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○髙野智史１）２），田坂彰規１）２），吉成正雄１），櫻井 薫２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・有床義歯補綴）２） ……………………………………………………………………２４８
４４．インプラント埋入手術における静脈内鎮静法の有用性について

○田口達夫１），関根秀志１），松崎文頼１），高梨琢也１），古屋克典１），山上美樹２），飯島俊一１），
椎貝達夫１），武田孝之１），高北義彦３），福田謙一３），半田俊之３），斎田菜緒子３），大串圭太３），
小池志穂３），大坪有子３）（東歯大・口健・インプラント）１）（東歯大・口健・補綴）２）

（東歯大・口健・歯麻）３） ………………………………………………………………………２４８
４５．フロアブルコンポジットレジンの厚みと色調について

○間 奈津子，天谷哲也，手銭親良，山田雅司，加藤広之，中澤妙衣子，中川寛一
（東歯大・保存）…………………………………………………………………………………２４９

４６．低年齢児における吸啜行動について
○児島泰子，藤田浩子，米津卓郎，新谷誠康（東歯大・小児歯） …………………………２４９

４７．本学学生の障害者歯科に対する意識について
○米津卓郎，今井りえ，新谷誠康（東歯大・小児歯） ………………………………………２５０

４８．デンタル写真を読む
○西田 茜１），平井基之２），古澤成博１）（東歯大・口健・総歯）１）（東京都）２） ………………２５０

４９．部分層弁について知らなかったこと，分かったこと
○金子 創１），平井基之２），古澤成博１）（東歯大・口健・総歯）１）（東京都）２） ………………２５１
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脊柱は脊髄という重要な神経組織を外力から守る容器であり，姿勢保持に不可欠な支柱である。と同時に，
捻転，前後屈，側屈などを活発に行う運動器でもある。特に頚椎は全脊柱の中で最も可動域が大きく，容器や
支柱としての安定性と，自由な運動性という，二つの相異なる機能が最大限に要求される。この安定性と運動
性の力源となっているのが頚椎棘突起に直接付着す深層伸筋群である。これは骨・靭帯などの静的支持組織に
対し動的支持組織－dynamic stabilizer－と呼ばれている。また，頚椎棘突起はそこに付着する伸筋の力を効
率よく脊柱に伝達する lever arm すなわち梃子の役目を持っているため，筋との共働によって頚椎の安定性と
運動性が維持されることになる。第３頚椎から第７頚椎までの棘突起には左右４対，合計８個の筋が付着して
いる。第２頚椎（軸椎）の棘突起は頚椎の中で最も大きく，付着する筋もそれに応じて大きい。また付着筋の
数も頭側から左右２対，尾側から３対，合計１０個と最多であるため，軸椎は頚椎の運動性と支持性の要とも言
える。
従来の頚椎後方手術にはこれらの筋の付着部を温存する進入法は存在せず，筋はことごとく棘突起から切離

されていた。こうして損傷された筋群は著しく萎縮するため，頚椎の弯曲異常，運動制限，頑固な項背部痛な
どの術後合併症に悩む患者が後を絶たなかった。
これらの問題を解決するため，１９９８年，筆者は第３～７頚椎棘突起の筋付着部を温存する新しい後方進入法

を考案した。これと同時に，後方組織を広い範囲で連続的に切除して脊髄の除圧を行う従来の頚椎椎弓形成術
に対し，個々の症例の病態に応じて組織の切除を最小限にとどめる選択的椎弓形成術を考案した。さらに，
２００１年には第２頚椎棘突起と左右５対の付着筋を完全に温存する新しい上位頚椎後方進入法を考案するに至っ
た。現在，これらの新術式による頚椎手術は１０００例を超えるが，従来法で問題となっていた術後の弯曲異常，
運動制限，頑固な項背部痛はほぼ完全に解決され，超早期離床・退院・社会復帰を実現している。また，これ
らの術式は近年，多くの施設で腰椎にも応用されるようになり，脊柱後方筋群温存の重要性が広く認識される
こととなった。
本論ではこれらの術式を紹介し，その意義について述べる。
≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和５２年３月 慶應義塾大学医学部卒業同整形外科学教

室入局
平成３年８月 英国ロンドン大学医学部ハマースミス病

院整形外科留学
平成６年９月 国立栃木病院整形外科医長
平成１２年４月 栃木県済生会宇都宮病院整形外科医長
平成１６年４月 東京歯科大学市川総合病院整形外科教授
平成１８年９月 同脊椎脊髄病センター長

＜資 格＞
昭和５２年５月 医師免許取得
平成５年２月 医学博士学位受領
平成１４年４月 関東整形外科勤務医会理事
平成１４年６月 日本脊椎脊髄病学会評議員
平成１５年４月 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医
平成１６年３月 日本整形外科学会脊椎脊髄病医
平成１６年６月 Member of the European Cervical Spine

Research Society
平成１６年１２月 Member of the American Cervical Spine

Research Society
平成２０年１２月 Member of the North American Spine

Society

＜受 賞＞
平成１４年６月 Mario Bonni Award：（最優秀演題１８th

annual meeting of the European Cervi-
cal Spine Research Society）

平成１６年６月 大正富山Award（平成１６年度最優秀臨
床論文 第３３回日本脊椎脊髄病学会）

平成１７年６月 優秀ポスター賞（第４４回日本脊椎脊髄病
学会）

平成１８年４月 映像奨励賞（日本脳神経外科コングレス）

＜International Faculty（海外招待講演など）＞
２００４，September Invitational Lectures in Shang Haig

University Hospital, China
２００６，September Invitational lectures and surgical in-

structions for The １３th Advanced technique in
cervical spine decompression and stabilization,
Practical Anatomy and Surgical Education（Saint
Louis University, Saint Louis, Missouri）

２００７，December Invitational lecture for The １２th In-
structional course, the ３４th Cervical Spine Re-
search Society annual meeting（San Francisco,
California）

２００８，August Invitational lectures and surgical in-
structions for The １５th Advanced technique in
cervical spine decompression and stabilization,
Practical Anatomy and Surgical Education（Saint
Louis University, Saint Louis, Missouri）

２００９，February Surgical instructions and invitational
lectures in Saigon and Hanoi, Viet Nam

新しい脊椎後方低侵襲手術とその応用
－頚椎手術を中心にして－

東京歯科大学市川総合病院整形外科教授 白石 建

特 別 講 演 １

講 演 抄 録
学 会 講 演 抄 録２２４
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本邦および市川総合病院における心臓血管外科の現況を報告し，歯科診療とのかかわりについても述べる。
心臓血管外科の対象疾患は，①虚血性心疾患，②弁膜疾患，③大動脈疾患，④先天性心疾患，⑤その他に大

別される。最新の集計（２００７年日本胸部外科学会）によると本邦の年間手術総数は５３，７４１例であった。冠動脈
バイパス術（CABG）などの虚血性心疾患手術は１７，９４１例で，CABGの３０日以内の手術死亡率は，予定手術で
１．４％，緊急手術で６．５％であった。弁膜症手術は１５，０９２例で，弁置換術および弁形成術の予定手術の手術死亡
率は各 ２々．４％，０．５％，再手術で７．７％と高くなる。胸部大動脈手術は９，３２６例（大動脈解離４，３５０例，非大動
脈解離５，０２６例）で，急性大動脈解離の手術死亡率は１０．９％と高い。
当科開設の２００５年４月～２００９年３月までの４年間の実績は，CABG２１５例（１７例は心筋梗塞合併症手術との

同時手術），弁膜症手術１１１例，胸部大動脈手術３３例（急性大動脈解離１８例，大動脈瘤１５例），その他の開心術
が９例であった。更に腹部大動脈瘤手術３例，心膜切除術１例，ペースメーカー植え込み術などの局所麻酔手
術を２１４例に行った。成績：開心術と胸部大動脈手術の総数３６８例の手術死亡は緊急手術を含め１例（冠動脈バ
イパス術後３週に腸閉塞を併発）のみで全国集計に比し極めて良好であった。
歯科診療とのかかわりで特に重要なものに感染性心内膜炎（IE）がある。人工弁患者，チアノーゼ性先天

性心疾患などでは，歯科処置に起因する菌血症が IEを誘発する危険性があるため，ペニシリンを中心に処置
前の予防的抗生剤投与が推奨されている。さらに，当院では心臓手術前に抜歯等の歯科処置を行うことで術後
の IE予防に努めてきた結果，術後 IEの発生を認めていない。心臓手術患者の多くは，抗凝固薬，抗血小板
薬を服用する。抜歯等に先行してこれらの薬剤を休薬し出血を回避する考えもあるが，当院歯科においては原
則的に薬物継続下での歯科処置が行われてきた。結果として，抗凝固薬，抗血小板薬の休薬に起因する心臓合
併症は回避できており，大量出血などの重篤な合併症の報告も受けていない。日本循環器病学会ガイドライン
では薬物継続下での歯科治療を推奨しており，当院の診療実績は同ガイドラインの妥当性を裏付けるものと考
えられた。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９８２年 慶應義塾大学医学部卒業
慶應義塾大学病院および関連病院にて一般外科研修
慶應義塾大学病院および関連病院にて心臓血管外科研修
慶應義塾大学心臓血管外科研究室にて「右心補助循環の
研究」を行い医学博士号受領
オーストラリア・シドニー・セントビンセント病院胸部
心臓外科クリニカルフェローとして留学
静岡赤十字病院心臓血管外科部長
慶應義塾大学医学部心臓血管外科講師

東海大学医学部心臓血管外科助教授を経て
２００５年４月 市川総合病院心臓血管外科開設に伴い現職

に着任

＜資 格＞
心臓血管外科専門医認定機構心臓血管外科専門医
日本胸部外科学会指導医
日本胸部外科学会評議員
日本心臓血管外科国際会員
日本外科学会外科専門医
日本外科学会指導医
日本冠動脈外科学会評議員

＜専 門＞
後天性心疾患，特に冠動脈バイパス術などの虚血性心疾
患および弁膜症の外科治療
慶應義塾大学病院在職中は，ほぼ全例の冠動脈バイパス
術と約半数の弁膜症手術を担当した。

特 別 講 演 ２

心臓血管外科の現況
－歯科診療とのかかわりを含めて－

東京歯科大学市川総合病院心臓血管外科教授 申 範圭
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日本における腎癌の死亡率は１９８０年から２０００年にかけて，年齢調整死亡率（１０万人対）で見ると男性で約
２．０人から３．３人へ，女性で約０．７人から１．１人へと増加したが，口腔癌が男性で約２．７人から４．４人へ，女性で約
１．０人から１．３人へと増加したこと，男性が女性の約３倍を占めることと共通点を見いだすことができる。治療
の面では，進行口腔癌に対する化学療法の奏功率は高い（４０～８０％）が生存率には限界（５年生存，約５０％）
があり，これに対して腎癌は化学療法に抵抗性で予後が悪く，より有効な薬剤の開発が期待されてきた。
進行腎癌の治療は，１９７０年代の後半から１９８０年代の半ばまでにはBCGなどの非特異的免疫療法が，１９８５年

頃から現在まで，インターフェロン（IFN）およびインターロイキン２（IL－２）の２つのサイトカインが用
いられてきた。IFNの作用機序は免疫賦活と細胞増殖抑制作用が考えられているが，IL－２ではリンパ球を
刺激して，lymphokine-activated killer（LAK）細胞を誘導すると考えられている。しかし，IFNと IL－２
のいずれも，奏功率は約１０～１５％と満足できるものではない。
そのような状況下，分子生物学の発展に伴い，癌の分子標的治療が実用化された。ゲフィチニブ（商品名：

イレッサ）は非小細胞肺癌の治療に使用される上皮成長因子受容体（epidermal growth factor receptor :
EGFR）チロシンキナーゼ阻害薬である。癌細胞のEGFRに EGFが結合すると，シグナルが細胞核に伝達さ
れて，DNAの転写促進が起こり，癌細胞増殖などのトリッガーとなるが，イレッサはこのシグナルをブロッ
クする。頭頸部癌では９０～１００％が EGFRを発現すると言われているが，奏功率は約１０％と十分な効果は得ら
れていない。
腎癌に対しては，やはりチロシンキナーゼ阻害薬であるソラフェニブとスニチニブが認可され，臨床に使用

されている。IFNと IL－２に比較して高い奏功率が報告されているが，副作用も多彩である。尿路癌におい
ても口腔癌においても，日本人の特性，社会的背景を考慮した上で，新しい治療法と従来からの治療法の比較
と検証が必要と考える。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和５１年３月 慶應義塾大学医学部卒業
昭和５１年４月 慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室入局
昭和５７年９月 ドイツ・ビュルツブルグ大学研究員
昭和５９年２月 帰国後，東京電力病院泌尿器科科長
平成１２年９月 慶應義塾大学医学部助教授
平成１７年４月 東京歯科大学市川総合病院教授として現

在に至る。

＜所属学会＞
日本泌尿器科学会（ボーティングメンバー）
ドイツ泌尿器科学会
アメリカ泌尿器科学会（AUA）
国際性機能学会
腎癌研究会
日本癌学会
日本癌治療学会
日本腎臓学会

ほか
＜各種委員＞
International Journal of Urology Editorial Board
腎癌研究会もと世話人代表
日本医師会学術企画委員会委員
日本腎臓財団COI（Conflict of interest）委員会委員
ほか

＜業 績＞
１．Oya M, Asakura H, Mizuno R, Marumo K, Murai
M
Repeated regression of pulmonary metastases from
renal cell carcinoma after treatment using different
interferon-alpha preparations. Biomed Res，２６⑶：
１３５－７，２００５
２．Oya M, Mikami S, Mizuno R, Marumo K, Mukai
M, Murai M
C-jun activation in acquired cystic kidney disease
and renal cell carcinoma. J Urol，１７４⑵：７２６－３０，
２００５
３．Marumo K, Kanayama H, Miyao N, Nakazawa H,
Ozono S, Horie S, Nagamori S, Igarashi T, Hasegawa
M, Kimura G, Nakao M, Nakamoto T, Naito S and
the Japanese Society of Renal Cancer（JSRC）
Prevalence of renal cell carcinoma : A nation-wide
survey in Japan，２００２．Int J Urol，１４⑹：４７９－４８２，
２００７
ほか

特 別 講 演 ３

癌の分子標的治療をめぐる現状と課題

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科教授 丸茂 健

学 会 講 演 抄 録２２６
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目的：純チタン，チタン合金製補綴物は過酸化物を
含むアルカリ性の義歯洗浄剤によって変色や腐食す
ることが報告されている。本研究では，希薄な過酸
化水素を含むアルカリ性溶液にチタン合金を浸漬
し，６０分間までの短期間での変色度や光沢度の変化
を調べ，その腐食挙動を比較，検討することを目的
とした。
方法：試料として，純チタン（TI：神戸製鋼），Ti-
６Al-４V合金（TAV：神戸製鋼），Ti-６Al-７Nb
合金（TNB : GC）および試作Ti-２０Cr 合金（TCR）
を準備した。これらを通法の金属研磨手順にした
がって鏡面まで研磨し，蒸留水およびアセトン中で
超音波洗浄した。濃度の異なる過酸化水素を含むア
ルカリ性生理食塩水は，生理食塩水に過酸化水素
（５０，１００または１５０mM）を加え，３７℃において
NaOH溶液で pH１０に調整した。鏡面研磨した試料
をポリプロピレン製容器に置き，溶液を２５mL加
え，３７℃に保持した恒温槽に１０，３０または６０分間静
置した。それぞれの溶液浸漬前後の試料について，
色彩および光沢度を色彩計およびディジタル光沢計
で調べ，色差（ΔE*ab）および光沢度の減少度

（－ΔGs（２０））を求めた。
成績および考察：過酸化水素濃度の異なる溶液に１０
分間浸漬したTI の ΔE*ab 値はいずれも１以下で
あった。浸漬時間が長くなるとTI の ΔE*ab 値は有
意に増加した。また，ΔE*ab 値の増加は，過酸化水
素濃度が高い１００および１５０mMで大きかった。
－ΔGs（２０）値は，浸漬時間が長くなると，ま

た，過酸化水素濃度が高くなると大きくなった。６０
分間過酸化水素濃度の異なる溶液に浸漬したチタン
合金の ΔE*ab および－ΔGs（２０）値を比較すると，
TCRでいずれの溶液に浸漬した場合でも最も小さ
かった。一方で，１００および１５０mMに浸漬した
TAVおよびTNBではTI より ΔE*ab および－ΔGs
（２０）値は大きくなった。これらのことから，過酸
化水素を含むアルカリ性溶液中では純チタンは浸漬
時間および過酸化水素濃度によって変色し，光沢が
失われることが明らかになった。また，試作Ti-２０
Cr 合金は，試験したチタン合金の中で，過酸化水
素を含むアルカリ性溶液中で他の合金よりも優れた
耐食性を保持していることが明らかになった。

目的：抜歯窩に即時に埋入するインプラント治療で
は，抜歯窩内へのインプラント表面の露出や，手術
部位の創部完全閉鎖が困難であるため感染や創閉鎖
不全等のリスクがあり，インプラント・組織界面形
成にも様々な影響を与えると考えられている。一
方，インプラント植立直後に適切な荷重をかけるこ
とは，骨系細胞の増殖と分化を促すと報告されてい
る。しかし，抜歯後即時に埋入したインプラントに
即時荷重をかけることに関しては分子細胞レベルで
は明らかにされていない。本研究の目的は，イヌを
用いて，抜歯即時埋入後，即時に荷重をかけたイン
プラント周囲組織の骨の細胞活性を，特に関連タン
パク質mRNAの発現の観点から検索することであ
る。
方法：体重約１２kgのビーグル成犬１０匹を使用し
た。チオペントナトリウムによる静脈内麻酔下で，
両側下顎前臼歯をすべて抜歯し，抜歯窩に直ちにサ
ンドブラスト処理したチタン製インプラントを即時
埋入し，ヒーリングアバットメントを応用した上部
構造を連結したグループを荷重群とし，埋入した後
に上部構造を連結せずに e-PTFE膜で術部を覆い
創閉鎖をした群を非荷重群とした。抜歯窩を e-

PTFE膜で覆い創閉鎖したものの抜歯窩内肉芽組織
をコントロール群とした。術後，静脈麻酔下で各群
とも１，２，３週間後にインプラント周囲組織また
は抜歯窩内組織を採取した。採取された組織は，通
法に 従 い ア ル カ リ・ホ ス フ ァ タ ー ゼ（ALP
mRNA），オステオポンチン（OPN mRNA），およ
びオステオカルシン（OCN mRNA）の発現を定量
的RT-PCRで分析した。
成績および考察：各時期において荷重群のALP
mRNAの発現は，非荷重群および対照群に比べ有
意に増加していた（p＜０．０５）。また，荷重群のOPN
mRNAの発現は，植立後１週例で，対照群のもの
より増加していた（p＜０．０１）。しかし，２週以降
の対照群および非荷重群のいずれの日数例において
も有意差を認めなかった。荷重群のOCN mRNA
の発現は，対照群と比較して１週例において有意に
増加していた。（p＜０．０５）。しかし，２週以降の対
照群および非荷重群のいずれの日数例においても有
意差を認めなかった。以上の結果より，抜歯即時埋
入後に即時荷重をかけると，早期に骨形成活性が上
昇することが示唆された。

口 演

№１：過酸化水素を含むアルカリ性溶液中でのチタン合金の変色
武本真治，服部雅之，吉成正雄，河田英司，小田 豊（東歯大・理工）

№２：抜歯即時埋入・即時荷重はインプラント周囲組織の細胞活性を増加させる
－骨関連タンパクのmRNA発現に関する研究－
佐藤隆太１），国分栄仁２）３），鶴岡守人１），原 俊浩１），木村 裕１）３），松岡海地１）３），橋本和彦１）３），
松坂賢一１）３），井上 孝１）３）（東歯大・臨検）１）（東歯大・微生）２）（東歯大・hrc７）３）
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目的：今回，ヘミセクションを実施した部位に対
し，骨補填材，PRP（多血小板血漿）およびインプ
ラント治療を施したので報告する。
症例：患者；７２歳の女性。主訴；約２０年前，歯周治
療のため近隣の歯科医院より紹介され来院している
患者で，６カ月毎の定期管理を受けている。現病
歴・既往歴および全身疾患は特記すべき事項はな
し。診査；歯周精密検査を行ったところ，３６番に出
血と７mmの深い歯周ポケットが認められた。X線
診査では，近心根に垂直性の骨吸収が認められた。
問診時，ペーパーポイントにて局所材料を採取し
PCR（Polymerase Chain Reaction）Invader 法に
て分析を行った。その結果，歯周ポケット内の P.
gingivalis, T. forsythia, T. denticola の対総菌数比
率が低かった。治療計画および治療経過；初期治療
として咬合調整・TBI・全顎 SRP，再評価後，ポ
ケットの深い１箇所に対してフラップ手術，再評価
後，補綴治療，再評価後，メインテナンスと考え
た。初期治療後の再評価では，歯周ポケットが全体
的に減少したものの，１か所の臼歯部が７mmの深

いポケットが存在していた。そのため，歯周外科処
置の必要性があると考え，３６番歯のフラップ手術の
途中で破折線が確認できたので３６番のヘミセクショ
ンを実施した。６ヵ月経過後にインプラント埋入場
所の骨量が少ないため，PRP療法を施した。PRP
以外に PPP，骨補填材（β-TCP），コーケンティッ
シュガイド（吸収膜，高研）も使用した。PRP療
法を行ったところは経過良好だったので，埋入後１
ヵ月半後で補綴処置を実施することができた。
考察：この症例は，ヘミセクション後６ヶ月経過し
てからインプラント手術を施したが，７２歳の女性と
いうこともあり，骨の再生が不完全であった。そこ
で，骨補填材および PRPを使用したところ，術後
の経過は順調で早期に補綴処置を実施できた。骨補
填材および PRPを使用した症例は多くないので，
使用しない場合との比較は安易にできないが，骨補
填材と PRPの併用はX線所見からインプラント周
囲に良好な骨反応が得られた。今後，さらに症例を
増やす必要がある。現在Anitua らの PRGFについ
ても検討中である。

目的：以前，歯周炎のない症例のインプラントか
ら，歯周病原菌が４ヵ月後にインプラントの周囲に
観察されていることを報告してきた。そこで今回，
歯周炎のない２種類のインプラント植立後の歯周病
原菌の経時的変化について報告する。
症例：患者；５９歳（初診時）男性。主訴；２６番の歯
根破折を自覚して来院。既往歴：特記すべき全身疾
患はない。診査；PCRは８．３％と良好であった。全
顎的な歯肉の腫脹は全くなかった。歯周精密検査で
は，歯周ポケットの深さ４～６mmが８．３％で，出
血はなかった。パントモ写真および１４枚法のデンタ
ル写真でもほとんど骨吸収が見られないが２６番の垂
直性の破折のため抜歯を実施した。診断；健康な歯
肉。治療計画および治療経過；歯周治療後に抜歯後
となった。左上の２６，２７に２回法にてプラトン・イ
ンプラントを埋入し，半年後，右上の１６にAQBイ
ンプラントを埋入することとした。唾液中の P. gin-
givalis, T. forsythia およびT. denticola は０．０６％で
かなり少ない菌数である。インプラント埋入後，３

ヶ月では両インプラントの周囲には全く歯周病原菌
が検出されていない。しかし，９ヶ月後のプラト
ン・インプラントでは，かなりのFusobacterium
nucleatum（F. n）が検出されている。
考察：これらの結果から，F. n に関しては初診か
ら唾液，ペーパーポイントともに見られなかったに
も関わらず，６ヵ月後になって少量増加した。これ
は６ヵ月後に両インプラント上部構造セットにより
嫌気性菌が住みやすい環境に変化した可能性があ
る。したがってインプラント上部構造セット後に
は，環境も変わるため，特に定期的なメインテナン
スと口腔清掃が重要であることが示唆された。加え
て，松井らの報告にもあるように，インプラントの
合併症の原因の第１位は，インプラント周囲炎であ
る。又，天然歯とインプラント由来の歯周病原因菌
は遺伝的に同一の菌種が検出されていることが最近
報告されている。従って，インプラントの実施前に
唾液検査や歯周治療は必須であるといえる。

№３：ヘミセクション部位に対し，骨補填材，PRP（多血小板血漿）を使用しインプ
ラント治療を施した一症例
佐々木脩浩１），佐々木紀子１），広瀬立剛１），広瀬邦子１），西村 優１），加納慶太２），伊藤幸太２），
荒木優介２），中村 翔２）（千葉県）１）（東歯大・千病・臨床研修歯科医）２）

№４：２種類のインプラント埋入前後の唾液中および歯肉溝中の歯周病原菌の変動
佐々木脩浩１），広瀬立剛１），佐々木紀子１），広瀬邦子１），西村 優１），加納慶太２），伊藤幸太２），
荒木優介２），中村 翔２）（千葉県）１）（東歯大・千病・臨床研修歯科医）２）
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目的：近年，インプラント治療患者の高齢化に伴
い，全身疾患を伴った患者が増加していることか
ら，リスクファクターの明確化を目的に臨床検査の
重要性が広く知られるようになっている。東京歯科
大学千葉病院口腔インプラント科ではすべての患者
に行う検査と一部の患者に行う検査に分け，様々な
臨床検査が行われている。そこで今回我々は，術前
スクリーニング検査として全患者に行われる血液・
尿一般検査，骨代謝マーカー検査の統計を行い，臨
床検査の必要性・有用性を検討したので報告する。
方法：対象者は，東京歯科大学千葉病院口腔インプ
ラント科を受診し，術前に血液・尿一般検査（０６年
１０月～０８年８月）を受けた患者４９４名（男性１８２名，
女性３１２名，２０～８１歳，平均年齢５４．９歳）ならびに，
骨代謝関連検査（０５年５月～０８年４月）を受けた患
者４８８名（男性１４８名，女性３４０名，２０歳～８１歳，平均
年齢５４．４歳）統計対象の検査項目は以下の通りであ
る。
血液・尿一般検査より①血液検査②腎機能検査③

肝機能検査④糖検査⑤免疫検査，骨代謝マーカー検
査より①オステオカルシン②骨アルカリフォスファ
ターゼ③尿中Ⅰ型コラーゲン架橋N－テロペプチド
④尿中デオキシピリジノリン⑤血清カルシウム⑥無
機リン⑦副甲状腺ホルモンの各検査項目における基

準値逸脱と陽性反応の統計を行ない異常が認められ
た患者割合，その傾向，既往歴との関係を比較検討
した。
結果：術前の血液・尿一般検査において異常値が認
められた患者の割合は，全体で５４．７％，貧血：２４．５
％，腎機能障害：６．３％，肝機能障害：１５．０％，糖
代謝異常：２２．３％，特殊感染症：２．６％であった。
骨代謝マーカーに関しては，異常値が認められた割
合は４７．３％であった。
考察：インプラント治療前スクリーニング検査の目
的は，リスクファクターを明示し，成功率を向上さ
せることにある。
血液・尿一般検査では，異常値を現す症例が５４．７

％であり，その中で患者がこれら異常値をまったく
自覚していなかった割合が８６．１％であった。全身状
態を把握する為には，問診だけでなく治療前のスク
リーニング検査がいかに重要であるかということを
示している。さらに骨代謝マーカー検査において
は，骨吸収マーカー高値が１２％，骨形成マーカー低
値が２％の症例が問題となるが，これら検査値とイ
ンプラントの予後の関係は不明であり，今後はイン
プラント治療の予後との相関の有無を検討していく
予定である。

目的：歯科インプラントは顎骨と結合し，荷重は直
接周囲骨に伝達される。そのため，重要な病的因子
である負担過重が発生しやすいとされる。従って，
インプラント周囲顎骨の支持機能を明らかにするこ
とは極めて重要である。近年，三次元有限要素法を
用いた解析により，応力はインプラントネック部分
の周囲皮質骨に集中するという報告がなされてい
る。一方海綿骨領域においては，いまだ骨梁構造を
考慮した解析は行われていないため，詳細な検討は
行われていない。そこで，インプラント周囲骨梁構
造を忠実に再現した精密モデルを用いてインプラン
トに加わる荷重を想定したシミュレーション解析を
行うことで，海綿骨領域における荷重伝達経路を解
明することを目的とした。
方法：生前にインプラントが埋入されたヒト下顎骨
をマイクロCT（HMX２２５ Actis４，Tesco, Japan）
を用いて撮影した。得られたスライスデータに対し
て判別分析法による２値化処理を行った後，７６μm
×７６μm×７６μmの８節点６面体要素に変換した。
三次元有限要素モデルは約６００万要素から構成さ
れ，近遠心面を完全拘束した後に２５０nmの変位を
与えた。変位はインプラント植立方向を９０°とし

て，インプラント体上部に頬側から１５°，４５°，９０°，
１３５°，１６５°に強制変位を加えた（VOXELCON,
Quint, Japan）。
応力評価には最大主応力の分布図と主応力ベクト

ルの立体表示を用いた（Doctor BQ, Quint&KGT,
Japan）。これと同時に，変形モードとして歪み量
を５０００倍に増幅して観察を行った。
成績および考察：垂直荷重時にはインプラント周囲
皮質骨および内部骨梁の双方における応力分布が認
められた。骨梁構造における荷重伝達経路観察か
ら，インプラント体を中心に斜め下方に圧縮応力が
伝達され，これに直交する斜め上方に引張応力が生
じていた。同時に行った変形モード観察から，イン
プラント周囲骨梁はハンモック様の構造を呈してメ
カニカルストレスを緩衝していることが明らかに
なった。一方，水平荷重時にはインプラント周囲皮
質骨の限局した部位における応力集中が認められた
が，海綿骨への荷重伝達はほとんど生じていなかっ
た。そのため，インプラント周囲海綿骨は主として
垂直荷重に対する荷重負担，荷重伝達の役割を有し
ていることが示唆された。

№５：インプラント治療におけるリスクファクターの明確化 －スクリーニング検査－
猿田浩規１），森岡俊行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），
佐々木穂高１），本間慎也１），古谷義隆１），伊藤太一１），村上 聡２），松坂賢一２），井上 孝２），
矢島安朝１）（東歯大・口腔インプラント）１）（東歯大・臨検）２）

№６：歯科インプラント周囲海綿骨の荷重伝達機構
白倉由貴１），松永 智１）２），中原 賢１），田松裕一３），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・hrc７）２）（鹿大・解剖）３）
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目的：歯周治療において歯科衛生士の役割は大き
く，特に患者のセルフケア支援は重要な要素であ
る。今回，保健行動の概念モデルに基づくアセスメ
ントツールを使用し，歯周炎患者のセルフケアのア
セスメントを試みたので，その概要と評価について
報告する。
方法：対象は東京歯科大学水道橋病院総合歯科に来
院し，歯周炎と診断され，研究参加に同意を得た患
者６５名（男性２３名，女性４２名，平均年齢５４±１４歳）
である。歯周基本治療開始前に通常の問診，診査に
加えて，保健行動のモデルを参考に作成した「口腔
清掃」「食事」「口腔の状態への意識」の３領域，計
１９項目からなる質問紙を使用し，被験者のセルフケ
アおよび口腔健康の意識に関するアセスメントを
行った。
成績：初診時の口腔清掃に関しては，概ね良好なセ
ルフケア行動が認められた。しかしながら，プラー
クスコア（PCR）の平均値は５０％であり，被験者の
行動が良好な口腔清掃状態という結果につながって
いないことが明らかとなった。食事・間食について
は全体として大きな問題は認められなかった。さら
に，被験者の９８％は歯の長期的な維持を強く望んで

おり，半数以上が口腔状態をよくするためには，何
でもやりたいと考えていた。過去の定期検診受診や
口腔清掃指導の受け入れ状況は，不十分と思われ
た。また，９０％が予防の重要性を認識していたが，
自身の行動を変えることに関しては２５％が否定的で
あり，行動が口腔健康に及ぼす影響について，「自
分ではどうしようもない」または「どちらともいえ
ない」と感じている者は２９％であった。
質問紙項目と初診時の口腔清掃状態との関係の分

析では，１日のブラッシング回数，補助的刷掃具の
使用，定期検診の受診，セルフケア指導の受け入れ
状況が，PCRスコアと統計学的に有意な関連性を
示していた（p＜０．０５，Fisher’s exact test）。
考察：本アセスメントツールを使用することによ
り，歯周炎患者のセルフケア行動や口腔健康の意識
に関する基本的な情報を簡便に把握することが可能
と思われた。アセスメントの結果，セルフケア行動
や意識のなかには，実際の口腔清掃状況に影響を与
えるものがあることが示唆された。今後，明らかに
なった患者の特性をふまえた適切な支援を行うため
に，歯科衛生や保健行動のモデルの効果的な応用に
ついて検討していきたい。

目的：本研究は学齢期における児童生徒の生活習慣
が，う蝕経験とう蝕原性菌レベルに対してどのよう
に関与しているのかを調査することにより，学校に
おける保健教育に活用することを目的としている。
方法：対象者は，市川市の小学校４，５年生（男子
４１２名，女子４１３名），中学校１，２年生（男子３４８
名，女子４１３名）である。調査方法は，質問紙調査
および唾液検査（唾液 pH, S. mutans , S. sobrinus , lac-
tobacilli のレベル）を実施した。さらに，解析には
対象者の２００８年度の定期歯科健康診断のデータを用
いた。
成績および考察：１２歳児（中学１年生）のDMFT in-
dex は，男子１．１，女子１．２であった。う蝕経験を有
する者は，小学４年男子２２．４％，女子３６．０％（p＜
０．０５），小学５年男子３４．０％，女子３９．１％，中学１
年男子３８．３％，女子４４．８％，中学２年男子５５．９％，
女子５８．６％であった。S. mutans が検出された対象
者の割合は，小学４年男子４３．８％，女子５６．２％，小
学５年男子４９．７％，女子５０．３％，中学１年男子４５．９

％，女子５４．１％，中学２年男子５１．０％，女子４９．０％
であった。lactobacilli が検出された対象者の割合
は，小学４年男子５５．４％，女子４４．６％，小学５年男
子５７．４％，女子４２．６％，中学１年男子７８．８％，女子
２１．２％（p＜０．０５），中学２年男子５３．８％，女子４６．２
％であった。性別，年齢を調整したロジスティック
回帰分析の結果，う蝕経験に関連する要因として朝
食の欠食，就寝前の間食習慣，歯肉炎の罹患および
S. mutans の検出，lactobacilli の検出が選択された
（p＜０．０５）。S. mutans の検出に対する要因として
定期歯科検診の未受診，就寝前の清涼飲料水の摂取
習慣，高頻度な清涼飲料水の摂取習慣および歯肉炎
の罹患が選択された（p＜０．０５）。また，lactobacilli
の検出に対する要因として高頻度な間食習慣，夕食
後に歯磨きをしない習慣，生活習慣病の知識不足，
歯肉炎の罹患および混合歯列期が選択された（p＜
０．０５）。学齢期の生活習慣のうち食生活行動は，う
蝕経験の有無，う蝕原性菌の検出に強い関連がある
ことが示唆された。

№８：児童生徒のう蝕経験とう蝕原性菌のレベルに与える生活習慣の影響について
－市川市ヘルシースクール「すこやか口腔健診」より－
大澤博哉１），浮谷得子１）２），竜崎宗仁２），櫻井美和１），杉原直樹１），須山祐之１），今井光枝１），
茂木悦子１）３），松久保 隆１）（東歯大・衛生）１）（市川市歯科医師会）２）（東歯大・矯正）３）

№７：歯周炎患者のセルフケアのアセスメント －セルフケア行動・意識と口腔清掃
状態－
上島文江１），齋藤 淳２），益田仁美１），菊池百美３），松本信哉２），早川裕記３），古澤成博３），
槙石武美２）（東歯大・水病・歯衛）１）（東歯大・口健・保存）２）（東歯大・口健・総歯）３）

学 会 講 演 抄 録２３０
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目的：水道橋病院内科外来における禁煙指導の実績
を報告し，今後の課題を明らかにすることを目的と
した。
方法：２００６年８月から２００９年３月までに禁煙外来を
受診し，ニコチン依存症と診断され禁煙補助薬の適
応となった２５例（男性１７例，女性８例，平均年齢
５１．５歳）について患者背景および禁煙率について検
討した。
成績：受診動機は歯科受診時に紹介された例が４
例，歯科や眼科受診時に院内に掲出されているポス
ターを見て受診した例が６例，自身で直接受診した
ものが１５例であった。歯科の基礎疾患は耳下腺腫瘍
と口腔底蜂窩織炎をそれぞれ１例ずつ認めた。一般
医科的合併症は高血圧，軽症気管支喘息を各２例で
認めたが，重篤な疾患は認めなかった。禁煙治療の
ための手順書にのっとり，計５回１２週間の外来治療
を行った。２０例はニコチンパッチによる治療を行っ
た。副作用はかゆみ，かぶれなどの皮膚症状が４例
で，１例は皮膚の過敏症により中断を余儀なくされ
た。また５例で不眠を認めた。２００８年新たに経口禁

煙補助薬であるバレニクリンが使用可能になり，５
例でバレニクリンの内服治療を行った。副作用は１
例で軽度の吐き気を認めたのみであった。２５例中ニ
コチンパッチ使用群で４例，バレニクリン使用群で
１例が自己理由で通院を中断した。指導終了に至っ
た２０例における指導終了時の短期禁煙率は８０％で
あったが，その後の追跡調査にて４例で再喫煙を認
め，１年禁煙率はニコチンパッチ使用群でのみ検討
したが，６０％であった。バレニクリンは使用開始後
１年経過していないため現時点での禁煙率は１００％
で，副作用も少なく禁煙成功率は高いようである。
考察：症例数は少ないものの禁煙治療による１年禁
煙率は６０％以上で，特に平成２０年度は８７．５％と高い
禁煙率を示した。しかしいったん禁煙に成功しても
再喫煙にいたる例も少なくなく，禁煙継続にはより
積極的な支援体制が重要であると思われた。口腔癌
センターを擁する本学においては今後さらに禁煙に
対する取り組みを，全学をあげて進めていく必要が
ある。

目的：摂食・嚥下障害は，放置すれば低栄養，誤嚥
性肺炎，窒息を引き起こす致命的な障害である。ま
た嚥下機能は複数の筋，神経が巧みに連携する高次
な機能であり，この機能回復に科学的に確立された
リハビリテーションは数少ないのが現状である。そ
こで，このような患者に対して行う新たなリハビリ
テーションを検討するため，ミラーニューロンシス
テムに注目した。ヒトではミラーニューロンが運動
前野，ブローカ野に存在すると考えられており，他
者の意図の理解，共感，模倣，言語の理解時にも活
動するとの報告が多数なされている。また，Lance
Stone らのミラーニューロンを応用した研究では，
健全な手の運動提示が脳梗塞患者の麻痺側の手のリ
ハビリテーションに効果があることを立証し，映像
の提示が運動機能のリハビリテーションに効果があ
ることを示唆している。これまで嚥下とミラー
ニューロンに関する研究はほとんどなく，今回の研
究で嚥下運動に関連した視覚刺激時のミラーニュー
ロンの活動について検証し，新たなリハビリテー
ションとして検討することとした。
方法：被験者は摂食・嚥下機能に問題のない健常者
８名（男性４名，女性４名，平均年齢２６．１±４．５歳，
右利き）。ATR脳活動イメージングセンターに設置

されている３T-fMRI を用いて，嚥下運動に関連し
た動画提示時の脳活動を計測した。
実験方法は①水嚥下正貌，②水嚥下側貌，③咀嚼

嚥下正貌，④咀嚼嚥下側貌の一般動画とＸ線透視動
画８種類を刺激動画とし，これらの動画を１０００分割
しランダムに並び替え，刺激量を同じにしたモザイ
ク動画８種類をコントロール動画とし，被験者に提
示した。刺激提示時のBOLD効果に基づいた fMRI
信号データを採取し，MATLAB & SIMULINKの
SPM５で解析を行った。
成績および考察：嚥下運動に関連した動画を提示す
ることで視覚野，左側前運動野，左側ブローカ野付
近に有意な活動を認めた。一般動画とX線透視動
画を比較すると，X線透視動画での活動が明瞭で
あった。水嚥下と咀嚼嚥下を比較すると，水嚥下で
の活動が明瞭であった。正貌と側貌を比較すると，
正貌ではブローカ野，側貌では運動前野の活動が大
きい傾向が認められた。以上の結果より，嚥下運動
に関連した動画提示によるミラーニューロンの活動
が証明された。これにより嚥下運動に関連した動画
の提示が摂食・嚥下リハビリテーションに応用可能
であることが示唆された。

№９：東京歯科大学水道橋病院内科外来における禁煙指導
仁科牧子１），谷口 誠２），村井恵子３），小島桂子３），鈴木福代３），柿澤 卓２）

（東歯大・水病・内科）１）（東歯大・口健・口外）２）（東歯大・水病・看護）３）

№１０：fMRI による嚥下関連視覚刺激時の脳活動の検討
三條祐介１），潮田高志１）２），渡邊 裕１），山根源之１）（東歯大・オーラルメディシン口外）１）

（多摩北部医療センター）２）
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目的：多系統委縮症（以下MSA）は神経難病で，
小脳性運動失調を主徴とする進行性疾患である。摂
食・嚥下障害は必発で，経時的な体重減少は患者の
身体，精神に深刻な影響をもたらす。今回，摂食・
嚥下障害を主訴に来院したMAS患者に対し歯科医
師が中心となって集学的に対応した症例を経験した
ので報告する。
症例：７６歳の男性。H１６年頃より運動障害発現し，
H１８年１２月に脊髄小脳変性症と診断され，H２０年４
月にMSAと診断される。摂食・嚥下障害を主訴と
して，平成２０年１１月下旬に歯科・口腔外科を初診し
た。摂食・嚥下機能評価と栄養評価を行なったとこ
ろ，明らかな異常所見は認められなかった。しか
し，ほとんど食事が取れないことも時々あること，
進行性の疾患のため今後の機能低下が予想されたた
めに，機能の維持を目的とした摂食・嚥下訓練や気
道感染予防を目的とした口腔衛生管理を主体とした
治療を開始した。
H２１年２月に感冒のため入院したことにより，体

重減少と経口摂取への意欲の低下を認めた。そこで
Shaker 法を中心に摂食機能療法を強化した。
Shaker 法は食道入口部の開大を目的とする訓練法
であるが，本症例では，負荷の大きい，新しい訓練

法の導入によるモチベーションの向上を目的とし
た。開始１週間後には，食後のむせや嗄声が改善し
た。
しかし，体重は回復せず徐々に低下がみられた。

摂取エネルギー量の付加を試みたが，食事に対する
苦痛の訴えも聞かれるようになったことから，神経
内科，消化器内科に対診し補助的な胃瘻を増設する
こととなった。また，睡眠障害も疑われるように
なったため耳鼻咽喉科で PSG検査を行うことと
なった。
考察：今回神経難病患者に対する栄養管理，口腔機
能管理を経験した。進行性疾患であるMSA自体不
明な点が多い。その中で摂食・嚥下機能障害に対す
る治療効果のEBMは未だ乏しく，病態や現状，今
後起こりうる事を把握し，定期的に栄養・機能評価
を行い治療計画を適宜見直す必要があると思われ
る。
MSA患者は誤嚥性肺炎に罹患するリスクも高

く，予防法である口腔衛生管理や機能訓練を担当す
る歯科の役割は大きいと思われる。今後歯科医師や
歯科衛生士がこれら神経難病患者に対するチーム医
療の一員として活躍できるよう研鑽していく必要が
あると思われた。

目的：筋強直性ジストロフィーは，筋強直myoto-
nia，筋萎縮，筋力低下などの筋症状を主体とし，
これに様々な全身性症候を合併する疾患である。そ
の多彩な臨床症状ゆえに，本疾患患者の周術期管理
に際しては種々の留意点があるとされる。具体的に
は，myotonia 誘発，呼吸不全，悪性高熱症，高カ
リウム血症，誤嚥等のリスクを伴う。今回，筋強直
性ジストロフィーの既往を有する顎変形症患者に対
し，他科との連携のもと手術を経験したので報告す
る。
症例：３６歳女性。主訴：咬合不全。現病歴：３４歳時
に矯正歯科医を受診し，顎変形症の診断下に外科的
手術を前提に術前矯正治療開始。３６歳時に前医口腔
外科にて手術予定であったが，筋強直性ジストロ
フィーの既往があるため術後の全身管理困難が予想
され，倫理委員会での了承が得られず手術中止。し
かし術前矯正は終了しており，手術による咬合改善
を強く希望され当科紹介受診となった。家族歴：特
記事項なし。既往歴：３４歳時に筋強直性ジストロ
フィーと診断。現在，四肢近位部に軽度の筋力低下
とmyotonia を認め，塩酸チザニジン内服中。３６歳
時に鉄欠乏性貧血，肝機能障害を指摘されるが，軽

度のため経過観察中。現症：骨格性下顎後退，前歯
部開咬を呈する。術前検査：心電図ではT波増
高，肺機能検査では拘束性呼吸機能障害を認める。
経過：術前に麻酔科，神経内科，呼吸器内科，循環
器内科へ対診を行った。BMI が１６．３と低値であっ
たためNSTへ依頼し，周術期へ向けて全身状態の
改善と免疫力の増強を図った。その後全身麻酔下に
Le Fort Ⅰ型骨切術，下顎枝矢状分割術，オトガイ
形成術施行。麻酔薬はプロポフォールを使用し，悪
性高熱発症時の対応として，ダントロレンNaを準
備した。術中から術翌日まで動脈ラインを確保し，
酸素分圧や電解質等の把握に努めた。予想された問
題点を含め手術は特変なく終了し，術翌日まで ICU
での管理を行った後，経過良好につき退院となっ
た。
考察：今回，発症頻度５人／１０万人という稀な疾患
である，筋強直性ジストロフィー患者の顎矯正手術
を経験した。本症例では，他科と連携を図り，周術
期の各段階で起こり得るリスク，それらに対する予
防策，対応策を十分に検討したことにより，危惧さ
れた合併症を生じることなく，良好な結果を得るこ
とが出来たと考えられた。

№１１：多系統萎縮症患者に対する歯科医師介入の有用性について
佐藤絵美子１）２），多比良祐子２），藤平弘子２），三條祐介１）２），吉田恭子１）２），渡邊 裕１）２），
外木守雄１）２），山根源之１）２），吉田隆一３），中島庸也３），野川 茂４），森下鉄夫４），貝田将郷５），
近藤秀士６），土井麻栄６）（東歯大・オーラルメディシン口外）１）（東歯大・市病・歯科口外）２）

（東歯大・市病・耳鼻科）３）（東歯大・市病・内科）４）（東歯大・市病・消化器科）５）

（東歯大・市病・栄養）６）

№１２：筋強直性ジストロフィーの既往を有する顎変形症患者の周術期管理（東京歯科
大学市川総合病院歯科臨床研修医報告）
原 有沙１），齋藤寛一２），矢﨑涼子２），武安嘉大２），外木守雄２），山根源之２）（東歯大・病理）１）

（東歯大・オーラルメディシン口外）２）
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目的：我々は今日まで食品の性�が咀嚼運動にどの
様に影響するのかを明確にするために，咀嚼運動軌
跡に着目し被験食品にガムを用い，咬合接触点付近
に限定した検討を行ってきた。今回は咀嚼運動の加
速度に着目し，咀嚼運動の速度を波形に置き換え閉
口相における速度変化を調べ，食品の硬さと咀嚼運
動との関係を検討した。
方法：被験者は，２０歳代の個性正常咬合の有歯顎
者，男女計９名とした。顎運動の計測は，非接触型
３次元６自由度顎運動パラメーター顎機能統合検査
装置を用いた。装置の設定は，水平基準面を下顎咬
合平面，運動解析点を下顎切歯点とし，咀嚼運動は
自由咀嚼とした。計測時間は，咀嚼開始５分後から
の３０秒間とした。被験食品は，甘味料と香料を無添
加にし，硬さと重量の経時的変化が少ないガムベー
ス３種類（GumC, GumD, GumE）約１．５gを用い
た。このガムの硬さはGumCが最も軟らかく次い
でGumD, GumEの順に硬く調製した。計測デー
ターは咀嚼回数，開口幅，咀嚼周期の他に，垂直方
向への移動距離より速度を求め，運動軌跡と速度変
化を波形に置き換え観察をおこなった。コントロー
ルとして同様の方法でタッピング運動の観察もおこ

なった。タッピング運動では閉口相において，速度
変化によるスムーズな加速度の波形が現れ，等加速
直線運動に近い波形が観察されたが，ガムを咀嚼し
ている場合には負の加速度を生じる波形が観察され
た。この波形の初めの点を point１，さらに減速す
る点を point２として抽出し，垂直方移動距離と速
度を調べ分析した。統計処理は，SAS Ver．９．１を用
い，ガムの硬さと開口幅，各 point での距離，速
度，の相関を調べた。
成績および考察：point１ではガムの硬さが増加す
ると距離，速度，共に増加する傾向にあり，距離の
比較ではGumEが GumCよりも大きく，速度の比
較でも同様にGumEが GumCよりも大きくなっ
た。point２においてもガムの硬さが増加すると距
離，速度，共に増加する傾向にあり，距離の比較で
はGumDが GumCよりも大きく，速度の比較では
GumD, GumEが GumCよりも大きくなった。次に
硬さと，開口幅，point１，point２における距離，
速度との相関関係を解析した結果，硬さと開口幅に
は有意に高い相関が認められ，次いで point１の距
離，速度，point２の速度に有意に高い相関が認め
られた。

目的：平成１９年４月～２１年３月までの２年間，主施
設を病院歯科，協力型施設を一般歯科医院とした複
合型臨床研修を履修した。協力型施設で基礎的な一
般処置を行いながら，主施設では口腔外科を中心
に，病棟管理や有病者の歯科治療，病棟への往診治
療を学んだ。有病者の治療を行う上で，また救急処
置においても医科との関わりの中で隣接医学も学ぶ
ことができた。なかでも医科研修医と同一の視点で
診療に従事できたことは幸いであった。救急セン
ターや緩和ケア病棟については，総合病院でも併設
していない施設が多いなかで，初期臨床研修におい
て貴重な経験ができた。初期臨床研修の場に病院歯
科を選択し，さらに一般開業医院でも研修を行え，
充実した研修期間を過ごすことができたので，研修
の概要と印象に残った症例について発表する。
症例：・主施設と協力型施設の研修内容

・病院歯科での研修の特徴
・印象に残った症例
①初めて携わった緩和ケア病棟の患者
②全顎的治療を行っている多血症患者
③緩和治療に難渋した顎関節部へ転移した
悪性腫瘍の患者

考察：高齢社会では有病率が高くなり，慢性腎不全

で透析を行っている患者や，循環器系疾患で抗血栓
療法中の患者も増加している。今後ますますこの傾
向が強くなると考えられ，病院歯科や大学病院だけ
でなく，一般歯科医院でもこれらの有病者の歯科治
療に遭遇することが多くなると推察される。実際の
ところ病院歯科で２年間研修し，救急処置，有病者
治療を学んだことは一般歯科医院での診療でも役立
つことが多かった。厚生労働省の資料では平成１８年
の歯科医師総数９７１９８名に対して，病院歯科勤務医
は２７５４名でその割合は２．７％であり，２０年近く増加
しておらず，全国にわずか１１００程度しかない病院歯
科で勤務医は各施設１～２名が平均である。旭中央
病院では常勤５名（うち指導医３名），研修医６名
と病院歯科の中では大人数で，指導を仰ぎやすい環
境であった。このように医学を広く学べる病院歯科
で初期臨床研修を行い，同時に一般歯科医院でも研
修を行うことは心身共に鍛練できる環境であったと
思う。この病院歯科での２年間の研修内容が歯科医
学から隣接医学まで多岐に渡っていた為，自分自身
の視野が幅広くなり，今後歯科医師として活動する
にあたり仕事の選択肢を増やすことができると考え
た。

№１３：ガム性状と顎運動の関連性について（第４報）
三穂乙暁１），佐藤 亨１），松久保 隆２），後藤泰信３），久永竜一１），野本俊太郎１），山口真佐幸１）

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）１）（東歯大・衛生）２）（株式会社ロッテ中央研究所）３）

№１４：複合型臨床研修の履修報告
田中ひとみ１），秋葉正一１），田中晃伸２）（総合病院国保旭中央病院）１）（茨城県）２）
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目的：手術用顕微鏡の歯科領域への導入は，歯内療
法処置を中心に広く浸透しつつある。特に平成１８年
版歯科医師国家試験出題基準に顕微鏡を用いた歯内
療法という項目が掲載されてからは卒前教育の中で
も講義，臨床実習で学生への見学や体験学習等の教
育を行う必要性が生じている。そのような教育を受
けた学生が，臨床研修の場でさらにその操作やその
特徴を体得し，症例に応じて実際に顕微鏡を用いた
診療を行うことができる環境を整えることは意義の
あることと考える。そのような観点から本学の臨床
研修の場である千葉病院総合診療科では平成１８年３
月に研修医専用の手術用顕微鏡を導入し臨床研修歯
科医が要に応じて自由に使用できるよう設置した。
そこで今回は臨床研修歯科医への初期教育の現状と
その使用実績について報告する。
方法：臨床研修期間各期開始直後に，手術用顕微鏡
を用いた診療の概要，歴史，器具，術式そして何が
見えるのかといった内容の説明を行い，その後に当
講座で作製した各種トレーニングブロックで実際の
視野を体験。さらにマニキンを用いた操作法の練習
をおこなった後，必要に応じて研修歯科医自身の症
例で使用した。その際，画像を記録し症例検討会等
でも活用できるようCCDカメラとビデオレコー

ダーを設置した。
実際の臨床応用した症例数は平成１８年３月から平

成２１年２月までの３年間で１１１例であった。その処
置内容は，通常の根管治療が４５．９％，ついで根管口
の探索が２１．６％，コンポジットレジン修復が１３．５％
その他歯根破折の診断・観察，根管内小機器の破折
の確認・除去，偶発的穿孔の確認・封鎖処置，根尖
切除手術に用いられていた。
成績および考察：歯科医師臨床研修における手術用
顕微鏡の位置付けは，あくまでも顕微鏡活用への導
入でありその応用価値を体得させる場であろう。今
回我々は使いたいときに使える環境を提供したが，
充分に活用されているとは言い切れず，顕微鏡を自
身で積極的に使用するほど研修医の臨床能力が進捗
していなかったものと考えられる。一方，一度実際
に使用しその有用性を認識することにより，通常の
根管治療でも積極的に利用する研修医も見受けられ
た。しかし根管口の探索や歯根破折の診査，偶発的
穿孔への対応など必要に迫られ使用するケースも多
く，今後は歯内療法処置に限らずより広い分野の症
例を体験させるべく指導を心がけてゆく必要があろ
う。

目的：東京歯科大学口腔外科は昭和５６年９月，大学
の千葉市への移転を機に開設され，地域歯科医師会
の協力の下，医療連携を重視しながら高度医療機関
として活動してきた。口腔外科では歯，顎，口腔領
域の疾患の予防と治療を目的とする歯科医学の一分
野で，今日までに目覚しい進歩を遂げており，本学
口腔外科においても，口腔疾患の治療と制御，さら
に口腔機能の保全と回復に向けて，治療水準を向上
すべく，基礎的かつ臨床的研究を積み重ねてきた。
今後の口腔外科における医療提供の内容と質の向上
を目指すために平成２０年度の初診患者の臨床統計を
行った。
方法：今回は平成２０年４月１日から平成２１年３月３１
日までの１年間における当科の初診患者を対象とし
て，日本口腔外科学会調査企画委員会が作成した実
績調査表に基づき，性別，年齢分布，月別患者数，
来科地域，受診経路，疾患別，基礎疾患の有無につ
いての臨床統計を行った。
成績：期間中に受診した初診患者数は８５７４例であっ
た。年齢は生後１週間の新生児から９６歳までで，平

均年齢は４２歳であった。年齢別患者数は２０歳代が最
も多く，このうち歯牙疾患，特に埋伏関連疾患が多
数を占めていた。ついで，６０歳代が多かった。基礎
疾患有病者率が高くなり，歯周疾患や腫瘍性疾患，
口腔粘膜疾患の割合の増加が認められた。月別患者
数では７月が最も多く，１月が最も少なかった。来
科地域はほとんどが千葉県内で，中でも千葉市が最
も多かった。受診経路は他の医院または歯科医院か
らの紹介受診が過半数を占めていた。疾患別では歯
牙疾患が過半数を占め，次いで顎関節疾患であっ
た。基礎疾患を有している患者は３０％で，高血圧症
が最も多く，その他，脳血管疾患，心疾患，糖尿病
も多く認められた。
考察：今後高齢社会に伴い，全身疾患を有している
患者の増加が予想される。院内はもとより地域の医
療機関との連携をさらに密なものとし，疾患の併発
にも対処できるよう，口腔外科としての専門性に加
えて，全身管理の充実を図りながら，診療の向上に
努めていきたいと考えている。

№１５：東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医に対する手術用顕微鏡教育の現状
森永一喜１），杉山利子２），山倉大紀２），近藤祥弘２），野呂明夫２），高橋俊之２），角田正健２），
渡邉浩章１），淺井知宏１），中川寛一１）（東歯大・保存）１）（東歯大・千病・総合診）２）

№１６：東京歯科大学千葉病院口腔外科における平成２０年度初診患者の臨床統計
丸山友恵，菅原圭亮，高橋真言，柴野正康，池田千早，藥師寺 孝，野村武史，片倉 朗，
内山健志，髙野伸夫，柴原孝彦（東歯大・口外）
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目的：東京歯科大学市川総合病院（以下市川総合病
院）の緩和ケアチームは２００７年１２月に発足し，翌年
の２００８年２月には市川総合病院は地域がん診療連携
拠点病院に指定された。また，市川市は２００８年度の
「千葉県在宅がん緩和ケアシステム構築事業」のモ
デル地区に選出され，市川市医師会と連携して在宅
がん緩和ケアを推進する中核病院として市川総合病
院が位置付けられた。これにより緩和ケアチーム
は，入院患者の緩和ケアのみならず新たな役割を担
うようになった。今回，緩和ケアチームの院内活
動，および課題について報告する。
方法：緩和ケアチームは，医師４名（麻酔科２名，
精神科１名，外科１名），歯科医師１名（口腔がん
センター），薬剤師１名，医療ソーシャルワーカー
１名，理学療法士２名，看護師長２名，病棟看護師
各１名で構成されている。
依頼のシステムとして，主治医や病棟からの依頼

はコーディネーター役である看護師長に最初に連絡
される。看護師長が内容に応じて担当者を決定し連
絡を行い，担当者が診察する。緩和ケアチーム全体
の回診は行わず，週１回の緩和ケアカンファレンス
を通じて患者の状況についての情報共有を図ってい

る。診療形態としては，主治医を超える存在になら
ないよう基本的に処方は行わず，主治医にアドバイ
スを行うようにしているが，主治医からの要請に応
じて最近は処方を行う機会も増えている。
成績および考察：依頼内容として最も多いものが疼
痛や悪心・嘔吐などの身体症状に関するもので，こ
れに対しては麻酔科医が対応している。抑うつ症状
や譫妄に関しては精神科医が，療養型病院への転院
や在宅への移行に関してはソーシャルワーカーが対
応している。２００７年１２月から２００９年３月までの１５か
月の間に７８症例の患者を担当した。麻酔科医が担当
した症例は６７例，精神科医は１６例，医療ソーシャル
ワーカーは４例であった（重複あり）。この他に緩
和ケアの啓発普及活動として院外講師を招聘して緩
和ケア講演会をこれまでに５回開催した。
現在までの問題点として，①緩和ケアに携わる全

てのメンバーは兼任であり専従の者がいないこと。
②入院患者のみが対象で外来診察を行っていなこ
と。③担癌患者の一部のみの依頼を受けているに過
ぎない（約４分の１）ことが挙げられる。今後，退
院後の在宅緩和ケアを含めた地域医療機関との連携
の強化が必要と考える。

目的：Garré骨髄炎は顎口腔内領域では若年者の下
顎臼歯部に生じることが多い病変で，緩慢な刺激な
いし感染によって生じる骨膜下の反応性骨増殖を伴
う慢性化骨性骨髄炎である。今回われわれは，下顎
乳臼歯の根端性歯周炎が原因と思われるGarré骨髄
炎の一例を経験したのでその概要を報告する。
症例：７歳，女児。２００８年６月５日，頭痛の発現と
３７．０℃の発熱がみられたため某大学病院を受診し抗
生物質の投薬を受けたが改善せず，夜間の３８℃台の
発熱とともに血液検査でCRPが３．４から６．３へと上
昇がみられた。他院に転院しMRI，骨シンチ検査
により右側下顎骨骨髄炎の疑いと診断され，同年７
月８日，東京歯科大学水道橋病院に紹介来院し，同
日入院となった。
入院当日のCT検査では右側下顎骨体部から下顎

枝におよぶ皮質骨の吸収と粗糙を認め，骨膜下には
び漫性の骨添加像がみられたことから臨床的に
Garré骨髄炎と診断した。原因が特定できないため
当院小児歯科に対診したところレジン充填されてい
た下顎右側第一乳臼歯が失活しており慢性化膿性根
端性歯周炎と診断された。根管治療を行ってメト
コール包摂し抗菌療法としてクラリスロマイシン，

アモキシシリンを順次処方した。同年７月１０日，下
顎右側第一大臼歯頬側より骨採取し生検を行った。
病理組織学的所見では，骨組織は梁状を呈し小腔

内に骨組織を容れ層板構造が観察され，辺縁には骨
芽細胞が配列していた。骨梁間は鬆粗な線維性結合
組織が認められ，出血，リンパ球主体の炎症性細胞
の軽度の浸潤が観察された。また一部では骨組織周
囲に細胞成分豊富な線維性結合組織が観察された。
以上より骨髄炎の病理診断を得た。自発痛，頭痛も
改善し発熱も３７．０℃前半となったため７月１１日退院
とし，７月１７日にはCRPが０．９と低下。同日小児歯
科にて下顎右側第一乳臼歯にカルビタール包摂，７
月２５日にビタペックスにて根管充填を行った。その
後再発がないことを確認し２００９年２月２日に既製金
属冠修復を行っている。現在発熱，頭痛などの症状
はみられず口腔外科および小児歯科にて経過観察中
である。
考察：Garré骨髄炎の原因としては，齲蝕や根端病
巣が多いとされているが，本例では病巣を示す明ら
かなX線所見はみられなかった。しかし充填処置
されていた乳臼歯の治療をすることにより症状はす
みやかに改善しこれが原因歯と考えられた。

№１８：下顎乳臼歯の根端性歯周炎が原因と思われる小児Garré骨髄炎の一例
小川千晴１），横山葉子１），笠原清弘１），高野正行１），柿澤 卓１），久保周平２），木村 裕３），
松坂賢一３）（東歯大・口健・口外）１）（東歯大・口健・小児歯）２）（東歯大・臨検）３）

№１７：地域がん診療連携拠点病院としての東京歯科大学市川総合病院緩和ケアチーム
の現状と課題
山内智博１）２），小板橋俊哉１）３），大河原 浩１）４），佐藤道夫１）５），小柳津智子１）３），千葉泰子１）６），
安原千晶１）７），堂前 伸１）８），境 友子１）８），鈴木浮子１）９），園田満子１）９）

（東歯大・市病・緩和ケアチーム）１）（東歯大・口腔がんセンター）２）（東歯大・市病・麻酔科）３）

（東歯大・市病・精神科）４）（東歯大・市病・外科）５）（東歯大・市病・薬局）６）

（東歯大・市病・地域連携・医療福祉室）７）（東歯大・市病・リハビリテーション）８）

（東歯大・市病・看護）９）
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目的：外科的歯内療法処置では患歯ならびに根尖周
囲の病態を処置するにあたって各種の切削器具が使
用される。一般的に硬組織の切削や切断には回転切
削や鋸または手用の刃物が用いられるが根尖周囲の
狭隘な環境下での処置では切除範囲のコントロール
が困難であることが多く，加えて歯肉や粘膜等の周
囲軟組織の損傷も懸念される。近年手術用顕微鏡下
での処置が一般的となりつつあるが，顕微鏡の視野
は限定され，特に根尖切除時の回転切削器具の応用
による軟組織の巻き込みは医療安全上からも問題で
ある。今回我々は近年口腔インプラント領域におけ
る硬組織のマネージメントに応用されている超音波
による切削システム（ピエゾサージェリー）に注目
し特に根尖切除手術への応用について検討した。
方法：ピエゾサージェリーシステム（Mectron 社
製）を用いる根尖切除手術術式の構築と臨床応用を
想定した歯根切除法ならびに切断端の走査型電子顕
微鏡像について検討した。
①ピエゾサージェリーを用いる手術術式の検討

根尖切除手術における術式のステージと使用イ
ンサート（チップ）の適用について考察した。

②歯根切除方法と切除時間
根尖切除処置における切除方法について，抜去

中切歯根尖４mmの位置でエアータービンおよび
ダイヤモンドポイントならびにスチールバーによ
る切除それぞれについて切除に要する時間を測定
比較した。

③歯根切除断端の形態観察（SEM）
上記の切除・切削器具に加え手用器具による根

尖切除を行い，それぞれの歯根切除断端を走査型
電子顕微鏡にて観察した。

成績および考察：ピエゾサージェリーシステムによ
る根尖切除では，病態部の骨形成・剥離・根尖切除
をインサートチップを交換することによって実施で
きた。また，隣接する口唇・頬粘膜軟組織を障害す
ることが無いことが術式上有効であると思われた。
一方，切除に必要な時間は従来の回転切削器具等に
比較してかなり長いが切断面は比較的滑沢であっ
た。以上から本システムの根尖切除手術への有用性
が示唆されたが，今後は手術用顕微鏡との併用によ
る術式について，臨床的見地から検討を行いたい。

目的：今回我々は，智歯抜歯時に側頭窩から下縦隔
におよぶ広範囲な皮下気腫を経験したので報告す
る。
症例：５０歳の女性。既往歴，家族歴は特記事項はな
かった。現病歴として某年３月２日に近医歯科医院
にて局所麻酔下に下顎左側水平埋伏智歯の抜歯を
行っていた。歯肉切開を行い，エアータービンで歯
牙を分割していたところ，左側頬部の腫脹を認め
た。抜歯を中断し，直後に当院へ紹介来院となっ
た。初診時の所見は眼窩周囲から側頭部，頬部，頸
部にかけての腫脹と発赤，強度の開口障害と嚥下痛
を認めた。圧痛は認めなかったが，腫脹部は稔髪音
を認めた。初診時のバイタルは血圧１３１／７７，体温
３６．０℃と特に問題はなかった。呼吸苦も特に認めな
かった。血液検査では白血球数５９００／μl，CRP０．０mg
／dl と炎症所見は認めなかった。CT画像検査にお
いて左側側頭部から頬部にかけて，内側は下顎枝後
方，下方は縦隔に及ぶ広範囲な気腫を認めた。気腫
が広範囲に認められるため感染予防のため当院に入
院とし，ABPCと CLDMの点滴を行い，安静を保

つようにした。また，気腫が縦隔まで及んでいたた
め胸部外科に対診した。胸部CTで確認したところ
気腫は心嚢周囲まで及んでおり，感染予防と安静の
指示を受けた。入院後３日目には眼窩周囲の腫脹は
改善し，４日目には頚部の腫脹も改善し，開口障害
や嚥下痛も改善した。５日目に再度撮影したCTで
も気腫の改善を認め，感染傾向も認めなかったため
退院となった。入院中は智歯部の感染も認めなかっ
た。
考察：歯科治療における皮下気腫は智歯抜歯や根管
治療時に発症し，その中でも今回のような縦隔や心
嚢周囲まで及ぶ気腫は比較的報告が少ない。今回の
症例は，智歯抜歯時の遠心切開が短く，十分なフ
ラップの形成が得られなかったために気腫が生じた
と考える。気腫は下顎枝の内外側より頬筋隙，側頭
窩隙，縦隔の広範囲に波及した。気腫の波及は呼吸
困難を起こすこともあり，ドレナージが必要な場合
もあるため早期に胸部外科による適切な診断が必要
となると考える。

№１９：根尖切除手術へのピエゾサージェリーシステムの応用
中川寛一，末原正崇，天谷哲也，藤井理絵，齋藤健介，宮下 卓，土倉 康（東歯大・保存）

№２０：下顎智歯抜歯時に生じた皮下気腫の１例
右田雅士１），塩見周平１），岡本聡太１），渡部幸央１），工藤智也１），吉野正裕１），村松恭太郎１），
渡邊 章２），鈴木康之１），重松司朗１），木住野義信３），福本 裕１），大畠 仁１）

（都立府中病院・歯科口腔外科）１）（東歯大・口外）２）（東京都）３）
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目的：東京歯科大学千葉病院医療安全管理室では，
ヒヤリ・ハット事例やアクシデント事例の収集分析
を行い，医療安全管理マニュアルに，事例の防止策
と発生時の対応策を掲載することにより，医療安全
管理の強化充実を図ってきた。しかしながら，誤
飲・誤嚥事例については減少していない状況であ
る。今回我々は，アクシデント事例の集計分析と誤
飲・誤嚥事例の再発防止策について報告する。
方法：平成２０年４月から平成２１年２月までの１１か月
の間に東京歯科大学千葉病院医療安全管理室に報告
されたアクシデント事例について，内容別，診療科
別，職種別に集計を行った。また，誤飲事例につい
ても同様に集計を行い，対応策を検討した。
成績および考察：平成２０年４月から平成２１年２月ま
での１１か月の間に報告されたアクシデント事例は３５
件で，そのうち１１件が誤飲事例であり，アクシデン
ト事例の約３割を占めていた。誤飲物については，
インレーが３件，全部鋳造冠が２件であるが，ス
ケーラーの破折片や抜歯後の歯牙，インプラントや
矯正装置の一部も報告されている。アクシデント事
例を診療科別に集計した結果は，口腔外科が１１件，
保存科が７件，病棟が４件，小児歯科と総合診療科
が各３件，補綴科と歯科麻酔科が各２件，矯正歯科

と口腔インプラント科と給食部門が各１件となって
いた。また，職種別に集計した結果は，レジデント
が９件，大学院生が６件，臨床専門専修科生が５
件，助教が４件，臨床研修歯科医と看護師が各３
件，講師が２件，教授と炊事員と看護助手が各１件
となっていた。誤飲事例を職種別に集計した結果
は，レジデントが４件，臨床専門専修科生と助教が
各２件，臨床研修歯科医と大学院生と講師が各１件
であった。臨床経験の少ない職種がアクシデント事
例や誤飲事例を起こすことは推測できるが，中堅ク
ラスが誤飲を起こす理由としては，治療が困難な症
例を担当しているということが挙げられると思われ
る。この結果を踏まえ，誤飲・誤嚥の再発防止の
ターゲットは臨床経験の少ない職種だけではなく，
中堅クラスの医局員も含め，再発防止を徹底するた
めに８つの項目を提案した。１つの提案として誤
飲・誤嚥に関するアンケート調査を行った結果，誤
飲・誤嚥について注意を払い，具体的な防止策を講
じているという回答が８０％以上であったものの，全
体の６０％は誤飲・誤嚥を起こすと感じているという
結果であった。今後は，更に効果的な防止策を提案
し実行していくことが必要であると示唆された。

目的：近年，法医学的分野において，X染色体上の
STR多型の集団の情報が拡がり始めた。X染色体
多型は父娘関係の証明などで特に有効に利用でき
る。X染色体多型は父に１本，母に２本あるところ
から，これらのX染色体の独特の遺伝形式を考え
れば，常染色体多型やY染色体多型とは異なる，
新たな情報を法医学，集団遺伝学研究領域に与えて
くれることが期待される。私達は，個人識別の実際
に即し，少ない試料で多くの結果を得るためX-
STR多型のMultiplex-PCR-system を検討してき
たが，今回は１６座位の検出と日本人における allele
分布の調査を行い，個人識別への応用を試みた。
方法：試料は血縁関係のない３３９人の男性，１６９人の
女性の日本人から得たDNAを用い，DXS７４２４，
GATA１７２D０５，HPRTB, DXS８３７７，GATA３１E０８，
DXS９８９５，DXS７４２３，ARA, DXS６８０３，DXS６７８９，
DXS６８００，DXS６８０９，DXS７１３３，DXS７１３２，DXS
１０１，DXS６８０７の１６座位を PCR後，ABI sequencer
３１０にて検出し，Genotype２．５により解析した。

成績および考察：PCR産物が７６～２７９bp内に収ま
る様に設定したプライマーを作成し，FAM, VIC,
NED, PETの４種類の蛍光でラベルしたMultiplex
-PCRとして１６座位を一度に増幅した。全てにバラ
ンスのとれた増幅が難しく，プライマー量，増幅条
件等を変えながら，多くの座位を同時に検査するこ
とを目指し，結果的にFAM label と VIC label,
NED label と PET label の８座位ずつを纏めて増幅
を行うことで判定が可能となった。各座位における
男女間の遺伝子頻度に有意差はなく，各遺伝子型の
分布は，最も少ない４型から，最も多い２１型まであ
り，ヘテロ接合度は２８～８９％に分布し，個人識別に
有用であると思われた。日本人内でのルーツの異な
る２つの集団を思わせる特徴的な２峰性を示す型
や，日本人集団と外国人集団の類似や相異を示す型
も観察された。mtDNA多型との相関も認められて
いる。以上のごとくX染色体多型は情報量の増加
により，さまざまな利用価値が考えられ，今後他の
情報も考慮に入れながら検討していく余地がある。

№２１：東京歯科大学千葉病院医療安全管理室におけるアクシデント事例の統計学的検
討と誤飲・誤嚥事例再発防止対策
萩田恵子，久永竜一，野嶋邦彦，片倉 朗，森永一喜，一戸達也，許斐玲子，高橋俊之，
髙野伸夫，井上 孝（東歯大・千病・医療安全管理室）

№２２：Multiplex PCR 法による１６X-STR多型の検出と，日本人における出現頻度と
個人識別への応用
中村安孝，水口 清（東歯大・法歯）
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目的：Y染色体上の多型は男から男のみに伝わり，
特に STR多型は個人的な変異度も高く，法医学領
域の個人識別や親子鑑定に有用である。また集団に
おいて，Y染色体は全染色体の１／４の数しか存在
しないため偏りが強く，ヒトの地理的由来に関する
重要な情報を得ることが出来る。今回はY染色体
多型の応用範囲を広げる目的で，SNPs（Single Nu-
cleotide Polymorphisms）を応用し，新たな系統識
別マーカーを検索した。
方法：試料DNAは，既に系統を決定した日本人２６４
人から抽出したDNAを用いた。Y染色体上の SNP
は JSNP データベースから検索し，Y染色体上のみ
に存在するマーカーを選んだ。選択した SNPにつ
いては PCR増幅サイズが１５０bp前後で，塩基配列
がY特異的になるよう設定したプライマーを作成
し，PCR増幅，SSCP 分析にて，スクリーニングを
行った。変異を認めた試料については，ABI Prism
３１３０Genetic Analyzer で塩基配列決定を行った。
成績および考察：日本人のY染色体の系統は，ほ
とんどがC，D，O系統のいずれかに当てはまり，
分類すれば２１系統に分けられる。今回は２６種類の
JSNP マーカーを選び，最初に各系統から１例ずつ

選んだ試料を用いて，スクリーニングを行った。そ
の結果，多系統に変異が認められるマーカーも存在
したが，８種類の SNPは C，D系統に関連すると
考えられた。そこでそれぞれのマーカーにつき既報
のYCC tree の分岐位置を検討した。
JSNP００３３０５，００１５５２の２種類はCD系統の分岐

以前に生じ，０２１４９は C系統の分岐と関連し，００２６１２
は C３＊系統に新しいクラスターを作った。また，
００８４２５はD系統の分岐，００６２４１はD２系統の分岐
と関連し，０５５４５７はD２b／０２２４５７系統と一致し
た。また０１１９１６７は C系統の分岐に関連すると共
に，D２b＊系統の一部の試料にも認められ，Y染
色体上に２座位存在する可能性が考えられた。
以上より，０１１９１６７はさらに検討が必要である

が，その他の７種類はY染色体上に単一座位とし
て存在する新しいNRYマーカーと考えられた。今
回C３＊に新しいクラスターを作った００２６１２以外の
マーカーは深い位置に相当し，日本人試料のみでは
分岐位置は分からず，今後マレー系の試料を含め検
討していきたい。
会員外共同研究者：笠原 育

目的：近年ユーラシアへのヒトの拡散は，アフリカ
からインドの海岸沿いを通り，マレーシアから東南
アジア，ポリネシア，メラネシア，東アジアへ広
がったと考えられていることからも，マレーシアは
ヒトの拡散に非常に重要なポイントである。日本に
おける法医学的事例の人種推定には，日本・韓国・
中国を含む東アジアに広がった系統を把握すること
が必要であり，そのためには東南アジアへの拡散の
通過点と考えられるマレーシアのミトコンドリア
DNA（mtDNA）多型系統が重要な情報となる。
方法：血縁関係のないマレー人の１２４人の歯牙から
得たDNAを試料とした。Control 領域は１６０２４－５７６
の塩基配列を決定し，coding 領域については
COII/tRNALys ９－bp deletion，３０１０，５１７８，１０２８５
－１０４４１の変異に加え，１１８９，５１８６，６６２０，７５９８，
７７５９，８２７０，８５８４，１０８３４の変異は各々の haplogroup
決定するために必要に応じて塩基配列を決定した。
成績および考察：１２４人の試料は，全 control およ
び一部の coding 領域の検査により１１１型のハプロタ
イプが認められ，一人のみに認められたハプロタイ
プは１００型であった。ランダムに選んだ２人が同じ
配列を示す確率は１．０１％，Gene divercity は０．９９００

と非常に多型性が高かった。さらに系統分類したと
ころ１例を除いた全試料がMかN系統に属してお
り，M系統５１％，N系統４９％であった。
マレー人と日本人の系統を比較したところ，日本

で最も高頻度で認められるD４は日本人が３５．３％に
対しマレー人は２．４％であった。日本および北アジ
アに特徴的なA系統はマレー人には認められず，
E, R, U, K, L２などの東南アジア，インド，メラネ
シアやアフリカで認められる系統が存在した。日本
人を含む東アジアでも認められるB４，B５，F系
統はマレー人で高頻度であったが，G, N９系統は日
本人よりかなり頻度が低かった。マレー人において
M＊とした系統は他の地域に同じ系統が認められ
ず，マレー独自の系統を形成していると考えられ
た。
マレーシアにおけるマレー人集団は非常に複雑で

あり，マレー人データを蓄積し系統を詳細に分類す
ることにより，東アジアにおける法医学的試料から
の地理的起源の推定に重要な情報を提供するものと
思われる。
会員外共同研究者：小池千鶴，P. Nambiar

№２３：日本人におけるY染色体多型系統を識別する一塩基多型（SNPs）の検索
内藤紗絵，水口 清（東歯大・法歯）

№２４：マレーシア・クアラルンプール周辺に在住するマレー人のミトコンドリア
DNA多型解析
丸山 澄，水口 清（東歯大・法歯）
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目的：ArgusX－８は同時に８座位のX-STRを検
査することが出来るキットである。このキットを用
い，日本人集団におけるX-STR多型の出現頻度を
調査した。また，遺伝子間距離の近い STRの組合
せをハプロタイプとし，その出現頻度を調査した。
方法：血縁関係の無い男性３７１人，女性１７７人の
DNAを資料とし，ArgusX－８キットを用いて８
座位のX-STR多型について検査を行った。Ar-
gusX－８キットによって検査できるX-STRは
DXS８３７８，DXS７４２３，HPRTB, DXS７１３２，DXS
１０１３４，DXS１００７４，DXS１０１０１，DXS１０１３５の８座
位である。また，１０１３５－８３７８，７１３２－１００７４，１０１０１
－HPRTB，７４２３－１０１３４の組合せは近接して存在す
る。資料はキットの Protocol に従い PCR増幅を行
い，ABI PRISM３１０Genetic Analyzer を用い電気
泳動を行った。Allele の計測は Genotyper・ソフト
ウェアで解析した。また一部の資料において既報の
Allele に属さなかったものは，ABI PRISM３１３０Ge-
netic Analyzer を用いて塩基配列決定を行い Allele
数を決定した。

成績および考察：各 Locus におけるAllele の出現
頻度を調査した。全ての Locus において１峰性の
分布を示し，其々の Locus では少ないもので４，
多いもので２２のAllele が認められた。Haplotype di-
versity（HD）は９１．６％～９６．８％であった。また，
男女間において大きな違いは認められなかった。ま
た，これを既報の白人集団（German）のデータと
比較したところ，多くは白人と日本人では同様の
Allele 分布を示す一方，一部やや異なった傾向を示
す結果も存在した。４組のハプロタイプについて，
出現頻度を調査したところ，３７１例の男性のうち最
も多型性が高いハプロタイプで６３型の組合せが存在
し，HDは９６．８％。最もCommon な型が全体の６．５
％，１例しか存在しない型が１８型あった。以上のご
とくX-STR多型は高い多型性を持ち，法医学上の
個人識別や親子鑑定に有用である。またX染色体
多型はハプロタイプとして比較することで，父から
娘への遺伝のみでなく，母から娘への遺伝パターン
の比較においても有用な情報として利用できる。

目的：筋衛星細胞は筋組織の中に存在し，筋肥大ま
たは修復など必要に応じて筋前駆細胞へ分化する。
この過程を制御する物質は成長因子と細胞外基質で
ある。TGFファミリーに属するMyostatin は筋組
織に発現し，成長因子の働きを制御することが知ら
れている。近年の研究でプロテオグリカン遺伝子
ファミリーに属するDecorin がMyostatin のシグ
ナル伝達経路での新しい分子として特定され，
Myostatin の活性を制御することを通して筋前駆細
胞の増殖と分化に関与している可能性が示唆され
た。しかし，筋再生時におけるDecorin とMyostatin
の発現と局在を調べた報告は少なく不明な点があ
る。そこで本研究では，筋ジストロフィーモデルマ
ウスであるmdxマウスを用いて筋再生過程におけ
るDecorin とMyostatin の発現と局在を調べた。
方法：観察材料は，生後２，３，４週齢のmdxマ
ウスおよびコントロールマウス（B１０）を用いた。
東京歯科大学動物実験指針に従い深麻酔にて屠殺
後，試料を摘出した。観察部位は前脛骨筋（以下
TA）とし，左側のTAを免疫組織化学的観察のた
めに用い，右側のTAを転写レベルでの検索に用

いた。転写レベルでの検索では，各ステージにおけ
るDecorin とMyostatin に対するmRNAの発現を
Light Cycler TM（Roche Diagnostics, Mannheim,
Germany）を用いて定量化した。
成績および考察：免疫組織化学的染色結果から，
Decorin は mdx マウス筋組織内，特に筋線維周囲
の基質部分に多く発現していた。そのDecorin 陽性
部位は２週齢と比較し３，４週齢で増加しており，
４週齢における中心核を持つ再生筋周囲で特に強く
発現していた。それに対しMyostatin は細胞質内
部で観察された。特にmdxマウス４週齢の中心核
を有した細胞に多く発現していた。転写レベルでの
検索結果においても同様の傾向を呈していた。今回
の結果よりmdxマウス筋組織内で再生筋が増殖，
分化を活発に行い成長因子が多く発現していると思
われる時期にMyostatin が細胞内に発現し，成長
因子の働きを抑制的に制御し，さらにはそれらの細
胞を取り巻くようにDecorin が発現し，Myostatin
の発現を制御している抑制因子の相互作用の一端が
明らかとなった。

№２５：ArgusX－８キットを用いた８種のX-STR出現頻度とハプロタイプ解析
鮫島道長，水口 清（東歯大・法歯）

№２６：Decorin とMyostatin は mdx マウスの筋組織再生に関与する
廣瀬大希１），阿部伸一１）２），岩沼 治１）２），廣木愛実１），上松博子１），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）
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目的：近年，筋の再生および筋肥大に至る過程で
様々な成長因子が関与することが指摘されている。
特に肝細胞増殖因子（HGF）が筋衛星細胞の活性
と増殖に影響を与えていることが明らかとなった。
さらにインスリン様成長因子－１（IGF－１）は筋
芽細胞の増殖と分化を活性化していることが明らか
となった。しかし現在までマウス咬筋の発生過程に
おけるHGFと IGF－１の発現を明らかにした報告
はない。そこで本研究は胎生期における咬筋の形態
観察，MyHC構成の変化を明らかにするとともに
各ステージにおけるHGFと IGF－１の発現につい
て検索を行った。そしてHGFと IGF－１のマウス
咬筋成長過程における役割の一端の解明を試みた。
方法：試料は ICR系マウス（Sankyo Laboratory,
Tokyo, Japan）を用いた。東京歯科大学動物実験指
針に従い妊娠１４（E１４），１６（E１６），１８日（E１８）
のマウスを深麻酔にて屠殺後，胎児を摘出した。さ
らに摘出試料を４％パラフォルムアルデヒドにて固
定後，パラフィン包埋を行った。そして通法に従い
頭部の薄切切片を作成し，H-E染色を施した。さ
らに未固定の試料から咬筋の筋組織を摘出し，通法

に従いウエスタンブロット法によるHGFと IGF－
１のタンパク分析を行った。さらに各ステージにお
ける IGF－１，HGF, MyHC－１，MyHC－２a，
MyHC－２d，MyHC－２bに対するmRNAの発現
をLight Cycler TM（Roche Diagnostics, Mannheim,
Germany）を用いて定量化した。
成績および考察：E１４においてメッケル軟骨の辺縁
で下顎骨の形成がみられたが，咬筋の領域ははっき
りと特定はできなかった。しかしE１６になると未熟
な下顎骨の下部で成長した咬筋が確認され，E１８で
はより成熟した咬筋を確認できた。HGFと IGF－
１のタンパクとmRNAは E１４で最も多く発現し，
その後やや減少していた。しかし筋線維特性を決定
するMyHCのタンパク構成は，E１８で特に大きく
変化し，出生直後の筋線維特性に極めて近い構成比
に変化することが明らかとなった。これらの結果
は，HGFと IGF－１が筋前駆細胞から分化した筋
芽細胞増殖のmodulator であり，その後のMyHC
構成変化へ重要な影響を与えている可能性を示唆し
ている。

目的：本研究ではレミフェンタニル塩酸塩
（Remi）が口腔組織血流量に及ぼす影響を明らか
にすることを目的として，家兎にRemi を持続投与
し，口腔組織血流量の変化を検討した。
方法：東京歯科大学動物実験委員会の承認後，日本
白色種系雄性家兎を使用して行った。イソフルラン
で麻酔導入後，気管切開とカテーテル留置を行っ
た。ロクロニウム臭化物を１４μg／kg／min で持続投
与し，酸素とセボフルランで麻酔を維持した。終末
呼気炭酸ガス分圧は調節呼吸下に３５mmHg程度に
維持し，呼吸・循環安定後に対照値を記録しRemi
の投与を開始した。Remi の投与速度は，０．１（R‐
０．１），０．２（R‐０．２），０．４（R‐０．４），０．８（R‐０．８），
１．６（R‐１．６）μg/kg/min とし，この順で各 ２々０分
間持続投与した。観察項目は心拍数（HR），収縮期
圧（SBP），拡張期圧（DBP），平均動脈圧（MAP），
総頚動脈血流量（CCBF），舌粘膜血流量（TMBF），

左側下顎骨骨髄血流量（BMBF），左側咬筋血流量
（MBF），上顎左側歯槽粘膜血流量（U-AMBF），
下顎左側歯槽粘膜血流量（L-AMBF）とした。CCBF
は超音波血流計，TMBFはレーザードップラー血
流計，BMBF, MBF, U-AMBF, L-AMBFは水素
クリアランス式組織血流計を用いて測定した。
成績：HR, SBP, MAP, TMBF, BMBF, MBF, U-
AMBF, L-AMBFは Remi の投与速度依存性に有
意に減少した。 DBP, CCBFには有意差が認められ
なかった。
考察：本研究の結果から，Remi は体循環に大きな
影響を与えず，舌粘膜血流量下顎骨骨髄血流量，咬
筋血流量，上下顎歯槽粘膜血流量を低下させた。
従って，口腔外科手術，特に骨髄からの出血を制御
する必要のある顎変形症の手術において有用な薬剤
であることが示唆された。

№２８：レミフェンタニル塩酸塩の持続投与が口腔組織血流量に及ぼす影響
小鹿恭太郎，寺川由比，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）

№２７：HGFと IGF－１はマウス咬筋の成長過程に発現しMyHC構成変化に関与する
野並幹三１），阿部伸一１）２），岩沼 治１）２），本田秀光１），上松博子１），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・hrc７）２）
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目的：敗血症において，心機能を高く保つことは敗
血症の死亡率を改善する上で，一つの重要な因子で
ある（Crit Care Med．１９９５；２３：１９７１－５）。そ
こで，Lipopolysaccharide（LPS）により誘導され
たラット敗血症モデルに対し，早期より oxytocin
を投与することで，敗血症の心機能を維持し，循環
動態を改善し得るかを検討した。
方法：ラット２０匹（Wister 系，雄，２８０～３３０g）を，
pentobarbital 麻酔下に内頸動静脈にカニュレー
ションし，気管切開後，人工呼吸管理した。輸液
は，生食を１２ml/kg/hr で投与した。さらに，圧セ
ンサー付コンダクタンスカテーテルを，心室内に挿
入した。その後，LPS１０mg/kg を静注し，oxytocin
投与群（１５IU/kg 静注後，１０IU/kg/hr で持続静
注），生食投与群（同量の生食を投与）の２群に無
作為に分けて管理した。無作為化は，コンピュータ
によって作成された乱数表に従い施行した。心機能
測定は，LPS投与前と投与後１時間ごとに６時間

行なった。圧センサー付コンダクタンスカテーテル
から得られる測定値をコンピュータで解析し，心拍
出量（CO），最大心室内圧（Pmax），Cardiac work
（CW = Pmax × CO）を求めた。また，２時間ご
とに採血し，末梢循環の指標として，乳酸値を測定
した。統計学的解析は，反復測定分散分析を用いて
行い p＜０．０５を有意差有りとした。
成績：COは oxytocin 投与群で高く維持されたが，
有意な差を認めなかった（p=０．１５）。Pmax, CW，
はともに oxytocin 投与群で有意に高く維持された
（それぞれ，p＝０．００２，p＝０．０４８）。乳酸値は，oxy-
tocin 投与群で有意に改善した（p=０．０２７）。
考察：oxytocin 投与は，敗血症モデルの心機能を
維持し，循環動態を改善することが示された。Oxy-
tocin は，すでに臨床使用されているホルモンであ
り，今後敗血症治療の循環動態維持に対する治療薬
として期待される。

目的：細胞内Ca２＋は，蛋白分泌機構や痛覚の発現
などの多くの細胞機能を制御する細胞内シグナルで
ある。しかしながら，ヒト歯髄細胞における細胞内
Ca２＋シグナルに関する報告は殆ど無く，今回ヒト歯
髄不死化細胞（HDP cells）に発現するCa２＋動員受
容体，Ca２＋流入チャネル特性を fura－２を用いた
細胞内Ca２＋イメージングで検討した。
方法：HDP cells は，ウシ胎児血清，ペニシリン－
ストレプトマイシン溶液を含む α-MEM中で培養
を行った。HDP cells は，fura－２ acetoxymethyl
ester を含む細胞外液中で６０分処理した。細胞内遊
離Ca２＋濃度（［Ca２＋］i）は，２波長励起における蛍
光比（RF３４０／F３８０）で表した。細胞外液はNaCl を主
とする生理的食塩水（Tyrode’s 溶液）で，細胞外
Ca２＋濃度は，２．５mMもしくは０mMとした。
成績：①細胞外Ca２＋存在下で１０μM bradykinin
（BK），１０μM anandamide（AEA）を投与すると
［Ca２＋］i が増加した。②細胞外Ca２＋非存在下にお
いてもBKの投与は［Ca２＋］i を増加させたことか
ら，BKは細胞内Ca２＋放出および流入経路を活性化

すると考えられた。③Ca２＋流入経路を同定するた
めに，細胞外Ca２＋非存在下でBKを投与し，Ca２＋
放出による［Ca２＋］i 増加を誘発し，細胞内Ca２＋ス
トアを枯渇させ，この［Ca２＋］i 増加が静止濃度に回
復した後，細胞外Ca２＋を再び投与すると，［Ca２＋］i
増加が誘発された。
考察：AEAは細胞外Ca２＋存在下で［Ca２＋］i を増加
させた。AEAは，カンナビノイド（CB１／CB２）受
容体およびTRPV１チャネルを活性化する事が知
られている。いずれかに関して報告する。一方で，
HDP cells に BK受容体が存在し細胞内Ca２＋放出経
路を活性化する事が示された。また細胞内Ca２＋ス
トアの枯渇によって誘発された［Ca２＋］i 増加は，Ca２＋
流入チャネルの活性化を伴うものであり，ストア依
存性Ca２＋チャネルが，HDP cells に発現している事
が示された。このことは，歯髄における炎症状態に
おいてヒト歯髄細胞がストア依存性Ca２＋チャネル
を介した病態生理学的な機能調節系を有している可
能性を示唆している。

№２９：Lipopolysaccharide により誘導されたラット敗血症モデルにおける脳下垂体
後葉ホルモン oxytocin の心循環系に及ぼす影響
芹田良平，加藤崇央，縣 秀栄，大内貴志，小板橋俊哉（東歯大・市病・麻酔科）

№３０：ヒト歯髄細胞における細胞内Ca２＋放出とストア依存性Ca２＋チャネル
鹿野哲生１），澁川義幸２），遠藤隆行２），田﨑雅和２）（東歯大・学生）１）（東歯大・生理）２）
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目的：活性型ビタミンDは古典的には核内に het-
erodimer な受容体が存在することが知られていた
が，１９８４年，ニワトリ腸管灌流実験系において，活
性型ビタミンDのカルシウムシグナルがわずか２
分で発現したというNorman らの報告により，活
性型ビタミンDが non-genomic action も有してい
る可能性が示唆された。
そこで我々は培養骨芽細胞における活性型ビタミ

ンDの non-genomic action を検索した。
方法：培養骨芽細胞は，ウシ胎児血清，ペニシリン
－ストレプトマイシン溶液を含む α-MEM中で培
養 を 行 っ た。培 養 骨 芽 細 胞 は，fura－２ ace-
toxymethyl ester を含む細胞外液中で６０～１２０分処
理した。細胞内カルシウムは，２波長励起における
蛍光比（RF３４０／F３８０）で表した。細胞外液は１３６mM
塩化ナトリウムの生理的食塩水（Krebs 溶液）で，
細胞外カルシウム濃度は，２．５mMもしくは０mM
とした。
成績：細胞外２．５mMカルシウム存在下のKrebs 液
中にて１０－８M（１０nM）の活性型ビタミンDを培養
骨芽細胞に投与したところ，約１０秒後に細胞内カル

シウム濃度の上昇が誘発された。同細胞において２
回目の投与を３分後に行ったところ，細胞内カルシ
ウム濃度の上昇は１回目の投与時よりも減少した。
つづいて，無カルシウムKrebs 液中にて１０－８Mの
活性型ビタミンDを培養骨芽細胞に投与したとこ
ろ，この細胞内カルシウム濃度の上昇が発現しな
かった。
考察：活性型ビタミンDは細胞外カルシウム存在
下で細胞内カルシウムを上昇させた。細胞内カルシ
ウム濃度上昇は小胞体からのカルシウム放出と細胞
膜カルシウムチャネルによるカルシウム流入経路の
両者が考えられる。今回，無カルシウム溶液中にて
カルシウム濃度上昇が発現しなかったことにより，
活性型ビタミンDの non-genomic action は小胞体
からのカルシウム放出が主体ではなく，主に細胞膜
カルシウムチャネルの作用であることが示唆され
た。今後は，活性型ビタミンDが作用するカルシ
ウムチャネルが電位依存性カルシウムチャネルであ
るか，もしくは transient receptor potential（TRP）
チャネルであるかを調べていく予定である。

目的：歯周組織である歯根膜には間葉系幹細胞が成
人になっても存在しており，これを利用した歯周病
を含む口腔内疾患に対する再生医療が現在注目され
ている。そこで，本研究では，歯根膜の間葉系幹細
胞出現メカニズムの解析と骨分化におけるシグナル
伝達経路の検討を行う前段階として，歯根膜間葉系
細胞の分化誘導の至適条件を確立することを目的と
した。
方法：ヒト歯根膜間葉系細胞（HPdLF, Lonza）を
使用した。細胞は３×１０３／cm２～１×１０５／cm２で播種
し，２４時間後に骨誘導培地への交換を行った（day
０とする）。基本培地として，SCBM（歯根膜細胞
用 増 殖 培 地，Lonza），DMEM high glucose
（SIGMA），α-MEM（GIBCO）を用い，骨誘導因子
としては５０μg／ml L-Ascorbic Acid，１０mM β-Glyc-
erophosphate，さ ら にDexamethasone（Dex）を１
～１０００nMの濃度で添加した（骨誘導培地：OBM
とする）。OBMへの交換後，day４・７で BCIP／
NBTを用いてALP活性染色を行った。また，各
点においてALP, RUNX２，BSP の発現をリアルタ
イム PCRで検出した。

成績および考察：DMEM high glucose を基本培地
としたOBMで培養すると，低密度で培養を開始し
たものでは細胞死，または増殖抑制が生じた。
SCBM, α-MEMを基本培地としたOBM（それぞ
れOBM／SCBM, OBM／α-MEMとする）では，高
密度で細胞を播種するほど，また培養日数が経過す
るほどALP活性が上昇した。また，OBM／α-MEM
では，OBM／SCBMと比較してALP活性の著しい
増加が見られた。さらに，Dex 濃度の違いによる
著しい変化は認められないものの，OBM/SCBMで
は１００nM, OBM/α-MEMでは１０nMのとき最も強
い染色像が得られた。DMEM high glucose は α-
MEMと比較してD-Glucose 含量が高く，また L-
Ascorbic Acid が含まれていない。一方，α-MEM
には Sodium Pyruvate や L-Glutamic Acid が含ま
れておりHPdLFの培養に適しているが，通常の培
養でも分化が起きやすい点に注意が必要である。以
上の結果より，HPdLFの骨分化誘導培地には α-
MEMが最も適しており，また細胞密度が高いほど
分化が促進されることが示された。

№３２：ヒト歯根膜間葉系細胞における骨分化誘導条件の検討
落合宏美１），山本康人１），間 奈津子２）５），手銭親良２）５），山下治人３），東 俊文１）４）５）

（東歯大・生化）１）（東歯大・保存）２）（東歯大・小児歯）３）

（東歯大・口腔科学研究センター分子再生研究室）４）（東歯大・hrc７）５）

№３１：培養骨芽細胞における活性型ビタミンDのカルシウムシグナルに対する non-
genomic action
内田悠志１），遠藤隆行２），澁川義幸２），田﨑雅和２），末石研二１）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・生理）２）
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目的：ガレクチンは，発生や分化に関わるだけでな
く，感染防御でも重要な役割を担っているレクチン
であり，大きく３つのファミリーに分けることがで
きる。キメラ・タイプに属するガレクチン－３は，
大腸菌などの LPSに結合することが報告されてい
る。今回，歯周病原細菌 Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans LPS のヒト培養細胞からの炎症性サ
イトカイン誘導能に対するガレクチン－３の抑制効
果について検討した。また生活習慣病の病因として
のアルコールおよびニコチンのガレクチン－３産生
への影響も検討した。
方法：A. actinomycetemcomitans Y４株から精製した
LPS，リコンビナントヒトガレクチン－３，ヒト正
常臍帯静脈血管内皮細胞（HUVEC）およびヒト正
常大動脈内皮細胞（HAEC）を実験に用いた。培養
液に LPS（１０ng／ml）単独あるいは LPSとヒトガ
レクチン－３（１０μg／ml）を同時に加え細胞を培
養し，１７時間後の培養上清中の IL－６および IL－
８量を ELISAキットで測定した。また培養液にエ
タノール（０．０１－０．１％）あるいはニコチン（１．２５
－１２５μg/well）を加え，産生されるガレクチン－

３量をELISAキットで測定した。さらにエタノー
ル添加細胞における LPS刺激による IL－６産生に
ついて検討した。LPSにガレクチン－３が結合す
ることを確認するためにELISA法を行った。
成績：LPS刺激によって IL－６および IL－８の産
生量は増加し，この LPSによるサイトカイン産生
誘導はガレクチン－３によって抑制された。ELISA
法によって，ガレクチン－３が LPSに結合するこ
とを確認した。エタノールは濃度依存的にガレクチ
ン－３産生量を増加させるとともに，LPSによる
サイトカイン産生誘導を抑制した。エタノールによ
るサイトカイン産生の抑制は，抗－ヒトガレクチン
－３抗体を加えることによってみられなくなった。
ニコチンは，用いた細胞からのガレクチン－３産生
には影響しなかった。
考察：ガレクチン－３は，A. actinomycetemcomitans
LPS に結合し，その炎症性サイトカイン誘導活性
を抑制するものと思われる。またエタノールは，内
皮細胞からのガレクチン－３産生を促進し，そのた
め LPSの炎症性サイトカイン誘導が抑制されるこ
とが示唆された。

目的：組織再生のコアとして細胞（cell），足場（scaf-
fold），情報伝達物質（signaling molecule）があげ
られており，PDGFはその血管再生能と共に細胞増
殖能に優れていることが示されている。また，歯周
疾患によって著しく歯槽骨吸収を生じた部位に，rh
-PDGF-BBの scaffold としての β-TCP 併用によ
る歯周組織再生に有効であることが報告されてい
る。そこで，rh-PDGF-BBにおける scaffold とし
ての β-TCP 顆粒の形態が，組織再生における血管
再生とともに細胞増殖に及ぼす影響に関しては不明
な点が多く見られる。本研究の目的は，rh-PDGF
-BBの歯周組織再生に β-TCP 顆粒形態の及ぼす
影響について検索することである。
方法：健常なビーグル犬（体重８～１２kg）１０頭を
用いた。実験開始１６週前に下顎左右側第３前臼歯を
抜歯し，４週後，下顎第２前臼歯遠心頬側と第４前
臼歯近心頬側に幅，高さ，奥行きそれぞれ５mmの

２壁性骨欠損を作成した。第２，第４前臼歯のルー
トプレーニング最根端側部にノッチを付与した。実
験開始時に rh-PDGF-BBを応用し，対照群は β-
TCP 顆粒を，実験群は異なる吸収時期の β-TCP
を用いた。それぞれ観察期間は２，４，８週とし
た。病理組織学的検索においてH-E染色，アザ
ン・マロリー染色，TRAP免疫染色を行った。
成績および考察：実験期間を通し，とくに８週で
は，対照群は，セメント質及び歯槽骨の再生が認め
られ PDGFに併用した β-TCP 顆粒はほとんど吸
収され骨組織に置換されていた。実験群では，明ら
かに多くのセメント質及び歯槽骨の再生を生じ，と
くに術後８週では，β-TCP 顆粒は再生歯槽骨内に
ほとんど吸収されることなく取り込まれているのが
認められた。以上の結果より，PDGFの scaffold と
しては吸収時期の遅い β-TCP がより多くの歯周組
織再生を生じることが示唆された。

№３３：歯周病原細菌 LPSの炎症性サイトカイン誘導能に対するガレクチン－３の
抑制効果
加藤哲男１）４），高山沙織２），君塚隆太３）４），石原和幸３）４）（東歯大・化学）１）（東歯大・歯周）２）

（東歯大・微生）３）（東歯大・hrc７）４）

№３４：rh-PDGF-BBの歯周組織再生に β-TCP顆粒形態が及ぼす影響
色川大輔，山本茂樹，渋川義宏，関谷 栄，山田 了（東歯大・歯周）
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目的：従来，歯肉弁歯冠側移動術ではその治癒は，
長い上皮性付着の形態であることが示されている。
塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF－２）は歯周組
織の再生におけるサイトカインとして有用であり
in vitro の研究で血管形成やその走化性，増殖能な
どが報告されている。
広い手術野における歯周組織再生では，FGF－

２に有効な scaffold（足場）が必要とされている。
そこで本研究の目的は，歯肉退縮における β-TCP
と FGF－２の併用が歯周組織再生に及ぼす影響を
検索することである。
方法：実験動物にはビーグル犬２頭（１０kg前後）
を用いた。実験部位は上顎左右犬歯とし，実験開始
６週前に歯肉弁を剥離，歯槽骨を縦６mm・横５mm
で除去し，歯肉弁を退縮させるために骨欠損形態に
一致させて歯肉弁を切除し，根面を露出させた。そ
の後，プラークを蓄積させ，実験開始２週間前より
プラークコントロールを行った。実験開始時，歯肉
弁を剥離し，露出根面のスケーリング・ルートプ

レーニング後，CEJ と骨欠損最根端部にノッチを
付与した。対照群は歯冠側移動術のみ，実験群は骨
欠損部にFGF－２と β-TCP を応用後，歯肉弁を
歯冠側に移動した。実験後は屠殺まで毎日口腔衛生
を行った。観察期間は８週とした。２０％ホルマリン
にて潅流固定後，１０％蟻酸にて脱灰，通法によりパ
ラフィン標本を作成し，H-E染色を行い，鏡検し
た。
成績および考察：肉眼的には，対照群および実験群
ともに露出根面は歯冠側に移動した歯肉で被覆され
ていた。病理組織学的には，実験群では根尖側ノッ
チ部より歯冠側方向に象牙質表面に明らかなセメン
ト質の再生及び骨組織の再生を認めた。一方，対象
群では，根尖側方向への長い上皮性付着を認め，セ
メント質及び歯槽骨の再生は僅かであった。以上の
結果より，歯肉退宿でFGF－２に対して，β-TCP
は有効な scaffold として作用し，歯周組織再生を促
進することが示唆された。

目的：Aquaporins（AQPs）は主に水を透過させる
チャネルであり，現在まで哺乳類においては１３種類
が確認されているが，水のみの透過性のため，その
電気生理学的特性は不明な部分も多い。一方，唾液
腺腺房細胞は多量の水および電解質を分泌し，その
分泌にはAQPs が関与していると考えられてい
る。特にAQP６は水のみならず電解質の透過性を
有することが報告されている。そこで，今回，我々
はマウス耳下腺腺房細胞におけるAQP６の局在と
電気生理学的特性の検討を行うことを目的とした。
方法：実験は東京歯科大学動物実験施設指針に基づ
き行った。１２～２０週齢のマウスから耳下腺組織を摘
出し，酵素処理を行い腺房細胞を急性単離した。
ホールセルボルテージクランプ法による細胞膜電流
は増幅器で電流増幅し記録した。陰イオン透過性の
検討では，細胞外液中のNaCl を NaNO３，NaI, NaBr
に等モル濃度で置換し電流記録を行った。さらに，
耳下腺腺房細胞において免疫組織染色をウサギポリ
クロナル抗AQP６抗体・抗AQP５抗体，マウスモ
ノクロナル抗 ZO－１抗体を用いて行い，それぞれ

の局在性を検討した。
成績および考察：AQP６は，腺房細胞において細
胞間隙近くの管腔の細胞膜，および腺房細胞の分泌
顆粒細胞膜の中で多くみとめられ，AQP５は，細
胞膜基底管腔側および細胞内小胞に多くみられた。
Cl－チャネル非特異的抑制薬であるDIDS の存在下
において，保持電位－６０mVからの脱分極パルスを
与えると外向き電流が記録された。この外向き電流
は細胞外液のCl－を NO３－に置換すると増大し，I－へ
の置換においてさらに増大した。耳下腺細胞のNO３－
電流はHg２＋の存在および pH５．０の酸性に近い状態
において促進された。
これらの結果は卵母細胞やHEK細胞に強制発現

されたAQP６の生物物理学的特性とよく一致し
た。従って，耳下腺腺房細胞にはAQP６が発現し
ており，水のみならず陰イオン分泌に関与すること
が示唆された。
会員外共同発表者（敬称略）：日本大学松戸歯学

部生理学講座：佐藤啓太郎，成田孝則，杉谷博士，
鶴見歯科大学歯学部生理学講座：佐原資謹

№３５：根面被覆における塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-２）と β-TCPの及ぼす影響
石井善仁，藤田貴久，児嶋彰仁，渋川義宏，山田 了（東歯大・歯周）

№３６：マウス耳下腺腺房細胞での aquaporin６の発現
市川秀樹１）２），澁川義幸１）２），橋本貞充１）３），田﨑雅和１）２），下野正基３）（東歯大・hrc７）１）

（東歯大・生理）２）（東歯大・病理）３）
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目的：近年の研究では，中枢神経細胞のような非副
腎系細胞でも，コレステロールを元にしたステロイ
ドホルモンの生合成代謝過程を有すること，最初に
合成される中間代謝産物のプレグネノロンは，
ニューロステロイドとして抑制性のGABAA受容
体のサブユニットに結合し，受容体機能を促進する
ことが知られている。唾液腺にもGABAA受容体
が存在することから，これらニューロステロイドの
産生機構が存在し，局所的に受容体の感受性調節に
関与している可能性が考えられる。本研究では，唾
液分泌に対するステロイドホルモンの作用を明確に
し，唾液分泌抑制性調節機構であるGABAA受容
体に対する機能修飾の効果を調べ，さらに生合成酵
素の遺伝子とタンパク質の存在を明らかにすること
を目的として実験を行った。
方法：ウィスター系雄性ラット（２００～２５０g，n＝
５）を用い以下の実験を行った。１）顎下腺動脈に
カニューレーションし灌流系を作成した。その後，
各種ステロイドを灌流，唾液分泌量変化の測定を
行った。２）メタンフェタミンを２週間腹腔内投与
後，１週間の休薬を行った。それにより禁断症状を

発現させ，擬似的なストレス状態を作った。その
後，唾液腺を摘出し，ステロイド代謝酵素である
CYP１１A１の発現を qRT-PCR法，Western blot
法にて検索した。
成績および考察：HBSS-Hで灌流したラット顎下
腺にカルバコール刺激を与え，プレグネノロン，プ
レグネノロン硫酸エステル，GABAAアゴニスト
のムスカリン，アンタゴニストのビククリンによる
影響を調べたところ，全ての薬物処置において唾液
分泌量の減少が認められた。その結果，プレグネノ
ロンがGABAA受容体とカップリングし唾液分泌
を抑制すること，またストレス負荷実験ではプレグ
ネノロンの生合成に関わるCYP１１A１が発現して
いることを認めた。
今回の実験ではステロイドを直接唾液腺に作用さ

せることで，ステロイド自身が唾液分泌を調節して
いる可能性を示し，またストレスモデルにおける唾
液腺でのステロイド代謝酵素活性の変化を示した。
以上の結果から，ステロイドホルモンの生合成機構
が唾液腺にも存在し，唾液分泌の抑制性調節に関与
していることが確認された。

目的：ベンゾジアゼピン（BZD）受容体は，①GABA
（A）／CBR／Cl－チャネル複合体の中枢型BZD受容
体と②ミトコンドリア外膜に存在する末梢型BZD
受容体（PBR）に分類され，脳にはこれら受容体に
対する内因性リガンドとして分子量１０KDa のジア
ゼパムバインディングインヒビター（DBI）が存在
し，細胞機能の調節を行っている。DBI の作用は
複数の過程が考えられ，①に対してはインバースア
ゴニストとしてGABA（A）受容体のCl－チャネル
の閉鎖に働き，BZDとは逆の作用を示す。②に対
してはアゴニストとして作用し，GABA（A）受容
体の修飾的アゴニストであるニューロステロイド産
生と分泌に関与している。中枢神経ではBZDは，
このDBI と共役することが考えられているが，唾
液腺の分泌機能においても，これまでの研究で，
BZDが唾液腺に直接作用し，唾液分泌の抑制性調
節に関与していることを報告してきた。今回，唾液
腺におけるDBI の存在と生合成機構（PACAP）を
調べるために，これら遺伝子の発現について，ナ
イーブに対するジアゼパム投与後の遺伝子量の変化

を検索した。
方法：Wistar 系雄性ラット（７週齢）を用いた。
単回投与群ではラットの腹腔内にジアゼパム（１０mg
／kg）を投与後１，２，４，８，１６時間の各時間に
大脳，耳下腺，顎下腺，舌下腺を摘出した。長期投
与群ではジアゼパム（０．４mg／kg）を１日１回１４日
間にわたって腹腔内投与し，最終投与から２時間と
１６時間後に各臓器を摘出した。臓器は摘出後，速や
かにRNAを抽出し，qRT-PCRによりDBI, PA-
CAP, PBR のmRNA量の変動を解析した。
成績および考察：単回投与群では，顎下腺での
DBI, PACAPのmRNA量が１～２時間後に有意に
増加し，１６時間後には回復した。長期投与群では全
ての部位でDBI, PACAP, PBR のmRNA量が２時
間後に有意に増加した。以上の結果から，DBI, PA-
CAP, PBR の遺伝子が唾液腺に存在し，ジアゼパム
の長期投与によりこれらのタンパク質の産生が促進
され，BZD受容体の感受性および機能を促進する
ことが示唆された。

№３７：メタンフェタミン誘発性ストレス時の内因性唾液分泌抑制因子としてのプレグ
ネノロン合成酵素の発現
宮下 卓１），大久保みぎわ２），澤木康平２），四宮敬史２），中川寛一１），川口 充２）（東歯大・保存）１）

（東歯大・薬理）２）

№３８：ラット唾液腺における内因性ベンゾジアゼピン受容体リガンド（DBI）の発現
と調節的役割
塚越絵里１），四宮敬史１），大久保みぎわ１），澤木康平１），吉川正信１）２），川口 充１）

（東歯大・薬理）１）（東海大・医・臨床薬理）２）
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目的：様々な社会的環境，食生活の変化に伴い，ヒ
トの顎骨は縮小傾向を呈し，日常の臨床において
も，萌出スペースの不足により萌出阻害を起こした
埋伏歯にしばしば遭遇する。また，萌出阻害を起こ
した埋伏歯はエナメル質減形成などの形成不全が発
生していることが報告されている。本研究の目的は
萌出阻害を起こすモデルを作製し，エナメル芽細胞
および中間層細胞に与える影響を組織学的，免疫組
織化学的に検索することである。
方法：実験には生後８週齢（体重約２５０g）の SD系
雄性ラット２０匹を用いた。下顎右側切歯部に粘膜骨
膜弁を形成し，歯科用スチールバーを用いて，歯槽
骨および切歯を近遠心的に穿孔させ，スクリューピ
ンを埋入することによって切歯を顎骨に固定した。
固定を確認するために，下顎切歯の萌出量を計測し
た。萌出量は下顎左右切歯の唇側面に歯科用ダイヤ
モンドディスクでノッチを付け，歯肉縁との距離を
デジタルノギスを用いて計測した。組織形態学的に
は，下顎切歯歯胚に相当する部位を切り出し，通法

に従ってパラフィン切片を作製した。切片はHE染
色およびAmelogenin と CK１４を用いた免疫組織化
学的染色を行った。実験日数を１，３，７および１４
日とした。なお，対照群として固定していない下顎
左側切歯を用いた。
成績および考察：下顎切歯の萌出量は，対照群では
１日平均０．６９±０．１４mmであったのに対し，実験群
では，ほぼ萌出は阻害されていた。組織学的には，
１，３日齢で，歯胚部のエナメル芽細胞および中間
層細胞に明らかな変化は認められなかった。７，１４
日齢で，歯胚部のエナメル芽細胞の配列，極性は保
たれていたが，中間層細胞の配列が乱れていた。エ
ナメル質の主要タンパクであるAmelogenin の発現
は全ての日数齢で対照群と実験群に大きな差は認め
られなかった。CK１４の発現は，対照群に比べ実験
群では１，３，７，１４日齢でエナメル芽細胞および
中間層細胞で抑えられていた。萌出阻害が中間層細
胞，CK１４の発現が抑えられたことから，萌出阻害
により分化抑制が起こることが示唆された。

目的：本研究の目的は，歯根未完成のラット歯胚を
母体腹直筋内に移植した時の細胞動態について，免
疫組織化学的に検討することである。
方法：実験には，妊娠した SD系雄ラット８匹を用
い，出産後７日例の新生動物を頚椎損傷により屠殺
し，上顎第一臼歯および第二臼歯相当部粘膜に切開
を入れ，１群は鋭匙にて歯胚のみ，２群では周囲歯
槽骨を含め歯胚を注意深く取り出した。取り出した
歯胚は，移植までゲンタマイシンを含む αMEM中
にて室温で保存した。次いで，母体のラットをチオ
ペンタールナトリウム（０．３mg／１００g）にて麻酔
後，腹部正中部に切開を加え，腹直筋内に小嚢を形
成し，それぞれの歯胚を移植した。移植後，１，
２，３，４週後に麻酔薬の過剰投与により屠殺し，
移植部を筋肉ごと取出し，１０％中性緩衝ホルマリン
溶液にて４８時間室温で固定し，ついで１０％蟻酸溶液
にて７日間室温で脱灰した。その後，通法に従いパ
ラフィン切片を作製し，HE染色ならびに，破骨細
胞形成に関与するRANKLの受容体で破骨細胞形
成を抑制するオステオプロテゲリン（OPG），およ

び石灰化の指標であるオステオカルシン（OCN）
を一次抗体とした免疫組織化学染色を施し，検鏡し
た。
成績：いずれの群においても移植後１週目では，ヘ
ルトヴィッヒの上皮鞘（HERS）の周囲に，骨様象
牙質の形成がみられ，その後週を重ねるごとに
HERSは減少消失する傾向を示し，同時に骨様象牙
質の形成量は増加していた。この間，歯根形成は進
行せず，４週目では歯冠歯髄腔を完全に被包封鎖す
る像が観察された。
OPGと OCNは，いずれの日数例においても骨様

象牙質周囲および内部細胞に陽性を示していた。
考察：未歯根完成歯を筋肉内に移植すると，歯胚周
囲の歯槽骨の有無に関わらずHERSからシグナル
が出され，周囲の歯髄細胞は骨様象牙質を産生し，
その結果HERSの増殖が抑えられ，歯根形成が制
御されることが示唆された。また，産生された骨様
象牙質はOPGの発現により吸収されることはない
と思われた。

№３９：萌出阻害がラット歯胚におけるエナメル芽細胞および中間層細胞に与える影響
三輪恒幸１）２），松坂賢一１）２），井上 孝１）２）（東歯大・hrc７）１）（東歯大・臨検）２）

№４０：ラット歯胚を母体に移植した後の細胞動態に関する検討
白 玉娣１）２），国分栄仁３）４），福原郁子２），泉水祥江２），新谷誠康２），藥師寺 仁２），松坂賢一１）３），
井上 孝１）３）（東歯大・臨検）１）（東歯大・小児歯）２）（東歯大・hrc７）３）（東歯大・微生）４）
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目的：臨床的には Low Level Laser Therapy とし
て半導体レーザーを用いた根管治療が行われている
が，その病態生理学的機序については不明な点が多
い。本研究の目的はラットの根尖部に実験的に形成
した感染病巣における半導体レーザー照射の形態学
的影響について検討することである。
方法：実験には体重約２００gの SD系雄ラット１４匹
を用いた。実験動物は２．５％チオペンタールナトリ
ウム溶液（０．３ml／１００g）による腹腔内麻酔下に，
上顎第一臼歯近心根相当部歯冠に０６号カーバイド
バーに窩洞を形成し，露髄させた。次いで，０．２５号
（直径０．２５mm）のリーマーにて冠部および根部歯
髄を除去し，根管を開放放置した。１，２，３およ
び４週後に，動物を麻酔薬の過剰投与により屠殺し
た。その後，通法に従いパラフィン切片を作製し，
HE染色を施し，根尖病巣の有無を確認した。その
結果，４週後で約２－３mm大の根尖病巣の形成が
確認された。レーザー照射実験として，根管を開放
４週例のラットに１０％照射密度，５mWに設定し
た半導体レーザーのチップを根管内に挿入し，病巣
から離れた状態で根尖病巣向けに５秒間照射した。
その後，根管をペーパーポイントにより滲出液が出

なくなるまで乾燥した。次いで根管は空虚にしたま
ま，歯冠部のみをキャビトンにて封鎖した。半導体
レーザー照射後創傷の治癒を考慮し４週間後に動物
を麻酔薬の過剰投与により屠殺した。その後，通法
に従いパラフィン切片を作製し，HE染色および
（Proliferating cell nuclear antigen : PCNA），Stro
－１および CD４４を一次抗体に用いた免疫組織化学
染色を行った。レーザー照射を行わないものを対照
群とした。
成績：半導体レーザーを照射しない対照群では，根
尖病巣内には多くの好中球とリンパ球浸潤および食
物残渣と細菌がみられたが，半導体レーザー照射群
では，それらの減少がみられ，線維芽細胞様細胞の
増殖がみられた。残存歯根膜組織内と根尖病変周囲
および病巣内には PCNA陽性細胞が，対照群に比
較して約２倍みられた。Stro－１と CD４４も同様の
部位に観察されたが，PCNAと比較すると陽性細
胞数は少なかったが，対照群よりは陽性細胞は多
かった。
考察：これらの結果より半導体レーザー照射は根尖
病巣周囲の間葉系細胞の増殖を高め，創傷治癒を早
めることが示唆された。

目的：ヒト歯髄不死化細胞（HDP cells）に発現す
る電位依存性内向き電流の電流電圧関係，定常状態
における不活性化過程，活性化・不活性化速度と，
そのイオン選択性について報告する。
方法：HDP cells は，ウシ胎児血清，ペニシリン－
ストレプトマイシン溶液を含むアルファ－MEM中
で培養を行った。HDP cells から whole-cell voltage
-clamp 法により全細胞膜を流れるイオン電流を電
位固定法にて記録した。パッチ・ピペットには，KCl
を主とする細胞内液を充填した。細胞外液はNaCl
を主とし，イオン選択性の実験では細胞外NaCl を
等モル濃度でTrisCl に置換した。イオン電流は，
増幅器で増幅した後，データ取得ソフトウエアを用
いてモニター，記録，解析を行った。
成績：保持電位（Vh）－７０mVで HDP cells を電位
固定すると内向き電流が記録された。その電流は，
膜電位－１０mVで活性化し，早い立ち上がりと減衰
を示し，電位－時間依存性内向き電流であった。電
流－電圧関係において，内向き電流のピーク値は膜
電位＋１０mVで記録された。しかし，この内向き電

流はVh＝－４０mVでは記録されなかった。Boltz-
mann 関数で記述される電位－時間依存性内向き電
流の定常状態における不活性化過程は電位依存性で
あり，内向き電流の半分が不活性化する膜電位
（V０．５）は－５８．７mVであった。この電流は速い活性
化と不活性化を示した。膜電位＋１０mVにおける不
活性化特性を示す減衰時定数は３．７msであり，活
性化を示すピーク電流値に至るまでの時間は９．５ms
で，ともに電位依存性であった。内向き電流は細胞
外Na＋を Tris＋に置換すると消失したが，Ca２＋の
除去には影響を受けなかったことからNa＋電流と同
定された。
考察：HDP cells に時間－電位依存性Na＋チャネル
の発現が示された。V０．５は過分極方向にあるため，
生理学的な条件下において，このチャネルは完全に
不活性化している。よって静止時には機能的な役割
を演じない。しかし，ブラジキニンなどの炎症性物
質等により誘発される過分極状態においては，本
チャネルが病態生理学的な機能協関にかかわると考
えられた。

№４１：実験的に発生させたラット根尖病巣への半導体レーザー照射時の免疫組織化学
的検索
Sultan Zeb Khan１）２），村上 聡３），松坂賢一１）２），国分栄仁１）４），時川浩明２），井上 孝１）２）

（東歯大・hrc７）１）（東歯大・臨検）２）（東歯大・歯科医学教育開発センター）３）（東歯大・微生）４）

№４２：ヒト歯髄細胞は時間－電位依存性ナトリウムチャネルを発現している
金 亨俊１），澁川義幸２），遠藤隆行２），田﨑雅和２）（東歯大・学生）１）（東歯大・生理）２）
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目的：近年，歯科医療では高度な審美修復への要求
および金属アレルギーへの対応などからメタルフ
リーレストレーションを実現するためにジルコニア
が注目され，固定性補綴装置のフレームワークとし
てはもちろんのこと，さらに口腔インプラントへの
臨床応用が進んでいる。しかし，ジルコニアをイン
プラント体として使用する際には機械研磨やショッ
トブラスト，エッチング処理といった表面処理が必
要となってくる。しかしこれらの表面処理はきわめ
て大きな機械エネルギーがジルコニア表面に負荷さ
れるため，結晶構造が正方晶から単斜晶へと転移す
る表面の相変態が生じ，ジルコニアはこの相変態に
伴い機械的性質が変化する。
ジルコニアの中でも現在広く用いられているイッ

トリア安定化ジルコニア（Y-TZP）では，水分の
存在下において低温でも相変態が進行するという低
温劣化による耐久性への危惧がいまだ払拭されてい
ない。このようなY-TZP の欠点とされる低温劣化
を克服し，さらにY-TZP と同等以上の曲げ強さと
極めて高い破壊靱性を示すといわれているCe-
TZP／Al２O３ナノ複合体（ナノ ZR）が開発されてい
る。

本研究では，ジルコニアのインプラント体への応
用を想定した際のナノ ZRに対する表面処理が疲労
強度に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし
た。
方法：ナノ ZR円柱（Cタイプ，本焼結体：パナソ
ニック電工）を円板（直径１３mm厚さ０．５mm）に
切り出した。そしてそれを鏡面研磨したものおよび
５０μmアルミナ粉末でショットブラストしたものを
２５枚ずつ作製し試料とした。その試料に対して ISO
６８７２に準じた２軸曲げ試験を各表面処理の条件で５
枚ずつ行った。また，ステアケース法による疲労試
験を各条件２０枚の試料を用いて行った。疲労試験は
３７℃の蒸留水中において，１０６cycle，１０Hz の条件
で疲労強度を計測した。
成績および考察：ナノ ZRの２軸曲げ強さは鏡面研
磨では１３９１．８±６１．３MPa，ショットブラストでは
１１５６．０±５９．２MPa であり，ショットブラストを行
うことで減少した。一方，疲労強度は，鏡面研磨で
は６８６．８±３６．９MPa，ショットブラストでは７８０．３
±６０．５MPa であり，ショットブラストしたものは
鏡面研磨したものに比べ疲労強度は高い値を示し
た。

目的：口腔インプラント埋入手術は顎骨に対する口
腔外科処置であるが，対象患者が高齢である割合が
高いことに加え，注水下で骨形成が行われ，長時間
に及ぶ開口状態の保持が必要とされるなど，通常の
歯科治療とは異なった全身管理上のリスクファク
ターが存在する。近年，身体的ストレスに起因した
偶発症の回避，手術浸襲による基礎疾患の悪化の回
避，健忘効果による快適性の期待から，歯科麻酔医
の管理下で静脈内鎮静法を併用する機会が増加して
いる。今回，我々はインプラント埋入手術において
静脈内鎮静法を実施した患者を対象に，その有用性
をアンケート調査したので報告する。
方法：２００８年１月から２００９年３月までの期間に，東
京歯科大学水道橋病院にて静脈内鎮静下でインプラ
ント埋入手術を行った患者１０５人（男性 ５７名，女
性 ４８名）を対象とした。術前に歯科麻酔医により
医療面接を行い，静脈内鎮静法の概略，危険性等に
ついて説明し同意を得た。インプラント埋入手術に
際し，生体情報モニター装着後，酸素投与を実施し
た。その後，静脈内鎮静薬としてミダゾラム，プロ
ポフォールを使用し，静脈内鎮静を行った。鎮静レ
ベルはKaneko Score２～３を得られることを目標
にし，薬剤の種類，投薬量，投薬速度，投薬のタイ

ミングについては手術に担当した歯科麻酔医の判断
により行った。また術中の，血圧，心電図，経皮的
動脈血酸素飽和度についても観察された。手術終了
後，精神運動機能の回復を確認し，歯科麻酔医の指
示により帰宅を許可した。術翌日にアンケート用紙
を患者に手渡し，その場で記入させた。アンケート
内容は１．術前ついて４項目，２．術中について４
項目，３．術後について８項目，４．その他４項目
とした。
成績および考察：術前におけるインプラント埋入手
術のイメージは，半数以上の患者が大きな外科処置
と認識していた。術後の調査では，術中の記憶がほ
とんどない患者，術中に痛みを感じなかった患者，
覚えていない患者が大半を占めた。加えて，「静脈
内鎮静法は快適であった」の回答が９８％を占めたこ
とから，静脈内鎮静法がインプラント埋入手術にお
ける患者満足度の向上に有用であると考えられた。
しかし，手術中の痛み以外の不快症状，帰宅後の不
快症状，術後の痛み・腫れを訴えた患者がいること
から，術前において静脈内鎮静法の効果を十分に説
明し，理解を得たうえで実施することが重要である
と考えられた。

示 説

№４３：Ce-TZP/Al２O３ナノ複合体の表面処理が疲労強度に及ぼす影響
髙野智史１）２），田坂彰規１）２），吉成正雄１），櫻井 薫２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・有床義歯補綴）２）

№４４：インプラント埋入手術における静脈内鎮静法の有用性について
田口達夫１），関根秀志１），松崎文頼１），高梨琢也１），古屋克典１），山上美樹２），飯島俊一１），
椎貝達夫１），武田孝之１），高北義彦３），福田謙一３），半田俊之３），斎田菜緒子３），大串圭太３），
小池志穂３），大坪有子３）（東歯大・口健・インプラント）１）（東歯大・口健・補綴）２）

（東歯大・口健・歯麻）３）
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目的：審美修復や接着に関する研究が盛んに行われ
ている今日，コンポジットレジン修復がさらに多用
されるようになっている。天然歯の色調に近く審美
的な修復を行うために，積層充填時のコンポジット
レジン材料の厚みが，色調に及ぼす影響を把握する
必要がある。そこで今回我々は，数種類のシェード
を用いて，厚みによる色調の違いを色差計で計測
し，比較検討した。
方法：コンポジットレジンは，MIフロー（㈱ジー
シー：東京）のシェードA１，A２，A３，A３．５，
A４，A５，U, AO２，AO３を使用した。ディス
クの直径６．０mmにし，厚さ０．５mm，１．０mm，２．０
mm，３．０mm，４．０mmの試料を作製した。測色に
は微小面分光色差計VSS３００H（㈱日本電色工業）
を用いて，CIE１９７６L＊a＊b＊表色系を用いてYXZ
と L＊，a＊，b＊を求めた。背景に，黒色板と白色
板を用い各々３回測色した。得られた L＊，a＊，b
＊値の各々の平均値からTP値を，YXZから CR
値を算出し，レジンの厚みが色に及ぼす影響を検討
した。

成績および考察：TP値の結果において，オペーク
シェードのAO３では，０．５mmで２０．４８，１．０mm
で１０．２３，２．０mmで３．３２，３．０mmで０．６７，４．０mm
で０．４７であった。
Ａ３では，０．５mmで２６．５９，１．０mmで１７．１６，２．０

mmで５．０９，３．０mmで１．２２，４．０mmで０．３５であっ
た。U では，０．５mm で３３．３４，１．０mm で２０．１６，
２．０mmで８．２４，３．０mmで２．５５，４．０mmで１．１６で
あった。
CR値の結果においては，CRの厚みを増すとCR

値が増加した。特に３．０mm位で CR値１．０に近くな
ることが分かった。
これらのことから，オペークシェードでTP値を

３以下にするには，２．５mm以上の厚みが必要であ
り，通常使用するシェードでTP値を３以下にする
には，A１からA５で厚み２．５mm，Uで３．０mm必
要であることが示唆された。TP値を１．５以下にす
るには，A１からA５で厚み３．０mm, Uで４．０mm
必要であることが示唆された。

目的：長期間にわたる吸啜行動の継続は，成長・発
達中の乳歯列咬合に悪影響を及ぼすことが知られて
いるが，指しゃぶりや，おしゃぶりを常用していて
も，正常咬合である幼児も存在することから，吸啜
行動と歯列・咬合の関連性に関しては，継続期間の
みならず，吸啜を行っている時間や状況に関する調
査も必要不可欠である。そこで今回，吸啜行動を有
する低年齢児について，発現状況と発現時間，また
咬合状態との関連性について調査した。
方法：調査対象は，乳幼児歯科健康診査において，
指しゃぶりもしくはおしゃぶりを使用していた１歳
６か月児１９１名と２歳児１４９名である。それら小児の
母親に対し，①一日の中で吸啜行動が発現する状況
②吸啜時間に関するアンケートを行い，おしゃぶり
と指しゃぶりを行う状況の相違，一日における吸啜
時間と咬合状態との関連性について解析した。
成績：１）おしゃぶりの使用状況は，１歳６か月
児，２歳児とも夜の就寝時がそれぞれ８０．６％，８１．５
％と最も多く，次いで昼寝の時間であった。また指
しゃぶりも夜の就寝時に行う小児がそれぞれ６８．９％
と７６．２％と最も高率であった。２）おしゃぶりと指
しゃぶりの発現状況を比較すると，おしゃぶりは「夜

間，寝入った後も」とする回答が約２０％存在した
が，指しゃぶりは約５％であった。一方，指しゃぶ
りは，「退屈している時」，「不安な時」，「テレビを
見ながら」という回答や「一日中」とする回答が比
較的多かった。３）一日での吸啜時間をみると，６０
分以上行っている割合は指しゃぶりよりおしゃぶり
の方が多かった。４）一日における吸啜行動の時間
と咬合状態との関連性をみると，おしゃぶりは時間
が長くなるほど開咬を呈する小児の割合が，指しゃ
ぶりは上顎前突を呈する小児の割合が増加してい
た。
考察：今回の結果から，現在の母親はおしゃぶりを
「寝かせ付け」のグッズとして使用する傾向にあ
り，また２歳で常用する小児は顕著に減少してい
た。しかしながら，増齢と共に長時間使用する小児
の割合が増加し，また時間の増加と共に不正咬合の
発現率が高率になっていた。指しゃぶりは「一日中
行っている」という小児も多く，また増齢的に減少
傾向がみられないこと，不正咬合の発現率の高さか
ら考えると，おしゃぶりの使用も指しゃぶりも，早
い時期からの専門的なコンサルティングや管理が必
要である。

№４５：フロアブルコンポジットレジンの厚みと色調について
間 奈津子，天谷哲也，手銭親良，山田雅司，加藤広之，中澤妙衣子，中川寛一
（東歯大・保存）

№４６：低年齢児における吸啜行動について
児島泰子，藤田浩子，米津卓郎，新谷誠康（東歯大・小児歯）
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目的：大学教育に対する社会の要請として，障害者
に携わる歯科医師の養成が以前にも増して要求され
ている。しかしながら，歯科大学における障害者歯
科学の教育は多様化しており，専門講座の存在しな
い大学では講義担当講座もまちまちであり，講義時
間数も少ない。そこで今回我々は，本学学生の障害
者歯科に対する意識や教育に対する要望を調査し
た。
方法：調査対象は本学１１５期生であり，第４学年次
に行われる小児歯科学の障害者歯科に対する講義前
と臨床実習を終了した第６年次の総合講義時に，障
害者歯科に関するアンケート調査を行った。アン
ケート内容は，障害者歯科に対する関わり方，障害
者に対するイメージなどである。また臨床実習終了
後には，本学における障害者歯科の教育に対する意
見，臨床で経験した感想などを自由表記させて調査
した。アンケート回答学生数は講義前が１３０名，実
習終了後が１３２名である。
成績：１）障害者歯科に関わりたいと回答した学生
の割合は，教育前が２７．４％，教育後が４３．９％であ
り，統計学的に有意に増加していた。２）障害者に
対するイメージについて比較したところ，「コミュ

ニケーションをとることは難しいか」，「信頼関係を
結ぶことは難しいか」，「歯科診療は大変であるか」
という質問に対し，「そのとおりである」と回答し
たものはそれぞれ，７２．０％から６１．３％，４６．１％から
３８．６％，９２．３％から８４．８％に減少していた。３）学
生の感想をみると，「心が優しくて可愛いい」，「根
気よくやれば治療ができる」，「障害は単なる個性で
ある」といった意識の変化がみられる一方で，「専
門の講義や臨床実習が必要である」，「もっと介補す
る機会がほしい」，「いざ治療をするとなると恐怖を
感じる」，といった記載もあった。
考察：本学の障害者歯科の教育は主に小児歯科学と
歯科麻酔学の講義の一部として行われているに過ぎ
ず，臨床実習においても，学生が障害児・者と接す
る体験が少ない。しかしながら，本調査結果からす
ると，現行の教育体制においても，将来，障害児・
者歯科に関わろうとする学生が有意に増加してい
た。したがって，より一層システム化された教育を
学生はもとより，研修医に行うことにより，更に障
害者福祉に貢献できる歯科医を育成することが可能
であると考えられる。

目的：CTによる診断は確かに素晴らしいが，全て
の症例でCTを撮影するのは現実的ではない。そこ
で改めてデンタル写真に注目し，デンタル写真から
得られる多くの情報が，診断や治療方針を決定する
上で基本となることを踏まえて，研修期間内に多く
のデンタル写真を読影し，的確な診断が得られるよ
うに練習をした。
症例：患者は５０代男性。下顎前歯部の歯肉の腫脹を
主訴として来院。下顎前歯BOP（＋）で，特に下
顎右側前歯部に関しては６ミリ以上の PDが認めら
れた。デンタル所見では，下顎前歯部全体に水平性
の骨吸収が認められ，特に４２，４３番歯間には垂直性
の骨吸収が認められた。よく観察すると，歯槽硬線
が二重になっていた。一見骨が存在するように見え
たが，骨の形態に疑問を感じ，FOPを行うと二重
に見えていた線は，歯槽骨がクレーター状に吸収
し，その上縁と下縁だということが判明した。患者
のCT画像から三次元画像を作製し，デンタル写真
と肉眼所見とを比較した。
成績：規格性のあるデンタル写真を得るためにジグ

を作製し，さらにシェーデルを用いて上顎６番につ
いて偏遠心，正法，偏近心投影法でそれぞれ，上か
ら１０°２０°３０°，下から１０°２０°３０°と角度を変え
て撮影をする練習を行った。失敗した数も含めて約
５０枚のデンタル撮影を練習し，角度や位置付けのほ
んの少しの差で，出来上がるデンタル写真に大きな
変化が生じることが判明した。
考察：今までデンタル写真を撮影する時，インジ
ケーターをただ「ハイ，噛んでください」と言うだ
けであった。エックス線写真は被爆という点で患者
に負担をかける診査法ではあるが，質の良いデンタ
ル写真を撮ることで正確な診断，臨床経過の追跡に
つながる。二次元に表現されるデンタル写真から，
種々の検査により骨の形態を三次元的に把握するた
めには，検査対象となる症例を考慮し，撮影方法や
角度を変えることで，的確なデンタル写真を撮影す
ることが重要であると思われた。この症例発表を通
し，デンタル写真から歯牙や骨の形態的などの立体
的イメージや，自分の見たい部位を意識して，レン
トゲンの位置付けをする事の重要さを実感した。

№４７：本学学生の障害者歯科に対する意識について
米津卓郎，今井りえ，新谷誠康（東歯大・小児歯）

№４８：デンタル写真を読む
西田 茜１），平井基之２），古澤成博１）（東歯大・口健・総歯）１）（東京都）２）
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目的：部分層弁とはどのようなものなのか，学生時
代に講義では習ったものの実際に見たことは無かっ
た。今回，部分層弁について理解を深めることを目
的とし，どの様な症例が適応となり，どの様な結果
が得られるのかについて自分なりに勉強し，理解し
た上で実際の症例に臨んだ。
症例：症例１：４５歳，男性。インプラント二次手術
後の経過観察で来院。１４番歯の冷水痛を訴え，患歯
には一歯に限局した頬側歯頸部の歯肉退縮が認めら
れたため，部分層弁を利用した有茎歯肉弁の側方移
動による歯面の被覆を計画した。
歯面は術前に機械的に清掃し，リン酸にて処理。

縫合は移植粘膜と歯面とも密着が重要と考え懸垂縫
合とし，一部露出した骨膜をテルダーミスにて被覆
し，歯周パックを施した。一週間経過後，抜糸時に
は歯周パックは剥がれ，縫合糸は自然脱落してい
た。側方移動し歯面に密着させた筈の移植粘膜は吸
収して殆ど残っていなかった。
症例２：５１歳，女性。過蓋咬合改善のため，上顎

前歯部のMTM中であったが，矯正治療の終わり
が見えてきたため，１１，２１番歯の喪失により減少し
た歯槽堤の唇舌的幅径を，軟組織によって回復させ
る治療を行うこととした。結合組織内で切開を加
え，袋状に形成した上顎前歯部歯槽堤に口蓋より採

取した結合組織を挿入し，縫合により固定した。抜
糸は術後９日間経過後に行ったが，緊密な縫合を心
がけた結果，移植組織は生着していた。
考察：症例１では，結果的に移植粘膜と歯面の付着
獲得には至らなかった。
原因として，①縫合の甘さ②移植粘膜の吸収③フ

ラップの形成が悪く，結合組織内で離断されたきち
んとした部分層弁が形成されていなかった等が考え
られた。症例２では，前歯部歯槽堤を袋状に切開す
る際，部分層弁の粘膜をメスで破ってしまうことが
あった。これは粘膜表面側に刃部の先端が向いてい
たためと思われた。また，部分層弁は一定の厚みで
形成しなくてはならないため，骨面と平行にメスを
進める必要があり，高度な技術を要するものと思わ
れた。抜糸時に歯槽堤の唇舌的幅径は回復された
が，移植した組織は吸収が生じるため，安定した状
態で，術前と比較してどの程度回復したかという評
価を行う必要があるものと考えられた。また，軟組
織が十分に落ち着くのを待ってから最終補綴処置に
進むのが最善であると思われた。
今回の症例を通して，全ての処置は基本技能の反

復，応用の基に成り立っているということを身を
もって実感した。

№４９：部分層弁について知らなかったこと，分かったこと
金子 創１），平井基之２），古澤成博１）（東歯大・口健・総歯）１）（東京都）２）
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