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1. 解 剖 学 講 座 

 

プロフィール 

１．教室員と主研究テーマ 

教  授 井出 吉信 歯科インプラントにおける偶発症抑止のための顎骨内部構造の解析 

(Ａ07-0010-2) 

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

 (Ａ03-0010-1) 

講  師 上松 博子 乳歯と永久歯における形態的特異性に関する観察(Ａ07-0010-1) 

 坂  英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

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

助  教 松永  智 顎骨の骨梁構造と骨梁内生体アパタイト結晶配行を考慮した大規模

三次元有限要素解析 (Ａ08-0010-1) 

リサーチ 

レジデント 

岩沼  治 筋線維に機械的負荷を与えた際に発現する遺伝子の解析 

 (Ａ06-0010-1) 

大学院生 大橋 卓史 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有限要素解析 

 (Ａ06-0010-3) 

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

 呂  玟諺 びんろうが歯牙に与える影響 (Ａ06-0010-5) 

 角 祥太郎 マウス顎舌骨筋の筋線維特性 (Ａ06-0010-6) 

 中原  賢 マイクロCTを用いた骨口蓋内部構造の三次元的観察 

(Ａ04-0010-4) 

 廣木 愛実 筋活性制御タンパクの発現 (Ａ08-0010-4) 

 藤田 修平 舌下動脈とオトガイ下動脈の走行 (Ａ08-0010-2) 

 本田 秀光 mdxマウスにおける筋再生過程で発現する成長因子に関する研究 

(Ａ08-0010-3) 

専 攻 生 添島 正和 乳歯象牙質の特異性に関する観察 (Ａ04-0010-1) 

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

 野並 幹三 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

 白倉 由貴 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化の解析 

－μCTによる立体構築と解析－ (Ａ97-0010-2) 

 廣瀬 大希 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究

（Ａ01-0010-3） 

 小山 泰輔 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 

（Ａ03-0010-1） 

 内藤 裕義 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 

（Ａ03-0010-1） 

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

 菊池 龍介 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

 下尾 嘉昭 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 



 (Ａ03-0010-1) 

 鈴木 正史 顎骨の骨梁構造と骨梁内生体アパタイト結晶配行を考慮した大規模

三次元有限要素解析 (Ａ08-0010-1) 

 

 

2．成果の概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

体積率、各部位の厚さなどについても検索することが可能であった。 

Pediatric Dent J 18(1),15～23, 2008 

 

2)臨床肉眼解剖（Ａ96-0010-3, Ａ06-0010-3） 

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

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

Dysphagia 22, 122～129, 2007 

J Oral Maxillofac Surg 65, 22～29, 2007 

Cranio 25(3), 1～6, 2007 

Surg Radiol Anat 29, 383～388, 2007 

歯科学報 108(1), 66～73, 2008 

 

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

Ａ06-0010-6） 

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

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

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

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

に位置を同定することができ、医療現場に対しての情報提供につなげたい。 

  Anat Histol Embryol 36, 103～106, 2007 

Biomed Res 28, 25～31, 2007 

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

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

Zool Sci 25(3), 242～247, 2008 

 



3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

井出 吉信 歯科インプラントにおける偶発症抑止のため

の顎骨内部構造の解析 

文科省研究費補助金、基盤C、平成19-21年度 

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

ョン、平成18-20年度 

阿部 伸一 筋組織の機能活性に関するアンチエイジング・リ

サーチ 

東京歯科大学学長奨励研究助成、平成18-21年度

阿部 伸一 筋衛星細胞活性の促進と抑制に関する基礎的

研究 

私立大学等経常費等補助金特別補助（高度化の推

進）、平成18-21年度  

阿部 伸一 筋機能再活性に関与する筋幹細胞分化過程解

明のフロンテイア 

文科省研究費補助金、基盤C、平成19-21年度 

阿部 伸一 筋機能再生のための筋衛星細胞活性化に関す

る基礎的研究（再生医療グループ） 

学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチセン

ター経費（第7） 

坂   英樹 小児顎骨内における乳歯歯根と後継永久歯の

位置に関する研究 

全国小児歯科開業医会研究助成 

松永  智 生体アパタイトの配向性をも考慮に入れた顎

骨の高分解能・大規模有限要素解析 

文科省研究費補助金、若手Ｂ、平成20年-21年

度 

大橋 卓史 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有

限要素解析 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

染田 英利 歯牙の三次元計測による年齢推定法について

の検討 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

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

中原  賢 マイクロ CT を用いた骨口蓋内部構造の三次元

的観察 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

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

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

木下 英明 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有

限要素解析 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

古屋 英敬 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有

限要素解析 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

森田 洋佑 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に

与える影響 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

 

 

 



4．研究活動の特記すべき事項 

 シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 2008. 9.25 歯牙喪失後のヒト顎骨の構造変化 第 50 回歯科基礎医学会学術大

会・総会 

東京 

井出 吉信 2008.10.19 高齢者の摂食・嚥下障害と医療連

携 

第286回東京歯科大学学会 東京 

阿部 伸一 2009. 3.28 特色GP「歯学教育でのICTを活用

した学習評価」ICT 環境下での態

度技能再評価システムの構築 

東京歯科大学特色GPフォーラム 千葉市

 

 

学会等招待講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 2008. 9.13 口腔インプラント学の教育基準と

各大学の現状 

第 38 回日本口腔インプラント学

会・学術大会 

東京 

阿部 伸一 2008. 4.27 頭頸部の解剖学 日本口腔インプラント学会、認証

医申請のための講習会（嵌植義歯

研究所主催） 

仙台市

阿部 伸一 2008. 7.10 Anatomical Consideration in 
Implant Dentistry 

College of Oral Medicine, Taipei 
Medical University 

Taipei 
(Taiwan)

阿部 伸一 2008.10.25 補綴治療のための臨床機能解剖学

補綴治療後の抗加齢現象に関する

研究の最前線 

大阪大学歯学部第一補綴学教室 大阪市

阿部 伸一 2008.11.8 7 topics of Implant Anatomy Qingdao University School of 
Stomatology 

Qingdao
(China)

阿部 伸一 2008.11.27 矯正歯科に関する舌の解剖と機

能、筋機能に関する研究の最新の

知見 

広島矯正歯科医会学術講演会 広島市

阿部 伸一 2009. 3. 1 Anatomial Consideration of 
Implant Therapy 

台北医科大学同窓会台北市学術講

演会 
Taipei

(Taiwan)
阿部 伸一 2009. 3. 2 Functional Anatomy for 

Swallowing Function 
College of Oral Medicine, Taipei 
Medical University 

Taipei 
(Taiwan

 

 

 

 

 

 



5．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 2008. 5. 11 インプラントの施術時に知ってお

きたい解剖学 

日本歯科先端技術研究所研修 東京 

井出 吉信 2008. 5.17 インプラントにおける解剖学的な

基礎知識 

2008年度日本インプラント臨床研

究会100時間コース 

盛岡市

井出 吉信 2008. 5.31 よく噛み・おいしく食べて脳を目

覚めさせよう 

―摂食・嚥下のメカニズム― 

東京歯科大学同窓会福島県支部学

術講演会 

会津若松市

井出 吉信 2008. 6. 6 摂食・嚥下のメカニズム 大宮開成中学・高等学校 大宮市

井出 吉信 2008. 6.14 インプラントにおける解剖学的な

基礎知識 

日本口腔インプラント学会認定医

申請用教育講座 

札幌市

井出 吉信 2008. 6.22 インプラントの知っておきたい解

剖学 

総合インプラント研究センター 

 

東京 

井出 吉信 2008. 7.15 インプラントの知っておきたい解

剖学 

東京歯科大学同窓会杉並支部学術

講演会 

東京 

井出 吉信 2008. 7.17 摂食・嚥下知っておきたい解剖学 東京矯正歯科学会学術大会特別講

演 

東京 

井出 吉信 2008. 8.24 摂食・嚥下知っておきたい解剖学 山形歯科専門学校 山形市

井出 吉信 2008.10.26 摂食・嚥下障害の解剖について 平成20年度神奈川県摂食・嚥下障

害歯科医療担当者研修会 

横浜市

井出 吉信 2008.11.13 歯科衛生士のための解剖学 宮城高等歯科衛生士学院 仙台市

井出 吉信 2008.11.22 摂食・嚥下のメカニズム 第20回日本口腔科学学会近畿地

方部会学術集会 

大阪市

井出 吉信 2008.11.25 摂食・嚥下障害のメカニズムを理

解するための解剖学 

東京歯科大学同窓会豊島支部 東京 

井出 吉信 2008.12.13 インプラント療法に関連する解剖

学的留意点 

Club 22 スタディグループ 東京 

井出 吉信 2009. 1.17 知っておきたい摂食・嚥下のメカ

ニズム 

東京私立学校保健研究会 東京 

井出 吉信 2009. 1.24 インプラント知っておきたい解剖

学 

てんとう虫 スタディグループ 東京 

井出 吉信 2009. 2.19 インプラント知っておきたい解剖

学 

てんとう虫 スタディグループ 東京 

井出 吉信 2009. 3. 8 基礎に立脚したインプラント治療 プラトンミーティング2009 東京 



井出 吉信 2009. 3.15 機能から考えた口腔解剖 

－安全なインプラント治療の必須事

項とは－ 

社団法人日本歯科先端技術研究所

学術講演会・市民公開講座 

東京 

阿部 伸一 2008. 4.16 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

東京 

阿部 伸一 2008. 5.18 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

水戸市

阿部 伸一 2008. 6.22 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

松江市

阿部 伸一 2008. 6.28 咀嚼・嚥下のメカニズム 米沢市歯科医師会 米沢市 

阿部 伸一 2008. 6.29 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

名古屋市

阿部 伸一 2008. 7.13 アルジネート印象材による印象法を極

める 

－アルジネート印象材から見えてくる

口腔内所見－ 

明海大学・朝日大学生涯研修セミ

ナー 

浦安市

阿部 伸一 2008. 7.24 安全に行う口腔外科小手術 

－解剖標本で確認し基本技術を復

習しよう－ 

（社）東京都歯科医師会卒後研修セ

ミナー 

東京 

阿部 伸一 2008. 7.26 「臨床医が知らないといけない解

剖学」 

「総義歯と嚥下について」 

東京歯科大学同窓会鳥取県支部学

術講演会 

米子市

阿部 伸一 2008. 7.27 口腔内小手術、インプラントのため

に知っておきたい臨床解剖学 

I. E. P. O. スタディグループ 東京 

阿部 伸一 2008. 8.21 矯正治療に必要な機能解剖学的知

識 
東京医科歯科大学矯正研究会 東京 

阿部 伸一 2008. 8.24 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

長崎市

阿部 伸一 2008. 9. 6 インプラント解剖学 東京歯科大学卒後研修セミナー 東京 

阿部 伸一 2008. 9. 7 歯科治療後の筋組織に発現する抗

加齢現象 

松風臨床講座 東京 

   

 

  



阿部 伸一 2008. 9.21 高齢者の摂食・嚥下と義歯装着の

重要性 

－特に下顎運動と下顎義歯吸着の

ポイントについて機能解剖学的解

説－ 

千葉県歯科医師会 千葉市

阿部 伸一 2008. 9.29 無歯顎治療のために知っておきたい

高齢者の摂食・嚥下 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）日本歯科医師会平成20年度

生涯研修セミナー 

大阪市

阿部 伸一 2008.10. 8 リハビリテーション 嚥下・口腔

ケア 

－機能解剖学からの解説－ 

（社）千葉県看護協会 千葉市

阿部 伸一 2008.10.25 外科処置、インプラント治療のた

めの臨床機能解剖学 

泉佐野泉南歯科医師会 大阪市

阿部 伸一 2008.10.26 午前）インプラント、外科処置治

療のための機能解剖 

午後）有床義歯と機能解剖 

救歯会学術講演会 東京 

阿部 伸一 2008.11. 1 1）インプラント、外科処置治療の

ための機能解剖 

2）有床義歯と機能解剖 

青森県歯科医師会 津軽市

Shinichi Abe 2008.11. 9 Hands on Anatomy for Implant 
(Qingdao University School of 
Stomatology) 

New York University, 
Continuing Dental Education 
Programs 

Qingdao
(China)

阿部 伸一 2008.12.20 外科処置、インプラント治療のた

めの臨床機能解剖学 

香川デンタルスタディクラブ 広島市

阿部 伸一 2009. 2. 8 インプラント、総義歯に関する解

剖 

千葉スタディクラブ 千葉市

阿部 伸一 2009. 2.22 高齢者の摂食・嚥下と義歯装着の

重要性 

－特に下顎運動と下顎義歯吸着の

ポイントについて機能解剖学的解

説－ 

技工所協会・東支部学術講演会 東京 

阿部 伸一 2009. 3. 7 高齢者の摂食・嚥下と義歯装着の

重要性、治療後の抗加齢現象 

東京歯科大学同窓会青森県支部 青森市

阿部 伸一 2009. 3.11 嚥下機能障害・リハビリテーショ

ンのための基礎知識 

－摂食･嚥下に関する機能解剖学

－ 

千葉県看護協会 

高齢者施設看護研修会 

千葉市

     



阿部 伸一 2009. 3.15 知っておきたい人体“食べること、

のむこと”の神秘 

山口県県民講座 

（山口県および山口県歯科医師会

共催） 

山口市

阿部 伸一 2009. 3.22 口腔内小手術、インプラントのため

に知っておきたい臨床解剖学 

P. G. I. スタディグループ 東京 

坂  英樹 2009. 3.15 知らないと危険なインプラント領

域の解剖的知識 
口腔インプラント生涯研修センター 

「インプラント技術向上セミナー」 
名古屋市

 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種  別 役  割 開催地

井出 吉信 2009. 2.18 平成20年度第4学年CBT 試験問題選定委員長 千葉市

井出 吉信 2009. 3. 1 平成20年度第4学年OSCE 運営委員長 千葉市

井出 吉信 2009. 3.11 平成20年度第4学年CBT追・再試験 試験問題選定委員長 千葉市

坂  英樹 2009. 2.18 平成20年度第4学年CBT 試験問題選定委員 千葉市

坂  英樹 2009. 3.11 平成20年度第4学年CBT追・再試験 試験問題選定委員 千葉市

 

 

その他、メディア等 

氏 名 年月日 内容、番組名など メディア名 開催地

阿部 伸一 2008. 6.20 「なぜムセてしまうの？」解体新ショー NHK 東京 

阿部 伸一 2008.11.22 「“のどちんこ”の役割」世界一受けたい授業、

映像協力 

日本テレビ 東京 

 



論      文 

 

1. Abe,S., Nonami,K., Iwanuma,O., Hiroki,E., Yanagisawa,N.(1), Ide,Y. : HGF and IGF-1 is present during the 

developmental process of murine masseter muscle., J Hard Tissue Biol 18(1), 1～6, 2008. 原著 A03-0010-1 細形

研,細生研 実動施設 (1)昭和大・歯・解剖 

 

2. Abe,S. : Phenomenon of muscle anti-aging after dental treatment -Changes in oral function of muscle fiber 

characteristics-., Japanese Dental Science Review 44(1), 66～69, 2008. 総説 A03-0010-1 細形研,細生研 実動施

設 

 

3. Abe,S., Hiroki,E., Iwanuma,O., Sakiyama,K.(1), Shirakura,Y., Hirose,D., Shimoo,Y., Suzuki,M., Ikari,Y., Kikuchi,R., 

Ide,Y., Yoshinari,M.(2) : Relationship between function of masticatory muscle in mouse and properties of muscle 

fibers., Bull Tokyo Dent Coll 49(2), 53～58, 2008. 原著 A03-0010-1 細形研,細生研 実動施設 (1)明海大・歯・解

剖,(2)理工 

 

4. Kado,S., Abe,S., Hiroki,E., Iwanuma,O., Sakiyama,K.(1), Kim,H.(2), Ide,Y. : Myofiber properties of mouse mylohyoid 

muscle in the growth period., Zoolog Sci 25(8), 806～810, 2008. 原著 学位論文(甲) A03-0010-1 細形研,細生研 実

動施設 (1)明海大・歯・解剖,(2)Dept. of Oral Biology. College of Dentistry. Yonsei Univ. 

 

5. Matsunaga,S., Okudera,H.(1), Abe,S., Tamatsu,Y.(2), Hashimoto,M.(3), Ide,Y. : The influence of bite force on the 

internal structure of the mandible, J. Oral Biosci. 50(3), 194～199, 2008. 原著 学位論文(甲) A04-0010-4 保情研,

分析生研 (1)神歯大・歯・補綴,(2)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(3)法人類学 

 

6. Abe,S. : Localization of caspase 12 in masseter muscle of mdx mice during regeneration., Anti-Aging Med 5(3), 53

～56, 2008. 原著 A03-0010-1 細形研,細生研 実動施設 

 

7. Okuda,S., Abe,S., Kim,H.(1), Agematsu,H., Mitarashi,S., Tamatsu,Y.(2), Ide,Y. : Morphologic characteristics of 

palatopharyngeal muscle, Dysphagia 23(3), 258～266, 2008. 原著 学位論文(甲) A06－0010－3 (1)Dept. of Oral 

Biology. College of Dentistry. Yonsei Univ.,(2)Dept. of Neurology Gross Anatomy Section. Kagoshima Univ. 

 

8. Someda,H., Saka,H., Matsunaga,S., Ide,Y., Nakahara,K., Hirata,S.(1), Hashimoto,M.(2) : Age estimation based on 

three-dimensional measurement of mandibular central incisors in Japanese, Forensic Sci Int 185, 110～114, 2009. 

原著 学位論文(甲) A06-0010-4 保情研,分析生研 (1)社会歯,(2)法人類学 

 

解      説 

 

1. 阿部伸一 : インプラント解剖学 －偶発症の予防と筋機能アンチエイジング－, JICD 39(1), 18～23, 2008. 

 

2. 阿部伸一, 井出吉信 : Clinical Science 偶発症危険部位の真実 -歯の喪失後に変化する下顎管の形態-, the 

Quintessence 27(10), 3～5, 2008. 

 

3. 阿部伸一, 井出吉信 : Clinical Science 偶発症危険部位の真実 -無歯顎における上顎洞の形態変化-, the 

Quintessence 27(11), 3～5, 2008. 

 



4. 阿部伸一, 井出吉信 : Clinical Science 偶発症危険部位の真実 -上顎結節部の脈管・神経-, the Quintessence 

27(12), 3～5, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 阿部伸一: 共著 :無歯顎治療のために知っておきたい高齢者の摂食・嚥下 －機能解剖学からの解説― いつま

でもおいしく食べていただくために－総義歯－ , 日本歯科医師会平成 20 年度生涯研修セミナービデオ, 東京, 

2008. 

 

2. 松永 智(b),(c): 著分担 :Biological Crown Contour (a)Part1 Proposal Talk 生体にとって本当にあるべき“生物学

的歯冠形態”を探る 12～84 頁,(b)Part2 Basic Bio Imaging ヒトの生体における歯周組織と歯冠形態 85～125

頁,(c)Part3 Clinical Bio Imaging 生物学的歯冠修復装置製作のための各歯の見方・とらえ方 127～139

頁,(d)Part4 Clinical Practice 生物学的歯冠形態をつくる 141～167 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 保情研,分析

生研 

 

3. 齋藤 淳(1)(a), 上松博子(a),井出吉信(a): 著分担 :歯科技工別冊 Biological Crown Contour －生体に調和する歯

冠形態 (a)歯周組織の解剖と生理 86～91 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. (1)口健臨・保存 

 

その他 

 

1. 阿部伸一 : 食事中、思わず舌をかむのはなぜ?, NHK 出版「解体新ショー」, 67～68, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 坂 英樹, 井出吉信 : マイクロ CT による乳犬歯歯根吸収と後継永久歯の位置に関する研究, 小児歯誌 46(2), 

145, 2008. (第 46 回日本小児歯科学会大会および総会, さいたま市) A91-0010-6 分析生研 

 

2. 阿部伸一, 監物 真(1), 井出吉信, 吉成正雄(2) : 骨髄由来SP細胞の筋線維への分化について, 解剖誌 84(Suppl), 

157, 2008. (第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) A03-0010-1 細形研,細生研 実動施設 (1)臨検査,(2)理

工 

 

3. 松永 智 : バイオメカニクス分野から見た骨梁の再生, 日本再生歯科医学会抄録集, 30, 2008. (第 6 回日本再生歯

科医学会学術大会・総会, 東京) A08-0010-1 保情研,分析生研 

 

4. 森田洋佑, 廣木愛実, 本田秀光, 角祥太郎, 岩沼 治, 﨑山浩司(1), 阿部伸一, 井出吉信 : mdx マウス咬筋およ

び前脛骨筋の筋変性の違い, 歯科学報 108(2), 186, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) A03-0010-1 

細形研 実動施設 (1)明海大・歯・解剖 

 

5. 岩沼治, 廣木愛実, 本田秀光, 本田敦郎, 﨑山浩司, 阿部伸一, 井出吉信 : 筋芽細胞に対する機械的伸展刺

激が細胞増殖に与える影響, 解剖誌 83(2), 65, 2008. (第 95 回日本解剖学会関東支部学術集会, 川越市) 

A06-0010-1 細形研,細生研 実動施設 

 

6. 松永 智, 大橋卓史, 中原賢, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : 骨梁構造を考慮した顎骨の大規模マルチス

ケール解析, J Jpn Soc Bone Mprphom 18(2), 83, 2008. (第 28 回日本骨形態計測学会学術大会・総会, 東京) 

A08-0010-1 脳科学研 保情研,分析生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 



7. 志田  剛(1), 阿部伸一, 井出吉信, 鈴木計将(1) : 咀嚼機能が HDS-R に与える影響について, 日摂食嚥下リハ会

誌 12(3), 290, 2008. (第 14 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会, 千葉市) (1)静岡県 

 

8. 松永 智, 中原賢, 大橋卓史, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : ヒトインプラント周囲骨梁構造におけるマル

チスケール解析, J Jpn Soc Oral Implant 21, 265, 2008. (第 38 回日本口腔インプラント学会学術大会・総会, 東京) 

A08-0010-1 保情研,分析生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 

 

9. 松永 智, 大橋卓史, 中原賢, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : インプラント周囲荷重伝達機構の解析, 日

歯医師会誌 61(5), 134, 2008. (第 21 回日本歯科医学会学術大会・総会, 横浜市) A08-0010-1 保情研,分析生研 (1)鹿

大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 

 

10. 古屋英敬, 森岡俊行(1), 松永 智, 坂 英樹, 吉成正雄(2), 井出吉信 : 関節突起における生体アパタイト結晶の

配向性, 歯科学報 108(4), 85, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) A-09-0010-3 分析生研 (1)口腔イン

プラント,(2)インプラント研究部門 

 

11. 木下英明, 中原賢, 大橋卓史, 松永 智, 上松博子, 吉成正雄(1), 井出吉信 : マイクロ CT を用いたヒト顎骨に

おける下顎管の三次元的観察, 歯科学報 108(4), 395, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会総会, 千葉市 ) 

A06-0010-3 分析生研 (1)インプラント研究部門 

 

12. 藤田修平, 阿部伸一, 吉成正雄(1), 矢島安朝(2), 井出吉信 : 下顎前歯部舌側領域における動脈の走行形態, 

J.jpn.soc.oral Implant. 21, 193, 2008. (第 38 回日本口腔インプラント学会学術大会, 東京) A08-0010-2 (1)理工,(2)口腔イ

ンプラント 

 

13. 松永 智, 大橋卓史, 中原賢, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : 顎骨の骨梁構造を考慮したマルチスケー

ル解析, J Oral Biosci 50, 136, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 東京) A08-0010-1 保情研,分析

生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 

 

14. 廣木愛実, 岩沼 治, 阿部伸一, 井出吉信 : 筋再生時における negative regulator の発現, J Oral Biosci 

50(Suppl), 136, 2008. (第 50 回 歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 東京) A08-0010-4 細形研 実動施設 

 

15. 中原賢, 松永 智, 大橋卓史, 田松裕一(1), 井出吉信 : 日本人骨口蓋内部構造の三次元的形態計測, J Oral 

Biosci 50(Suppl), 136, 2008. (第 50 回 歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 東京) A04-0010-1 分析生研 (1)鹿大・

大学院・歯科応用解剖 

 

16. Saka,H., Matsunaga,S., Ide,Y., Ma,j.(1), Shi,S.(2) : Three-dimensional observation of mandibular primary central 

incisor by Micro-CT, Program&Abstructs , 75, 2008. (Japan-China Dental Conference 2008, Xi'an, China) 

A91-0010-06 分析生研 (1)Research Institute of Pediatric Dentistry，Tongji Univ. ,(2)Research Institute of Pediatric 

Dentistry，Tongji univ. 

 

17. Someda,H., Ide,Y., Saka,H., Matsunaga,S., Hashimoto,M.(1) : Age estimation by mean of Three-dimensional 

measurements of teeth taken by micro CT, Program&Abstructs, 76, 2008. (Japan-China Dental Conference 2008, 

Xi'an, China) A06-0010-4 保情研,分析生研 (1)法人類学 

 



18. Abe,S., Iwanuma,O., Ide,Y. : Effect of mechanical stretching on expressions of muscle specific transcription factors 

in proliferated myoblasts., ASCB(Supplement), 128, 2008. (48th Annual Meeting The American Society for Cell Biology, 

San Francisco) A03-0010-1 細形研,細生研 実動施設 

 

19. 松永 智, 大橋卓史, 中原 賢, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : インプラント周囲骨梁構造が果たす力学

的役割, 解剖誌 84(Suppl), 138, 2009. (第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) 保情研,分析生研 (1)鹿

大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 

 

20. 中原 賢, 松永 智, 大橋卓史, 上松博子, 阿部伸一, 田松裕一(1), 高野直樹(2), 井出吉信 : 日本人骨口蓋に

おける内部構造分析, 解剖誌 84(Suppl), 138, 2009. (第 114 回 日本解剖学会 総会・全国学術集会, 岡山市) 

A04-0010-4 分析生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械工学 

 

 

21. 廣木愛実, 岩沼 治, 阿部伸一, 井出吉信, 吉成正雄(1) : 筋再生時における骨格筋形成抑制因子および関連因

子の発現, 解剖誌 84(Suppl), 158, 2009. (第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) A08-0010-4 細形研 

実動施設 (1)理工 

 

22. 岩沼 治, 﨑山浩司(1), 阿部伸一, 井出吉信 : マウス筋芽細胞と皮膚線維芽細胞間のシグナル伝達および相互

作用の研究, 解剖誌 84(Suppl), 189, 2009. (第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) A06-0010-01 細形

研,細生研 実動施設 (1)明海大・歯・解剖 

 

23. 本田秀光, 岩沼 治, 阿部伸一, 井出吉信, 吉成正雄(1) : mdx マウス咬筋および前脛骨筋の筋再生過程における

HGF, IGF-1 の発現について, 解剖誌 84(Suppl), 219, 2009. (第 114 回 日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) 

A08-0010-3 細形研,細生研 実動施設 (1)理工 

 

24. Matsunaga,S., Ohashi,T., Nakahara,K., Tamatsu,Y.(1), Takano,N.(2), Ide,Y. : Analysis of loading mechanism in the 

trabecular bone around the dental implant fixtures using multi-scale method, Program&Abstructs, 125, 2009. 

(Japan-China Dental Conference 2008, Xi'an, China) 保情研,分析生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)慶大・理工・機械

工学 

 

25. Hiroki,E., Abe,S., Iwanuma,O., Agematsu,H., Ide,Y. : Phenomenon of Muscle Anti-aging after Dental 

Treatment-Changes in Oral Function of Muscle Fiber Characteristics-, Program&Abstructs , 220, 2009. 

(Japan-China Dental Conference, Xian,China) A08-0010-4 細生研 

 



2. 口腔超微構造学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 栁澤 孝彰 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化（Ａ85-0020-1） 

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

 見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究 

（Ａ97-0020-2） 

歯牙漂白がエナメル質結晶におよぼす影響に関する研究（Ａ06-0020-3）

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

的研究（Ａ92-0020-2） 

歯牙形成における誘導因子とシグナル伝達について（Ａ08-0020-1） 

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

(Ａ06-0020-2） 

  

2．成果の概要 

1)歯牙漂白がエナメル質結晶におよぼす影響に関する研究（Ａ06-0020-3） 

エナメル質の漂白は臨床で広く行われている。しかし、漂白によりエナメル質がどの様な影響を

受けるのかについて詳細に研究したものはない。本研究は市販の漂白剤がエナメル質、特に結晶に

与える影響について検討したものである。抜去した20歳代ヒトの完全埋伏智歯を材料とし、これに

２種類の市販漂白剤Hi-LとNWEをそれぞれ用いて漂白を行った。その後、試料を調整し、エナメル

質表層の変化をCMR SEM XRD HR-TEMで観察した。その結果、両漂白剤を作用させた場合にエナメル

質には石灰化度の変化はみられず（CMR所見）、また結晶成分や結晶性にも差異は観察されなかった

（XRD所見）。しかし、SEMによる観察の結果、小柱鞘に沿った間隙や結晶間のひび割れのような像

が認められた。さらにHR-TEMによる観察では、Hi-L処理では結晶に部分的な成長像がみられ、NWE

では結晶の脱灰が認められた。 

J Hard Tissue Biol 17(1), 11～16.  

 

2)インプラント表面性状の違いによる付着上皮接合能の変化について (Ａ06-0020-2） 

  歯の再植とインプラント体植立施術後に歯肉上皮付着装置がどの様に再構築されるかを明ら

かにする目的で、施術後における再植歯―歯肉上皮ならびにインプラント体―周囲組織界面の

経時的変化を微細構造学的に検討した。生後８週のラット臼歯部に抜歯再植施術あるいは純チ

タンインプラント埋入施術を行い、常法によりエポキシ樹脂に包埋、超薄切片を作製後、電子

顕微鏡観察を行った。その結果、歯を再植すると、術後４週までに上皮―エナメル質界面に基

底板とヘミデスモゾームからなる接着装置が再構築されることが明らかとなった。一方、チタ

ンインプラント植立の場合にはインプラント周囲上皮は歯肉溝上皮に類似した構造をとり、接

合上皮と接着装置の再生は認められなかった。代わりに、特別に組織化された結合組織性の細

胞層が構築されていることが明らかとなった。 
Clin Oral Implants Res 20(3), 299～305, 2009 

 



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

栁澤 孝彰 

見明 康雄 

キシリトールに関する一連の研究 ロッテ・中央研究所  

マヒドール大・歯・口腔生物 

さいたま市 

タイ 

鈴木 義久

Sroisiri T

栁澤 孝彰 

見明 康雄 

メダカエナメロイドの結晶構造

に関する電顕的研究 

広大・院・医歯薬・生体材料 広島市 岡崎 正之

澤田  隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織

の超微構造的変化 

McGill大・医・解剖／細胞生物 Canada 井上 貞行

見明 康雄 年齢による歯石構造の違いに関

する研究 

コノドント歯の結晶構造に関す

る電顕的研究 

高知学園短大・保健・歯科衛生 高知市 

 

三島 弘幸

 

見明 康雄 ハイドロキシアパタイト薄膜コ

ーティングインプラントの物性

に関する研究 

プラトンジャパン 東京 神蔵   功

森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロ

テオグリカンについての免疫組

織化学 

新潟医療福祉大・医療技術・

理学療法 

新潟市 山田まりえ

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

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

究高度化推進特別補助） 

  



論      文 

 

1. Ogiwara,M., Miake,Y., Yanagisawa,T. : Changes in dental enamel crystals by bleaching, J Hard Tissue Biol 17(1), 11

～16, 2008. 原著 学位論文(甲) A06-0020-3 細形研,分析生研 

 

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

conodont fossils, Front Mater Sci China 2(2), 179～181, 2008. 原著 (1)高知学園短大・歯科衛生,(2)明海大・口腔解

剖,(3)高知県,(4)高知学園短大・応用生命科学 

 

3. Oda,S.(1), Sawada,T., Yanagisawa,T., Yakushiji,M.(1) : Morphometric and immunohistochemical investigation of tooth 

development in rats prenatally exposed to ethanol, Ped Dent J 19(1), 1～8, 2009. 原著 学位論文(甲) 細形研 実

動施設 (1)小児歯 

 

4. Shioya,K., Sawada,T., Miake,Y., Inoue,S.(1), Yanagisawa,T. : Ultrastructural study of tissues surrounding replanted 

teeth and dental implants, Clin Oral Implants Res 20(3), 299～305, 2009. 原著 学位論文(甲) A06-0020-2 細形研 

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

 

5. Thaweboon,S.(1), Nakornchai,S.(2), Miake,Y., Yanagisawa,T., Thaweboon,B.(1), Soo-ampon,S.(3), Lexomboon,D.(4) : 

Remineralization of enamel subsurface lesions by xylitol chewing gum containing funoran and calcium 

hydrogenphosphate, Southeast Asian J Trop Med Public Health 40(2), 345～353, 2009. 原著 A75-0020-8 保情研 

(1)Dept. of Microbiology ，  Mahidol University,(2)Dept. of Pediatric Dentistry ，  Mahidol University,(3)Dept. of 

Physiochemistry， Mahidol University,(4)Dept. of Community Dentistry， Mahidol University 

 

単行図書 

 

1. 栁澤孝彰: 編集 :カラーアトラス 口腔組織発生学第 3 版 , わかば出版, 東京, 2009. 

 

その他 

 

1. 栁澤孝彰 : 佐々木崇寿教授を偲んで, 解剖誌 82(3), 89～90, 2007. 前年度記載漏れ 

 

学会抄録 

 

1. 織田進也(1), 関口 浩(1), 澤田 隆, 栁澤孝彰, 藥師寺 仁(1) : エナメリン遺伝子機能不全マウスを用いたエナメル

質形成不全症の病態解析, 小児歯誌 46(2), 314, 2008. (第 46 回日本小児歯科学会大会, 大宮市) 細形研 実動施

設 (1)小児歯 

 

2. 見明康雄, 荻原正也, 栁澤孝彰 : 漂白によるエナメル質結晶の変化, 第17回硬組織再生生物学会学術大会・総

会プログラム・抄録集, 53, 2008. (第 17 回硬組織再生生物学会学術大会・総会, 徳島市) A06-0020-3 細形研,分析生研 

 

3. 織田進也(1), 関口 浩(1), 新谷誠康(1), 澤田 隆, 栁澤孝彰, 内田 隆(2) : エナメリン遺伝子機能不全マウスを用い

た歯胚の組織学的観察, J Oral Biosci 50(Supple), 172, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会総会, 東京) 細形研 実動施

設 (1)小児歯,(2)広大・院医歯薬・口腔細胞生物 

 



4. 森口美津子, 山田まりえ(1), 栁澤孝彰 : ラット臼歯歯胚における TAK1 と p-p38 の分布, J Oral Biosci 50(Supple), 

173, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会総会, 東京) A08-0020-1 細形研 実動施設 (1)新潟医療福祉大・医療技術 

 

5. 渡邉弘樹(1), 茂呂祐利子(1), 安部仁晴(1), 中川敏浩(1), 深井直実(1), 栁澤孝彰 : NOSKOmice 頭蓋骨骨芽細胞に

おける NOX1, 4 の発現, J Oral Biosci 50(Supple), 184, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会総会, 東京) (1)奥羽大・歯・生

体構造 

 

6. 三島弘幸(1), 宮元沙織(2), 北原正大(2), 西野彰恭(1), 大久保厚司(3), 田中和夫(3), 大野由香(1),中石裕子(1), 野村加

代(1), 和食沙紀(1), 見明康雄, 栁澤孝彰 : 縁下歯石の加齢変化による形態と組成の変化, 第 6 回日本再生歯

科医学会学術大会・総会 基礎と臨床のインターフェイス プログラム・抄録集, 56, 2008. (第 6 回日本再生歯科医学

会学術大会・総会, 東京) 細形研,保情研,分析生研 (1)高知学園短大・歯科衛生,(2)高知学園短大・応用生命科学,(3)高知

県 

 

7. Yanagisawa,T., Sawada,T., Miake,Y., Moriguchi,M., Yamazaki,T., Shioya,K., Ishikawa,T., Hiruma,N. : 

Ultrastructural study of tissues surrounding replanted teeth and dental implants, 4th Sino-Japanese Conference 

on Stomatology Program & Abstracts, 128, 2008. (4th Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xi'an, China) 

A06-0020-2 細形研 実動施設 

 

8. Miake,Y., Yanagisawa,T., Sawada,T., Moriguchi,M., Yamazaki,T., Ogiwara,M. : Changes in dental enamel crystals 

by bleaching, 4th Sino-Japanese Conference on Stomatology Program & Abstracts, 185, 2008. (4th Sino-Japanese 

Conference on Stomatology, Xi'an, China) A06-0020-3 細形研,保情研 

 

9. 森口美津子, 山田まりえ(1), 栁澤孝彰 : ラット臼歯歯胚における TAK1 と TAB1 の分布, 解剖誌 84(Supple), 167, 

2009. (第 114 回日本解剖学会総会, 岡山市) A08-0020-1 細形研 実動施設 (1)新潟医療福祉大・医療技術 

 



 

 

3. 生 理 学 講 座  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

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

代謝異常の影響（Ａ97-0090-1） 

 遠藤 隆行 脳幹孤束核細胞の生理機能について（Ａ04-0090-1） 

 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ95-0090-2） 

  顎運動関連ミラーニューロシステムの検討（Ａ02-0090-1） 

  

2．成果の概要 

1) 離乳から粉末飼料で飼育したマウス（粉末食群）では、生後３か月 での海馬のシナプス

密度が、固形飼料で飼育したマウス（固形食群）に比べて有意に低い。シナプスの形成には

ニューロトロフィンの一種である brain-derived neurotrophic factor (BDNF)が 関与して

いることから、粉末食群では BDNFの出現量が少ないことが予測される。そこで、C57BL/6系

マウスの雄を離乳後、 粉末食群と固形食群に分けて飼育し、１、３および６か月齢の海馬と

新皮質における BDNF出現量を ELISA法によって調べた。その結果、３および６か月齢の粉末

食群の海馬において、BDNF 出現量の有意な減少が認められた。新皮質における BDNF 出現量

は、両群において有意差は認められなかった。これらのことから、幼弱時の粉末飼育による

咀嚼運動量の減少が、成熟後の海馬における BDNF出現量を減少させ、結果的に海馬のシナプ

ス密度を低下させることが示唆された。 

Bull Tokyo Dent Coll 49(4), 185～190, 2008 （Ａ97-0090-1） 

2) ガラニンは 29 のアミノ酸からなる、食物摂取や加齢変化に関与するペプチドである。脳

幹孤束核は自律神経を介して消化管の運動・分泌を支配している。そこで、脳幹孤束核にお

けるガラニンの働きを調べた。ガラニンは GTP結合タンパク質 Giのβγサブユニットを介し

て、電位依存性 N型および PQ型カルシウムチャネルを抑制していた。 

Brain Research 1229, 37～46, 2008 （Ａ04-0090-1） 

3) 神経成長因子（NGF）および脳由来栄養因子（BDNF）の働きを調べた。脳幹孤束核におい

て、NGFおよび BDNFはチロシンキナーゼ A受容体と結合して、細胞内ミトゲン活性型タンパ

クキナーゼシグナルを修飾して、L型カルシウムチャネルを促進していた。 

Archives of Oral Biology 53, 1192～1201, 2008 （Ａ04-0090-1） 

4) テロメア結合タンパク質は加齢に関与するタンパク質である。骨芽細胞において、テロメ

ア結合タンパク質は核周辺に局在し、その働きを修飾するタンキラーゼは細胞質全体に散在

していた。 

歯科学報 108, 117～121, 2008 

5) ヒト一次体性感覚野口腔内領域の同定 

ヒト一次体性感覚野における口腔内領域を同定した。その配列は中心後回上方より示指、上

唇粘膜、下唇粘膜、舌前方、舌後方、頬粘膜上部、頬粘膜下部の順で、一次体性感覚野の 30％

の領域を占めた。加えて、口腔内領域を支配する求心性感覚線維が大脳皮質 3b野に対して両



 

 

側性投射を有することを明らかにした。古典的なペンフィールドの一次体性感覚野体部位再

現領域地図に口腔内領域を付け加えることとなった。 

Neuroimage 43, 128～135, 2008（Ａ95-0090-1） 

6) 三叉神経領域痛覚に対するケタミンとフェンタニルの効果 

ヒト三叉神経領域から痛覚誘発脳磁場応答を記録し、ケタミンおよびフェンタニル静脈内投

与の効果を検討した。ケタミンは、A デルタニューロンに仲介される痛覚応答を消失させた

が、フェンタニルは、効果が無かった。従って、ケタミンとフェンタニルの痛覚抑制機序は

異なることが示された。 

Neuroscience Research 62, 105～111, 2008（Ａ95-0090-1） 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

澁川 義幸 K+-dependent Na+/Ca2+ 

exchangerの構造変異と細胞

膜 K+-Na+-Ca2+ 交換駆動過程の

機能連関 

カルガリー大学医学

部 

Canada PPM 
Schnetkamp 

澁川 義幸 心室筋細胞の Ca2+信号はアセ

トアルデヒド・全身性局所麻

酔薬で調節されるか？ 

東邦大･薬 船橋市 百瀬弥寿徳 

澁川 義幸 象牙芽細胞の細胞内 Ca2+信号

に関する研究 

延世大学･歯 韓国 Dong Min 
Shin 

澁川 義幸 電位依存性 K+チャネルの生体

物理学的特性に関する研究 

カルガリー大･医 Canada WR Giles 

澁川 義幸 象牙芽細胞は感覚受容細胞で

あるか？ 

リヨン第一大 France H Magloire 

澁川 義幸 細胞内 IP3 濃度計測に関する

研究 

北医大･歯 当別町 谷村 明彦 

澁川 義幸 象牙芽細胞の TRPM8 チャネル

に関する研究 

鹿児島大学･歯 鹿児島市 徳田 雅行 

澁川 義幸 唾液腺細胞の AQP発現 鶴見大学･歯 横浜市 佐原 資謹 

澁川 義幸 唾液腺水分泌機構 日大・松戸歯 松戸市 杉谷 博士 

  

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

澁川 義幸 歯牙発生過程における近遠心頬舌側決定因

子：歯胚Ｃａ信号の非対称性分布と制御機構 

文科省科研費・基盤研究（C） 

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

統合異常 

学術研究高度化推進経費 ハイテク・リ

サーチ・センター経費(第 6) 

澁川 義幸 口腔アンチエイジングによる生体制御 学術研究高度化推進経費 ハイテク・リ

サーチ・センター経費(第 7) 

 

 

 

 



 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

澁川 義幸 2008. 9.25 歯科基礎医学会賞 Cerebral Cortical 
Dysfunction in Patients with 
Temporomandibular 
Disorders 
in Association with Jaw 
Movement Observation 

歯科基礎医学会 

 

   学会招待講演 

演者名 年月日 講演題名 学会・研究会名 主催地 

澁川 義幸 2009.11. 3 K+依存性Na+-Ca2+交換(NCKX)

における K+結合／輸送制御

歯牙硬組織形成と Na+-Ca2+

交換(NCX)輸送 

トランスポーターワークショ

ップ IN 福岡関連セミナー 
福岡大学

医学部 

澁川 義幸 2008. 9.26 Teeth and Brain Function, 
From Human Brain 
Science to Clinical 
Dentistry Approach 

96th FDI Annual World 
Dental Cingress 

Stockholm
,Sweden 

 

6．教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

演者名 年月日 演 題 学会・研究会名 主催地 

田﨑 雅和 2008. 7. 6 感覚（味覚）と味覚障害－

臨床における味覚障害とそ

の対処について－ 

東京歯科大学同窓会埼玉県支

部総会学術セミナー 

川越市 

田﨑 雅和 2009. 2. 7 味覚障害に対する味覚検査

法とその対処法 

北海道歯科医師会学術研修セ

ミナー 

札幌市 

 

教育ワークショップ等 

共用試験等 

氏 名 年月日 種  別 役  割 開催地 

田﨑 雅和 2009. 2.18 平成 20年度東京歯科大学 第 4学年

CBT 

試験実施委員 千葉市 

田﨑 雅和 2009. 3.11 平成 20年度東京歯科大学 第 4学年

CBT追･再試験 

試験実施委員 千葉市 

田﨑 雅和 2009. 3. 1 平成 20年度東京歯科大学 第 4学年

OSCE 

評価者 千葉市 

田﨑 雅和 2008. 3.16 平成 20年度東京歯科大学 第 4学年

CBT追･再試験 

評価者 千葉市 

 

 



論      文 

 

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

骨芽細胞におけるテロメア結合タンパクおよびタンキラーゼの局在性, 歯科学報 108, 117～121, 2008. 原著 

A04-0090-1 (1)臨検査,(2)微生物,(3)病理,(4)理工 
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プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 東  俊文 幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（Ａ04-0325-1） 

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

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

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

クローニングとその発現調節機構の解析（Ａ95-0120-2） 

 柴山 和子 Candida albicansの病原因子解析 

助  手 落合 宏美 幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（Ａ04-0325-1） 

 

2．成果の概要 

1）幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（Ａ04-0325-1） 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

させることを明らかにした。（ＪＧＨ 印刷中） 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



J Oral Biosci 49, 303～308, 2007 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

唆された．（山本） 

 

3）Candida albicansの病原因子解析 

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

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

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

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

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

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

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

いる。 

 
 
3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費 

佐藤  裕 もう一つのヒトう蝕原因菌で遅れている遺伝子機

能解明への一つのアプローチ（Ａ95-0120-1） 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

山本 康人 心内膜炎病原因子候補、S. mutans のコラーゲン

アドヘシン（Cnm）の機能解明（Ａ95-0120-1） 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

 



学会抄録 

 

1. 岡本-柴山和子, 佐藤 裕, 東 俊文, 井上 孝(1) : レスベラトロールの抗菌作用, BMB2008(第 31 回日本分子生物

学会年会・第 81 回日本生化学会大会 合同大 会)講演要旨集, 330, 2008. (BMB2008(第 31 回日本分子生物学会

年会・第 81 回日本生化学会大会 合同大会), 神戸市) 脳科学研 分子生研 (1)東歯大・口腔科学研究センターHRC7 

 

2. 山本康人, 落合宏美, 東 俊文 : マウス歯乳頭由来細胞 MDPC-23 の石灰化機序へのレスベラトロールの影響, 

歯科学報 108(2), 188, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A04-0325-1 分子生研 

 

3. Okamoto-Shibayama,K., Sato,Y. : dbl gene repertoire variation among S. sobrinus strains, J Dent Res. 87(B), 

ABSTRACT:0719, 2008. (IADR, 2008, Toronto, Canada) A95-0120-1, 科学研究費基盤 C 分子生研 

 

4. Higuchi,H., Okamoto-Shibayama,K., Sato,Y., Ohta,K.(1) : Stress-adaptive enzyme and ion channels in xerostomia 

model mouse, J Dent Res. 87(B), ABSTRACT:3020, 2008. (IADR, 2008, Toronto, Canada) 分子生研,細生研 (1)Dept. 

of Biology 

 

5. 落合宏美 : PPARγによる象牙芽細胞様細胞 MDPC-23 の分化促進効果に関する検討, 歯科学報 108(4), 88, 

2008. (第 286 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 分子生研 

 

6. 岡本-柴山和子, 佐藤 裕, 東 俊文, 井上 孝(1) : 新規な抗菌活性物質の検索 ―レスベラトロールの抗真菌作用

の検討 ―, Journal of Oral Biosciences 50 (Suppl.), 124, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会, 東京) 分子生研 

(1)東歯大・口腔科学研究センターHRC7 

 

7. 村松 敬(1), 岡本-柴山和子, 佐藤 裕, 安彦善裕(2), 橋本貞充(1), 下野正基(1) : 唾液を検体としたエイジングマー

カーの検出, Journal of Oral Biosciences 50 (Suppl.), 130, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会, 東京) 脳科学研

細形研,分子生研,細生研 (1)病理,(2)北医療大・個体差医療科学センター 

 

8. 佐藤 裕, 岡本-柴山和子, 高田和子(1), 平澤正知(1) : S. sobrinus 6715 株のグルカン依存性凝集に関与する gbpC

遺伝子ホモログ, Journal of Oral Biosciences 50 (Suppl.), 212, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会, 東京) 分子

生研 (1)日大・松戸歯・感染免疫 

 

9. Kojima,Y., Sato,Y. : Phylogenetic analysis of the gbpC and dbl genes among mutans streptococci., Progmam and 

Abstract of Paper, 79, 2008. (56th JADR, 2008, Nagoya) 分子生研 

 



5. 病 理 学 講 座  

 

プロフィール  

1．教室員と主研究テーマ  

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

（Ａ75-0160-6）  

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

付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究 

 （Ａ83-0160-36）  

講 師 村松    敬 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 

（Ａ79-0160-23） 

口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ02-0160-01）   

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

大学院生 土谷  穏史 歯髄組織の動態の解析（Ａ87-0160-40） 

白     賢 OsteogenesisとChondrogenesis （Ａ79-0160-16） 

 

2．成果の概要  

1）口腔粘膜および唾液腺のintercellular junctionと唾液分泌機構に関する免疫組織細胞化学的および

超微構造的研究 （Ａ75-0160-6、Ａ75-016-12） 

   本研究の目的は、口腔粘膜および唾液腺組織の微細構造や機能を形態学的および細胞生物学的に解析

し、細胞内のタンパク輸送機序や分泌機構を明らかにすることである．特に唾液分泌では、開口分泌に

伴う分泌顆粒膜との癒合と膜の取り込み機構、および分泌時のタイト結合構成タンパクの変化を検討す

るために、分泌に伴う細胞小器官や細胞骨格、種々のjunctionの変化を共焦点レーザー顕微鏡や蛍光顕

微鏡、免疫電顕法、凍結超薄切片法、急速凍結フリーズフラクチャー法を用い、捉えることを試みてい

る．共焦点レーザー顕微鏡像や凍結超薄切片免疫電顕の所見から、開口分泌にともなう細胞骨格の再構

成の際に、タイト結合の形態、構成タンパクであるocculudin、ZO-1、claudinの機能や局在が変化して

細胞間隙の透過性（para cellular transport）が亢進することを明らかとした．また、水輸送に関わる

と考えられる膜タンパクであるaquaporinに着目し、分離腺房においてその局在と機能を検索した｡ 

   Cell Tissue Res  332(1), 73～80, 2008 

   J Cell Mol Med 12(5A), 1486～1494, 2008 

   Lasers Med Sci  24(2), 155～161, 2009 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

  J Periodontal Res  44(1), 13～20, 2008 

 

3）歯髄組織の動態の解析（Ａ87-0160-40）  

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

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

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

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

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

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

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

いる。 

    J Endod  34(7), 818～821, 2008 

    Oral Diseases  14(7), 606～612, 2008 

     

4）歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（Ａ86-0160-38） 

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

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

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

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

サーセルを用い、培養細胞に機械的刺激を与え、細胞のtype I collagen、alkaline phosphatase、bone 

morphogenetic protein-2、fibronectin、bone morphogenetic protein-4、heat shock protein 70とbasic 

fibroblast growth factorの mRNA発現をLightcyclerによるQRT-PCR法にて検索し、歯根膜の恒常性維持

との関係を検討した。 

 

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

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

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

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

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

に検索した。 

Oral Med Pathol 12(4),135～140, 2008 

Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 31～350, 2008 

 

6）口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ02-0160-01）  

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

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

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



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

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

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

ている。 

Histochem Cell Bio 130(6), 1165～1175, 2008 

Oncol Rep 20(6), 1353～1357, 2008 

頭頚部癌 34(4), 503～507, 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  

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

下野  正基 

橋本  貞充 

分泌細胞におけるカルシウム分布と細胞機

能  

ミラノ大学医学部  Italy F. Clementi  

橋本  貞充 

下野  正基 

歯原性腫瘍の組織発生に関する免疫組織

化学的研究  

延世大学校歯科大学  韓国 J. Kim  

橋本  貞充 唾液腺における傍細胞輸送の役割と制御  自然科学研究機構

生理学研究所  

岡崎市 村上 政隆  

橋本  貞充 唾液腺における水と唾液蛋白の分泌機構  日本大学松戸歯学

部生理学講座  

松戸市 杉谷 博士  

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

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

 

4．科学研究費補助金・各種補助金  

研究代表者  研究課題  研究費  

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

橋本  貞充 唾液腺の傍細胞経路による唾液分泌調節機構

の解明とその活性化 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ）  

村松   敬 マイクロアレイで検出された歯牙形成遺伝子

候補は本当に歯牙形成に関与しているか？  

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 

学会 

氏名 年月日 学会名 開催地 

下野  正基 

（大会長） 

橋本  貞充 

（準備委員長） 

2008.8. 9～11 第19回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会 東京 

 



教育講演 

氏 名 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

下野  正基 2008.4. 13 歯周組織の病理 

-上皮付着について-- 

千葉市同窓会（水葉会）講演会 千葉市 

下野  正基 2008.6. 29 歯肉と歯周の治癒  

-見直される上皮性付着- 

GC友の会学術講演会 名古屋市 

下野  正基 2008.7. 23 歯周治療の治癒像 

-上皮性付着について- 

東京歯科保険医協会講演会 東京 

下野  正基 2008.11.23 治癒の病理 宮城県歯科医師会講演会 仙台市 

 



論      文 

 

1. Tsuji,T.(1), Katsurano,M.(1), Ibaragi,S.(2), Shima,K., Sasaki,A.(2), Hu,G.(1) : Ornithine Decarboxylase Antizyme 

Upregulates DNA-Dependent Protein Kinase and Enhances the Nonhomologous End-Joining Repair of DNA 

Double-Strand Breaks in Human Oral Cancer Cells, Biochemistry 46(31), 8920～8932, 2007. 原著 (1)Dept.Pathol，

Harvard Medical School,(2)岡山大・大学院・口腔顎顔面外科学 

 

2. 瀬田修一(1), 高野正行(1), 高久勇一朗(1), 今井崇之(1), 柿澤 卓(1), 橋本貞充 : 腫瘍切除後の咬合不全を下顎枝

矢状分割術により二期的に改善した下顎頭骨軟骨種の 1 例, 日口外会誌 54(4), 286～290, 2008. 原著 細形研 

(1)口健臨・口外 

 

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

骨芽細胞におけるテロメア結合タンパクおよびタンキラ－ゼの局在性, 歯科学報 108(2), 117～121, 2008. 原著 

細形研 (1)生理,(2)臨検査,(3)微生物,(4)理工 

 

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

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

設 (1)日大・松戸歯・生理 

 

5. Matsuzaka,K.(1), Muramatsu,T., Katakura,A.(2), Ishihara,K.(3), Hashimoto,S., Yoshinari,M.(4), Endoh,T.(5), Tazaki,M.(5), 

Shintani,M.(6), Sato,Y.(7), Inoue,T.(1) : Changes in the Homeostatic Mechanism of Dental Pulp with Age:Expession 

of the Core-binding Factor Alpha-1,Dentin Sialoprotein,Vascular Endothelial Growth Factor, and Heat Shock 

Protein 27 Messenger RNAs, J Endod 34(7), 818～821, 2008. 原著 分子生研 実動施設 (1)臨検査,(2)口外,(3)微生

物,(4)理工,(5)生理,(6)脳科学研究施設,(7)生化学 

 

6. Sugiya,H.(1), Matsuki-Fukushima,M.(1), Hashimoto,S. : Role of Aquaporins and Regulation of Secretory Vesicle 

Volume in Cell Secretion , J Cell Mol Med 12(5A), 1486～1494, 2008. 原著 A75-0160-6 細形研 実動施設 (1)日

大・松戸歯・生理 

 

7. Endoh,T.(1), Sato,D.(2), Wada,Y.(3), Shibukawa,Y.(4), Ishihara,K.(3), Hashimoto,S., Yoshinari,M.(5), Matsuzaka,K.(2), 

Tazaki,M.(1), Inoue,T.(2) : Galanin inhibits calcium channels via Gαi-protein mediated by GalR1 in rat nucleus 

tractus solitarius, Brain Res 1229, 37～46, 2008. 原著 (1)生理,(2)臨検査,(3)微生物,(4)歯周病,(5)理工 

 

8. Enokiya,Y., Hashimoto,S., Inoue,T.(1), Shibahara,T.(2), Shimono,M. : A rare case report of mandibular metastasis of 

hepatocellular carcinoma:autopsy,immunohistochemical, and ultrastructural examination with literature review, 

Oral Med Pathol 12(4), 135～140, 2008. 症例 A79-0160-23, Oral Medicine&Pathology 優秀論文賞受賞 細形研 (1)臨

検査,(2)口外 

 

9. Hoshino,M.(1), Hashimoto,S., Muramatsu,T., Matsuki,M., Ogiuchi,H.(1), Shimono,M. : Claudin rather than occludin is 

essential for differentiation in rat incisor odontoblasts, Oral Dis 14(7), 606～612, 2008. 原著 学位論文(甲) 

A75-0160-6 細形研 実動施設 (1)東女医大・口外 

 



10. Endoh,T.(1), Sato,D.(2), Wada,Y.(3), Ishihara,K.(3), Hashimoto,S., Yoshinari,M.(4), Matsuzaka,K.(2), Tazaki,M.(1), 
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解      説 

 

1. 下野正基 : 東京歯科大学創立 120 周年記念記事「継承と発展」-研究と診療の最前線- 病理学講座における研

究-臨床の現場において必要とされる情報、evidence を目指して-, 歯科学報 108(2), 96～97, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 朔 敬(1), 下野正基, 高田 隆(2), 武田泰典(3) : 共著 :新歯科衛生士教本 病理学 (第 2 版) , 医歯薬出版, 東京, 
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4. 下野正基: 単著 :ドイツの歯科医療システム , 口腔保健協会, 東京, 2009. 
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6. 微 生 物 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ89-0180-1） 

准 教 授 加藤  哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製 

（Ａ83-0180-1） 

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

（Ａ93-0180-1） 

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

（Ａ92-0180-1） 

助  教 稲垣  覚 歯周病原菌T. denticolaの病原因子の解析 (Ａ08-0180-1) 

大学院生 古賀  剛人 インプラント手術時の自家骨片移植と細菌感染 

  

2．成果の概要 

1） 無歯顎高齢者における誤嚥性肺炎のリスク指標としての舌苔について(Ａ89-0180-1) 

  無歯顎高齢者の誤嚥性肺炎を予防を目的とした口腔衛生基準確立のために、舌苔の存在と 

 唾液中細菌数や肺炎の発症との関連性を検討した。要介護施設の65歳以上の無歯顎日本人高齢者

71名について評価した。舌衛生評価基準は舌苔の有無で評価した。舌苔の有る無歯顎高齢者の唾

液中細菌数は舌苔の無い無歯顎高齢者に比べ有意に増加していた(p<0.05)。誤嚥性肺炎発症者数

は舌苔の無い高齢者に比べ舌苔の有る高齢者は有意に増加していた(p<0.005)。舌衛生不良のグル

ープと舌衛生良好なグループを比較して肺炎発症の相対危険度は0.12、95%信頼係数は0.02-0.9

であった。舌苔は唾液中生菌数や誤嚥性肺炎の発症と関連性が認められ、舌苔は無歯顎者におけ

る誤嚥性肺炎のリスク指標になることが示唆される。 

  Arch Gerontol Geriatr 47(2), 267～75, 2008 

 

2) Fusobacterium nucleatumはPorphyromonas gingivalisの宿主細胞侵入を促進する。(Ａ  

       89-0180-1, Ａ93-0180-1, Ａ08-0180-1) 

       歯周病原性菌宿主細胞への侵入は，病原性を発揮するうえで重要なメカニズムの 一つである。        

   本研究ではpolymicrobial感染におけるPorphyromonas gingivalisの宿主細胞への侵入について      

   検討した。P. gingivalisとFusobacterium nucleatumを共培養後，ヒト動脈血管内皮細胞 (HAEC)，   

   歯肉上皮細胞 (Ca9-22)に感染させその侵入をantibiotic protection assayを用いて解析した。          

   P. gingivalis 33277のHAEC, Ca9-22への侵入率は，P. gingivalis W83に比べて有意に高かっ    

   た（p＜0.01）。F. nucleatumとの感染では，単独感染に比べて，P. gingivalisの宿主細胞への 

   侵入は有意に増加した（p＜0.01）。 F. nucleatumの臨床分離株の方がtype strainに比較して， 

   P. gingivalis宿主細胞侵入促進作用を強く示した。F. nucleatumによるP. gingivalisのHAEC，  

   歯肉上皮細胞への侵入促進作用は，polymicrobial infectionにより細胞侵入等の病原性の変化が   

   起こることを示唆している。 

     FEMS Immunol Med Microbiol 54, 349～355, 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 

石原 和幸 

稲垣  覚 

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

Buffalo, 
New York, 
USA 

Ashu 
Sharma 

石原 和幸 

 

歯周病原細菌の共凝集解析 長崎大学 歯学部 長崎市 中山浩次 

石原 和幸 口腔スピロヘータの病原性解析 IWK Health Center Halifax 
Nova Scoda 
Canada 

Song Lee 

石原 和幸 口腔スピロヘータの定着 

メカニズムの解析 

Dental Research Institute, 
Faculty of Dentistry, 
University of Toronto 

Toronto, 
Canada 

Richard. 
Ellen 

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

 

4．科学研究補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

石原 和幸 口腔バイオフィルム感染症と防御免疫 私立大学等経常費補助金特別補助「地域共同研

究支援」（研究課題別） 

石原 和幸 歯周病原性バイオフィルム形成における細

菌間相互作用のプロテオミクス解析 

文科省科研費・基盤研究(C) 

石原 和幸 口腔アンチエイジングによる生体制御   

(口腔疾患予防グループ) 

口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

加藤 哲男 歯周病原性バイオフィルム形成因子の分子生

物学的解析と機能性タンパク質による抑制 

文科省科研費・基盤研究(C) 

 

加藤 哲男 

 
エイジングによる口腔感染症リスク増大に対

する機能性タンパク質の利用 

口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

君塚 隆太 歯周病原性細菌感染による老化動脈血管内

皮細胞の遺伝子網羅的発現解析 
口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

稲垣  覚 複数菌種による歯周病原性バイオフィルム内

における細菌間コミュニケーションの解明 

文科省科研費・若手研究(B) 

稲垣  覚 歯周病原性細菌の宿主細胞侵入解析 口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

稲垣  覚 細菌間コミュニケーションが歯周病原菌の 

口腔内定着に果たす役割の解析 

学長奨励研究費 



 5．研究活動の特記すべき事項 

招待講演 

演 者 年月日 演 題 学会名 開催地 

石原 和幸 2008. 4.24 歯周病原性菌プロテアーゼの病原

性解析 

第51回日本歯周病学会 大宮市 

  
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 
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論      文 

 

1. Yamanaka-Okada,A., Saito,E., Kouch,T.(1), Kimizuka,R., Kato,T., Okuda,K. : Inhibitory effect of cranberry 

polyphenol on cariogenic bacteria. , Bull Tokyo Dent Coll 49(2), 107～112, 2008. 原著 A92-0180-1 A93-0180-1 

A83-0180-1 分子生研 (1)Kikkoman.Co. 

 

2. 遠藤隆行(1), 佐藤大輔(2), 澁川義幸(1), 石原和幸, 橋本貞充 (3), 吉成正雄(4), 松坂賢一(2), 田﨑雅和(1),        

井上 孝(2) : 骨系細胞におけるテロメア結合タンパクおよびタンキラーゼの局在性, 歯科学報 108(2), 117～121, 

2008. 原著 細形研 (1)生理,(2)臨検査,(3)病理,(4)理工 

 

3. Matsuzaka,K.(1), Muramatsu,T.(2), Katakura,A.(3), Ishihara,K., Hashimoto,S.(2), Yoshinari,M.(4), Endoh,T.(5), 

Tazaki,M.(5), Shintani,M.(6), Sato,Y.(7), Inoue,T.(1) : Changes in the homeostatic mechanism of dental pulp with age: 

expression of the core-binding factor alfa-1, dentin sialoprotein, vascular endothelial growth factor, and heat 

shock protein 27 messengerRNAs, J Endod 34(7), 818～821, 2008. 原著 (1)臨検査,(2)病理,(3)口外,(4)理工,(5)生

理,(6)脳科学研究施設,(7)生化学 

 

4. Endoh,T.(1), Sato,D.(2), Wada,Y., Shibukawa,Y.(1), Ishihara,K., Hashimoto,S.(3), Yoshinari,M.(4), Matsuzaka,K.(2), 

Tazaki,M.(1), Inoue,T.(2) : Galanin inhibits calcium channels via Gαi-protein mediated by GalR1 in rat nucleus 

tractus solitaries, Brain Res 1229, 37～46, 2008. 原著 (1)生理,(2)臨検査,(3)病理,(4)理工 

 

5. Abe,S., Ishihara,K., Adachi,M.(1), Okuda,K. : Tongue-coating as risk indicator for aspiration pneumonia in edentate 

elderly, Arch. Gerontol. Geriatr 47(2), 267～275, 2008. 原著 A81-0180-2 A89-0180-1 (1)東北大学・歯・加齢歯科 

 

6. Saito,A.(1), Inagaki,S., Kimizuka,R., Okuda,K., Hosaka,Y.(2), Nakagawa,T.(2), Ishihara,K. : Fusobacterium nucleatum 

enhances invasion of human gingival epithelial and aortic endothelial cells by Porphyromonas gingivalis. , FEMS 

Immunol Med Microbiol 54, 349～355, 2008. 原著 A89-0180-1 A93-0180-2 A08-0180-1 細形研 (1)口健臨・保存,(2)

慶大・医・歯口外 

 

7. Endoh,T.(1), Sato,D.(2), Wada,Y., Ishihara,K., Hashimoto,S.(3), Yoshinari,M.(4), Matsuzaka,K.(2), Tazaki,M.(1), 

Inoue,T.(2) : Nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor attenuate angiotensin-Ⅱ-induced 

facilitation of calcium channels in acutely dissociated nucleus tractus solitarii neurons of the rat, Arch Oral Biol 

53(12), 1192～1201, 2008. 原著 (1)生理,(2)臨検査,(3)病理,(4)理工 

 

解      説 

 

1. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 根は短し磨けよ乙女, デンタル

ハイジーン 28(4), 309～313, 2008. 

 

2. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 終わらない戦い「病原体」vs「免

疫」, デンタルハイジーン 28(5), 413～418, 2008. 

 

3. 奥田克爾, 石原和幸, 木暮隆司(1), 齋藤淳(2), 山田 了(1) : 歯周病原性バイオフィルム, 日本歯科評論 68(5), 43

～44, 2008. (1)歯周病,(2)口健臨・保存 

 



4. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 終わらない戦い「病原体」vs「免

疫」(Part2), デンタルハイジーン 28(6), 525～530, 2008. 

 

5. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 歯周炎は生活習慣病?, デンタ

ルハイジーン 28(7), 642～646, 2008. A89-0180-1 

 

6. 奥田克爾, 奥田たまき : 目からウロコ! 口腔細菌の真実 その 1 口腔細菌は談合して仲間を増やす…奥田克爾・

奥田たまき, 日本歯科評論 68(7), 155～157, 2008. 

 

7. 石原和幸 : 【診療室での感染対策】 一般歯科診療での消毒・滅菌法について, DE 166, 9～12, 2008. 

 

8. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 蜃気楼と UFO 口腔内細菌の

行く先は……?, デンタルハイジーン 28(8), 742～746, 2008. 

 

9. 奥田克爾, 奥田たまき : 目からウロコ!口腔細菌の真実(その 2)スクロース存在下で暗躍するミュータンス, 日本歯

科評論 68(8), 141～143, 2008. 

 

10. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか PMTC あをによし 心疾患と歯

周病の関係, デンタルハイジーン 28(9), 843～848, 2008. 

 

11. 奥田克爾, 奥田たまき, 斉藤貴之(1), 石原和幸 : 目からウロコ!口腔細菌の真実 インベーダーAggregatibacter 

actinomycetemcomitans とのバトル, 日本歯科評論 68(9), 147～149, 2008. (1)千葉県 

 

12. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 菌より宿主? 歯周病と糖尿

病・早期低体重児出産の関係, デンタルハイジーン 28(10), 950～954, 2008. 

 

13. 奥田克爾, 奥田たまき, 石原和幸 : 目からウロコ!口腔細菌の真実 歯周ポケットに潜む静かな暗殺者(解説), 日

本歯科評論 68(10), 143～145, 2008. 

 

14. 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか ペリオのオイル, デンタルハイ

ジーン 28(11), 1186～1189, 2008. 

 

15. 中川種昭(1), 石原和幸 : Dr.K のペリオゼミナール 歯周病原細菌はどこから来てどこへ行くのか 歯周病原細菌の

不思議, デンタルハイジーン 28(12), 1062～1067, 2008. (1)慶大・医・歯口外 

 

16. 奥田克爾, 奥田たまき, 石原和幸 : 目からウロコ!口腔細菌の真実 図々しく歯周局所に居座る Treponema 

denticola, 日本歯科評論 68(11), 155～157, 2008. 

 

17. 奥田克爾, 奥田たまき, 石原和幸 : 目からウロコ!口腔細菌の真実 インフルエンザウイルスのサポーターにもなる

か歯周病原性悪玉三兄弟, 日本歯科評論 68(11), 147～149, 2008. 

 

18. 石原和幸 : 歯周病原菌と心冠状動脈疾患, 検査と技術 37(1), 88～90, 2009. A89-0180-1 

 

19. 石原和幸 : 歯周病原性菌の冠状動脈への関わり, 日本嫌気性菌感染症研究 38, 26～30, 2009. A89-0180-1 

 



学会抄録 

 

1. 齋藤 淳(1), 稲垣 覚, 君塚隆太, 中川種昭(2), 山田 了(3), 石原和幸 : 歯周病原菌の polymicrobial 感染による宿

主細胞への侵入解析, 日歯周病会誌 50, 120, 2008. (日本歯周病学会秋季学術大会(第 51 回), 四日市) A08-0180-1 

A89-0180-1 A93-0180-1 HRC7 細形研 (1)口健臨・保存,(2)慶大・医・歯口外,(3)歯周病 

 

2. 稲垣 覚, 齋藤 淳(1), 君塚隆太, 石原和幸 : 歯周病原菌 Treponema denticola のヒト歯肉上皮細胞への侵入, 

第 91 回日本細菌学会関東支部総会講演抄録集, 41, 2008. (第 91 回日本細菌学会関東支部総会, 千葉県長生郡) 

A08-0180-1 A89-0180-1 A93-0180-1 HRC7 細形研 (1)口健臨・保存 

 

3. 石原和幸 : 口腔アンチエイジングによる生体制御 口腔感染症の予防による anti-aging Arg-gingipain A DNA 

Vaccine はマウス感染モデルでの骨吸収を阻止する, 歯科学報 108(1), 25～27, 2008. (平成 19 年度 HRC ワーク

ショップ, 千葉市) HRC7 A89-0180-1 細形研 

 

4. 竜 正大(1), 上田貴之(1), 櫻井 薫(1), 安井雅子(1), 齋藤貴之(2), 石原和幸 : 無歯顎者の唾液中細菌叢に影響をお

よぼす因子の探索, 老年歯医 23(2), 156～157, 2008. (第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 岡山市) 脳科

学研 分子生研 (1)有床義歯,(2)千葉市 

 

5. 小林健一郎(1), 齋藤貴之(1), 松川篤子(1), 川越じゅん奈(1), 小平順可(1), 石原和幸, 櫻井 薫(1) : 加齢と口腔内揮

発性硫黄化合物の産生量について, 老年歯医 23(2), 238～239, 2008. (第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術大

会, 岡山市) (1)有床義歯 

 

6. 西澤秀哉(1), 富岡俊也(2), 田村洋平(1), 松浦信幸(1), 新谷益朗(3), 澁川義幸(4), 君塚隆太, 一戸達也 (1),        

金子 譲(1) : ピエゾ駆動触圧覚刺激装置を用いた無痛無汗症患者の知覚認識機能の解明  ―脳磁図を用いた

検討―, 第 25 回日本脳電磁図トポグラフィー研究会プログラムおよび抄 録集(suppl), 32, 2008. (第 25 回日本脳

電磁図トポグラフィー研究会, 木更津市 ) (1)歯麻,(2)東大・麻酔科,(3)脳科学研究施設,(4)生理 

 

7. Aoki,M.(1), Ishihara,K., Takanashi,K.(1), Homma,S.(1), Ito,T.(2), Yajima,Y.(2), Okuda,K., Sato,T.(1) : Transmission of 

periodontopathic bacteria from natural tooth to implants, J Dent Res 87, 2008. (86th General Session & Exhibition of 

the IADR, Toronto, Canada) 脳科学研 (1)クラウンブリッジ,(2)口腔インプラント 

 

8. Inagaki,S., Kimizuka,R., Okuda,K., Ishihara,K. : Treponema denticola invasion of human gingival epithelial cells, J 

Dent Res 87, 2008. (86th General Session & Exhibition of the IADR, Toronto, Canada) A08-0180-1 A93-0180-1 

A89-0180-1, A81-0180-1 脳科学研 細形研 

 

9. Ishihara,K., Wawrzonek,K.(1), Shaw,L.N.(1), Inagaki,S., Okuda,K., Potempa,J.(1) : Characterization of dentipain, a 

Streptococcus-pyogenes-Ides-protease homologue in Treponema denticola, J Dent Res 87, 2008. (86th General 

Session & Exhibition of the IADR, Toronto, Canada) A89-0180-1, A81-0180-2, CD-ROM 分子生研 (1)? 

 

10. Muramatsu,K.(1), Miyachi,K., Shibahara,T.(1), Okuda,K., Ishihara,K. : HGP44 reduces Porphyromonas gingivalis 

induced alveolar bone loss in mice, J Dent Res 87, 2008. (86th General Session & Exhibition of the IADR, Toronto, 

Canada) 細形研,分子生研 実動施設 (1)口外 

 

11. Ryu,M.(1), Ueda,T.(1), Sakurai,K.(1), Saito,T.(1), Ishihara,K. : Aging affects oral microflora in Japanese elderly , J Dent 

Res 87, 2008. (86th General Session & Exhibition of the IADR, Toronto, Canada) 細形研 (1)有床義歯 



12. Takayama,S.(1), Kimizuka,R., Saitoh,E.(2), Yamada,S.(1), Okuda,K., Kato,T. : Antibacterial effects of eel galectin on 

periodontopathic bacteria, J Dent Res 87, 396, 2008. (86th General Session & Exhibition of the IADR, Toronto, Canada) 

(1)歯周病,(2)Nippon Dental Univ. at Niigata 

 

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

に対する殺菌効果, 日本レーザー歯学会誌 19(2), 96～97, 2008. (第 20 回日本レーザー歯学会 , 大阪市) 細形研 

(1)保存修復 

 

14. 青木雅憲(1), 石原和幸, 高梨聖敏(1), 本間慎也(1), 矢島安朝(2), 伊藤太一(2), 奥田克爾, 高添一郎, 佐藤 亨(1) : 

天然歯からインプラント体への歯周病原性菌伝播の解析, 歯科学報 108(4), 394～470, 2008. (第 284 回東京歯科

大学学会(総会), 千葉市) 細形研,細生研 (1)クラウンブリッジ,(2)口腔インプラント 

 

15. 齋藤 淳(1), 稲垣 覚, 君塚隆太, 石原和幸 : Fusobacterium nucleatum は Porphyromonas gingivalis の宿主細胞

侵入を促進する, J Oral Biosci 50, 115, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会・総会, 東京) A89-0180-1 

A93-0180-1 HRC7 細形研 (1)口健臨・保存 

 

16. 君塚隆太, 加藤哲男, 岡田あゆみ, 橋本貞充(1), 石原和幸 : Rough 型 Aggregatibacter actinomycetemcomitans

はアミロイド様物質を形成する, J Oral Biol 50(Suppl), 213, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会, 東京) A83-0180-1, 

A93-0180-1, HRC7 脳科学研 分子生研 (1)病理 

 

17. 加藤哲男, 高山沙織(1), 君塚隆太, 石原和幸 : 歯周病原細菌 LPS のサイトカイン誘導に対するガレクチンの影

響, J Oral Biol 50(Supple), 213, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会, 東京) A83-0180-1, HRC7 分子生研 (1)歯周病 

 

18. Inagaki,S., Kimizuka,R., Ishihara,K. : Treponema denticola dentilisin is involved in gingival epithelial cell invasion, 

The fouryh Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and abstracts, 170, 2008. (第 4 回中日口腔医学大

会 , Xian, China) A08-0180-1 A93-0180-1 A89-0180-1 細形研,分子生研 

 

19. 田中公子(1), 伊藤理恵子, 新谷誠康(1), 藥師寺 仁(1), 石原和幸 : Treponema denticola の bacterial immunity 

protein の解析, 歯科学報 108(4), 394, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 分子生研 (1)小児歯 

 

 

20. Sano,Y.(1), Miyamoto,M., Ito,R., Matsumoto,N.(2), Yakushiji,M.(1), Shintani,S.(1), Ishihara,K. : Treponema denticola 

dentilisin involvement in periodontopathic bacterial coaggregation, Program and Abstracts of Papers for 56th 

annual meeting of the JADR, 2008. , 54, 2008. ((56th annual meeting of the Japanese Association for Dental Research, 

Nagoya, Japan) (1)小児歯,(2)東京都 

 

21. 稲垣 覚, 齋藤 淳(1), 君塚隆太, 石原和幸 : 歯周病原菌 Treponema denticola のヒト歯肉上皮細胞への侵入, 

日細菌誌 64, 164, 2009. (第 82 回日本細菌学会総会, 名古屋) A08-180-1 A89-0180-1 A93-0180-1 HRC7 細形研 (1)

口健臨・保存 

 

22. 君塚隆太, 加藤哲男, 岡田あゆみ, 石原和幸 : Aggregatibacter actinomycetemcomitans rough 型集落形成株の

アミロイド形成, 日細菌誌 64, 185, 2009. (第 82 回日本細菌学会総会, 名古屋) A93-0180-1 A83-0180-1 A920180-1 

A89-0180-1 HRC7 細形研 

 



7．薬 理 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

（Ａ05-0210-1） 

唾液腺における抑制機能調節機構の発現に関する研究(Ａ00-0210-2) 

准 教 授 澤木 康平 局所麻酔薬の薬物動態学的研究（Ａ05-0210-3） 

ペプチド系薬物の薬物動態学的研究（Ａ05-0210-2） 

唾液分泌機構に対するベンゾジアゼピン系薬物の細胞生物学的研究 

（Ａ02-0210-7） 

講  師 坂井 隆之 SiRNAと超音波の併用による遺伝子発現抑制を用いた唾液腺機能解析 

(Ａ07-0210-1) 

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

与（Ａ00-0210-6） 

唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究 

（Ａ03-0210-1） 

 四宮 敬史 高血糖ストレス時のラット唾液腺における BMP7 とグレムリンの発現動態と相

互作用（Ａ08-0210-1） 

唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究 

（Ａ03-0210-1） 

大学院生 淵  和正 高血糖ストレス時のラット唾液腺における BMP7 とグレムリンの発現動態と相

互作用（Ａ08-0210-1） 

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

（Ａ03-0210-1） 

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

（Ａ03-0210-1） 

  

2．成果の概要 

１．GABAおよびGABA合成酵素の免疫組織学的検索（Ａ05-0210-4、Ａ00-0210-2） 

ラット唾液腺における g-アミノ酪酸（GABA）とその合成酵素の局在を免疫組織学的に検索している。唾

液腺にはGABA合成酵素（GAD）のGAD67タイプのみが存在し、主に腺房細胞近傍に局在していることが判っ

た。GABAも主に腺房細胞近傍に局在していた。GABAとGAD67は唾液腺に関与する自律神経遮断によりいず

れも減少した。これらの結果から、GABA とその合成酵素は腺房細胞近傍に局在し、それらの発現、機能の

調節に自律神経系が密接に関係していることが判ってきた。 

Neurochem Int 52(6), 1204～1211, 2008 

 

２．高血糖ストレス時のラット唾液腺におけるBMP7とグレムリンの発現動態と相互作用（Ａ08-0210-1） 

Bone morphogenetic protein (BMP) は TGFβのファミリーに属するタンパク質で、サブタイプのBMP2、 

4、7は糖尿病による臓器機能不全を軽減することが腎臓、網膜などで報告されている。 我々はすでに糖

尿病態下における唾液腺の分泌機能低下に対してBMP7が改善効果のあることを報告した。一方、 gremlin 



は DAN 遺伝子ファミリーに属するタンパク質である。近年、gremlin が糖尿病腎症で増加し、糖尿病性

繊維症の原因となることが明らかにされた。また、BMP2、4、7 と受容体を拮抗することが報告されてお

り、その発現動態は BMP によって誘導される特徴を示し、糖尿病性網膜症、腎症を悪化させることがわ

かっている。糖尿病ストレスによる唾液腺の変化は、機能的には、ムスカリン受容体のBmaxの減少とKd 

値の上昇から、受容体数と結合親和性の低下が考えられ、さらに脂肪変性、組織の萎縮、細胞の脂肪変

性などの退行性変化が観察された。また、BMP7の隔日投与を一週間続けると、唾液分泌低下は改善した。 

本研究では、唾液腺組織 (耳下腺、顎下腺、舌下腺)の糖尿病ストレスに対する抵抗性の違いを明らかに

する。【方法】糖尿病態下におけるBMP ならびにgremlin の mRNA 発現をレーザーマイクロダイセクショ

ン応用による PCR を用いて調べ、さらに糖尿病ラットの唾液腺の組織標本を作り管上皮細胞と腺房細胞

における BMP7 と gremlin の分布を検索した。【結果】 組織分布では、BMP7 は耳下腺に多く存在し、

gremlinはどの組織にもほぼ同等に存在すること、管上皮細胞に多く分布することが明らかになった。ま

た、糖尿病ストレス下の唾液腺組織では BMP7の著しい減少が見られたのに対して、gremlin の顕著な増

加が観察された。【考察】これらの結果は、BMP7の ALK 受容体への結合がgremlin により抑制されてい

る上に、発現が減少し、組織の障害が起こりやすい状態になっていることを裏付けるものである。 

 

３．ステロイドホルモンの唾液分泌に対する直接作用と、唾液腺におけるステロイド生合成酵素の存在 

（Ａ03-0210-1） 

生体内で薬物が代謝されることを避けるため、また、唾液腺に直接作用させるために顎下腺動脈にカ

ニューレーションし灌流系を作製し、ステロイドホルモンのプレグネノロン、プレグネノロン硫酸エス

テル、および、GABA(A)アゴニストのGABA、ムシモール、アンタゴニストのビククリンによる影響を調べ

たところ、以下の 3 つの結果が導き出された。1) プレグネノロンとムシモールは、カルバコールによ

る唾液分泌を、用量依存性に抑制したが、プレグネノロン硫酸エステルはほとんど影響を与えなかった。

2) ビククリンは、プレグネノロンとムシモールの唾液分泌抑制作用を回復したが、プレグネノロンで

は、回復効果は弱かった。3) ムシモールによる唾液分泌抑制作用は、プレグネノロンの併用により増

強したが、プレグネノロン硫酸エステルの併用により減弱した。また、メタンフェタミンを 2 週間腹腔

内投与後、1 週間の休薬を行い、断薬によるストレスを発現させたラットにおけるステロイド代謝酵素

（Cyp11A1）の発現をRT-PCR 法、Western blot 法にて検索した。RT-PCR によるCyp11A1 mRNA はメタン

フェタミン断薬ストレス負荷群において大脳皮質、唾液腺全てでコントロール群より有意に多く発現し

た。唾液腺では耳下腺での発現が最も多く、舌下腺は最も少なかった。Western blot によるCyp11A1 タ

ンパク質発現の検索でも同様であった。 

 以上の結果からステロイドの生合成機構が唾液腺に存在し、GABA(A)受容体とカップリングして唾液

分泌の抑制性の調節に関与してい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 

川口  充 

王  久子 

歯科口腔領域における遺伝子治療 Molecular Physiorogy & 

Therapeutics Branch, 

NIDCR, NIH 

Bethesda, 

Maryland, 

USA 

B.J.Baum 



四宮 敬史 耳下腺に対する遺伝子導入によ

る合成タンパク質の仮想的分泌

経路の分子生物学的解析に関す

る研究 

Molecular Physiorogy & 

Therapeutics Branch, 

NIDCR, NIH 

Bethesda, 

Maryland, 

USA 

B.J.Baum 

川口  充 

四宮 敬史 

受容体の成長発育に関する分子

生物学的解析 

Developmental changes in mRNA 

levels of opioid peptide 

precursor proteins (OPPPs）and 

receptors （ORs）in rat stomach 

and brain 

東海大学医学部臨床薬理学

講座 

伊勢原市 小林 広幸 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

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

坂井 隆之 siRNAと超音波の併用による遺伝子発現抑制を用

いた唾液腺診断 

大学院整備重点化経費 研究科特別経費

（研究科分） 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

学会 

氏 名 年月日 学会名 開催地 

川口  充 

（世話人） 

2008. 9.23 第22回唾液腺談話会 東京 

 

 学会賞受賞 

氏 名 年月日 受賞 

四宮 敬史 

 

2008. 6.26 Rochester Oral Biology Research Conference Abstract Award 

演題名：Gremlin and BMP7 in salivary glands exposed to hyperglycemia

 

 



論      文 

 

1. Tamaki,R.(1), Yoshikawa,M.(1), Shinomiya,T., Andoh,H.(1), Kawaguchi,M., Hashimoto,A.(1), Byrne,D.W.(1), 

Kobayashi,H.(1) : Chronic administration of methamphetamine increases the mRNA expression of diazepam 

binding inhibitor in rat brain, Tokai J Exp Clin Med 33(1), 46～50, 2008. 原著 A05-0210-6 (1)東海大・医・臨床薬理 

 

2. Tamaki,R.(1), Yoshikawa,M.(1), Shinomiya,T., Hashimoto,A.(1), Kawaguchi,M., Byrne,D.W.(1), Kobayashi,H.(1) : Acute 

administration of methamphetamine decreases the mRNA expression of diazepam binding inhibitor in rat brain, 

Tokai J Exp Clin Med 33(1), 51～56, 2008. 原著 A05-0210-6 (1)東海大・医・臨床薬理 

 

3. Kosuge,Y.(1), Imai,T.(1), Kawaguchi,M., Kihara,T.(1), Ishige,K.(1), Ito,Y.(1) : Subregion-specific vulnerability to 

endoplasmic reticulum stress-induced neurotoxicity in rat hippocampal neurons, Neurochem Int 52(6), 1204～

1211, 2008. 原著 A07-0210-1 細形研 (1)日本大・薬・薬理 

 

4. Yoshikawa,M.(1), Shinomiya,T., Takayasu,N.(2), Tsukamoto,H.(2), Kawaguchi,M., Kobaya,H.(1), Oka,T.(1), 

Hashimoto,A.(1) : Long-term treatment with morphine increases the D-serine content in the rat brain by 

regulating the mRNA and protein expressions of serine racemase and D-amino acid oxidase., J Pharmacol Sci. 

107(3), 270～6, 2008. 原著 A05-0210-6 (1)東海大・医・臨床薬理,(2)東海大・医・教育・研究支援センタ- 

 

5. Izumi,M.(1), Watanabe,M., Sawaki,K., Yamaguchi,H.(1), Kawaguchi,M. : Expression of BMP7 is associated with 

resistance to diabetic stress: comparison among mouse salivary glands., Eur J Pharmacol 596, 1～5, 2008. 原著 

学位論文(甲) A00-0210-2 細形研,分子生研,細生研 (1)矯正 

 

解      説 

 

1. 川口 充 : 薬理学講座 20 年の展望 唾液腺研究に到るまで, 歯科学報 108(2), 100～101, 2008. 

 

2. 石川祥一(1), 一戸達也(2), 榎本 滋(1), 大浦 清(3), 大谷啓一(4), 金子明寛(5), 佐藤田鶴子(6),澤木康平, 藤井 彰(7), 

松﨑忠正(1) : 医薬品の安全な使用のために, 日本歯科医師会雑誌 61(2), 7～53, 2008. (1)日本歯科医師会薬剤

部会委員,(2)歯麻,(3)大阪歯科大・薬理,(4)医科歯科大・院・生体維持組織学・生体硬組織再生・硬組織薬理,(5)東海大・医・

口外,(6)日歯・生命歯学,(7)日大松戸・歯・臨床薬理 

 

単行図書 

 

1. 高橋隆一(1)監修, 川口 充(a) 著分担,四宮敬史(a) 著分担,淵和正(a) 著分担,澤木康平(a) 著分担: 著分担 :医

薬品副作用ハンドブック (a)8.消化器 １）味覚障害 328～331 頁, 日本臨牀社, 大阪市, 2008. (1)国立病院機構

東京医療センター 

 

学会抄録 

 

1. Shinomiya,T., Kawaguchi,M. : Gremlin and BMP7 in salivary glands exposed to hyperglycemia, 

http://www.urmc.rochester.edu/center-oral-biology/, 2008. (Rochester Oral Biology Research Conference 2008, 

Rochester,USA) A05-0210-6, A08-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 



2. 玉記雷太(1), 吉川正信(1), 四宮敬史, 橋本篤司(1), 川口 充, 小林広幸(1) : メタンフェタミン投与によるジアゼパム

バインディングインヒビター遺伝子発現の変化, 日薬理誌 132(2), 3P, 2008. (第 118 回日本薬理学会関東部会, 東

京) A05-0210-6 (1)東海大・医・臨床薬理 

 

3. 宮下卓(1), 大久保みぎわ, 中川寛一(1), 川口 充 : ラット顎下腺唾液分泌に対するプレグネノロンの影響, 日薬理

誌 132(2), 11P, 2008. (第 118 回日本薬理学会関東部会, 東京) A03-0210-1 (1)歯内療法 

 

4. 宮下卓(1), 大久保みぎわ, 中川寛一(1), 川口 充 : ラット顎下腺唾液分泌に対するプレグネノロンの影響, 第 22 回

唾液腺談話会プログラム, 10, 2008. (第 22 回 唾液腺談話会, 東京) A03-0210-1 (1)歯内療法 

 

5. 澤木康平, 四宮敬史, 坂井隆之, 大久保みぎわ, 川口 充 : 唾液腺のプロテオーム解析, 第 22 回唾液腺談話会

プログラム, 11, 2008. (第 22 回 唾液腺談話会, 東京) A02-0210-7 生素研 

 

6. Sawaki,K., Kawaguchi,M., Sakai,T., Okubo,M., Shinomiya,T. : Treatment protein analysis of rat salivary gland after 

LPS, 4th Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 100, 2008. (4th Sino-Japanese 

Conference on Stomatology, Xian, China) A02-0210-7 生素研 

 

7. Okubo,M., Kawaguchi,M. : Ca2+ entry from mitochondria induced by bennzodiazepines in parotid acinar cells, 4th 

Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 101, 2008. (4th Sino-Japanese Conference on 

Stomatology, Xian, China) A03-0210-1 

 

8. Shinomiya,T., Kawaguchi,M. : Expression and localization of LPS-inducible beta-defensins in rat salivary glands, 4th 

Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 102, 2008. (4th Sino-Japanese Conference on 

Stomatology, Xian, China) A05-0210-6, A08-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 

9. Kawaguchi,M., Yamagishi-Wang,H., Sawaki,K., Okubo,M., Shinomiya,T. : Mechanisms of xerostomia induced by 

benzodiazepines, anti-anxiaty drugs, 4th Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 104, 

2008. (4th Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xian, China) A03-0210-1 

 

10. Kawaguchi,M., Yamagishi-Wang,H. : The inhibitory regulation organized by the GABA(A)/CBR/Cl- channel 

complex in the rat salivary gland, 4th Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 105, 

2008. (4th Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xian, China) A03-0210-1 

 

11. 四宮敬史, 淵和正, 川口 充, 澤木康平, 坂井隆之, 大久保みぎわ, 塚越絵里, 吉川正信(1) : 高血糖下におけ

るラット唾液腺でのグレムリンと BMP7 の発現と局在, Journal of Oral Biosciences 50 (Suppl.), 162, 2008. (第 50 回

歯科基礎医学会学術大会, 東京) A05-0210-6, A08-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 (1)東海大・医・臨床薬理 

 

12. 四宮玲奈, 四宮敬史, 大久保みぎわ, 川口 充, 吉川正信(1) : 糖尿病ラットの唾液腺におけるβディフェンシンの

発現動態とインスリンの効果, Journal of Oral Biosciences 50 (Suppl.), 181, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会, 

東京) A05-0210-6 細形研,分子生研,細生研,生素研 (1)東海大・医・臨床薬理 

 



13. Miyashita,T.(1), Okubo,M., Sawaki,K., Shinomiya,T., Nakagawa,K.(1), Kawaguchi,M. : Expression of pregnenorone 

synthetase as an endogenous inhibitory factor for salivary secretion on the stress induced by 

methamphetamine :Expression of pregnenorone synthetase as an endogenous inhibitory factor for salivary 

secretion on the stress induced by methamphetamine 109(Suppl), 55, 2009. (The 82th Annual Meeting of the Japanese 

Pharmacological Society, Yokohama) A03-0210-1 (1)歯内療法 

 



8. 歯科理工学講座  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 小田  豊 歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ95-0240-1） 

歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1） 

教  授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ83-0240-8） 

高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ02-0240-1） 

教  授 吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ83-0240-7） 

Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化（Ａ02-0240-2） 

Tissue Engineeringによる顎骨再生（Ａ05-0240-1） 

講  師 服部 雅之 歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発（Ａ99-0240-1） 

講  師 武本 真治 Ti系合金の口腔環境下での界面反応の解明（Ａ03-0240-1） 

専 攻 生 松本 倫彦 歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1） 

 

2．成果の概要 

1）歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1），口腔内雰囲気における合着材，充填材の機

械的諸性質について（Ａ83-0240-8） 

(1)市販のデュアルキュア型接着性レジンセメントの牛歯エナメル質ならびに象牙質と硬質レジ

ンのせん断接着強さを評価した。デュアルキュア型コンポジットレジン系接着性レジンセメント

のエナメル質とのせん断接着強さは13～26 MPa の範囲にあり、接着性レジンセメントの種類によ

って異なり、接着性レジンセメントの強さが接着強さに影響しているものと推察された。また、

象牙質では8～16MPa にあり、象牙質表面処理材の脱灰能が接着強さに影響しているものと推察さ

れた。  

歯科材料・器械 27(4)，307～313, 2008 

 

(2)いわゆる「ノンクラスプデンチャー 」と称される熱可塑性樹脂の基礎的物性を加熱重合アク

リルレジン（PMMA）と比較して評価した。曲げ強さ、曲げ弾性係数はPMMAに比較して弱か

った。ポリカーボネート樹脂やポリエチレンテレフタレート樹脂の化学重合型アクリルレジンと

の接着強さは、PMMAと化学重合型アクリルレジンとの接着強さの1.5倍であった。着色試験で

はナイロン系樹脂とポリエチレンテレフタレート樹脂がカレー浸漬で10以上の色差を示したが、

コーヒーに浸漬した場合には着色はなかった。吸水量はナイロン系樹脂とポリエチレンテレフタ

レート樹脂が大きかったが、PMMAの1/3程度であった。 
歯科材料・器械 28(3)，161～167, 2009 

 

2）歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ95-0240-1），Ti系合金の口腔環境下での界面反

応の解明（Ａ03-0240-1、Ａ99-0240-1） 

(1)口腔内でのチタンやチタン合金の変色の齲蝕予防のために使用されるフッ化物製剤は、チタン

製修復物や補綴物を腐食し、補綴物の破損などの重要な問題を引き起こす可能性が周知されつつ

ある。本研究では、その口腔内で引き起こされるフッ化物によるチタンの腐食過程を明らかにす



ることを目的として、タンパク質が存在する環境下でのチタンの腐食についてチタンの溶出挙動

と表面分析により検討した。 
その結果、フッ化物と接触する前にチタン表面にタンパク質であるアルブミンが吸着している

場合には、アルブミンのフィルムをチタン表面に形成してフッ化物の腐食反応によるチタン化合

物の溶出を低減させることを明らかにした。また、溶液中にアルブミンが存在する場合には、チ

タン化合物の溶出の低減と溶出によって引き起こされるチタン表面形態の変化に関与することを

明らかにした。 
J Biomed Mater Res B: Applied Biomater 87B, 475～481, 2008 

Bioceramics 21, 373～376, 2009 (Trans Tech Publications Ltd, Switzerland) 

 

(2)新規チタン合金を口腔内で使用するためには優れた耐食性が要求されている。本研究では、義

歯床に応用するチタン合金の開発を目的として、Co-Cr 合金、市販のチタン合金および歯科理工

学講座で開発したTi-20Cr合金を口腔内で装着した際の表面構造、色彩の変化を検討した。 
 
3）セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ83-0240-7） 

 ドライプロセス法による薄膜形成技術を生体材料に応用すべく、各種薄膜を付与しそれらの物性

を調査した。本年度は分子プレカーサー法により、カーボネートアパタイト薄膜をチタンScaffold

に付与し、その骨形成能を評価した。その結果、本薄膜形成法は複雑な形状のScaffoldに応用でき、

骨形成を促進した。 

J Mater Sci: Mater Med 19, 2087～2096, 2008 

 

4）Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－タンパク質固定化技術の確立－（Ａ02-0240-2） 

(1)チタン結合ペプチドと細胞接着性ペプチドを共役したペプチドを合成し、チタンへの吸着能を

QCMにて測定するとともに線維芽細胞の接着能を調査した。その結果、本ペプチドはチタンへ特異

的に吸着し、細胞接着能を増加させた。 

Biomacromolecules 9(11), 3098～3105, 2008  

 

(2)インプラント周囲組織は、サブスタンス Pや NK-1レセプターを発現する再生神経を介して知

覚情報を受け取っており、サブスタンスPやNK-1レセプターは、神経性炎症に伴う疼痛伝達、好

中球のエンドサイトーシス、歯肉溝滲出液の遊出、およびマクロファージや好中球の移動に重要

な役割を果たしていることが明らかとなった。  

Cell and Tissue Research 335(2), 407～415, 2009   



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

小田  豊 

服部 雅之 

歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発 ベイラー歯科大学・生体

材料 

Dallas(USA) 岡部  徹 

河田 英司 乳歯象牙質の特性を考慮した接

着性レジンシステムの開発 

長崎大学・歯・小児歯科 長崎市 細矢由美子 

吉成 正雄 Simvastatinのインプラントへ

の応用 

九州大学大学院歯学研究

院・口腔常態制御学 

福岡市 城戸 瑞穂 

吉成 正雄 リン酸カルシウム薄膜形成による

歯科インプラント材の 表面改質 

ナイメヘン大学・生体材料 Nijmegen, 
Netherland 

John A 
Jansen 

吉成 正雄 口腔粘膜疾患発症と歯科用金属

の関連についての臨床的検討 

慶応義塾大学・医学部・

歯科口腔外科 

東京 永井 哲夫 

吉成 正雄 合成ペプチドのインプラントへ

の応用 

癌研究会・癌研究所蛋白

創製研究部 

東京 芝  清隆 

武本 真治 新規歯科鋳造用チタン合金の作

製とその表面分析 

東北大学金属材料研究所・

附属金属ガラスセンター 

仙台市 木村 久道 

我妻 和明 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

小田  豊 歯科用合金の耐食性評価のための新たな電気

化学的アプローチ 

文科省科研費・基盤研究(Ｂ) 

小田  豊 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭから三次元造形への展

開 

文科省科研費・萌芽研究 

小田  豊 MIと審美修復の臨床展開のための基礎的検討 大学院整備重点化経費－研究科特別経費 

小田  豊 ITを利用したユビキタス講義・実習の構築 教育・学習方法等改善支援経費 

吉成 正雄 薬物送達システムを利用した生体多機能化に

よる即時荷重インプラントの開発 

文科省科研費・基盤研究(Ｂ) 

吉成 正雄 合成ペプチド修飾による感染防御システム・

インプラントの創製 

文科省科研費・萌芽研究 

吉成 正雄 口腔アンチエイジングによる生体制御 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチ

センター経費(第7) 

服部 雅之 三元合金化による新しい歯科鋳造用チタン合

金の開発 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

武本 真治 口腔内をシミュレートしたチタン合金の耐食

性評価方法の確立 

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 

吉成 正雄 2008. 4.26 日本歯科理工学会論文賞 シンバスタチンの徐放システ

ムの確立に関する研究 

日本歯科理

工学会 

服部 雅之 2008. 7. 8 東京歯科大学学長奨励研究助

成 

生体適合性に優れた高耐食チタ

ン合金の臨床応用に向けた展開 
東京歯科大学 

   

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

河田 英司 2008.10.13 歯質浸透性と漂白効果 第19回日本歯科審美学会学術

講演会、シンポジウムⅡ、変色

歯酸化漂白のメカニズム 

新潟市 

吉成 正雄 2008. 9.14 骨縁上に露出したラフサーフェス

の問題点,ジルコニアの強度と耐

久性 

第 38 回日本口腔インプラント

学会学術大会 

東京 

吉成 正雄 2009. 3. 6 プロジェクト7：口腔アンチエイ

ジングによる生体制御－研究進捗

状況中間報告－ 

平成 20 年度東京歯科大学口腔

科学研究センターワークショ

ップ 

千葉市 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

小田  豊 2008．4.21 新年度の教育に向けて 第73回東京歯科大学教育セミ

ナー 
 

千葉市 

小田  豊 2008. 6.24 歯科医療機器の安全基準と対

策」 
 

愛知学院大学歯学部医療安全

セミナー 
名古屋市 

 

  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 

小田   豊 2008.10. 4～5 第6回東京歯科大学試験問題作成ワー

クショップ 

運営委員 千葉市 

河田 英司 2009. 3.28 東京歯科大学ＧＰフォーラム 歯科医学

教育でのICTを活用した評価 

実施責任者 東京 

河田 英司 2008.10. 4～5 第6回東京歯科大学試験問題作成ワー

クショップ 

運営委員 千葉市 

服部 雅之 2008.10. 4～5 第6回東京歯科大学試験問題作成ワー

クショップ 

タスクフォース 千葉市 



共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

小田   豊 2009. 2.18 平成20年度 東京歯科大学 

 第4学年CBT 

運営委員 千葉市 

小田   豊 2009. 3. 1 平成20年度 東京歯科大学 

第4学年OSCE 

運営副委員長 千葉市 

河田 英司 2008. 7.24～26 

2008. 8. 7～ 9 

2008. 8.28～30 

2008. 9. 5～ 6 

医療系大学間共用試験実施評価機構

CBTブラッシュアップ 

共用試験実施評価

機構歯学系CBT実

施小委員会委員 

東京 

河田 英司 2008. 6.19 

 

平成19年度 明海大学歯学部 

第5学年CBT 

モニタリング委員 坂戸市 

河田 英司 2009. 1.22 平成20年度 日本歯科大学 生命歯学部 

第4学年CBT 

モニタリング委員 東京 

河田 英司 2009. 3.26 平成20年度 岩手医科大学歯学部   

第4学年CBT 

モニタリング委員 盛岡市 

服部 雅之 2009. 2.18 平成20年度 東京歯科大学     

第4学年CBT 

試験実施委員 千葉市 

服部 雅之 2009. 3.11 平成20年度 東京歯科大学  

第4学年CBT追・再試験 

試験実施委員 千葉市 

武本 真治 2009. 3. 1 平成20年度 東京歯科大学 

第4学年OSCE 

誘導係 千葉市 
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Coll 49(2), 53～58, 2008. 原著 A03-0010-1、HRC7 細形研,細生研 実動施設 (1)解剖,(2)明海大・解剖,(∗)インプラント

研究部門(兼任) 
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Tazaki,M.(5), Shintani,M.(6), Sato,Y.(7), Inoue,T.(1) : Changes in the homeostatic mechanism of dental pulp with age: 

expression of the core-binding factor alfa-1, dentin sialoprotein, vascular endothelial growth factor, and heat 

shock protein 27 messengerRNAs, J Endod 34(7), 818～821, 2008. 原著 A03-0611-5、HRC7 (1)臨検査,(2)病理,(3)

口外,(4)微生物,(5)生理,(6)脳科学研究施設,(7)生化学 

 

6. Kameyama,A.(1), Kato,J.(1), Yoshinari,M.(∗), kotoku,y.(1), Akashi,G.(1), Hirai,Y.(1) : Ultimate micro-tensile strength of 

dental adhesives cured at different light sources, J Photopol Sci Technol 21(1), 31～35, 2008. 原著 学位論文() 

HRC7 分析生研,生素研 (1)保存修復, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

7. 五十嵐崇恭(1), 広瀬大希(1), 金子守男(1), 五十嵐俊男(1), 吉成正雄(∗) : チタンにコーティングしたアルミナ薄膜に対

する Porphyromonas gingivalis の初期付着特性, 日口腔インプラント誌 21(2), 311～318, 2008. 原著 脳科学研 

(1)日本歯科先端技術研究所, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

8. 服部雅之, 武本真治, 吉成正雄(∗), 河田英司, 小田 豊 : デュアルキュア型接着性レジンセメントの歯質接着性：

エナメル質と象牙質の比較, 歯科材料・器械 27(4), 307～313, 2008. 原著 A98-0240-1 細形研,分析生研 (∗)イン

プラント研究部門(兼任) 
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heat shock protein 27 messenger RNAs, J Endod 34(7), 818～821, 2008. 原著 HRC7 分子生研 実動施設      

(1)臨検査,(2)病理,(3)口外,(4)微生物,(5)生理,(6)脳科学研究施設,(7)生化学, (∗)インプラント研究部門(兼任) 
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堂, 東京, 2008. (∗)インプラント研究部門(兼任) 
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深川菜穂(3), 福島俊士(3), 真鍋 顕(5) : 共著 :i-TFC システムの臨床 , 株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ, 

東京, 2009. 第 3 章 2.「i-TFC システム」の理工学 細形研,分析生研 (1)東京都,(2)東医歯大・大学院・先端材料評価学,(3)

鶴見大・歯・補綴二,(4)元東医歯大,(5)香川県 

 

4. Yoshinari,M(∗).(a): 著分担 :Thin Calcium Phosphate Coatings for Medical Implants (a)Ion Beam Techniques for Thin 

Calcium Phosphate Coating Production 157～174 頁, Springer, USA, 2009. (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

プロシーディングス 

 

1. Takemoto,S., Hattori,M., Yoshinari,M.(∗), Kawada,E., Oda,Y. : Surface reaction of titanium oxide film to fluoride and 

hydrogen peroxide in simulated oral environment, Bioceramics 21, 373～376, 2008. (21st International Symposium of 

Ceramics in Medicine, B&uacute;zios,Brazil) A03-0240-1、科研費若手 B、基盤(B)、学長奨励研究助成(分担) 細形研,分析生

研,生素研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

調査報告 

 

1. 河田英司: e ラーニング等の ICT を活用した教育に関する調査報告書 (a)東京歯科大学における新しい e-Learning 

98～101 頁, 独立行政法人メディア教育開発センター, 2008. 現代 GP、2007 年度分  

 

 

 



その他 

 

1. 佐野 司(1), 岡田眞人(2), 高畑悟郎(3), 河田英司, 柴原孝彦(4), 一戸達也(5), 茂木悦子(6),高橋俊之(7), 花岡洋一(8), 

武田友孝(9), 望月隆二(10), 渋川義宏(11), 森永一喜(12), 櫻井 学(5), 杉原直樹(13), 須賀賢一郎(4), 石崎 憲(14), 

平田創一郎(2), 井出吉信(15), 石井拓男(2), 小田 豊 : 歯学部学生のための倫理教育, 平成 20 年度教育ワーク

ショップ報告書, 3～23, 2008. (1)歯放,(2)社会歯,(3)生物,(4)口外,(5)歯麻,(6)矯正,(7)千病・総合診療科,(8)法歯,(9)スポー

ツ歯,(10)物理,(11)歯周病,(12)歯内療法,(13)衛生,(14)有床義歯,(15)解剖 

 

2. 吉成正雄(∗), 加藤正治(1), 小林明子(1) : “歯と補綴物にやさしい”プロフェッショナルケアの新時代, デンタルハイジ

ーン 29(1), 32～42, 2009. 細形研,分析生研 (1)東京都, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

学会抄録 

 

1. 河田英司 : シンポジウムⅠ 「モデルコア・カリキュラムの改善点」, 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, 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) 

 

2. 阿部伸一(1), 河田英司, 井出吉信(1) : IT 教育下での OSCE 再評価のシステム, 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, 48, 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) 2007

年度分 (1)解剖 

 

3. 米津卓郎(1), 藥師寺 仁(1), 河田英司 : 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, 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) 2007 年度分 脳科学研 (1)小児歯 

 

4. 松浦信幸(1), 一戸達也(1), 河田英司 : IT 環境を利用した心肺蘇生法の技能評価システム, 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, 124, 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) 2007 年度分 (1)歯麻 

 

5. 武本真治, 服部雅之, 松本倫彦, 吉成正雄(∗), 河田英司, 小田 豊 : アルカリ性過酸化水素含有溶液中での純

チタンの耐食性, 歯科材料・器械 27(2), 131, 2008. (第 51 回日本歯科理工学会学術講演会, 横浜市) A03-0240-1、

科研費若手 B、基盤(B) 細形研,生素研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

6. 吉成正雄(∗), 武本真治, 服部雅之, 河田英司, 小田 豊, 早川 徹(1) : 抗菌性とチタン結合を含有した共役ペプチ

ドによるチタン表面改質, 歯科材料・器械 27(2), 194, 2008. (第 51 回日本歯科理工学会学術講演会, 横浜市) 

A02-0240-2 、HRC7、科研費萌芽 細形研,分析生研 (1)日大・松戸歯・生体材料, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

7. 阿部伸一(1), 監物 真(2), 井出吉信(1), 吉成正雄(∗) : 骨髄由来 SP 細胞の筋線維への分化について, 解剖誌 84, 

157, 2008. (第 114 回日本解剖学会全国学術集会, 岡山市) A03-0010-1 脳科学研 細形研,細生研 実動施設 (1)解剖,(2)

臨検査, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

8. 監物 真(1), 国分栄仁(2), 横山暁子(2), 松坂賢一(1), 吉成正雄(∗), 落合宏美(3), 東 俊文(3), 井上 孝(1) : 若齢および

加齢ラット歯髄 SP 細胞の解析, 歯科学報 108(2), 90, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

A03-0611-5 細生研 (1)臨検査,(2)HRC7,(3)生化学, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 



9. 阿部伸一(1), 村上 聡(2), 井出吉信(1), 河田英司(∗) : 態度・技能評価のためのシステム構築－大学院での試行－, 

歯科学報 108(2), 98, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 脳科学研 (1)解剖,(2)DEDC, (∗) DEDC(兼任) 

 

10. 武本真治 : フッ化物を含む溶液中での Ti-20Cr 合金の腐食挙動と表面分析, 歯科学報 108(2), 175, 2008. (第

285 回東京歯科大学学会, 千葉市) A03-0240-1、科研費若手 B、基盤(B)、学長奨励研究賞 細形研,分析生研 

 

11. 村松 敬(1), 片倉 朗(2), 岡本-柴山和子(3), 佐藤 裕(3), 吉成正雄(∗), 井上 孝(4) : 唾液を検体としたエイジングマ

－カ－の検出, 歯科学報 108(2), 185, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A02-0160-01、HRC7 分子

生研 (1)病理,(2)口外,(3)生化学,(4)臨検査, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

12. Yoshinari,M. (∗), Matsuzaka,K.(1), Inoue,T.(1), Igarashi,T., Oda,Y., Hayakawa,T.(2) : Surface modification of titanium 

for controlled release of simvastatin, 8th World Biomaterials Congress Abstracts, #084, 2008. (8th World 

Biomaterials Congress, Amsterdam,Netherlands) CD-ROM、HRC7、科研費基盤(B) 細形研,細生研,分析生研 (1)臨検査,(2)

日大・松戸歯・歯科生体材料, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

13. 小田 豊, 服部雅之, 吉成正雄(∗) : 既製ファイバーポストの機械的特性評価, 日歯産会誌 22(1), 85, 2008. (第 23

回 日本歯科産業学会・学術講演会, 東京都) 細形研,分析生研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

14. Oda,Y., Takemoto,S., Hattori,M., Yoshinari,M. (∗), Kawada,E. : Discoloration of titanium-based alloys in alkaline 

peroxide-containing solution, J Dent Res 87(Special Issue B), #2376, 2008. (86th General Session & Exhibition of the 

IADR, Toronto,Canada) CD-ROM、科研費基盤(B) 細形研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

15. Arano,T.(1), Yoshinari,M.(∗), Inoue,T.(2), Sato,T.(1) : Three-demansional clture of osteoblastic cells using a radial-flow 

bioreactor, JDR(CD-ROM) 87(Special issue B), 2008. (The 86th General Session of the International Association for 

Dental Research, Toronto,Canada) (1)クラウンブリッジ,(2)臨検査, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

16. 村上 聡(1), 阿部伸一(2), 河田英司(∗) : OSCE 評価の再評価と評価者トレーニングのためのシステム構築, 第 27 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, 2008. (第 27 回日本歯科医学教育学会総会および

学術大会, 東京) (1)DEDC,(2)解剖,(∗)DEDC(兼任) 

 

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

遷, 第 27 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, 2008. (第 27 回日本歯科医学教育学

会総会および学術大会, 東京) 脳科学研 (1)DEDC,(2)解剖,(∗)DEDC(兼任) 

 

18. 森岡俊行(1), 松永 智(2), 吉成正雄(∗), 井出吉信(2), 矢島安朝(1) : 下顎骨における生体アパタイト結晶の配向性, 

日口腔インプラント会誌 21(特別号), 193, 2008. (第 38 回日本口腔インプラント学会・学術大会, 東京) HRC7 脳科学研 

生素研 (1)口腔インプラント,(2)解剖, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

19. 井上 孝(1), 吉成正雄(∗), 田﨑雅和(2), 橋本貞充(3), 佐藤 裕(4), 松坂賢一(1) : 口腔アンチエイジングによる生体制

御, 日歯医師会誌 61(5), 95, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) A03-0611-2 細形研,分子生研,細生研,分

析生研,生素研 (1)臨検査,(2)生理,(3)病理,(4)生化学, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

20. 松坂賢一(1), 吉成正雄(∗), 国分栄仁(2), 井上 孝(1) : インテリジェントマテリアルを応用したインプラントの開発, 日

歯医師会誌 61(5), 102, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) A03-0611-3 脳科学研 細形研,細生研,分析生研 

(1)臨検査,(2)HRC7, (∗)インプラント研究部門(兼任) 



21. 古屋英敬(1), 森岡俊行(2), 松永 智(1), 坂 英樹(1), 吉成正雄(∗), 井出吉信(1) : 関節突起における生体アパタイト結

晶の配向性, 歯科学報 108(4), 85, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A-09-0010-3 分析生研 (1)解

剖,(2)口腔インプラント, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

22. 服部雅之, 武本真治, 吉成正雄(∗), 河田英司, 小田 豊 : ファイバーポストと支台築造用コンポジットレジン複合

体の機械的性質, 歯科学報 108(4), 391, 2008. (第 286 回 東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A98-0240-1 細形研,

分析生研, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

23. 木下英明(1), 中原 賢(1), 大橋卓史(1), 松永 智(1), 上松博子(1), 吉成正雄(∗), 井出吉信(1) : マイクロ CT を用いたヒ

ト顎骨における下顎管の三次元的観察, 歯科学報 108(4), 395, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(例会), 千葉

市 ) 分析生研 (1)解剖, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

24. 早川 徹(1), P.Kamolparn(2), 山道信之(2), 吉成正雄(∗), 安孫子宣光(2) : トレシルクロリド法によるフィブロネクチン由

来ペプチド(GRGDSP)のチタン表面への固定化および細胞培養実験, 日再生歯医会誌 6(1), 55, 2008. (第 6 回

日本再生歯科医学会学術大会・総会, 東京) 脳科学研 (1)日大・松戸歯・生体材料,(2)日大・松戸歯・生化学・分子生物, (∗)イ

ンプラント研究部門(兼任) 

 

25. 吉成正雄(∗) : 骨縁上に露出したラフサーフェスの問題点,ジルコニアの強度と耐久性, 日口腔インプラント会誌 

21(Special Issue), 119, 2008. (第 38 回(社)日本口腔インプラント学会学術大会, 東京都) シンポジウム 細形研,細生研,分

析生研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

26. 五十嵐崇恭(1), 広瀬大希(1), 金子守男(1), 浅井澄人(1), 五十嵐俊男(1), 河合良明(2), 笹倉裕一(2),久保田英朗(2), 

吉成正雄(∗) : アルミナ薄膜コーティングによる歯周病菌の初期付着抑制, 日口腔インプラント会誌 21(Special 

Issue), 239, 2008. (第 38 回(社)日本口腔インプラント学会学術大会, 東京) (1)日本歯科先端技術研究所,(2)神歯大・顎顔面

外科, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

27. 米田隆紀(1), 五十嵐崇恭(1), 杉藤庄平(1), 今西泰彦(2), 河合良明(3), 笹倉裕一(3), 吉成正雄(∗) : 歯科用インプラン

トの疲労試験に関する研究, 日口腔インプラント会誌 21(Special Issue), 271, 2008. (第 38 回(社)日本口腔インプラ

ント学会学術大会, 東京都) (1)神奈川県、日本歯科先端技術研究所,(2)日本歯科先端技術研究所,(3)神歯大・顎顔面外科、

附属病院・口腔インプラント, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

28. 藤田修平(1), 阿部伸一(1), 吉成正雄(∗), 矢島安朝(2), 井出吉信(1) : 下顎前歯部舌側領域における動脈の走行形

態, 日口腔インプラント会誌 21(特別号), 193, 2008. (第 38 回日本口腔インプラント学会学術大会, 東京都) 

A08-0010-2 脳科学研 (1)解剖,(2)口腔インプラント, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

29. 武本真治, 服部雅之, 吉成正雄(∗), 河田英司, 小田 豊 : アルカリ性過酸化水素含有溶液中でのチタン合金の

電気化学的腐食挙動 , 歯科材料・器械 27(5), 340, 2008. (第 52 回日本歯科理工学会学術講演会, 豊中市) 

A03-0240-1、科研費若手 B、基盤(B) (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

30. 服部雅之, 武本真治, 松本倫彦, 長谷川晃嗣, 愛知徹也, 吉成正雄(∗), 河田英司, 小田 豊 : 支台築造用コア

レジンとファイバーポストの機械的性質, 歯科材料・器械 27(5), 412, 2008. (第 52 回日本歯科理工学会学術講演会, 

豊中市) A98-0240-1 脳科学研 細形研,分析生研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 



31. Yoshinari,M.( ∗ ), Wei,J.H.(1), Takemoto,S., Hattori,M., Kawada,E., Oda,Y., Matsuzaka,K.(2), Inoue,T.(2) : 

Bio-functionalization of dental implants with cold-plasma surface modification, The Fourth Sino-Japanese 

Conference on Stomatology, 126, 2008. (日中歯科医学大会 2008, Xi'an,China) A830240-7、HRC7、基盤(B) 細形研,分

析生研 (1)第四軍医大学,(2)臨検査, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

32. Kenmotsu,M.(1), Kokubu,E.(2), Matsuzaka,K.(1), Yoshinari,M. ( ∗ ), Inoue,T.(1) : Isolation and analysis of Side 

Population(SP) cells derived from dental pulps of both young and aged rats, Program and Abstracts, 191, 2008. 

(日中歯科医学大会 2008, Xi'an, China) A03-0611-5 脳科学研 細生研 実動施設 (1)臨検査,(2)HRC7, (∗)インプラント研究

部門(兼任) 

 

33. Takemoto,S., Hattori,M., Yoshinari,M.(∗), Kawada,E., Oda,Y. : Corrosion behavior of dental alloys in gargle 

solutions, The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology, 210, 2008. (日中歯科医学大会 2008, Xi'an,China) 

A03-0240-1、科研費若手 B、基盤(B)、日本科学協会・海外発表促進助成 細形研,分析生研 (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

34. Kokubun,K.(1), Yoshinari,M.(∗), Inoue,T.(1), Shiba,K.(2) : Biological functionalization of the surface of titanium by 

Motif-Programmed artificial proteins, Program and Abstracts, 212～213, 2008. (日中歯科医学大会 2008, Xi'an, 

China) A03-0611-3 脳科学研 (1)臨検査,(2)(財)癌研究会癌研究所蛋白創製研究部, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

35. 児玉拓郎(1), 小野寺寛司(1), 笹栗健一(1), 佐藤貞雄(1), 塗久木和男(2), 吉成正雄(∗) : プラズマ処理簡易型咬合接

触解析装置を用いた歯周病の診断の試み, 第 67 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 229, 2008. (第

67 回日本矯正歯科学会大会, 千葉市) (1)神歯大・成長発達歯科,(2)湘南短・歯科衛生, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

36. 河田英司 : 歯質浸透性と漂白効果, 第 19 回日本歯科審美学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 36, 2008. 

(第 19 回 日本歯科審美学会総会・学術大会, 新潟市) 細形研,生素研 

 

37. 児玉拓郎(1), 小野寺寛司(1), 笹栗健一(1), 塗久木和男(2), 吉成正雄(∗), 佐藤貞雄(1) : プラズマ処理簡易型咬合接

触解析装置を用いた歯周病の診断の試み, 神奈川歯学 43(抄録集), 41, 2008. (2008 年学会総会, 横須賀市) (1)

神歯大・成長発達歯科,(2)湘南短・歯科衛生, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

38. 廣木愛実(1), 岩沼治(1), 阿部伸一(1), 井出吉信(1), 吉成正雄(∗) : 筋再生時における骨格筋形成抑制因子および

関連因子の発現, 解剖誌 84, 158, 2009. (第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 岡山市) A08-0010-1 脳科学

研 細形研 実動施設 (1)解剖, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 

39. 本田秀光(1), 岩沼 治(1), 阿部伸一(1), 井出吉信(1), 吉成正雄(∗) : mdx マウス咬筋および前脛骨筋の筋再生過程に

おけるHGF, IGF-1の発現について, 解剖誌 84, 219, 2009. (第114回 日本解剖学会総会, 岡山市) A08-0010-3 脳

科学研 細形研,細生研 実動施設 (1)解剖, (∗)インプラント研究部門(兼任) 

 



9. 衛 生 学 講 座 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ92-0260-4） 

全身機能にかかわる口腔機能（咬合・咀嚼）の解析（Ａ01-0260-1） 

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（Ａ92-0260-5） 

 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針 

（Ａ77-0260-1，Ａ86-0260-1，Ａ87-0260-2，Ａ90-0260-1） 

フッ化物応用の総合的研究（Ａ01-0260-2） 

精神障害者の口腔環境の実態とその対応（Ａ01-0260-3） 

特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向上プログ

ラムの構築 

客員教授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（Ａ91-0260-1，Ａ91-0260-3） 

講  師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ84-0260-2） 

 杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（Ａ88-0260-1） 

助  教 古賀  寛 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ87-0260-3） 

大学院生 

 

専 攻 生 

倉橋  司 

米山 みき 

国島真希子 

浮谷 得子 

現在歯数の評価に関する要因解析（Ａ92-0260-5） 

歯肉炎とメタギザック関連要因との関係（Ａ92-0260-5） 

咬合関連聴力低下に与える歯科治療の効果に関する研究（Ａ01-0260-4） 

学齢期の食育と口腔機能に関連する要因について(Ａ92-0206-4) 

 

2．成果の概要 

1）フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ87-0260-3） 

フッ化物の全身的応用において齲蝕予防効果と過剰摂取による歯のフッ素症を防ぐためにフッ化物摂取量基

準が要請される。本研究の目的はわが国における年齢群別のフッ化物摂取基準策定のための基礎資料を提示する

ことにあった。まとめとして昨年度は「日本におけるフッ物摂取量と健康」（社会保険研究所）として検討資料

を出版した。その主内容はライフステージにおけるフッ化物摂取量であり，その裏づけとなるフッ化物応用によ

るう蝕抑制効果と健康リスク評価した。平成19年度にはフッ化物摂取基準案を日本口腔衛生学会フッ化物応用

委員会に答申し，一部修正し案が理事会で承認支援された。さらに，この基準案は日本歯科医学会でも承認支援

することとなった。このフッ化物摂取基準案は，日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会報告として口腔衛生学会

誌に掲載された。日本人におけるフッ化物摂取基準案を微量元素として第八次日本人の食事摂取基準に収載して

いただくには，アメリカ以外のヨーロッパ諸国のフッ化物全身応用を実施している国々のフッ化物摂取基準の根

拠を調査し，本基準案と照合する必要がある。 

眞木吉信，古賀 寛 他：う蝕予防のための日本人におけるフッ化物取基準（案）の作成．口腔衛会誌 58(5), 

548-551，2008 

 

2）咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ92-0260-4） 

本研究は、老人保健法による歯周疾患検診の結果を用いて歯の喪失リスクにどのような要因が関連しているか

を統計学的に解析した。老人保健法による歯周疾患検診受診者(年齢40，50，60歳)で男性2,623名、女性5,118



名の計7,141名である。 現在歯数が24未満になることに対する各要因で有意なものは喫煙（オッズ比：1.87）、

口腔清掃状態不良（1.75）、口腔内症状有（1.57）、塩味を好む（1.19）、甘味食品の頻回摂取（1.27）は現在歯

を24未満にするリスクを上げる因子であった。一方、乳製品の摂取(週4回以上)（オッズ比：0.82）、野菜の摂

取（1 日 2 回以上）、毎食後のブラッシング（0.84）、歯磨きの指導（0.84）、および定期的受診（0.72）は、現

在歯を24未満にするリスクを下げる因子であった。これらの研究は、現在歯を24未満にするリスク因子として

最も高く関与するは喫煙、口腔清掃状態ならびに糖尿病の既往歴であることを示し、一方、良好な食習慣、定期

的な受診と口腔清掃習慣は歯の喪失のリスクを下げる要因であることを示している。したがって、成人期におけ

る歯の喪失リスクを下げる健康教育はこれらの項目に重点を置くべきである。  

 

3）全身疾患にかかわる口腔機能（咬合・咀嚼）の解析（Ａ01-0260-1） 

本研究は、老人保健法による歯周疾患検診の結果を用いて歯周疾患の有病状態（CPI）に全身疾患のリスク状

態、口腔保健状態ならびに生活行動についてどのような要因が関連しているかを統計学的に解析した。研究対象

者は、1999年から2005年にかけて老人保健法による歯周疾患検診受診者(年齢40，50，60歳)で男性12,994名、

女性23,116名の計36,111名である。CPI個人コードが3以上になることに対する各要因で有意なものは、口腔

状態では、口腔清掃状態不良（オッズ比：1.97）および歯石沈着（1.54）であり、全身状態ではBMI 30以上（1.25）、

HDL cholesterol (1.27)および最高血圧（140 mmHg 以上(1.12)）であり、生活習慣では喫煙（1.52）、飲酒量 (1.07)、

塩味を好む（1.12）であった。本研究は、CPI個人コード3以上にするリスク因子として最も高く関与するは歯

石沈着を含めた口腔清掃状態および喫煙であり、次いで、メタボリックシンドロームに関連した要因であった。

したがって、成人期における歯周疾患のリスクを下げるには、口腔清掃指導を中心にメタボリックシンドローム

に対する健康教育もリスク低減に重要であることを示している。 

 

4)歯科用素材など化学物質の安全性評価に関する研究（Ａ91-0260-1，Ａ91-0260-3） 

歯科用素材をはじめとした化学物質などの安全性を評価するために、とくに歯科金属によるアレルギー発現の

簡易なスクリーニング法とともに分子生物学的手法を検討してきた。また一方、その他の一般化学物質とともに

栄養成分の脂質についても摂取過剰の生体影響を検討してきた。 

J Oleo Science, 56(7), 369～375, 2007 

 J Oleo Science, 57(2), 115～121, 2008 

 

5）フッ化物応用の総合的研究（Ａ01-0260-2） 

歯科保健領域における齲蝕予防法としてのフッ化物は、すでに半世紀を越えてその実績が評価されている。日

本歯科医学会医療環境問題検討委員会フッ化物検討部会は平成9年から3年間にわたる委員会の報告として、

平成11 年 11 月に「フッ化物応用についての総合的な見解」を公表し、①国民の口腔保健向上のためフッ化物

の応用を推奨すること、②わが国におけるフッ化物の適正摂取量を確定するための研究の推進を奨励すること

を結論としている．これを受けて平成15年度から「フッ化物応用による歯科疾患の予防技術評価に関する総合

的研究」（H15－医療－020）が3年計画で実施されることになり、小児から成人にいたるライフステージにおけ

るフッ化物応用および食品・飲食物から摂取されるフッ化物のモニタリングの確立や、歯の形成期におけるフ

ッ化物摂取の所要量についての普遍的指標の確立など、フッ化物の全身的応用を推進するとともに、ライフス

テージに応じた局所応用法の普遍的なモデルを作成し、「健康日本21」等のヘルスプロモーション政策に寄与す

ることを意図している。平成17 年度は3 年計画のまとめの年として，「フッ化物配合歯磨剤応用マニュアル」

を出版するとともに，「21世紀における歯科疾患のリスク判定法および予防体系の構築」というタイトルでシン



ポジウムを開催した（東京歯科大学水道橋病院血脇ホール）。 

 平成18 年度からは「フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研

究」（H18－医療－一般－019）のタイトルで3年計画の新たな研究が始まり「フッ化物歯面塗布マニュアル」や

「摂取基準」の作成とともに、フッ化物のリスクイメージを解消する方策を討論した。本年3 月には3 年間の

研究のまとめとしてフッ化物応用フォーラムを開催した。 

平成20年度厚生労働科学研究報告書, 2009 

平成18,19,20年度厚生労働科学研究総括報告書, 2009 

 

6）歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ84-0260-2） 

歯科診療室における空気清浄度を評価するための「基準」は明確ではない。歯科診療室内の空中浮遊菌の存在

状態を経過時間ごとに計測が可能なサンプリング装置を開発し、空気清浄度を詳細に調査する事が可能となっ

た。本研究では歯科医療施設のための空気清浄度の指標を提案し、診療室内環境汚染の対策として，最適な歯

科用空気清浄装置を開発し、実践的に歯科診療室で応用後の空気環境測定結果より、良好な環境状態を維持し

ていたことを明らかにした。2004年より3年間の計画で、産・官・学による医療施設ならびに住居室内環境の

空中浮遊微生物除去および防止性能評価法の目的に発足したプロジェクトを開始し、一定量のカビの乾燥胞子

を空中超音波により均一に飛散させる方法を行い、その有用性を認めた。本年度も研究は継続しており本内容

のJIS化への委員会に展開している。 

2006 年より口腔インプラント治療における院内感染対策に関する研究を進めておる。本研究では、インプラ

ント治療に手術用空気洗浄ユニットの有無による治療前後の空気清浄度を評価している。陰圧管理されたクリ

ーンブースを応用して口腔インプラント治療中の空気清浄度は稼動10分後には，病院空調設備の設計・管理指

針（HEAS-02- 2004）の空気清浄度判定基準では「清潔区域」を維持した．さらに手術野から 0.5～3 メートル

の距離の細菌の拡散状況は口腔付近を中心にほぼ同心円的に拡散が認められた。本年度は陰圧仕様のクリーン

ブースを応用して口腔インプラント治療中の空中浮遊細菌拡散状況および汚染の程度を検討している。 

 

7)老年者の歯科保健に関する研究（Ａ88-0260-1） 

  千葉県内の介護老人保健施設および介護福祉入所者のうち同意を得られた153名の要介護高齢者に対して、 

訪問歯科診療前後での日常生活動作(ADL)の変化を比較するために、口腔内診査および質問紙を用いた面接調 

査を実施した。ADL測定のためにFunctional Independence Measure(FIM)を用いた評価を実施し、60歳以上の 

99名（男性23名、女性76名）についての口腔診査およびアセスメント調査のデータを得た。 

訪問歯科診療前後での患者のADL(FIM)の変化を比較したところ、歯科治療前のFIMの平均61.5±29.3から 

治療後の58.1±29.5 と明らかに低下が認められた(p<0.05)。また、FIM の低下した者が55 名、変化しなかっ

た者が6名、改善した者が38名であった。さらに、ADL（FIM）が改善した群（38名）と改善しなかった群 

（61 名）を比較したところ、現在歯を保有しており、治療開始前の日常生活に対する意欲が高く、治療開始前

のADL（FIM）が高い者ほど、明らかに治療後にADL(FIM)が改善していた(p<0.05)。 

8）精神障害者の口腔環境の実態とその対応（Ａ01-0260-3） 

本研究は、平成15年4月から始まり、精神疾患治療のための入院設備を有する病院の協力を得たうえで、精

神障害者（統合失調症）の口腔領域における器質的環境ならびに摂食・嚥下などの口腔機能の実態調査を実施

した。その後、看護・介護職への口腔保健に関する集団指導とケア教育を行い、入院患者の口腔環境と機能の

改善状況を確認した後に、同意の得られた患者を対象として、歯科衛生士による個別の口腔保健指導を導入し

た。これらの教育・指導の評価には、口腔内の疾患および清掃状態から唾液分泌、細菌叢の検討ならびに口臭



の有無まで調査項目に入れた。さらに口腔機能面の評価としては、摂食・嚥下に関する検査項目に咬合状態を

加えたものとした。また、対象とした統合失調症患者の指導の受容状況をフェイススケールにより評価すると

同時に、この調査期間における病院の看護・介護職の口腔保健ケアに対する意識の変化も調査した。 

本研究から、健常者と比較した統合失調症患者の口腔環境の実態を明らかにすることができた。また、看

護・介護職への指導と障害者に対する個別の介入指導による口腔環境および口腔機能の改善については、一定

の限度の下における効果を得ることができた。この背景には、口腔疾患に対する治療処置が不可能であったこ

とや、唾液分泌を抑制する服用薬剤の存在があり、さらには、精神保健領域の障害の程度を示すスケール(薬原

性椎体外路症状の評価DIEPSSと陽性・陰性症状の評価PANSS）を考慮した結果の考察が必須であった。 

  平成16～18年度文部科学省科研費報告書（基盤研究B）2007．「精神疾患・精神障害者の口腔環境および機能

実態に関する総合的研究」 

 

9）歯根面齲蝕の要因と予防指針（Ａ77-0260-1，Ａ86-0260-1，Ａ87-0260-2，Ａ90-0260-1） 

日本の成人集団における根面齲蝕の有病者率は、20歳代2.7％、30歳代12.6％、40歳代20.2％、50歳代39.3％

であり、加齡による顕著な増加傾向を示している。一方これを高齢者でみると、60歳代24.5％、70歳代21.6％、

80歳以上20.6％であり、加齡による有病者率の違いは認められなかった。 

この成人と高齢者での増齢における有病者率の違いの最も考えられる理由としては、60 歳からの喪失歯数の

増加が挙げられる。このことは逆に、日本における高齢者の残存歯数が増加することにより、根面齲蝕の発症

は今後ますます増加していくと推測され、歯科医療の現場において重要な課題となってくることが予想される。 

このような歯根面齲蝕の要因の追求と効果的な予防は高齢者の歯の喪失のリスクを低減させる効果があり、

この問題は健常者のみならず、精神障害を有する集団においても同様であった。これらの成果は平成15年度か

ら18年度にわたる文部科学省の科学研究「成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リスクに関する研究」

にまとめた。 

 

10) 特定および要介護高齢者の口腔環境と機能のアセスメントと改善・向上プログラムの構築 

老年者を対象とした口腔保健ケアは、器質的環境改善ケアと機能的改善ケアの 2 つに大きく分けることがで

きる。器質的環境改善ケアの効果については、誤嚥性肺炎の予防など実証的な報告が幾つか見られるが、その

評価方法は千差万別であり、介護予防の一つとして導入された。口腔機能の向上プログラムと共に、科学的な

評価と改善プログラムの構築が必要とされる。 

昨年度は鴨川市における特定高齢者の介護予防教室と千葉市内の要介護老人保健施設のデイケアと入居者を

対象とした実態調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

松久保 隆 日本および韓国の口腔保健 状態の

比較研究 

延世大学歯学部 韓国 Prof. Kwon 
and Kim Baek 
IL 

松久保 隆 食品の酸産生能評価 延世大学歯学部 韓国 Prof. Kwon 
and Kim Baek 
IL 

眞木 吉信 歯根面齲蝕の疫学，病因 

および予防手段 

イエテボリ大学歯学部 

ハルムシュタッド総合病院 

Sweden Dowen 
Birkhed 

眞木 吉信 乳幼児における至適フッ化物摂取量

の評価 

チェンマイ大学歯学部 Thailand Chalerm pong 
Chittaisong 

眞木 吉信 精神障害者施設における口腔ケアの

支援 

昭和大学歯学部 口腔衛

生学講座  

秦野保健福祉事務所 

東京 

 

秦野市 

向井 美惠 

 

渡辺 晃子 

眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学歯学部 Myanmar Mya Thou 

眞木 吉信 フッ化物洗口事業の評価 東京都歯科医師会 

鴨川市 

ライオン歯科衛生研究所 

東京 

鴨川市 

貝塚 雅信 

野宮和歌子 

眞木 吉信 鴨川市「健口美」教室 鴨川市 鴨川市 野村 浩子 

眞木 吉信 

古賀  寛 

ラオスにおけるソルトフロリデーシ

ョン事業 

ラオス保健科学大学 

タマサート大学歯学部 

ソウル大学歯学部 

Laos Dr. Kamhoung 
Prof.Phantwnvanit
Prof. Paik 

山中すみへ 危険物の海上輸送に関する調査研究 日本海事検定協会 東京 八十川欣勇 

須山 祐之 空中浮遊微生物除去及び防止性能評

価法プロジェクト 

室内環境学会 和光市 池田 耕一 

須山 祐之 医療施設における実践的な環境汚染

リスクマネージメントシステムによ

る評価方法の検討 

埼玉県立大学 越谷市 高久  悟 

古賀  寛 フッ化物の代謝に関する研究 国立健康・栄養研究所 東京 西牟田 守 

眞木 吉信 

古賀  寛 

食品中フッ化物濃度と低濃度フッ化

物の歯質との反応性に関する研究 

明治製菓研究所 東京 大森 

 

 

 

 



4．科学研究費補助金・各種補助金  

研究代表者 研究課題 研究費 

松久保 隆 

 

口腔疾患リスク評価ならびに地域診断の自己学習

システム構築 

大学教育高度化推進特別経費「教育・学習方

法等の改善」 

眞木 吉信 

（主任） 

フッ化物による歯科疾患予防プログラムの構築と

社会経済的評価に関する総合的研究 

厚生労働科学研究費（医療安全・医療技術評

価総合研究事業） 

眞木 吉信 

（分担） 

介護予防における「口腔機能の向上」の推進に関

する総合的研究 

厚生労働科学研究費（老人保健健康増進事

業） 

眞木 吉信 

（主任） 

成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リ

スクに関する疫学的研究 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

須山 祐之 医療施設等における微小昆虫類による院内感染拡

大の関与に関する研究 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

杉原 直樹 訪問歯科診療における要介護高齢者のADLおよび

QOL向上に関する介入研究 

平成19年度日本歯科医学会プロジェクト研

究費 

杉原 直樹 生体適合性に優れた高耐性チタン合金の臨床応用

に向けた展開 

平成20年度 学長奨励研究（研究分担者）

 

5．研究活動の特記すべき事項 

学会 

学会長   年月日 学会名 開催地 

松久保 隆 

（会長） 

眞木 吉信 

杉原 直樹 

2008. 8.25 全国歯科大学口腔衛生学教授協議会 東京 

 

シンポジウム 

座 長 年月日 演 題 学会名 開催地 

眞木 吉信 

(コーディネーター) 

2008.6.19～20 東アジアにおける老年歯科

医療 

第 19 回日本老年歯科医学会総

会・学術大会 

岡山市 

眞木 吉信 

(演者) 

2008.6.19～20 Past Effort and Activities 
for Gerodontology, Current 
Status and Prospects for 
the Future in Japan 

第 19 回日本老年歯科医学会総

会・学術大会 

岡山市 

松久保 隆 

（座長） 

2008.10.24～26 Academic session 第3回健康都市連合国際大会 市川市 

眞木 吉信 

(コーディネーター) 

2008.11. 6～8 The roles of dental man 
power and interdisciplinary 
terms for the elderly and 
gerodontology, current 
status and prospects for the 
future in Japan 

The 8th international 
conference of the Asian 
Academy of Preventive 
Dentistry 
 

Jeju 



松久保 隆 

(コーディネーター) 

（演者） 

2008.11.20 デンタルヘルスちば 21－生涯

の心身の健康を支える食育－

平成 20 年度千葉県口腔保健大会

シンポジウム 

千葉市 

眞木 吉信 

(座長) 

2009. 1.18 あなたとクライアントのため

の“健口美”－魅力ある歯科衛

生士をめざしてー 

第18回ライオンNew Yearセミナ

ー 

東京 

 

ワークショップ 

氏 名 年月日 ワークショップ名 主 催 役割 開催地 

松久保 隆 2008. 6. 5 食育と口腔保健の

円卓会議 
千葉県歯科医師会 議長 千葉市 

松久保 隆 2008. 7.19 食育と口腔保健の

円卓会議 
千葉県歯科医師会 議長 千葉市 

眞木 吉信 2008.10.25～26 2008 年度歯科衛生

士教育指導者講習

会 

歯科医療研修振興財団 

全国歯科衛生士教育協

議会 

実行委員 東京 

 

研究会 

演 者 年月日 研究会名 主催 開催地 

松久保  隆 2008. 8.30～31 第 10 回日本咀嚼学会健康咀嚼指導士研修

会 

日本咀嚼学会 東京 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

松久保 隆 2008. 2. 9 すこやか口腔健診講演会 よく噛

むことの大切さ 

市川市教育委員会 市川市 

松久保 隆 2008. 3.23 制度改革と今後の医療 わが国の

医療制度の中での歯科医療 

東海デンタルクラブ総

会 

名古屋市 

杉原 直樹 2008. 6. 1 むし歯予防を考える―キシリ

トールは、なぜむし歯にならな

いか― 

前橋市歯科医師会 市
民歯科公開講座 

前橋市 

杉原 直樹 2008. 6. 1 根面う蝕の予防的アプローチ 前橋市歯科医師会 

学術講演会 
前橋市 

眞木 吉信 2008. 7. 6 フッ素の最新情報にもとづく実践的

応用方法 

平成20 年度鶴見大学文

学部・短期大学部同窓会

生涯セミナー 

横浜市 

眞木 吉信 2008. 7.19 新しい歯科衛生教育の方向性と歯

科衛生士教本の改訂 保健生態学

とう蝕予防処置 

第18 回近畿北陸地区歯

科衛生士教育協議会教

員研修会 

金沢市 



眞木 吉信 2008. 8.23 う蝕予防処置教育を再考

する 

全国歯科衛生士教育協議会 

歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ 

横浜市 

眞木 吉信 2008. 9.17 「食べる」ことと全身の

関係 

中央市か衛生士調理製菓専門学

校 社会学集中講義 

三島市 

眞木 吉信 2008. 9.11 カリエスリスクテストの

意義と実際 1日コース 

L.D.Hセミナー 東京 

眞木 吉信 2008. 9.18 〃 〃 〃 

眞木 吉信 2008. 2.19 〃 〃 〃 

眞木 吉信 2008. 9.18 ～ 

9.25 

カリエスリスクテストの

意義と実際 2 日間コー

ス 

L.D.Hセミナー 東京 

眞木 吉信 2008. 3. 5 ～ 

3.25 
〃 〃 

〃 

眞木 吉信 2008.10.25 介護予防カリキュラムの

作成 

全国歯科衛生士教育協議会 歯

科衛生士専任教員講習会Ⅴ 

東京 

眞木 吉信 2008.11.21 う蝕予防におけるフッ化

応用～フッ化物歯面塗布

を中心に～ 

新宿区歯から始める子育て支援

事業研修会 

東京 

眞木 吉信 2008.11.27 矯正治療におけるう蝕予

防の実践 

鹿児島歯科矯正研究会 鹿児島市

杉原 直樹 2009. 1.21 お口の健康は長生きの秘

訣！応援隊に期待するこ

と 

市原市8020応援隊育成講座 市原市 

杉原 直樹 2009. 1.23 全身と歯周病とのかかわ

り 

神奈川県 H20年度歯の健康づく

り講演会 

相模原市

眞木 吉信 2009. 1.27 フッ化物洗口～安全性を

理解するために～ 

茂原市 平成20年度8020運動推

進特別事業 

茂原市 

 

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 

杉原 直樹 2007.12.11～ H20年度教育ワークショップ 歯学部学生

のための倫理教育 

作業グループ

委員 

千葉市 

杉原 直樹 2008.12. 9～ H21年度教育ワークショップ 臨床基礎実

習の再構築 

作業グループ

委員 

千葉市 

杉原 直樹 2009. 3.21～22 第5回試験問題作成に関するワークショッ

プ 

タスクフォース 船橋市 

杉原 直樹 2009. 2.28～3. 1 共用試験歯学系OSCE 評価者 千葉市 

 



論      文 

 

1. Yanagi,U.(1), Kawakami,Y.(2), Suyama,Y., Otsuka,T.(3) : The Behavior of Mold Spores Suspended in Indoor Air and an 

Alternative Method for Analyzing Filters Obtained from Sampling by Filtration, Journal of Asian Architecture and 

Building Engineering 7(2), 435～438, 2008. 原著 A84-0260-2 (1)国立公衆衛生研究所,(2)フシージー総合研究所,(3)日

大・工 

 

2. 村田尚道(1), 稲本淳子(2), 石川健太郎(1), 大岡貴史(1), 内海明美(1), 弘中祥司(1), 鶴本明久(3),木村祐二(4),     

杉原直樹, 眞木吉信, 向井美惠(1) : 統合失調症入院患者の唾液分泌に及ぼす因子の解析 分泌量と服薬・病

態との関連性について, 口腔衛会誌 58(3), 150～157, 2008. 原著 A01-0260-3 (1)昭和大・歯・口腔衛生,(2)昭和大・

烏山病院精神科,(3)鶴見大・歯・予防歯科,(4)昭和大・薬・病態生理 

 

3. 白鳥たかみ(1), 山田小枝子(1), 田村清美(1), 眞木吉信, 松井恭平(1) : 歯科衛生士養成学校における修行年限,入

学定員,志願者数,入学者数および就職状況に関する現状調査, 日歯医教会誌 25, 548～551, 2008. 原著 (1)

全国歯科衛生士教育協議会 

 

4. 松岡海地(1), 松坂賢一(1), 川原由里香(2), 秦 暢宏(2), 橋本和彦(1), 木村 裕(1), 村上 聡(1), 眞木吉信,井上 孝(1) : 

歯科矯正科を受診した患者の齲蝕リスク判定に関する唾液検査の統計学的研究, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 

48～51, 2009. 原著 A90-0260-1 (1)臨検査,(2)千病・臨検 

 

5. Ushida,N.(1), Ishihara,K.(2), Kobayasi,N.(1), Matsukubo,T., Yakushiji,M.(1), Okuda,K.(2) : Initial acquisition and 

transmission of Streptococcus mutans from Japanese mothers to children, Pediatr Dent J 19(1), 98～105, 2009. 

原著 学位論文(甲) A01-0260-1 (1)小児歯,(2)微生物 

 

解      説 

 

1. 須山祐之 : わが国の医療機関における院内感染対策の現状, クリーンテクノロジー 18(6), 37～42, 2008. 

A84-0260-2 

 

2. 杉原直樹 : 根面齲蝕を防ぐ,メンテナンスの秘訣,根面齲蝕についての基礎知識, デンタルハイジーン 28(10), 974

～978, 2008. A88-0260-1 

 

3. 眞木吉信, 荒川浩久(1), 磯崎篤則(1), 小林清吾(1), 飯島洋一(1), 田浦勝彦(1), 古賀 寛, 西牟田 守(1) : う蝕予防の

ための日本人におけるフッ化物摂取基準(案)の作成, 口腔衛会誌 58(5), 548～551, 2008. A01-0260-2 (1)口衛学

会・フッ化物応用委員会 

 

4. 向井美惠(1), 眞木吉信, 安井利一(2), 鶴本明久(3), 山田光彦(4), 木内祐二(5), 弘中祥司(1),内海明美(1), 村田尚道(1), 

高橋浩二(6), 綾野理加(6), 稲本淳子(7), 山本麗子(8) : 精神障害者の口腔環境・機能の実態,抗精神薬はどこまで

影響するか, 日歯医会誌 28, 44～48, 2009. A01-0260-2 (1)昭和大・歯・口衛,(2)明海大・歯・社会健康科学,(3)鶴見大・

歯・予防歯科,(4)国立精神神経センター,(5)昭和大・薬・病態生理,(6)昭和大学・口腔リハ科,(7)昭和大・烏山病院精神科,(8)昭

和大・烏山病院歯科 

 

5. 眞木吉信 : フッ化物応用の新しい考え方 フッ化物配合歯磨剤, 歯界展望 113(3), 519, 2009. A01-0260-2 

 

 



単行図書 

 

1. 杉原直樹(a): 著分担 :高齢者の口腔機能管理―高齢者の心身の特性を踏まえた在宅歯科医療を進めるには― 

(a)第４章 １ 口腔ケア ４）口腔の基礎知識 974～978 頁, 日本歯科医師会,日本歯科総合研究機構, 東京, 

2008. A88-0260-1 

 

2. 青山 旬(1), 長田 斎(2), 尾崎哲則(3), 加藤一夫(4), 玉川裕夫(5), 福田雅臣(6), 眞木吉信, 安井利一(7) : 共著 :わか

りやすいビジュアル歯科保健医療統計学 , 医歯薬出版, 東京, 2008. A90-0260-1 (1)栃木県立福祉大,(2)杉並区役

所,(3)日大・歯・医療人間科学,(4)愛知学院大・歯・口衛,(5)阪大・歯・医療情報室,(6)日歯大・生命歯・衛生,(7)明海大・歯・社会

健康科学 

 

3. 眞木吉信(a),(b): 著分担 :医学大辞典第 2 版 (a)齲蝕活動性～齲蝕スコア 216 頁,(b)乳歯齲蝕 2106 頁, 医学書

院, 東京, 2008. A90-0260-1 

 

4. 眞木吉信(a): 著分担 :スカンジナビアンスタイル口腔メインテナンス「根面う蝕の予防とフッ化物の応用」 (a)根面齲

蝕の予防とフッ化物の応用 30～39 頁, デンタルダイヤモンド社, 東京, 2008. A01-0260-2 

 

5. 眞木吉信(a): 著分担 :世代をつなぐ小児歯科 最新情報と子どもへの取り組み 45 (a)年齢に応じたフッ化物応用の

実際 フッ化物製剤（NaF，MFP，SnF2，APF）の使い分けを考える 82～87 頁, クインテッセンス出版, 東京, 

2009. A01-0260-1 

 

その他 

 

1. 眞木吉信 : (総括研究報告)フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と杜会経済的評価に関する総合的

研究, 厚生労働科学研究「フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合

的研究」(H18-医療-一般)平成 19 年度総括研究報告書, 1～17, 2008. A01-0260-1 

 

2. 眞木吉信, 西牟田 守(1), 中垣晴男(2), 小林清吾(3), 古賀 寛 : 日本人におけるフッ化物摂取基準案―日本口腔

衛生学会承認支援, 厚生労働科学研究「フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価

に関する総合的研究」(H18-医療-一般)平成 19 年度総括研究報告書, 18～29, 2008. A01-0260-2 (1)国立健康栄

養研究所,(2)愛知学院大・歯・口衛,(3)日大・松戸歯・社会口腔保健 

 

3. 眞木吉信 : ライフステージ別フッ化物応用プログラム, 厚生労働科学研究「フッ化物応用による歯科疾患予防プロ

グラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研究」(H18-医療-一般)平成 19 年度総括研究報告書, 67～71, 
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1. 教室員と主研究テーマ 

教  授  水口  清  DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

             唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ75-0300-2） 

准 教 授  花岡 洋一  硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ90-0300-10） 

助  教  丸山  澄  ミトコンドリアDNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用 

（Ａ93-0300-11） 

      伊藤 春雄  Y染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

大学院生  中村 安孝  X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

      内藤 紗絵  Y染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

      鮫島 道長  X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

 

2. 成果の概要 

1）全ゲノム配列情報を含めた日本人におけるミトコンドリアDNA多型の系統分化（Ａ93-0300-11） 

100例の血縁関係のない個体におけるミトコンドリアDNA（mtDNA）のcontrolおよびcoding領域

の多型を検査し、現段階の情報で最も末端の系統を決定した。多くの系統は既報の東アジアにおけ

るmtDNAのハプログル-プに相当したが、M7a2a、M7a2b、M7a2*、M7c1b、M11b*、G2b*、D4c1b1a、D4g2b、

A4*、A9、N9b1*、B4d1、B4d2、F1e などの新しい系統も見出され、それぞれの全ゲノム配列を決定

し系統を確立した。全control 領域の検査で81型が見出されたものが、coding 領域の多型検査で

91型に増加した。本研究は日本における法医学的個人識別のみでなく、東アジアにおける法医学事

例において対象者の地理的起原を決定するためにも有用な情報となることを示した。 

Int J Legal Med, Epub, 2008 

 

2）全ゲノム配列情報を含めたマレ-人のミトコンドリアDNA多型の系統分類（Ａ93-0300-11） 

116例の血縁関係のないマレ-人個体におけるミトコンドリアDNA（mtDNA）の多型検査で32例に

ついて全ゲノム配列を決定した。すべてのデ-タは東アジア、東南アジア、南アジア、インドのデ-

タと比較しマレ-人の系統を再評価した。その結果、現代のマレ-人は、マレ-人に特有な古い系統

（M21a、M21b、M22、N21、N22、R22、、M48～53、M*）、マレ-人に高頻度の東アジアの系統（M7c3、

E1a、E1b、B4c1b2b、B4c2b、、）、東アジアに広がる系統（M7b1）、ユ-ラシアに広く広がる系統（B、

F1a、F1a1a）などからなり、非常にユニ-クな構成をしていた。以上の他にも特徴的な系統が含まれ、

現代のマレ-人が最終氷河期にアフリカからインド洋の海岸線を伝い早期に到着した系統と、インド

シナ経由で広がってきた東アジア系統との混血で作られてきたと思われるような構成をしていた。

本研究はユ-ラシアにおけるヒトの移動に重要な情報を提供するものと考えられた。 

DNA多型 16, 303～307, 2008 

 

 

 



 

3）Multiplex PCRによる多座位のX-STRの同時検出と法医学的応用（Ａ93-0300-11） 

 DXS7424、GATA172D05、HPRTB、DXS8377、GATA31E08、DXS9895、DXS7423、ARA の８座位、および

DXS6803、DXS6789、DXS6800、DXS6809、DXS7133、DXS7132、DXS101、DXS6807の８座位をそれぞれ独

立に２回のPCR で検出可能な条件を作り出した。それぞれの多型について220 人の検査を行い、変

異の程度の比較を行った。続いて、Argus X-8キットを用いてさらにDXS8378、DXS10134、DXS10074、

DXS10101、DXS1013の５座位の情報を追加し、検査例数も280例に増加させた上で、合計21座位の

X-STRの多型について日本人における出現頻度の分布を調査した。これらの座位のうち13座位は６

つの組合せで X 染色体上の近接した位置関係に存在し、ハプロタイプとして遺伝する可能性が高い

と考えられた。そこでそれぞれのハプロタイプの多型性を比較すると、いずれも94～98%のhaplotype 

diversity を示し、X 染色体多型の遺伝が重要な要素となるケ-スで利用価値が非常に高いことが明

らかとなった。またX染色体多型デ-タは１つの染色体上のみの座位を抽出したものであるが、これ

らのデ-タでも総合した多型性は極めて高く、個人識別に応用したとしても常染色体多型と同等に利

用することが可能と考えられた。 

DNA多型 16, 303～307, 2008 

日本法歯科医学会誌  2(1), 29～33, 2009 

 

4）小型カラ-デンタルスキャナ-を用いた死体からの口腔内所見採取 

 死後硬直の強い死体や、焼損死体は充分に口を開けることができないため、正確な口腔内所見の

採取が難しくなる。そこで本研究においては、口腔内に装着可能な大きさの異なる３種の画像採取

面を持つ小型のスキャナ-とパソコンと繋ぐことで、短時間で口腔内所見が得られるシステムを開発

した。本装置を予備検査を経て実際の事例にも応用した。画像は12秒間で300 dpi、55秒間で1200 

dpi の像を取り込むことが可能で、法医学上の歯科的検査には充分な精度の画像を得ることができ

る。本装置は臼歯部で 10 mm、前歯部で 25 mm の幅があれば口腔内全体の像を得ることが可能で、

操作も簡単であるところから、歯科の専門家でなくとも歯科的個人識別に利用可能な画像を採取す

ることができる。 

Forensic Sci Int 185, 25～28, 2009 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

水口  清 マレ-人のDNA多型に関する研究 マレ-大学歯学部 Kuala 
Lumpur 

Phrabhakaran 
Nambiar 

水口  清 DNA 多型デ-タによる集団の比較と

系統分化に関する研究 

香川大学、総合情報基礎

センタ- 

高松市 竹崎 直子 

花岡 洋一 口腔内用小型スキャナ-の開発 （株）ミツトヨ川崎研究

開発センタ- 

川崎市 安田  守 

花岡 洋一 デジタル機器の身元確認への応用 杏林大学医学部法医学教

室 

三鷹市 佐藤 喜宣 

 



 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

花岡 洋一 大規模災害時における身元確認システム構築に向けた、死後口 

腔内所見デ-タベ-ス化の試み 

日本歯科医学会 平成 20 年度

総合的研究推進費 

丸山  澄 法歯学的資料からのDNA多型による個人識別と人種推定のデ-タ

ベ-スの作成  

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

シンポジウムオ-ガナイズ 

主催者 年月日 主題名 学会名 主催地 

花岡 洋一 2008.10.18 今後の全国大会の役割を考察する 警察歯科医会 

全国大会 

札幌市 

 

学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

花岡 洋一 2008. 6.13 歯科領域からの子ども虐待 

防止と早期発見 

宮城県仙台市歯科医師会虐待防

止研究会 
仙台市 

 

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 

花岡 洋一 2008. 6.13 歯科領域からの子ども虐待防止と

早期発見 

宮城県仙台市歯科医師会虐待防

止研修会 

仙台市 

花岡 洋一 2008. 6.21 歯科的個人識別の最前線 東京歯科大学同窓会信越地域支

部連合会総会記念学術講演会 
新潟市 

花岡 洋一 2008. 7. 3 歯からわかること1 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2008. 7. 7 歯からわかること２ 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2008. 7.15 大規模災害時における死体取扱い

班の位置づけ 

平成20年度東京都総合防災訓練

第１回検視検案身元確認訓練研

修会 

東京 

花岡 洋一 2008. 7.17 防災訓練参加の意義 川口市総合防災訓練研修会 川口市 

水口   清 2007. 7.23 死体の法医的観察・法歯学について 海上保安庁門司分校・鑑識科学研修 門司市 

花岡 洋一 2008. 8. 8 歯科医と法律 愛知県豊橋市歯科医師会学術講

演会 
豊橋市 

花岡 洋一 2008. 8.24 身元確認訓練における実習指導 平成20年度川口市総合防災訓練 川口市 

花岡 洋一 2008. 8.25 大規模災害における歯科身元確認

班の位置づけ 

平成20年度東京都総合防災訓練

事前講習会 

東京 

花岡 洋一 2008. 8.30 身元確認訓練における実習指導 平成20年度八都県市総合防災訓 成田市 



練 

花岡 洋一 2008. 8.31 災害時歯科医療救護活動における

実習指導 
平成20年度東京都総合防災訓練 東京 

花岡 洋一 2008. 9.19 歯科的個人識別の実際 東京都城東・深川警察歯科医会身

元確認講習会 

東京 

花岡 洋一 2008. 9.27 防災訓練参加の意義 新宿区災害時の身元確認研修会

1 
東京 

花岡 洋一 2008. 9.28 如何にして所見をとるか・異同識

別の実際 

新宿区災害時の身元確認研修会

2 

東京 

花岡 洋一 2008.10. 3 大規模災害時における 
歯科医の役割 

東京都日本橋歯科医師会災害対

策講習会 
東京 

花岡 洋一 2008.10.22 歯科医事紛争の最新動向 東京都武蔵野歯科医師会学術講

演会 

東京 

花岡 洋一 2008.10.23 航空機事故救難総合訓練における

実習指導 

平成20年度新東京国際空港航空

機事故消火救難総合訓練 

成田市 

花岡 洋一 2008.10.29 大規模災害時における 
歯科医の役割 

東京都調布市歯科医師会平成 20

年度学術講演会 

東京 

花岡 洋一 2008.11.15 歯科的個人識別の最前線  山形県警察歯科医会研修会 山形市 

花岡 洋一 2008.11.17 歯からわかること1 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2008.11.18 歯からわかること2 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2008.11.27 歯科的個人識別 茨城県警察歯科医会研修会 水戸市 

花岡 洋一 2008.11.30 歯科的個人識別 岩手県警察歯科医会研修会 盛岡市 

水口   清 2007.11.19 法歯学 警察大学校・現場鑑識専科 東京 

水口   清 2007.11.22 歯科的個人識別の写真撮影実習および

講演 

平成19年度警察歯科医連絡協議会 千葉市 

花岡 洋一 2008.12. 6 検案作業における個人識別の実務 日本歯科医師会平成20年度警察

歯科医身元確認研修会 

東京 

花岡 洋一 2009. 2.14 大規模災害時における 

歯科医の役割 

東大和警察歯科医会講演会 東京 

花岡 洋一 2009. 2.16 ＤＣの作成と異同識別 東京都荒川区歯科医師会警察協

力医会講習会 

東京 

花岡  洋一 2009. 2.19 いかにして所見を採るか 東京都台東区浅草警察歯科医会

身元確認講習会 

東京 

水口  清 

花岡  洋一 

丸山  澄 

2009. 2.25 災害時歯科医療救護における身元

確認作業の実務 

身元確認に関する歯科医師研修

会 

東京 

花岡 洋一 2009. 2.27 歯科的個人識別の実際 

いかにして所見を採るか 

東京都武蔵野警察歯科医会研修

会師会警察協力医会研修会 

東京 

花岡 洋一 2008.12. 6 検案作業における個人識別の実務 日本歯科医師会平成20年度警察 東京 



歯科医身元確認研修会 

花岡 洋一 2009. 2.14 大規模災害時における 

歯科医の役割 

東大和警察歯科医会講演会 東京 

 

教育ワ-クショップ等 

氏名 年月日 ワ-クショップ名 役割 開催地 

花岡   洋一 2007. 7.27 

 

東京歯科大学教育ワ-クショップ 参加者 千葉市 

花岡  洋一 2007.12.22 東京歯科大学特色GP・現代GPフォ-ラム 参加者 東京 

花岡  洋一 2008. 2.29 

 

東京歯科大学口腔科学研究センタ-ワ-クショップ 参加者 千葉市 

 

 



論      文 

 

1. 丸山 澄, 野平千鶴, 佐々木継泰, 石川 昂, 水口 清 : 全ゲノム配列による比較から見たマレーシア・クアラルン

プール周辺に在住するマレー人の mtDNA の系統評価, DNA 多型 16, 303～307, 2008. 原著 A93-0300-11 科研

費･基盤(B) 分子生研 

 

2. 中村安孝, 水口 清 : 16X-STR 座位の multiplex-PCR による検出と日本人における出現頻度, DNA 多型 16, 308

～311, 2008. 原著 A93-0300-11,科研費･基盤(B) 分子生研 

 

3. 大熊一豊(1), 花岡洋一, 斎藤隆史(2) : 歯科的個人識別作業の実際と今後, 北医療大歯誌 27(1), 15～22, 2008. 

原著 A03-0300-14 (1)北海道,(2)北医大・歯・口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野 

 

4. 花岡洋一 : 警察歯科活動と法的諸問題, 日本法歯科医学会誌 1(1), 24～31, 2008. 総説 A03-0300-14 

 

5. Nohira,C., Maruyama,S., Minaguchi,K. : Phylogenetic classification of Japanese mtDNA assisted by complete 

mitochondrial DNA sequences, Int J Legal Med Epub, 2008. 原著 学位論文(甲) A93-0300-11 科研費･基盤(B) 分子

生研 

 

6. 大熊一豊(1), 花岡洋一, 斎藤隆史(2) : 個人識別におけるX線写真の考察－北海道警察釧路方面池田警察署内の

事例から－, 日本法歯科医学会誌 2(1), 47～50, 2009. 症例 A03-0300-14 (1)北海道,(2)北医大・歯・口腔機能修復・

再建学系う蝕制御治療学分野 

 

7. Yoshida,M.(1), Hanaoka,Y., Tsuzuki,T.(2), Ueno,A.(3), Minaguchi,K., Sato,Y.(3), Takagi,T.(4), Iwahara,K.(3) : Collection 

of intraoral findings in corpse with small-scale color dental scanner system, Forensic Sci Int 185, 25～28, 2009. 

原著 A03-0300-14 (1)杏林大・医・法医,(2)Center of Legal med. of Dentistry,(3)Dept. of Legal Medicine,(4) Kyorin Univ. 

School of Medicine 

 

単行図書 

 

1. 花岡洋一(a): 著分担 :臨床法医学テキスト(第 1 版) (a)歯科所見による個人識別 233～242 頁, 中外医薬社, 東京, 

2008. A03-0300-14, A90-0300-10 

 

2. 花岡洋一編集: 著分担 :警察歯科医会・身元確認マニュアル(改訂 2 版) , 一世印刷, 東京, 2008. A03-0300-14, 

A90-0300-10 

 

3. 水口 清: 著分担 :法医学(2 版) (a)個人識別(4)歯牙 210～214 頁,(b)個人識別(5)額顔面形態からの個人識別 

214～215 頁, 南山堂, 東京, 2009. 

 

プロシーディングス 

 

1. 中村安孝, 鮫島道長, 水口 清 : X 染色体上の STR 多型の日本人における出現頻度と個人識別への応用, 日本

法歯科医学会誌 2(1), 29～33, 2009. (日本法歯科医学会第 2 回学術大会, 東京) A93-0300-11 分子生研 

 

 

 



調査報告 

 

1. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-038 の遺骨の DNA

鑑定 1～9 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

2. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-043 の

遺骨の DNA 鑑定 1～9 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

3. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-077 の遺

骨の DNA 鑑定 1～9 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

4. 水口 清: 鑑定書(千葉県警察本部からの鑑定嘱託) (a)強盗致死被疑事件における画像鑑定 1～21 頁, 東京歯科

大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

5. 水口 清, 丸山 澄 : 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-009 の

遺骨の DNA 鑑定 61～69 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

6. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-061 の遺

骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

7. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-017 の

遺骨の DNA 鑑定 56～66 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

8. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-087 の

遺骨の DNA 鑑定 56～66 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

9. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(1) 1～27 頁, 東京

歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

10. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(2) 1～15 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

11. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(3) 1～20 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

12. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(4) 1～33 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

13. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(5) 1～32 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

14. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(6) 1～15 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 



15. 水口 清: 鑑定書(警視庁科学捜査研究所からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定(7) 1～17 頁, 東

京歯科大学法歯学講座, 2008. 保情研 

 

16. 花岡洋一: 福岡県西警察署からの検査依頼 (a)強盗被疑容疑に関わる画像検査 1～8 頁, 東京歯科大学法歯

学講座, 2008. 西刑一第 6306 号 

 

17. 花岡洋一: 福岡県西警察署からの検査依頼 (a)強盗被疑容疑の異同識別にかかわる画像検査 1～17 頁, 東京

歯科大学法歯学講座, 2008. 西刑一第 6319 号 

 

18. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-021 の

遺骨の DNA 鑑定 56～66 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

19. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-048 の

遺骨の DNA 鑑定 1～9 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

20. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-050 の

遺骨の DNA 鑑定 50～65 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

21. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-069 の

遺骨の DNA 鑑定 50～65 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

22. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-072 の

遺骨の DNA 鑑定 50～65 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

23. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-095 の

遺骨の DNA 鑑定 50～65 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2008. 分子生研 

 

24. 水口 清,中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-001 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

25. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-002 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

26. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-003 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

27. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-004 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

28. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-005 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

29. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-006 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



30. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-007 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

31. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-008 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

32. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-010 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

33. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-011 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

34. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-012 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

35. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-013 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

36. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-014 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

37. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-015 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

38. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-016 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

39. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-018 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

40. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-019 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

41. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-020 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

42. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-022 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

43. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-023 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

44. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-024 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



45. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-025 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

46. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-026 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

47. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-027 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

48. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-028 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

49. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-029 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

50. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-030 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

51. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-031 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

52. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-032 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

53. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-033 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

54. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-034 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

55. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-035 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

56. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-036 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

57. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-037 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

58. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-039 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

59. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-040 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



60. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-041 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

61. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-042 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

62. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-044 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

63. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-045 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

64. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-046 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

65. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-047 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

66. 水口 清, 花岡洋一, 丸山 澄 : 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、

204-049 の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

67. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-051 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

68. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-052 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

69. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-053 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

70. 水口 清, 花岡洋一: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-054 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

71. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-055 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

72. 水口 清, 丸山 澄 : 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-056 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

73. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-057 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

74. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-058 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



75. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-059 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

76. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-060 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

77. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-062 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

78. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-063 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

79. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-064 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

80. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-065 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

81. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-066 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

82. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-067 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

83. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-068 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

84. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-070 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

85. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-071 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

86. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-073 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

87. 水口 清, 丸山 澄 : 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-074 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

88. 水口 清, 丸山 澄 : 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-075 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

89. 水口 清: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-076 の遺骨の DNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



90. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-078 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

91. 水口 清, 丸山 澄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-079 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

92. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-080 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

93. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-081 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

94. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-082 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

95. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-083 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

96. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-084 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

97. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-085 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

98. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-086 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

99. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-088 の

遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

100. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-089

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

101. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-090

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

102. 水口 清, 伊藤春雄: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-091

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

103. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-092

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

104. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-093

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



105. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-094

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

106. 水口 清, 中村安孝: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-096

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

107. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-097

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

108. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-098

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

109. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-099

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

110. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-100

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

111. 水口 清, 鮫島道長: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-101

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

112. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-102

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

113. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-103

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

114. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-104

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

115. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-105

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

116. 水口 清, 内藤紗絵: 戦没者遺骨の DNA 鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成 21 年 2 月依頼、204-106

の遺骨の DNA 鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

117. 水口 清: 戦没者遺骨のDNA鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成21年2月依頼、204-107の遺骨のDNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

118. 水口 清: 戦没者遺骨のDNA鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成21年2月依頼、204-108の遺骨のDNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 

119. 水口 清: 戦没者遺骨のDNA鑑定(厚生労働省からの鑑定嘱託) (a)平成21年2月依頼、204-109の遺骨のDNA

鑑定 55～56 頁, 東京歯科大学法歯学講座, 2009. 分子生研 

 



120. 水口 清: 鑑定書(東金警察署長からの鑑定嘱託) (a)殺人被疑事件における画像鑑定 1～21 頁, 東京歯科大学

法歯学講座, 2009. 保情研 

 

その他 

 

1. 花岡洋一 : 歯科的個人識別の最前線, 武蔵むらやま(51), 5, 2008. A08-0300-15 

 

2. 花岡洋一 : 子どもの笑顔を守ろう! 歯・口から見える子ども虐待 －歯科医師としてできること―, 子どもの笑顔を

守ろう! 歯・口から見える子ども虐待 －歯科医師としてできること―, 2008. 監修 A08-0300-15 

 

3. 花岡洋一 : 歯科領域における子ども虐待の早期発見と防止について, 仙歯会報(262), 12, 2008. A08-0300-15 

 

4. 花岡洋一 : 高齢者虐待防止に歯科医の目を生かせ, 平成 20 年 10 月 29 日付 朝日新聞朝刊, 19, 2008. 

A08-0300-15 

 

学会抄録 

 

1. 上野麻夫(1), 佐藤洋一(2), 中村安孝, 都築民幸(3), 水口 清, 佐藤喜宣(1) : 歯牙欠損の生前・死後の判断に関する

研究 第 2 報 －歯槽硬線の X 線像による評価－, 日法医誌 62(1), 62, 2008. (第 92 次日本法医学会総会, 長崎市) 

A03-0300-14 (1)杏林大・医・法医学,(2)大,(3)日歯大・歯科法医学センター 

 

2. 花岡洋一, 都築民幸(1), 水口 清 : 個人識別を主目的とした電動昇降式検案台の開発, 日法医誌 62(1), 62, 

2008. (第 92 次日本法医学会総会, 長崎市) (1)日歯大・歯科法医学センター 

 

3. 水口 清, 中村安孝, 鮫島道長 : 21X-STR 座位の日本人における出現頻度と個人識別への応用, 日法医誌 

62(1), 69, 2008. (第 29 次日本法医学会総会, 長崎市) A93-0300-11 分子生研 

 

4. 大熊一豊(1), 花岡洋一, 斎藤隆史(2) : 個人識別における X 線写真の有用性に関する一考察, 日法歯会誌, 1, 

2008. (日本法歯科医学会第 2 回学術大会, 東京) A03-0300-14 (1)北海道,(2)北医大・歯・口腔機能修復・再建学系う蝕制御

治療学分野 

 

5. 中村安孝, 鮫島道長, 水口 清 : X 染色体上の STR 多型の日本人における出現頻度と個人識別への応用, 日本

法歯科医学会誌, 1, 2008. (日本法歯科医学会第 2 回学術大会, 東京) A93-0300-11 分子生研 

 

6. Yoshida,M.(1), Hanaoka,Y., Tsuzuki,T.(2), Ueno,A.(3), Sato,Y.(3), Takagi,T.(4), Minaguchi,K. : Collection of intraoral 

findings with dental scanner system -Verification of dental chart prepared by DENTALPAK-, 日法医誌 

62(Supplement), 98～99, 2008. (7th International Symposium ADVANCES IN LEGAL MEDICINE, Osaka) A03-0300-14 

(1)杏林大・医・法医,(2)Center of Legal med. of Dentistry,(3)Dept. of Legal Medicine,(4) Kyorin Univ. School of Medicine 

 

7. Hanaoka,Y., Tsuzuki,T.(1), Minaguchi,K. : Development of vertically adjustable electrically-powered forensic dental 

examination table, 日法医誌 62(Supplement), 98～99, 2008. (7th InternationalSymposium ADVANCES IN LEGAL 

MEDICINE, Osaka) A03-0300-14 (1)Center of Legal med. of Dentistry 

 



8. 丸山 澄, 花岡洋一, 水口 清 : 15 座位の STR 多型によるマレーシア・クアラルンプール周辺に在住するマレー人

の多型解析と東アジア集団との比較, J Oral Biosci 50(Supplement), 220, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会, 

東京) A93-0300-11 分子生研 

 

9. Hanaoka,Y., Tsuzuki,T.(1), Minaguchi,K. : Development of vertically adjustable electrically-powered forensic dental 

examination table, 日中歯科医学大会 2008 記録, 16, 2008. (日中歯科医学大会 2008, Sian, China) A03-0300-14 

(1)Center of Legal med. of Dentistry 

 

10. 田中秀夫(1), 渡邉洋夫(1), 兵藤英昭(1), 浮地文夫(1), 渡邉儀一郎(1), 大越壽和(1), 山崎一男(1),室井 豊(1),     

水口 清, 都築民幸(2), 小室歳信(3), 花岡洋一, 山田良広(4) : 東京都歯科医師会における身元確認実地訓練

の展望と課題, 警察歯科医会全国大会(6), 26, 2008. (第 7 回警察歯科医会全国大会, 札幌市) A03-0300-14, 

A90-0300-10 (1)東京都,(2)日歯大・歯科法医学センター,(3)日大・歯・法医,(4)神歯大・歯・法医 

 

11. 大熊一豊(1), 花岡洋一, 安田善之(2), 斎藤隆史(2) : 個人識別におけるX線写真の考察－北海道警察釧路方面池

田警察署管内の事例から－, 第 7 回警察歯科医会全国大会プログラム, 32, 2008. (第 7 回警察歯科医会全国大会

プログラム, 札幌市) A03-0300-14 (1)北海道,(2)北医大・歯・口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野 

 

12. 丸山 澄, 野平千鶴, 水口 清 : mtDNA 全ゲノム情報を利用した追加日本人資料の系統解析, 第 77 回日本法医

学会関東地方会要旨集, 12, 2008. (第 77 回日本法医学会関東地方会, 東京) 分子生研 

 

13. 中村安孝, 鮫島道長, 水口 清 : 日本人における21X-STR座位の出現頻度とハプロタイプ, 日法医誌, 16, 2008. 

(日本 DNA 多型学会第 17 回学術集会, 東京) A90-0300-11 分子生研,分子生研 

 

14. 花岡洋一, 梶原正弘(1), 都築民幸(2) : 大規模災害時における身元確認システム構築に向けた死後口腔内所見デ

ータベース化の試み, 日歯医学会誌 27, 87, 2009. (第 24 回歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い, 東

京) A03-0300-14 (1)杏林大・医・法医学,(2)日歯大・歯科法医学センター 

 



11. 社会歯科学研究室 

 

プロフィール 

１． 教室員と主研究テーマ 

教  授   石井 拓男 歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究

(Ａ08-0310-10) 

准 教 授   岡田 眞人 歯科医学教育における医療倫理に関する研究(Ａ06-0310-11) 

講  師   平田創一郎 歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究(Ａ

06-0310-12) 

大学院生   酒寄 孝治 自立老年者および要介護老年者の口腔保健および機能の実態とその

改善・向上プログラムの検討(Ａ08-0310-12) 

 

２． 成果の概要 

1）歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究(Ａ08-0310-10) 

歯科領域における診療ガイドラインの現在及び今後の作成への取組について把握するために、歯科臨

床系の25学会を対象にアンケート調査を行ったところ、22学会から回答を得た。平成18年度時の調査

と比して、既に作成された診療ガイドラインがある学会、現在作成中の学会、今後作成予定の学会いず

れも増加した。また、診療ガイドラインに対する自己評価により、学会間の連携や患者の参画など、診

療ガイドライン作成上の課題が明らかとなり、歯科診療ガイドライン作成の優先順位については、高頻

度の治療、患者数が優先度が高かった。今後、診療ガイドライン作成上の課題を解決しうるインフラの

整備が必要と考えられた。 

今後の歯科分野における診療ガイドラインの普及啓発及び患者参加による診療ガイドラインの作成に

ついて検討する基礎資料とすることを目的に、NPO 法人を一般集団の代表として、診療ガイドラインに

関するアンケートを実施した。結果、歯科診療ガイドラインの認知度は低いものの、ニーズは高いこと

が明らかとなった。早期の歯科診療ガイドラインの整備と、作成への患者参加をより一層推進すると同

時に、国民向けの普及啓発の必要性が示唆された。 

歯科医療分野における診療ガイドラインに関する情報を歯科界の各臨床研究分野の方々に共有しても

らい、診療ガイドラインの診療現場への一層の普及・理解・定着を促進するために、シンポジウムを開

催した。 

  平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「歯科分野における診療ガ

イドラインの評価とその普及に関する研究」報告書 

 

2）歯科医学教育における医療倫理に関する研究(Ａ06-0310-11) 

平成17年度より、歯科医学教育学会教育研究集会において歯科医学倫理教育のあり方について検討さ

れてきた。その結果、高い職業倫理が求められている歯科医師を養成するにあたり、①倫理教育がカリ

キュラムプランニングに則して行われているか、②臨床倫理教育について重要性を再認識するとともに、

病院実習等でいかに行われるべきか、③さらに、共用試験および歯科医師国家試験が実施されるにあた

り、倫理教育の成果が反映され評価されることの重要性が考えられた。そこで、全国29歯科大学・歯学

部で行われている歯科医療倫理教育に関連するシラバスの調査と、5,6 学年の病院実習における臨床倫

理教育の質問紙による調査を実施したところ、倫理教育について、①SBO、LSとGIOとの間に明確な整合

性は認められず、統合科目として実施されている例は少なかった。②臨床実習はカリキュラムプランニン

グに則して行われている例は少なく、LSが確立されておらず、合理的客観的なEVが行われていなかった。 



問題点として、形成的評価はされているが、総括的評価は医療倫理以外の評価と合算されることで隠蔽

されていることが考えられたことから、解決方法として卒前教育において、①医療倫理単独で総括的評価

を行ったらどうか。②職業倫理の向上をはかるため、歯科医師としてのプライド・ステータスを高める

教育・環境整備を充実したらどうか。国家試験において、③医療倫理に関わる問題を禁忌肢として出題

したらどうか。④訪問診療や高齢者に対する診療に関する臨床実地問題に導入したらどうか。という具

体的提案を行った。 

第21回日本歯科医学会総会ポスターセッションにて発表 

 

3）歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究(Ａ06-0310-12) 

平成18年度に必修化された歯科医師臨床研修により、新規参入歯科医師である研修歯科医の動向がど

のように変化したかを把握することは歯科医師の地域偏在及び需給を検討する上で重要である。研修歯

科医の全国的な在籍分布状況について、すべての研修プログラムを対象に調査を行った結果、1 年目の

研修歯科医の総数は2,294名であった。月平均の都道府県ごとの研修歯科医数は、最大が東京都で353.1

名（15.6％）、最少が福井県の1.5名（0.1％）であった。平成21年 1月現在で休止例は7例、中断例は

25 例、再開例は 15 例であった。研修歯科医の都道府県ごとの在籍状況には偏りがみられるものの、平

成18、19年度との比較では、分布状況に大きな変化は見られず、都道府県格差は拡大する傾向が見られ

た。また、募集定員 1 名、単独方式または診療所の研修プログラムは研修歯科医を確保しにくいことが

示唆された。 

平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「新歯科医師臨床研修制度

の評価に関する調査研究」報告書 

 

4）自立老年者および要介護老年者の口腔保健および機能の実態とその改善・向上プログラムの検討(Ａ

08-0310-12) 

地方自治体が行った介護予防事業に参加した特定高齢者と一般高齢者の実態調査を実施し、両群の口

腔環境と口腔機能を比較した。その結果、特定高齢者と一般高齢者の間で統計学的に有意な差が認めら

れたのは、安静時唾液分泌量であり、他の口腔内の状態、口腔機能、保健行動などに大きな差は認めら

れなかった。これは、特定高齢者の選択基準が、1. 半年前に比べて硬いものが食べにくくなったか、2. 

お茶や汁物等でむせることがあるか、3. 口の乾きが気になるか、という項目のみであり、これに内科医

の判定が加わっているため、在宅の健常者であれば、特定高齢者と比較して、口腔環境と機能には明確

な違いが判別できなかったためと考えられる。 

第57回日本口腔衛生学会・総会ポスター発表 

 

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 

石井 拓男 口腔保健と全身のＱＯＬの関係に関

する総合研究 

国立保健医療科学

院・口腔保健部 

和光市 花田 信弘

平田創一郎 口腔機能の向上の実施体制と評価に

関する研究 

東京医科歯科大学

歯学部附属病院歯

科総合診療部 

東京 大原 里子



平田創一郎 新歯科医師臨床研修制度の評価に関

する調査研究 

東京医科歯科大学

大学院医歯学総合

研究科 

東京 俣木 志朗

 

科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

石井 拓男 歯科医療分野における診療ガイドラインの評価

とその普及に関する研究 

厚生労働科学研究費・地域医療基盤

開発推進研究事業 

石井 拓男 歯科医療分野における診療ガイドラインへの取

組の現状と動向 

平成20年度厚生労働科学研究費補助

金・地域医療基盤開発推進研究事業

研究成果等普及啓発事業 

 

研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

座 長 年月日 演題 学会名 開催地 

石井 拓男 2008. 6. 7 顎変形症の治療について 

 

第 285 回東京歯科大学

学会 

千葉市 

平田創一郎 2008. 6. 7 東京歯科大学千葉病院歯科医

師臨床研修における郡内マッ

チングについて 

第 285 回東京歯科大学

学会 

千葉市 

石井 拓男 2008. 7.10～12 ｢卒後教育｣研修歯科医アンケー

トによる分析 

第27回日本歯科医学教

育学会学術大会 

東京 

石井 拓男 2008.10.19 高齢者の摂食・嚥下障害と医療

連携 

 

第 286 回東京歯科大学

学会 

東京 

石井 拓男 

(研究代表者) 

2008.11.13 歯科領域における診療ガイドラ

インへのこれまでの取組と現状

 

 

シンポジウム・研究成

果等普及啓発事業、平

成20年度厚生労働科学

研究費補助金(地域医

療基盤開発推進研究事

業) 

東京 

石井 拓男 2008.11.29 ｢8020運動｣が20周年を迎える

 

東京都｢8020 運動｣推進

事業、20 周年記念シン

ポジウム 

東京 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

石井 拓男 2008. 6.14 

後期高齢者の医療と介護そし

て口腔ケアの展開 

第 31 回プライマリ･ケ

ア学会学術会議｢シン

ポジウム②｣ 

岡山市 

 

 



学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

石井 拓男 2008. 6.18 顎変形症の医療環境と社会に

おける調和 

第18回特定非営利活動

法人日本顎変形症学会

総会 特別講演IV 

名古屋市

石井 拓男 2008.10.9 高齢者の医療と介護 医療フォーラム・ジャ

パン第七回公開シンポ

ジウム 

東京 

石井 拓男 2008.10.25 高齢社会における歯科の役割

とは～歯科としてできること

～ 

名古屋市北区・東区・

守山区医師会合同学術

講演 

名古屋市

石井 拓男 2008.11.22 口腔保健の半世紀 予防歯科衛生部設立 50

周年記念講演会 

東京 

 

教育講演等に関する業績、活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

石井 拓男 2008. 5.18 歯科衛生士の業務範囲を考え

る 

北海道歯科衛生士会 札幌市 

石井 拓男 2008. 5.29 高齢者歯科診療（在宅を含む）

の今後の方向性と臨学産の取

り組み 

ジーシーナイトカレッ

ジ 

東京 

石井 拓男 2008. 6. 1 混合診療について 野口医学研究所歯科部

会第８回定例セミナー 

東京 

石井 拓男 2008. 6.19 後期高齢者医療制度と歯科保

健医療 

第 19 回日本老年歯科

医学会総会・学術大会 

岡山市 

石井 拓男 2008. 7.21 これからの歯科衛生士教育と

歯科保健医療ニーズ 

平成 20 年度生涯研修

専門研修Ⅱ｢特定コー

ス｣ 

千葉市 

石井 拓男 2008. 7.26 これからの歯科衛生士教育と

歯科保健医療ニーズ 

平成 20 年度長野県歯

科衛生士会専門研修Ⅱ

｢特定コース｣ 

松本市 

石井 拓男 2008. 8.25 口腔衛生学（予防歯科学）領

域の教育の進め方 

第 55 回全国歯科大学

口腔衛生学教授協議会 

東京 

岡田 眞人 

（教育内容の

紹介） 

2008. 8.25 口腔衛生学（予防歯科学）領

域の教育の進め方 

(学部教育･PBL 方式､医療倫

理) 

第 55 回全国歯科大学

口腔衛生学教授協議会 

東京 

石井 拓男 2008. 9. 6 医療制度と歯科保健医療 山口県歯科医師会学術

講演会 

山口市 



石井 拓男 2008. 9.12 行政の歯科衛生士業務のあり

方 

東京都歯科衛生士会、

青梅市健康福祉部研究

会 

府中市 

平田創一郎 

 

2008.10. 5 歯科医療の現状 日本外傷歯学会認定医

研修会 

東京 

石井 拓男 2008.10.12 これからの歯科衛生士教育と

歯科保健ニーズ 

平成 20 年度歯科衛生

士専門研修Ⅱ特定コー

ス 

さいたま

市 

石井 拓男 2008.10.26 これからの歯科保健医療と歯

科衛生士の役割 

平成 20 年度愛知県歯

科衛生士会研修会 

名古屋市 

石井 拓男 2008.11. 1 歯科医療に関する国内制度の

現状と課題 

歯科医療安全教育セミ

ナー2008、国際予防医

学リスクマネージメン

ト連盟 

東京 

石井 拓男 2008.11. 3 21世紀の歯科界をめぐる事情 愛知学院大学歯学部同

窓会学術講演会 

東京 

石井 拓男 2008.11.14～16 ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ：歯科衛生士の現状と

今後の展望 

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ:歯科医療倫理教

育に関する歯科医師国家試験

及び歯科教育モデルコアカリ

キュラムに対する提言 

第 21 回日本歯科医学

会総会 

横浜市 

石井 拓男 2008.11.22 後期高齢者医療制度の概要 日本歯科衛生士平成20

年度認定研修｢在宅療

養指導（口腔機能管理）

コース｣ 

東京 

石井 拓男 2008.11.26 医療制度改革における今後の

歯科保健の方向性 

第２回在宅歯科衛生士

研修・神奈川県 

平塚市 

平田創一郎 2008.11.29 日本歯科医師会における医療

安全の取り組み 

国立保健医療科学院・

シンポジウム｢無床診

療所等における医療安

全管理体制構築に関す

る研究｣ 

和光市 

石井 拓男 2009. 1.22 審査事務歯科エキスパート研

修 

社会保険診療報酬支払

基金 

白井市 

石井 拓男 2009. 2. 4 地域歯科保健の現状と今後の

課題 

平成 20 年度地域歯科

保健職員研修会 

 

岐阜市 



平田創一郎 2009. 2.25 歯科における医療安全 国立保健医療科学院・

平成 20 年度専門課程

教育計画｢安全管理各

論Ⅰ｣ 

和光市 

石井 拓男 2009. 2.25 産業歯科保健について 東京医科歯科大学附属

病院ＤＨコース 

 

東京 

石井 拓男 2009. 3.12 研修管理委員長の職務と社会

的責任 

平成 20 年度短期研修

歯科医師臨床研修制度

の研修管理委員会委員

長研修・国立保健医療

科学院 

浦和市 

 

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 

石井 拓男 2008. 6.22 第 2回社会歯科学研究会「医療制度改

革の問題点と提言」「歯科保健の単独

法が与える影響を考える～歯科保健

の単独法は何ができるか～」 

主催者･シンポ

ジスト 

東京 

平田創一郎 2008. 6.22 第 2回社会歯科学研究会「医療制度改

革の問題点と提言」「歯科保健の単独

法が与える影響を考える～歯科保健

の単独法は何ができるか～」 

主催者事務局 東京 

酒寄 孝治 2008. 6.22 第 2回社会歯科学研究会「医療制度改

革の問題点と提言」「歯科保健の単独

法が与える影響を考える～歯科保健

の単独法は何ができるか～」 

主催者事務局 東京 

岡田 眞人 2008. 7.18 東京歯科大学平成 20 年度教育ワーク

ショップ 

｢歯科大学における医療倫理教育｣ 

演者 千葉市 

石井 拓男 2008. 7.18 東京歯科大学平成 20 年度教育ワーク

ショップ 

｢歯学部学生のための倫理教育｣ 

作業グループメ

ンバー 

千葉市 

平田創一郎 2008. 7.18 東京歯科大学平成 20 年度教育ワーク

ショップ 

｢歯学部学生のための倫理教育｣ 

作業グループメ

ンバー 

千葉市 

石井 拓男 2008. 8. 2～3 夏ゼミ 2008 in 北海道第 26 回地域歯

科保健研究会 

「歯科保険法の過去・現在・未来」 

主催者事務局 札幌市 

平田創一郎 2008. 8. 2～3 夏ゼミ 2008 in 北海道第 26 回地域歯

科保健研究会 

「歯科保険法の過去・現在・未来」 

参加者 札幌市 



酒寄 孝治 2008. 8. 2～3 夏ゼミ 2008 in 北海道第 26 回地域歯

科保健研究会 

「歯科保険法の過去・現在・未来」 

参加者 札幌市 

石井 拓男 2008. 8.30～31 平成 20 年度社会歯科学研究会定例研

修会「地域の歯科保健医療を推進する

ための人材養成」 

主催者 盛岡市 

平田創一郎 2008. 8.30～31 平成 20 年度社会歯科学研究会定例研

修会「地域の歯科保健医療を推進する

ための人材養成」 

主催者事務局 盛岡市 

酒寄 孝治 2008. 8.30～31 平成 20 年度社会歯科学研究会定例研

修会「地域の歯科保健医療を推進する

ための人材養成」 

主催者事務局 盛岡市 

石井 拓男 2008.12. 4 東京都歯科医師会「8020 運動 20 周年

記念式典並びに同シンポジウム」 

研究部長 東京 

 

ワークショップ 

講演者・発表者 年月日 演題 ワークショップ名 開催地 

石井 拓男 2008. 6. 4～5 口腔保健法、保険外

併用療養 

日本歯科総合研究機構における役

員勉強会 

東京 

 石井 拓男 2008. 6. 7 東京歯科大学千葉病

院歯科医師臨床研修

における郡内マッチ

ングについて 

第285回東京歯科大学学会 千葉市 

 

座長 年月日 演題 ワークショップ名 開催地 

石井 拓男 2008. 6. 7 顎変形症の治療につ

いて 

第285回東京歯科大学学会 千葉市 

 平田創一郎 2008. 6. 7 東京歯科大学千葉病

院歯科医師臨床研修

における郡内マッチ

ングについて 

第285回東京歯科大学学会 千葉市 

 

講習会 

氏名 年月日 講習会名 役割 開催地 

石井 拓男 2008. 8. 8～11 平成20年度プログラム責任者講習会 実行委員会委

員 

千葉市 

平田創一郎 2008. 8. 8～11 平成20年度プログラム責任者講習会 実行委員会委

員 

千葉市 



平田創一郎 2008. 9. 5～7 平成 20 年度歯科医師臨床研修指導医

講習会 

講習会企画責

任者 

郡山市 

石井 拓男 2008.12. 5～8 平成20年度プログラム責任者講習会 実行委員会委

員 

千葉市 

平田創一郎 2008.12. 5～8 平成20年度プログラム責任者講習会 実行委員会委

員 

千葉市 

 



論      文 

 

1. 杉崎正志(1), 覚道健治(2), 木野孔司(3), 湯浅秀道(4), 江里口 彰(5), 平田創一郎 : 顎関節症診療ガイドラインにお

ける”Clinical Question”の系統的把握のための一般開業歯科医師等へのアンケート解析, 日顎誌 20(2), 31～

39, 2008. 原著 (1)慈恵医大・医・歯,(2)大阪歯大・口腔外,(3)東京医歯大・院・総合研究科・全人的医療開発学系・包括診療

歯・顎関節咬合学分野,(4)東海産業医療団中央病院・歯・口腔外,(5)日歯 

 

2. 恒石美登里(1), 平田創一郎, 山本龍生(2), 石井拓男 : 日本歯科医師会の平成 18 年度歯科医業経営実態調査に

ついての検討ー歯科医院経営に影響する因子ー, 日歯 医療管理誌 43(2), 106～114, 2008. 原著 (1)日歯総研

機構,(2)岡山大・病院・予防歯 

 

3. 平田創一郎, 岡田眞人, 酒寄孝治, 杉戸博記(1), 石井拓男 : 新歯科医師臨床研修制度における都道府県の研

修プログラム数による臨床研修実施能力についての検討, 日歯教誌 24(3), 64～71, 2008. 原著 (1)厚労省・歯保

健 

 

解      説 

 

1. 平田創一郎 : 医療管理－歯科医療のマネージメントを指導する, 歯科臨床研究 5(1), 46～53, 2008. 

 

2. 石井拓男 : 後期高齢者、歯科医療から見た後期高齢者, 歯臨研/ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版 5(2), 98～99, 2008. 

 

3. 石井拓男 : 後期高齢者医療制度と歯科保健医療, 老年歯学 23(2), 83～89, 2008. 

 

4. 石井拓男 : 国の立場から 8020 運動を推進, 財団法人 8020 推進財団, 18, 2008. 

 

5. 石井拓男 : 歯科医師が知っておきたい後期高齢者医療, 歯界展望 113(1), 161～166, 2009. 

 

単行図書 

 

1. 榊原悠紀田郎(1), 石井拓男 : 著分担 :歯科衛生統計-序文- , 医歯薬出版, 東京, 2008. (1)愛知学院大名誉教授 

 

2. 石井拓男 : 著分担 :在宅療養支援診療所と在宅療養支援歯科診療所 , 中央法規, 東京, 2008. 

 

3. 箱崎守男(1), 石井拓男, 角町正勝(2) : 著分担 :医療法と医療保険と在宅歯科医療「医師から在宅医療を依頼され

る」時代の到来 , hyoron, 東京, 2008. (1)日歯総研・城西歯科クリニック,(2)日歯総研・在宅歯科医療推進チーム・角町歯

科医院 

 

4. 岡田眞人, 平田創一郎 : 著分担 :在宅医療制度関連法規とその解説 , hyoron, 東京, 2008. 

 

5. 石井拓男, 恒石美登里(1) : 著分担 :高齢者の口腔機能管理ー高齢者の心身の特性を踏まえた在宅歯科医料を

進めるにはー , 日本歯科総合研究機構, 東京, 2008. (1)日歯総研 

 

6. 石井拓男, 恒石美登里(1) : 著分担 :高齢者の口腔機能管理ー高齢者の心身の特性を踏まえた在宅歯科医料を

進めるにはー医療と連携 2)連携の実例(あおぞら診療所) , 日本歯科総合研究機構, 東京, 2008. (1)日歯総研 

 



7. 箱崎守男(1), 石井拓男 : 著分担 :在宅医療と歯科医師 , 中央法規, 東京, 2008. (1)日歯 

 

8. 石井拓男: 著分担 :歯科医療白書 2008 年度版持続可能な歯科医療社会を目指して (a)第１章 国民の口腔保健

の現状 9～15 頁,(b)第７章 ２．根拠に基づいた診療ガイドライン 129～131 頁,(c)第１１章 ６．混合診療・自費

診療の取り扱い 208～211 頁, 日本歯科医師会, 東京, 2009. 

 

プロシーディングス 

 

1. 石井拓男,平田創一郎,杉崎正志(1), 川崎浩二(2), 吉田雅博(3), 江藤一洋(4), 櫻井 薫(5), 住友雅人(6),安井雅子(5),酒

寄孝治 : 平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科分野における診療

ガイドラインの評価とその普及に関する総合的研究 平成 20 年度 総括・分担研究報告書 研究代表者 石井拓

男, 平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科分野における診療ガイド

ラインの評価とその普及に関する総合的研究 平成 20 年度 総括・分担研究報告書 研究代表者 石井拓男, 

2009. (シンポジウム 歯科分野における診療ガイドラインへの取組の現状と動向, 東京) (1)東京慈恵会医科大・医・歯,(2)長崎

大病院・医・歯,(3)医療機能評価機構 EBM 医療情報部,(4)日本歯科医学会,(5)有床義歯,(6)日歯医学会 

 

調査報告 

 

1. 高橋俊之(1), 角田正健(1), 石井拓男, 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(7) : 東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修改善への取組 , 歯科学報, 2008. (1)千

病・総合診療科,(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 

 

2. 高橋俊之(1), 角田正健(1), 山倉大紀(1), 杉山利子(1), 近藤祥弘(1), 野呂明夫(1), 一戸達也(2), 平田創一郎,石井拓

男 : 東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修の協力型研修施設に関する検討 , 日本歯科医学教育学会, 

2008. (1)千病・総合診療科,(2)歯麻 

 

3. 石井拓男研究班 研究代表者: 平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 研

究成果等普及啓発事業 歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究班 シンポジウム歯

科分野における診療ガイドラインへの取組の現状と動向 研究代表者 石井拓男 (a)歯科領域における診療ガイ

ドラインへのこれまでの取組と現状 2 頁, 東京歯科大学社会歯科学, 2009. 

 

4. 平田創一郎資料 3: 厚生労働省科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業 無床診療所等における医

療安全管理体制構築に関する研究 平成 20 年度 総括・分担研究報告書 主任研究者 石川雅彦 (a)日本歯科

医師会における医療安全の取り組み 35～39 頁, 国立保健医療科学院 政策科学部, 2009. 

 

5. 石川雅彦(1)主任研究者, 種田憲一郎(2)分担研究者, 玉置 洋(3)分担研究者, 児玉知子(4)分担研究者,平田創一郎

分担研究者,平尾智広(5)分担研究者, 谷津裕子(6)分担研究者, 花田信弘(7)分担研究者: 厚生労働科学研究費

補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 無床診療所等における医療安全管理体制構築に関する研究 平成

18～20 年度 総合研究報告書 主任研究者 石川雅彦 , 国立保健医療科学院 政策科学部, 2009. (1)国立保健

医療科学院,(2)国立保健医療科学院 政策科学部 安全科学,(3)国立保健医療科学院 政策科学部,(4)国立保健医療科学

院 人材育成部 国際保健人材室,(5)香川大・医・医療管理学講座,(6)日赤・看護大・母性看護学・助産学,(7)鶴見大・歯・探索

歯講座 

 



6. 平田創一郎研究分担者: 厚生労働科学研究費補助金 長寿科学総合研究事業 口腔機能の向上の実施体制と評

価に関する研究(H-長寿-一般-020)平成 20 年度 総括・分担研究報告 研究代表者 大原里子 (a)口腔機能向

上サービスにかかる時間に関する調査 59～64 頁, 東京医科歯科大学, 2009. H18-長寿ｰ一般ｰ 020 

 

7. 平田創一郎分担研究者: 厚生労働科学研究費補助金 長寿科学総合研究事業 口腔機能の向上の実施体制と評

価に関する研究(H18-長寿-一般-020)総合研究報告書(平成 18 年度～平成 20 年度)研究代表者 大原里子 

(a)13.口腔機能の向上入力ソフトの開発 107～110 頁,(b)14.口腔機能向上サービスにかかる時間に関する調査 

111～115 頁,(c)15.口腔機能向上加算サービスに要する時間に関する調査 117～122 頁,(d)17.口腔機能の向上

様式例の改良に関する研究 129～147 頁, 東京医科歯科大学, 2009. 

 

8. 平田創一郎分担研究者,酒寄孝治: 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 新歯科医師

臨床研修制度の評価に関する調査研究(H19-医療-一般-009) 平成20年度 総括・分担研究報告書 主任研究

者 俣木志朗 (a)４．研修歯科医の分布等に関する調査研究 128～141 頁, 東京医科歯科大学大学院, 2009. 

 

9. 椎名恵子(1)研究代表, 土屋律子(2)研究分担者, 田中秀夫(3)研究分担者,兵頭英昭(3)研究分担者,井上恵司(3)研究

分担者,髙野直久(3)研究分担者,細野 純(3)研究分担者,小山 亨(3)研究分担者,神尾政治(3)研究分担者,石井拓男

研究分担者,岡田眞人研究分担者,平田創一郎研究分担者,菊谷 武(4)研究分担者, 平野浩彦(5)研究分担者: 

東京都内における在宅歯科医療に関する基礎調査 東京都歯科医師会会員へのアンケート調査より , 老年歯

科医学, 2009. (1)東京都福祉保険局,(2)葛飾区保健所,(3)東京都歯科医師会,(4)日本歯大・病院・口腔介護リハビリテーショ

ンセンター,(5)東京都老人医療センター歯科口腔外科 

 

その他 

 

1. 平田創一郎 : そこが知りたい 歯科医師臨床研修の仕組み～社会から求められる良医となるために～ 第 12 回歯

科医師臨床研修制度の課題と展望(1) 研修希望者増に応じて研修プログラムを拡充を, DENTAL TRIBUNE 

4(5), 24, 2008. 

 

2. 石井拓男 : 平成 19 年度倫理教育委員会報告, 日歯教育 24(2), 101, 2008. 

 

3. 石井拓男 : 追悼 榊原悠紀田郎先生, 歯界展望 112(2), 194～195, 2008. 

 

4. 高橋俊之(1), 角田正健(1), 山倉大紀(1), 杉山利子(1), 近藤祥弘(1), 野呂明夫(1), 一戸達也(2), 平田創一郎,石井拓

男 : 東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修の協力型研修施設において生じた問題事例, 歯科学報 

108(5), 441～443, 2008. (1)千病・総合診療科,(2)歯麻 

 

5. 石井拓男 : National Research Institute と歯科部門, 予研歯科誌, 27, 2008. 

 

6. 石井拓男 : 残像 我が師の恩 伝不習乎, Quint 28(1), 195, 2009. 

 

7. 石井拓男 : 8020 運動 20 周年に思う, 8020 推進財団会誌(8), 26～27, 2009. 
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2. 石井拓男 : 後期高齢者医療制度と歯科保健医療, 日本プライマリ・ケア学会 抄録集, 100, 2008. (日本プライマリ・
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日本顎変形症学会総会 調和 The harmony of....., 名古屋市) 

 

4. 石井拓男 : 後期高齢者医療制度と歯科保健医療, 第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術大会 プログラム・抄

録集, 38, 2008. (第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 岡山市) 

 

5. 窪木拓男(1), 石井拓男, 米山武義(2), 角 保徳(3) : 後期高齢者の医療と介護をして口腔ケアの展開, 日本プライマ

リ・ケア学会 抄録集, 98, 2008. (日本プライマリ・ケア学会 学術会議 2008, 岡山市) (1)岡山大・医歯・附属病院,(2)米山歯
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A-08-0310-12 (1)衛生 
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11. 石井拓男, 米満正美(1), 平田幸夫(2), 小川哲次(3), 尾崎哲則(4), 樫 則章(5), 岡田眞人, 平田創一郎 : 歯科医療
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