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1. 口腔健康臨床科学講座 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テ-マ 

教  授 柿澤  卓（口腔外科学分野） O-ラジカルに対する研究と総括 

 槇石 武美（歯科保存学分野） 抜髄および感染根管治療後の根管充填と再治療に関す

る臨床統計 

 安達  康（歯科補綴学分野） タレット機構を装備するサベイヤ-の活用性についての

報告（Ａ06-0792-2） 

准 教 授 堀田 宏巳（歯科補綴学分野） 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

 高野 正行（口腔外科学分野） 粘膜染色による口腔粘膜疾患の診断に関する研 

（Ａ98-0470-13） 

 

 

大多和由美（小児歯科学分野） 外傷幼若永久歯における電気的閾値の経時的変化 

（Ａ87-0450-4） 

 古澤 成博（総合歯科学分野） 難治性根尖性歯周炎の研究 

 

 

福田 謙一（歯科麻酔学分野） 鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が下顎形成術後の疼

痛治療に及ぼす影響に関する研究 （Ａ04-0500-10） 

 関根 秀志（口腔インプラント学分野）

 

歯牙への被圧状態に関わる中枢の活動 

骨結合インプラントの基礎的臨床的研究 

講  師 松井  隆（口腔外科学分野）   歯根端切除における根端閉鎖材料の違いによる治癒経

過に関する研究 

 森山 貴史（歯科保存学分野）    新しい歯周治療技術の開発に関する研究 

 辻野啓一郎（小児歯科学分野）    機械的根管拡大装置の乳歯根管に対する応用 

(Ａ05-0792-9) 

 宮崎 晴代（歯科矯正学分野）  不成咬合と歯牙喪失の関係につい （Ａ05-0792-12） 

 久保 周平（小児歯科学分野）    乳歯歯根吸収のレドックス制御機構 

 笠原 清弘（口腔外科学分野） 口腔外科手術における SIRS と術後合併症との関連 

 片田 英憲（歯科矯正学分野） 矯正力加重時の顎顔面頭蓋の変形様相に関する研究 

 齋藤  淳（歯科保存学分野） 歯周病原性細菌と宿主の相互作用の研究 

 高崎 義人（口腔外科学分野） 下歯槽神経損傷に対する治癒効果判定に関する臨床的

検討 

助  教 山    満（歯科放射線学分野）  O-ラジカル水（負電荷酸素原子）の口腔微生物に対する

研究 

 横山 葉子（口腔外科学分野） 健常日本人のオトガイ神経支配領域における感覚閾値

に関する臨床的検討 

 三宅 菜穂子（歯科補綴学分野） 補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究 

（Ａ05-0792-5） 

 金井 由起（歯科補綴学分野） 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究

（Ａ99-0520-1） 

 田口 達夫（口腔インプラント学分野） インプラント埋入時の生体反応に関する臨床的研究 



 海老原  環（歯科矯正学分野） 顎変形症患者の臨床的統計調査 

 細川  壮平（総合歯科学分野） 睡眠時無呼吸症候群の検討 

 高久勇一朗（口腔外科学分野） 初期口腔癌に関する臨床的研究 

 小貫  瑞穂（総合歯科学分野） 咬合機能回復についての検討 

 齋田菜緒子（歯科麻酔学分野） 歯科治療に対する不安・恐怖の発生因子に関する検討 

 山上  美樹（歯科補綴学分野） インプラントの治療の臨床評価 

 半田麻里子（歯科麻酔学分野） フェンタニル急速静脈内投与による咳の発現に関する

検討 

 今井  崇之（口腔外科学分野） 三次元インクジェットプリンタ-による実物大石膏モデ

ルの口腔外科手術への臨床応用 

 小坂 竜也（歯科矯正学分野） CT情報を利用した顎顔面形態解析プログラムの開発 

 半田 俊之（歯科麻酔学分野） 加齢に伴うフェンタニル急速静注時の咳反射に関する

検討 

 大貫  智宏（歯科補綴学分野） タレット機構を装備するサベイヤ-の活用性についての

報告（Ａ06-0792-2） 

レジデント 松本  信哉（歯科保存学分野） 保存治療の予後判定に関する臨床的研究 

 井田    篤（歯科保存学分野） 保存治療の予後判定に関する臨床的研究 

 古屋  克典（歯科補綴学分野） タレット機構を装備するサベイヤ-の活用性についての

報告（Ａ06-0792-2） 

 伊藤  哲平（口腔外科学分野） インプラント埋入を目的とした自家骨移植についての

臨床的検討 

 山村  哲生（口腔外科学分野） 舌神経麻痺に関する研究 

 小林  弥生（口腔外科学分野） 実物大臓器立体石膏モデルの顎骨腫瘍に対する臨床応

用の有用性 

 古澤   圭（口腔外科学分野）    水道橋病院口腔外科における口腔良性腫瘍の臨床統計 

 羽鳥 友子（口腔外科学分野）    ヒト口腔カンジダ菌に関する検出・同定に関する研究 

 井上  恵実（歯科矯正学分野） インプラントアンカーに関する臨床統計調査 

 篠   珠美（歯科矯正学分野）    CASMASを用いた骨年齢評価 

 足立 薫子（歯科矯正学分野）    矯正治療時疼痛に対するレーザー照射の効果 

 堀江由規子（歯科矯正学分野）    Down症候群の臨床統計調査 

 藤本かな子（歯科矯正学分野）    骨格生上顎前突に対する外科手術法の評価 

 深川 裕子（歯科矯正学分野）    8020達成者の咬合状態評価 

 小池 志穂（歯科麻酔学分野） 全身麻酔中の夢に関する検討 

 大坪 有子（歯科麻酔学分野） 全身麻酔中の体温変化と保湿効果に関する検討 

 松崎 文頼 （口腔インプラント学分野） インプラント即時負荷術式に対する臨床的評価 

 大迫 美穂（総合歯科学分野） X線写真の画像評価についての検討 

 関根珠里亜（総合歯科学分野） 三叉神経痛と根尖性歯周炎の関連について 

 根本 詩子（総合歯科学分野） 抜髄後疼痛についての臨床的検討 

 早川 裕記（総合歯科学分野）    唾液検査と歯周病原菌についての検討 

 富澤 尚弘（総合歯科学分野）    歯科治療時における血圧変動について 



 加藤 友章（総合歯科学分野）    侵襲性歯周炎における抗生剤治療効果の臨床評価  

 小林 真人（総合歯科学分野）    CRインレーの物性についての臨床的評価 

 清水 北斗（総合歯科学分野）    抜歯窩の治癒の予測とポンティック形態との検討 

 菊池 百美（総合歯科学分野）    難治性根尖性歯周炎の研究 

大学院研究科生 山田 清貴（口腔外科学分野） O-ラジカル水（負電荷酸素原子）の口腔微生物に対する

研究 

 小林 大輔（歯科麻酔学分野）    下顎枝矢状分割術後神経症状と遺伝子多型の関連 

 大串 圭太（歯科麻酔学分野）    日帰り全身麻酔における異なる全身麻酔薬での回復過

程・満足度の比較検討 

専 攻 生  庵原 義明（歯科麻酔学分野）    歯科恐怖症患者の背景因子の分析  

 

2. 成果の概要 

歯科保存学分野 

1）歯周病原性細菌の polymicrobial 感染による宿主細胞への侵入に関する研究 

近年，歯周炎などの感染症が心血管系疾患に関与することが明らかになってきた。歯周病原性菌

による宿主細胞への侵入は，病原性を発揮するうえで重要なメカニズムの一つである。本研究では

polymicrobial 感染の条件下における歯周病原性菌の宿主細胞への侵入について検討した。P. 

gingivalis, Fusobacterium nucleatum を使用し，ヒト冠状動脈血管内皮細胞 (HAEC)，歯肉上皮細胞 

(Ca9-22)への侵入を antibiotic protection assay を用いて解析した。その結果，P. gingivalis の HAEC， 歯

肉上皮細胞への侵入は，F. nucleatum の存在下では促進されていたことから，polymicrobial infection

が細胞侵入に synergistic に作用していることが示唆された。 

FEMS Immunol Med Microbiol 54, 349～355, 2008 

 

2) 歯周治療における口腔関連 QOL の評価 

患者中心の包括的な歯周治療を行うためには，QOL を含めた心理・社会・行動面に対する認識が

必須である。本研究では，口腔関連 QOL の歯科衛生モデルを使用し，歯周炎患者の QOL 評価を試

み，その意義について検討した。歯周炎患者 22 名を被検者とし，初診時に，口腔関連 QOL の歯科

衛生モデル（OHRQL）の日本語版を使用し，口腔関連 QOL の評価を試みた。その結果，OHRQL

を使用し，歯周炎患者の口腔関連 QOL の客観的な評価が行えることが示唆された。OHRQL の各領

域に対応した介入を計画，実施することにより，歯周炎患者の QOL に配慮した歯周治療の展開が

可能になると思われた。 

日本歯周病学会秋季学術大会（第 51 回）にて発表 

日歯保存誌に掲載予定(in press) 

 

歯科補綴学分野 

 補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究（Ａ05-0792-14) 

本研究では、口腔内での唾液タンパクおよび口腔内細菌の吸着が固体面と液界面で起こること

を考慮し、吸着現象の実験系に吸着媒として固体を使用し、電気泳動光散乱光度計 （ELS-800

大塚電子社製）による平板状の歯冠用硬質レジンおよびアパタイトのゼ-タ電位測定法を確立し

た。電気泳動装置を用いた試料片表面への唾液タンパクの吸着実験では、吸着実験前後のゼ-タ



電位からBSAの吸着状態を比較した。歯冠用硬質レジン表面のゼータ電位とBSA吸着実験後のゼ

一夕電位の比較と接触角から次のような３つの傾向が認められた。BSA吸着実験後のゼ一夕電位

が正に大きくなった材料（エプリコードとソリデックス、エステニアC&B）、 BSA吸着実験後の

ゼ一夕電位が負に大きくなった材料（ルナウィングとグラディアフォルテ）、BSA吸着実験後の

ゼ一夕電位に有意な差が認められず、接触角が大きい材料（セラマージュとプロシモ、グラディ

ア）に分けられた。以上により，歯冠用硬質レジンではBSAの吸着前後のゼータ電位と接触角の

測定によって材料表面へのBSA吸着が多いものと少ないものに分けらる可能性が示唆された。  

 

口腔外科学分野 

 全身性炎症反応症候群（SIRS）は術後合併症や臓器不全などの警告信号してとらえられ、こ

れらの発生を予防するうえで高い臨床的意義をもつと報告されてきた。しかし、これまで手術

侵襲とSIRSとの関係についての報告は主に消化器外科領域からのみであり、口腔外科領域にお

いては検討されてこなかった。今回我々は2003年 9月より2006年 10月までの期間において、

上下顎同時移動術を行った顎矯正手術65例を対象として検索を行った。 

 SIRS診断基準のうち2項目以上を満たし、その状態が24時間以上持続した33例をSIRS群、

その他 32 例を非 SIRS 群とした。SIRS 群では 27.3％に術後合併症の発生がみられ、非 SIRS 群

では 0.0％であり両者間に有意差が認められた。さらに 4 例において血中インターロイキン 6

の術前後の変動を測定した。これらの結果から SIRS 患者に対しては、術後合併症の予防を考

慮した注意深い管理が大切であることが示唆された。 

Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 41～50, 2009 

 

矯正歯科学分野 

1） 同胞に発症した Seckel 症候群患者の歯科矯正学的検討  

 Seckel 症候群は，出生前から始まる成長障害，均整のとれた小人症，小頭症，後退した前額

および下顎，湾曲した高い鼻をもつ鳥様顔貌，精神発 達遅滞を主徴とする疾患である。今回我々

は，過蓋咬合を主訴に来院したSeckel 症候群を伴う姉弟の歯科矯正治療を経験した。姉弟はと

もに，上下顎前歯の著しい舌側傾斜，過蓋咬合，上顎の突出および下顎の後退を伴う ClassⅡ

div. 2 と診断し歯科矯正治療を行った。弟は精神発達遅滞が強く治療中止に至ったが，姉は良

好な矯正治療結果を得られた。  

 歯科学報 108(4), 337～345, 2008 

 

2） 下顎頭過形成を伴う顔面非対称の外科矯正再治療例  

 下顎頭過形成（肥大）は外傷や遺伝およびホル モン異常などが原因でおこると考えられてお

り，治療法としては下顎頭切除術を行うことが多い。しかし上下顎に及ぶ顔面非対称を示す不

正咬合の場合は，下顎頭切除術では咬合や顔貌の改善を行うことが困難である。今回，歯科矯

正治療の既往があり，片側性の下顎頭過形成を伴う著しい顔面非対称症例 に，歯科矯正治療と

上下顎移動術を施行し，治療前後で骨格および咬合の変化について検討した。症例は４１歳女

性，側顎関節部疼痛，関節雑音，開口障害，咀嚼障害を伴う顔面非対称を主訴に当科来院。他

院での治療経験があり，咬合の改善は得られているものの，顔貌の非対称に関して顕著に認め

た。パノラマX線写真，セファログラムおよびCT画像より左側下顎頭の前後的垂直的肥大と前



方への変位を確認。治療法は外科的矯正治療により上下顎骨の移動術を行う事を基本としたが，

左側顎関節に関して肥大しているものの比較的下学頭形態を残しているため，積極的な下顎頭

切除は行わなかった。結果，良好な咬合関係と顔貌の改善および顎関節症状の軽減も認められ

た。 

 歯科学報 108(4), 346～354, 2008  

 

3） 当院に転医後に顎位を改善するため外科矯正を選択した一症例 

 矯正治療中に転居のため転医する患者は少なくない．転医の際は新しい担当医が治療方針を

再検討するため，治療方針を変更することもある．転勤で当科に転医した患者を再診断したと

ころ，中心咬合位と中心位との顎位のずれが大きかったため，最初の診断である矯正単独治療

から外科矯正へと治療方針を変更し，良好な結果を得た．十分な患 

者説明を行い同意が得られれば、治療方針を変更することも必要である。 

  Bull Tokyo Dental Coll 49(4), 191～198, 2008. 

 

小児歯科学分野 

 大学病院小児歯科における低年齢児初診患児の実態調査 

 最近の大学病院小児歯科の実態調査をみると、３歳未満の受診患児が増加しているとする報告が多く、

３歳未満の低年齢児の占める割合は高くなりつつあると推測される。 

 ３歳未満は乳歯萌出期に相当する重要な時期であるが、歯科治療適応年齢は３歳以上とされており、そ

れ以下の年齢での治療は困難なことが多い。 

 そこで、大学病院小児歯科における初診時年齢３歳未満の低年齢児について、来院動機（主訴）、来院経

緯などを詳細に把握、検討する目的で、平成11年１月からの５年６か月間に、東京歯科大学水道橋病院小

児歯科に来院した３歳未満の初診患児を対象に実態調査を行い、以下の結論を得た。 

１）対象患児の最低年齢は生後１か月であった。患児数は１歳６か月以上２歳未満が最も多かった。 

２）来院動機は齲蝕処置が最も多く、次いで外傷であった。齲蝕処置を希望して来院したものは１歳６か

月以降で増加し、外傷は６か月未満を除く各年齢階級でみられた。他の来院動機も含め小児歯科専門医で

の診断、処置が望ましいと考えられるものがほとんどであった。 

３）来院経緯は、「紹介なし」と「開業歯科医から紹介」が、それぞれ約３割程度であった。 

４）居住地域としては東京23区内が最も多かった。 

 低年齢で大学病院小児歯科に来院する患児は、小児歯科専門医による診断、治療や長期管理が必要な症

例が多く、専門医療機関である大学病院小児歯科の役割は重要であると考えられた。 

 小児歯科学雑誌 46(3), 342～346,2008 

 

歯科麻酔学分野 

1）鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が下顎形成術後の疼痛治療に及ぼす影響に関する前向き研

究（Ａ04-0500-10）  

 これまでに303名を調査し、下顎枝矢状分割術中に採取された血液から、遺伝子多型の解析を



行った。全身麻酔導入時のフェンタニール投与前後の示指氷水浸漬による疼痛感知潜時間と術後

のPCA法によるフェンタニールの摂取量の両者において、ヒトのニューオピオイド受容体遺伝子

OPRM1の SNPの 1つ A118Gが関連することが判明した。この結果から、A118Gの遺伝子多型によ

って、オピオイドに対する個々人の感受性の相違を予測できる可能性が示唆された。  

 日本外科系連合学会第33回学術集会シンポジウム発表 

 IADR 86th General Session 発表 

 麻酔 58, 1102～1108, 2009 

 Painに掲載予定（in press） 

 

2）フェンタニル急速静脈内投与による咳の発現に関する検討 

 フェンタニルを急速に静脈内投与すると、咳が発現する。それが量依存性なのか、そのメカニ

ズムはなにかを検討した。量依存性であることは明確になった。咳反射を防止する薬物の事前投

与から、メカニズムについて調査中である。 

   麻酔 58, 962～965, 2009 

 

3）加齢に伴うフェンタニル急速静注時の咳反射に関する検討 

  フェンタニルの静脈内投与時の咳反射の発現が、加齢の影響を受けるか否かを検討した。加

齢に伴って咳反射の感受性が低下することが明確になった。 

 第 56回日本麻酔科学会発表、論文作成中 

 

4）歯科治療に対する不安・恐怖の発生因子に関する検討 

   リラックス歯科治療外来初診患者 304 名を対象に、歯科治療に恐怖感を抱くようになったき

っかけを調査した。そして、I型：歯科治療時の痛み、II型：歯科治療時の嘔吐・嘔吐反射、III

型：歯科医師の言動と態度、IV型：歯科治療以外のきっかけ、V型：局所麻酔後の気分不快に分

類した。その分類によるタイプが、歯科治療困難度や脱感作に影響するか否かを調査した。 

第37回日本歯科麻酔学会発表、論文作成中 

 

5）歯科恐怖症・強度嘔吐患者の背景因子の分析 

 歯科恐怖症・強度嘔吐患者の発症には、幼少時の経験や精神疾患は関連があるのか。一般の人

との間に不安状態に相違があるのか。その背景を調査し、分析した。極度に歯科治療が困難な患

者89名と一般の歯科診療所で通常の歯科治療が施行可能な71名を比較した。その結果、極度に

歯科治療が困難な患者には、気質的因子が含まれることが判明した。  

第 288回東京歯科大学学会発表、論文作成中 

 

6）全身麻酔中の夢に関する検討 

 プロポフォール・フェンタニール全身麻酔中の夢、術中覚醒について、顎変形症患者 81 名を

対象としてアンケート調査を行った。術中覚醒は皆無であったが、19.8％の患者が術中に夢をみ

ていた。ただ、不快な夢の訴えはなかった。 
   第 36回日本歯科麻酔学会発表 



   日歯麻誌37(5)、掲載予定（印刷中） 

 

7）全身麻酔中の体温変化と保湿効果に関する検討 

  体温調節機能が、抑制される全身麻酔中の体温管理について、被覆アルミシートの効果を検討

し、保温維持効果があることが判明した。 

   第 36回日本歯科麻酔学会発表、論文作成中 

 

  8）下顎枝矢状分割術後神経症状と遺伝子多型の関連 

  神経因性疼痛の発生の有無、神経伝達異常の有無、神経回復過程などの個人差が、遺伝子多型

と関連しているか否かを調査している。現在、下顎枝矢状分割術後患者 236 名の臨床データを

整理し、遺伝子解析中である。 

   論文作成中 

 

  9) 日帰り全身麻酔における異なる全身麻酔薬での回復過程・満足度の比較検討 

  日帰り全身麻酔における回復過程・満足度を、セボフルラン麻酔とプロポフォール麻酔で比較

検討している。2 度以上の日帰り全身麻酔が予定されている歯科恐怖症患者 20〜30 名を対象と

して、現在調査中である。 

 

口腔インプラント学分野 

  1) インプラント手術時の生体応答に関する臨床的研究 

インプラント埋入手術に伴う患者の全身状態への影響についてはいまだ不明な点が多い．全身

管理のもとに実施されたインプラント埋入手術時の患者の生体応答を分析することにより，施

術による侵襲の程度を把握する．くわえて，基礎疾患などによる全身状態の変化に伴う術中管

理法の選択基準に関わる臨床指針を明らかにする． 

 

2）インプラント即時負荷術式に対する臨床的評価 

一定の条件下においては、インプラント埋入と同時に上部構造を装着し、埋入後即時に機能圧

を負荷することが可能である。本術式は、従来の待時負荷術式に比較し、術直後の患者のQOL

向上に有効であると考えられる。本研究では、即時ならびに待時負荷術式を採用した症例の機

能向上の程度を把握することにより、即時負荷術式の適用指針と有効性について明らかにする。 

  

3）新規材料を用いたアバットメントに関する臨床的評価 

従来，チタンあるいは金合金により作製されていたアバットメントに対して，審美性，生体親

和性の優位性から，最近ではジルコニアが臨床に応用されている．これまで，審美性への配慮

により使用されてきたアルミナに対して，ジルコニアは高い強度を有しており，期待が高まっ

ている．ジルコニアの耐久性，異なる設計における破折強度などの調査により，臨床応用の指

針を明らかにする． 

  

 



4）術後管理におけるインプラント周囲組織の評価に関する臨床的研究 

インプラントの長期維持には術後管理は不可欠とされている一方，インプラント周囲炎に罹患

したインプラントを回復に導く効果的な治療法はいまだ明らかでない，したがって，インプラ

ント周囲炎への罹患を極力避けることが重要と考えられている．術後管理科におけるインプラ

ント周囲組織の臨床症状を調査し，インプラント周囲炎への罹患を早期に発見し，予防するた

めの術後管理プロトコールを確立する． 

  平成20年 4月10日 水道橋病院症例報告会発表  

  

総合歯科分野 

1) 難治性根尖性歯周炎に対する意図的歯牙再植法の有用性 

近年，意図的歯牙再植法は外傷による脱臼歯の処置法として有用であるのみならず，パーフ

ォレーションなどの偶発症に対する処置や，慢性化膿性根尖性歯周炎と診断され，通法の根管

処置では治癒が望めない，いわゆる難治性根尖性歯周炎に対する処置法としても注目されてい

る。今回われわれは，通常の根管処置を行ったにもかかわらず症状の改善が認められない症例

に対して，意図的歯牙再植法を実施し，症状の推移について検討した。通法の感染根管処置を

行った後も症状の改善が認められなかった症例30例を対象とした。その結果，処置後症状が改

善され，全く症状が認められないものが28例であった。2例は術前・術後の症状に変化がなく

症状発現の原因が根尖部に存在せず，いわゆる神経因性疼痛の疑いがあるものと考えられた。

以上のことから，慢性化膿性根尖性歯周炎と診断され，根尖部に疼痛発現の原因が存在し，通

常の根管処置では改善されないいわゆる難治性根尖性歯周炎の場合，その処置法の選択肢とし

て意図的歯牙再植法は，有用性が高いものと思われた。 

   日本歯科保存学雑誌 51(4), 403～410，2008 

 

2) 難治性根尖性歯周炎に対する水酸化カルシウム製剤「カルビタール®」の有用性 

今回，いわゆる難治性根尖性歯周炎と診断された症例100例に対して，水酸化カルシウム製

剤「カルビタール®」を応用し，症状の推移の経過観察を行った。その結果，86％の症例で症状

の消失あるいは軽減が認められた。すなわち，パーフォレーションなどのいわゆる擬似的難治

性症例では，本剤特有の創傷治癒作用が効果を発揮し，また，根尖孔外の細菌バイオフィルム

が原因と考えられる，いわゆる真性難治性症例では強アルカリ性である本剤の長期応用による

根管内の環境変化によって，薬理学的効果が得られたものと考えられた。よって，水酸化カル

シウム製剤「カルビタール®」の応用は，日常臨床における薬剤の選択肢として有用性が高いも

のと思われた。 

日本歯科保存学会 第129回秋季学術大会発表 

 

 

 

 

 

 

 



3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

福田 謙一 静脈内投与及び経口投与アデ

ノシン三燐酸の鎮痛作用 

ハーバーUCLAメ

ディカルセンター

麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

 

 

福田 謙一 鎮痛関連物質受容体の遺伝子

多型が下顎骨切り術後の疼痛

治療に及ぼす影響に関する前

向き研究 

埼玉医科大学国際

医療センター 

東京都精神医学総

合研究所分子精神

医学研究部門 

東京 

 

東京 

林田 眞和 

 

池田 和隆 

福田 謙一 

小林 大輔 

下顎枝矢状分割術後神経症状

と遺伝子多型の関連に関する

研究 

埼玉医科大学国際

医療センター 

東京都精神医学総

合研究所分子精神

医学研究部門 

東京 

 

東京 

林田 眞和 

 

池田 和隆 

齋藤  淳 学習環境とその改善にむけた

介入に関する研究 

バンクーバーコミ

ュニティカレッジ

ブリティッシュコ

ロンビア大学 

宮城高等歯科衛生

士学院 

カナダ 

 

 

 

仙台市 

Ginny Cathcart

 

Susanne Sunell

 

佐藤 陽子 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

三宅菜穂子 歯冠用硬質レジンへの唾液タンパクの吸着

をコントロールできるか 

科学研究費補助金(基盤研究(C)20592281) 

齋藤  淳 歯周治療における口腔関連QOLの評価 日本歯周病学会多施設企画調査研究 

 

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 

高久勇一朗 2008.10.21 ゴールドリボン賞（ポス

ター賞） 

歯科医院で行う口腔癌個

別検診への生体粘膜染色

への応用の試み 

第53回(社)日本

口腔外科学会総

会・学術大会 

溝越 唯夫 2009. 1.30 ポスター賞 当科における過去10年間

のエナメル上皮腫につい

ての臨床的検討 

第27回日本口腔

腫瘍学会総会 



海外研究発表助成 

受賞者 年月日 助成 テーマ 学会・団体名 

齋藤  淳 2008. 7. 3 国際学会研究発表支

援事業 

Learning climate in dental 

hygiene education in Japan and 

Canada. 

日本歯科医学教育

学会 

 

シンポジスト 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

高崎 義人 2008. 4.18 舌口唇麻痺の診断と治療

の科学 

第62回日本口腔科学会 福岡市 

福田 謙一 2008. 6.12 硬膜外鎮痛ができない症

例に対する術後痛対策と

それに関連する遺伝子多

型 

日本外科系連合学会第33回

学術集会 

浦安市 

笠原 清弘 2008. 6.17 ２次元から３次元へのパ

ラダイムシフト 

第 18 回日本顎変形症学会総

会 

名古屋市

柿澤  卓 2008.11.27 進まない HIV 感染者歯科

診療体制：その根本に何が

あるのか？ 

第22回日本エイズ学会総会 広島市 

 

学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

福田 謙一 2008. 6. 27 Recent Development in 

Dental Anesthesiology in

Japan 

2008 Conference of Korean 

Dental Society of 

Anesthesiology 

韓国 

ソウル市

福田 謙一 2008. 9. 14 歯科インプラント手術後

の神経損傷への対応 

第38回日本口腔インプラン

ト学会 

東京 

福田 謙一 2008. 12. 7 The support of dental 

Anesthesia for 

handicappeds 

2008台湾特殊需求者口腔照

護障害学会 

台湾 

台北市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

柿澤  卓 2008.11. 5 HIV 感染者の歯科治療 東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

柿澤  卓 2009. 1.29 HIV 感染者の歯科治療 東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

柿澤  卓 2009. 2.26 歯科医院における感染

予防 

山梨県歯科医師会 甲府市 



高野 正行 2008. 7.10 手術法の選択 －機能

的要因と審美的な要因

について－ 

第 1 回東京歯科大学外科的

矯正勉強会 

東京 

高野 正行 2008.10.19 安全な骨切り（上顎） 第53回（社）日本口腔外科

学会総会 

口腔外科学会ハンズオンコ

ース 

徳島市 

高野 正行 2008.10.21 ヨード・トルイジンブル

ー生体染色による口腔

前癌病変・早期癌の臨床

診断 

第53回（社）日本口腔外科

学会総会 

ミニレクチャー 

徳島市 

高野 正行 2008.11. 5 感染予防と Standard  

Precautions 

東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

高野 正行 2008.11.13 顎間固定期間の短縮を

めざして 

第 2 回東京歯科大学外科的

矯正勉強会 

東京 

高野 正行 2009. 1.29 感染予防と Standard  

Precautions 

東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

高野 正行 2009. 3.21 ヨード・トルイジンブル

ー生体染色による口腔

前がん病変の診断と染

色手技の実際 

愛知県保険医協会 名古屋市 

大多和由美 2008. 8.20 乳幼児検診と育児支援 社団福祉法人 恩賜財団母

子愛育会研修 

東京 

大多和由美 2008.11.25 乳幼児からの口腔衛

生・虫歯予防 

茨城県歯科医師会学術講演

会 

水戸市 

大多和由美 2008.12.11 歯牙の外傷、顎関節症な

どの緊急時の対応と予

防について 

東京都豊島区歯科医師会学

術講演会 

東京 

大多和由美 2009. 2.25 小児歯科医からの提言 東京都豊島区歯科医師会学

術講演会 

東京 

福田 謙一 2008. 6. 4 有病者・高齢者における

歯科治療時の注意点 

千葉市歯科医師会学術講演

会 

千葉市 

福田 謙一 2008. 7.12 歯科医院における疼痛

管理 

東京歯科大学同窓会岡山県

支部学術講演会 

岡山市 

福田 謙一 2008. 9. 7 インプラント手術にお

ける全身管理と神経損

傷時の対応 

DIORインプラントセミナー 東京 

福田 謙一 2008. 9.25 歯科における危機管理

と疼痛管理 

PIO国際歯科クラブ学術セ

ミナー 

京都市 



福田 謙一 2009. 1.18 歯科衛生士に必要な全

身管理 

千葉県歯科衛生士会学術講

演会 

千葉市 

福田 謙一 2009. 2. 5 救急薬品とAEDの使い方 中野区歯科医師会学術講演

会 

東京 

福田 謙一 2009. 2.24 歯科における診断・治療

が困難な痛みへの対応 

我孫子市歯科医師会学術講

演会 

我孫子市 

関根 秀志 2008. 5.31～6. 1 パーフェクトセミナー GCインプラントセミナー  東京 

関根 秀志 2008. 7.21 パーフェクトセミナー GCインプラントセミナー  東京 

関根 秀志 2008. 7.27 テクニカルコース・補綴 GCインプラントセミナー  名古屋市 

関根 秀志 2008. 8. 7 インプラント治療にお

ける歯科衛生士の役割 

群馬県歯科医師会 歯科衛

生士の職場復帰支援セミナ

ー 

群馬県 

関根 秀志 2008. 9. 6～ 7 インプラント治療の臨

床・メインテナンスにつ

いて 

平成20年度東京歯科大学同

窓会卒後研修セミナー 

東京 

関根 秀志 2008.10. 5 テクニカルコース・補綴 GCインプラントセミナー  東京 

関根 秀志 2008.11.19 インプラント治療の注

意点 

東京歯科大学同窓会港区芝

支部平成20年度学術研修会 

東京 

関根 秀志 2008.11.29 

 

欠損歯列に対するイン

プラント治療の適用 

玉川歯科医師会・東京歯科

大学同窓会玉川支部共催 

講演会 

東京 

関根 秀志 2009. 2. 8 パーフェクトセミナー GCインプラントセミナー  東京 

関根 秀志 2009. 2.29 インプラント治療のリ

スクと適用の要点 

東京歯科大学同窓会船橋支

部平成20年度学術講習会 

東京 

関根 秀志 2009. 3. 7～ 8 パーフェクトセミナー GCインプラントセミナー  東京 

関根 秀志 2009. 3.18 インプラント治療・補綴

の要点  

2009年度 東京松風歯科ク

ラブ 第577回月例会  

東京 

辻野啓一郎 2008. 8.31 乳歯の歯数異常 問題

点と対処法 

千葉県小児歯科医会 千葉市 

久保 周平 2008. 8. 7 歯科保健からの児童虐

待へのアプローチと支

援 

山梨県歯科医師会歯科保健

関係指導者講習会 

山梨県 

中央市 

久保 周平 2008.11.29 「ＣＯとＣ」その境界と

歯科的対応 

町田市歯科医師会学術講演

会 

町田市 

 



久保 周平 2009. 3.21 歯科衛生士ができる小

児のための実践的予防 

―フィッシャーシーラ

ントを中心に― 

茨城県歯科医師会「第１７回 

茨城県歯科医学会」 

水戸市 

笠原 清弘 2009. 3.12 ClassⅡの手術における

工夫 術中の顎位の決

定方法－スプリント咬

合副子の使い方－ 

第 3 回東京歯科大学外科的

矯正勉強会 

東京 

片田 英憲 2008.11.13 Skeletal Class IIIの診

断における予測と結果 

東京歯科大学外科的矯正治

療勉強会 

東京 

片田 英憲 2009. 1.21 唇顎口蓋裂の矯正治療 第 14 回 慶応大学唇顎口蓋

裂チームアプローチ検討会 

東京 

齋藤  淳 2008. 9.18 Local drug delivery as 

an adjunct treatment 

modality in 

 periodontal 

regenerative therapy 

Oral Health Sciences 

course, Vancouver 

Community College 

Vancouver, 

B.C. 

Canada 

高崎 義人 2008. 9. 6 口腔外科におけるリス

クマネージメント 

高崎市歯科医師会 高崎市 

高崎 義人 2008.11.12 病診連携における画像

情報提供 

高崎市歯科医師会若手会（十

日会） 

高崎市 

横山 葉子 2008.11. 5 当院における感染予防 東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

横山 葉子 2009. 1.29 当院における感染予防 東京都エイズ診療従事者派

遣事業 

東京 

田口 達夫 2008. 4.10 ビスホスホネート製剤

について 

第7回水道橋病院症例報会 東京 

高久勇一朗 2008. 4.10 経口ビスホスホネート

によると考えられる顎

骨壊死の 1 例 

第７回水道橋病院症例報告

会 

東京 

高久勇一朗 2008. 7. 6 ビスホスホネート系製

剤による顎骨壊死につ

いて 

第26回産業歯科保健研究会 東京 

 

教育ワ-クショップ等 

氏名 年月日 ワ-クショップ名 役割 開催地 

古澤 成博 2007.10.13～14 第 21回東京歯科大学カリ

キュラム研修ワークショ

ップ  

タスクフォース 千葉市 



齋藤  淳 2008.10. 3～ 4 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 

齋藤  淳 2008.12.19～20 平成 20 年度歯科医師臨床

研修プログラム責任者，副

プログラム責任者のため

のワークショップ（日本歯

科医学教育学会主催） 

参加者 東京 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

古澤 成博 2009. 2.21 岩手医科大学歯学部 共用試験歯学系OSCE 外部評価者 盛岡市 

関根 秀志 2008. 7. 5 平成20年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 実行委員長 東京 

堀田 宏巳 2008. 7. 5 平成20年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 総務 東京 

辻野啓一郎 

高崎 義人 

金井 由起 

森山 貴史 

2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE ST責任者 東京 

松本  信哉 2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 評価表 東京 

小坂  竜也 2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 器材 東京 

大迫  美穂 2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 誘導 東京 

古澤  圭 2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 進行 東京 

早川 裕記 2008. 7. 5 平成19年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 記録 東京 

久保 周平 2009. 3. 1 東京歯科大学4学年共用試験OSCE 評価者 千葉市 

 

 



 

 

1. 口腔健康臨床科学講座 1) 歯科保存学分野 

 

論      文 

 

1. Saito,A., Sato,Y.(1), Nakamura,A.(1), Nozawa,H.(1), Haneta,M.(1), Cathcart,G.(2) : Development of an international 

collaborative dental hygiene programme between Japan and Canada., Int J Dent Hyg 6, 328～336, 2008. 原著 (1)

宮城高等歯科衛生士学院,(2)Vancouver Community College・Dental Hygiene 

 

2. 齋藤 淳, 佐藤陽子(1), 中川種昭(2), 山田 了(3) : 歯科衛生士の歯周療法学教育における歯科衛生診断の導入に

関する研究, 日歯周病会誌 50(1), 21～29, 2008. 原著 (1)宮城高等歯科衛生士学院,(2)慶大・医・歯口外,(3)歯周病 

 

3. 森山貴史, 松本信哉, 上島文江(1), 古澤成博(2), 槇石武美 : 糖尿病患者に歯周治療を行った 1 症例, 歯科学報 

108(2), 128～136, 2008. 症例 (1)水病・歯科衛生士部,(2)口健臨・総合歯 

 

4. 森山貴史, 槇石武美 : エナメルマトリックス・デリバティブ(エムドゲイン)併用歯肉弁歯冠側移動術により根面被覆

を行った 1 症例, 歯科学報 108(3), 233～240, 2008. 症例 

 

5. Saito,A., Nanbu,Y.(1), Nagahata,T.(1), Yamada,S.(2) : Treatment of intrabony periodontal defects with enamel matrix 

derivative in private practice: A long-term retrospective study. , Bull Tokyo Dent Coll 49(2), 89～96, 2008. 臨

床 (1)宮城県,(2)歯周病 

 

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

nucleatum enhances invasion of human gingival epithelial and aortic endothelial cells by Porphyromonas 

gingivalis. , FEMS Immunol Med Microbiol 54, 349～355, 2008. 原著 HRC7 細形研 (1)微生物,(2)慶大・医・歯口外 

 

7. 齋藤 淳, 佐藤陽子(1) : 歯科衛生士教育における学習環境に関する研究., 日歯医教会誌 24(3), 284～291, 2008. 

原著 (1)宮城高等歯科衛生士学院 

 

8. Onuki,M.(1), Saito,A., Hosokawa,S.(1), Oonuki,T.(2), Seta,S.(3), Hayakawa,H.(1), Muramatsu,T.(4), Furusawa,M.(1) : A 

case of orthokeratinized odontogenic cyst suspected to be a radicular cyst, Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 31～35, 

2009. 症例 (1)口健臨・総合歯,(2)口健臨・補綴,(3)口健臨・口外,(4)病理 

 

解      説 

 

1. 齋藤 淳, 上松博子(1), 井出吉信(1) : 歯周組織の解剖と生理, Biological Crown Contour -生体に調和する歯冠形

態-, 歯科技工別冊, 86～91, 2008. (1)解剖 

 

その他 

 

1. 奥田克爾(1), 石原和幸(1), 木暮隆司(2), 齋藤淳, 山田 了(3) : 歯周病原性バイオフィルム, 日本歯科評論 787, 43

～44, 2008. (1)微生物,(2)東京都,(3)歯周病 

 

 

 



 

 

学会抄録 

 

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

の侵入解析, 日歯周病会誌 50, 120, 2008. (日本歯周病学会秋季学術大会(第 51 回), 四日市) HRC7 細形研 (1)微生

物,(2)慶大・医・歯口外,(3)歯周病 

 

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

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

HRC7 細形研 (1)微生物 

 

3. 井田 篤, 森山貴史, 松本信哉, 齋藤淳, 槇石武美 : EMDOGAIN併用結合組織移植術を用いて根面被覆を行っ

た 1 症例, 歯科学報 108, 400, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会総会, 千葉) 

 

4. 松本信哉, 森山貴史, 井田篤, 齋藤 淳, 槇石武美 : 歯内吸収を発現した 1 症例, 歯科学報 108, 402, 2008. 

(第 286 回東京歯科大学学会総会, 千葉) 

 

5. 松本信哉, 森山貴史, 井田 篤, 槇石武美 : 歯内吸収の 1 症例, 日歯保存歯 51, 150, 2008. (第 128 回日本歯科

保存学会, 新潟) 

 

6. 井田 篤, 森山貴史, 松本信哉, 槇石武美 : EMDOGAIN 併用結合組織移植術により根面被覆を行った 1 症例, 

日歯保存歯 51, 161, 2008. (第 128 回日本歯科保存学会, 新潟) 

 

7. Saito,A., Sunell,S.(1), Sato,Y.(2), Cathcart,G.(3), Rucker,L.(1), Wilson,M.(4) : Learning climate in dental hygiene 

education in Japan and Canada., J Dent Res, 2008. (International Association of Dental Research 86th General Session,, 

Toronto, Canada) (1)University of British Columbia,(2) 宮 城 高 等 歯 科 衛 生 士 学 院 ,(3)Vancouver Community 

College,(4)NorQuest College 

 

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

侵入を促進する, J Oral Biosci 50, 115, 2008. (第 50 回歯科基礎医学会学術大会・総会, 東京) HRC7 細形研 (1)微生

物 

 

9. 菊池百美(1), 岩永夏陽子(1), 松本信哉, 上島文江(2), 益田仁美(2), 佐藤陽子(3), 齋藤 淳 : 歯周治療における口

腔関連 QOL のアセスメント, 日歯周病会誌 50, 163, 2008. (日本歯周病学会秋季学術大会(第 51 回), 四日市) (1)口

健臨・総合歯科,(2)水病・歯科衛生士部,(3)宮城高等歯科衛生士学院 

 

10. 朝隈尚子(1), 森山貴史, 松本信哉, 古澤成博(2), 槇石武美 : 長期的 SPT により病状安定を維持している歯周病

の 1症例：歯科衛生士の協力による SPTについて, 歯科学報 108(4), 400, 2008. (第 286 回東京歯科大学学会, 千

葉) (1)水病・歯科衛生士部,(2)口健臨・総合歯 

 

11. 磯山素子(1), 森山貴史, 松本信哉, 古澤成博(2), 槇石武美 : 歯間ブラシを用いてプラークコントロールが改善さ

れた 1 症例：歯科衛生士主導によるブラッシング指導について, 歯科学報 108(4), 401, 2008. (第 286 回東京歯科

大学学会, 千葉) (1)水病・歯科衛生士部,(2)口健臨・総合歯 

 

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

日細菌誌 64, 164, 2009. (第 82 回日本細菌学会総会, 名古屋) HRC7 細形研 (1)微生物 



1. 口腔健康臨床科学講座 2) 歯科補綴学分野 

 

論      文 

 

1. 大貫智宏, 関根秀志(1), 田口達夫(1), 松崎文頼(1), 椎貝達夫(1), 安達 康 : 下顎無歯顎患者に対して固定性イン

プラント義歯にて即時負荷を実施した症例, 歯科学報 108(2), 153～158, 2008. 症例 (1)口健臨・口腔インプラント 

 

その他 

 

1. 三宅菜穂子(1) : 歯冠用硬質レジンへの唾液タンパクの吸着をコントロールできるか, 平成 20 年度科学研究費補助

金(基盤研究(C)20592281)研究実績報告書, 2009. A05-0792-14 細形研 (1)口健臨・補綴科 

 

学会抄録 

 

1. 三宅菜穂子, 佐藤 亨(1), 眞木吉信(2) : ゼータ電位による歯冠用硬質レジンへの BSA 吸着性の評価, 日補綴歯会

誌 52(第 117 回特別号), 192, 2008. (第 117 回日本補綴歯科学会学術大会, 名古屋市) A05-0792-5 (1)クラウンブリッ

ジ,(2)衛生 

 

2. 松崎文頼(1), 関根秀志(1), 田口達夫(1), 瀬田修一(2), 平林 剛(3), 中浜典子(4), 武田孝之(1), 安達 康 : 下顎へのイ

ンプラント埋入時に採取した自家骨を上顎へ移植した症例, 日口腔インプラント誌 21(3), 487, 2008. (第 27 回 関

東・甲信越支部学術大会, 東京都) (1)口健臨・口腔インプラント,(2)口健臨・口外,(3)水病・歯科技,(4)水病・歯科衛生士部 

 

3. 大貫智宏, 関根秀志(1), 中浜典子(2), 磯山素子(2), 安達 康 : 下顎無歯顎にインプラント埋入後,即時負荷を行い

咬合回復した症例, 日口腔インプラント誌 21(3), 488, 2008. (第 27 回日本口腔インプラント学会 関東･甲信越支部学

術大会, 東京) 脳科学研 (1)口健臨・口腔インプラント,(2)水病・歯科衛生士部 

 

4. 三宅菜穂子(1), 佐藤 亨(2), 眞木吉信(3), 冨田友美子(4) : 歯科材料のゼータ電位と接触角, 第 47 回日本油化学会

年会講演要旨集, 251, 2008. (第 47 回日本油化学会年会, 東京) A05-0792-5 (1)口健臨・補綴科,(2)クラウンブリッジ,(3)

衛生,(4)神奈川県 

 



1. 口腔健康臨床科学講座 3) 口腔外科学分野 

 

論      文 

 

1. Onuki,M.(1), Saito,A.(2), Hosokawa,S.(1), Oonuki,T.(3), Hayakawa,H.(1), Seta,S., Muramatsu,T.(4), Furusawa,M.(1) : A 

Case of Orthokeratinized Odontogenic Cyst Suspected tobe a Radicular Cyst, Bull Tokyo Dent Coll 50(1), 31～

35, 2008. 原著 (1)口健臨・総合歯,(2)口健臨・保存,(3)口健臨・補綴,(4)病理 

 

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

割術により二期的に改善した下顎頭軟骨腫の 1 例, 日口外誌 54(4), 286～290, 2008. 症例 (1)病理 

 

3. 井上恵実(1), 宮崎晴代(1), 末石研二(1), 森山貴史(2), 小林弥生(3), 桑山真寧(3), 高野正行(3),柿澤 卓(3) : 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)矯正,(2)東京歯科大学

口腔健康臨床科学講座歯科保存学分野,(3)東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔外科学講座 

 

4. Miyazaki,H.(1), Sueishi,K.(2), Takano,M., Kakizawa,T. : Patients in whom Surgery was Selected to Improve Mandible 

Position after Changing Doctors, The Bulletin of Tokyo Dental College 49(4), 191～198, 2008. 原著 (1)口健臨・

矯正,(2)矯正 

 

5. 高久勇一朗, 柿澤 卓, 高野正行, 笠原清弘, 小林弥生, 鈴木治仁(1) : HIV 歯科診療ネットワークにより来院した

HIV 感染者の入院手術経験, 歯科学報 108(6), 632～636, 2008. 症例 (1)東京 HIV デンタルネットワーク 

 

6. Kasahara,K., Yajima,Y.(1), Kamiyama,I.(2), Takaki,T.(2), Kakizawa,T., 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)千病・口腔インプラント,(2)口外 

 

7. 瀬田修一, 高野正行, 高崎義人, 古澤 圭, 柿澤 卓, 松坂賢一(1) : 上顎前歯部に発生した骨芽細胞腫の 1 例, 

日口診誌 22(1), 78～84, 2009. 症例 (1)臨検査 

 

解      説 

 

1. 柿澤 卓 : 「継承と発展」水道橋の過去から将来へ, 歯科学報 109(1), 8～9, 2009. 

 

学会抄録 
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2008. (第 67 回日本矯正歯科学会, 千葉市) A-03-0590-3 脳科学研 生素研 (1)千葉県,(2)矯正 

 

17. 立木千恵(1), 高久佐紀子(1), 阿部友里子(1), 宮谷真理子(1), 小貝隆広(1), 加納将貴(1), 夫馬明日香(1),深川裕子, 

野村真弓(1), 宮崎晴代, 茂木悦子(1), 末石研二(1) : 千葉市高齢者大学校に通学する平均 60 歳代学生の口腔

内診査および咬合力, 第 67 回日本矯正歯科学会抄録集 , 144, 2008. (第 67 回日本矯正歯科学会 , 千葉市) 

A-05-0590-4 (1)矯正 

 

18. 小高紅美 (1), 内田悠志 (1), 加納将貴 (1), 小泉儀明 (1), 櫻井雄太 (1), 深川裕子, 夫馬明日香 (1), 野村真弓 (1),    

末石研二(1) : 卒後研修課程第 31 期生による症例展示, 第 67 回日本矯正歯科学会抄録集 , 242, 2008. (第 67

回日本矯正歯科学会 , 千葉市) (1)矯正 

 

19. 坂本輝雄(1), 東郷聡司(1), 小坂竜也, 根津 崇(1), 末石研二(1), 中嶋英雄(2) : 頭蓋縫合早期癒合症に対する治療

戦略, 第 67 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録会, 248, 2008. (第 67 回日本矯正歯科学会 , 千葉市) (1)矯

正,(2)慶応 

 

20. 中嶋英雄(1), 玉田一敬(1), 緒方寿夫(1), 坂本輝雄(2), 海老原環, 小坂竜也 : Craniosynostosis 二次手術の手術計

画の立て方とわれわれの手術法, 日頭顎顔会誌 25(2), 93, 2009. (第 26 回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会日程, 

盛岡市) (1)慶應義塾大学医学部形成外科,(2)矯正 

 



1. 口腔健康臨床科学講座 5) 小児歯科学分野 

 

論      文 

 

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

低年齢児初診患児の実態調査, 小児歯誌 46(3), 342～346, 2008. 原著 (1)東京都,(2)小児歯 

 

2. 大久保真衣(1), 久保周平, 石田 瞭(2), 小林菜穂(3), 藥師寺 仁(3), 新谷誠康(3), 佐野 司(1) : Cornelia de Lange 症

候群患者に対する摂食・嚥下機能療法を行った 1 例, 歯科学報 108(4), 355～361, 2008. 原著 A07-0610-2 (1)

歯放,(2)東歯大・摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援,(3)小児歯 

 

単行図書 

 

1. 朝田芳信(1), 久保周平, 福島俊士(2), 小川 匠(2), 重田優子(2) : 共著 :4D カラーアトラス歯列・咬合の発育、動画

DVD 付 , 医歯薬出版, 東京, 2009. (1)鶴見大・歯・小児歯,(2)鶴見大・歯・補綴２ 

 

その他 

 

1. 久保周平 : 臨床のヒント Q&A 小児歯科系 「外傷が原因の乳歯歯冠変色に対する対応を教えてください」, 歯科

学報 108(2), 166～167, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 竹内智子(1), 久保周平, 四ッ谷賀央里(1), 小林菜穂(1), 藥師寺 仁(1) : パノラマエックス線写真における上顎第一大

臼歯の歯根形成が遅延した症例の観察, 小児歯誌 46(2), 178, 2008. (第 46 回日本小児歯科学会大会, さいたま市) 

(1)小児歯 

 

2. 四ッ谷賀央里(1), 竹内智子(1), 久保田智子(1), 久保周平, 藥師寺 仁(1) : オゾンガスは齲蝕病原性菌を死滅させる

か, 小児歯誌 46(2), 200, 2008. (第 46 回日本小児歯科学会大会, さいたま市) (1)小児歯 

 

3. 今井裕樹(1), 福山達郎(1), 原 麻子(1), 久保田智子(1), 久保周平, 米津卓郎(1), 関口 浩(1), 藥師寺 仁(1) : 小児歯

科における臨床参加型実習終了後の学生に対するアンケート結果について, 小児歯誌 46(2), 287, 2008. (第 46

回日本小児歯科学会大会, さいたま市) (1)小児歯 

 

4. 小坂竜也(1), 辻野啓一郎 : エックス線 CT を用いた上顎犬歯埋伏の三次元的位置に関する研究, 歯科学報 

108(2), 178, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)口健臨・矯正 

 

5. 大多和由美, 辻野啓一郎, 望月清志(1), 藥師寺 仁(1) : Bloch-Sulzberger 症候群(色素失調症)の 10 年間にわたる

咬合管理の一例, 小児歯誌 46(2), 275, 2008. (第 46 回日本小児歯科学会大会および総会, さいたま市) (1)小児歯 

 

6. Kubo,S., Shigeta,Y.(1), Ogawa,T.(1), Fukushima,S.(1), Yakushiji,M.(2) : Development of The Three-dimensional Dental 

Developmental Stage Model, J Dent. Res. 87((Spec Issue B)), 2960, 2008. (86th General Session & Exhibition of the 

IADR , Toronto, Canada) (1)鶴見大・歯・補綴２,(2)小児歯 

 



7. 大多和由美, 菱沼清美(1), 井出吉信(2) : 障害者歯科に関する歯科衛生士学生の意識および知識調査&#8212;講

義の受講前後の比較&#8212, 第 27 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会 プログラム・抄録集;-, 131, 

2008. (第 27 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会, 東京) (1)水戸口腔センター,(2)解剖 

8. 寺門寿恵(1), 野村美奈(1), 保科 恵(1), 林佐智代(1), 大多和由美, 村居幸夫(1), 志賀正三(1), 妻鹿純一(2),      

金子 譲(3) : 当センターでの摂食・嚥下リハビリテーションの取り組みについて, 障歯誌 29(3), 283, 2008. (第 25

回日本障害者歯科学会大会および総会, 東京) (1)水戸口腔センター,(2)日大・松戸歯・障害者歯,(3)歯麻 

 

9. 野村美奈(1), 寺門寿恵(1), 保科 恵(1), 大多和由美, 大森勇市郎(1), 林佐智代(1), 大峰浩隆(1), 村居幸夫(1),    

志賀正三(1), 妻鹿純一(2), 金子 譲(3) : 当センターにおける障害者(児)の定期健診について, 障歯誌 29(3), 284, 

2008. (第 25 回日本障害者歯科学会大会および総会, 東京) (1)水戸口腔センター,(2)日大・松戸歯・障害者歯,(3)歯麻 

 

10. 辻野啓一郎, 望月清志(1), 久保周平, 藥師寺 仁(1), 新谷誠康(1) : 歯科衛生士校学生の障害者歯科講義前後お

よび臨床実習後の意識調査, 障歯誌 29(3), 292, 2008. (第 25 回日本障害者歯科学会総会および学術大会, 東京) (1)

小児歯 

 

11. 三輪全三(1), 久保寺友子(2), 井上吉登(2), 大多和由美, 高木裕三(1), 池田正一(3) : 先天性無痛無汗症の歯髄感

覚の発生機序についての考察, 障歯誌 29(3), 341, 2008. (第 25 回日本障害者歯科学会大会および総会, 東京) (1)

東医歯大学院・小児歯,(2)神奈川県こども医療センター・歯科,(3)神歯大・総合歯科 

 

12. 久保周平, 間宮秀樹(1), 江口 淳(2), 辻野啓一郎, 小林菜穂(3), 一戸達也(1), 金子 譲(1), 新谷誠康(3),藥師寺 仁

(3) : 血小板無力症患者の全身麻酔下歯科治療経験 第 1 報 歯科治療について, 障歯誌 29(3), 470, 2008. (第

25 回日本障害者歯科学会総会および学術大会, 東京) (1)歯麻,(2)口外,(3)小児歯 

 

13. 戸羽 一(1), 小川冬樹(1), 斉藤恵津子(1), 大滝正行(1), 宮内 均(1), 久保周平, 難波哲夫(1), 沖田貴美江(1) : 当障

がい者歯科診療室における初診患者の実態調査, 障歯誌 29(3), 479, 2008. (第 25 回日本障害者歯科学会総会お

よび学術大会, 東京) (1)東京都 

 

14. Tsujino,K., Ebihara,T.(1), Yakushiji,M.(2), Shintani,S.(2) : The separation and removal of the fused supernumerary 

tooth from a geminated tooth with its pulp vitality; a case of the maxillary central incisor, The Fourth 

Sino-Japanese Conference on Stomatology, 188～189, 2008. (Sino-Japanese Conference on Stomatology 2008, Xian, 

China) (1)口健臨・矯正,(2)小児歯 

 

15. 大多和由美, 林佐智代(1), 大森勇市郎(1), 大峰浩隆(1), 村居幸夫(1), 志賀正三(1), 妻鹿純一(2),金子 譲(3) : 障害

者歯科に関する歯科衛生士学生の意識調査&#8212;障害者歯科学講義の受講前後および臨床実習後の比較

&#8212, 障歯誌;29(3), 289, 2008. (第 25 回日本障害者歯科学会大会および総会, 東京) (1)水戸口腔センター,(2)日大・

松戸歯・障害者歯,(3)歯麻 

 

16. 間宮秀樹(1), 久保周平, 江口 淳(2), 藥師寺 仁(3), 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 血小板無力症患者の全身麻酔下歯

科治療経験ー第 2 報 歯科麻酔科医の立場からー, 障害者歯 29(3), 469, 2008. (第 25 回日本障害者歯科学会総

会および学術大会, 東京) (1)歯麻,(2)口外,(3)小児歯 

 

17. 久保周平 : 外傷歯への対応&#8722;診断と処置&#8722;(テーブルクリニック), 第 23 回日本小児歯科学会関東

地方会プログラム, 28, 2008. (第 23 回日本小児歯科学会関東地方会, 千葉市) 

 



18. 保科 恵(1), 野村美奈(1), 寺門寿恵(1), 金子雅子(1), 高橋裕子(1), 大多和由美, 大森勇市郎(1), 林佐智代(1),   

大峰浩隆(1), 村居幸夫(1), 志賀正三(1) : 当センターにおける摂食･リハビリテーションの取り組みについて, 第 17

回茨城県歯科医学会抄録集, 22, 2009. (第 17 回茨城県歯科医学会, 水戸) (1)水戸口腔センター 

 

19. 保科 恵(1), 野村美奈(1), 寺門寿恵(1), 金子雅子(1), 高橋裕子(1), 大多和由美, 大森勇市郎(1), 林佐智代(1),   

大峰浩隆(1), 村居幸夫(1), 志賀正三(1) : 当センターにおけるヒヤリ･ハット報告に関する検討, 第 17 回茨城県歯

科医学会抄録集, 22, 2009. (第 17 回茨城県歯科医学会, 水戸) (1)水戸口腔センター 

 

20. 野村美奈(1), 寺門寿恵(1), 保科 恵(1), 金子雅子(1), 高橋裕子(1), 大多和由美, 大森勇市郎(1), 林佐智代(1),   

大峰浩隆(1), 村居幸夫(1), 志賀正三(1) : 茨城県身体障害者小児歯科治療センター(水戸口腔センター)における

障害者の定期健診実態調査, 第 17 回茨城県歯科医学会抄録集, 23, 2009. (第 17 回茨城県歯科医学会, 水戸) (1)

水戸口腔センター 

 

21. 大多和由美, 須藤輝代(1), 菱沼清美(1), 野村美奈(1), 寺門寿恵(1), 高橋裕子(1), 保科 恵(1), 金子雅子(1),     

大森勇市郎(1), 林佐智代(1), 大峰浩隆(1), 村居幸夫(1), 志賀正三(1), 妻鹿純一(2) : 障害者歯科に関する歯科衛

生士学生の意識および知識調査&#8212;講義の受講前後および臨床実習後の比較&#8212, 第 17 回茨城県歯

科医学会抄録集;;-, 23, 2009. (第 17 回茨城県歯科医学会, 水戸) (1)水戸口腔センター,(2)日大・松戸歯・障害者歯 

 



1. 口腔健康臨床科学講座 6) 歯科麻酔学分野 

 

論      文 

 

1. 大川恵子(1), 福田謙一, 笠原正貴, 高北義彦, 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 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, 日歯麻誌 36(2), 196～197, 2008. 症例 

(1)歯麻 

 

2. 笠原正貴, 大串圭太, 朝波志穂, 大坪有子, 松浦信幸(1), 二宮麻子(1), 福田謙一, 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 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喉頭鏡(エアウェイスコープ TM)の使用経験, 日歯麻

誌 36(2), 198～199, 2008. 症例 (1)歯麻 

 

3. 緒方 奏(1), 半田俊之, 二宮麻子(1), 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 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, 障歯誌 29(2), 159～163, 2008. 原著 (1)歯麻 

 

4. 半田俊之(1), 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 一般歯科診療における循環変動表示ソフト「治療名人&reg;」の有用性の検

討 －歯科医師に対する循環表示ソフトの有用性・利便性についてのアンケートをもとに－, 障歯誌 29(2), 192

～195, 2008. 臨床 (1)歯麻 

 

5. 大串圭太, 高北義彦, 朝波志穂, 大坪有子, 笠原正貴, 福田謙一, 半田俊之(1), 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 漢方

薬の長期服用が原因と考えられる異常な血圧上昇により麻酔導入直前に手術を延期した 1 症例, 日歯麻誌 

36(3), 298～299, 2008. 症例 (1)歯麻 

 

6. 松木由起子 (1), 二宮麻子 (1), 緒方奏 (1), 劒持正浩 (1), 田村洋平 (1), 栂安理絵 (1), 湯村潤子 (1), 山﨑貴希 (1),       

半田俊之, 松浦信幸(1), 松浦由美子(1), 間宮秀樹(1), 櫻井 学(1), 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 東京歯科大学千葉

病院における静脈内鎮静法の選択基準 患者背景因子による考察(会議録), 日本歯科麻酔学会雑誌 61(5), 

497, 2008. 臨床 (1)歯麻 

 

7. 半田俊之, 一戸達也(1), 金子 譲(1) : 東京歯科大学千葉病院「慢性の痛みしびれ外来」開設から 3 年間における臨

床実績と今後の展望(会議録), 日本歯科医師会雑誌 61(5), 538, 2008. 臨床 (1)歯麻 

 

8. Hayashida,M.(1), Nagashima,M.(1), Satoh,Y.(1), Katoh,R.(1), Tagami,M.(1), Ide,S.(1), Kasai,S.(1), Nishizawa,D.(1), Ogai,Y.(1), 

Hasegawa,J.(1), Komatsu,H.(1), Sora,I.(1), Fukuda,K., Koga,H.(1), Hanaoka,K.(1), Ikeda,K.(1) : Analgesic 

requirements after major abdominal surgery are associated with OPRM1 gene polymorphism genotype and 

haplotype, Pharmacogenomics 11, 1605～1616, 2008. 原著 (1)東京都精神医学総合研究所 

 

9. 青木謙典(1), 福田謙一, 齋田菜緒子, 竹口智子(2), 高北義彦 : 脊髄性筋萎縮症患者に対する長時間歯科治療

時の日帰り全身麻酔体験, 日歯麻誌 37(1), 40～41, 2009. 症例 (1)東京都,(2)自治医大・医・麻酔、集中治療 

 

10. 杉山あや子(1), 高北義彦, 大串圭太, 金子完子(1), 福田謙一 : プロポフォール･フェンタニルによる麻酔導入直

後に嘔吐を呈した食道アカラシアの疑いのあった 1 症例, 日歯麻誌 37(1), 52～54, 2009. 症例 (1)都立墨東病

院・歯科口腔外科 

 

 



 

 

 

解      説 

 

1. 福田謙一 : 歯科医院における疼痛管理－診断･治療が困難な痛みに対する対応－, 東京歯科大学同窓会岡山

県支部会誌 24, 12～21, 2009. 

 

単行図書 

 

1. 福田謙一: 著分担 :知りたいことがすぐわかる 高齢者歯科医療－歯科医療につながる医学知識－ , 永末書店, 

京都府, 2008. 

 

2. 半田俊之(第 4章 病気別・くすりと歯科診療上の注意点（神経･筋疾患） ): 著分担 :デンタルハイジーン別冊 もっ

と知りたい!病気と薬ハンドブック (a)４ 脊髄小脳変性症 104～105 頁,(b)５ 進行性筋ジストロフィー 106～107
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2. 眼 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 ビッセン宮島弘子 多焦点眼内レンズ、屈折矯正手術後の視機能 

助  教 吉野 真未 

西村麻理子      

多焦点眼内レンズの有用性 

多焦点眼内レンズの有用性 

  

2．成果の概要 

1）多焦点眼内レンズに関する研究 

(1)片眼、 両眼挿入例の視機能 

多焦点眼内レンズ両眼挿入例の視力、焦点深度、コントラスト感度を臨床研究した。両眼挿入と片

眼挿入による遠方裸眼、矯正視力、近方裸眼、遠方矯正下、矯正視力、コントラスト感度を比較し

た。両眼挿入により、すべての検査において良好な結果が得られた。特に、コントラスト感度測定

において、高周波数領域では、両眼挿入により正常範囲まで改善していた。 

片眼挿入例 については、あたらしい眼科に掲載予定 

挿入後2年の結果はActa Ophthalmologicaに投稿中 

遠方、近方コントラストについては執筆中 

(2）Autorefratometerによる測定誤差の研究 

RetrospectiveにAutorefractometerを用いて測定した屈折状態を自覚的屈折と比較することで信

頼性を検討した。多焦点レンズデザインにより Autorefractometer 測定は困難とされているが、回

折型多焦点眼内レンズでは測定値と自覚的結果で有意な相関がみられた。また、不正乱視の強い例

でずれやすいことがわかり、これらの結果はJ Cataract Refract Surgに投稿中である。 

(3) 網膜光干渉断層計への影響 

回折型多焦点IOL挿入後のCirrus HD-OCTのLSO画像で水平ノイズがみられるが、OCT画像そのも

のには水平ノイズに相当する像はみられず、また、レーザー走査眼底鏡（scanning laser 

ophthalmoscopy: SLO）でも水平ノイズに相当する像が見られないことを追求した。 

Inoue M, Bissen-Miyajima H, Yoshino M. J Cataract Refract Surg 

 

2）屈折矯正手術 

(1)フェムトセカンドレーザー 

  屈折矯正手術のうちlaser in situ keratomileusis (LASIK)のフラップ作製に用いるフェムトセカ

ンドレーザーについて、眼圧への影響を実験的に検討した。従来のマイクロケラトームによるフラ

ップ作製時の眼圧変化はすでに報告したが、同じように圧センサーを用い、経時的な変化を追った。 

 学会発表のみで論文は執筆中 

(2)眼内レンズ挿入眼における追加矯正効果 

  眼内レンズ挿入後の屈折誤差や乱視矯正目的で行われたLASIKについて、コントラスト感度変化を

検討した。Wavefront測定結果を用いることにより、視機能を落とさずに屈折矯正が可能なことがわ

かった。結果は学会発表のみで論文は執筆中。 

 



 

 

3．研究活動の特記すべき事項 

オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

Bissen-Miyajima 
Hiroko 

2008. 4. 7 Intraocular Surgery 
OVDs, PCO, and Incisions

American Society of 
Cataract and Refractive 
Surgery 

Chicago,
U.S.A. 

Bissen-Miyajima 
Hiroko 

2008. 6.30 New Techniques in 
Lenticular Refractive 
surgery 

World Ophthalmology 
Congress 

Hong 
Kong 

ビッセン宮島弘子 2008. 6.20 多焦点 IOLの導入法 第23回日本眼内レンズ屈

折手術学会総会 
東京 

ビッセン宮島弘子 2008.10.25 

 

多焦点眼内レンズ 第62回日本臨床眼科学会

総会 
東京 

ビッセン宮島弘子 2009. 1.24 屈折矯正手術～眼科医のた

めの屈折矯正手術情報～ 
第32回日本眼科手術学会

総会 
神戸市 

 
シンポジスト 
シンポジスト 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

ビッセン宮島弘子 2008. 6.20 導入前の基礎知識 第23回日本眼内レンズ屈

折手術学会総会 
東京 

Bissen-Miyajima 
Hiroko 

2008. 6.21 Multifocal IOLs in Japan 第23回日本眼内レンズ屈

折手術学会総会 
ASCRS/JSCRS ｼﾞｮｲﾝﾄｼﾝ

ﾎﾟｼﾞｳﾑ 

東京 

Bissen-Miyajima 
Hiroko 

2008. 9.14 Effect of lens position on 
quality of vision after 
implantation of diffractive 
multifocal intraocular 
lenses 

European Society of 
Cataract & Refractive 
Surgeons 

Berlin, 
Germany

ビッセン宮島弘子 2008.10.23 多焦点眼内レンズ 第62回日本臨床眼科学会

総会 
東京 

ビッセン宮島弘子 2008.10.24 多焦点眼内レンズの適切な

使用 
第62回日本臨床眼科学会

総会 
東京 

ビッセン宮島弘子 2009. 1.24 多焦点眼内レンズ 第32回日本眼科手術学会

総会 
神戸市 

 
 
 
 



 

 

学会招待講演 
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

Bissen-Miyajima 
Hiroko 

2008. 6.14 What has dynamic 
observation contributed to 
the science of cataract and 
refractive surgery? 

21st International 
Congress of German 
Ophthalmic Surgeons 

Nurnberg, 
Germany

ビッセン宮島弘子 2008. 6.21 多焦点眼内レンズの過去、現

在、未来 
第23回日本眼内レンズ

屈折手術学会総会 
東京 

ビッセン宮島弘子 2009. 3. 7 多焦点レンズ 眼科診療アップデートセ

ミナー 
京都市 

 
4．教育講演等教育に関する業績，活動 
教育講演等 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 
ビッセン宮島弘子 2008. 4.26 レストアの臨床成績と実際

の挿入 
AcrySof ReSTOR スタ

ーティングセミナー 
東京 

ビッセン宮島弘子 2008. 5.20 水晶体超音波乳化吸引術と

眼内レンズ 
慶應義塾大学眼科学教室

後期研修医教育講演 
東京 

ビッセン宮島弘子 2008. 7.27 多焦点眼内レンズを成功さ

せる道しるべ 
Roadmap for Success 
with Refractive IOLs 

神戸市 

ビッセン宮島弘子 2008. 9. 6 眼内レンズをどう選択する

か？ 
眼科臨床クイックレビュ

ー 
大阪市 

ビッセン宮島弘子 2008.10. 5 iLASIK- The best of best 
procedure- 

AMO Refractive 
Leaders Meeting 

東京 

ビッセン宮島弘子 2008.11.15 多焦点眼内レンズ症例検討

会 
Ophthalmic Surgery 
Theater 

東京 

ビッセン宮島弘子 2008.11.17 多焦点眼内レンズの現状 
 

第3回愛宕眼科手術フォ

ーラム 
東京 

ビッセン宮島弘子 2008.11.22 眼内レンズの新しい話題 
 

Midland Seminar of 
Ophthalmology 

名古屋市

ビッセン宮島弘子 2009. 1.29 白内障手術と屈折矯正手術の

最新情報 
平成20年度総務委員会女

歯科医会 
横浜市 

 



論      文 

 

1. Bissen-Miyajima,H. : Ophthalmic viscosurgical devices, Curr Opin Ophthalmol 19(1), 50～54, 2008. 原著 

A09-0791-3、 2007 年度分 

 

2. 中村邦彦, ビッセン宮島弘子, 大木伸一, 上野里都子 : アクリル製屈折型多焦点眼内レンズ(ReZoom)の挿入成

績, あたらしい眼科 25(1), 103～107, 2008. 原著 A09-0791-3、2007 年度分 

 

3. 北村奈恵, ビッセン宮島弘子, 中村邦彦 : Ozil Torsional ハンドピースを用いた水晶体超音波乳化吸引術, 眼科

手術 21(2), 243～245, 2008. 原著 A09-0791-3、2007 年度分 

 

4. Kawamura,R.(1), Inoue,M.(2), Shinoda,K.(1), Bissen-Miyajima,H. : Intraoperative findings during Vitreous surgery after 

implantation of diffractive multifocal intraocular lens,                       J Cataract Refract Surg    

34(6), 1048～1049, 2008. 原著 A09-0791-3 (1)慶大・眼,(2)杏大・眼 

 

解      説 

 

1. ビッセン宮島弘子 : 眼内レンズ, 眼科 50(4), 537～538, 2008. A09-0791-3 

 

2. 大木孝太郎(1), ビッセン宮島弘子 : 若年白内障に対する多焦点眼内レンズ, あたらしい眼科 25(5), 667～668, 

2008. A09-0791-3 (1)大木眼科 

 

3. ビッセン宮島弘子 : 海外からみた日本の屈折矯正手術, 日眼会誌 112(5), 487, 2008. A09-0791-3 

 

4. ビッセン宮島弘子 : 屈折型多焦点眼内レンズ, あたらしい眼科 25(6), 815～816, 2008. A09-0791-3 

 

5. ビッセン宮島弘子 : 多焦点眼内レンズと評価療養, IOL&RS 22(3), 384～385, 2008. A09-0791-3 

 

6. 稗田 牧(1), ビッセン宮島弘子 : Femtosecond laser 装置を使用した全層角膜移植, あたらしい眼科 25(10), 1397

～1398, 2008. A09-0791-3 (1)バプテスト眼科クリニック 

 

単行図書 

 

1. 中村邦彦(a),ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :レーザー加工学会誌 (a)エキシマレーザーによる屈折矯正手術 1～5

頁, レーザー加工学会, 大阪市, 2008. A09-0971-3、2007 年度分 

 

2. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :日本の眼科 (a)多焦点眼内レンズ 137～141 頁, 日本眼科医会, 東京, 2008. 

A09-0791-3、2007 年度分 

 

3. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :日本の眼科 (a)多焦点眼内レンズ 137～141 頁, 日本眼科医会, 東京, 2008. 

A09-0791-3、2007 年度分 

 

4. ビッセン宮島弘子: 共著 :今日の治療指針～私はこう治療している～ , 医学書院, 東京, 2008. A09-0791-3 

 

5. ビッセン宮島弘子: 単著 :多焦点眼内レンズ , エルゼビア・ジャパン株式会社, 東京, 2008. A09-0791-3 



6. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :3i 角膜診療 (a)わかりやすい屈折矯正手術の現状 8 頁, メジカルビュー社, 東京, 

2008. A09-0791-3 

 

7. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :眼科プラクティス (a)多焦点 IOL 136～139 頁, 文光堂, 東京, 2008. A09-0791-3 

 

8. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :あたらしい眼科 (a)多焦点眼内レンズと乱視矯正 1093～1096 頁, ﾒﾃﾞｨｶﾙ葵出版, 

東京, 2008. A09-0791-3 

 

9. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :眼科診療のコツと落とし穴 1 (a)多焦点眼内レンズ 132～133 頁, 中山書店, 東京, 

2008. A09-0791-3 

 

10. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :3i 角膜診療 6 (a)眼科医からみた 12 年目の LASIK 術後成績 8 頁, メジカルビュ

ー社, 東京, 2008. A09-0791-3 

 

11. ビッセン宮島弘子(a): 著分担 :日本の眼科 (a)多焦点眼内レンズの現況 1711～1712 頁, 日本眼科医会, 東京, 

2008. A09-0791-3 

 

その他 

 

1. ビッセン宮島弘子 : 患者様の喜びの声が聞けるレストアを広めましょう, ALCON LIFE 69, 7, 2008. A09-0791-3 

 

2. ビッセン宮島弘子 : 体とこころの通信簿 白内障, 朝日新聞, 3, 2008. A09-0791-3 

 

3. ビッセン宮島弘子 : 白内障の眼内レンズ, 読売新聞, 4, 2008. A09-0791-3 

 

4. Bissen-Miyajima,H. : Clinical uses of stained OVDs during cataract surgery, Eye World, 5, 2008. A09-0971-3 

 

5. ビッセン宮島弘子 : 白内障の遠近両用レンズについて教えて, わかさ 12, 134～135, 2008. A09-0791-3 

 

6. ビッセン宮島弘子 : 多焦点眼内レンズの適切な使用, 第 62 回日本臨床眼科学会デイリーニュース, 2, 2008. 

A09-0791-3 

 

7. ビッセン宮島弘子 : 注目集める多焦点眼内レンズ, 公明新聞, 3, 2008. A09-0791-3 

 

8. ビッセン宮島弘子 : マルチフォーカル IOL, Ophthalmic Foresight 13(3), 10～11, 2008. A09-0791-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学会抄録 

 

1. Bissen-Miyajima,H. : Clinical Use of Stained Ophthalmic Viscosurgical Device During Cataract Surgery, ASCRS, 108, 

2008. (American Society of Cataract and Refractive Surgery, U.S.A. Chicago) A09-0791-3 

 

2. 中村邦彦, ビッセン宮島弘子, 大木伸一, 大沼一彦(1) : 多焦点眼内レンズ挿入眼の PSF 解析による網膜像シミュ

レーション, 第 112 回日本眼科学会総会抄録集, 262, 2008. (第 112 回日本眼科学会総会, 横浜市) A09-0791-3 (1)

千葉大・工・情報画像 

 

3. 吉野真未, ビッセン宮島弘子, 大木伸一, 南慶一郎, 中村邦彦 : 回折型多焦点眼内レンズ ZM900 挿入眼の術

後早期から 2 年の視機能, 第 112 回日本眼科学会総会抄録集, 263, 2008. (第 112 回日本眼科学会総会, 横浜市) 

A09-0791-3 

 

4. Bissen-Miyajima,H., suzuki,T., Ooki,S. : Effect of lens position on quality of vision after implantation of diffractive 

multifocal intraocular lenses, WOC, 20, 2008. (World Ophthalmology Congress, Hong Kong) 

 

5. 吉野真未, ビッセン宮島弘子, 中村邦彦, 大木伸一, 南慶一郎 : 回折型多焦点眼内レンズの遠方および近方コ

ントラスト感度, 第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会抄録集, 74, 2008. (第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学

会総会, 東京) A09-0791-3 

 

6. 鈴木高佳, ビッセン宮島弘子, 大木伸一, 南慶一郎 : 回折型多焦点眼内レンズ挿入後のレンズ位置とコントラスト

感度, 第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会抄録集, 74, 2008. (第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会, 東

京) A09-0791-3 

 

7. 中村邦彦, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 大木伸一, 上野里都子 : 回折型多焦点眼内レンズの片眼挿入例, 第

23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会抄録集, 75, 2008. (第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会, 東京) 

A09-0791-3 

 

8. 大木伸一, ビッセン宮島弘子, 中村邦彦, 吉野真未, 齊藤悦子 : 回折型多焦点眼内レンズ挿入後の立体視, 第

23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会抄録集, 82, 2008. (第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会, 東京) 

A09-0791-3 

 

9. 北村奈恵, 吉野真未, ビッセン宮島弘子 : 白内障手術後の toxic anterior segment syndrome(TASS) と思われる 3

症例, 第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会抄録集, 83, 2008. (第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会, 東

京) A09-0791-3 

 

10. Yoshino,M., Bissen-Miyajima,H., Ooki,S., Minami,K., Nakamura,K. : Two Years Results with Tecnis Multifocal 

Intraocular Lens Implantation in Japanese Eyes, WOC, 101, 2008. (World Ophthalmology Congress, Hong Kong) 

A09-0791-3 

 

 

11. Bissen-Miyajima,H., Nakamura,K., Ooki,S., Kamei,I. : Evaluation of Iris Registration in Wavefront-Guided Lasik 

with VISX STAR S4 IR, WOC, 147, 2008. (World Ophthalmology Congress, Hong Kong) A09-0791-3 

 



12. Nakamura,K., Bissen-Miyajima,H., Kitamura,N. : Correction of Refractive Error by Lasik Following Implantation of 

Diffractive Multifocal Intraocular Lens, WOC, 427, 2008. (World Ophthalmology Congress, Hong Kong.)) A09-0791-3 

 

13. 吉野真未, ビッセン宮島弘子, 林 研(1), 桝本美樹(1), 平 容子(2), 中村邦彦 : 着色回折型多焦点眼内レンズ挿

入後の視機能, 第 32 回日本眼科手術学会総会抄録集, 56, 2008. (第 32 回日本眼科手術学会総会, 神戸市) 

A09-0791-3 (1)福岡県,(2)埼玉県 

 

14. 西村麻理子, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 中村邦彦, 大木伸一, 南慶一郎 : 回折型多焦点眼内レンズ挿入

眼におけるオートレフラクトメータ測定値, 第 62 回日本臨床眼科学会総会抄録集, 85, 2008. (第 62 回日本臨床眼

科学会総会, 東京) A09-0791-3 

 

15. 中村邦彦, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 西村麻理子, 大木伸一 : 回折型多焦点眼内レンズ挿入眼の LASIK

による屈折矯正手術後のコントラスト感度, 第 62 回日本臨床眼科学会総会抄録集, 176, 2008. (第 62 回日本臨床

眼科学会総会, 東京) A09-0791-3 

 

16. 吉野真未, ビッセン宮島弘子, 平 容子(1), 中村邦彦, 南慶一郎, 小野政祐(1) : レストア挿入後 3 年の臨床結果, 

第 62 回日本臨床眼科学会総会抄録集, 176, 2008. (第 62 回日本臨床眼科学会総会, 東京) A09-0791-3 (1)埼玉県 

 

17. 鈴木高佳, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 大木伸一, 井上 真(1) : 回折型多焦点眼内レンズ挿入眼の眼底画像, 

第 62 回日本臨床眼科学会総会抄録集, 176, 2008. (第 62 回日本臨床眼科学会総会, 東京) A09-0791-3 (1)杏大・眼

科 

 

18. 中村邦彦, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 西村麻理子, 大木伸一 : 回折型多焦点眼内レンズ挿入眼の角膜乱

視と裸眼視力, 第 32 回日本眼科手術学会総会抄録集, 56, 2009. (第 32 回日本眼科手術学会総会, 神戸市) 

A09-0791-3 

 

19. ビッセン宮島弘子, 南慶一郎, 吉野真未, 大木伸一, 西村麻理子 : フェムトセカンドレーザーによる角膜フラップ

作製時の眼圧変動, 第 32 回日本眼科手術学会総会抄録集, 112, 2009. (第 32 回日本眼科手術学会総会, 神戸市) 

A09-0791-3 

 

20. 鈴木高佳, ビッセン宮島弘子, 吉野真未, 川村亮介(1), 井上 真(2) : 回折型多焦点眼内レンズ挿入後に網膜硝

子体疾患治療を要した 3 例, 第 32 回日本眼科手術学会総会抄録集, 116, 2009. (第 32 回日本眼科手術学会総会, 

神戸市) A09-0791-3 (1)慶大・眼科,(2)杏大・眼科 

 



3. 内 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

准 教 授 仁科 牧子 全身と口腔機能との関連について   

 

2．成果の概要 

 口腔機能と全身機能の関連については、歯科領域からいろいろな知見がだされているが、医科領域

からの検討はあまりなされていない。全人的医療の立場から考えると中枢神経の影響が嚥下、咀嚼な

どの機能に及ぶのと同様、口腔の状態が中枢神経系から、運動神経系、免疫系、自律神経系、内分泌

系などを介し全身の状態に影響を及ぼすことが考えられるが、それを示すエビデンスはまだ十分では

ない。全身状態のどのようなところに咬合、嚥下、咀嚼などの機能異常が強く関係するのかというこ

となど、関連性を明らかにしていくにはより他覚的根拠を積み重ねていく必要がある。今後、医科と

歯科との連携をはかるためにもエビデンスを明らかにすることは重要だと思われる。 

現在はさまざまな症例を臨床的に広く検討中である。 

 

 3. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 
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 科研費・基盤研究(C)  

分担分 
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