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1．歯内療法学講座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

講  師 森永一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究 
 加藤広之 

 
 

根管の器械的拡大・形成に関する研究 
歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 

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

 
大学院生 

 
 
 

 
専 攻 生 

末原正崇 
井原郁夫 
齋藤健介 
藤井理絵 
山田雅司 
宮下 卓 
山口 透子 
淺井 知宏 
呉  明憲 
渡邉 浩章 
柏木 勢 
湯浅一洋 

歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究 
外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 
歯内療法におけるレーザーの応用 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 
歯髄細胞の薬物動態に関する研究 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
根管形態に関する研究 
表面改質によるジルコニアインプラントの骨形成に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 
歯内療法における手術用顕微鏡の応用 

 牛窪敏博 根管の器械的拡大・形成に関する三次元的解析 
 松永 健嗣 歯内療法におけるレーザーの応用 

 
 
2．成果の概要 

1）歯科用コーンビームCT Throne®の適正撮影条件 
本研究では、歯科用コーンビームCT装置CB Throne®における適正撮影条件について検討した。ま

ず、閉口型頭部ファントムの右側顎関節部を管電圧（60, 80, 100, 120kV）と管電流（10, 15mA）の

可能な組み合わせすべてで撮影し、多断面再構成処理により可及的に同じ位置の修正矢状断像を作成

した。そして、最高の撮影条件である120kV/15mAで得た画像を基準画像とし、他の条件で得た画像

と並べてLCDモニタに表示して、放射線科歯科医８名に空間分解能と雑音を視覚的に比較させた。得

られた評価点をもとに、撮影条件をどこまで低減できるかについて検討した。 
  その結果、空間分解能は60kV/10mAと80kV/15mAで、雑音は60kV/10mA、60kV/15mA、

80kV/10mAで有意に低い評価点を示した。したがって、撮影条件は少なくとも100kV/10mAまで低

減可能と考えられた。 
 



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 
中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics 

Research Foundation 
SanDiego, 
USA 

G. B. Carr 

 
 4．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 
井原 郁夫 
齋藤 健介 
山田 雅司 

2007. 5.17～18 第21回カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

井原 郁夫 
齋藤 健介 
山田 雅司 

2008.10. 4～5 第6回東京歯科大学試験問題作成に関するワーク

ショップ 

参加者 船橋市 

森永 一喜 2008.11.22～23 第2回共用試験歯学系OSCE 機構派遣外部評価者

養成ワークショップ （ワークショップⅡ） 

参加者 鹿児島市

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 
加藤 広之 
藤井 理絵 

2008. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

森永 一喜 2009. 1.31～2.1 平成20年度奥羽大学 第4学年OSCE 評価者 郡山市 
 



論      文 

 

1. 中川寛一, 西川慶一(1), 矢島あや(1), 水田 茂(1), 田辺耕士(1), 佐野 司(1), 光菅裕治(2), 矢島安朝(3) : 歯科用コー

ンビーム CT 装置 CT Throne&reg;の適正撮影条件, 歯科学報 108(2), 104～109, 2008. 原著 (1)歯放,(2)千病・

放射線科,(3)口腔インプラント 

 

解      説 

 

1. 土倉 康, 中川寛一 : 【臨床歯内療法 器材･薬剤・テクニックのコンビネーション】迷う、困る、その対処 , DENTAL 

DIAMOND 33(6), 152～153, 2008. 

 

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

2008. (1)口外 

 

3. 中川寛一 : 歯内療法学の意義と発展, 歯科学報 108(4), 312～313, 2008. 

 

4. 中川寛一, 末原正崇 : シリーズ・身近な臨床・これからの歯科医のための臨床講座 9, 日本歯科医師会雑誌 

61(11), 71～77, 2009. 

 

5. 中川寛一, 末原正崇 : 身近な臨床・これからの歯科医のための臨床講座 根管形成の基本, 日本歯科医師会雑

誌 61(11), 1281～1287, 2009. 

 

6. 中川寛一, 齋藤健介 : 臨床のヒント Q&A 歯内療法系 根管拡大・形成-感染根管と抜髄根管とで、それぞれ目安

として何号くらいまで拡大すればよいのでしょうか?, 歯科学報 109(1), 90～91, 2009. 

 

その他 

 

1. 石川智子, 宇都宮由希子, 鳩貝さよ子, 森永一喜, 有泉祐吾, 角田正健(1), 中川寛一 : 歯内療法時における偶

発症アンケートについて, 歯科学報 108(2), 183, 2008. (1)千病・総合診療科 

 

2. 鈴木憲久(1), 古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 中川寛一, 佐藤 亨(2), 櫻井 薫(3), 山田 了(4), 矢島安朝(1) : 当科開設後

3 年間の臨床統計および新来患者の動向 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科の場合, 日本口腔インプ

ラント学会誌 21(特別号), 307, 2008. (1)口腔インプラント,(2)クラウンブリッジ,(3)有床義歯,(4)歯周病 

 

3. 土倉 康, 加藤広之, 山田雅司, 中川寛一, 佐野 司(1) : 歯内療法における 3D 診断と処置 コーンビーム CT と手

術用顕微鏡の活用, 日本歯科医師会雑誌 61(5), 475, 2008. (1)歯放 

 

4. 森永一喜, 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), 宮下有恒(1),伊藤明代(1), 

亀山敦史(1), 武田友孝(1), 中島一憲(1) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における歯科医師臨床研修医の診

療状況(会議録), 日本歯科医師会雑誌 61(5), 501, 2008. (1)東歯大・千病・総合診療科 

 

5. 辻本恭久(1), 加藤友寛(1), 小塚昌宏(1), 三浦 浩(1), 川島 正(1), 松島 潔(1), 尾瀬和久(2), 石井信之(3),中川寛一 : 

歯内療法実習のための人工歯と顎模型の開発, 日本歯科医師会雑誌 61(5), 544, 2008. (1)日大松戸・歯・歯

内,(2)（株）ニッシン,(3)神歯・歯・歯内 

 



学会抄録 

 

1. 宮下 卓, 土倉 康, 市之川 浩, 荒木謙太郎, 淺井知宏, 井原郁夫, 中川寛一 : 再生療法のスキャフォールドと

してのハイドロキシアパタイト繊維の応用, 日本口腔インプラント学会誌 21(特別号), 240, 2008. (第 38 回, 東京) 

細生研 

 

2. 山田雅司, 加藤広之, 井出吉信(1), 中川寛一 : マイクロ CT を用いた日本人上顎第一大臼歯近心頬側根管の三

次元的形態解析, 第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会プログラム, 31, 2008. (第 29 回日本歯内療法学

会学術大会, 千葉市) 分析生研 (1)解剖 

 

3. 宇都宮由希子, 石川智子, 鳩貝さよ子, 市川博彰, 森永一喜, 中川寛一 : 歯内療法時の偶発症について～アン

ケート報告, 第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会プログラム, 41, 2008. (第 29 回日本歯内療法学会学術

大会千葉大会, 千葉市) 

 

4. 齋藤健介, 宮下 卓, 中川寛一 : 培養線維芽細胞に対する各種歯牙保存液の影響, 第 29 回日本歯内療法学会

学術大会千葉大会プログラム, 45, 2008. (第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会, 千葉市) 細形研 

 

5. 藤井理絵, 井原郁夫, 中川寛一 : 広範な骨欠損を有する根尖性歯周炎に対して留置ドレーンを用いた症例, 第

29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会プログラム, 67, 2008. (第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会,  

千葉市) 

 

6. 牛窪敏博, 中川寛一 : パーフォレーションリペアを考察する, 第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会プロ

グラム, 74, 2008. (第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会, 千葉市) 

 

7. 松永健嗣 : 根管内処置を見つめなおす(効率的安全な器具器材の使用を目指して), 第 29 回日本歯内療法学会

学術大会千葉大会プログラム, 75, 2008. (第 29 回日本歯内療法学会学術大会千葉大会, 千葉市) 

 

8. 宮下 卓, 大久保みぎわ(1), 中川寛一, 川口 充(1) : 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 118

回日本薬理学会関東部会プログラム集, 168, 2008. (第 118 回日本薬理学会関東部会, 東京) (1)薬理 

 

9. 山田雅司, 齋藤健介, 渡邉浩章, 藤井理絵, 松永 智(1), 井出吉信(1), 中川寛一 : 早期負荷骨内インプラント周

囲骨形成のマイクロ CT による検討, 日本口腔インプラント学会誌 21(特別号), 195, 2008. (第 38 回日本口腔イン

プラント学会学術大会, 東京) 分析生研 (1)解剖 

 

10. 井原郁夫, 小林鉄也, 中川寛一 : 生活歯移植における歯髄変化(会議録), 日本歯科医師会雑誌 61(5), 544, 

2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) 

 

11. 土倉 康, 加藤広之, 山田雅司, 中川寛一, 佐野 司(1) : 歯内療法における 3D 診断と処置―コーンビーム CT と

手術用顕微鏡の活用―, 第 21 回歯科医学会総会学術大会プログラム, 75, 2008. (第 21 回歯科医学会総会学術大

会, 横浜市) (1)歯放 

 

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

内の細菌叢, 第 129 回日本歯科保存学会秋季大会プログラム集, 89, 2008. (第 129 回日本歯科保存学会秋季大会, 

富山市) 

 



13. 柏木 勢, 山田雅司, 石川智子, 加藤広之, 中川寛一, 井出吉信(1) : マイクロ CT を用いた日本人上顎第一大臼

歯口蓋根管の三次元的解析, 第 129 回日本歯科保存学会秋季大会プログラム集, 90, 2008. (第 129 回日本歯科

保存学会秋季大会, 富山市) (1)解剖 

 

14. 藤井理絵, 山口透子, 淺井知宏, 八ッ橋孝彰, 中川寛一 : 難治性根尖性歯周炎における根尖部の形態と細菌

叢, 第 21 回歯科医学会総会学術大会プログラム, 92, 2008. (第 21 回歯科医学会総会、学術大会, 横浜市) 

 

15. 山田邦晶, 番匠千津(1), 松永健嗣, 宮下 卓, 齋藤健介, 中川寛一 : オピアンキャリアーメソッド 10 年以上の経

過報告, 第 21 回歯科医学会総会学術大会プログラム, 127, 2008. (第 21 回歯科医学会総会学術大会, 横浜市) (1)

兵庫県 

 

16. 野呂明夫(1), 亀山敦史(2), 浅見政子(2), 杉山利子(1), 森永一喜, 近藤祥弘(1), 平井義人(2), 角田正健(1) : 歯科診

療補助ツール「イソライト・プラス」応用時の快適性・安全性に関する臨床評価 第 1 報 窩洞形成時の術者および

患者からみた問題点, 日本歯科保存学会 2008 年度秋季学術大会(129 回) プログラム及び講演抄録集, 178, 

2008. (第 129 回日本歯科保存学会秋季学術大会, 富山市) (1)千病・総合診療科,(2)保存修復 

 

17. 浅見政子(1), 亀山敦史(1), 野呂明夫(2), 杉山利子(2), 森永一喜, 近藤祥弘(2), 角田正健(2), 平井義人(1) : 歯科診

療補助ツール「イソライト・プラス」応用時の快適性・安全性に関する臨床評価 第 2 報 口腔内温度および湿度の

変化, 日本歯科保存学会 2008 年度秋季学術大会(129 回) プログラム及び講演抄録集, 179, 2008. (第 129 回日

本歯科保存学会秋季学術大会, 富山市) (1)保存修復,(2)千病・総合診療科 

 



2．歯 周 病 学 講 座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 山田  了 発生からみた歯周組織再生メカニズムの解明(Ａ05-0410-73) 

准 教 授 澁川 義宏 軟骨の発生におけるヘッジホッグシグナリングの役割（Ａ07-0410-79） 

講 師 

 

 

太田 幹夫 

 
増田 浩之 
伊藤 明代 

インプラントの骨再生のスペースメイキングにおける吸収性膜の有効性の検

索(Ａ98-0410-55) 

PDGFと歯周組織再生の解明(Ａ07-0410-80) 

歯周治療におけるバイオフィルム駆逐法に関する研究(Ａ05-0410-74) 

助 教 山本 茂樹 

衣松 高志 
奥田 倫子 

 

藤田 貴久 

異種移植材が歯周組織に及ぼす影響（Ａ07-0410-81） 

付着上皮におけるラミニンおよびインテグリンの発現について(Ａ

04-0410-68) 

歯周病原菌は培養血管内皮細胞から炎症性マーカー物質産生を起こすか(Ａ

04-0410-68) 

歯肉退縮療法を用いたエナメル基質タンパクによる歯周組織再生について(Ａ

04-0410-65) 

レジデント 藤波 弘州 

 

牧野 麻子 

 

2壁性骨欠損における多孔性骨移植材と自己増殖歯根膜組織を併用した研究 

(Ａ01-0410-62) 

ニコチンが宿主および歯周病原細菌に及ぼす影響と歯周病との関連性(Ａ

05-0410-72) 

大学院生 

 

 

勢島  典 

高山 沙織 

杉澤 幹雄 

色川 大輔 

丹野真理子 

大久保信貴 

石井 善仁 

白谷  聡 

発生からみた歯周組織再生のメカニズム(Ａ00-0410-57) 

ウナギガレクチンの歯周病原細菌に対する阻害効果(Ａ06-0410-76) 

口腔粘膜上皮細胞の接着移動のin vitro解析(Ａ06-0410-75) 

PDGFとβTCP併用による歯周組織再生のメカニズム(Ａ06-0410-77) 

バイオフィルム形成、メカニズムの解析(Ａ06-0410-78) 

GTRとbFGFによる歯周組織再生について(Ａ07-0410-83) 

結合組織移植による再生のメカニズム(Ａ07-0410-82) 

歯牙移植におけるbFGFの効果(Ａ09-410-85) 

臨床専門専修科生 大井 陽生 

中西 伸介 

二壁性骨欠損に対するbFGFとβTCP併用の有効性の検索(Ａ05-0410-70) 

歯周組織再生に対するCグラフトの有効性(Ａ05-0410-71) 

      

2．成果の概要 

1)サイトカイン産生におよぼすニコチンの影響 

喫煙と歯周病の関わりについて明らかにすることを目的として、サイトカイン産生におよぼすニコチ

ンの影響をヒト培養細胞およびマウスを用いて検討した。 

本研究から、ニコチンはサイトカインネットワークを乱し、歯周病の進行に影響していることが示

唆された。 

Immunol Med Microbiol 52 (2008), 282～286 

 



2)塩基性線維芽細胞増殖因子（b-FGF）とβ-TCPの併用による歯周組織再生に関する組織学的研究 

骨欠損部へβ-TCPとｂFGFの併用が歯周組織の再生、とくに骨およびセメント質再生に及ぼす影響

を検索した。 

歯周組織における骨欠損部へのβ-TCPとｂFGFの併用はβ-TCPの骨伝導能とともにｂFGFが間葉系

幹細胞を刺激し歯周組織再生とくに硬組織（セメント質、骨）再生を増大させることが示唆された。 

Dental Materials J 2009 28(2), 162～169 

 

3)２壁性欠損部に海草由来骨移植材（C-GRAFT）を用いた歯周組織の再生 
歯周組織再生における Scaffold として海草由来の骨移植剤である海草由来骨移植剤（C-GRAFT）が

有効であるか否かを検索した。 

C-GRAFTはその特有な構造を介して歯周組織再生におけるspaceおよびscaffoldとして有効である

ことが示唆された。 

J Biomater Appl 2009 24(2), 89～104 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

澁川 義宏 下顎正中部の形態形成における

Indian hedgehogの役割 

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

U.S.A Pacifici, M

澁川 義宏 発生からみた歯周組織再生メカ

ニズムにおける CCN ファミリー

の役割 

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

U.S.A Koyama, E

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

澁川 義宏 遺伝子発現解析による下顎頭の加齢変化と変形

性顎関節症の病態の解明 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

衣松 高志 接着分子応用による付着上皮接着機構制御 文科省科研費・若手研究（B） 

渋川 義宏 遺伝子発現解析による変形性顎関節症の病態の

解明と治療法の開発 

平成20年度私立大学経常費補助金特別補

助（共同研究事業） 

  

 

 

 

 



5．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

高山 沙織 2008. 5. 2 東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

勢島  典 2008. 5. 2 東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

杉澤 幹雄 2008. 5. 2 東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

澁川 義宏 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 

衣松 高志 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 

藤田 貴久 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

色川 大輔 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

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

levels, Immunol Med Microbiol 52(2), 282～286, 2008. 原著 学位論文(甲) A05-0410-72 細形研,保情研 (1)微生物 

 

2. Saito,A., Nanbu,Y.(1), Nagahata,T.(1), Yamada,S. : Treatment of Intrabony Periodontal Defects with Enamel Matrix 

Derivative in Private Practice: A Long-term Retrospective Study, Bull Tokyo Dental Coll 49(2), 89～96, 2008. 

原著 (1)宮城県 

 

3. 富田幸代, 太田幹夫, 渋川義宏, 村本睦司(1), 黒岩 恵(2), 河田英司(3), 山田 了 : スケーリング・ルートプレーニ

ングのシミュレーション教育, 日歯周病会誌 50(4), 218～224, 2008. 原著 (1)株式会社ユニスン,(2)株式会社恵夢工

房,(3)理工 

 

4. 渋川義宏, 永山元彦(1), 小山永輝(2), 中澤純子(3), 今泉佳宣(3), 塚原隆司(3), 日下義章(3), 大友克之(3),竹内 宏(1) : 

頭蓋底軟骨結合－その成長を調節する分子メカニズムと異常－, 岐阜歯科医師会雑誌別冊 35(3), 96～104, 

2009. 原著 A07-0410-79 (1)朝日大・歯・口腔病理,(2)Thomas Jefferson University college of Dentistory,(3)朝日大・歯・総

合診療科 

 

5. Kinumatsu,T., Hashimoto,S.(1), Muramatsu,T.(1), Sasaki,H.(1), Jung,H.(2), Yamada,S., Shimono,M.(1) : Involvement of 

laminin and integrins in adhesion and migration of junctional epithelium cells, J Periodontal Res 44(1), 13～20, 

2009. 原著 学位論文(甲) A04-0410-68 細形研,保情研 実動施設 (1)病理,(2)Yonsei Univ. soul Koria 

 

6. OI,Y., Ota,M., Yamamoto,S., Shibukawa,Y., Yamada,S. : β-tricalcium phosphate and basic fibroblast growth factor 

combination enhances periodontal regeneration in intrabony defects in dogs., Dental Materials J, 2009. 原著 学

位論文(甲) A05-0410-70 細形研,保情研 実動施設 

 

解      説 

 

1. 衣松高志, 山田 了 : 外科的歯内療法後におけるスルーアンドスルー病変の対応に対する組織再生誘導法の有

効性, Int J Periodo Dent Japan 16(4), 51～56, 2008. 

 

2. 渋川義宏, 山田 了 : 角化歯肉の幅とインプラント周囲支持組織の健康維持との関係, クインテッセンス・デンタ

ル・インプラントロジー 15(5), 68～72, 2008. 

 

3. 衣松高志, 山田 了 : 移植材料およびメンブレンを併用しないオステオトームテクニックによる上顎洞底挙上術, Int 

J Periodo Dent Japan 16(5), 68～72, 2008. 

 

4. 渋川義宏, 山田 了 : インプラント治療の失敗にかかわる遺伝要因－クリニカルレビュー－, クインテッセンス・デン

タル・インプラントロジー 15(6), 857～865, 2008. 

 

5. 衣松高志, 山田 了 : 審美領域における単独歯抜歯後のインプラント早期埋入：生物学的根拠とその外科手技, 

Int J Periodo Dent Japan 16(6), 11～20, 2008. 

 

6. 太田幹夫, 山田 了 : ビーグル犬における即時荷重マイクロインプラントの安定性と骨反応, クインテッセンス・デン

タル・インプラントロジー 16(1), 64～65, 2009. 



7. 渋川義宏, 山田 了 : 2 型糖尿病患者における従来のインプラント治療法とアドバンスな治療法のサージカルプロト

コールと長期臨床経過, クインテッセンス・デンタル・インプラントロジー 16(1), 79～87, 2009. 

 

8. 衣松高志, 山田 了 : 上顎の単独歯修復に対する焼結多孔性表面性状を有する歯科用インプラントの使用：7～9

年の経過観察による報告, Int J Periodo Dent Japan 17(3), 61～69, 2009. 

 

単行図書 

 

1. 山田 了: 共著 :ザ・クインテッセンス別冊 YEAR BOOK 2008 現代の治療指針 , クインテッセンス出版, 東京, 

2008. 

 

2. 渋川義宏: 編集 :歯周病学の視点からみた国民の健康増進 , 医歯薬出版株式会社, 東京, 2008. 

 

3. 山田 了,渋川義宏: 共著 :ステップアップ GTR 歯周組織再生誘導法 , 医歯薬出版株式会社, 東京, 2008. 

 

その他 

 

1. 山田 了 : 何より歯磨きが大事だった!今からでも間に合う歯周病の検査, 歯科の実力, 30～33, 2008. 

 

2. 山田 了 : 平成 20 年度診療報酬改定に伴う歯周病安定期治療(SPT)と歯周組織再生誘導法(GTR 法), 東京都歯

科医師会雑誌, 3～8, 2008. 

 

3. 山田 了 : 歯周病学講座における研究と診療の最前線, 歯科学報 108(4), 314～315, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 山田 了 : 中国牙周病学会学術交流協定締結記念講演, 日歯周病会誌 50(春季特別), 46～48, 2008. (第 51 回日

本歯周病学会春季学術大会, さいたま市) 

 

2. 山田 了 : 歯周病患者の機能回復を考える, 日歯周病会誌 50(春季特別), 70～75, 2008. (第 51 回日本歯周病学会

春季学術大会, さいたま市) 

 

3. 渋川義宏, 勢島典, 藤波弘州, 村野嘉則, 藤田貴久, 衣松高志, 山本茂樹, 増田浩之, 黒田美智代, 太田幹夫, 

山田 了 : 下顎頭の発生過程における Indian Hedehog と Gli3 の役割, 日歯周病会誌 50(春季特別), 125, 2008. 

(第 51 回春季日本歯周病学会学術大会, さいたま市) A07-0410-79 細形研,保情研 実動施設 

 

4. 勢島 典, 太田幹夫, 藤田貴久, 衣松高志, 山本茂樹, 中西伸介, 大井陽生, 藤波弘州, 村野嘉則, 清田 築, 

渋川義宏, 山田 了 : 歯周組織再生における塩基性繊維芽細胞増殖因子(FGF-2)の歯根膜由来細胞に対す

る細胞増殖・分化能の活性化, 日歯周病会誌 50(春季特別), 146, 2008. (第 51 回春季日本歯周病学会学術大会, 

さいたま市) A00-0410-57 細形研,保情研 実動施設 

 

5. 色川大輔, 山本茂樹, 渋川義宏, 白石友子, 山田 了 : rf-PDGF-BB にβ-TCP を用いた歯周組織の再生, 日歯

周病会誌 50(春季特別), 149, 2008. (第 51 回春季日本歯周病学会学術大会, さいたま市) A06-0410-77 細形研,保情研 

実動施設 

 



6. 太田幹夫, 藤波弘州, 村野嘉則, 片山明彦, 増田浩之, 角田正健(1), 渋川義宏, 山田 了 : 徹底したメインテナ

ンスにより良好な経過を示した慢性歯周炎患者の一症例, 日歯周病会誌 50(春季特別), 219, 2008. (第 51 回春

季日本歯周病学会学術大会, さいたま市) (1)千病・総合診療科 

 

7. 勢島 典, 太田幹夫, 藤田貴久, 衣松高志, 山本茂樹, 中西伸介, 大井陽生, 藤波弘州, 村野嘉則,       

山之内一也(1), 渋川義宏, 山田 了 : 歯周組織再生における塩基性繊維芽細胞増殖因子(FGF-2)の歯根膜

由来細胞に対する細胞への影響, 歯科学報 108(2), 182, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

A00-0410-57 細形研,保情研 実動施設 (1)千葉県 

 

8. 高山沙織, 加藤哲男(1), 君塚隆太(1), 小川貴也(2), 奥田克爾(1), 山田 了 : ウナギガレクチンの歯周病予防におけ

る有効性, 歯科学報 108(2), 182, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A06-0410-76 保情研 (1)微生

物,(2)東京都 

 

9. 色川大輔, 山本茂樹, 渋川義宏, 藤本芳弘(1), 山田 了 : 歯周組織の再生における rf-PDGF-BB にβ-TCP がお

よぼす影響, 歯科学報 108(2), 183, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A06-0410-77 細形研,保情研 

実動施設 (1)東京都 

 

10. 渋川義宏, 富田幸代, 増田浩之, 中崎俊克(1), 太田幹夫, 松坂賢一(2), 田﨑雅和(3), 井上 孝(2), 山田 了 :  

顔面頭蓋の発生、成長におけるKif3aの役割, 歯科学報 108(2), 186, 2008. (第285回東京歯科大学学会(例会), 千

葉市) A07-0410-79 細形研,保情研 実動施設 (1)東京都,(2)臨検査,(3)生理 

 

11. Takayama,S., Kimizuka,R.(1), Saito,E.(2), Yamada,S., Okuda,K.(1), Kato,T.(1) : Antibacterial Effects of Eel Galectin on 

Periodontopathic Bacteria, J Dent Res 87(Special Issue B), 1396, 2008. (86th IADR 2008, Tront canada) A06-0410-76 

保情研 実動施設 (1)微生物,(2)Department of Applied Chemistory and Biotechnology Niigata Institute of Technology 

 

12. Fujita,T., Yamamoto,S., Ota,M., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Coverage of Gingival Recession using GTR with and 

without EMD, J Dent Res 87(Special Issue B), 2185, 2008. (86th IADR 2008, Tront canada) A04-0410-65 細形研,保

情研 実動施設 

 

13. 勢島 典, 太田幹夫, 藤田貴久, 衣松高志, 山本茂樹, 中西伸介, 大井陽生, 藤波弘州, 村野嘉則,      

大島みどり(1), 渋川義宏, 山田 了 : 意図的歯牙再植後における塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF-2)の歯周

組織の治癒に及ぼす影響, 歯科学報 108(4), 397, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A00-0410-57 

細形研,保情研 実動施設 (1)東京都 

 

14. 山田 了 : 特別企画講演「歯科医療の現状と展望」, 日歯周病会誌 50(秋季特別), 38～45, 2008. (第 51 回日本歯

周病学会秋季学術大会, 四日市市) 

 

15. Nakanishi,S., Ota,M., Shibukawa,Y., Yamada,S. : C-Graft in regeneration of periodontal tissue in intrabony 

periodontal defect in dog, The fourth Sino-Japanese Conference on stomatology, Program & Abstracts Program & 

Abstracts (Program & Abstracts ), 162～163, 2008. (The fourth Sino-Japanese Conference on stomatology, Xi'an China) 

A05-0410-71 細形研,保情研 実動施設 

 

16. 杉澤幹雄, 正岡孝康, 山田 了, 榎谷保信(1), 橋本貞充(1), 下野正基(1) : ラット口腔粘膜初代培養細胞の接着・

遊走における laminin-γ2、integrin-β4、integrin-α3 の発現, 日歯周病会誌 50(秋季特別号), 98, 2008. (第 51

回秋季日本歯周病学会学術大会, 四日市市) A06-0410-75 細形研,保情研 実動施設 (1)病理 



17. 齋藤 淳, 稲垣 覚(1), 君塚隆太(1), 中川種昭(2), 山田 了, 石原和幸(1) : 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(秋季特別号), 120, 2008. (第 51 回秋季日本歯周病学会学術大会, 四日

市市) 細形研,保情研 (1)微生物,(2)慶大・医・歯口外 

 

18. 増田浩之, 太田幹夫, 伊藤太一(1), 渋川義宏, 角田正健(2), 山田 了 : 著名な口蓋隆起のため補綴治療にイン

プラントを併用した重度慢性歯周炎の一症例, 日歯周病会誌 50(秋季特別号), 177, 2008. (第 51 回秋季日本歯周

病学会学術大会, 四日市市) (1)口腔インプラント,(2)千病・総合診療科 

 

19. 庵原英晃, 角田正健(1), 山田 了 : 歯周外科治療、咬合機能回復治療、部分矯正治療によって改善が認められ

た重度慢性歯周炎の一症例, 日歯周病会誌 50(秋季特別号), 178, 2008. (第 51 回秋季日本歯周病学会学術大会, 

四日市市) (1)千病・総合診療科 
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周病学会学術大会, 四日市市) (1)千病・総合診療科 

 

23. 藤田貴久, 渡邉直子, 牧野麻子, 嶺 恵里, 久保田道也(1), 太田 卓(1), 茂木麗奈(1), 奥澤やすよ(2), 芦沢純子(3), 

杉本景子(3), 山本茂樹, 山田 了 : 歯周病学講座ポストグラデュエートコース第 10 期生による症例提示, 歯科

学報 108(4), 401, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千葉県,(2)ライオン歯科診療所,(3)静岡県 

 

24. Yamada,S. : Present and future of periodontal regenerative therapy, Official Publication of the Korean Academy of 

Periodontology, 13, 2008. ( The 48th Annual Meeting of the Korean Academy of Periodontology, Soul, Korea) 

 

25. 渋川義宏 : シンポジウム：下顎頭軟骨の形成機構、下顎頭軟骨の発生過程におけるインディアンヘッジホッグの

役割について, 日解剖誌総会(全国学術集会抄録), 84, 2009. (第 114 回日本解剖学会総会, 岡山市) A07-0410-79 

細形研,保情研 実動施設 

 



 

 

3. 保存修復学講座 
 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 平井 義人  歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療 

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

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

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

             (Ａ02-0420-3) 

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

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

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

(Ａ05-0420-4) 

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

      岡田  崇  GFP ラットを用いた各種切開法の検討        

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

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

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

      間 奈津子  歯根膜間葉系幹細胞における BMP依存性分化機構の検討 

      手銭 親良  歯根膜間葉系幹細胞に対するPPARγの役割の検討 

      江川 昌宏 

 

2. 成果の概要 

 Effect of Dentin Hardness on Ablation Rate with Er:YAG Laser. 
①． 研究目的   

近年歯質に対する熱の損傷や治療中における不快症状がほとんどなく硬組織を切削できる Er:YAG レーザーが

臨床で広く応用されている。Er:YAG レーザーは 2.94μm の波長を有し、水分への吸収効率が優れているレーザ

ーである。水分を多く含んでいる軟化象牙質に対しては、罹患の程度と Er:YAG レーザーによる切削効率との間

には関連性があるのではないかと推測される。しかし、象牙質の脱灰程度と Er:YAG レーザーとの切削量に関す

る詳細な報告はみられない。本研究では人工的に脱灰したウシの象牙質を被照射体とし、脱灰象牙質の硬さが

Er:YAGレーザーの切削量にいかに影響するか否かを比較検討した。 

②． 研究方法 

象牙質試料としてウシ下顎前歯歯根を用いた。試料を各々脱灰溶液(２M乳酸溶液、ｐH4.0)に 3日間浸漬した

ものを脱灰象牙質とした(以下 DD と略す)。また、コントロールとして脱灰液への浸漬なしで同手順にて象牙質

プレートを作製した(以下 SDと略す)。 

各試料のヌープ硬さを測定後、Er:YAGレーザーで切削し、カラーレーザー顕微鏡を用いて切削幅、切削深さ、

切削量の測定を行った。切削時の Er:YAGレーザーは、先端出力を 50mＪ、繰り返しパルス数 20pps、使用コンタ

クトチップ C800F、注水量 3.5ml／min、移動速度1mm/secに設定した。 

③． 研究成績  

DD群において、脱灰面から深さ 100μmでヌープ硬さ 10.4±1.6KHNを示し、900μm付近から上昇し、深さ 1800

μmで 51.8±0.9KHNを示し、SD群では表層部から深さ 2000μmまでヌープ硬さに差はなく、51.0±1.6KHNを示

した。 

DD群において、脱灰面で切削量 2888±272×104μm3を示し、深さ 700μm付近から下降し、深さ1800μmで 1165



 

 

±293μm3を示し、SD群は1298±219×104μm3を示した。ヌープ硬さと切削量の関係を調べたところ、両者の関

係は y＝－40.699＋3350、r2=0.98で負の相関関係がみられた。 

④． 結論 

象牙質脱灰部分では、ヌープ硬さと Er:YAGレーザーでの切削量の間には y＝－40.699+3350の負の相関関係が

認められた。 

Photomed Laser Surg 27(3), 395～399, 2008 

 

3. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

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

天谷 哲也 2 波長発振レーザー照射後の組織は、どのような治癒形 

態をたどるのか？ 

文科省科研費・若手研究（B） 

中澤妙衣子 二酸化チタン含有漂白剤の漂白効果について 文科省科研費・若手研究（B） 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

  シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

高瀬 保晶 2008. 9.20  Er:YAG レーザーを用いた齲蝕治

療の最前線：レーザーによる齲蝕治

療、レーザー照射による歯の切削 

日本レーザー歯学会第 20 回記念

大会 

大阪市 

 

5．教育講演等教育に関する業績、活動 

教育ワークショップ等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

亀山 敦史 2008. 5. 2 東京歯科大学 TA のためのカリ

キュラム研修ワークショップ 
タスクフォース 千葉市 

亀山 敦史 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュ

ラム研修ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

大須賀敬悟 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュ

ラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

久木留伸享 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュ

ラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

岡田  崇 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュ

ラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

大須賀敬悟 2008.10. 4～ 5 

 

第6回東京歯科大学試験問題作

成に関するワークショップ 

多肢選択形式問題の作成法 

参加者 千葉市 

久木留伸享 2008.10. 4～ 5 

 

第6回東京歯科大学試験問題作

成に関するワークショップ 

多肢選択形式問題の作成法 

参加者 千葉市 

岡田  崇 2008.10. 4～ 5 

 

第6回東京歯科大学試験問題作

成に関するワークショップ 

多肢選択形式問題の作成法 

参加者 千葉市 

 

 

 

 



 

 

共用試験等 

氏名 年月日 種別 役  割 開催地 

高瀬 保晶 2009. 2 平成 20年度共用試験ＣＢＴ サイトマネージャー 千葉市 

高瀬 保晶 2009. 3 
平成 20年度共用試験ＣＢＴ 

再試験 
サイトマネージャー 千葉市 

天谷 哲也 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 

中澤妙衣子 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 

大須賀敬悟 2009. 3. 1 平成 20年度東京歯科大学  

第4学年OSCE 

器材係 千葉市 

久木留伸享 2009. 3. 1 平成 20年度東京歯科大学  

第4学年OSCE 

器材係 千葉市 

 



論      文 

 

1. Aizawa,K., Kameyama,A., Kato,J., Oda,Y.(1), Hirai,Y. : Nano-hardness of adhesive interface between Er:YAG 

laser-irradiated dentin and 4-META/MMA-TBB resin. , Photomed Laser Surg 26(2), 107～111, 2008. 原著 学

位論文(甲) 細形研 (1)理工 

 

2. Kameyama,A., Kato,J., Aizawa,K., Suemori,T., Nakazawa,T., Ogata,T.(1), Hirai,Y. : Tensile bond strength of 

one-step self-etch adhesives to Er:YAG laser-irradiated and non-irradiated enamel. , Dent Mater J 27(3), 386

～391, 2008. 原著 細形研 (1)岡山県 

 

3. Kameyama,A., Kato,J., Yoshinari,M.(1), Kotoku,Y., Akashi,G., Hirai,Y. : Ultimate micro-tensile strength of dental 

adhesives cured at different light sources. , J Photopol Sci Technol 21(1), 31～35, 2008. 原著 生素研 (1)理工 

 

4. Igarashi,A., Kato,J., Takase,Y., Hirai,Y. : Influence of output energy and pulse repetition rate of the Er:YAG laser on 

dentin ablation., Photomed Laser Surg 26(3), 189～195, 2008. 原著 細形研 

 

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

岡崎雄一郞(6), 山根源之(6) : 東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修改善への取組, 歯科学報 

108(3), 247～251, 2008. 原著 (1)千病・総合診療科,(2)社会歯,(3)歯麻,(4)口健臨・総合歯,(5)口健臨・口外,(6)市病・オー

ラルメディシン 

 

6. Aizawa,K., Kameyama,A., Kato,J., Oda,Y.(1), Hirai,Y. : Influence of free-hand vs. uniform irradiation on tensile bond 

strength in Er:YAG-lased dentin., J Adhes Dent 10(4), 295～299, 2008. 原著 細形研 (1)理工 

 

7. 亀山敦史, 王 宝禮(1), 野呂明夫(2), 市村 葉(3), 瀧邦 高(4), 砂川正隆(5), 戸田一雄(6), 平井義人, 高橋一佑 :  

わが国の医･歯･薬学部における東洋医学教育 ―第 1 報 実施状況とカリキュラム中での位置づけ－, 日歯東洋

医誌 27(1/2), 15～22, 2008. 原著 (1)松歯大・薬理,(2)千病・総合診療科,(3)明海大・歯・保存修復,(4)大阪大・付属病院・

歯科麻酔,(5)昭和大・医・第一生理,(6)長崎大・院・生体情報科学 

 

8. Miyazaki,H.(1), Kato,J., Watanabe,H.(2), Harada, H.(1), Kakizaki,H.(3), Tetsumura, A.(4), Sato, A.(5), Omura, K.(1) : 

Intralesional laser treatment of voluminous vascular lesions in the oral cavity , Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol Endod. 107(2), 164～172, 2008. 原著 (1)東医歯大・院・口外,(2)Dept. of Periodontology,(3)愛医大・眼科,(4)

東医歯大・院・歯科放射線,(5)東京都 

 

9. Miyazaki,H.(1), Kato,J., Kakizaki,H.(2), Nagata,T.(3), Uetake,H.(4), Okudera,H.(5), Watanabe,H.(6), Hashimoto,K.(3), 

Omura,K.(1) : Submucosal glycerol injection-assisted laser surgical treatment of oral lesions., Lasers Med Sci. 

24(1), 13～19, 2009. 原著 (1)東医歯大・院・口外,(2)愛医大・眼科,(3)Dept. of Dentistry and Oral and Maxillofacial 

Surgery,(4)東医歯大・院・応用腫瘍,(5)Oji Dental Clinic,(6)Dept. of Periodontology 

 

10. Kameyama,A., Kato,J., Aizawa,K., Hirai,Y. : Tensile bond strength of single-step self-etch adhesives to Er:YAG 

laser-irradiated dentin., Photomed Laser Surg 27(1), 247～251, 2009. 原著 細形研 

 

11. Kameyama,A., Oishi,T.(1), Sugawara,T.(1), Hirai,Y. : Microtensile bond strength of indirect resin composite to 

resin-coated dentin: Interaction between diamond bur roughness and coating material., Bull Tokyo Dent Coll 

50(1), 13～22, 2009. 原著 分析生研,分析生研,分析生研 (1)東歯大・学生 



 

12. 亀山敦史, 高橋 賢, 角田正健(1) : 口腔乾燥症状を伴った口臭患者に漢方エキス剤を併用した一例, 口鼻臭研

記録集 3(1), 17～20, 2009. 原著 (1)千病・総合診療科 

 

13. Oosuka,K., Amagai,T., Kukidome,N., Takase,Y., Aida,S.(1), Hirai,Y. : Effect of Dentin Hardness on Ablation Rate 

with Er:YAG Laser., Photomed Laser Surg 27(3), 395～399, 2009. 原著 学位論文(甲) A05-0420-4 細形研 

(1)Dept.of Oral Hygiene 

 

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

Porphyromonas gingivalis. , Lasers Phys Lett 6(5), 388～392, 2009. 原著 学位論文(甲) (1)微生物 

 

解      説 

 

1. 加藤純二, 亀山敦史, 五十嵐章浩, 明石 豪, 春山親弘, 津久井 明(1), 守矢佳世子(2), 篠木 毅(3), 平井義人 : 

Er:YAG レーザーによる齲蝕歯の治療とその修復, 歯界展望 111(6), 1033～1046, 2008. (1)神奈川県,(2)東医歯

大・院・う蝕制御学,(3)埼玉県 

 

2. 平井義人, 天谷哲也 : 身近な臨床・これからの歯科医のための臨床講座 MI を考慮した修復の選択基準, 日歯

医師会誌 61(4), 347～353, 2008. 

 

3. 平井義人 : Er:YAG レーザーによる歯の切削, 歯科学報 108(4), 316～317, 2008. 

 

4. 亀山敦史 : 根面齲蝕を防ぐ! メインテナンスの秘訣 根面齲蝕の修復とメインテナンス, デンタルハイジーン 

28(10), 989～991, 2008. 

 

5. 天谷哲也, 平井義人 : 【症例でみる歯科用レーザーの有効活用 CO2 レーザー、Nd:YAG レーザー、Er:YAG レー

ザー、半導体レーザーを網羅】 臨床編 保存修復領域 総論 保存修復領域におけるレーザーの現状と可能性, 

日歯評論増刊(2008), 44～45, 2008. 

 

6. 天谷哲也, 平井義人 : 【症例でみる歯科用レーザーの有効活用 CO2 レーザー、Nd:YAG レーザー、Er:YAG レー

ザー、半導体レーザーを網羅】 臨床編 保存修復領域 切削/窩洞形成 Er:YAG レーザーを用いて, 日歯評論

増刊(2008), 54～55, 2008. 

 

7. 天谷哲也, 平井義人 : 症例でみる歯科用レーザーの有効活用 CO2 レーザー、Nd:YAG レーザー、Er:YAG レー

ザー、半導体レーザーを網羅】 臨床編 保存修復領域 窩洞形成後の接着修復 Er:YAG レーザーを用いて, 

日歯評論増刊(2008), 56～57, 2008. 

 

8. 加藤純二 : 一からわかるレーザー歯科治療, 日レーザー歯会誌 19(3), 138～144, 2008. 

 

9. 高瀬保晶 : レーザー治療について, 北海道歯医師会誌 (64), 21～24, 2009. 

 

 

 

 

 



 

その他 

 

1. 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), 宮下有恒(1), 森永一喜(2),伊藤明代

(1), 亀山敦史(1), 武田友孝(1), 中島一憲(1) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における歯科医師臨床研修医

の診療状況, 日歯医学会誌 61(5), 501, 2008. (1)東歯大・千病・総合診療科,(2)歯内療法 

 

2. 天谷哲也, 平井義人 : 臨床のヒント Q&A 保存修復系 う蝕検知液で染色したとき、薄くピンク色に染まった象牙質

は削去しなくても良いと参考書に書いてありますが、どの程度までなら残せるのかよくわかりません。また、その際

に使用するバーの種類も教えてください, 歯科学報 108(5), 444～445, 2008. 

 

3. 高橋 賢, 澁川義幸(1), 仁科牧子(2), 平井義人, 石上惠一(3), 田﨑雅和(1) : 咬合が刺激負荷時の重心動揺に与え

る影響, 歯科学報 108(4), 93, 2008. 脳科学研 (1)生理,(2)水病・内科,(3)スポーツ歯 

 

学会抄録 

 

1. 亀山敦史, 角田正健(1) : 口腔乾燥症状を伴った口臭患者に漢方エキス剤を併用した一例, 第 3 回学術大会プログ

ラム・抄録集, 20, 2008. (口鼻臭臨床研究会第 3 回学術大会, 札幌市) (1)千病・総合診療科 

 

2. 津久井 明(1), 篠木 毅(2), 加藤純二 : Er:YAG レーザーと TCPS による歯周炎へのアプローチ, 日レーザー歯会誌 

19(2), 92, 2008. (第 19 回日本レーザー歯学会 学術大会, 横浜市) (1)神奈川県,(2)埼玉県 

 

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

する殺菌効果, 日レーザー歯会誌 19(2), 96～97, 2008. (第 19 回日本レーザー歯学会 学術大会, 横浜市) (1)微生物 

 

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

する殺菌効果, 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)

微生物 

 

5. 宮崎英隆(1), 加藤純二, 長田哲次(2), 奥寺 元(3), 渡辺 久(4), 橋本賢二(2) : グリセオール局所注入法を併用したレ

ーザー手術, 日レーザー歯会誌 19(2), 99, 2008. (第 19 回日本レーザー歯学会 学術大会, 横浜市) (1)東医歯大・院・

口外,(2)浜松医大・医・歯口外,(3)東京都,(4)東医歯大・院・歯周病 

 

6. 福岡博史(1), 西原雅史(1), 工藤英仁(1), 小山悠子(1), 福岡 明(1), 砂川正隆(2), 野呂明夫(3), 亀山敦史 : 満足度の

高いインプラント治療のための統合医療, 日歯東洋医会誌 27(1/2), 67, 2008. (第 25 回日本歯科東洋医学会学術

大会, 大阪市) (1)東京都,(2)昭和大・医・第一生理,(3)千病・総合診療科 

 

7. 角田正健(1), 高橋俊之(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), 野村武史(3),       
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12. 加藤純二, 畑山 均(1), 井上 享(1), 平井義人 : 歯科領域におけるレーザーの応用 波長 405nm 半導体レーザー
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素研 (1)東歯大・学生 

 



4．小児歯科学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

 新 谷 誠 康 歯の形成不全症の分子生物学的研究（Ａ08-0450-1） 

客員教授 石   四 箴  

准 教 授 関 口   浩 エナメル質形成不全歯の発症機序の解明（Ａ07-0450-1） 

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

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

 今 井 裕 樹 白色海綿状母斑の遺伝学的研究（Ａ01-0450-2） 

 福 山 達 郎 側方歯群の位置的変化に関する累年的研究（Ａ02-0450-1） 

 原   麻 子 シーラント填塞時のフッ化物塗布効果について（Ａ08-0450-3） 

助  教 久保田 智子 ダウン症候群と歯周炎に関する研究（Ａ06-0450-8） 

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

受託研究員 白   玉 娣 歯胚および歯根形成期のRANKL,OPG,TNF-alphaの発現について（Ａ07-0450-5）

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

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

 長 野 智 子 歯科大学病院小児歯科臨床における外傷に関する意識調査(A06-0450-6) 

 四ッ谷 賀央里 歯科用CTを用いた永久歯の排列予測(A06-0450-05) 

 高 橋 直 子 シーラント填塞時のフッ化物塗布効果について（Ａ08-0450-3） 

大学院生 佐野 由美子 Treponema denticolaのプロテアーゼ活性の発現機構について（Ａ07-0450-3）

 泉 水 祥 江 低酸素環境下における幼若歯髄細胞の細胞応答（Ａ07-0450-4） 

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

 福 原 郁 子 歯胚および歯根形成期のRANKL,OPG,TNF-alphaの発現について（Ａ07-0450-5）

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

 村 松 英 美 授乳法別にみた乳歯の歯槽部・口蓋の形態的相違について(A07-0450-2) 

 山 下 治 人 歯根膜由来の幹細胞における分化機構の解析(A08-0450-4) 

 石岡 みずき 各種フリーラジカル関連酵素の動態に関する研究(A08-0450-5) 

 米 倉 智 子 歯の分子進化に関する研究(A08-0450-6) 

 

2．成果の概要 

1）Morphometric and immunohistochemical investigation of tooth development in rats prenatally 

exposed to ethanol（Ａ04-0450-3） 

本研究の目的は、ラット大臼歯発育に関してエタノールの影響を明らかにすることである。妊娠中

のエタノール摂取が仔ラットの歯の大きさと形態に及ぼす影響について、形態計測学的および走査電

子顕微鏡的に検証した。また、胎児期にエタノール暴露された歯胚におけるBMP-4とFGF-2の発現を

免疫組織化学的に検証した。その形態計測の結果、臼歯近遠心径については実験群と対照群に有意な

差は認められなかった。また、走査電子顕微鏡による観察の結果、実験群と対照群の間に特に形態学

的な変化は見られなかった。BMP-4及びFGF-2の免疫染色の結果、実験群と対照群の間に顕著な染色



性の差異は認められなかった。 

Pediatr Dent J 19(1), 1～8, 2009 

 

2) Morphological characteristics on the mandibular fused deciduous anterior teeth with 

Micro-CT 

本研究の目的は、Micro-CTを用いて、下顎乳前歯癒合歯の形態学的特徴を明らかにすることであ

る。試料は日本人下顎乳中切歯と乳側切歯の癒合歯５本および下顎乳側切歯と乳犬歯の癒合歯４本

である。これら試料について、Micro-CT装置を用いて撮影し、解剖学的歯冠の三次元立体画像を再

構築した。二次元スライス画像を作製し、それぞれの断面上で唇側および舌側癒合部の展開角、エ

ナメル質厚径、象牙質厚径を計測し、癒合部の形態を観察した。下顎乳中切歯と乳側切歯癒合歯の

舌側癒合部ならびに下顎乳側切歯と乳犬歯癒合歯の唇側癒合部は有意に展開角が鋭角でありエナ

メル質も薄いことから、この部の十分な精査が肝要である。下顎乳中切歯と乳側切歯の歯髄腔最短

距離は乳犬歯に比べ小さく、象牙質厚径が薄い傾向にある。歯冠外形に比べ歯髄腔が大きく、硬組

織厚径が薄い乳歯に対して窩洞形成を行う際、象牙質厚径は窩洞の深さの決定に重要な指標となる。

乳前歯癒合歯の癒合部は臼歯咬合面の小窩裂溝と類似した形態を有し、齲蝕の初発・好発部位とな

ることから癒合部に対しては、窩溝填塞の早期実施が望ましいと考える。 

Pediatr Dent J 19(1), 15～24, 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 

藥師寺 仁 

今井 裕樹 

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

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

China Shi, Sizen 

関口  浩 DNA diagnosis of amelogenesis 
imperfecta 

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

Finland Alaluusua，Satu

米津 卓郎 Effect of feeding methods on 
dental arch parameters 

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

U. S. A Levy, 
Steven M. 

米津 卓郎 Tooth size‐arch length 
relationships in the primary 
dentition 

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

U. S. A Bishara,  

Samir E. 

藥師寺 仁 

米津 卓郎 

乳児の授乳法別にみた哺乳運動

および口蓋形態の比較 

国際医療福祉大学 太田原市 江幡 芳枝 

藥師寺 仁 

米津 卓郎 

おしゃぶりの使用状況と乳歯列

咬合との関連性について 

松本歯科大学 塩尻市 宮沢 裕夫 



4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

米津 卓郎 乳児の授乳法別にみた哺乳運動および口蓋形態の比較 コンビ株式会社委託研究費 

 

5．教育講演等教育に関する業績、活動 

   教育講演 

講演者 年月日 演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2008. 6.14 児童牙歯外傷与診断治療 中華口腔医学会児童口腔医学会

2008年国家継繚教育項目指定学

術会 

中国 

西安市 

藥師寺 仁 2008.10. 5 少子社会の小児歯科－口腔領域を

通しての育児支援－ 

日本小児歯科学会第23回関東地

方会大会・総会 

千葉市 

新谷 誠康 2008. 6.25 歯の形成障害 歯科医学臨床会 東京 

新谷 誠康 2008.10.27 歯の形成障害 横浜小児歯科研究会 横浜市 

関口   浩 2008. 7.10 乳幼児の不正な歯並び・噛み合

わせに対する対応 

子どもの歯の健康フォーラム

2008 

千葉市 

関口   浩 2008.10.11

～13 

切歯萌出期の咬合誘導 東京歯科大学広島県支部会 広島市 

関口   浩 2008.10.17

～19 

Pediatric occlusal therapy 
(Lecture and Table clinic) 

インドネシア・東バリ歯科医師

会および特定非営利活動法人

(NPO法人)ピープルズ・ホープ・

ジャパン 

インドネ

シア 

バリ州 

関口  浩 2008.11.29 小児の咬合育成について 上越ならびに柏崎市歯科医師会 上越市 

米津 卓郎 2008. 7.28 おしゃぶりについて 横浜小児歯科研究会 横浜市 

米津 卓郎 2008. 11. 1 低年齢児に対する歯科健康診査 東京歯科大学愛媛県支部会 松山市 

   

   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

関口  浩 2009.3.1 平成20年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者・ST責任者 千葉市 

福山 達郎 2009.3.1 平成20年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 器材責任者 千葉市 
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5． 口腔外科学講座 
 

プロフィール 
1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 柴原 孝彦 口腔再建と機能評価（Ａ98-0470-1） 

マイクロアレイを用いた口腔癌の診断および治療 

次世代口腔癌診療システムの構築 

 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学，機能学および遺伝学的研究 

 髙野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子の同定 

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

（Ａ98-0470-1） 

 

講 師 

片倉  朗 

中野 洋子 

唾液による口腔癌のスクリーニング検査の開発 

口蓋裂患者の音声言語学的研究 

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

 須賀賢一郎 顎顔面変形症患者の顎運動機能が顎顔面形態に及ぼす影響 

（Ａ97-0480-2） 

 笠原 清弘 口腔癌手術におけるSIRSと術後合併症についての検討 

 山内 智博 超薄膜HAコーティングインプラントの骨形成過程に関する研究 

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

  口腔癌に対するヨード生体染色の有用性について 

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

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

ムコピー数とヘテロ接合性消失の解析（Ａ07-0460-9） 

 澁井 武夫 口唇裂・口蓋裂児におけるエピジェネティックモディフィケーショ

ンの解析 

 江口  淳 口腔外科疾患の周術期における臨床栄養に関する検討 

 藥師寺 孝 NBIシステムを用いた口腔粘膜疾患の診断法の確立 

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

について（Ａ08-0460-1） 

 高木  亮 VELスコープシステムを用いた口腔粘膜病変の評価 

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

レジデント 恩田 健志 口腔癌関連遺伝子タンパクの同定ならびに機能解析 

 河内 康之 乳幼児外傷の統計学的研究 

 小林 史明 顎顔面形態と咬合分布に関する研究 

 森谷有三英 当院における顎骨再建用プレート使用についての統計学的研究 

 若林  学 顎関節症患者における関節円盤の形態学的観察 

 作間  巧 口腔癌関連遺伝子の発現解析および機能解析 

 村松恭太郎 

山本 雅絵 

菅原 圭亮 

歯周病原菌vaccine免疫の心冠動脈を含む動脈疾患への影響 

顔面の非対称性に関する顔貌形態と骨格形態との関連性に関する研

究 

頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝子多型解析とその臨床応用に関する研

究 

 柴野 正康 

 

高橋 真言 

丸山 友恵 

非接触型三次元計測装置を用いた顎顔面軟組織の計測および分析

（Ａ06-0460-1） 

顔面非対称の術後の安定性に関する研究 

下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関する臨床的研究（Ａ97-0470-2）



 高山 裕樹 口腔扁平上皮癌における破骨細胞性骨吸収の解析 

大学院生 黒岩  司 口腔癌におけるマッピングアレイを用いた全ゲノム上の解析 

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

 石井 啓裕 口腔粘膜ステムセル研究 

 — レーザー創傷モデルにおける標識細胞の局在性 

 小杉 謙介 ラットにおける骨粗鬆症の顎関節への影響 

 河地  誉 口腔源平上皮癌患者における遺伝子多型に関する研究 

 田村 直樹 骨接合プレートの有限要素法を用いた応力解析 

 吉田 秀児 顎裂部骨移植患者の術後骨架橋評価に関する研究 

 金子早知子 

大野 圭介 

引田 正宣 

顎変形症患者における手術前後の構音に関する研究（Ａ08-0460-8）

口腔癌に対するHPVの関連性についての研究 

口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

専 攻 生 

 

原瀬 裕一 

中本 大介 

宗宮 英希 

江里口 雅 

拡大内視鏡を応用した口腔粘膜の微細血管網の観察 

全ゲノム増幅を用いた悪性黒色腫患者の血清FreeDNAの LOH解析 

培養骨膜細胞を用いた骨再生療法の検索 

二段階口蓋形成術と歯科矯正治療を施行した片側完全唇顎口蓋裂患

者の口蓋発育と咬合（Ａ06-0460-3） 

 

2. 成果の概要 

1) マウス二次口蓋発生におけるMedial edge epithelium消失の観察 

In vivo/vitro ともに、癒合部の鼻腔側、または口腔側に底辺を置く三角形状の上皮細胞塊

すなわち上皮トライアングルが胎齢14日 15時間頃から形成され、上皮細胞塊中の一部はアポ

トーシスとして消失すること、または一部はいわゆる体腔内に排出される事で上皮索の消失を

担っていることなどを研究している。二次口蓋発生において、左右の口蓋板先端の上皮同士が

接触し形成される medial edge epithelium(以下、MEE)は、一定の時期に消失することで間葉

組織が交通し、口蓋板の癒合が完了する。この現象は古くから観察されているものの、MME 消

失のメカニズムは未だ明らかにされていない。今回我々は、上皮トライアングルの形成と MME

消失に関与していると予測される細胞移動に着目し、左右の口蓋板の接触後MMEを構成する上

皮細胞が、どの部位からどの方向に移動するか、あるいはアポトーシスとどのような関連があ

るかを明らかにする目的で三次元的な観察を行った。結果として口蓋板の接触後より、MME 幅

の狭小化がみられ、鼻腔側と口腔側との両方向に上皮トライアングルが形成された。アポトー

シス小体は二次口蓋全域にほぼ規則的に存在し、狭小化したMME内よりトライアングル中に多

く認められた。上皮の消失は硬口蓋前方から軟口蓋にかけて一方向的に順次行われるのではな

く、口蓋板の接触を契機に同時多発的に行われていた。以上よりマウス二次口蓋発生において

口蓋板接部に形成されたMMEは単一の機構で消失するのではなく、鼻腔側/口腔側に向かう細胞

移動によりその幅を狭小化させるもの、アポトーシスで消失するもの、体腔に排出されるもの

と複合的な消失機構が働いているのではないかと考えられる。 

日口腔外会誌 55(2), 54～60, 2009 

 

2) 舌扁平上皮癌におけるAffymetrix 10K SNP Mapping Arrayを用いた全ゲノムヘテロ接合性

消失（LOH）の解析 

Affymetrix 10K SNP Mapping Arrayを用いたDNAマッピングアレイ解析は、全ゲノム上の詳



細かつ網羅的なLOH解析を行うことが可能である。乳癌、膀胱癌、前立腺癌、骨肉腫、肺癌、

口腔癌由来細胞株等でこのアレイの有用性は証明されているが、口腔扁平上皮癌における報告

はほとんどなされていないのが現状である。そこで、今回我々は同アレイを用いた全ゲノムLOH

解析を行い、同定された領域に対してさらに詳細な解析を行うことを目的とした。細胞株は舌

由来細胞株５種およびヒト正常口腔粘膜由来細胞株２種を用い。臨床検体は当科を受診した舌

癌患者３０例の腫瘍組織、およびそれに対応する正常組織を用いた。 

全ゲノムLOH解析の結果、1q31.1領域にコピー数の減少（コピー数：１）を認め、LOHの存

在が示唆された。３０例全例において、1q31.1 領域に存在するマイクロサテライトマーカー

（D1S1189、D1S2151、 D1S2595) を用いた LOH 解析を行った結果、D1S1189:18/30 (60%)、

D1S2151:16/30 (53%) 、D1S2595:21/30 (70%) とこの領域に高頻度にLOHが認められた。さら

に、この領域には、FAM5C遺伝子が存在しており、Real-time quantitative RT– PCRの結果、

舌癌由来細胞株5種において全例で、正常細胞株と比較し明らかな発現の低下が認められ、臨

床検体15例においても正常組織と比較し、有意に発現の低下が認められた。 

FAM5C 遺伝子に関する報告はほとんどなされていないのが現状である。今回の我々の研究に

より、1q31.1領域にLOHの存在が認められ、この領域に存在するFAM5C遺伝子は癌抑制遺伝子

である可能性が示唆された。 

日口腔外会誌 54(5), 316～322, 2008 

 

3) 口腔扁平上皮癌患者における血清DNAのマクロサテライト解析 

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

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

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

想される。本研究では、このLOH、MSIの局在情報を癌細胞の指紋と考え、口腔扁平上皮癌にお

ける循環血清中の循環腫瘍DNAにおける対立遺伝子不均衡（腫瘍LOH、MSI）の有無を検索した。

さらに予後との関連について検討した。当科において外科的切除を行った20症例の口腔扁平上

皮癌患者を対象とした。20症例の外科的切除した腫瘍組織と正常組織、ならびに術前と術後1

か月の血清から抽出したDNAを用い、得られたDNAについて、第2・3・21番染色体上に散在す

る9か所のマイクロサテライト領域をPCR-LOH法により解析した。また、循環血清中の循環腫

瘍DNAが予後予測因子になり得るか考察を行った。口腔扁平上皮癌患者の90%（18/20）に、腫

瘍DNAと対応する同一の血清DNAに対立遺伝子不均衡が認められた。対立遺伝子不均衡は術後

1か月で50%（10/20）に検出された。術前に対立遺伝子不均衡をもつ患者（n=18）の中で8人

（44%）は術後血清中に対立遺伝子不均衡が消失しており、再発、転移の罹患がなく予後良好で

あった。術後１か月の血清において対立遺伝子不均衡を認めた患者（n=10）のうち７人(70%)

の患者において再発、転移、死亡が認められ予後不良をたどった。また、腫瘍DNAと術前、術

後の血清DNAそれぞれに認められる対立遺伝子不均衡の領域が共通して2q上に認められた。さ

らに予後不良例全例で術前、術後の血清DNAに共通する対立遺伝子不均衡が見られ、同様の2q

上領域に最も多く認められた。結論として、循環腫瘍細胞は血清中に腫瘍DNAの存在に関与す

る可能性があることが示唆された。血清からの染色体異常状況から、口腔扁平上皮癌患者の予

後予測因子として重要な情報として期待され、画像では検出されない微小転移を発見すること

ができる可能性があり、今後はサンプル数を増やし長期的な経過観察、また定期的な採血が必



要と考える。 

Oncol Rep 20(5), 1195～1200, 2008 

 

4) 粘膜悪性黒色腫における全ゲノム増幅を用いた血漿DNA中におけるマイクロサテライト変

異の特定 

粘膜悪性黒色腫は悪性腫瘍の中で予後が最も悪い癌の一つである。一般に担癌患者の循環血

液中において腫瘍free DNAの増加することが知られている。そこで本研究は血漿DNA中におけ

る腫瘍free DNAの有無を、白血球中（正常組織由来と考える）のDNAと比較して腫瘍に特異的

なマイクロサテライト変異（loss of heterozygosity: LOH）を検索し、頭頸部粘膜悪性黒色腫

の予後予測診断に有効な方法となり得るか解析した。放射線医学総合研究所・重粒子医科学セ

ンター病院を受診した 17 症例の粘膜悪性黒色腫患者を対象とした。循環血液中から血漿 free 

DNAを抽出し、全ゲノム増幅を行った。17例中12例（70.6%）において少なくとも1か所以上

の遺伝子座位にLOHが認められた。再発または遠隔転移を認めた症例は17症例中3例で、これ

ら全例（100%）にLOHが認められた。4個のマイクロサテライトマーカーLOHが有意に認められ、

それぞれD1S243、D6S311、D9S161、D19S246であった。本研究は血漿を試料とし、全ゲノム増

幅法を用いて極微量なfree DNAを増幅し、その後PCR-LOH法を用いて癌に由来するDNAである

ことを検証し、特異的なマイクロサテライト領域の特定に成功した。循環腫瘍free DNAを用い

たLOH解析は、今後、癌の予後予測や早期診断のスクリーニング検査の有力な方法になり得る

可能性があることを明らかにした。 

Bull Tokyo Dent Coll 49(2), 77～87, 2008 

 

5) 唾液による口腔癌のスクリーニング検査 －プロテオームによるバイオマーカーの解析－ 

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

査の開発を行ってきた。今回、二次元電気泳動法、peptide-mass fingerprinting 法によって

口腔癌の全唾液で特徴的に変化するバイオマーカーの同定を行った。その結果、口腔癌患者の

術前全唾液から検出され、術後全唾液および健常者全唾液から検出されない口腔扁平上皮癌と

関係のあると考えられるタンパク質スポットは10個であった。 その中で、口腔癌患者の唾液

のみで検出される enolase 1 が同定された。enolase 1 は口腔扁平上皮癌組織では健常組織に

比べて強く発現していることが、免疫組織化学染色で確認された。このことから、enolase 1

は唾液中に出現する口腔癌のバイオマーカーとしての有用性が示唆され、口腔癌組織に由来し

ている可能性が考えられた。 

頭頚部癌 34(4), 503～507, 2008 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

山本 信治 

高木  亮 

別所 央城 

恩田 健志 

口腔癌における重粒子線照

射治療の基礎的，臨床的研究

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 口腔癌関連遺伝子の同定と 千葉大学医学部 千葉市 丹沢 秀樹 



作間  巧 アミノ酸解析について 歯科口腔外科 

柴原 孝彦 

山本 信治 

 

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

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

India Chitta R 
Choudhury 

柴原 孝彦 

片倉  朗 

神山  勲 

口腔悪性腫瘍に対する光線

力学療法の応用 

早稲田大学理工学総合研究

センター  

東京 宗田 孝之 

内山 健志 

須賀賢一郎 

渡邊  章 

 

日本人骨格性下顎前突症患

者における候補遺伝子の解

析 

長崎大学大学院  

医歯薬学総合研究科  

原爆後遺障害医療研究施設 

分子医療部門 変異遺伝子解

析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦孝一郎 

秋田 定伯 

平野 明喜 

内山 健志 

渡邊  章 

中野 洋子 

引田 正宣 

日本人口唇裂・口蓋裂患者に

おける候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院  

医歯薬学総合研究科 

原爆後遺障害医療研究施設 

分子医療部門 変異遺伝子解

析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦孝一郎 

秋田 定伯 

平野 明喜 

柴原 孝彦 

野村 武史 

高山 裕樹 

顎骨浸潤モデルを用いた

PTHrP, TGF-βの相乗作用

による顎骨浸潤のメカニズ

ムの解明 

慶応大学医学部 

病理学教室 

東京 坂本 亨宇 

髙木多加志 

山本 雅絵 

田村 直樹 

顎顔面変形症の形態，機能異

常の３次元的評価と治療予

測 

株式会社ユニスン 大阪市 村本 陸司 

髙木多加志 

椎木さやか 

山本 雅絵 

顎変形症の三次元的診断と

治療計画 

マテリアライズ・デンタル・

ジャパン 

Belgium Materialise社 

船橋市 

Belgium 
尾崎 浩明 

Marian 
Duron 

髙木多加志 

 

Tempolary  Anchorage 
Devices:TADs 関連機器の開

発と改良 

株式会社プロシード 東京都 大串 和幸 

片倉  朗 

神山  勲 

高木  亮 

口腔白板症に対する緑茶カテ

キンの効果に関する臨床的検

討 

(株)伊藤園中央研究所 榛原市 提坂 裕子 

米津 博文 

小杉 謙介 

ラットにおける骨粗鬆症の

顎関節への影響 

日本大学歯学部放射線科 東京都 本田 和也 

米津 博文 オーラルリハビリテーショ

ンロボットによる顎関節症

咀嚼筋障害への対応 

朝日大学歯学部歯科放射線学

分野 

岐阜県 

本巣郡 

勝又 明敏 

藤下 昌己 

柴原 孝彦 

野村 武史 

顎骨浸潤メカニズムの解析 北京大学口腔外科 中国 Wei Zhang 

 

柴原 孝彦 

菅原 圭亮 

Betel nuts 誘発口腔癌の解

析 

Chmei Hospital 台湾 顔  欽堉 

柴原 孝彦 

片倉   朗 

高木  亮 

VELスコープの臨床治験 株式会社松風  京都府 田村 雅巳 

 

 

 



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 

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

チセンター補助金(第7) 

片倉  朗 口腔アンチエイジングによる生体防御～唾

液プロテオミクスによる口腔癌の早期発見

私立大学等経常費補助金 特別補助  

ハイテクリサーチセンター補助金（第7） 

片倉  朗 口腔外科手術手技の学習支援システムの開

発 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補助

大学教育高度化推進特別経費 

澁井 武夫 

 

口唇裂・口蓋裂児におけるインプリンティ

ング遺伝子の発現変化を探るプロジェクト

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

薬師寺 孝 口腔粘膜疾患における拡大内視鏡を応用し

た診断法の確立 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

山本 信治 口腔癌におけるマッピングアレイを用いた

全染色体上の構造異常の解明 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

池田 千早 口腔扁平上皮癌におけるアポトーシス阻害

遺伝子 Survivin の発現について 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

池田 千早 下歯槽神経障害に対する電気生理学的神経

機能評 

大学院基盤整備、拠点重点化支援研究科特

別経費 

柴原 孝彦 

片倉   朗 

高木   亮 

VELスコープの臨床治験 株式会社松風 共同研究費 

柴原 孝彦 重粒子線頭頸部治療班臨床試験研究 独立行政法人放射線医学総合研究所 重粒

子線頭頸部治療班 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

 受 賞 

受賞者名 年月日 賞  名 テーマ 学会・団体名 

片倉   朗 2008.10.29 ゴールドリボ

ン賞 

唾液を用いた口腔癌のス

クリーニング検査－プロ

テオームによる enolase1

の発現の解析－ 

第53回日本口腔外科学会総

会 

片倉   朗 2009. 1.29 優秀賞ポスタ

ー賞 

 

がんプロフェッショナル

養成プランによる本学に

おける『口腔がん専門医養

成コース』の概要 

第27回日本口腔腫瘍学会

総会・学術大会 

山本 信治 2009. 3. 1 平成20年度学

会奨励賞 

口腔扁平上皮癌における

第 2･3･21 番染色体上のヘ

テロ接合性消失の解析 

日本口腔外科学会 日本

口腔科学会雑誌 57(3), 

253～260, 2008 

片倉   朗 2008.11.29 特許 口腔内腫瘍改善または治

療用軟膏 
出願番号 特願2006-139

860 

米津 博文 2008. 7.26 ポスター発表

優秀賞 

顎関節形態における

Indian Hedgehog とGli3
の役割 

第21回日本学関節学会総

会・学術大会 

 

 



柴原 孝彦 2008.10.23 学長賞 Recent trend of oral 
cancer management 

47th Congress of the  
Korean Association of
Maxillofacial Plastic  
and Reconstructive S 
urgeons 韓国 

柴原 孝彦 2009. 3. 7 学長賞 Recent trends in oral  
cancer management 21th annual meeting of 

Taiwan's Oral and max 

illofacial association 
 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

片倉   朗 2009. 1.10 口腔がん・口腔粘膜疾患検診

の普及とその標準化の構築 

第 20 回歯科医学を中心とし

た総合的な研究を推進する

集い 

東京都 

野村 武史 2008. 4.13 日本における歯原性腫瘍の

発生状況に関する研究（日本

口腔腫瘍学会 歯原性腫瘍

ガイドライン検討委員によ

る集計報告） 

第62回日本口腔科学会総会 福岡市 

柴原 孝彦 2008. 5.17 当講座における上皮内癌の

早期発見・診断への取り組み

－NBIシステムによる口腔粘

膜の微細構造－ 

第97回日本病理学会総会 金沢市 

柴原 孝彦 2008.10.23 Recent trend of oral 
cancer management 

47th Congress of the 
Korean Association of 
Maxillofacial Plastic and 
Reconstructive Surgeons 

釜山 

柴原 孝彦 2008.10.24 Reconstructions of oral  
cancer defects 

47th Congress of the 
Korean Association of 
Maxillofacial Plastic and 
Reconstructive Surgeons 

釜山 

柴原 孝彦 2008.11.15 口腔がん検診の普及に向け

て 

第21回日本歯科医師会総会 横浜市 

柴原 孝彦 2008.11.16 社）日本口腔外科学会におけ

る禁煙推進の取り組み 

第３回禁煙科学学会 東京 

柴原 孝彦 2009. 1.29 口腔早期がんの新たな見つ

け方 －拡大内視鏡による

観察－ 

第 27回日本口腔腫瘍学会 宇都宮市 

柴原 孝彦 2009. 1.30 どこまで切除するか、エナメ

ル上皮腫 
第 27回日本口腔腫瘍学会 宇都宮市 

柴原 孝彦 2009. 3. 7 Recent trends in oral  
cancer management 

21th annual meeting of 
Taiwan's Oral and 
maxillofacial association 

台北市 

 

 

 



6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者   

（著者） 
年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

柴原 孝彦 2009. 3. 9 “Action program in our 
department” Speaker 

Chi-Mei hospital Taiwan 

片倉   朗 2008. 4.22 歯科医師が行なう口腔が

ん検診の普及にむけて 

柏歯科医師会 学術講演

会 

柏市 

柴原 孝彦 2008. 5.24 外科的矯正治療における
Computer Aided 
Surgery(CAS)“CAS とは”

第 2 回 ACMF セミナー  東京都 

髙木多加志 2008. 5.24 外科的矯正治療における
Computer Aided 
Surgery(CAS) 顎変形症

の手術シミュレーション

システムと手術手技 

第 2 回 ACMF セミナー  東京都 

片倉   朗 2008. 5.25 見直そう口腔外科疾患の

診断と基本手技 難抜歯

の診断 

TDC卒後研修セミナー2008 東京都 

柴原 孝彦 2008. 4.13 『日常臨床で行う口腔外

科処置』 

足立区歯科医師会 東京都 

柴原 孝彦 2008. 4.27 『口腔がんの見分け方 

－検診をめざして－』 

群馬県歯科医師会 群馬 

柴原 孝彦 2008. 5.10 『口腔癌の予防と制御に

向けて』 

大阪歯科大学同門会 大阪市 

柴原 孝彦 2008. 5.25 『口腔軟組織疾患の診

断』 

TDC卒後セミナー 

 
東京都 

柴原 孝彦 2008. 6.21 『日常臨床における神経

損傷とその対応』 

新潟大学歯学部口腔外

科・麻酔科同門会 
新潟 

柴原 孝彦 2008. 6.24 『口腔がん検診－粘膜疾

患の見分け方－』 

三鷹市歯科医師会 東京都 

柴原 孝彦 2008. 7. 3 『口腔粘膜疾患の診断』 柏市歯科医師会 柏市 

柴原 孝彦 2008. 7. 6 『口腔がん検診の普及に

向けて』 

伊勢地区歯科医師会 伊勢市 

髙木多加志 2008. 7.20～7.21 外科的矯正治療における

SimPlantOMS の実際 －2
次元から 3 次元へのパラ

ダイムシフト－ 

SimPlant Academy 
Conference JAPAN 2008 

東京 

柴原 孝彦 2008. 7.24 『口腔外科処置の基本術

式と注意点 －もし危な

い事態に陥ったら－』 

東京都卒後研修セミナー 東京都 

片倉   朗 2008. 7.26 口腔ガン検診事業研修会 千葉市歯科医師会 学術

講演会・モデル事業講演会 

千葉市 

柴原 孝彦 2008. 8. 9 『口腔がんの制御に向け

て －がん検診の普及

－』 

宮崎同窓会 宮崎市 

柴原 孝彦 2008. 9. 4 『口腔がんのお話』 市民公開講座 千葉市 

柴原 孝彦 2008.10. 5 『気になりませんか口の

なか－口の中にもがんは

できるの－』 

青森市歯科医師会市民公

開講座 
青森市 



髙木多加志 2008.10.19 「安全な骨切り術」 第 52 回（社）日本口腔外

科学会総会 ハンズオン

コース 

徳島市 

片倉   朗 2009.11. 9 感染予防に必要な知識と

その実践 
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ、

（株）松風 歯科医院のた

めの感染制御セミナー 

東京都 

片倉   朗 2008.11.13 歯科医院における医療面

接 

（社）印旛郡市歯科医師会 

生涯研修講演会 

成田市 

片倉   朗 2008.12.11 口腔がん検診に必要な知

識と検診の実際 

 

夷隅郡市歯科医師会 郡

市歯科医師会支援特別事

業 

いすみ市 

片倉   朗 2009. 1.21 外科的処置における日常

的問題 

浦和歯科医師会 水曜会 さいたま市

柴原 孝彦 2009. 1.23 『神経損傷の診断と治

療』 

 

昭和大学口腔外科 東京都 

柴原 孝彦 2009. 2. 8 『口腔がん・口腔粘膜検

診の必要性』 

同窓会滋賀県支部総会 滋賀 

柴原 孝彦 2009. 2.23 『口腔粘膜疾患は誰が診

るの』 

東京都日本橋歯科医師会 東京都 

片倉   朗 2009. 3. 4 わが国における口腔がん

の発生の動向とその対応

 

千葉市歯科医師会 口腔

がん検診モデル事業講演

会 

千葉市 

野村 武史 2009. 3. 5 明日から始められる感染

予防対策-必要な知識と

その実践- 

滋賀県歯科医師会 大津市 

髙木多加志 2009. 2.25 第 1 回インプラント矯正

治療に関する勉強会 
東京歯科大学 東京都 

髙木多加志 2008.11.13 第 2 回東京歯科大学外科

的矯正治療勉強会 
東京歯科大学 東京都 

髙木多加志 2009. 3.12 第 3 回東京歯科大学外科

的矯正治療勉強会 
東京歯科大学 東京都 

髙木多加志 2008. 6.18 変形症治療の早期下顎運

動を目指して Locking 
Plate System による顎間

固定からの解放 

第 18 回日本顎変形症学会

総会 

名古屋市 

 

教育ワークショップ等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

高木   亮 2008. 5.17～18 第 23回東京歯科大学カリキュラム

ワークショップ 

参加者 千葉市 

高木   亮 

椎木さやか 

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 

参加者 千葉市 

片倉   朗 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 

片倉   朗 2009. 1.26 第８０回「大学教育改革プログラム

合同フォーラム参加報告：大学院教

育改革支援プログラム」 

講師 千葉市 



片倉   朗 2008. 8. 5 がんプロフェッショナル養成プラン

「チーム医療ワークショップ」 

講師・タスクフ

ォース 

府中市 

柴原 孝彦 2008. 5. 2 東京歯科大学カリキュラム研修ワー

クショップ「TAのためのワークショ

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 

髙木多加志 2008. 6. 1 日本大学歯学部 OSCE 評価者 東京都 

須賀賢一郎 2008. 7.24 明海大学歯学部 OSCE 評価者 坂戸市 

柴原 孝彦 2008. 9.23 鹿児島大学 OSCE 評価者 鹿児島市

米津 博文 2008. 9.27 九州大学歯学部 OSCE 評価者 福岡市 

須賀賢一郎 2009. 2.21 岩手医科大学歯学部 OSCE 評価者 盛岡市 

米津 博文 

池田 千早 

須賀賢一郎 

薬師寺 孝 

野村 武史 

神山   勲 

高木多加志 

澁井 武夫 

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 

江口   淳 

高木   亮 

椎木さやか 

2009. 3. 1 平成20年度 東京歯科大学 第4学年 OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

1. 髙野伸夫 : 顎矯正手術のリスクマネージメントにおけるクリニカルパスの役割 当科におけるクリニカルパスの改訂

を通して, 日顎変形会誌 18(1), 1～9, 2008. 原著 

 

2. 田中潤一(1), 市川秀樹(1), 成田真人(1), 伊藤亜希(1), 松崎英雄(1), 大畠 仁(2), 髙野伸夫 : 顎矯正手術のリスクマ

ネージメントにおけるクリニカルパスの役割 当科におけるクリニカルパスの改訂を通して, 日顎変形会誌 18(1), 

1～9, 2008. 原著 (1)東京都立大塚病院・口腔,(2)東京都立府中病院・口外 

 

3. 松崎英雄(1), 齊藤シオン(1), 八木澤潤子(1), 市川秀樹(1), 成田真人(1), 伊藤亜希(1), 田中潤一(1),大畠 仁(2),    

髙野伸夫 : 都立大塚病院口腔科における顎矯正手術の臨床統計的検討 顎矯正治療の変遷, 日顎変形会誌 

18(1), 10～18, 2008. 原著 (1)東京都立大塚病院・口腔,(2)東京都立府中病院・口外 

 

4. 和光 衛(1), 佐野 司(1), 音成(山本)実佳(1), 片倉 朗 : Interpretation of images and discrepancy between 

osteoarthritic findings and symptomatology in temporomandibular joint, The Japanese Dental Science Review 

44(1), 83～89, 2008. 原著 脳科学研 (1)歯放 

 

5. 小林 誠(1), 吉井賢一郎(1), 山口秀晴(1), 末石研二(1), 須賀賢一郎, 内山健志 : 原発萌出不全に対して外科的矯

正により治療を行った 1 症例, 歯科学報 108(2), 143～152, 2008. 原著 (1)矯正 

 

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

Tazaki,M.(5), Inoue,T.(1) : Changes in the homeostatic mechanism of dental pulp with age: expression 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 (1)臨検査,(2)病理,(3)微生物,(4)理工,(5)生理 

 

7. Nakamoto,D., Yamamoto,N., Takagi,R., Katakura,A., Shibahara,T., Mizoe,J.(1) : Detection of microsatellite 

alterations in plasma DNA of malignant mucosal melanoma using whole genome amplification., Bull Tokyo Dent 

Coll 49(2), 77～87, 2008. 原著 (1)National Institute of Radiological Science 

 

8. 黒岩 司, 山本信治, 恩田健志, 別所央城, 藥師寺 孝, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 舌扁平上皮癌におけ

る高密度 SNP Genotyping アレイを用いた全ゲノムコピー数とヘテロ接合性消失の解析, 日口腔外誌 54(5), 316

～322, 2008. 原著 

 

9. Fushimi,k.(1), Uzawa,K.(1), Ishigami,T.(1), Yamamoto,N., Kawata,T.(2), Shibahara,T., Ito,H.(2), Mizoe,J.(3), Tsujii,H.(3), 

Tannzawa,H.(1) : Susceptible genes and molecular pathways related to heavy ion irradiation in oral squamous cell 

carcinoma cells., Radiother Oncol 89(2), 237～244, 2008. 原著 (1)千葉大・大学院医学研究院・臨床分子生物学講

座,(2)千葉大・医・放射線,(3)放医研・病院 

 

10. 吉村 元(1), 幾本英之(2), 西堀陽平(2), 須賀賢一郎, 内山健志, 松坂賢一(3) : 咀嚼嚥下時に異和感を示した過長

口蓋垂の 1 例, 日口腔外会誌 54(6), 386～388, 2008. 原著 (1)国立病院機構東京医療センター 歯科口腔外科,(2)

帝京・口外,(3)臨検査 

 

11. 喜久田利弘(1), 古田 勲(1), 吉澤信夫(1), 大西 真(1), 扇内秀樹(1), 柴田敏之(1), 島原政司(1), 栗田賢一(1),     

柴原孝彦, 瀬戸晥一(1) : 日本口腔外科学会指定研修機関での禁煙対策および会員の喫煙に関する質問票調

査, 日口腔科会誌 54(7), 400～408, 2008. 原著 (1)日本口腔外科学会 



12. 山本信治, 黒岩司, 柿本吉堂, 大鶴光信(1), 片倉 朗, 金子明寛(1), 柴原孝彦 : 口腔扁平上皮癌における第 2・

3・21 番染色体上のヘテロ接合性消失の解析 予後不良因子の可能性, 日口腔科会誌 57(3), 253～260, 2008. 

原著 (1)東海大・八王子病院・口外 

 

13. 野村武史, 松原志津加, 盧 靖文, 片倉 朗, 髙野伸夫, 瀬田修一(1) : 早期舌癌に対するヨード生体染色の有用

性について, 日口腔科会誌 57(3), 253～260, 2008. 原著 (1)口健臨・口外 

 

14. Kakimoto,Y., Yamamoto,N., Shibahara,T. : Microsatellite analysis of serum DNA in patients with oral squamous cell 

carcinoma., Oncol Rep. 20(5), 1195～1200, 2008. 原著 

 

15. 片倉 朗, 作間 巧, 菅原圭亮, 恩田健志, 高木 亮, 神山 勲, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 村松恭太郎, 佐藤 裕(1) : 

唾液による口腔癌のスクリーニング検査 プロテオームによるバイオマーカーの解析, 頭頸部癌 34(4), 503～507, 

2008. 原著 (1)生化学 

 

16. Wakoh,M.(1), Imoto,K.(1), Otonari-Yamamoto,M.(1), Yamamoto,A.(1), Harada,T.(1), Sano,T.(1), Hashimoto,S.(2), 

Shibahara,T. : Image interpretation for squamous cell carcinoma of Stensen duct., Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod. 106(6), 27～32, 2008. 原著 (1)歯放,(2)病理 

 

17. Shibahara,T., Shimono,M.(1) : Morphological evidence of basal keratinocyte migration during the re-epithelialization 

process., Histochem Cell Biol. 130(6), 1165～1175, 2008. 原著 (1)病理 

 

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

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

歯衛会誌 2(1), 96～97, 2008. 原著 (1)東歯大・口外・衛生士,(2)東歯大・口外・看護士 

 

19. Boccia,S.(1), Hashibe,M.(2), Paola,G.(3), Feo,E.(4), Asakage,T.(5), Hashimoto,T.(6), Hiraki,A.(7), Katoh,T.(8), Nomura,T., 

Yokoyama,A.(9), Duijn,C.(10), Ricciardi, G.(1), Boffetta,P.(4) : Aldehyde dehydrogenase 2 and head and neck cancer: 

a meta-analysis implementing a Mendelian randomization approach, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 18(1), 

248～254, 2009. 原著 (1)Institute of Hygiene,(2) Universit&agrave; Cattolica del Sacro Cuore,(3) Institute of Hygiene， 

Universit&agrave; Cattolica del Sacro Cuore,(4)International Agency for Research on Cancer,(5)東大・医・耳鼻,(6)山口大・耳

鼻,(7)愛知がんセ・研究所疫学予防部,(8)産業医大・医・保情,(9)国立久里浜病院・アルコールセンター,(10)Department of 

Epidemiology & Biostatistics 

 

20. Yonezu,H., Yakushiji,T., Suga,K., Takano,N., Uchiyama,T., Wakoh,M.(1) : Vertical Fracture of Mandubular 

Condyle Treated with Intra-articular Pumping Therapy:A Case Report, Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 37～40, 

2009. 原著 (1)歯放 

 

21. Kasahara,K.(1), Yajima,Y.(2), Ikeda,C., Kamiyama,I., Takaki,T., Kakizawa,T.(1), Shibahara,T. : Systemic Inflammatory 

Response Syndrome and Postoperative Complications after Orthognathic Surgery, Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 41

～50, 2009. 原著 (1)口健臨・口外,(2)口腔インプラント 

 

22. 西堀陽平, 吉村 元(1), 田邉陽子(2), 武安嘉大(3), 市ノ川義美(2), 内山健志 : マウス二次口蓋発生における

medial edge epithelium 消失の観察, 日口腔外会誌 55(2), 54～60, 2009. 原著 (1)東京医療センター・口外,(2)帝京

大・口外,(3)東歯大・市病・オーラル 

 



23. 渡部幸央(1), 木瀬章人(2), 呂 宗彦(2), 若林 学, 山本信治, 野村武史, 須賀賢一郎, 米津博文, 中野洋子,   

片倉 朗, 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 東京歯科大学千葉病院口腔外科における平成 18

年度初診患者の臨床統計, 歯科学報 109(1), 50～57, 2009. 原著 (1)東京都立府中病院・口外,(2)東歯大・研修歯科

医師 

 

解      説 

 

1. 片倉 朗 : 一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル`08, 日歯医師会誌 61(8), 945, 2008. 

 

2. 片倉 朗 : 身近な臨床・これからの歯科医のための臨床講座 初診患者の医療面接 患者と良好な関係を構築す

ることが治療成功への第一歩, 日歯医師会誌 61(3), 231～239, 2008. 

 

3. 片倉 朗 : 高齢者歯科医療－歯科医療につながる医学知識－, 日本歯科医師会雑誌 61(8), 947, 2008. 

 

4. 柴原孝彦 : 歯学の進歩・口腔がんの制御に向けて, 歯科学報 109(1), 58～71, 2009. 

 

単行図書 

 

1. 髙野伸夫: 著分担 :プライマリ・ケア歯科医のための医療面接, 診断, 治療 (a)歯を抜いても顎の痛みが止まらな

い 56～61 頁, ヒョーロン・パブリッシャーズ, 東京都, 2008. 

 

2. 野村武史 : 著分担 :口腔外科ハンドマニュアル 2009 (a)初メス体験記～頸部郭清術の初メス 229～232 頁, クイン

テッセンス出版, 東京都, 2008. 

 

3. 内山健志,澁井武夫: 共著 :睡眠学 , 朝倉書店, 東京都, 2009. 

 

4. 内山健志, 澁井武夫 : 共著 :睡眠学 , 朝倉書店, 東京都, 2009. 

 

5. 柴原孝彦: 著分担 :治療学 2 vol43 no2 2009 (a)禁煙 喫緊の課題となった受動喫煙防止 79～82 頁, LIFE 

SCENCE PUBLISHING, 東京都, 2009. 

 

プロシーディングス 

 

1. 高木多加志 : インプラント矯正を安全かつ確実に行うために 基調講演 インプラント矯正の医療としての現状, 矯

臨ジャーナル 24(11), 11～31, 2008. (第 7 回インプラント矯正研究会セミナー, 東京都) 

 

2. 片倉 朗 : Screening Test for Oral Cancer Using Saliva Samples: Proteomic Analaysis of Biomarkers in Whole Saliva, 

Bull Tokyo Dent Coll 49(3), 147, 2008. (平成 19 年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ, 千葉市) 

 

 

 

 

 

 

 



 

その他 

 

1. 柴原孝彦 : イラストで語る clinical science ほんとうは恐ろしい!抜歯・インプラント時の神経損傷 日常臨床で遭遇

する知覚麻痺, Quintessence 27(7), 3～5, 2008. 

 

2. 柴原孝彦 : イラストで語る clinical science ほんとうは恐ろしい!抜歯・インプラント時の神経損傷 神経損傷による麻

痺「治るもの・治らないもの」 , Quintessence 27(9), 3～5, 2008. 

 

3. 柴原孝彦 : ｢麻痺は治る｣と思っていませんか? GP が知らねばならない神経損傷へのケース別対応法, 

Quintessence 27(11), 2479～2486, 2008. 

 

4. 柴原孝彦 : 【禁煙 喫緊の課題となった受動喫煙防止】喫煙と臨床 口腔, 治療学 43(2), 199～202, 2009. 

 

学会抄録 

 

1. 米津博文, 髙野伸夫, 佐野 司(1) : 頬部蜂窩織炎に継発した下顎頭偏位を伴う変形性顎関節症の一例, 日顎関

節会誌 20(1), 55, 2008. (第 20 回日本顎関節学会大会, 仙台市) (1)歯放 

 

2. 久保田一見(1), 中島龍夫(1), 中野洋子, 坂本輝雄(2) : 口唇口蓋裂児に小児歯科医として何ができるか? 今までの

仕事とこれからの展望, 慶應医 85(1), 69, 2008. (第 16 回慶應義塾大学形成外科同門会学術集会, 東京都) (1)慶大・

医・形成外科,(2)矯正 

 

3. 監物 真(1), 片倉 朗, 松坂賢一(1), 井上 孝(1) : 歯科医師会と連携して行う口腔癌検診 ～口腔癌検診における

Thinlayer 法を用いた細胞診の臨床的検討～, 日本口腔検査学会雑誌, 2008. (第 1 回日本口腔検査学会総会, 東

京都) (1)臨検査 

 

4. 髙野伸夫 : 顎変形症の治療について, 歯科学報 108(2), 173, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会, 千葉市) 

 

5. 若林 学, 山本信治, 野村武史, 須賀賢一郎, 片倉 朗, 米津博文, 中野洋子, 高木多加志, 内山健志,      

髙野伸夫, 柴原孝彦 : 東京歯科大学千葉病院口腔外科における平成 18 年度初診患者の臨床統計, 歯科学

報 108(2), 176, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会, 千葉市) 

 

6. 山内智博(1), 佐藤一道(2), 片倉 朗, 山根源之(2), 柿澤 卓(3), 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦, 渡邊 裕(2),    

田中陽一(4), 奥井沙織(2) : 東京歯科大学口腔がんセンター 2 年間のあゆみ, 歯科学報 108(2), 177, 2008. (第

285 回東京歯科大学学会, 千葉市) (1)市病・口腔がんセンター,(2)市病・オーラルメディシン・口外,(3)口健臨・口外,(4)市病・

臨検 

 

7. 篠 珠美(1), 茂木悦子(2), 小高紅美(2), 末石研二(2), 高木多加志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 大臼歯固定に Temporal 

Anchorage Device(TAD)を用いた歯槽性上下顎前突症例, 歯科学報 108(2), 193, 2008. (第 285 回東歯学会, 千

葉市) (1)口健臨・矯正,(2)矯正 

 

8. 中本未央(1), 佐藤一道(2), 山内智博(2), 片倉 朗, 山根源之(3) : 口腔がん患者における術後の薬剤自己管理につ

いて 簡易懸濁法の有用性, 歯科学報 108(2), 196, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会, 千葉市) (1)東京歯大・市川

総合病院・薬局,(2)市病・口腔がんセンター,(3)市病・オーラルメディシン・口外 



 

9. 高木多加志 : 顎変形症治療の早期下顎運動を目指して Locking Plate System による顎間固定からの解放, 日顎

変形会誌 18(2), 7～8, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) 

 

10. 須賀賢一郎, 根本淳, 村松恭太郎, 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 下顎枝矢状分割法におけ

る内側水平骨切りに関する臨床的検討 Obwegeser 法と Hunsuck 法との比較, 日顎変形会誌 18(2), 141, 2008. 

(第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) 

 

11. 篠原 親(1), 高野正行(2), 髙野伸夫, 齊藤 力(3) : 顎変形症の手術前後における頸椎の変化について, 日顎変形

会誌 18(2), 156, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) (1)医療法人・ユニオルソ,(2)口健臨・口外,(3)新潟大・

歯・顎顔面再建学 

 

12. 椎木さやか, 田村直樹, 山本雅絵, 笠原清弘(1), 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 下顎後退症

に対するオトガイ形成術後の安定性, 日顎変形会誌 18(2), 169, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) 

(1)口健臨・口外 

 

13. 田村直樹, 山本雅絵, 椎木さやか, 笠原清弘(1), 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : Locking 

System を用いた下顎枝矢状分割後の安定性, 日顎変形会誌 18(2), 171, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 

名古屋市) (1)口健臨・口外 

 

14. 山本雅絵, 田村直樹, 椎木さやか, 笠原清弘(1), 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 主観的評価と

客観的評価による顔面の対称性評価, 日顎変形会誌 18(2), 172, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋

市) (1)口健臨・口外 

 

15. 高木多加志, 田村直樹, 山本雅絵, 椎木さやか, 笠原清弘(1), 柴原孝彦 : Computer Simulation Surgery の予測

精度の検討, 日顎変形会誌 18(2), 174, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) (1)口健臨・口外 

 

16. 小林 誠(1), 末石研二(1), 須賀賢一郎, 内山健志, 山口秀晴(1) : 原発性萌出不全に対して外科的矯正により治療

を行った 1 症例, 日顎変形会誌 18(2), 195, 2008. (第 18 回日本顎変形症学会総会, 名古屋市) (1)矯正 

 

17. 小泉儀明(1), 坂本輝雄(1), 末石研二(1), 河地 誉, 野村武史, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 左側下顎過形

成を伴う顔面非対称及び骨格性下顎前突症の 1 症例, 日顎変形会誌 18(2), 206, 2008. (第 18 回日本顎変形症学

会総会, 名古屋市) (1)矯正 

 

18. 溝江純悦(1), 長谷川安都佐(1), 高木 亮, 別所央城, 恩田健志, 辻井博彦(1) : 頭頚部癌領域の粒子線治療, 頭

頚部癌 34(2), 143, 2008. (第 32 回頭頚部癌学会, 東京都) (1)放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター病院 

 

19. 片倉 朗, 作間 巧, 菅原圭亮, 神山 勲, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 村松 敬(1), 佐藤 裕(2) : 唾液による口腔癌のス

クリーニング検査 プロテオームによるバイオマーカーの解析, 頭頚部癌 34(2), 192, 2008. (第 32 回頭頚部癌学会, 

東京都) (1)病理,(2)生化学 

 

20. 米津博文, 髙野伸夫, 佐野 司(1) : 下顎頭後部と外耳道前壁との間に生じた血腫の 1 例, 日顎関節会誌 

20(Suppl. ), 110, 2008. (第 21 回日本顎関節学会総会・学術大会, 大阪市) (1)歯放 

 



21. 渋川義宏(1), 米津博文 : 顎関節の形態形成における Indian Hedgehog と Gli3 の役割, 日顎関節会誌 20(Suppl. ), 

129, 2008. (第 21 回日本顎関節学会総会・学術大会, 大阪市) (1)歯周病 

 

22. 吉田秀児, 片倉 朗, 与謝野 明, 黒岩 司, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 小平順可(1), 櫻井 薫(1) : 片側の

過長茎状突起症の 1 例, 日口腔科会誌 57(3), 343, 2008. (第 41 回日本口腔科学会関東地方会, 松戸市) (1)有床義

歯 

 

23. 角田正健(1), 高橋俊之(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), 野村武史,       

亀山敦史(3), 石井拓男(4) : 東京歯科大学千葉病院における研修プログラムに関する検討, 日歯医師会誌 61(5), 

500, 2008. (第 21 回日本歯科医学会学術大会総会, 横浜市) (1)千病・総合診療科,(2)歯麻,(3)保存修復,(4)社会歯 

 

24. 山本信治, 野村武史, 須賀賢一郎, 米津博文, 中野洋子, 片倉 朗, 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫,    

柴原孝彦 : ボーングラフトはゴールドスタンダード 簡単に行える骨移植の実際, 日歯医師会誌 61(5), 512, 

2008. (第 21 回日本歯科医師学会, 横浜市) 

 

25. 高橋真言, 藥師寺 孝, 丸山友恵, 河地誉, 菅原圭亮, 池田千早, 高木 亮, 山本信治, 神山 勲, 江口 淳, 

野村武史, 須賀賢一郎, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 山内智博(1) : 当科における口腔扁平上皮癌症例の

臨床統計的検討, 歯科学報 108(4), 385, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)市病・口腔がんセンタ

ー 

 

26. 吉田秀児, 引田正宣, 村松恭太郎, 澁井武夫, 須賀賢一郎, 中野洋子, 高木多加志, 内山健志 : 三次元 CT

データを用いて顎裂部骨移植術を行った片側性唇顎口蓋裂患者の 1 例, 歯科学報 108(4), 389, 2008. (第 286

回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

27. 須賀賢一郎 : エナメル上皮腫の治療法 顎骨切除法, 日口腔腫瘍会誌 20(3), 165, 2008. (第 26 回日本口腔腫瘍

学会総会・学術大会, 別府市) 

 

28. 野村武史, 河地 誉, 菅原圭亮, 松原志津加, 池田千早, 笠原清弘(1), 須賀賢一郎, 片倉 朗, 髙野伸夫,    

柴原孝彦 : 口底癌 1 次症例の臨床的検討, 日口腔腫瘍会誌 20(3), 201～202, 2008. (第 26 回日本口腔腫瘍学

会総会・学術大会, 別府市) (1)口健臨・口外 

 

29. 山本信治, 作間 巧, 別所央城, 片倉 朗, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 副咽頭間隙に進展した巨大な多

形腺腫の 1 例, 日口腔腫瘍会誌 20(3), 208, 2008. (第 26 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会, 別府市) 

 

30. 高野 Johnny 秀典, 藥師寺 孝, 野村武史, 神山 勲, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 口腔癌早期発見への取

り組み NBI システムを用いた微小血管系の観察, 日口腔腫瘍会誌 20(3), 235, 2008. (第 26 回日本口腔腫瘍学会

総会・学術大会, 別府市) 

 

31. 猿田浩規(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 安田雅章(1), 鈴木憲久(1),      

古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 村上 聡(2), 松坂賢一(2), 井上 孝(2), 髙野伸夫, 矢島安朝(1) : インプラ

ント周囲に発生した扁平上皮癌の 1 例, 日口腔インプラント会誌 21(3), 476～477, 2008. (第 38 回日本口腔インプ

ラント学会, 東京都) (1)口腔インプラント,(2)臨検査 

 



32. 野村武史, 河地 誉, 菅原圭亮, 池田千早, 須賀賢一郎, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 当科における口腔

扁平上皮癌の臨床的検討 最近の傾向とリスク因子について, 日口腔外学誌 54(Suppl. ), 47, 2008. (第 53 回日

本口腔外科学会総会, 徳島市) 

 

33. 河地 誉, 菅原圭亮, 野村武史, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 口腔扁平上皮癌における遺伝子多型の探索, 日口腔

外学会誌 54(Suppl. ), 55, 2008. (第 53 回日本口腔外科学会総会, 徳島市) 

 

34. 森谷有三英, 野村武史, 米津博文, 高木多加志, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 当院における10年間の再

建用プレート使用についての統計, 日口腔外会誌 54(Suppl. ), 116, 2008. (第 53 回日本口腔外科学会総会, 徳島

市) 

 

35. 山本信治, 小林史明, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 橋本貞充(1) : ステノン管原発の耳下腺扁平上皮癌の 1

例, 日口腔外会誌 54(Suppl. ), 214, 2008. (第 53 回日本口腔外科学会総会, 徳島市) (1)病理 

 

36. 片倉 朗, 作間 巧, 菅原圭亮, 高木 亮, 神山 勲, 大野啓介, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 村松 敬(1) : 唾液を用い

た口腔癌のスクリーニング検査 プロテオームによる Enolase 1 の発現の解析, 日口腔外会誌 54(Suppl.), 150, 

2008. (第 53 回日本口腔外科学会総会, 徳島市) (1)病理 

 

37. 菅原圭亮, 河地 誉, 池田千早, 野村武史, 須賀賢一郎, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 当科における口腔

扁平上皮癌症例の臨床統計的検討 治療成績について, 日口腔外会誌 54(Suppl.), 152, 2008. (第 53 回日本口

腔外科学会総会, 徳島市) 

 

38. 高山裕樹, 森 泰昌(1), 野村武史, 柴原孝彦 : 顎骨浸潤動物モデルを用いた PTHrP,TGF-βの相乗作用による

顎骨浸潤メカニズムの解明, 日口腔学会誌 54(Suppl.), 222, 2008. (第 53 回日本口腔外科学会総会, 徳島市) (1)慶

應大・医・病理 

 

39. 野村武史, 杉原和正(1), 箕輪和行(2), 森田章介(3), 山口 朗(4), 山田隆文(5), 柴原孝彦 : 歯原性腫瘍の治療科学 

日本における歯原性腫瘍の発生状況に関する研究 日本口腔腫瘍学会歯原性腫瘍ガイドライン検討委員による

集計報告, 日口腔学会誌 57(4), 417, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) (1)鹿児島大学・学顔面疾患制御学分

野,(2)北海道大学・高次口腔医療センター,(3)大阪歯科・口腔外科,(4)東京医科歯科・口腔病理,(5)明倫短期・歯科衛生 

 

40. 江口 淳, 大金 覚, 江里口 雅, 須賀賢一郎, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦, 松坂賢一(1) : 下顎骨中心性

神経鞘腫の一例, 日口腔科会誌 57(4), 430, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) (1)臨検査 

 

41. 伏見一章(1), 鵜澤一弘(2), 恩田健志, 齋藤謙悟(3), 中嶋 大(2), 椎葉正史(1), 武川寛樹(2), 横江秀隆(2), 柴原孝彦, 

丹沢秀樹(4) : タンパク発現プロファイリングにより同定した口腔癌転移関連因子 Lim-7C の解析, 日口腔科会誌 

57(4), 455, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) (1)千葉大・大学院・臨床分子生物,(2)千葉大・医・歯口科,(3)千葉大・

大学院・分子ウィルス,(4)千葉大・大学院・臨床分子生物、千葉大・医・歯口科 

 

42. 神山 勲, 水橋博行, 須賀賢一郎, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 生体吸収性骨結合プレートの物理特性と

臨床適応, 日口腔科会誌 57(4), 466, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) 

 

43. 恩田健志, 大金 覚, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 口腔扁平上皮癌における Syk 癌抑制遺伝子の機能解

析, 日口腔科会誌 57(4), 512～513, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) 

 



44. 大金 覚, 恩田健志, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 口腔扁平上皮癌における Syk 遺伝子のメチル化と発現

異常, 日口腔科会誌 57(4), 512, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福岡市) 

 

45. 中本大介(1), 福澤幸子(1), 志村秀人(2), 山崎喜範(1), 武田栄三(1), 佐々木研一(1), 柴原孝彦 : 当院における過去

3 年間の口腔顎顔面外傷患者の臨床統計的検討, 日口腔科会誌 57(4), 526, 2008. (第 62 回日本口腔科学会, 福

岡市) (1)佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック,(2)千葉県 

 

46. 藥師寺 孝, 神山 勲, 野村武史, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 大森 泰(1) : 口腔癌早期発見への取り組み

－NBI システムを用いた微少血管系の観察, 日癌会総会記 67, 332, 2008. (第 67 回日本癌学会学術総会, 名古屋

市) (1)市立川崎・外科 

 

47. Nakano,Y., Yoshida,S., Eriguchi,M., Shibui,T., Suga,K., Shibahara,T., Takano,N., Sakamoto,T.(1), Sueishi,K.(1), 

Uchiyama,T. : Long-term outcome of occlusion and growth of palate in unilateral cleft lip and palate patients 

undergoing two-stage palatoplasty at our clinic :Long-term outcome of occlusion and growth of palate in 

unilateral cleft lip and palate patients undergoing two-stage palatoplasty at our clinic, 2008. (日中歯科医学大会

2008, Sian,China) (1)矯正 

 

48. Uchiyama,T. : Surgical technique and outcome of two-stage palatoplasty by the modified Perko’s method : Surgical 

technique and outcome of two-stage palatoplasty by the modified Perko’s method, 2008. (The 5th Congress 

International Cleft Lip and Palate, Dallas-Fort Worth, Texas,USA) 

 

49. 佐藤威文(1), 栁澤孝彰(2), 片倉 朗 : がんプロフェッショナル養成プランについて がんプロフェッショナル養成プ

ラン 南関東圏における先端的がん専門家の育成(患者中心のチーム医療を牽引する人材養成の拠点づくり)現

状の解析と対応, 日癌治療会誌 43(2), 275, 2008. (第 46 回日本癌治療学会, 名古屋市) (1)北里大・医・泌尿器,(2)超

微構造 

 

50. Onda,T., Ogane,S., Takano,N., Uchiyama,T., Shibahara,T. : Aberrant Expression of Spleen tyrosine kinase in Oral 

Squamous Cell Carcinoma :Aberrant Expression of Spleen tyrosine kinase in Oral Squamous Cell 

Carcinoma(program book), 285, 2008. (The 8th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery 2008, Bangkok,Thailand) 

 

51. Sato,K.(1), Tanaka,Y.(2), Yamauchi,T.(1), Katakura,A., Yamane,G.(3), Noguchi,S.(3), Tonogi,M.(3) : Usefulness and 

problems of liquid based cytology in oral squamous cell carcinoma , ,Japan-China Dental Conference 30, 2008. 

( Japan-China Dental Conference 2008 , Shian,China) (1)市病・口腔がんセンター,(2)市病・臨検,(3)市病・オーラルメディシン・

口外 

 

52. 小林史明, 原瀬裕一, 池田千早, 高木 亮, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 浜瀬真紀(1) : インプラントによる下

歯槽神経断裂の治療例, 日口腔外会誌, 2008. (第 186 回日本口腔外科学会関東地方会, 東京都) (1)三重県 

 

53. Nomura,T., Shibahara,T., Matsubara,S., Takano,N., Nianhui,C. : Expresion of osteoclast-related cytokines in 

mandiblar invasion by gingivalsquamous cell carcinoma, Oral Oncol , 2008. (12th International congress on oral canser, 

syanhy,china) 

 



54. 鬼丸亜季子(1), 宇佐美未央(1), 伊藤 悠(1), 山口絵美(1), 角田正健(1), 高橋俊之(1), 山倉大紀(1),杉山利子(1),   

近藤祥弘(1), 野呂明夫(1), 野村武史, 坂本輝雄(2), 米津卓郎(3), 亀山敦史(4), 中島一憲(5) : 東京歯科大学千葉

病院歯科医師臨床研修における専門研修について, 歯科学報 108(4), 403, 2008. (第 回東京歯科大学学会, 千

葉市) (1)千病・総合診療科,(2)矯正,(3)小児歯,(4)保存修復,(5)スポーツ歯 

 

55. 小林史明, 菅原圭亮, 河地 誉, 池田千早, 野村武史, 藥師寺 孝, 山本信治, 神山 勲, 片倉 朗, 髙野伸夫, 

柴原孝彦 : 当科における口腔扁平上皮癌症例の臨床的検討, 日口腔腫瘍会誌(抄録), 86, 2009. (第 27 回日本

口腔腫瘍学会, 宇都宮市) 

 

56. 片倉 朗, 柴原孝彦, 髙野伸夫, 山根源之(1), 柿澤 卓(2), 田中陽一(3), 山内智博(4), 佐藤一道(1) : 「がんプロフェ

ッショナル養成プラン」による本学における「口腔がん専門医養成コース」の概要, 日口腔腫瘍会誌(抄録), 151, 

2009. (第 27 回日本口腔腫瘍学会, 宇都宮市) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)口健臨・口外,(3)市病・臨検,(4)市病・口

腔がんセンター 

 

57. 徳永恵理(1), 中野洋子 : 各種ブラケットと接着剤の組み合わせによるレジン残留量について, 歯科審美 21(2), 

173, 2009. (第 19 回日本歯科審美学会学術大会, 新潟市) (1)矯正 

 

58. 片倉 朗, 藥師寺 孝, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 山根源之(1), 山内智博(2), 佐藤一道(1), 井上 孝(3), 田中陽一(4), 

石井拓男(5), 宍倉邦明(6), 竜崎嵩仁(7) : 口腔がん・口腔粘膜疾患検診の普及とその標準化の構築, 日歯医会

誌 28, 88, 2009. (第 20 回歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い;シンポジスト, 不明) (1)市病・オーラルメディ

シン・口外,(2)市病・口腔がんセンター,(3)臨検査,(4)市病・臨検,(5)社会歯,(6)(社）千葉県歯科医師会,(7)(社）市川市歯科医師

会 

 



 

 

6．歯科麻酔学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 金子  譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果判定法 

－局所麻酔薬の局在の光学的計測－（Ａ99-0500-10） 
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 松浦 信幸 エアウェイスコープを用いた経鼻気管挿管への応用 

大学院生 大川 恵子 静脈内鎮静法に使用する各種薬物のストレス軽減効果に関する研究 

 蔡  鵬飛 障害者歯科治療における全身管理 

 小鹿恭太郎 全身麻酔下に使用する薬剤が口腔組織血流量に及ぼす影響 

 後藤 隆志 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬の局在性 

 寺川 由比 星状神経節ブロックによる組織血流分布の検討 

 西澤 秀哉 脳磁図を用いた口腔内感覚の解明 

 黄   明裕 障害者歯科治療における全身管理 

 佐塚祥一郎  

 冨田 智子  

レジデント 劔持 正浩 障害者歯科治療における静脈内鎮静法について 

 二宮 麻子 異常絞扼反射患者の麻酔管理 

専 攻 生 杉平 亮介  

 山村 紘子  

 武田 慶子  

 

2．成果の概要 

1）脳磁図を用いた口腔感覚の解明 

詳細な口腔粘膜全体における体性感覚野皮質再現領域の機能的配列、および口腔・顔面領域体性感

覚情報の一次体性感覚野への両側性投射様式について検討した。右利き健康成人男性10例を対象と

した。刺激部位は右側の頬粘膜上方・下方部、舌粘膜前方・後方部、上唇・下唇粘膜および示指掌

面とした。示指触圧覚刺激による電流源(ECD)は正中神経のECDと近接した位置に存在した。触圧覚

刺激によるECD局在は、上方より示指、口唇粘膜、舌粘膜、頬粘膜の順に中心溝後壁に推定された。

口腔粘膜の ECD局在は、示指触覚刺激時の ECD局在と比較して有意に前下外方に位置した。口唇粘

膜の ECD局在は頬粘膜、舌粘膜と比較し有意に上方に位置したが、頬粘膜、舌粘膜の ECD局在の位



 

 

置関係に有意差は認めなかった。口腔粘膜再現領域は一次体性感覚野において30%もの範囲を占めた。 

NeuroImage 43, 128～135，2008 

 

ヒト歯髄電気刺激における皮質反応の局在について検討した。被験者は右利きの成人ボランティア7

名であった。ラバーダム防湿下で、おのおの我々の開発した双極性銀電極を使用し、上顎右側第一

小臼歯咬合面を刺激した。コントロールとして手首の正中神経を刺激した。刺激条件は、刺激強度

は閾値の2倍、刺激持続時間50ms、刺激間隔1〜3 secのランダムで刺激加算回数を100回、解析時

間は−15msec＋300msec とした。データ採取は sampling frequency 1kHz で、band pass filter は

0.1~80Hzであった。結果はヒト歯髄電気刺激による誘発脳磁場において、早期成分と後期成分を検

出した。ピーク潜時は、初期成分（1M）は約 27ms、後期成分（2M）は約 70msであった。1Mの構成

要素の ECD は中心溝（PoCG）の後壁に沿って観察された。すべての被験者で刺激部位対側の大脳半

球 SI分野と一致した。A-beta 線維 20msのピーク潜時の ECDは、刺激対側の大脳半球の PoCGに局

在した。すべての被験者で、正中神経刺激時の ECDは、歯髄刺激時の ECDより上方の領域に認めら

れた。 

  J Dent Res 87(4), 358～362, 2008 

 

中枢に作用する疼痛治療薬の痛覚応答に対する大脳皮質レベルでの効果は全頭型脳磁場計測装置 

(MEG)を用いることで高解像度の検討を行うことが可能であると思われる。我々は MEG を用いて 1. 

三叉神経支配領域に対して CO2 Laser 光線刺激装置を用いた痛覚刺激による pain-related 

somatosensory evoked magnetic fields (pain-SEFs) の記録。2. CO2 Laser 光線刺激強度別の

pain-SEFsの記録と評価。 3. N-methyl-D-aspartate (NMDA) アンタゴニストであるケタミンと麻薬

性鎮痛薬であるフェンタニルのpain-SEFs対する効果。について検討した。 

 右側オトガイ部皮膚CO2 Laser刺激によるpain-SEFsは、潜時100 ms付近にピーク振幅を持って

いた。その潜時における等価電流双極子 (ECDs) は、全ての被験者で刺激対側のSIIに推定された。

少し遅れた潜時で SII、帯状回に ECDs推定される被験者が多かった。CO2 Laser刺激は、機械的受

容器を刺激することなく、皮膚表面の侵害受容器（Aδ線維）を選択的に刺激が可能である。つまり、

本研究では三叉神経のAδ線維を選択的に刺激してpain-SEFsを記録出来たことになり、その初期応

答のピーク潜時は、約100 msで、その入力はまず、刺激対側のSIIに入力され、その後刺激同側の

SII、そして帯状回やその他の部位へと投射され処理される事が示唆された。また、ECDsの電流源強

度およびpain-SEFsの振幅は、CO2 Laser刺激強度に依存した事から、SIIは侵害性の痛覚刺激の認

知のみではなく、その強さの程度の識別においても重要な役割を果たしており、高次の情報処理を

行っていることが示唆された。ケタミンを静脈内投与すると、疼痛の消失とともに pain-SEFs が可

逆的に抑制された。また、フェンタニルを静脈内投与した場合、潜時100 ms付近で観察されるピー

ク振幅の抑制は認められなかった。つまり、ケタミンは大脳皮質への痛覚入力過程におけるグルタ

ミン酸受容体を介する神経伝達機構を抑制する事で鎮痛効果をもたらす事が示唆された。一方、オ

ピオイド受容体に作用するフェンタニルは、痛覚入力過程においてケタミンとは異なった作用を持

つと考えられた。 

  Neurosci Res 62(2), 105～111, 2008 

 

 



 

 

2）臨床統計 

  2003年1月から2007年12月までの5年間の東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例について,

症例数の推移,患者分類,全身管理法を調査し,その中でも特に他科外来に「出張」して全身管理を行

った症例に関して,症例数,静脈内鎮静症例数,患者分類,診療科別静脈内鎮静症例数を調査検討した。

歯科麻酔科外来症例数は経年的に増加しており,外来症例数がほぼ飽和状態になったため,それに伴

って出張症例数が増加した。その結果,当科における静脈内鎮静症例数が大きく増加し,2007年には

2000 症例をこえた。患者分類では歯科恐怖症・異常絞扼反射患者の増加が著しく,診療科別静脈内

鎮静症例数は保存科症例が増加した。このような症例数の増加は,近年歯科治療に対して安全性と快

適性を求める患者のニーズに対して,当科における 2005年の専門外来開設と院内外への啓発活動に

よる歯科麻酔科業務の認知度の向上が原因であると考えられた。 

 日歯麻会誌 36（3），306～307，2008 

 

  3）全身管理 

  治療中にチェアーサイドで経時的かつ視覚的に患者の循環変動をグラフィック化させるソフト

「治療名人」を開発した。一般的な歯科診療室に設置し、実際に使用した歯科医師に対しアンケー

ト調査を行った。従来使用しているモニタ機器と比較して有意に「治療しながら、治療開始からの

経時的な循環変動が読み取れる」について有用であるとの結果が得られた。モニタ機器の見やすさ

は治療名人の方が高く、有用な点として「何か処置をした際の変動を視覚的に教えてくれるのでわ

かりやすい」、「視覚的に循環変動をとらえることができるので理解しやすい」、「治療が長時間のと

き、治療開始からの変動が一目でわかるところがいい」、良くない点として「画面を見るのに、術野

から目を離さなければならないのが問題」、「長時間になると画面がごちゃごちゃする」とのコメン

トを得た。 

   障害者歯科 29（2），192～195，2008 

 

 口腔外科手術の出血量を減少させるために、炭酸ガスの負荷がウサギの咬筋組織および下顎骨骨膜

組織の血流量へ与える影響を検討した。体重 2.5kg前後の日本白色種系雄性兎を使用し、酸素とイ

ソフルランで麻酔を導入したのち、気管切開と動静脈カニュレーションを行った。咬筋と下顎骨骨

膜を露出させ、PO2モニターのプローベとレーザードップラー血流計を装着し、終末呼気炭酸ガス分

圧が 30mmHg、40mmHg、50mmHgおよび60mmHgのときの咬筋組織酸素分圧と骨膜血流量を観測した。

終末呼気炭酸ガス分圧の負荷は吸気中に炭酸ガスを混合させることによって行った。結果は、終末

呼気炭酸ガス分圧が上昇するに従って咬筋組織酸素分圧は低下した。また骨膜血流量は変化しなか

った。咬筋組織酸素分圧の低下は咬筋組織血流量の減少を意味する。それに対して骨膜血流量は変

化せず、咬筋とは異なる変化を示した。これらのことから炭酸ガス負荷が口腔組織血流量に与える

影響は部位によって一様ではないことが示唆された。 

    J Oral Maxillofac Surg 66 (9), 1820～825, 2008 

 

 4）薬物作用 

 全身麻酔における気道確保の器具である flexible laryngeal mask airway(FLMA)を挿入する際のプロポ

フォール予測効果部位濃度(EC50,EC95)を算出すると共に、フェンタニルの併用が FLMA 挿入にど

のような影響を及ぼすか検討した。対象は FLMA 適応の全身麻酔患者 56 名で、これらの患者をフ



 

 

ェンタニル処置(0.25μg/kg)の有無により処置群と対照群の2群に無作為に分けた。更にこれらの2

群は、4 種類の異なるプロポフォール目標効果部位濃度に設定した各 4 群に分け、フェンタニル処

置の有無による EC50 値と EC95 値の変化を評価した。その結果、フェンタニルの併用によって

FLMA挿入時のEC50値は有意に低下することが分かった。以上より、フェンタニルはFLMA挿入

を安全・確実に行う上で有用と思われた。 

  J Anesth 23, 203～208, 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 

金子  譲 静脈内投与アデノシンの鎮痛作

用に関する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

一戸 達也 静脈内鎮静時の酸素療法 ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

櫻井  学 抗炎症を目的としたアデノシン

三リン酸（ATP）製剤の口腔外科

手術への臨床応用 

岡山大学大学院 

歯科麻酔学分野 

岡山市 宮脇 卓也 

櫻井  学 アミノフィリンの麻酔からの回

復に対する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

松浦 信幸 先天性無痛無汗症における感覚

認識機構の解明—疾患動物モデル

と脳磁図を用いた検討— 

東京大学医学部麻酔科 東京 富岡 俊也 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

一戸 達也 口腔内痛覚誘発脳磁場に関する総合的研究 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチ

センター経費(第6) 

櫻井  学 鎮静・催眠からの回復促進効果に対するアデ

ノシン受容体の関与 

文科省科研費・基盤研究(C) 

間宮 秀樹 ラジオアイソトープを用いたリドカイン歯槽

骨浸透性の観察 

文科省科研費・基盤研究(C) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

 受賞 

受賞者 学会 賞 

金子  譲 The American Society of Dentist 

Anesthesiologists 

Monheim賞 

 

 

 



 

 

講 演 

講演者 年月日 演  題 学会名 開催地 

Kaneko. Y. 2008.11. 1～ 3 Clinical Research in 

Sedation and Pain 

Control 

The 2nd Session of the 

1st Federation of Asian Dental 

Anesthesiology Societies 

(FADAS) and 2008 Chinese  

Society of Oral & 

Cranio-Maxillo-Facial 

Anesthesiology(CSOA) Annual 

Meeting 

Shanghai, 

China 

金子  譲 2008.12. 7 日本における障害者歯科

医療の取り組みについて 

台湾特殊需求者口腔照護身障学

会大会 

台北市 

台湾 

金子  譲 2009. 3. 6 東京歯科大学口腔科学研

究センターの研究拠点構

想 

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 

一戸 達也 2008.10.11 障害者歯科における医療

事故予防と危機管理のス

キル 

第25回日本障害者歯科学会総会

および学術大会 

  

東京 

 

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 

Kaneko. Y 2009.2.10～13 Clinical Research in 

Sedation and Pain Control 

Dental Review 2009 6th  

All-Russian dental forum 

Moscow, 

Russia 

Kaneko. Y 2009.2.10～13 Postgraduate Training 

System for Dental 

Anesthesiology in Japan 

Dental Review 2009 6th  

All-Russian dental forum 

Moscow, 

Russia 

一戸 達也 2008.10.11 スペシャルニードのある人

たちへの歯科医療-歯科専

門領域の連携と近未来-「日

本歯科麻酔学会の立場か

ら」 

第25回日本障害者歯科学会

総会および学術大会 

  

東京 

  

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

氏 名 年月日 講演名 主催 開催地 

金子  譲 2008. 5.10 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会四国地域

支部連合会総会 

徳島市 

 



 

 

金子  譲 2008. 5.17 インプラント手術における

全身管理と救急処置 

九州インプラント研究会日本

口腔インプラント学会認定講

習会 

熊本市 

金子  譲 2008. 8.23 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会北海道地

域支部連合会総会 

札幌市 

金子  譲 2008. 9. 6 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会関東地域

支部連合会総会 

宇都宮市 

金子  譲 2008. 9. 7 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会東海地域

支部連合会総会 

浜松市 

金子  譲 2009. 9.17 救急蘇生法について 京橋歯科医師会救急医療講演

会 

東京 

金子  譲 2008.10.16 大学を取りまく諸問題と大

学の現況 

東京歯科大学同窓会クラス代

表との懇親会 

東京 

金子  譲 2008.10. 3 私立歯科大学教育の将来展

望—東京歯科大学における

取り組み 

日本歯科大学第3回歯科医学

講演会 

東京 

金子  譲 2008.11.19 最近の麻酔事情・大学の120

周年記念事業について 

東京歯科大学千葉県同窓会印

旛支部（水沼会）学術講演会 

成田市 

金子  譲 2008.11.23 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会近畿地域

支部連合会総会 

大阪市 

金子  譲 2008.12.13 最新の歯科大学事情と母校

の現況および将来展望 

東京歯科大学同窓会神奈川県

西湘地域支部総会 

箱根湯本 

一戸 達也 2008. 4. 6  インプラント手術に必要な

歯科麻酔 基本コンセプト 

MeDentoインストラクタート

レーニングコース  

東京 

一戸 達也 2008. 4.19 歯科診療におけるリスクマ

ネジメントとクライシスマ

ネジメント 

東京歯科大学同窓会宮城県支

部講演会 

仙台市 

一戸 達也 2008. 4.24 医療安全マネジメント（事

故予防・院内感染予防）と

クライシスマネジメント

（緊急対応） 

東京歯科大学同窓会川崎水橋

会 

川崎市 

一戸 達也 2008. 5.15 歯科治療時の医療安全リス

クマネジメント（事故予

防・院内感染予防） 

浅草歯科医師会・台東区歯科医師

会 

東京 

一戸 達也 2008. 5.29 歯科治療時の医療安全リス

クマネジメント（事故予

防・院内感染予防） 

足立区歯科医師会 東京 

一戸 達也 2008. 6.22 インプラント手術に必要な

歯科麻酔の知識 

WDSCインプラント講習会 東京 



 

 

一戸 達也 2008. 7. 5  痛くない歯科治療を受けま

せんか？ 

第3回東京歯科大学公開講演 千葉市 

一戸 達也 2008. 7.12 有病者の歯科治療 東京歯科大学同窓会群馬県支

部 

伊香保 

一戸 達也 2008.10.19 インプラント手術に必要な

歯科麻酔 基本コンセプト 

MeDento インストラクタート

レーニングコース 

東京 

一戸 達也 2009. 2.13 障害者歯科と局所麻酔 練馬区歯科医師会 東京 

一戸 達也 2009. 3.21 救急処置 桐生市歯科医師会救急処置講

習会 

桐生市 

櫻井  学 2008. 9.18 救急蘇生法の習得 船橋歯科医師会講演会 船橋市 

間宮 秀樹 2008. 7.17 開業医のための静脈内鎮静

法 

医療連携委員会 千葉市 

松浦 信幸 2008. 8.27 誤嚥・誤飲 都立小平特別支援学校 東京 

松浦 信幸 2008. 9.25 歯科治療と神経損傷 八南歯科医師会障害者歯科研

修会 

東京 

   

 教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

金子  譲 2008. 5. 2 第22回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク 

ショップ 

ディレクター 千葉市 

金子  譲 2008. 5.17～18 第23回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

ディレクター 千葉市 

金子  譲 2008.10. 4～ 5 第6回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

ディレクター 千葉市 

一戸 達也 2008. 5. 2～ 3 第22回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク 

ショップ 

タスクフォース 千葉市 

一戸 達也 2008. 5.17～18 第23回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

運営委員 

タスクフォース 

千葉市 

一戸 達也 2008. 7.18 平成20年度教育ワークショップ 

「6年一貫したコミュニケーション教育」 

作業グループ委

員 

千葉市 

一戸 達也 2008. 7.30 2008年度「医学・歯学教育指導者のためのワ

ークショップ」 

モデレータ 東京 

一戸 達也 2008.10.20～21 日本歯科医学教育学会第9回歯科医学教育者

ワークショップ 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2008.12.20～21 第24回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

アドバイザー 千葉市 

松浦 信幸 2008. 5.17～18 第23回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

タスクフォース 千葉市 



 

 

松浦 信幸 2008. 7.18 平成20年度教育ワークショップ 

「6年一貫したコミュニケーション教育」 

作業グループ委

員 

千葉市 

笠原 正貴 

塩崎 秀弥 

2008.10. 4～ 5 第6回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

参加者 千葉市 

 

   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

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

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

一戸 達也 2008. 7.28～29 2008年度共用試験歯学系OSCE新作課題実施の

ための確認作業 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2008. 8.23～24 2008年度第1回共用試験歯学系OSCE機構派遣

外部評価者養成ワークショップ 

タスクフォース 札幌市 

一戸 達也 2008. 9.12～13 岡山大学歯学部共用試験歯学系OSCE モニタリング委員 岡山市 

一戸 達也 2009. 1.24～25 朝日大学歯学部共用試験歯学系OSCE モニタリング委員 瑞穂市 

一戸 達也 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 運営委員 千葉市 

櫻井  学 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 

櫻井  学 2009. 2.21 岩手医科大学歯学部共用試験歯学系OSCE 評価者 盛岡市 

間宮 秀樹 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市 

笠原 正貴 

松木由起子 

松浦 信幸 

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 

塩崎 秀弥 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 

その他メディア等 

執筆者 年月日 演題 メディア名 開催地 

一戸 達也 2008.12 安全で快適な歯科医療を目指す歯科麻酔科

医の役割 

週刊朝日 東京 

 



論      文 

 

1. 大川恵子, 福田謙一(1), 笠原正貴(1), 高北義彦(1), 一戸達也, 金子 譲 : 腸骨採取に対する硬膜外麻酔施行後

の下肢麻痺の訴えが、解離(転換性)障害に由来した症状であった 1 症例, 日歯麻会誌 36(2), 196～197, 2008. 

症例 (1)口健臨・歯麻 

 

2. 笠原正貴(1), 高北義彦(1), 松浦信幸, 二宮麻子, 福田謙一(1), 一戸達也, 金子 譲 : 炎症性開口障害を呈した 3

症例に対するビデオ硬性挿管用こうとう鏡(エアウェイスコープ TM)の使用経験, 日歯麻会誌 36(2), 198～199, 

2008. 症例 (1)口健臨・歯麻 

 

3. Kubo,K., Shibukawa,Y.(1), Shintani,M.(2), Suzuki,T.(1), Ichinohe,T., Kaneko,Y. : Cortical representation area of human 

dental pulp, J Dent Res 87(4), 358～362, 2008. 原著 学位論文(甲) 脳科学研 (1)生理,(2)脳科学研究施設 

 

4. 一戸達也, 金子 譲 : 最近の歯科麻酔, 臨麻 32, 845～852, 2008. 総説 

 

5. 緒方 奏, 半田俊之, 二宮麻子, 一戸達也, 金子 譲 : 一卵性双生児の統合失調症患者に対する全身麻酔下歯

科治療の経験, 障害者歯 29(2), 159～163, 2008. 症例 

 

6. 松木由起子, 松浦信幸, 一戸達也, 金子 譲 : 開口障害を伴う GVHD 患者に対する全身麻酔下での口腔底拡張

術の経験, 障害者歯 29(2), 164～167, 2008. 症例 

 

7. 半田俊之, 一戸達也, 金子 譲 : 一般歯科診療における循環変動表示システム「治療名人」の有用性の検討, 障

害者歯 29(2), 192～195, 2008. 臨床 

 

8. 二宮麻子, 小鹿恭太郎, 西澤秀哉, 劒持正浩, 山﨑貴希, 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲 : 東京歯科大学千葉

病院歯科麻酔科外来における静脈内鎮静法の臨床統計的観察, 日歯麻会誌 36(3), 306～307, 2008. 症例 

 

9. Handa,M., Ichinohe,T., Kaneko,Y. : Changes in partial pressure of arterial carbon dioxide induces redistribution of 

oral tissue blood flow in the rabbit, J Oral Maxillofac Surg 66(9), 1820～1825, 2008. 原著 学位論文(甲) 実動施設 

 

10. Tamura,Y., Shibukawa,Y.(1), Shintani,M.(2), Kaneko,Y., Ichinohe,T. : Oral structure representation in human 

somatosensory cortex, NeuroImage 43(1), 128～135, 2008. 原著 学位論文(甲) 脳科学研 (1)生理,(2)脳科学研究施

設 

 

11. Matsuura,N., Shibukawa,Y.(1), Kato,M.(2), Ichinohe,T., Suzuki,T.(1), Kaneko,Y. : Ketamine, not fentanyl, suppresses 

pain-related magnetic fields associated with trigeminally innervated area following CO2 laser stimulation., 

Neurosci Res. 62(2), 105～111, 2008. 原著 学位論文(甲) 脳科学研 (1)生理,(2)慶大・医・精神科 

 

12. 大坪由紀子, 劒持正浩, 松浦由美子, 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲 : プロポフォール・ロクロニウム臭化物・セ

ボフルランを使用した全身麻酔を契機として発症した横紋筋融解症の 1 症例, 日歯麻会誌 37(1), 20～23, 2009. 

症例 

 

13. 寺川由比, 田村洋平, 湯村潤子(1), 松浦信幸, 松木由起子, 縣 秀栄(1), 一戸達也, 金子 譲 : 全身麻酔導入

時のアトロピン硫酸塩水和物投与後の心電図異常を契機として、潜在的な洞不全症候群が発見された症例, 日

歯麻会誌 37(1), 30～31, 2009. 症例 (1)市病・麻酔科 



14. 山村紘子, 間宮秀樹, 武田慶子, 笠原正貴, 櫻井 学, 一戸達也, 金子 譲 : 顎変形症術後に発症した、明ら

かな過呼吸発作を伴わない過換気症候群の 1 症例, 日歯麻会誌 37(1), 46～47, 2009. 症例 

 

解      説 

 

1. 一戸達也 : 医薬品の安全な使用のために, 日歯医師会誌 61, 136～139, 2008. 

 

2. 一戸達也 : 【インプラントにおける局所麻酔の再点検 安心・安全のためのポイント】 より快適なインプラント治療を

提供するために, 日歯評論 68(9), 85～93, 2008. 

 

単行図書 

 

1.一戸達也(a-n) 編集,松浦由美子(a),(b),半田俊之(c),( d),(e),松木由起子(f),(g),(h),(i),松浦信幸(l),(m),(n),櫻井 学

(o),(p),(q),(r),間宮秀樹(s),(t),(u),(v): 著分担 :もっと知りたい!病気とくすりハンドブック (a)病気別・くすりと歯科

診療上の注意点 HIV 感染症 120～122 頁,(b)病気別・くすりと歯科診療上の注意点 妊娠 118～119 頁,(c)病

気別・くすりと歯科診療上の注意点（神経・筋疾患）重症筋無力症 108～109 頁,(d)病気別・くすりと歯科診療上

の注意点（神経・筋疾患）進行性筋ジストロフィー 106～107 頁,(e)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（神経・

筋疾患）脊髄小脳変性症 104～105 頁,(f)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（自己免疫疾患）ベーチェット病 

78～79 頁,(g)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（自己免疫疾患）関節リウマチ 74～77 頁,(h)病気別・くすりと

歯科診療上の注意点（代謝・内分泌疾患）甲状腺機能障害 72～73 頁,(i)病気別・くすりと歯科診療上の注意点

（代謝・内分泌疾患）糖尿病 68～71 頁,(j)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（呼吸器疾患）慢性呼吸不全 66

～67 頁,(k)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（呼吸器疾患）肺塞栓症 64～65 頁,(l)病気別・くすりと歯科診療

上の注意点（呼吸器疾患）間質性肺炎 62～63 頁,(m)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（呼吸器疾患）慢性

閉塞性肺疾患（COPD） 60～61 頁,(n)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（呼吸器疾患）気管支喘息 58～59

頁,(o)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）高血圧症 36～39 頁,(p)病気別・くすりと歯科診療上

の注意点（循環器疾患）虚血性心疾患 40～43 頁,(q)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）心不

全 44～45 頁,(r)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）弁膜症 46～47 頁,(s)病気別・くすりと歯科

診療上の注意点（循環器疾患）心筋症 48～49 頁,(t)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）先天性

心疾患 50～52 頁,(u)病気別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）感染性心内膜炎 53～55 頁,(v)病気

別・くすりと歯科診療上の注意点（循環器疾患）不整脈 56～57 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 

 

2. 一戸達也(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),笠原正貴(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i): 著分担 :有病者歯科ポケットブック 

全身疾患 vs 歯科治療 (a)呼吸器疾患 気管支喘息（アスピリン喘息） 30～31 頁,(b)呼吸器疾患 誤嚥性肺炎 

32～33 頁,(c)呼吸器疾患 特発性間質性肺炎 34～35 頁,(d)呼吸器疾患 肺結核 36～37 頁,(e)呼吸器疾患 

肺塞栓症 38～39 頁,(f)呼吸器疾患 慢性間質性肺炎 40～41 頁,(g)呼吸器疾患 サルコイドーシス 42～43

頁,(h)呼吸器疾患 睡眠時無呼吸症候群 44～45 頁,(i)呼吸器疾患 過換気症候群 46～47 頁, デンタルダイア

モンド社, 東京, 2009. 

 

プロシーディングス 

 

1. Tamura,Y., Shibukawa,Y.(1), Kubo,K., Tazaki,M.(1), Kaneko,Y., Ichinohe,T. : Oral structure representation in human 

somatosensory cortex, Bull Tokyo Dent Coll 49, 134, 2008. (東歯学会, Chiba) (1)生理 

 

 

 



その他 

 

1. 一戸達也 : Q&A 下顎孔伝達麻酔がうまく奏功しませんでした。何が原因でしょう。, 歯科学報 108(3), 252～253, 

2008. 

 

2. 一戸達也 : 障害者歯科における医療事故予防と危機管理のスキル, 障害者歯 29(3), 230, 2008. 

 

3. 一戸達也 : スペシャルニードのある人たちへの歯科医療 歯科専門領域の連携と近未来 日本歯科麻酔学会の立

場から, 障害者歯 29(3), 241, 2008. 

 

4. 一戸達也 : 安全で快適な歯科医療を目指す歯科麻酔科医の役割, 週刊朝日, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 富岡俊也(1), 松浦信幸, 田村洋平, 新谷益朗(2), 一戸達也, 山田芳嗣(1) : 脳磁図を用いた先天性無痛無汗症患

者の知覚認識機能の解明, J Anesth 22(suppl), 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横浜市) 脳科学研 (1)東

大・麻酔科,(2)脳科学研究施設 

 

2. 栂安理絵, 半田俊之, 一戸達也, 金子 譲 : ストレス負荷による自律神経活動に対しミダゾラム・プロポフォールが

及ぼす影響ー心拍変動の周波数解析を用いてー, J Anesth 22(suppl), 138, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集

会, 横浜市) 

 

3. 劒持正浩, 一戸達也, 金子 譲 : レミフェンタニルはプロポフォールまたはセボフルラン麻酔科において兎の下顎

骨骨髄血流量を減少させる, J Anesth 22(suppl), 184, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横浜市) 

 

4. 塩崎秀弥, 折井 亮(1), 内田寛治(1), 張 京浩(1), 小松孝美(1), 山田芳嗣(1) : 右肺欠損症・喘息を合併する

Goldenhar 症候群の麻酔経験, J Anesth 22(suppl), 205, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横浜市) (1)東大・

麻酔科 

 

5. 山﨑貴希, 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲, 中村公英(1), 安西和紀(2) : 投与後の経過時間が兎口腔組織内に投

与された 14C 標識リドカインの組織内浸潤状態のおよぼす影響, J Anesth 22(suppl), 212, 2008. (日本麻酔科学会

第 55 回学術集会, 横浜市) RI 研 (1)東京ニュークリアサービス株式会社,(2)独立行政法人・放射線医学総合研究所 レドック

ス制御研究グループ 

 

6. 田村洋平, 澁川義幸(1), 新谷益朗(2), 一戸達也, 金子 譲 : ヒト体性感覚野における口腔粘膜再現領域, 第 25 回

日本脳電磁図トポグラフィー研究会抄録集, 30, 2008. (第 25 回日本脳電磁図トポグラフィー研究会, 千葉市) 脳科学研 

(1)生理,(2)脳科学研究施設 

 

7. 松浦信幸, 富岡俊也(1), 田村洋平, 澁川義幸(2), 新谷益朗(3), 山田芳嗣(1), 一戸達也, 金子 譲 : 脳磁図を用い

た先天性無痛無汗症患者の知覚認識機能の解明, 第 25 回日本脳電磁図トポグラフィー研究会抄録集, 31, 

2008. (第 25 回日本脳電磁図トポグラフィー研究会, 千葉市) 脳科学研 (1)東大・麻酔科,(2)生理,(3)脳科学研究施設 

 



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

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, 第 25 回日本脳電磁図トポグラ

フィー研究会抄録集, 32, 2008. (第 25 回日本脳電磁図トポグラフィー研究会, 千葉市) 脳科学研 (1)東大・麻酔科,(2)脳

科学研究施設,(3)生理,(4)微生物 
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Meeting, Shanghai, China) 招待講演 

 

57. Kasahara,M., Ninomiya,A., Ichinohe,T., Kaneko,Y. : Intravenous sedation at outpatient clinic of the Department of 

Dental Anesthesiology, Tokyo Dental College Chiba Hospital: 2003-2005, The 2nd session of the Federation of 

Asian Dental Anesthesiology Societies Program and Abstracts, 113～114, 2008. (The 2nd session of the Federation 

of Asian Dental Anesthesiology Societies, Shanghai, China) 

 

58. 金子 譲 : 日本における障害者歯科医療の取り組みについて, 台湾特殊需求者口腔照護身障学会大会抄録, 

2008. (台湾特殊需求者口腔照護身障学会大会, 台北,台湾) 招待講演 

 

59. Kaneko,Y. : Clinical research in sedation and pain control, Dental Review 2009 6th All-Russian dental forum, 2009. 

(Dental Review 2009 6th All-Russian dental forum, Moscow, Russia) シンポジウム 

 

60. Kaneko,Y. : Postgraduate training system for dental anesthesiology in japan, Dental Review 2009 6th All-Russian 

dental forum, 2009. (Dental Review 2009 6th All-Russian dental forum, Moscow, Russia) 

 

61. Matsuura,N., Ichinohe,T., Kaneko,Y. : Modified pentax-aws produces less hemodynamic responses than 

conventional macintosh laryngoscope durnig nasal intubation, IARS on-line, 22, 2009. (2009 International 

Anesthesia Research Society international Science Symposium, San Diego, Calfornia, USA) 

 



 

 

7. 有床義歯補綴学講座 
 
プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教 授 

 
 
准 教 授 

 

櫻井  薫 

 
 

嶋村 一郎 
 
 

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

（Ａ04-0510-10） 

義歯の表面性状の改質に関する研究（Ａ06-0510-2） 

下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担に

及ぼす影響（Ａ06-0510-3） 

可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究（Ａ07-0510-7） 

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

支台装置にポリアミド樹脂およびポリカーボネイト樹脂を用いた義歯の 

維持力発現機構に関する研究(Ａ07-0510-3) 

講 師 杉山 哲也 高齢者に適応した人工歯の研究(Ａ03-0510-2) 

二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制効果 

（Ａ06-0510-4） 

 石崎  憲 実験口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス 

(Ａ04-0510-11) 

義歯床による床下粘膜への機械的刺激除去後の床下粘膜上皮の感覚細胞の

応答（Ａ05-0510-3） 

 上田   貴之 インプラント修正後のインプラント周囲上皮の検討(Ａ07-0510-2) 

WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 

高齢者における舌苔形成因子の探求(Ａ06-0510-5) 

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

（Ａ03-0510-7） 

感覚障害の回避を考慮した上顎総義歯(Ａ04-0510-4） 

 山田  淳 

田原 靖章 
可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究(Ａ07-0510-7) 

チューイングおよび実験的クレンチングによるストレス緩和の効果  

（Ａ03-0510-4） 

チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

頬粘膜圧痕ならびに舌圧痕と粘弾性の関係(Ａ07-0510-3) 

 栁澤光一郎 

 

田坂 彰規 

田中  綾 

クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係について

（Ａ04-0510-5） 

チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

義歯の口蓋部研磨面形態の違いが食品認知に与える影響（Ａ04-0510-12） 

前歯人工歯の排列位置と顔貌および口唇の関係（Ａ07-0510-8） 

レジデント 岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 

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

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

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

  古池 崇志 

 高橋 武志 

 田口裕美子 

感覚障害の回避を考慮した上顎総義歯(Ａ04-0510-4） 

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

支台装置にポリアミド樹脂およびポリカーボネイト樹脂を用いた義歯の 

維持力発現機構に関する研究(Ａ07-0510-3) 

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

 

 

 

 

 

専修科生 

 竜  正大 

 安井 雅子 

 添田 亮平 

 高野 智史 

 

 竜崎 美樹 

高齢者における舌苔形成因子の探求(Ａ06-0510-5) 

無歯顎者における歯周病原因菌の検出(Ａ08-0510-1) 

チューイングする力の違いがストレス緩和に及ぼす影響(Ａ09-0510-1) 

ジルコニアセラミックスの表面処理が疲労強度に及ぼす影響 

(Ａ09-0510-2) 



 

 

   

 粟生田晃一 下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担に

及ぼす影響（Ａ06-0510-3） 

 天野 大地 義歯の表面性状の改質に関する研究（Ａ06-0510-2） 

 新井 貴博 二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制（Ａ06-0510-4） 

 

2． 成果の概要 

1) 実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス(Ａ04-0510-11) 

実験的口蓋床によりラット口蓋粘膜を持続的に加圧したときの床下粘膜組織の反応を検索することを目的に免

疫組織化学的ならびに HSP70-、VEGF-mRNA の発現により検討を行った。8 週齢 Sprague-Dawley 系雄性ラ

ット 37 匹を使用した。口蓋粘膜へ持続的な圧力を加えるため模型の臼歯咬合面にスペースを設け装着時に加圧

されるように、接着性レジンにて実験的口蓋床を作製した(装着加圧群)。一方、圧力を加えないようにスペース

を設けずに作製したものを装着非加圧群とした。装着期間は、6、12、18、24、および 72 時間とした。結果、

実験的口蓋床による持続的加圧により、床下粘膜組織は虚血を生じ、タンパク修復や血管新生、増殖活性さらに

骨のリモデリングといった生体防御の反応を生じることが明らかとなった。これらの結果から、本実験の床下粘

膜組織は義歯からの機械的刺激に対し恒常性を維持し適応することが示唆された。 
J Oral Rehabili 35(12)，889～897，2008 

  

2)義歯の口蓋部研磨面形態の違いが食品認知に与える影響(Ａ04-0150-12) 

本研究の目的は義歯の口蓋部研磨面形態の違いが食品認知に与える影響について明らかにすることである。被

験者は健常有歯顎者18名(平均年齢24歳)とした。口蓋板は (i) a tailor-made plate (TMP), (ii) an average model 
plate (AMP), （iii）a smooth-plate (SP), (iv) a wrinkle-plate(WP)の 4種類とした。認知に利用する試験食品は

立方体のババロアにマスタードシードを1から3個封入したものと、それぞれ異なる形態をした6個の生ニンジ

ンとした。結果、義歯の口蓋部研磨面に、被験者固有の口蓋粘膜の形態と異なった切歯乳頭・口蓋縫線・横口蓋

ヒダ様の形態を付与することは、摂食時の食品の認知に要する時間が、他の口蓋部研磨面の形態より長くなるこ

とが分かった。 

J Oral Rehabili 35(10) ,715～721,2008 

 

3) チューイング速度の違いが唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響(Ａ05-0150-2) 

チューイング速度の違いがストレス指標である唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響を検討した。被験者にス

トレス負荷として暗算を30分間行わせた後に、10分間のガムチューイングを行わせた。チューイングの条件は

habitual、slow および fast chewing の 3 条件とした。ストレス状態の評価の指標として唾液中コルチゾール濃

度を計測し、変化率を算出した。ストレス負荷後からチューイング後の変化率およびストレス負荷後から安静10
分後の唾液中コルチゾール濃度の変化率において fast chewingが著しく減少し、slow chewingと fast chewing
との間に有意差が認められた。本研究により、チューイング速度の違いがストレス指標である唾液中コルチゾー

ル濃度に影響を及ぼすことが明らかとなり、slow chewingより fast chewingのほうがストレス緩和に有効であ

ることが示唆された。 
   J Jpn Prosthodont Soc 52(4), 482～487, 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 

櫻井  薫 咀嚼時の咬合力とストレス緩和効果 科研費基礎研究(C) 

田原 靖章 クレンチングはストレスを緩和するか？ 科研費若手研究(B) 



 

 

田坂 彰規 咀嚼回数がストレス緩和効果に影響を及ぼすか？ 科研費若手研究(B) 

安井 雅子 有歯顎者と比較した無歯顎者における歯周病原因菌の探

索 

大学院教育研究高度化支援メニュ

ー群研究科特別経費―学生分 

添田 亮平 チューイングする力の違いがストレス緩和に及ぼす影響

に関する検討 

大学院教育研究高度化支援メニュ

ー群研究科特別経費―学生分 

高野 智史 ジルコニアセラミックスの表面処理が疲労強度に及ぼす

影響 

大学院教育研究高度化支援メニュ

ー群研究科特別経費―学生分 

 

4． 研究活動の特記すべき事項 

 シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

櫻井   薫 2008. 6. 7 歯の欠如に対する補綴歯科

治療に関するクリニカルク

エスチョンの調査結果と分

析 

第 117回日本補綴歯科学会 名古屋市 

櫻井   薫 2008.11.13 歯科補綴領域におけるCQと

outcomeについて 

「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」(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班) 

 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育ワークショップ等 

氏名 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

嶋村 一郎 2008.10. 4～ 5 第6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 千葉市 

杉山 哲也 2008. 7. 3. 東京都歯科医師会卒後研修セミナ

ー 

インストラクター 東京 

田坂 彰規 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュラム

研修ワークショップ 

受講者 千葉市 

田坂 彰規 2008.10. 4～ 5 第6回試験問題作成に関するワーク

ショップ 

受講者 千葉市 

田中  綾 2008. 5.17～18 第 23 回東京歯科大学カリキュラム

研修ワークショップ 

受講者 千葉市 

田中  綾 2008.10. 4～ 5 第6回試験問題作成に関するワーク

ショップ 

受講者 千葉市 

田中  綾 
2009. 1.26 第 80 回「大学教育改革プログラム

合同フォーラム参加報告」 

 

受講者 千葉市 

田中  綾 2009. 2.26 

 

第 81 回「求めに応じた歯科医学教

育－日本歯科大学生命歯学部の取

り組み－」 

受講者 千葉市 

田中  綾 2009. 3.16 第 82 回「歯学教育を取り巻く環境

変化とその対応：歯学教育の改善・

充実に関する調査研究協力者会議

第一次報告について」 

受講者 千葉市 

添田 亮平 2008. 5. 2 東京歯科大学ＴＡのためのカリキ

ュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 



 

 

髙野 智史 2008. 5. 2 東京歯科大学ＴＡのためのカリキ

ュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

卒後研修セミナー等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

櫻井  薫 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～ 

講師 千葉市 

嶋村 一郎 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～ 

講師 千葉市 

杉山 哲也 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～   

インストラクター 東京都 

石崎   憲 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～ 

インストラクター 千葉市 

大神浩一郎 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～   

インストラクター 千葉市 

山田   敦 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～ 

インストラクター 千葉市 

田原 靖章 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～   

インストラクター 千葉市 

柳澤光一郎 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～   

インストラクター 千葉市 

田坂 彰規 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～ 

インストラクター 千葉市 

田中   綾 2009.10.26 TDC卒後研修セミナー「パーシャルデンチャー

をもう一度学ぼう」～設計の秘訣～   

インストラクター 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

嶋村 一郎 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   ST責任者 千葉市 

杉山 哲也 2008. 6. 1 平成 20年度日本大学歯学部 第 5学年 OSCE   外部評価者 東京都 

石崎   憲 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   評価者 千葉市 

大神浩一郎 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   評価者 千葉市 

山田  敦 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   補助者 千葉市 

田原 靖章 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   補助者 千葉市 

田中   綾 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   評価者 千葉市 

高梨 琢也 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   模擬受験者 千葉市 

岡田 千奈 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE   模擬受験者 千葉市 

中川 兼佑 2009. 2. 1 共用試験歯学 OSCE 模擬受験者 千葉市 

 



論      文 

 

1. 上田貴之, 岡田千奈, 小平順可, 高木一郎, 石崎 憲, 杉山哲也, 櫻井 薫 : WWW(World Wide Web)を用いた

教育素材の評価と改善への取り組み 総義歯学教育用 Web を活用できる学生とできない学生の違いの検討, 歯

科学報 108(2), 122～127, 2008. 原著 A04-0510-1 

 

2. Tanaka,A., Kodaira,Y., Ishizaki,K., Sakurai,K. : Influence of palatal surface shape of dentures on food perception, J 

Oral Rehabil 35(10), 715～721, 2008. 原著 学位論文(甲) A04-0510-12 

 

3. Tasaka,A., Tahara,Y., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Influence of chewing rate on salivary stress hormone levels, J Jpn 

Prosthodont Soc 52(4), 482～487, 2008. 原著 学位論文(甲) A05-0510-2 

 

4. 小平順可 : 義歯による発音障害を主訴とした高度な顎堤吸収を伴う無歯顎症例, 補綴誌 52(4), 570～573, 2008. 

症例 

 

5. 神庭光司 : 上顎左側遊離端欠如, 下顎右側遊離端欠如による臼歯部咬合支持喪失症例, 補綴誌 52(4), 582～

585, 2008. 症例 

 

6. Ａｏｄａ,K., Shimamura,I., Sakurai,K., Tahara,Y., Kanayama,N. : Load on Abutment Teeth and Displacement of 

Denture Base in Unilateral Distal-Extension Removable Dentures, Prosthodont Res Pract 7(2), 162～164, 2008. 

原著 A06-0510-3 

 

7. Tsuruoka,M., Ishizaki,K., Sakurai,K., Matsuzaka,K.(1), Inoue,T.(1) : Morphological and molecular changes in 

denture-supporting tissues under persistent mechanical stress in rats, J Oral Rehabil 35(12), 889～897, 2008. 原

著 学位論文(甲) A04-0510-11 細形研,分子生研,細生研,分析生研 (1)臨検査 

 

単行図書 

 

1. 櫻井 薫(a): 訳分担 :バウチャー無歯顎患者の補綴治療 (第 12 版) (a)第 12 章 無歯顎患者に使われる材料 183

～200 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 
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8．クラウンブリッジ補綴学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

する研究（Ａ00‐0520-1） 

  口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

  
ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（Ａ06-0520-1） 

准 教 授 齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ96-0520-1） 

助 教 久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1） 

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

  食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

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

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

 天﨑 光宏 ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（Ａ06-0520-1） 

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

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

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

 四ツ谷 護 外側翼突筋における筋電図学的研究（Ａ06-0520-2） 

レジデント 

  

杉山 剛史 

田口 貴子 

口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

チタン合金一塊鋳造による局部義歯の寸法制度 

 吉田 文子 ８分割体重計を用いた側方姿勢と咬合接触状態との関連性 

 斎藤 未来 直接リライニングによる適合性の改善に関する研究 

大学院生 小野寺こづえ 審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態 

（Ａ05-0520-2） 

 荒野 太一 

 

Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化－バイオリアクターを応用

した顎骨再生（Ａ06-0520-6） 

 新谷 明昌 口腔内感覚と下顎運動の関連性について（Ａ06-0520-4） 

 青木 雅憲 口腔内インプラントの周囲と部位別の天然歯との細菌叢の比較 

（Ａ06-0520-3） 

 宅間 裕介 
審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態 

（Ａ05-0520-2） 

 村瀬 俊彦 
審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態 

（Ａ05-0520-2） 

 腰原 輝純 メカニカルストレスに対する歯根膜組織の恒常性維持について 

（Ａ07-0520-2） 

 荻野 泰志 

 

オールセラミックスクラウンを用いた補綴装置についての力学的検討 

（Ａ07-0520-1） 



大学院生 多田 晃基 ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（Ａ06-0520-1） 

 小山 拓  fiber post の機械的性質（Ａ05-0520-1） 

 片山 愛子 Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化－バイオリアクターを応用

した顎骨再生（Ａ06-0520-6） 

 

2．成果の概要 

1) 食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

本研究は、食品の物性とヒト咀嚼運動軌跡の関係を明らかにすることを目的とした。被験者は、

顎関節機能に問題を認めない個性正常有歯顎者とし、被験食品は、硬さの異なる市販グミ二種を用

いた。実験方法は、ナソヘキサグラフシステムJM1000を用い、自由咀嚼時の下顎切歯点の軌跡を計

測した。計測時間は官能試験による硬さの評価をもとに３つの区間に設定した。下顎咬合平面に水

平なXY平面を基準平面とし、運動解析点を下顎切歯点の軌跡が基準平面を通過する点とした。そし

てこの運動解析点と原点との距離を計測し多重比較による分析を行った。 

歯科学報108 (4), 402，2008 

 

2) 外側翼突筋における筋電図学的研究（Ａ06-0520-2） 

本研究は咬合位に関わる因子として、外側翼突筋下頭筋活動と前後的な体位変化との関連につ

いて検討することを目的とした。被験者は、東京歯科大学千葉病院に精査を希望し受診した患者

７名とした。外側翼突筋下頭の電極設置には、MRIとCTを利用し電極設定と位置確認を行っ

た。座位と水平位の２体位における開閉口運動時の筋電図記録より単位時間当たりの平均筋活動

量を算出し、外側翼突筋下頭の働きと体位の変化による影響を分析した。 

研究結果より、外側翼突筋下頭は開口運動時に必ず働き、閉口運動時には約半数の被験者にお

いて働く事がわかった。体位変化の影響に関して、開閉口運動時、体位変化により平均筋活動量

に有意差が認められ、水平位の平均筋活動量が座位に比較して減少した。前後的な体位変化によ

り、外側翼突筋下頭の機能は変化することはなく、体位変化は外側翼突筋筋活動量に影響するこ

とがわかった。 

 

3) 審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態（Ａ05-0520-2） 

本研究では，連結部形態の異なるジルコニアオールセラミックブリッジのコーピングを作製し破

壊試験などを行うことにより，臼歯部に応用する上で適正な要件があるかを検討した．第一大臼歯

欠損の 3 ユニットブリッジを想定した作業用模型からコーピングを作製した．連結部断面積を

5.0mm2，7.0mm2，9.0 mm2の 3 パターンとし，連結部断面形態は，高径と頬舌幅径の比が 1:1，3:4，

2:3の円形および楕円形とした．これを各形態10個ずつ，計90個作製した．各形態10個のうち，

5 個を合着用セメント，残りを接着性レジンセメントで支台歯同寸の金型と合着した．その後，試

料を37℃蒸留水で24時間水中保存した．これを，万能試験機により，クロスヘッドスピード1mm/min

で荷重をかけ，破断荷重値の計測と破壊様相の観察を行った．本実験においては，断面積の増加は

破断荷重値を増加させた．接着性レジンセメントにより合着した試料は，合着用セメントを用いた



試料と比べ，破壊靭性値が高い傾向を示したが，有意な差は見られなかった. 

   The 3rd International Congress on Adhesive Dentistry Program & Abstracts：113，2008 

    Sino-Japanese Conference on Stomatology 2008 Program & Abstracts：222，2008 

     

4) Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクターを応用した顎骨再生 

（Ａ06-0520-6） 

目的とする組織を再生するための培養条件として、細胞を3次元的に培養するといった試みが様々

なところでなされている。三次元的な培養を行う方法には様々なものが存在するが、その一つにラ

ジアルフロー型のバイオリアクターを用いた方法がある。この方法は、調整槽にて培養液の温度、

PH、溶存酸素を細胞に適した状態に調整し、それを一定速度で還流させることにより、細胞を三次

元的に長期間培養することが可能である。この装置を用いての細胞培養の成功例がいくつか報告さ

れているが、顎骨を再生したという報告は少ない。今研究の目的は、ラジアルフロー型のバイオリ

アクターを用いた顎骨再生を可能とすることである。 

   再生医療7(増刊号), 185, 2008 

CD-ROM abstructs Journal of Dental Research：87, Special issue B, 2008 

 

3．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 

佐藤 亨 2008. 4.19 口腔の美と機能 愛知学院歯学部 名古屋市

佐藤 亨 2008. 6. 9 口腔の美と機能 昭和大学歯学部 東京都 

佐藤 亨 2008. 7.16 口腔の美と笑うこと 千葉市民文化大学 千葉市 

佐藤 亨 2008. 7.17 セラミックの臨床 東京歯科大学医療連携講演会 千葉市 

佐藤 亨 2008. 9. 7 歯と体の健康 神奈川県歯科医師会 東京都 

佐藤 亨 2008. 9.11 口腔の美－形態と機能 奥羽大学歯学部 郡山市 

佐藤 亨 2007.10.09 頭頸部筋の働きと体のバランス 千葉大学医学部 千葉市 

佐藤 亨 2008. 2. 6 美と機能 愛歯技工専門学校 東京都 

 

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 

荻野 泰志 

多田 晃基 

2008. 5. 2 第22回東京歯科大学 カリキュラム研修ワーク

ショップ 

受講者 千葉市 

佐藤  亨 

天﨑 光宏 

本間 慎也 

野本俊太郎 

四ツ谷 護 

2008. 6. 6 「メタルフリー修復の実際」 

東京歯科大学同窓会主催セミナー 

講師 東京都 

齋藤 文明 

四ツ谷 護 

2008.10. 4～5 東京歯科大学 第6回 試験問題ワークショップ 受講者 千葉市 



共用試験等 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

鈴木 雄太 2009. 2. 1 平成20年度奥羽大学歯学部 第4学年OSCE 外部評価者 郡山市 

久永 竜一 

三穂 乙暁 

鈴木 雄太 

本間 慎也 

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 

野本俊太郎 2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 機材副責任者 千葉市 

高梨 聖敏 

天崎 光宏 

2009. 3. 1 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 補助者 千葉市 

荻野 泰志 

多田 晃基 

小山  拓 

2009. 2.28 平成20年度東京歯科大学 第4学年OSCE 模擬受験者 千葉市 

 



単行図書 

 

1. 佐藤 亨: 著分担 :クラウンブリッジテクニック (a)第 3 章 Ａ，Ｂ 39～44 頁, 医歯薬出版, 東京都, 2008. 

 

2. 佐藤 亨: 著分担 :第 4 版 クラウンブリッジ補綴学 (a)Ⅱ Ｅ ＦＧＰテクニック 178～181 頁, 医歯薬出版, 東京都, 

2009. 

 

その他 

 

1. 三穂乙暁 : 海外のホットな学術情報を会員の先生方へ 第 7 回 臼歯部固定性ブリッジに用いられたジルコニアフ

レームワークの 5 年臨床成績, 千葉市歯科医師会会報 187, 23～25, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 青木雅憲, 石原和幸(1), 高梨聖敏, 本間慎也, 伊藤太一(2), 矢島安朝(2), 奥田克爾(1), 佐藤 亨 : 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, 日補綴歯会誌 52(特別号), 160, 2008. (第 117 回日本補綴歯科学会学

術大会, 名古屋市) (1)微生物,(2)千病・口腔インプラント 

 

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

Periodontopathic Bacteria from Natural Tooth to Implants, JDR(CD-ROM) 87(Special issue B), 2008. (The 86th 

General Session of the International Association for Dental Research, Toronto,Canada) (1)微生物,(2)千病・口腔インプラント 

 

3. Arano,T., Yoshinari,M.(1), Inoue,T.(2), Sato,T. : 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)理工,(2)臨検査 

 

4. 岩本昌士(1), 齊藤シオン(1), 八木澤潤子(1), 市川秀樹(1), 成田真人(1), 伊藤亜希(1), 松崎英雄(1),田中潤一(1), 野本

俊太郎 : Bisphosphonate 製剤服用中に発症した顎骨骨髄炎の 6 例, 歯科学報 108(2), 190, 2008. (第 285 回東

京歯科大学学会, 千葉市) (1)都立大塚病院・口腔 

 

5. Nomoto,S., Onodera,K., Sato,T., Saitou,F., Yotsuya,M. : Effect of Connector form and Adhesive materials on 

resistance in all-ceramic bridge copings, The 3rd International Congress on Adhesive Dentistry(Program & 

Abstracts), 113, 2008. (The 3rd International Congress on Adhesive Dentistry, Xi'an,China) 

 

6. Nomoto,S., Onodera,K., Sato,T., Suzuki,Y., Amasaki,M., Yoshida,A., Saito,M. : Effect of connector form on 

resistance zirconia all-ceramic fixed partial denture, Sino-Japanese Conference on Stomatology 2008(Program & 

Abstracts), 222, 2008. (Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xi'an,China) 

 

7. 青木雅憲, 石原和幸(1), 高梨聖敏, 本間慎也, 伊藤太一(2), 矢島安朝(2), 奥田克爾(1), 佐藤 亨 : 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, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会, 千葉市) (1)

微生物,(2)千病・口腔インプラント 

 

8. 新谷明昌, 齋藤文明, 佐藤 亨, 鈴木雄太, 本間慎也, 田口貴子, 山口真佐幸 : 咀嚼時の頭位と頭部動揺の検

討, 歯科学報 108(4), 402, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会, 千葉市) 

 



9. 村瀬俊彦, 佐藤 亨, 野本俊太郎, 宅間裕介, 四ツ谷譲, 齋藤文明 : 前歯部オールセラミックブリッジの連結部

デザインに関する検討, 日補綴歯会誌, 2009. (日本補綴歯科学会関西支部・第 12 回学術大会, 和歌山市) 

 



9．歯科矯正学講座 
 
プロフィール 
１． 教室員と主研究テーマ 

教  授  末石 研二  先天性疾患の歯科矯正治療に関する研究（Ａ02-0590-2） 
顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ99-0590-2） 

准 教 授  茂木 悦子  超音波骨密度計測装置を用いた顎骨骨密度の評価(A03-0590-3) 

8020達成者の顎模型を用いた歯、顎の加齢様相の解剖学的研究(Ａ05-0590-4) 
顎機能異常に関する疫学調査、臨床調査を中心とした歯科矯正学的研究 

(Ａ88-0590-1) 

講  師  野嶋 邦彦  歯列弓形態の決定、維持に関する三次元的研究(A03-0590-2) 

      坂本 輝雄  矯正歯科への骨延長法の応用(A94-0590-1) 

助  教  野村 真弓   TMJ Scale を用いた顎関節症を伴う不正咬合者の心理的要因について 

（Ａ00-0590-2） 
米国白人、ヒスパニック、日本人、アフリカ人評価者について側貌の審美性におけ 

る検討（Ａ08-0590-1） 

      西井  康  インプラントアンカーの開発 

      小林  誠  顎顔面頭蓋形態のＸ線ＣＴデータ分析法の確立(Ａ05-0590-6) 

      石井 武展   下顎骨成長方向のコントロールに関する検討(Ａ06-0590-1) 
      東郷 聡司  インプラントを用いた上顎歯列後方移動における力学的検討(Ａ08-0590-2) 

レジデント  柿本  朱 

      伊達 彩乃 

      白石 祐子 

      小高 紅美 

大学院生  内田 悠志  骨系細胞における細胞内シグナルの解析（Ａ08-0590-8） 

根津  崇  エイジングによりマラッセ上皮遺残細胞の機能は低下する 

      向井 美弥  下顎を前方移動した際の舌骨上筋群及び咀嚼筋の変化(Ａ08-0590-9)  
      下島 隆志  歯根膜仮骨延長法に関する組織学的研究(Ａ08-0590-3) 
      田井 愛子  ２０代日本人の２０年後の歯列の変化 

      鈴木 正能  インプラントを用いた上顎歯列後方移動における力学的検討(Ａ08-0590-2) 

      小貝 隆広  家兎における実験的片咀嚼による下顎骨の生体アパタイト結晶の配向性の変化       
専 攻 生  

 

２． 成果の概要 

1)下顎骨成長方向のコントロールに関する検討(Ａ06-0590-1) 
現在，顔面非対称の病因について歯牙の咬合干渉，口腔周囲筋機能の問題，遺伝的要因，側方外力などの報告があ

るが，下顎骨に対する側方外力の影響に関しては実証されていない。そこで，成長期ラット下顎骨に対する側方か

らの顎外力が，下顎骨の成長にどのような影響を及ぼすかについて，マイクロCTを用いた三次元計測および下顎

頭の病理組織学的検討により解明した。その結果，成長期ラット下顎骨に持続的に側方外力を与えると，下顎の左

右非対称な成長が生じることが判明した。非対称な成長の機序としては，荷重側におけるMe-Cdの成長量が非荷

重側よりも過剰であることが原因で，非荷重側の成長が抑制されたものではないことが解明された。また，左右下

顎骨の垂直高径における成長に影響を及ぼさないことが示唆された。下顎頭部分における側方外力の病理組織学的

影響としては，荷重側では，下顎頭最上縁部のCartilaginous zoneの肥厚，Erosive zoneの増大および下顎頚部



の幅径の減少であり，非荷重側では，軟骨細胞層の内側への移動とその直下に軟骨性化骨が側方へ行われるように

なり，下顎頚部の内側への変形および下顎の左右非対称の成長がおこることが示唆された。 
Am J Orthod.Dentofacial 134(6), 2008, 782～791 

 

３． 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

茂木悦子 不正咬合と食物物性との

関連 

和洋女子大家政学部 市川市 柳澤幸江 

茂木悦子 不正咬合と食育 千葉県歯科医師会 千葉市 松田一郎 

茂木悦子 食習慣と生活習慣病および

齲蝕経験との関連性 
口腔衛生学講座 
市川市歯科医師会 

千葉市 
市川市 

松久保 隆 

茂木悦子 

野村真弓 

Esthetic preferences of 
European American, Hispanic 
American, Japanese, and 
African judges for soft-tissue 
profiles 

University of Texas Health 
Science Center at San Antonio, 
USA 

San Antonio, 
Texas, USA 

Prof.JD Rugh 
Prof.JP Hatch 

茂木悦子 Regenerative effect of   
melatonin in bone  

University of Valladolid, Spain Valladolid, 
Spain 

Prof.SL Burillo 

野嶋邦彦 Comparison of dental arch 
forms between Israeli and 
North American white 
populations 

Department of Orthodontics, The 
Hebrew University, Hadassah 
School of Dental Medicine 

Jerusalem, 
Israel 

 

Liat Tzur-Gadassi

西井 康 Comparison of palatal bone 
width in four races 

Dept. of Orthod. USCDS  Glenn T., 
Sameshima 

 

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 

茂木悦子 成長発育期の子どもの咀嚼と食育 千葉県歯科医師会研究助成金 

石井武展 アルジレリンⓇによる下顎骨成長方向のコントロールに

関する検討 

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 

坂本輝雄，東郷

聡司，小坂竜

也，根津 崇，

末石研二，中嶋

英雄 

2008. 9.18 学術大会優秀発表賞 頭蓋縫合早期癒合症に対する

治療戦略 

日本矯正歯科学会

 シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

末石研二 2008. 6.17～18 シンポジウム III.顎矯正手

術の決断時期と治療目標（上

顎の位置決め）－治療目標立

案時に考慮すべき事項につ

いて 

第18回日本顎変形症学会総会 名古屋市 

坂本輝雄 2008. 9.20 歯科矯正治療に起因する痛

みへのレーザーの応用 

第 20 回日本レーザー歯学会総

会・学術大会 

大阪市 

 

 



６． 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

末石研二，茂木

悦子，野嶋邦

彦，石井武展 

2008. 7.10 歯をアップライトする。 東京都歯科医師会・ 

平成20年度歯科矯正学

卒後研修 

東京・血脇ホー

ル 

茂木悦子 2008. 7.17 テンポラリーアンカレッジディ

バイス(TAD)の現状と今後 

平成20年度東京歯科大

学千葉病院医療連携講

演会 

東京歯科大学・

千葉校舎講堂 

茂木悦子 2008. 7.19 食育と口腔保健 第 4 回千葉県歯科医師

会口腔円卓会議 

千葉市 

茂木悦子 2008. 8. 2 ご存じでしたか？8020 達成はよ

い咬み合わせから 

日本臨床矯正歯科医会

広報キャラバンイン清

水 

静岡県 

清水市 

茂木悦子 2008.12.21 8020から食育がみえる 神奈川県歯科医師会 横浜市 

教育ワークショップ等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

野嶋邦彦 2009. 3. 1 ＯＳＣＥ 評価者 東京歯科大学 

茂木悦子 2008. 5.31～6.1 ＯＳＣＥ 外部評価者 日本大学 

坂本輝雄 2008. 7.23～24 ＯＳＣＥ 外部評価者 明海大学 

坂本輝雄 2009. 2.20～21 ＯＳＣＥ 外部評価者 岩手医科大学 

 



 

 

論      文 

 

1. 小林 誠, 吉井賢一郎(1), 山口秀晴, 末石研二, 須賀賢一郎(2), 内山健志(2) : 原発性萌出不全に対して外科的矯

正により治療を行った 1 症例, 歯科学報 108(2), 143～152, 2008. 症例 (1)東京都,(2)口外 

 

2. 小坂薫子, 野嶋邦彦, 末石研二 : 著しい上顎犬歯の近心転位を伴う上下顎前歯前突症例, 東京矯歯誌 18(1), 

19～23, 2008. 症例 

 

3. 沼澤起望子(1), 横田麗子(2), 鈴木謙介(3), 宮崎晴代, 末石研二 : 同胞に発生した Seckel 症候群患者の歯科矯正

学的検討, 歯科学報 108(4), 337～345, 2008. 症例 A02-0590-2 (1)東京都,(2)神奈川県,(3)茨城県 

 

4. 井上恵実, 宮崎晴代, 末石研二, 森山貴史(1), 小林弥生(2), 桑山真寧(2), 高野正行(2), 柿澤 卓(2) : 下顎頭過形

成を伴う顔面非対称の外科矯正再治療例, 歯科学報 108(4), 346～354, 2008. 症例 (1)東京歯科大学口腔健康臨

床科学講座歯科保存学分野,(2)東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔外科学講座 

 

5. Ishii,T., Yamaguchi,H.(1) : Influence of extraoral lateral force loading on the mandible in the mandibular development 

of growing rats, Am J Orthod Dentofacial Orthop 134(6), 782～791, 2008. 原著 学位論文(甲) A06-0590-1 保情研,

分析生研 実動施設 (1)Tokyo 

 

解      説 

 

1. 坂本輝雄 : 骨延長法の歯科矯正治療への応用, バイオプログレッシブ・スタディクラブ会誌 18, 13～25, 2008. 

 

2. 末石研二 : 歯科矯正学講座 継承と発展, 歯科学報 108(6), 600～601, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 茂木悦子: 著分担 :口と歯の事典 (a)日本人が好んだ顔 32～36 頁, 朝倉書店, 東京, 2008. 

 

その他 
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10. 歯科放射線学講座 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 佐野 司 FLAIR法 MR画像による顎関節滑膜炎の病態診断プロジェクト 

准 教 授 和光 衛 歯科用コーンビームCT画像に基づくインプラント周囲骨の 

クリニカルバイオニクス(A08-0610-1) 

助 教 西川慶一 超音波血流信号の定量解析による頭頸部悪性腫瘍リンパ節転移の

高精度検出（A02-0610-2） 

 原田卓哉 上顎に発生し隔壁様構造を伴った不透過性病変の画像診断学的 

検討（A01-0610-1） 

 音成実佳 MRI による顎関節症の病態診断顎舌骨筋を経由する舌下部病変の

CTおよびMRによる描出の検討  歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで 

画像化するプロジェクト(A07-0610-1) 

 大久保真衣 嚥下機能診断のためのMR撮像(A07-0610-2) 

 神尾 崇 Ｘ線CTおよび非接触型三次元計測装置より得た顎顔面 

軟組織形状の統合・分析・評価(A08-0610-2) 

 坂本潤一郎 拡散強調MR画像を用いた頭頸部腫瘤性病変の鑑別法の開発 

(A08-0610) 

 山本あや 高速撮像法を用いたMRIによるインプラント術前検査 

(A08-0610-4) 

大学院生 田辺耕士  

 井本研一 FLAIR強調像を用いた顎関節滑膜炎病態の評価、診断 

専 攻 生 羽生田仁  

 

2.  成果の概要 

Entities of temporomandibular joint effusion observed on T2-weighted MR images 

Purposes: The purpose of this study was to clarify entities of joint effusion (JE) observed 

on T2-weighted MR images by analyzing signal intensities in T2-weighted and FLAIR images.  

Materials and methods: Subjects consisted of 21 patients (31 joints) with JE based on the 

classification criteria of Larheim et al. Corrected sagittal T2-weighted (TR/TE 3300/85 

ms) and FLAIR (TR/TE 9000/122 ms, 9000/168 ms) images obtained in the closed-mouth position 

were used for analysis. Regions of interest (ROI) were set at JE, cerebrospinal fluid (CSF), 

and gray matter (GM), and their signal intensities were measured. The signal intensity of 

GM was used to obtain the signal intensity ratio (SIR). The signal intensities of JE and 

CSF on T2-weighted images were compared with those on FLAIR images. The Pearson 

product-moment correlation coefficient was used for statistical analysis. The suppression 

ratios of the signal intensities of JE and CSF in FLAIR imaging were also compared. 

Results: The SIR of JE showed a strong correlation (correlation coefficient 0.81(FLAIR TR/TE 

9000/122 ms), 0.94 (TR/TE 9000/168 ms)) between T2-weighted images and FLAIR images. However, 

no correlation was observed for CSF. The average suppression ratio of the signal intensity 

by FLAIR imaging was 36.9% (FLAIR TR/TE 9000/122 ms) or 16.3% (TR/TE 9000/168 ms) for JE, 

and 75.6%(TR/TE 9000/122 ms) or 71.7%(TR/TE 9000/168 ms) for CSF. 

Conclusion: Using FLAIR imaging, entities of JE were clarified, and it was concluded thatthe 



JE was not a simple accumulation of fluid, but a fluid accumulation containing protein 

elements and synovial tissue.  

（The 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology） 

 

3.  学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

佐野 司 Magnetic resonance evidence 

of joint effusion of the 

temporomandibular joint 

九州歯科大学 北九州市 高橋 哲 

佐野 司 顎関節症の診断 日本大学松戸歯学部 松戸市 金田 隆 

佐野 司 

音成実佳 

顎関節症のMRI診断 昭和大学歯学部 東京 岡野友宏 

和光 衛 個体に特化したインプラント 

周囲骨の力学的特性変化の分析

計算力学研究センター 大阪 松永 繁 

佐野 司 

井本研一 

神尾 崇 

西川慶一 

顎関節症患者に対するオーラル

リハビリテーションロボットに

よる筋マッサージ効果について

の臨床的評価 

1) 早稲田大学 

理工学術院 

2) 朝日大学歯学部 

1) 東京 

 

2) 岐阜 

1) 高西淳夫 

 

2) 勝又明敏 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

佐野 司 fusion画像によるインプラント術前の骨質評価 平成20年度学長奨励研究 

和光 衛 歯科用コーンビームＣＴ画像に基づくインプラント 

周囲骨のクリニカルバイオニクス 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

音成実佳 歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプロジェクト 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

大久保真衣 MR画像上での予測因子発見プロジェクト 

－嚥下機能低下の早期発見に向けて－ 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

神尾 崇 X線 CTおよび非接触型三次元計測装置より得た 

顎顔面軟組織形状の統合・分析・評価 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

佐野 司 2009. 2.27 口腔頭頸部領域のMR拡散

強調画像 MR拡散強調画像

による口腔頭頸部病変の 

質的診断と治療評価 

第28回日本画像医学会 東京 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

佐野 司 2008. 4.10 エックス線診断の最前線 水道橋病院症例検討会 東京 



佐野 司 2008. 5.25 最新の画像診断装置の現

状と今後－デジタルシス

テムとコーンビームCTを

中心に－ 

昭和大学歯学部同窓会 

学術講習会 

東京 

佐野 司 2008. 6.27 臨床に役立つＸ線写真の

読像および最新の歯科放

射線学の進歩と動向 

東京歯科大学同窓会 

品川・荏原支部 

東京 

佐野 司 2008. 9.10 メリーランド大学歯学部

およびブリティッシュコ

ロンビア大学歯学部にお

ける臨床フレーム 

ワーク 

第76回歯科医学教育 

セミナー 

千葉市 

佐野 司 2008. 9.14 日本歯科放射線学会意見

交換の集い 

「デンタルインプラント

の画像診断ガイドライン:

欧米および 

本邦のガイドラインにつ

いて」 

第38回日本口腔 

インプラント学会学術大会 

東京 

佐野 司 2008. 9.28 歯科画像診断の進歩 文京区歯科医師会 東京 

佐野 司 2008.11.13 歯科画像診断のこれから 東京歯科大学同窓会 

目黒支部 

東京 

西川慶一 2008.11.20 歯科医院のデジタル化を 

どう図るか 

日本歯科放射線学会主催 

歯科医師生涯研修セミナー 

(奈良県歯科医師会後援) 

奈良市 

坂本潤一郎 2008.11.20 歯科用コーンビームCTの

特徴 

日本歯科放射線学会主催 

歯科医師生涯研修セミナー 

(奈良県歯科医師会後援) 

奈良市 

佐野 司 2008.11.21～22 Clinico-Radiologic 

Pathological Conference

The 7th Asian Congress of 

Oral and Maxillo-Facial 

Radiology and The 13th 

Conference of Clinical 

Diagnostics of JSOMR 

奈良市 

佐野 司 2008.11.21～22 Hand-On Workshop: 

MR imaging of the 

temporomandibular joint

The 7th Asian Congress of 

Oral and Maxillo-Facial 

Radiology and The 13th 

Conference of Clinical 

Diagnostics of JSOMR 

奈良市 

佐野 司 2009. 1.20 パノラマ画像の活用と

MRI 

江戸川区歯科医師会 東京 

 

 

教育ワークショップ等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

音成実佳 2008. 5.17～18 第 24回カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

坂本潤一郎 2008. 5.17～18 第 24回カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

山本あや 2008. 5.17～18 第 24回カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

音成実佳 2008.10. 4～ 5 第6回試験問題作成に関するワークショップ 参加者 千葉市 



坂本潤一郎 2008.10. 4～ 5 第6回試験問題作成に関するワークショップ 参加者 千葉市 

山本あや 2008.10. 4～ 5 第6回試験問題作成に関するワークショップ 参加者 千葉市 

神尾 崇 2008.10.20～21 第 9回歯科医学教育者ワークショップ 参加者 東京 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

和光 衛 2008. 5.31～6. 1 日本大学歯学部OSCE外部評価者 

（医療系大学間共用試験実施評価機構派遣） 

外部評価者 東京 

佐野 司 2009. 2.18 平成20年度東京歯科大学第4学年CBT 実施責任者 千葉市 

佐野 司 2009. 3.10 平成20年度東京歯科大学第4学年CBT 実施責任者 千葉市 

 



論      文 

 

1. Sano,T., Yamamoto,A., Otonari-Yamamoto,M., Wakoh,M., Katakura,A.(1) : Interpretation of images and discrepancy 
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ーション診療室開設 5 年間の臨床統計, 障害者歯科 29(3), 477, 2008. (第 25 回有限責任中間法人日本障害者歯科

学会総会および学術大会, 東京) (1)千病・摂食・嚥下リハ,(2)岡山大・医歯病院・特殊歯科総合治療部 

 



29. 有岡享子(1), 石田 瞭(2), 今井美香子(1), 沼本庸子(1), 森 貴幸(1), 北 ふみ(1), 森田幸介(1), 大久保真衣,     

緒方克也(1), 江草正彦(1), 宮脇卓也(1) : 摂食・嚥下リハビリテーションにおける地域連携について統計, 障害者

歯科 29(3), 553, 2008. (第 25 回有限責任中間法人日本障害者歯科学会総会および学術大会, 東京) (1)岡山大・医歯病

院・特殊歯科総合治療部,(2)千病・摂食・嚥下リハ 

 



11．スポーツ歯学研究室 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 石上 惠一 スポーツにおける感覚情報が予測咬合運動に及ぼす影響 

 （Ａ00-0790-1） 

准 教 授 武田 友孝 咬合干渉が情動反応に及ぼす影響（Ａ00-0790-20） 

講 師 中島 一憲 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響 

（Ａ00-0790-13） 

レジデント 黒川 勝英 ガム咀嚼が全身運動能力に及ぼす影響（Ａ 00-0790-7） 

大 学 院 生 澁澤 真美 脳の活性化に及ぼす口腔内および咀嚼条件の影響 

（Ａ02-0790-16） 

      須田  鎮 咬合干渉が情動反応に及ぼす影響（Ａ00-0790-20） 

      若野 新八 実験的水平下顎位の変化が動的バランスに及ぼす影響（Ａ

00-0790-19） 

      三島  攻 マウスガードの厚径変化に関する研究（Ａ00-0790-5） 

      柄澤 健介 顎口腔系の状態変化が歩行に及ぼす影響（Ａ02-0790-18） 

      半田  潤 頭部に生ずる加速度に対する噛みしめ，マウスガードの影響 

 （Ａ00-0790-11） 

      雨宮 あい マウスガードの形状安定性に関する研究（Ａ08-0790-1） 

      小澤 卓充 顎口腔系の状態変化が歩行に及ぼす影響（Ａ02-0790-18） 

      額賀 英之 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の歯折強度に及ぼす影響

（Ａ02-0790-17） 

      山崎  豪 脳の活性化に及ぼす口腔内および咀嚼条件の影響 

（Ａ02-0790-16） 

専 修 科 生 秋場 岳史 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響 

（Ａ00-0790-13） 

      大野 浩之 スポーツ選手の外傷認知度（Ａ00-0790-10） 

 

2. 成果の概要 

1）咬合と全身状態、スポーツパフォーマンスについて 

スポーツにおいて生ずる頭部への加速度は、頭位・姿勢の変化を惹起しスポーツパフォーマ

ンスに影響し、またその値がある閾値を超えた場合には脳震盪などの脳傷害、頸椎への損傷の

原因となる。この加速度の発生に影響する因子としては、頸部の長さ、太さ、アライメントな

どの解剖学的個体差、頸部の筋力、外来刺激に対する反応時間などの運動能力などが挙げられ

る。したがって、頭部への加速度の軽減のための顎口腔系の条件として、咬合の確立、正しい

咬合を有するマウスガード、スプリントの装着、すなわち、顎口腔系の状態の改善、適切なマ

ウスガードの装着によるかみ締め力の増大および早期の筋活動が、頭頸部の固定の増強に寄与

し、スポーツパフォーマンスの向上、頭頸部の損傷予防に有効と考えられる。 

Dent Traumatol  24(3)，360～365, 2008 

 

  2）マウスガードの安全性について（Ａ00-0790-2）（Ａ00-0790-5） 

   種々のスポーツ、特にコンタクトスポーツにおける顎顔面領域への障害防止対策として、マ

ウスガードの使用が注目され、実際様々なタイプものが使用されつつある。しかしカスタムメ

イドタイプと現在多くの選手に使用されている市販のタイプとでは、装着感はもとよりその安



全性においても大きな隔たりがある。すなわち、不適切なタイプでは異物感が強く、会話等を

阻害し使用が不可能であったり、また外傷の予防に十分な衝撃吸収能を得るだけの厚みを確保

するのは難しい。さらに、適切な咬合関係の付与がなされていないマウスガードでは、顎関節

症を誘発してしまうケースが多く認められるばかりか、外力が加わった際に早期接触部位が支

点となりかえって骨折の可能性を増大してしまう事になる。そこで、適切なマウスガードの啓

発、普及が必要と考えられる。 

    J jpn prosthodont soc 52(2)，211～219, 2008 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹 

石上 惠一 

武田 友孝 

スポーツ選手の外傷認識度 慶煕大学 韓国 崔大  均 

石上 惠一 マウスガード材の開発とその

衝撃吸収能について 

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎 

石上 惠一 ラミネートマウスガードの接

着強さについて 

モルテンメディカル 東京 播戸日出男 

石上 惠一 聴性脳幹反応（ABR）と顎関節

の形態について 

日本大学歯学部 東京 篠田 宏司 

石上 惠一 

武田 友孝 

咬合干渉が情動反応に及ぼす

影響 
日本大学医学部 東京 酒谷  薫 

石上 惠一 

 

低年齢用のマウスガードの開

発 
株式会社ジーシー 東京 佐久間徹郎 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

武田 友孝 咬合干渉が情動反応に及ぼす影響 文科省科学研究費・基盤研究（Ｃ）

 

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 

三島  攻 2008.7.13 研究奨励賞 モーグルおよびアルペンス

キーのスポーツ特性と顎口

腔系状態との関連 

第 19 回日本スポーツ歯

科医学会総会・学術大会

大野 浩之 2008.7.13 研究奨励賞（大栄

歯科産業賞） 

ウエイトリフティング競技

と顎口腔系の状態との関連 

第 19 回日本スポーツ歯

科医学会総会・学術大会

 

 

 



学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

石上 惠一 2008.11.23 歯とスポーツの関係 第 34 回香川県スポーツ医科

学フォーラム 
高松市 

武田 友孝 2008.11.16 
スポーツ歯科医による健康増

進 
第21回日本歯科医学会総会 

横浜市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

石上 惠一 2008. 7. 5 聞いてびっくり！〝歯とスポ

ーツの関係〟 

第 3 回東京歯科大学公開講演

会 

千葉市 

石上 惠一 2008. 7.31 歯とスポーツとの関係 さいたま学校保健講習会 さいたま市 

石上 惠一 2008. 8.10 マウスガードの有効性とその調

整法（バキュームタイプ） 

栃木県実習セミナー 日光市 

石上 惠一 2008.12. 7 歯とスポーツの関係 千葉県保険医協会講壇会 香取市 

石上 惠一 2009. 3. 8 歯とスポーツ  神奈川県市民フォーラム 横浜市 

石上 惠一 2009. 3.22 マウスガードとスポーツパフ

ォーマンス 

千葉県歯科医師会マウスガード

アドバンス講習会 

千葉市 

武田 友孝 2008. 4.20 マウスガードの有効性について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2008. 6. 21 スポーツ歯学について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2008. 7.20 マウスガードの有効性について 千葉県ラグビーフットボール

協会総合安全メディカルサポ

ータ認定講習会 

千葉市 

 



論      文 

 

1. Maeda,M., Takeda,T., Nakajima,K., Shibusawa,M., Kurokawa,K., Shimada,A., Takayama,K., Ishigami,K. : In search 

of necessary mouthguard thickness. Part 1: from the viewpoint of shock absorption ability, Nihon Hotetsu Shika 

Gakkai Zasshi 52(2), 211～219, 2008. 原著 学位論文(乙) A00-0790-2 

 

2. Takeda,T., Ishigami,K., Nakajima,K., Naito,K., Kurokawa,K., Handa,J., Syoumura,M., Connell,W.R.(1) : Are all 

mouthguards the same and safe to use ? Part 2. The influence of anterior occlusion against a direct impact on 

maxillary incisors, Dent Traumatol 24(3), 360～365, 2008. 原著 A00-0790-14 (1)Department of General English， 

Australia Pacific College 

 

3. Kurokawa,K., Nakajima,K., Maeda,M., Takeda,T., Ishigami,K. : The effects of gum chewing on the body reaction 

time, International Journal of Sports Dentistry 1(1), 47～59, 2008. 原著 A00-0790-7 

 

4. Nakajima,K., Handa,J., Takeda,T., Ishigami,K. : Report by the medical volunteers who participated in the 2005 

special Olympics, International Journal of Sports Dentistry 1(1), 61～65, 2008. 臨床 A00-0790-10 

 

5. Kurokawa,K., Sakiyama,K.(1), Abe,S.(1), Naito,K., Nakajima,K., Takeda,T., Inoue,T.(2), Ide,Y.(1), Ishigami,K. : 

Expression of Myosin Heavy-chain mRNA in Cultured Myoblasts Induced by Centrifugal Force, Bull Tokyo Dent 

Coll 49(4), 173～178, 2008. 原著 A00-0790-15 細生研 (1)解剖,(2)臨検査 

 

6. Shibusawa,M., Takeda,T., Nakajima,K., Ishigami,K., Sakatani,K.(1) : Functional near-infrared spectroscopy study on 

primary motor and sensory cortex response to clenching, Neurosci Lett 449(2), 98～102, 2009. 原著 学位論文

(甲) A02-0790-16 (1)日大・医・脳神経外科 

 

学会抄録 

 

1. 須田鎮, 武田友孝, 中島一憲, 石上惠一, 片野勝司(1), 鷹股哲也(2), 保科早苗, 池田仁崇, 小川勝, 正村正仁,

尾崎俊郎 : スキー競技における顎口腔系の状態, 日歯医師会誌 61(5), 136, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総

会, 横浜市) A00-0790-1 (1)群馬県,(2)松本歯大・歯・顎口腔機能制御学講座 

 

2. 若野新八, 須田鎮, 中島一憲, 大野浩之, 柄澤健介, 三島攻, 高山和比古, 梶間孝樹, 武田友孝, 石上惠一 : 

顎口腔系の状態変化が運動調節機構へ及ぼす影響―第 3 報―顎偏位と動的バランスの関係, 日補綴歯会誌 

52(117 回特別号), 200, 2008. (社団法人日本補綴歯科学会第 117 回学術大会, 名古屋市) A00-0790-19 

 

3. 須田鎮, 武田友孝, 若野新八, 澁澤真美, 黒川勝英, 半田 潤, 秋場岳史, 中島一憲, 石上惠一 : 実験的下顎

偏位によるストレスが前頭部脳血流量におよぼす影響―第 4 報―, 日補綴歯会誌 52(117 回特別号), 205, 2008. 

(社団法人日本補綴歯科学会第 117 回学術大会, 名古屋市) A00-0790-20 

 

4. 石上惠一, 前田芳信(1), 上野俊明(2), 安井利一(3) : カスタムメイドタイプ(バキュームタイプ)マウスガードの作り方と

そのポイント, 日歯医師会誌 61(5), 78, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) A00-0790-8 (1)阪大・歯・顎口腔

機能再建学講座,(2)東京医歯大・歯・スポーツ医歯学分野,(3)明海大・歯・口腔衛生学分野 

 



5. 武田友孝, 石上惠一, 中島一憲, 黒川勝英, 半田 潤, 高山和比古, 星野浩之, 額賀康之, 片山幸太郎,    

梶間孝樹 : マウスガード・スポーツ外傷における問題点, 日歯医師会誌 61(5), 136, 2008. (第21回日本歯科医学

会総会, 横浜市) A00-0790-10 

 

6. 若野新八, 黒川勝英, 柄澤健介, 額賀英之, 小澤卓充, 山崎 豪, 雨宮あい, 関口千栄子, 中島一憲,      

武田友孝, 石上惠一 : 顎口腔系の状態変化が運動調節機能へ及ぼす影響(静的・動的バランスについて), 日

歯医師会誌 61(5), 137, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) A00-0790-19 

 

7. 澁澤真美, 武田友孝, 須田鎮, 中島一憲, 石上惠一, 酒谷 薫(1), 伊澤 昇, 楳津徳弘, 塩野英昭, 島田 淳 : 

顎偏位とストレスとの関連, 日歯医師会誌 61(5), 137, 2008. (第21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) A02-0790-16 (1)

日大・医・脳神経外科 

 

8. Suda,O., Takeda,T., Shibusawa,M., Nakajima,K., Ishigami,K., Sakatani,K.(1) : Influence of experimental deviated 

mandibular positioning on prefrontal cortex-analysis by functional near-infrared spectroscopy-, The 36th Annual 

Conference International Society on Oxygen Transport to Tissue Abstract Book, 17, 2008. (The 36th Annual 

Conference International Society on Oxygen Transport to Tissue, Sapporo city) A02-0790-16 (1)日大・医・脳神経外科 

 

9. Takeda,T., Shibusawa,M., Nakajima,K., Ishigami,K., Sakatani,K.(1) : Activity in premotor area related to bite force 

control &#8211;a functional near- infrared spectroscopy study-, The 36th Annual Conference International 

Society on Oxygen Transport to Tissue Abstract Book, 18, 2008. (The 36th Annual Conference International Society 

on Oxygen Transport to Tissue , Sapporo city) A02-0790-16 (1)日大・医・脳神経外科 

 

10. Shibusawa,M., Takeda,T., Nakajima,K., Ishigami,K., Sakatani,K.(1) : Functional near-infrared spectroscopy study 

on primary motor and sensory cortex response to biting and finger clenching, The 36th Annual Conference 

International Society on Oxygen Transport to Tissue Abstract Book, 19, 2008. (The 36th Annual Conference 

International Society on Oxygen Transport to Tissue , Sapporo city) A02-0790-16 (1)日大・医・脳神経外科 

 

11. 須田 鎮, 三島 攻, 武田友孝, 柄澤健介, 澁澤真美, 黒川勝英, 中島一憲, 石上惠一 : 実験的下顎偏位によ

るストレスが前頭部脳血流に及ぼす影響―第 5 報―, 歯科学報 108(4), 390, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会

(総会), 千葉市) A02-0790-16 

 

12. Nakajima,K., Karasawa,K., Mishima,O., Takeda,T., Ishigami,K. : Influence of mouthguard on clenching strength, 

The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 203, 2008. (The Fourth 

Sino-Japanese Xonference on Stomatology , Xian, China) A00-0790-14 

 

13. Takeda,T., Shibusawa,M., Nakajima,K., Ishigami,K., Sakatani,K.(1) : Activity in premotor area related to bite force 

control &#8211;part 2-, The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology Program and Abstracts, 204, 

2008. (The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xian, China) A00-0790-8 (1)日大・医・脳神経外科 

 

14. 澁澤真美, 石上惠一, 中島一憲, 武田友孝 : 実験的下顎偏位によるストレスが前頭部脳血流におよぼす影響―

第 5 報―, 第 18 回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集, 36, 2008. (第 18 回日本全身咬合学会学術大

会 , 新潟市) A02-0790-16 

 



15. 黒川勝英, 三島 攻, 須田 鎮, 山崎 豪, 半田 潤, 梶間孝樹, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一, 角岡 幸(1), 

蒲原 敬(1) : 試作マウスガード材の衝撃吸収能, スポーツ歯 12(2), 86, 2009. (第 19 回日本スポーツ歯科医学会総

会・学術大会, 札幌市) A00-0790-2 (1)株式会社ジーシー研究所 

 

16. 武田友孝, 黒川勝英, 佐藤武司, 島田 淳, 梶間孝樹, 若野新八, 須田 鎮, 三島 攻, 柄澤健介, 雨宮あい, 

石上惠一 : ラグビー選手の頸部筋力 -高校生と社会人トップ選手との相違およびマウスガードの影響-, スポ

ーツ歯 12(2), 90, 2009. (第 19 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A00-0790-11 

 

17. 柄澤健介, 須田 鎮, 中島一憲, 若野新八, 大野浩之, 三島 攻, 雨宮あい, 片野勝司(1), 茂木博行(2),     

正村正仁, 宮沢裕夫(3), 武田友孝, 石上惠一 : モーグル競技者におけるマウスガード装着が咬合力に与える

影響, スポーツ歯 12(2), 108～109, 2009. (第 19 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A00-0790-12 (1)

群馬県,(2)東京都,(3)松本歯大・歯・小児歯 

 

18. 額賀英之, 若野新八, 澁澤真美, 高柳 博(1), 伊澤 昇, 関口千栄子, 片野勝司(2), 茂木博行(1), 中島一憲,   

武田友孝, 石上惠一 : モーグル選手の動的バランスに関する検討, スポーツ歯 12(2), 109, 2009. (第 19 回日本

スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A02-0790-18 (1)東京都,(2)群馬県 

 

19. 三島 攻, 須田 鎮, 秋場岳史, 若野新八, 武田友孝, 中島一憲, 関口千栄子, 柄澤健介, 片野勝司(1),        

茂木博行(2), 石上惠一 : モーグルおよびアルペンスキーのスポーツ特性と顎口腔系状態との関連, スポーツ歯 

12(2), 112～113, 2009. (第 19 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A00-0790-12 (1)群馬県,(2)東京都 

 

20. 大野浩之, 須田 鎮, 三島 攻, 若野新八, 小澤卓充, 柄澤健介, 糸賀 裕(1), 片山幸太郎(1), 中島一憲, 武田

友孝,石上惠一 : ウエイトリフティング競技と顎口腔系の状態との関連, スポーツ歯 12(2), 113, 2009. (第 19 回日

本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A00-0790-12 (1)東京都 

 

 



12．臨床検査学研究室 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 井上  孝 歯髄・歯根膜組織およびDental implant周囲組織の解析（Ａ03-0611-1～7） 

准 教 授 松坂 賢一 Dental implantの基礎的研究（Ａ03-0611-1～7） 

(助    教) 

( 兼 任 ) 

村上  聡 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

大学院生 成瀬 晋一 歯根吸収メカニズムの解明（Ａ03-0611-1,2） 

 國分 克寿 人工ペプチドの歯科領域への応用（Ａ03-0611-2,4） 

 鏡  明展 歯肉移植片の軟組織の動態（Ａ03-0611-2,4） 

 山脇 健史 歯根膜マラッセ上皮残遺細胞の機能の解明(Ａ03-0611-4) 

 佐藤 隆太 抜歯即時インプラントの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 監物  真 歯髄SP細胞の加齢変化（Ａ03-0611-2,3,4） 

 岩田祥一郎 骨補填材に関する基礎的研究（Ａ03-0611-1） 

 Sultan Z Khan レーザー照射による根尖病巣治癒の解析（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

 三輪 恒幸 歯牙萌出障害における歯胚の変化（Ａ03-0611-4) 

 島   秀仁 レーザー照射における歯髄組織の変化に関する研究（Ａ03-0611-7） 

 洪   榮杰 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 木村  裕 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 松岡 海一 歯髄組織の再生（Ａ03-0611-2） 

 橋本 和彦 人工ペプチドのインプラントへの応用（Ａ03-0611-3） 

 湯浅 算章 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

      

2．成果の概要 

1）歯根膜組織およびDental implant周囲組織細胞の分化の解析 

本研究の目的は、歯根膜組織および歯槽骨の持つ特性やその動態を検索し、歯根膜細胞のセメン

ト芽細胞への分化を引き起こす因子の解析や、歯槽骨新生のための要因を検討するとともに、歯科

インプラント等の生体材料に対する生体の組織反応を検討し、歯根膜誘導の可能性を探ることであ

る。歯根膜組織および歯槽骨の動態を検討するため、in vivoの実験系では移植や創傷治癒過程を検

討するとともに、in vitroでは、培養細胞を用いて、歯根膜組織および歯槽骨細胞の特性を検討し

て、骨芽細胞への分化増殖因子を検索している。さらに、インプラント材料や移植材料に対する反

応を同様の実験系によって検討している。インプラント材料表面の微細構造が細胞動態に与える影

響を検索したところ、骨芽細胞では、深さと幅が数μｍの微細溝を有する材料上で、溝に沿って増

殖、配列するとともに、石灰化能が上昇する。平成17年度には基質にナノレベルでのタンパク固定

を行い、in vitro的に細胞動態を検索した。 

J Periodontal Res 43(3), 322～327, 2008 

J Biomed Mater Res A 2008. Epub ahead of print in press 

Brain Res 1229, 37～46, 2008 

Oral Biology 53, 1192～1201, 2008 



 

2）歯髄組織の動態解析およびレーザーの影響 

歯髄組織の発生、加齢変化、象牙芽細胞への分化、種々の薬剤に対する組織反応を検討すること

により、歯髄組織の動態、象牙質形成能や歯髄組織保存の可能性をin vivoならびにin vitroの系で

検討する。これらの研究を遂行するためには、組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした形

態計測に加え、生化学的検索やRNAの発現、局在を検索するためのin situ  hybridizationやRT-PCR

法、タンパク質の変化をwestern blot、免疫組織化学的検索、免疫電顕などの手法を用いる。平成

17年度には炭酸ガスレーザーを歯髄に作用させ、創傷治癒を検索した。 

J Endodontics 34(7), 818～821, 2008 

   

3）口腔内病変に関する臨床研究 

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

として得られた口腔病変の検体を用いて、病理組織学的に検討すると共に、免疫組織化学的、超微

構造的に検索し、腫瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく。平成17年度には唾液腺腫瘍と歯

原性腫瘍の発生メカニズムの解析を症例からアプローチした。 

日本口腔検査学会雑誌  1(1), 37～39，2009 

日本口腔検査学会雑誌  1(1), 40～43，2009 

日本口腔検査学会雑誌  1(1), 44～47，2009 

日本口腔検査学会雑誌  1(1), 48～51，2009 

日本口腔診断学会雑誌 22(1), 78～79，2009 

 

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 

井上  孝 ポーラスタイプインプラン

トの組織親和性 

トロント大学・ 

歯学部 

Canada D.A.Deporter

井上  孝 

松坂 賢一 

歯根膜細胞の再生とその機

能 

ブリテイシュコロン

ビア大学・歯学部 

Canada D.M.Brunette

松坂 賢一 インプラントと組織界面 ナイメーヘン大学・

歯学部 

Netherlands J. A. Jansen 

井上  孝 

松坂 賢一 

インプラントと組織界面 日本大学歯学部 東京 小木曽文内 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

井上  孝 口腔のアンチエイジングによる生体制御 学術研究高度化推進経

費・ハイテクリサーチセ

ンター経費(第7) 

井上  孝 機能性インプラントのためのセメント質誘導ペプチド創製 科研費・基盤研究(A) 

松坂 賢一 口腔エイジング解明によるリジュヴェネーション 科研費・基盤研究(C) 



村上  聡 炭酸ガスレーザーによるオーラルヘルスプロモーション 科研費・若手研究(B) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

松坂 賢一 2008. 8. 口腔病理専門医が行う患者対

応 

第19回日本臨床口腔

病理学会 

東京 

井上  孝 2008. 9.14 日本口腔臨床検査学会の集い 第38回日本口腔イン

プラント学会総会・学

術大会 

東京 

松坂 賢一 2008. 9.14 基礎医学者の集い 第38回日本口腔イン

プラント学会総会・学

術大会 

東京 

井上  孝 2008. 9.13 インプラントのガイダンス策

定のためのシンポジウム 

第38回日本口腔イン

プラント学会総会・学

術大会 

東京 

井上  孝 2009. 2.15 ローディング時期の病理学的

背景 

ITI Congress 
Japan, 2009 

東京 

 

  学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2008.5.22～23 Current Dental 
Research 

The 93th Anniversary of 
Yonsei Clinical Dentistry 
and 40th Anniversary of 
Yonsei University 
College of Dentistry 

ソウル 

井上  孝 2008. 8.23 口腔検査 第１回日本臨床検査学会・

基調講演 

東京 

井上  孝 2008.11.22 Clinical, radiological and 
pathological 
implantology 

The 7the Asian Congress 
of Oral and Maxillofacial 
Radiology and The 13th 

Conference of Clinical 
Diagnostics  of  JSOMR 

奈良市 

井上  孝 2009. 1.30 歯牙発生の観点からエナ

メル上皮腫の増殖を考え

る 

第２７回日本口腔腫瘍学会

総会・学術大会 

宇都宮市

 

 

 

 



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 

井上  孝 2008. 4.12 インプラント病態学 京都インプラント研究

所（認定医養成講座） 

京都市 

井上  孝 2008. 4.13 インプラントと歯科矯正 一般臨床医矯正研究会 東京 

井上  孝 2008. 4.20 インプラント体と生体の反応、口

腔粘膜の治癒と骨の治癒および

骨代謝 

九州インプラント研究

会（認定医養成講座） 

熊本市 

井上  孝 2008. 5.10 インプラントの病態とピットフ

ォール 

新日本臨床歯科インプ

ラント研究会 

（認定医養成講座） 

大阪府 

井上  孝 2008. 5.17 インプラントにおける病理学的

な基礎知識 

日本インプラント臨床

研究会（認定医養成講

座） 

東京 

井上  孝 2008. 5.18 インプラント治療のEBM インプラント実践パー

フェクトセミナー 

東京 

井上  孝 2008. 5.29 創傷の治癒について 港区芝歯科医師会学術

講演会 

東京 

井上  孝 2008. 6. 7 インプラントに対する生体反応

（病理、病態） 

日本歯科先端技術研究

所（認定医養成講座） 

東京 

井上  孝 2008. 6. 8 インプラント病態論 新潟再生歯学研究会（認

定医養成講座） 

新潟市 

井上  孝 2008. 6.14 インプラント病態生理学 嵌植義歯研究所 

（認定医養成講座） 

仙台市 

井上  孝 2008. 6.15 口腔検査の有用性 第７回ドライマウス研

究会 

東京 

井上  孝 2008. 6.19 歯科医療安全 諏訪歯科医師会学術講

演会 

諏訪市 

井上  孝 2008. 6.22 インプラントのピットフォール、

そして再生医療がインプラント

を抜く日 

福井県歯科医師会学術

講演会 

福井市 

井上  孝 2008. 6.25 注意しなければならない口腔疾

患、主に口腔粘膜＆顎骨の疾患に

ついて 

調布市歯科医師会学術

講演会 

東京 

井上  孝 2008. 7.13 診療報酬された新技術と２年後

の改定を待つインプラントの舞

台裏 

柏市歯科医師会学術講

演会 

柏市 

 



松坂 賢一 2008. 7.26 口腔ガン検診（スクリーニング）

モデル事業研修会 

千葉市歯科医師会 千葉市 

井上  孝 2008. 8.30 臨床検査学的に口腔疾患と全身

疾患との関連を考える 

山梨歯科研究会、YDRG

講演会 

市川大門

市 

井上  孝 2008. 9. 6 身近な歯科臨床病態学―歯髄、歯

根膜、インプラント、そして再生

医療― 

焼津・藤枝歯科医師会学

術講演会 

焼津市 

井上  孝 2008. 9. 7 歯科臨床を支える病態学と検査

学 

秩父歯科医師会学術講

演会 

秩父市 

松坂 賢一 2008. 9.22 骨増生法 インプラントを考える

会 

名古屋市

井上  孝 2008. 9.28 インプラント周囲組織の病理 臨床器材研究所 

（認定医養成講座） 

大阪市 

 

井上  孝 2008.10.18 インプラント病理学 北海道形成歯科研究会

（認定医養成講座） 

札幌市 

井上  孝 2008.11. 9 歯周ポケットの謎に迫る 綾の会２５周年記念講

演会 

松本市 

井上  孝 2008.11.27 日常診療におけるヒヤリハット 第４回埼玉県女性歯科

医師会講演会 

さいたま

市 

井上  孝 2008.11.29 歯科臨床をさせる病態学と検査

学 

東京歯科大学同窓会熊

本支部学術講演会 

熊本市 

井上  孝 2008.12. 7 審美臨床の今、そして未来へ、CT,

インプラント、CAD/CAM 

GC友の会学術講演会 東京 

井上  孝 2008.12.20 病理学 総合インプラント研究

センター（認定医養成講

座） 

東京 

井上  孝 2009. 1.18 確実なインプラント治療とは GC/Movie & Lecture 東京 

井上  孝 2008. 1.31 歯科医から口腔医へ、そして理科

系から文科系へー病態を知るこ

と、検査をすることの重要性から

群馬県藤岡多野市歯科

医師会学術講演会 

藤岡市 

井上  孝 2009. 2.22 インプラントのサイレントリス

クを検証する 

インプラントを考える

会 

東京 

松坂 賢一 2009. 2.22 インプラントのサイレントリス

クを検証する 

インプラントを考える

会 

東京 

井上  孝 2009. 3. 8 確実なインプラント治療とは GC/Movie & Lecture 札幌市 

井上  孝 2009. 3.15 歯科臨床と創傷の治癒の兼ね合

い－新材料・新技術・レーザー治

療そして再生医療－ 

前橋市歯科医師会学術

講演会 

前橋市 

井上  孝 2009. 3.29 確実なインプラント治療とは GC/Movie & Lecture 大阪市 



共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

松坂 賢一 2008. 7.24 平成20年度 明海大学 第4学年OSCE 
機構派遣外部

評価者 

坂戸市 

松坂 賢一 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 

松坂 賢一 2009. 3. 3 平成20年度 東京歯科大学 第4学年OSCE ST責任者 千葉市 

松坂 賢一 2009. 3.11 
平成20年度 東京歯科大学 第4学年CBT 

追・再試 
試験実施委員 千葉市 

松坂 賢一 2009. 3.16 
平成20年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 

補習 
ST責任者 千葉市 

 



論      文 

 

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

Tazaki,M.(5), Shintani,M.(6), Sato,Y.(7), Inoue,T. : 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 実動施設 (1)病理,(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 

 

2. Kurashige,Y.(1), Saitoh,M.(1), Nishimura,M.(2), Noro,D.(3), Kaku,T.(2), Igarashi,S.(1), Takuma,T.(4), Arakawa,T.(4), 

Inoue,T., Abiko,Y.(5) : Profiling of differentially expressed genes in porcine epithelial cells derived from 

periodontal ligament and gingiva by DNA microarray., Arch Oral Biol 53(5), 437～442, 2008. 原著 A03-0611-4 (1)

北海道医療大 歯 口腔構造・機能発育学系 小児歯科学分野,(2)北海道医療大 歯 口腔病理学分野,(3)北海道医療大 歯 

口腔構造・機能発育学系 小児歯科学分野,(4)北海道医療大・歯・口腔生化学,(5)Dept. of Oral Pathology 

 

3. Kokubu,E., Yoshinari,M.(1), Matsuzaka,K., Inoue,T. : Behavior of rat periodontal ligament cells on fibroblast growth 

factor-2-immobilized titanium surfaces treated by plasma modification., J Biomed Mater Res A, 2008. 原著 学位

論文(甲) A03-0611-3 (1)理工 

 

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

Inoue,T. : Galanin inhibits calcium channels via Gαi-protein mediated by GalR1 in rat nucleus tractus solitaries, 

Brain Res 1229, 37～46, 2008. 原著 A03-0611-6 (1)生理,(2)微生物,(3)病理,(4)理工 

 

5. Enokiya,Y.(1), Hashimoto,S.(1), Inoue,T., Shibahara,T.(2), Shimono,M.(1) : 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. 原著 A03-0611-2 (1)病理,(2)口外 

 

6. Kokubun,K., Kashiwagi,K.(1), Yoshinari,M.(2), Inoue,T., Shiba,K.(1) : Motif-Programmed artificial extracellular matrix, 

Biomacromolecules 9(11), 3098～3105, 2008. 原著 学位論文(甲) A03-0611-1 (1)癌研・蛋白創製,(2)理工 

 

7. Kurokawa,K.(1), Sakiyama,K.(2), Abe,S.(2), Naito,K.(1), Nakajima,K.(1), Takeda,T.(1), Inoue,T., Ide,Y.(2), Ishigami,K.(1) : 
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cells derived from dental pulps of both young and aged rats., Program and Abstracts, 191, 2008. (The Fourth 

Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xi'an, China) A03-0611-5 細生研 実動施設 (1)HRC7,(2)理工 

 

19. Kokubun,K., Yoshinari,M.(1), Inoue,T., Shiba,K.(2) : Biological functionalization of the surface of titanium by 

Motif-Programmed artificial proteins., Program and Abstracts, 212～213, 2008. (The Fourth Sino-Japanese 

Conference on Stomatology, Xi'an, China) A03-0611-3 (1)理工,(2)癌 

 

20. Miwa,T., Matsuzaka,K., Inoue,T. : Cell begavior on rat dental germs cells during eruption inhibition., Program and 

Abstracts, 89-90, 2008. (The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xi'an, China) A03-0611-4,5 

 

21. 山脇健史, 松坂賢一, 井上 孝 : NGF および EGF がマラッセ上皮遺残細胞に及ぼす影響, 歯科学報 108(4), 88, 

2008. (第 286 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A03-0611-4 実動施設 

 

22. Otonari-Yamamoto,M.(1), Nomura,T.(2), Matsuzaka,K., Shibahara,T.(2), Inoue,T., Sano,T.(1) : How accuracy do CT 

images detect extent of mandibular invasion in patients with squamous cell carcinoma on mandibular gingiva?, The 

7th Asian Congress of Oral and Maxillo-Facial Radiology Congress Program & Scientific Proceedings, 86, 2008. 

(The 7th Asian Congress of Oral and Maxillo-Facial Radiology and The 13th Conference of Clinical Diagnostics of JSOMR, 

Nara,Japan) A03-0611-2 (1)歯放,(2)口外 

 



23. Sultan,K.Z., 佐々木脩浩(1), 松岡海地, 村上 聡, 松坂賢一, 井上 孝 : 健康な口腔環境に植立されたインプラ

ント周囲溝に、いつから歯周病原菌が検出されるか-症例報告から-, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 55, 2009. 

(第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東京) A03-0611-3 (1)千葉県 

 

24. 草野義久(1), 田村美智(1), 秦 暢宏(1), 川原由里香(1), 劒持正浩(2), 松浦信幸(2), 一戸達也(2), 松坂賢一,      

井上 孝 : 全身麻酔下手術において術後に高ミオグロビン血症を呈した 1 例, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 59, 

2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東京) A03-0611-2 (1)千病・臨検,(2)歯麻 

 

25. 国分栄仁(1), 秦 暢宏(2), 村上 聡, 松坂賢一, 田﨑雅和(3), 井上 孝 : 東京歯科大学千葉病院臨床検査部にお

ける味覚検査の統計, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 59, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東京) 

A03-0611-2 (1)HRC7,(2)千病・臨検,(3)生理 

 

26. 監物 真, 片倉 朗(1), 松坂賢一, 井上 孝 : 歯科医師会と連携して行う口腔癌検診～口腔癌検診における

Thinlayer 法を用いた細胞診の臨床的検討～, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 59, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会

総会・学術大会, 東京) A03-0611-2 脳科学研 (1)口外 

 

27. 木村 裕, 橋本和彦, 松岡海地, 松坂賢一, 井上 孝 : 歯科治療における HBV、HCV 検査の必要性, 日本口

腔検査学会雑誌 1(1), 59, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東京) A03-0611-2 脳科学研 

 

28. 松岡海地, 村上 聡, 川原由里香(1), 橋本和彦, 木村 裕, 松坂賢一, 井上 孝 : 矯正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), 59, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大

会, 東京) A03-0611-2 脳科学研 (1)千病・臨検 

 

29. 橋本和彦, 木村 裕, 松岡海地, 松坂賢一, 佐野 司(1), 井上 孝 : 一般歯科臨床における病理組織診断の意

義, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 59～60, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東京) A03-0611-2 脳科

学研 (1)歯放 

 

30. 三輪恒幸, 村上 聡, 松坂賢一, 井上 孝 : 東京歯科大学千葉病院におけるドライマウス外来について－患者

の特徴に関する臨床統計－, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 60, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 

東京) A03-0611-2 脳科学研 

 

31. 國分克寿, 松坂賢一, 川原由里香(1), 萩田恵子(1), 秦 暢宏(1), 田村美智(1), 鏡 明展, 成瀬晋一, 監物 真,  

三輪恒幸, 木村 裕, 橋本和彦, 松岡海地, 村上 聡, 井上 孝 : 歯科金属アレルギー外来受診患者の特徴

とパッチテスト成績の検討, 日本口腔検査学会雑誌 1(1), 60, 2009. (第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会, 東

京) A03-0611-2 脳科学研 (1)千病・臨検 

 



 

 

13．口腔インプラント学研究室 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教 授 矢島 安朝 インプラント治療のリスクファクターの明確化 

治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

インプラント周囲上皮口腔粘膜の発癌リスクの検索 

                     （Ａ08-0163-1） 

講 師 伊藤 太一 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

                      （Ａ07-0613-7） 

助 教 古谷 義隆 

 

吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発 

                      （Ａ07-0613-3） 

レジデント 佐々木穂高 LIPUSの培養骨髄細胞移植による骨再生への影響の検索 

                      （Ａ08-0163-2） 

 鈴木 憲久 外骨症発生機序の解明と遺伝的素因に関する研究 

大学院生 森岡 俊行 微小領域X回折装置を用いた顎骨生体アパタイト配向性の計測 

 伊藤 寛史 骨芽細胞の動態に及ぼすジルコニア表面形状の影響 

 小田 貴士 インプラント埋入、リスクファクターとしての免疫応答に関する

研究 

 吉田 有智 低代謝回転型骨粗鬆症モデルマウスの骨欠損部治癒過程に低出

力超音波パルス(LIPUS)照射が及ぼす影響 

専修科生 北川 博美 

猿田 浩規 

法月 良江 

安田 雅章 

 

 

2． 成果の概要 

1）インプラント治療のリスクファクターの明確化 

インプラント治療を当科で行う症例すべてに対して骨代謝マーカー、骨吸収マーカーを測定

している。その中の約20%の症例に何らかの異常が認められた。これらの症例をCTのデータ、イ

ンプラント治療の予後、骨吸収の程度、インプラント周囲炎の発症頻度等を長期的に検討し、

血液、尿検査からインプラントの予知性を把握することが目的である。本年度の結果よりイン

プラントの予後に大きな影響を与える項目は、NTx、デオキシピリジノリンである可能性が示唆

された。 

 

2）治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

抜歯後即時埋入、即時負荷、即時修復等の症例を積極的に行い、治癒期間の短縮化、患者負

担の軽減化を目指す。現在までの症例では、新しいプロトコールによる失敗症例は見られない。

しかし、即時埋入や即時負荷を行うための一定の基準は報告されていない。この研究では、術

前の画像診断やインプラント埋入時の力学的定量結果、組織学的所見より適応症を確定するこ

とを目的としている。 

 

3）骨造成法の確立 

現在、インプラントのための骨造成法は自家骨移植だけを行っている。骨採取部位は腸骨皮



 

 

質骨、腸骨海綿骨骨梁、下顎枝外側皮質骨、上顎結節部海綿骨等が用いられているが、移植後

インプラント埋入のための最適時期は決まっていない。これらを明らかにするために、歯科用

CTの濃度分布と手術所見を検討し、インプラント埋入のために最も良い時期を確定したいと考

える。この結果をもとに、人工材料（β-TCP, α-TCP）、PRP、の臨床症例との比較検討を行う

予定である。 

 

4) 骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

骨強度評価ソフトウェア を用いて、顎骨CTデータから形状抽出、有限要素モデル化を行い、

実際のインプラント埋入部位の骨強度を把握すべく検討を行っている。また，生体計測として，

インプラント療法を適用した患者の埋入インプラントに対して，共鳴振動周波数分析装置を用

い，埋入手術時とアバットメント連結手術時における共鳴振動周波数（ISQ値）の計測を行って

いる。今後は、コンピューターシミュレーションによる骨強度測定の結果と、実際の生体計測

の結果を比較し、特に即時荷重法における上部構造設計に関して検討を行う予定である。 

 

5) 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

インプラント周囲組織の健康を維持するためには、プラークコントロールの徹底が必要であ

る。その後の細菌の定着や病原性の進行は、宿主の要因に大きく関わっている。特に唾液は、

その量や成分などを中心に重要な環境因子となっている。唾液は、口腔内の環境を維持し、そ

こに含まれる唾液タンパク質はタンパク分解酵素の作用を阻害したり、細菌の繁殖を抑えたり

と口腔内の自然免疫において重要な働きを担っている。そこで 我々はまずCystatin SAのモノ

クローナル抗体の開発を行い、臨床的に応用できることに成功した。そして、今後の研究では

インプラント周囲炎および歯周炎患者における唾液中抗菌タンパク質であるシスタチンおよび

リゾチームを定量し、歯周病関連細菌の定量も併せて行い、両者の相関性を調べ、唾液による

インプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定を行う予定である。 

 

6) 吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発  

   本研究の方法は骨を分割してその間にできる仮骨を延長させる従来の仮骨延長法と異なり、

分割する骨の代わりに薄い吸収性プレートを骨膜下に挿入してこれを徐々に挙上して仮骨を形

成させる方法で、技術的には容易である。本年度は、上記の概念の検討のために従来の歯槽部

仮骨延長装置を使って骨の増量の可能性について観察を行った。 

 

3. 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 

矢島 安朝 インプラント周囲口腔粘膜は癌化しやすい！ 科研費 基盤研究(C) 

佐々木穂高 歯牙発生で減少した未解明遺伝子の発現・機能解析 科研費 若手研究(B) 

 

 

 

 

 



 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

  シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

矢島安朝 2008. 9.13 インプラント治療のガイ

ドラインのためのエビデ

ンス 

第38回日本口腔インプ

ラント学会学術大会 

東京 

武田孝之 2008. 9.13 インプラント治療のガイ

ドラインのためのエビデ

ンス 

第38回日本口腔インプ

ラント学会学術大会 

東京 

矢島安朝 2008.12. 6 東京歯科大学口腔インプ

ラント科の現状と将来 

第12回日本顎顔面イン

プラント学会学術大会  

東京 

 

  学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島安朝 2008. 8.9～10 インプラントの変遷と今

後の展開-過去、現在、未

来－デンタルインプラン

トの基本とその応用 

第30回日本口腔外科学

会教育研修会 

岡山市 

矢島安朝 2008. 8.31 インプラント手術の実際

－氾濫する情報にまどわ

されないために－ 

第5回日本顎顔面インプ

ラント学会学術研修会 

岩手市 

矢島安朝 2008. 9.13 Yes We Can －インプラン

ト治療に臨床検査は必須

である－ 

第1回日本口腔検査学会

総会・学術大会 

東京 

武田孝之 2008. 9.14 インプラントのヒヤリハ

ットに学ぶ臨床検査 

第38回日本口腔インプ

ラント学会学術大会 

日本口腔検査学会の集

い 

東京 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者 

（著者） 

年月日 
演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

矢島安朝 2008. 5.10 インプラント治療の現

実と幻想－氾濫する情

報にまどわされないた

めに－ 

東京歯科大学同窓会四

国地域連合総会学術講

演会 

徳島市 

矢島安朝 2008. 5.25 インプラント治療の現

実と幻想－氾濫する情

報にまどわされないた

めに－ 

昭和大学歯学部同窓会

学術講演会 

東京 

矢島安朝 2008. 6.29 インプラント治療の現

実と幻想－歯科衛生士

に期待すること－ 

東京歯科大学歯科衛生

士専門学校同窓会第１

回卒後セミナー 

東京 

矢島安朝 2008. 7.13 メディカルインタビュ

ー－求められる言葉の

医療行為－ 

宇都宮市歯科医師会 

学術講演会 

宇都宮市 



 

 

矢島安朝 2008. 8.28 Yes We Can －インプラ

ント治療が歯科医療の

未来を変えるために－ 

インプラント治療から

CHANGE 

東京歯科大学千葉県同

窓会 学術講演会 

千葉市 

矢島安朝 2008. 9.18 医療訴訟を防ぐ安全な

歯科治療－インプラン

ト治療を中心に－ 

日本綜合歯科協会月例

講演会 

東京 

矢島安朝 2008.11. 9 トラブル症例から学ぶ

失敗防止策 

長崎大学歯学部同窓会

第２回学術講演会 

長崎市 

矢島安朝 2008.11.13 「ちょっと気になるお

口の話：インプラント治

療とケア」～インプラン

トの入門編から最新情

報まで～インプラント

（入れ歯に変わる人工

歯根）は第二の永久歯？ 

平成２０年度「心も体も

いきいき講座」 

市原市 

矢島安朝 2008.11.19 “CHANGE”We Can 

Believe in インプラン

ト治療は変わる「検査そ

して事故の教訓から」 

千葉県保険医協会歯科

八千代習志野支部 学

術研究会 

八千代市 

矢島安朝 2008.12.21 Yes We Can －インプラ

ント治療が歯科医療の

未来を変えるために－ 

インプラント治療から

CHANGE 

総合インプラント研究

センター講演会 

東京 

矢島安朝 2009. 1.18 “CHANGE”Yes We Can こ

れからの歯科医療を変

えるもの-メディカルイ

ンタビューとインプラ

ント- 

福 島 県 歯 科 医 師 会  

会津方部 学術講演会 

会津若松市 

添島義和 2008. 4.19 インプラント治療概論 第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 

添島義和 2008. 6.21 インプラント治療の

clinical path 

第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 

添島義和 2008. 8.16 Straumann Implant 

System 概説 

第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 

添島義和 2008. 8.17 インプラントを用いた

over dentuer基礎と臨床 

第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 

添島義和 2008.10.19 Immediate loadingの基

礎と臨床 

第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 

添島義和 2008.11. 8 欠損補綴から見た咬合

の維持・安定 パーシャ

ルデンチャーからイン

プラントまで 

熊本県歯科医師会学術

講演会 

熊本市 

添島義和 2008.11.23 インプラント治療難症

例への対応 

第14回日本口腔インプ

ラント学会認定講習会 

熊本市 



 

 

飯島俊一 2008. 5.25 千葉県歯科医師会講演 千葉県歯科医師会講演

会 

千葉市 

飯島俊一 2008. 7. 6 ３DXを用いたインプラ

ント治療 

アスパックシンポジウ

ム‘08 

 

飯島俊一 2008. 9.15 インプラント治療にお

ける骨欠損への対応 

青森インプラント研究

会 

青森市 

飯島俊一 2008.11.15～16 大信テーブルクリニッ

ク ジルコニアカスタ

ムアバットメント 

2008日本デンタルショ

ー 

横浜市 

飯島俊一 2008.12. 2 失敗から得られるイン

プラントの開発 

東京歯科大学第8回  イ

ンプラント学研究会議 

東京 

飯島俊一 2008.12. 3 海外最新情報 ボーン

レベルインプラント 

ITI study club 九州 

椎貝達夫 2008. 7.12～13 システムを超えたイン

プラントのトレンド 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝達夫 2008. 8. 2～3 診断、評価と治療計画 Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝達夫 2008. 9. 6～7 インプラント補綴とメ

インテナンス 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝達夫 2008.11.16 上下前歯を含む多数歯

欠損の設計基準 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝達夫 2008.12.13～14 インプラントの画像診

断および補綴設計 

青森インプラント研究

会 

青森市 

椎貝達夫 2009. 3.20 審美と生体親和性の融

合 ジルコニアアバット

メント 

インプラントサミット 東京 

武田孝之 2008. 5.25 JIADSで学んだ下顎位の

応用 

JIADS 補綴コース 大阪市 

武田孝之 2008. 7. 5 インプラント治療の本

音 

東京歯科大学十勝支部

学術講演会 

帯広市 

武田孝之 2008. 7.12～13 システムを超えたイン

プラントのトレンド 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

武田孝之 2008. 8. 2～ 3 診断、評価と治療計画 Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

武田孝之 2008. 8.16～17 成功のための治療計画 九州インプラント研究

会 

熊本市 

武田孝之 2008. 9. 6～7 インプラント補綴とメ

インテナンス 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 

武田孝之 2008. 9.15 Pursuing Aesthetic 

Treatment in 

Implantology 

Tissue Care Road Show 

in Japan 

東京 

武田孝之 2008. 9.28 欠損補綴としてのイン

プラント治療 

大阪臨床器材研究所 大阪市 

武田孝之 2008.10.23 臨床から今求められる

インプラント研究 

東京歯科大学インプラ

ント研究セミナー 

千葉市 

武田孝之 2008.11.12 上下顎を考慮したイン

プラントの補綴 

熊谷歯科医師会学術講

演会 

熊谷市 

武田孝之 2008.11.16 上下前歯を含む多数歯

欠損の設計基準 

Dental Implant for Oral 

Rehabilitaion研究会 

東京 



 

 

武田孝之 2008.11.19 今、インプラント臨床に

求められること 

千葉県印旛郡歯科医師

会学術講演会 

成田市 

武田孝之 2008.11.22 多数歯欠損症例に置け

るインプラント補綴の

留意点 

第４回国際歯科技工学

会学術大会 

大阪市 

武田孝之 2008.11.27 上顎優先のインプラン

ト治療 

九州インプラント研究

会 

熊本市 

武田孝之 2008.11.30 JIADSで学んだ下顎位の

応用 

JIADS 補綴コース 大阪市 

武田孝之 2008.12. 6 JIADSで学んだ下顎位の

応用 

JIADS 補綴コース 東京 

武田孝之 2008.12.21 インプラントの効果と

リスク 

新潟再生歯学研究会 大阪 

武田孝之 2009. 1.18 インプラントの画像診

断 および補綴設計 

青森インプラント研究

会 

弘前市 

武田孝之 2009. 2. 1 

 

長期経過例から見えた

こと 

TradImplant Conference 東京 

武田孝之 2009. 2.18 インプラント補綴を中

心とした欠損歯列への

対応 

板橋区歯科医師会学術

講演会 

東京 

 



論      文 

 

1. Takeda,T. : Patient-Centered Implant Treatment, Prosthodont Res Prac 7(2), 123～125, 2008. 総説 

 

2. 矢島安朝 : インプラント埋入手術に伴う医療事故への対応, 日歯先技研会誌 14(2), 75～80, 2008. 総説  

 

3. 田辺耕士(1), 西川慶一(1), 山本あや(1), 水田茂(1), 佐野 司(1), 光菅裕治(1), 矢島安朝, 中川寛一(2) : 歯科用コーン

ビーム CT 装置 CT Throne&reg;の適正撮影条件, 歯科学報 108(2), 104～109, 2008. 原著 (1)歯放,(2)歯内療法 

 

4. Kasahara,K.(1), Yajima,Y., Kamiyama,I.(2), Takagi,T.(2), Kakizawa,T.(1), Shibahara,T.(2) : Systemic Inflammatory 

Response Syndroma and Postoperative Complications after Orthognathic Surgery, Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 41

～50, 2009. 原著 (1)口健臨・口外,(2)口外 

 

5. 矢島安朝 : デンタルインプラントの基本とその応用 インプラントの変遷と今後の展開－過去、現在、未来－, 日口

外会誌 55(2), 42～53, 2009. 総説 

 

解      説 

 

1. 矢島安朝 : 臨床のアクシデント&ピットホール その対処と予防法 歯科治療時のトラブル インプラント治療 インプ

ラントを埋入して下唇がしびれた, DENT DIAMOND 33(11), 138～141, 2008.  

 

2. 矢島安朝 : 臨床のアクシデント&ピットホール その対処と予防法 歯科治療時のトラブル インプラント治療 インプ

ラントを埋入して口底部が急に腫れてきた, DENT DIAMOND 33(11), 142～144, 2008.  

 

3. 伊藤太一 : はじめてのインプラント治療 インプラント治療導入の前に 揃えるべき器材・薬剤, 歯界展望, 36～42, 

2008. 別冊はじめてのインプラント治療 

 

4. 武田孝之 : より確実なインプラント治療を求めて 補綴主導型から患者中心のインプラント治療を目指して, 

Quintessence Dent Imp, 46～53, 2008. 別冊オッセオインテグレイション・スタディクラブ・オブ・ジャパン 6th ミーティング抄

録集 

 

5. 矢島安朝 : はじめてのインプラント治療 インプラント治療の実際 インプラント治療に伴う医療事故とその対応, 歯

界展望, 110～117, 2008. 別冊はじめてのインプラント治療 

 

6. 武田孝之 : インプラント治療の成功とは? 欠損補綴としての成功基準 インプラントのゴールとは? インプラントの

補綴的効果, 歯科学報 108(3), 262～266, 2008.  

 

7. 矢島安朝(1) : 最新のインプラント治療－日本口腔衛生学会に期待すること－, 日歯評論 68(5), 63～74, 2008. (1)

千病・口腔インプラント 

 

8. 武田孝之 : インプラント患者の口腔ケア インプラントの予後に関する要因とその対応 予後に関する要因, 日歯評

論 68(5), 75～84, 2008.  

 

9. 武田孝之, 林 揚春(1) : 上顎を基準としたインプラントの口腔内フォースコントロール, インプラントジャーナル 9(2), 

7～24, 2008. (1)東京都 



 

10. 矢島安朝, 高梨聖敏(1) : 臨床のアクシデント&ピットホール その対処と予防法 歯科治療時のトラブル インプラン

ト治療 インプラントを埋入して隣在歯に打診痛が生じた, DENT DIAMOND 33(11), 145～147, 2008.          

(1)クラウンブリッジ 

 

11. 木村健二(1), 飯島俊一, 矢島安朝, 吉田有智 : オールセラミックスの最前線 エキスパートから 20 のアドバイス 

臨床の実践 ラボサイドがほしい情報 インプラントの場合, DENT DIAMOND 33(14), 128～133, 2008. (1)千葉県 

 

12. 武田孝之 : インプラント治療の適応を見直そう 基本的な症例における留意点 力を意識した欠損歯列の評価と

治療計画 特に多数歯欠損症例におけるポイント, 日歯評論 68(10), 85～90, 2008.  

 

13. 武田孝之 : 補綴の効果と限界を探る 欠損歯列の評価とインプラント, 歯界展望 112(4), 624～631, 2008.  

 

14. 武田孝之, 林 揚春(1) : インプラントの咬合とは 無歯顎・多数歯欠損補綴における安定した咬頭嵌合位の獲得と

維持を目指して, インプラントジャーナル 9(4), 7～27, 2008. (1)東京都 

 

15. 矢島安朝 : 歯科衛生士が握るインプラント治療成功の鍵 インプラント治療における歯科衛生士の役割 主導す

べき 3 つのパートと求められる 3 つの要件, デンタルハイジーン 28(12), 1202～1207, 2008. 

 

16. 伊藤太一 : インプラント治療の適応を見直そう 2.リスクを抱える患者への応用 歯周病患者に対する適応のリスク

は? , 日歯評論 68(12), 66～72, 2008.  

 

17. 椎貝達夫 : インプラント治療の適応を見直そう リスクを抱える患者への応用 過大な力が歯の喪失原因と思われ

る症例に適用するリスクは?, 日歯評論 68(12), 73～78, 2008. 

 

18. 矢島安朝 : インプラント治療の適応を見直そう 2.リスクを抱える患者への応用 骨量が不足する部位に骨造成を

行う意義とその予後は?, 日歯評論 68(12), 79～86, 2008.  

 

19. 武田孝之 : 力のバランスに配慮したインプラントによる欠損補綴, 補綴臨 42(1), 7～19, 2009.  

 

単行図書 

 

1. 荒瀧友彦(a), 飯島俊一(a),矢島安朝(1)(a): 著分担 :魅せる白い歯 -審美修復の臨床と今後の展望について- (a)

第 6 章 TDC-魅せるインプラント療法 124～149 頁, 永末書店, 京都, 2008. 

 

2. 矢島安朝(d),(j), 武田孝之(a),(b),(c),(e),(f),(g),(h),(i),(k): 著分担 :臨床歯科エビデンス 口腔インプラントの常態と

病態 (a)1章 イントロダクション 1～7頁,(b)2章 インプラント体 10～20頁,(c)3章 外科 Ⅲ骨造成 5.Sinus Lift

（上顎洞挙上術） 36～37頁,(d)4章 治療 43～53頁,(e)5章 補綴 Ⅰ粘膜下の材質と組織反応 56～57頁,(f)5

章 補綴 Ⅲ歯間乳頭 64～65 頁,(g)6 章 メインテナンス Ⅲオーバーロード 76～77 頁,(h)7 章 経過（変化）症

例 79～92 頁,(i)8 章 トピックス 2.骨造成後の変化 95～97 頁,(j)8 章 トピックス 10.骨代謝マーカー－リスクフ

ァクターの明確化－ 109 頁,(k)9 章 インプラント治療の基本的考え方 111～115 頁, 南山堂, 東京, 2008.  

 

3. 矢島安朝(a), 武田孝之(b), 荒瀧友彦(b), 伊藤太一(b), 古谷義隆(a) : 著分担 :インプラントのトラブルシューティ

ング -困ったときに即解決- (a)第Ⅰ章 インプラント手術に関する局所的トラブル 6～39 頁,(b)第Ⅱ章 補綴処

置後やメンテナンス期間におこるトラブル 40～87 頁, 永末書店, 京都, 2009. 



 

その他 

 

1. 矢島安朝, 関根秀志(1), 藤関雅嗣(2) : はじめてのインプラント治療 これからのインプラント治療に取り組むための

Q&A Q&A for Beginners, 歯界展望, 144～151, 2008. 別冊はじめてのインプラント治療 (1)口健臨・口腔インプラント, 

(2)東京都 

 

2. 井上 孝(1), 武田孝之 : 対談 インプラント治療におけるインシデント・アクシデント, 歯界展望 112(2), 219～238, 

2008. (1)臨検査  

 

3. 古谷義隆 : 交通事故外傷後のインプラント治療, DENT DIAMOND 33(12), 99～101, 2008.  

 

4. 伊藤太一, 古谷義隆, 関根秀志(1), 尾谷始子(2) : 歯科衛生士が握るインプラント治療成功の鍵 Q&A で学ぶ 歯科

衛生士が握るインプラント治療成功の鍵, デンタルハイジーン 28(12), 1208～1225, 2008. (1)口健臨・口腔インプラ

ント,(2)千病・歯科衛生部 

 

学会抄録 

 

1. 安田雅章, 北川博美, 法月良江, 伊藤寛史, 吉田有智, 小田貴士, 猿田浩規, 森岡俊行, 鈴木憲久,     

佐々木穂高, 添島義和, 飯島俊一, 椎貝達夫, 武田孝之, 古谷義隆, 伊藤太一, 矢島安朝 : インプラント治

療におけるリスクファクターの診断 唾液を用いた歯周病関連細菌検査について, 歯科学報 108(2), 180, 2008. 

(第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

 

2. 猿田浩規, 安田雅章, 吉田有智, 森岡俊行, 法月良江, 小田貴士, 伊藤寛史, 北川博美, 佐々木穂高,      

鈴木憲久, 古谷義隆, 伊藤太一, 矢島安朝 : インプラント治療におけるリスクファクターの明確化：術前のスクリ

ーニング検査の統計, Jpn J Maxillo Facial Implants 7(2), 176, 2008. (第 12 回日本顎顔面インプラント学学術大会,   
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鈴木憲久, 古谷義隆, 伊藤太一, 柴原孝彦(2), 矢島安朝 : 口腔多発癌術後にインプラント治療を行った 1 例, 

Jpn J Maxillo Facial Implants 7(2), 176, 2008. (第 12 回日本顎顔面インプラント学学術大会, 東京) (1)口外 

 

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

periodontopathic bacteria from natural tooth to implants, J Dent Res 87, 2008. (86th General Session & Exhibition of 
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5. 森岡俊行, 松永 智(1), 吉成正雄(2), 井出吉信(1), 矢島安朝 : 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) 脳科学研 (1)解剖,  
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6. 吉田有智, 伊藤寛史, 古谷義隆, 伊藤太一, 大橋卓史(1), 松永 智(1), 井出吉信(1),矢島安朝 : 吸収性プレートを
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晶の配向性, 歯科学報 108(4), 85, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会, 千葉市) A-09-0010-3 分析生研 (1)解剖,(2)

口科研インプラント研究部門 

 

13. 佐々木穂高, 法月良江, 森岡俊行, 安田雅章, 吉田有智, 猿田浩規, 小田貴士, 伊藤寛史, 北川博美,     

鈴木憲久, 古谷義隆, 伊藤太一, 矢島安朝 : インプラント治療におけるリスクファクターの明確化 骨代謝関連

検査について, 歯科学報 108(4), 389, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

14. 青木雅憲(1), 石原和幸(2), 高梨聖敏(1), 本間慎也(1), 矢島安朝, 伊藤太一, 奥田克爾(2),高添一郎(2), 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) A89-0180-1 細形研,細生研 (1)クラウンブリッジ,(2)微生物 

 

15. Ito,T., Yasuda,M., Oda,T., Furuya,Y., Yajima,Y. : Diagnosis of the risk factor in dental 

implanttreatment-periodontopathic bacteria examination using saliva-, 日中歯科医学大会 2008 記録, 32, 2008. 

(日中歯科医学大会 2008, Xi'an, China)  

 

16. 増田浩之(1), 太田幹夫(1), 伊藤太一, 渋川義宏(1), 角田正健(2), 山田 了(1) : 著名な口蓋隆起のため補綴治療に

インプラントを併用した重度慢性歯周炎の一症例, 日歯周病会誌 50(秋季特別号), 177, 2008. (第 51 回秋季日本

歯周病学会学術大会, 四日市市) (1)歯周病,(2)千病・総合診療科 

 



 

 

14．総 合 診 療 科  

  

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 角田 正健 口臭診断と治療法のガイドラインを作成する 

准 教 授 高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置に関する研究 

講  師 杉山 利子 窩洞形成技術評価システムの臨床研修医教育への応用 

 山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子に関する研究 

 近藤 祥弘 歯根膜における弾性系繊維の分布－免疫組織化学的研究－ 

 野呂 明夫 口腔内組織からの幹細胞の同定・純化・分取技術の確立 

助  教 宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究に関する研究 

  

2．成果の概要 

 1）平成 17年 7月より 5カ年計画で、歯科・内科・耳鼻科・企業の協議により口臭の診断と治療

法のガイドラインを作成する。 

 2）総合診療科では、歯科臨床研修医の臨床技能評価を 26 種類の評価シートを用い、研修医自身

による自己評価、および同一評価シートを用いて指導医による評価を行っている。これは臨床経

験を重ねるにつれてその評価は高くなってきている。 

しかし、基本的な手技の中でも窩洞形成は、実際に臨床で行う前段回として十分なシミュレー

ションを必要とする。そこでシミュレーション室あるいは診療室においてマネキン上で窩洞形成

を行い、研修医自身が基本的な窩洞形態との相違点を見つけることで自己評価を行い、さらに指

導医から主観的な評価、指摘を受けている。この際に客観的な一つの指標となる結果を窩洞形成

評価装置から得ることにより、自己評価が的確に行える。 

 

 3．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育講演等 

氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

角田 正健 2008. 7.24 a. GTR法について 

b. 口臭外来について 

東京歯科大学同窓会練馬支部 東京 

角田 正健 2008. 11.30 口臭治療の現状とその問題点 Excellent Breath Alliance 

Clinics 総会 

大阪 

角田 正健 2009. 1.15 社保講習会－歯周病の治療体

系について 

香取郡市歯科医師会 佐原市 

角田 正健 2009. 2.22  歯周病はあなたの全身を蝕む 佐倉市・印旛郡市歯科医師会

佐倉支部 

佐倉市 

角田 正健 2009. 3.29 歯周治療の基本技術－初診時

に必要な知識と技術 

千葉県歯科衛生士会 千葉市 

 

 



 

 

その他、メディア等 

氏 名 年月日 演題名 メディア名 

角田 正健 2008. 4. 17 口臭 日刊ゲンダイ 

角田 正健 2008. 8月号 好感度アップは口元が決め手  

Part 4 きれいな息をつくろう 

mom 

角田 正健 2008. 12月号 サラサラ唾液でさわやかな息になる 日経ヘルス 

角田 正健 2009. 2.11 歯科にも広がるセカンドオピニオン  産経新聞 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

高橋 俊之 2008.  7.18 平成20年度東京歯科大学教育ワークショップ 講師 千葉市 

高橋 俊之 2008. 7.23・24 平成20年度  

第2回医療安全リーダーシップ研修 

参加者 和光市 

角田 正健 2008. 8.2・3 総合歯科医療に関する学術研究セミナー2008 参加者 広島市 

高橋 俊之 2008. 8.2・3 総合歯科医療に関する学術研究セミナー2008 参加者 広島市 

杉山 利子 2008. 8.2・3 総合歯科医療に関する学術研究セミナー2008 参加者 広島市 

杉山 利子 2008．8.8～11 平成20年度プログラム責任者講習会 参加者 千葉市 

高橋 俊之 2008. 10.29 共用試験歯学系OSCE全国説明会 参加者 東京 

高橋 俊之 2008. 11.24 医療安全推進週間公開シンポジウム 

「患者・市民の医療参加とパートナーシップ」 

参加者 東京 

 

高橋 俊之 2009. 1.12･13 大学教育改革プログラム合同フォーラム 

－質の高い大学教育推進プログラム等－ 

参加者 

 

横浜市 

山倉 大紀 2009. 3.12・13 短期研修・歯科医師臨床研修制度・研修管理委

員会・委員長研修 

参加者 和光市 

高橋 俊之 2009.3.28 東京歯科大学特色GPフォーラム 参加者 東京 

   

 

    共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高橋 俊之 2009. 3.1 東京歯科大学共用試験歯学系OSCE 実行委員長 千葉市 

杉山 利子 2009. 3.1 東京歯科大学共用試験歯学系OSCE 責任者 千葉市 

 

 



論      文 

 

1. 高橋俊之, 角田正健, 石井拓男(1), 一戸達也(2), 亀山敦史(3), 古澤成博(4), 柿澤 卓(5), 外木守雄(6),岡崎雄一郞(6), 

山根源之(6) : 東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修改善への取組, 歯科学報 108(3), 247～251, 

2008. 原著 (1)社会歯,(2)歯麻,(3)保存修復,(4)口健臨・総合歯,(5)口健臨・口外,(6)市病・オーラルメディシン 

 

2. 高橋俊之, 杉山利子, 山倉大紀, 近藤祥弘, 野呂明夫, 角田正健, 一戸達也(1), 平田創一郎(2), 石井拓男(2) : 

東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医による協力型臨床研修施設に関する検討, 日歯医教会誌 24(2), 202

～205, 2008. 原著 (1)歯麻,(2)社会歯 

 

3. 亀山敦史(1), 王 宝禮(2), 野呂明夫, 市村 葉(3), 瀧 邦高(4), 砂川正隆(5), 戸田一雄(6), 平井義人(1),高橋一佑(7) : 

わが国の医・歯・薬学部における東洋医学教育 (第 1 報) 実施状況とカリキュラム中での位置づけ, 日歯東洋医

会誌 27(1・2), 15～22, 2008. 原著 (1)保存修復,(2)松本歯科大学歯科薬理学講座,(3)明海大学歯学部機能保存回復学

講座保存修復学分野,(4)大阪大学歯学部付属病院歯科麻酔科,(5)昭和大学医学部第一生理学講座,(6)長崎大学大学院医

歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学講座 生体情報学分野 ,(7)東京歯科大学名誉教授 

 

4. 亀山敦史(1), 高橋 賢(1), 角田正健 : 口腔乾燥症状を伴った口臭患者に漢方エキス剤を併用した一例, 口鼻臭研

究会 3, 17～20, 2009. 原著 (1)保存修復 

 

単行図書 

 

1. 角田正健: 著分担 :歯周病学の視点からみた国民の健康増進 (a)口臭と歯周病 211～214 頁, 医歯薬出版株式

会社, 東京, 2008. 

 

2. 角田正健: 著分担 :歯周病の検査・診断・治療方針の指針 (a)サポーティブペリオドンタルセラピーとメインテナンス 

36 ～42 頁, 歯歯薬出版株式会社, 東京, 2009. 

 

その他 

 

1. 佐野 司(1), 岡田眞人(2), 高畑悟郎(3), 河田英司(4), 柴原孝彦(5), 一戸達也(6), 茂木悦子(7),高橋俊之, 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(6), 杉原直樹(13), 須賀賢一郎(5), 石崎 憲(14), 

平田創一郎(2), 井出吉信(15), 石井拓男(2), 小田 豊(4) : 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)理工,(5)口外,(6)歯麻,(7)矯正,(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. 高橋俊之, 角田正健, 山倉大紀, 杉山利子, 近藤祥弘, 野呂明夫, 一戸達也(1), 平田創一郎(2), 石井拓男(2) : 

東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修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)歯麻,(2)社会歯 

 

学会抄録 

 

1. 太田幹夫(1), 藤波弘州(1), 村野嘉則(1), 片山明彦(1), 増田浩之(1), 角田正健, 渋川義宏(1), 山田 了(1) : 徹底したメ

インテナンスにより良好な経過を示した慢性歯周病患者の一症例, 日歯周誌 50, 219, 2008. (第 51 回日本歯周病

学会春季学術大会, 埼玉市) (1)歯周病 

 



2. 貝谷深雪(1), 升田菜穂子(1), 石橋佑季子(1), 絵面光江(1), 尾谷始子(1), 古谷義隆(2), 伊藤太一(2),本間慎也(3),   

高橋俊之, 矢島安朝(2) : インプラント上部構造形態に合わせたメインテナンス, 歯科学報 108(2), 180, 2008. (第

285 回東京歯科大学学会例会, 千葉) (1)千病・歯科衛生部,(2)口腔インプラント,(3)クラウンブリッジ 

 

3. 山倉大紀, 角田正健, 高橋俊之, 杉山利子, 近藤祥弘, 野呂明夫, 宮下有恒, 一戸達也(1), 石井拓男(2) : 東京
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4. 亀山敦史(1), 角田正健 : 口腔乾燥症状を伴った口臭患者に漢方エキス剤を併用した一例, 口鼻臭臨床研究会, 

2008. (口鼻臭臨床研究会第 3 回学術大会, 札幌市) (1)保存修復 
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6. 尾谷始子(1), 升田菜穂子(1), 貝谷深雪(1), 石橋佑季子(1), 絵面光江(1), 古谷義隆(2), 伊藤太一(2),高橋俊之,    

矢島安朝(2) : インプラント上部構造形態に合わせたメインテナンス, 日歯衛会誌 3, 83, 2008. (第 3 回日本歯科衛

生学会総会, 横浜市) (1)千病・歯科衛生部,(2)口腔インプラント 

 

7. 庵原英晃(1), 角田正健, 山田 了(1) : 歯周外科の治療、咬合機能回復治療、部分矯正治療によって改善が認めら
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(1)歯周病 

 

8. 増田浩之(1), 太田幹夫(1), 伊藤太一(2), 渋川義宏(1), 角田正健, 山田 了(1) : 著名な口蓋隆起のため補綴治療にイ

ンプラントを併用した重度慢性歯周炎の一症例, 日歯周誌 50(秋季特別号), 177, 2008. (第 51 回日本歯周病学会

秋季学術大会, 四日市市) (1)歯周病,(2)口腔インプラント 
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50(秋季特別号), 177, 2008. (第 51 回日本歯周病学会秋季学術大会, 四日市市) (1)口腔インプラント,(2)歯周病,(3)千病・

歯科衛生部 
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亀山敦史(3), 武田友孝(4), 中島一憲(4) : 東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修医の診療状況, 日歯医師
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古澤成博(3), 石井拓男(4) : 東京歯科大学千葉病院における臨床研修歯科医の専門研修状況, 日歯医師会誌 

61(5), 101, 2008. (第 21 回日本歯科医学会総会, 横浜市) (1)歯麻,(2)市病・オーラルメディシン,(3)口健臨・総合歯,(4)社会
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助ツール「イソライト・プラス」応用時の快適性・安全性に関する臨床評価 (第 1 報) 窩洞形成時の術者および患
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