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1. 解剖学講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教　　授	 井出　吉信	 歯科インプラントにおける偶発症抑止のための顎骨内部構造の解析（Ａ07-0010-2）

准 教 授 	 阿部　伸一	 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響（Ａ03-0010-1）

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

	 坂　　英樹	 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ91-0010-6）

	 松永　　智	 顎骨の骨梁構造と骨梁内生体アパタイト結晶配向を考慮した大規模三次元有限要素解
析（Ａ08-0010-1）

助　　教	 岩沼　　治	 骨髄由来SP細胞の筋線維への分化と制御因子の解明（Ａ09-0010-1）

大学院生	 中原　　賢	 マイクロCTを用いた骨口蓋内部構造の三次元的観察（Ａ04-0010-4）

	 廣木　愛実	 筋活性制御タンパクの発現（Ａ08-0010-4）

	 藤田　修平	 舌下動脈とオトガイ下動脈の走行（Ａ08-0010-2）

	 本田　秀光	 mdxマウスにおける筋再生過程で発現する成長因子に関する研究（Ａ08-0010-3）

	 木下　英明	 日本人下顎骨の形態計測および内部構造の観察（Ａ09-0010-2）

	 古屋　英敬	 下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性（Ａ09-0010-3）

専 攻 生 	 白倉　由貴	 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化の解析	－μCTによる立体構築と解析－	
（Ａ97-0010-2）

	 廣瀬　大希	 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究（Ａ01-0010-3）

	 小山　泰輔	 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響（Ａ03-0010-1）

	 内藤　裕義	 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響（Ａ03-0010-1）

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

	 菊池　龍介	 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ91-0010-6）

	 下尾　嘉昭	 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響（Ａ03-0010-1）

	 鈴木　正史	 顎骨の骨梁構造と骨梁内生体アパタイト結晶配向を考慮した大規模三次元有限要素解
析（Ａ08-0010-1）

2．成果の概要

1）	μCTを用いた顎骨ならびに歯の内部構造の観察（Ａ91-0010-6,	Ａ97-0010-2，Ａ04-0010-4，Ａ07-0010-1，	
Ａ07-0010-2，Ａ08-0010-1，Ａ09-0010-2,	Ａ09-0010-3）
骨、歯などの内部構造を三次元的に観察する際には従来、連続切片を作製し、それを重ねることによって像を得

ていた。しかし、この方法では試料を破壊すること、観察視点が１つに限られるうえ、立体構造の把握が困難であ
るという欠点があった。そこで、μCTを用いて非破壊的に顎骨、歯の内部構造を観察した。その結果、顎骨内部
を占める海綿質骨梁の明瞭な立体的構造を得ることができ、海綿質骨梁の体積率など三次元的な骨形態計測を行
うことができた。さらに、μCTのデータをもとに有限要素法を用いて力学的な解析を試みた。歯については、外形
の立体構築像とともにＸ線透過度の違いからエナメル質、象牙質、歯髄腔それぞれの形態を観察した。さらに、そ
れぞれの体積率、各部位の厚さなどについても検索することが可能であった。

Pediatric	Dent	J	19（2）,	187-195,	2009	
Pediatric	Dent	J	20（1）,	28-33,	2010	
Bull	Tokyo	Dent	Coll	51（1）,	1-6,	2010
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2）	臨床肉眼解剖（Ａ96-0010-3,	Ａ08-0010-2）
歯科治療における偶発症防止、義歯製作、嚥下機能の解明など、歯科臨床とかかわる解剖に関して、肉眼解剖

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

CRANIO	27（2）,	78-87,	2009

3）	摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性の解析（Ａ01-0010-3，Ａ03-0010-1,Ａ08-0010-3,	Ａ08-0010-4,	Ａ09-
0010-1）
高齢者の嚥下障害による誤嚥性肺炎などが社会問題となっている。そこで、摂食・嚥下関連筋群の分子生物学

的な検索、特に分子量の大きい筋収縮タンパクであるミオシン重鎖に属する各アイソフォームの組成の解明に焦点
を絞り、それぞれの筋線維特性から、関連筋群のもつ摂食・嚥下に関する制御機構を解明するため研究を展開して
いる。これら筋群のほとんどが口腔内、外より明視的に位置を同定することができ、医療現場に対しての情報提供
につなげたい。

Anat	Histol	Embryol	38（4）,	305-310,	2009	
Anat	Sci	Int	84（4）,	305-311,	2009	
Zoolog	Sci	26（5）,	315-320,	2009

3．科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

井出　吉信 歯科インプラントにおける偶発症抑止のための顎
骨内部構造の解析

文科省研究費補助金、基盤研究（C）、平成19-21年
度

阿部　伸一 筋組織の機能活性に関するアンチエイジング・リ
サーチ

東京歯科大学学長奨励研究助成、平成18-21年度

阿部　伸一 筋衛星細胞活性の促進と抑制に関する基礎的研
究

私立大学等経常費等補助金特別補助（高度化の推
進）、平成18-21年度　

阿部　伸一 筋機能再活性に関与する筋幹細胞分化過程解
明のフロンテイア

文科省研究費補助金、基盤研究（C）、平成19-21年
度

阿部　伸一 筋機能再生のための筋衛星細胞活性化に関する
基礎的研究

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

松永　智 生体アパタイトの配向性をも考慮に入れた顎骨の
高分解能・大規模有限要素解析

文科省研究費補助金、若手研究（B）、平成20年-21
年度

岩沼　治 骨髄SP細胞の筋線維分化過程解明へ向けた基
礎研究プロジェクト

文科省研究費補助金、若手研究（スタートアップ）、平
成21年-22年度

中原　賢 マイクロCTを用いた骨口蓋内部構造の三次元的
観察

大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）

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

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

木下　英明 日本人下顎骨の形態計測および内部構造の観察 大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）

古屋　英敬 下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配
向性

大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）

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

岸　飛鳥 mdxマウスにおける筋再生過程で発現する成長
因子に関する研究

大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）
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澤田　幸作 マイクロCTを用いた骨口蓋内部構造の三次元的
観察

大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）

中尾　正 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に
与える影響

大学院整備重点化経費・研究科特別経費（学生分）

4．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

井出　吉信 2009.	9.13 摂食・嚥下のメカニズムを知る 日本医用歯科機器学会・第19回研
究発表大会

横浜市

井出　吉信 2009.10.18 摂食・嚥下解剖学のトピックス 第4回リハビリテーション科専門医
会学術大会

諏訪郡	
下諏訪町

井出　吉信 2009.12.	6 インプラント治療におけるリスクに関す
るシンポジウム－基礎的ならびに臨床
的知見からの考察－

茨城県歯科医師会 水戸市

阿部　伸一 2009.	6.21 インプラントのための解剖学	－リスク
回避、安全なオペのために

第27回日本顎咬合学会学術大会 東京

阿部　伸一 2009.	8.28 輪状咽頭筋をめぐって「輪状咽頭筋の
層構造と機能的役割に関する考察」

第15回日本摂食・嚥下リハビリテー
ション学会学術大会

名古屋市

阿部　伸一 2010.	3.21 臨床における骨造成を考える 2010年日本先端技術研究所学術
講演会

東京

阿部　伸一 2010.	3.28 頭頸部領域の臨床解剖学「口腔、咽頭
領域における筋群のバリエーションと
筋膜隙」

第115回日本解剖学会全国学術集
会

盛岡市

学会等招待講演

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

井出　吉信 2009.	9.26 インプラント治療の解剖学	－インプラ
ント治療を安全に行うために、これだけ
は知っておきたい解剖知識－

第39回日本口腔インプラント学会・
学術大会

大阪市

阿部　伸一 2009.	4.19 頭頸部の解剖学 日本口腔インプラント学会、認証医
申請のための講習会（嵌植義歯研
究所主催）

仙台市

阿部　伸一 2009.	5.17 顎関節治療に必要な解剖学的知識 日本顎関節学会学術講演会 大阪市

阿部　伸一 2009.	9.20 Functional	Anatomy	of	TMJ International	Academy	of	
Advanced	Interdisciplinary	
Dentistry	Symposium

東京

阿部　伸一 2009.	9.26 7	topics	of	Implant	Anatomy Qingdao	University	School	of	
Stomatology

青島
中国

阿部　伸一 2009.10.	5 Implant	Anatomy College	of	Oral	Medicine,	
Taipei	Medical	University

台北
中華民國

阿部　伸一 2009.10.29 矯正治療に必要な機能解剖学的知識 東京矯正歯科学会 東京
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阿部　伸一 2009.11.	3 外科処置、インプラント治療のための
臨床機能解剖学

山形県歯科医学会 山形市

坂　英樹 2009.	5.13 小児顎骨内における乳歯歯根と後継
永久歯の位置に関する研究

第21回全国小児歯科開業医会全
国集会および総会（研究助成報告）

豊中市

坂　英樹 2010.	2.28 臨床に役立つ歯とその周囲の解剖学 第18回茨城県歯科医学会 水戸市

5．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

井出　吉信 2009.	4.18 インプラント知っておきたい解剖学 総合インプラント研究センター 東京

井出　吉信 2009.	5.10 インプラントの施術時に知っておきた
い解剖学

日本歯科先端技術研究所研修 東京

井出　吉信 2009.	5.18 インプラントのための口腔解剖 九州インプラント研究会 熊本市

井出　吉信 2009.	5.30 インプラントにおける解剖学的な基礎
知識

2009年度JSOI認定講習会 東京

井出　吉信 2009.	6.21 インプラントにおける解剖学的な基礎
知識

日本口腔インプラント学会認定講習
会

札幌市

井出　吉信 2009.	7.10 よく噛み・おいしく食べて脳を目覚めさ
せよう－摂食・嚥下のメカニズム－

東京都江戸川区歯科医師会講習
会

東京

井出　吉信 2009.	7.12 安全確実な上顎洞へのアプローチ	
解剖学的見地から　総論

日本歯科医師会生涯研修事業認
定研修会　プラトンセミナー2009

横浜市

井出　吉信 2009.	7.21 摂食・嚥下知っておきたい解剖学 東京歯科大学同窓会練馬支部学
術講演会

東京

井出　吉信 2009.	9.12 インプラント治療に必要な顎骨の構造 東京都歯科技工士会・全都講習会 東京

井出　吉信 2009.	9.28 東京歯科大学の教育・研究・臨床にお
ける考え方

日本歯科大学生命歯学部・第7回
歯科医学講演会

東京

井出　吉信 2009.10.17 摂食・嚥下のメカニズムを知る 千葉県安房歯科医師会 館山市

井出　吉信 2009.11.	3 摂食・嚥下障害の解剖について 神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療
担当者研修会

横浜市

井出　吉信 2009.11.	6 歯科領域での臨床に関連した解剖学
教育

第27回献体実務担当者研修会 浦安市

井出　吉信 2009.11.26 歯科衛生士のための解剖学 宮城高等歯科衛生士学院 仙台市

井出　吉信 2009.12.10 よくわかる顎骨の機能－特に口腔の講
義を中心に－

豊島区学校歯科医会・学術講演会 東京

井出　吉信 2010.	3.21 インプラント・知っておきたい顎骨の構
造とその変化

社団法人日本歯科先端技術研究
所学術講演会・市民公開講座

東京

阿部　伸一 2009.	4.26 頭頸部における神経の走行形態と｢痛
み｣のメカニズム

仙台臨床研修会 仙台市

阿部　伸一 2009.	5.16 外科処置のための臨床機能解剖学 岸和田市歯科医師会学術講演会 岸和田市

阿部　伸一 2009.	5.27 明日の臨床に役立つ機能解剖の重要
ポイント

葛飾区歯科医師会学術講演会 東京



15

阿部　伸一 2009.	7.	5 インプラントに必要な解剖学 臨床歯科を語る会 東京

阿部　伸一 2009.	7.26 １）外科処置、インプラント治療のため
の臨床機能解剖学	
２）無歯顎治療のために知っておきた
い高齢者の摂食・嚥下

静岡県歯科医師会 静岡市

阿部　伸一 2009.	8.	9 摂食・嚥下器官の解剖と生理 愛知県歯科衛生士会研修会 名古屋市

阿部　伸一 2009.	9.19 インプラント、摂食・嚥下のための臨床
機能解剖学

仙台歯科医師会学術講演会 仙台市

阿部　伸一 2009.	9.27 Hands	on	Anatomy	for	Implant New	York	University,	
Continuing	Dental	Education	
Programs

青島	
中国

阿部　伸一 2009.10.	3 最新の部分床義歯補綴治療 明海大学・朝日大学生涯研修セミ
ナー

東京

阿部　伸一 2009.10.	5 Implant	Anatomy Chi	Mei	Medical	Center 台南
中華民國

阿部　伸一 2009.10.	8 摂食・嚥下機能障害における基本的知
識

千葉県歯科医師会 千葉市

阿部　伸一 2009.11.27 総義歯補綴解剖学 東京歯科大学同窓会港区芝支部
学術講演会

東京

阿部　伸一 2009.12.16 神経損傷を回避するために知っておき
たい臨床機能解剖

東京松風歯科クラブ学術講演会 東京

阿部　伸一 2010.	1.25 私の授業の工夫 東京歯科大学	歯科医学教育セミ
ナー

千葉市

阿部　伸一 2010.	2.	4 摂食嚥下を理解するための機能解剖
学

港区芝歯科医師会学校歯科医部
会

東京

阿部　伸一 2010.	2.	6 外科処置時の事故を未然に防ぐ－機
能解剖の観点から－

青葉区歯科医師会学術講演会 横浜市

坂　	英樹 2009.	9.15 インプラント治療に必要な解剖学 JMMデンタルインプラントセミナー 袋井市

共用試験等

氏名 年月日 種別 役割 開催地

井出　吉信 2010.	2.18 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT 実施顧問 千葉市

井出　吉信 2010.	3.11 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT追・再試験 実施顧問 千葉市

井出　吉信 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第4学年OSCE 運営委員長 千葉市

坂　英樹 2010.	2.18 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT 試験問題選定委員 千葉市

坂　英樹 2010.	3.11 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT追・再試験 試験問題選定委員 千葉市



10原著論文

原著論文
Abe S1)2), Nonami K1), Iwanuma O1), Hiroki E1), Yanagisawa N3), Sakiyama K4), Ide Y1).
HGF and IGF-1 is present during the developmental process of murine masseter muscle.
J Hand Tissue Biol, 18(1), 1-6, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 昭和大学歯学部口腔解剖学、4) 明海大学歯学部口腔解剖学
DOI : 10.2485/jhtb.18.1

21001001

原著論文
Abe S, Hirose D, Kado S, Iwanuma O, Saka H, Yanagisawa N, Ide Y.
Increased expression of decorin during the regeneration stage of mdx mouse.
Anat Sci Int, 84(4), 305-311, 2009.  基盤研究（C）
東京歯科大学解剖学
DOI : 10.1007/s12565-009-0039-9 　PubMed ID : 19337786

21001002

原著論文
Abe S, Rhee S, Iwanuma O, Hiroki E, Yanagisawa N, Sakiyama K, Ide Y.
Effect of mechanical stretching on expressions of muscle specific transcription factors MyoD, Myf-5, myogenin and
MRF4 in proliferated myoblasts.
Anat Histol Embryol, 38(4), 305-310, 2009.  基盤研究（C）
東京歯科大学解剖学
DOI : 10.1111/j.1439-0264.2009.00945.x　PubMed ID : 19614631

21001003

原著論文
Abe S1), Soejima M1), Iwanuma O1), Saka H1), Matsunaga S1), Sakiyama K2), Ide Y1).
Expression of myostatin and follistatin in Mdx mice, an animal model for muscular dystrophy.
Zool Sci, 26, 315-320, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学解剖学、2) 明海大学歯学部解剖学
DOI : 10.2108/zsj.26.315　PubMed ID : 19715499

21001004

原著論文
Pehlivan D1)3), Abe S2)8), Ozturk S3), Kayhan KB4), Gunduz E5), Cefle K3), Bayrak A3), Ark N6), Gunduz M6)7),
Palanduz S3).
Cytogenetic analysis and examination of SOS1 gene mutation in a Turkish family with hereditary gingival fibromatosis.
J Hard Tissue Biology, 18, 131-134, 2009.  基盤研究（C）
1) Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) Department of Internal Medicine,
Division of Medical Genetics, Istanbul University、4) Department of Oral Surgery and Medicine, Faculty of Dentistry, Istanbul University、5) Department of
Medical Genetics, Faculty of Medicine, Fatih University、6) Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine, Fatih University、7)
Department of Oral Pathology and Medicine, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University、8) 東京歯科大学解剖学
DOI : 10.2485/jhtb.18.131

21001005

原著論文
Lu WY1), Saka H1), Tamatsu Y2), Nakahara K1), Agematsu H1), Ide Y1).
The morphological analysis of root resorption of mandibular primary canines and their relationship with the position of
successive permanent teeth using Micro-CT.
Pediatric Dental Journal, 19(2), 187-195, 2009.   学位論文（乙）全国小児歯科開業医会研究助成
1) 東京歯科大学解剖学、2) 鹿児島大学大学院医歯学研究科口腔解剖学
医中誌 ID : 2010128023

21001006

原著論文
Agematsu H, Ohnishi M, Matsunaga S, Saka H, Nakahara K, Ide Y.
Three-dimensional analysis of pulp chambers in mandibular first deciduous molars.
Pediatr Dent J, 20(1), 28-33, 2010.   学位論文（乙）
東京歯科大学解剖学
医中誌 ID : 2010325594

21001007



原著論文
Agematsu H1), Someda H1), Hashimoto M2), Matsunaga S1), Abe S1), Kim HJ3), Koyama T1), Naito H1), Ishida R4), Ide
Y1).
Three-dimensional observation of decrease in pulp cavity volume using micro-CT: age-related change.
Bull Tokyo Dent Coll, 51(1), 1-6, 2010.
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学法人類学、3) 延世大学校歯科大学解剖発達生物学、4) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科支援診療科
DOI : 10.2209/tdcpublication.51.1　PubMed ID : 20574128

21001008

原著論文
Sugisaki M, Agematsu H, Matsunaga S, Saka H, Sakiyama K, Ide Y.
Three-dimensional analysis of the internal structure of the mandibular condyle in dentulous and edentulous jaws using
micro-CT.
Cranio, 27(2), 78-87, 2009.   学位論文（甲）
東京歯科大学解剖学
PubMed ID : 19455918

21001009

原著論文
Kawai T1), Watanabe Y1), Tonogi M1), Yamane GY1), Abe S2), Yamada Y3), Callan A4).
Visual and auditory stimuli associated with swallowing: an fMRI study.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(4), 169-181, 2009.
1) 東京歯科大学市川総合病院オーラルメディシン・口腔外科学、2) 東京歯科大学解剖学、3) 新潟大学歯学部生理学、4) ATR脳情報研究所脳活動イメージングセンター
DOI : 10.2209/tdcpublication.50.169　PubMed ID : 20179392　研究課題番号: Ａ07-0620-01

21201003

6解説

解説
阿部伸一、井出吉信
無歯顎補綴にかかわる機能解剖学
歯科技工別冊　デザイニング・コンプリートデンチャー, 6-12, 2009.
東京歯科大学解剖学

21001010

解説
阿部伸一
補綴治療のための機能解剖と治療後の抗加齢現象
日本歯科医師会雑誌, 61(10), 37-48, 2009.
東京歯科大学解剖学

21001020

解説
阿部伸一
補綴治療のための機能解剖と筋組織に生じる変化
歯科学報, 109(3), 264-269, 2009.
東京歯科大学解剖学

21001021

解説
阿部伸一
摂食・嚥下のメカニズムと関連する筋組織
歯界展望, 115(2), 290-295, 2010.
東京歯科大学解剖学

21001022

解説
阿部伸一
摂食・嚥下に関係する解剖
小児外科, 42(3), 222-227, 2010.
東京歯科大学解剖学

21001023



解説
坂英樹
小児顎骨内における乳歯歯根と後継永久歯の位置に関する研究
小児歯科臨床, 15(1), 51-61, 2010.
東京歯科大学解剖学

21001026

6単行図書（分担）

単行図書（分担）
井出吉信、阿部伸一
第12章　頭頸部の関節
口腔解剖学, 84-87, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001013

単行図書（分担）
阿部伸一、井出吉信
第17章　咀嚼と嚥下
口腔解剖学, 145-149, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001014

単行図書（分担）
阿部伸一、井出吉信
第19章　義歯と筋
口腔解剖学, 155-160, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001015

単行図書（分担）
井出吉信、上松博子
第3章　骨学総論
口腔解剖学, 8-15, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001016

単行図書（分担）
井出吉信、上松博子
第4章　筋学総論
口腔解剖学, 16-20, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001017

単行図書（分担）
井出吉信、松永智
第16章　加齢と歯の喪失に伴う顎骨の変化
口腔解剖学, 140-144, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45634-7
東京歯科大学解剖学

21001019



1単行図書（DVD）

単行図書（DVD）
井出吉信、阿部伸一、上松博子、坂英樹、御手洗智、松永智、岩沼治
画像でみる歯科放射線学
2009.
わかば出版　東京
東京歯科大学解剖学

21001012

20学会発表・口演

学会発表・口演
阿部伸一1)2)、岩沼治1)2)、井出吉信1)
骨髄由来SP細胞の筋線維への分化
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 86, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21001027

学会発表・口演
坂英樹、井出吉信
マイクロCTによる乳犬歯部顎骨内部構造の三次元的観察
第47回日本小児歯科学会大会　吹田市
東京歯科大学解剖学

21001031

学会発表・口演
松永智1)、吉成正雄2)3)、井出吉信1)
下顎骨関節突起における生体アパタイト結晶の配向性
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学歯科理工学

21001032

学会発表・口演
岩沼治、岸飛鳥、菊池昭仁、阿部伸一、井出吉信
骨髄由来SP細胞の筋線維への分化について
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
東京歯科大学解剖学

21001033

学会発表・口演
中原賢1)、松永智1)2)、田松裕一3)、高野直樹4)、井出吉信1)
日本人骨口蓋周囲の骨梁構造分析と三次元有限要素解析
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 83, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 鹿児島大学歯学部口腔解剖学、3) 慶應義塾大学理工学部、4) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7
医中誌 ID : 2009318047

21001034

学会発表・口演
廣木愛実、岸飛鳥、岩沼治、阿部伸一、井出吉信
筋再生時における骨格筋形成抑制因子および関連因子の発現
日本解剖学会第97回関東支部学術集会　所沢市
東京歯科大学解剖学

21001035

学会発表・口演
藤田修平1)、阿部伸一1)、吉成正雄2)3)、矢島安朝4)、井出吉信1)
下顎前歯部舌側部領域における動脈の走行状態
第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学口腔インプラント学

21001036



学会発表・口演
本田秀光1)、岩沼治1)2)、上松博子1)、阿部伸一1)2)、井出吉信1)
mdxマウス咬筋の筋再生過程におけるHGF、IGF-1の発現
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 86, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7
医中誌 ID : 2009318059

21001037

学会発表・口演
古屋英敬1)、森岡俊行1)2)、松永智1)2)、吉成正雄2)3)、井出吉信1)
下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 83, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009318045

21001038

学会発表・口演
古屋英敬1)2)、森岡俊行2)3)、松永智1)2)、吉成正雄2)4)、井出吉信1)
下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性
第39回日本口腔インプラント学会学術大会プログラム・抄録集, 135, 2009.
第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学口腔インプラント学、4) 東京歯科大学歯科理工学

21001039

学会発表・口演
古屋英敬1)2)、松永智1)2)、井出吉信1)
ヒト下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性
日本解剖学会第97回関東支部学術集会　所沢市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門

21001040

学会発表・口演
木下英明1)2)、中原賢1)、松永智1)2)、上松博子1)、高野直樹3)、井出吉信1)
下顎管周囲の骨梁構造分析と三次元有限要素解析
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 83, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 慶應義塾大学理工学部
医中誌 ID : 2009318046

21001041

学会発表・口演
木下英明1)2)、中原賢1)、松永智1)2)、吉成正雄2)、高野直樹3)、井出吉信1)
インプラント埋入角度の違いが荷重伝達経路に及ぼす影響
第39回日本口腔インプラント学会学術大会プログラム・抄録集, 183, 2009.
第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 慶應義塾大学理工学部

21001042

学会発表・口演
澤田幸作1)、市川雄二2)、羽賀美保2)
上顎洞内に迷入した根管充填材による上顎洞炎の１例
日本口腔外科学会雑誌, 55(S), 83, 2009.
第54回日本口腔外科学会総会・学術大会　札幌市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 都立豊島病院歯科口腔外科

21001043



学会発表・口演
澤田幸作1)、木下英明1)、中原賢1)、松永智1)2)、井出吉信1)
上顎歯槽骨における骨厚径計測
歯科学報, 109(4), 430, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21001044

学会発表・口演
中尾正1)、上松博子1)、阿部伸一1)2)、井出吉信1)
外側翼突筋を支配する神経の筋内分布に関する肉眼解剖学的研究
歯科学報, 109(4), 432, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21001045

学会発表・口演
岸飛鳥1)、岩沼治1)2)、阿部伸一1)2)、井出吉信1)
機械的刺激が筋特異的制御因子の発現に及ぼす影響
歯科学報, 109(4), 431, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21001046

学会発表・口演
森岡俊行1)2)、古屋英敬2)3)、松永智2)3)、吉成正雄2)、井出吉信3)、矢島安朝1)
ヒト有歯顎下顎皮質骨大臼歯部における、生体アパタイト結晶の配向性
歯科学報, 109(4), 433, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学口腔インプラント学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学解剖学
医中誌 ID : 2010059162

21113017

学会発表・口演
望月隆二1)、井出吉信2)、小田豊3)、河田英司3)4)、橋本正次5)
新入生の自然科学系科目における学力のアンバランスについて
日本歯科医学教育学会第28回総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学物理学、2) 東京歯科大学解剖学、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学歯科医学、教育開発センター、5) 東京歯科大学法人類学

21404001

学会発表・口演
森岡俊行1)2)、古屋英敬2)3)、松永智2)3)、吉成正雄2)、井出吉信3)、矢島安朝1)
下顎皮質骨における生体アパタイト結晶の配向性
日本口腔インプラント学会誌, 22(S), 135, 2009.  基盤研究（B）

第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学口腔インプラント学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門  、3) 東京歯科大学解剖学
医中誌 ID : 2009349887

21502015

2学会発表・示説

学会発表・示説
阿部伸一1)、村上聡2)、小田豊3)、井出吉信1)、河田英司2)3)
OSCE態度評価の再評価と評価者トレーニングのためのシステム構築
第28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, 140, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、3) 東京歯科大学歯科理工学

21001028



学会発表・示説
村上聡1)、河田英司1)、佐野司2)、西川慶一2)、小田豊3)、井出吉信4)
Nintendo DS Lightを活用した学習の新評価システム ‒オンライン小テストシステムによる形成的評価
第28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 ,
第28回日本歯科医学教育学会総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、2) 東京歯科大学歯科放射線学、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学解剖学

21504002

2学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
阿部伸一1)2)
輪状咽頭筋の層構造と機能的役割に関する考察
第15回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会　名古屋市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21001029

学会発表・シンポジウム
阿部伸一
口腔、咽頭領域における筋群のバリエーション筋膜隙
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
東京歯科大学解剖学

21001030

2その他

その他
阿部伸一
臨床から見えてくる基礎研究のターゲット
日本歯科評論, 70(2), 9-11, 2010.
東京歯科大学解剖学

21001024

その他
阿部伸一
筋機能再活性に関与する筋幹細胞分化過程解明のフロンティア（科学研究費報告書）
平成19年度～平成21年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書, 2010.
東京歯科大学解剖学

21001025
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2. 口腔超微構造学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

教　　授	 栁澤　孝彰	 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化（Ａ85-0020-1）

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

	 見明　康雄	 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ97-0020-2）

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

講　　師	 森口美津子	 歯牙形成における誘導因子とシグナル伝達について（Ａ08-0020-1）

助　　教	 山崎　貴希	 インプラント表面性状の違いによる周囲組織との結合能の違いとそれに対する薬剤の影響
（Ａ06-0020-2）

大学院生	 石川　真由	 顔面形成と歯牙発生におけるアポトーシス誘導因子

2．成果の概要

1)	 メダカ（Oryzias	 latipes）の歯エナメロイドの形態学的および結晶学的特性
エナメル質結晶形成のための知識を深めるため、ヒトエナメル質と類似したメダカの歯エナメロイドを超高分解能

電子顕微鏡（HR-TEM）、電子線マイクロアナライザー（EPMA）と微小部Ｘ線回折装置（XRD）を用いて観察した。
HR-TEM観察では、結晶の密度が増加すると、不完全な細長い六角形の形状をしたエナメロイド結晶が互いに融
合する像が観察された。EPMA分析では、カルシウム、リン酸塩と鉄の明瞭な面分析像が示され、定性分析で高
濃度のカルシウムとリン酸塩が示された。XRDでは、エナメロイド結晶が比較的結晶性の良いハイドロキシアパタイ
トで構成されることが示された。また (211)、(112)、(210)と（002）反射が明瞭に検出された。従って、メダカの
エナメロイドは多生歯性および短期寿命のため、歯の発育のための研究に役立つことが示唆された。

J	Hard	Tissue	Biol	18(2),	111-116,	2010

2)		萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ79-0020-1）
発育中のラット歯根膜について、弾性系線維を構成する主要蛋白の分布を免疫組織化学的に検討した。3週齢

の歯根膜には Elastin 陽性線維は認められなかった。5-７週齢になると根尖部歯根膜の血管周囲に明瞭なElastin
の発現が全ての動物で認められた。Fibrillin-2とMAGP陽性線維は19日齢の発達中の歯根膜に広範囲に発現し
ていた。5-7 週齢になると陽性線維の長さと太さが増し、良く発達した血管網に沿って走行していた。歯根分岐部
にも多数の線維が歯槽骨と歯根の間を結ぶように走行していた。以上より、Elastin は臼歯咬合の開始に伴って歯
根膜に発現し、エラウニン線維を構築することが明らかとなった。この線維は弾性を有していることから、咬合によっ
て生じる血管配列の変位を本来の位置に修復する機能を担っているものと推測された。また、Fibrillin-2とMAGP
はエラウニン線維形成に重要であるのみならず、これらが保有する生理活性により歯根膜の恒常性維持にも関与し
ていることが示唆された。

J	Periodontal	Res	45(1),	52-59,	2010

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
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栁澤　孝彰	
見明　康雄

キシリトールに関する一連の研究 ロッテ・中央研究所	
マヒドール大・歯・口腔生物

さいたま市
Thailand

鈴木　義久
Sroisiri	T

栁澤　孝彰	
見明　康雄

メダカエナメロイドの結晶構造に関する
電顕的研究

広大・院・医歯薬・生体材料 広島市 岡崎　正之

澤田　隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微
構造的変化

McGill大・医・解剖/細胞生物 Canada 井上　貞行

見明　康雄 年齢による歯石構造の違いに関する研
究	
コノドント歯の結晶構造に関する電顕
的研究

高知学園短大・保健・歯科衛生 高知市 三島　弘幸

森口美津子 歯牙形成における誘導因子とシグナル
伝達について

新潟医療福祉大・医療技術・理
学療法

新潟市 山田まりえ

4	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

見明　康雄 歯質強化素材の開発－石化海草の耐酸性効果評価ヒ
ト試験

（株）ロッテ共同研究費

石川　真由 顔面形成と歯牙発生におけるアポトーシス誘導因子 大学院教育高度化支援メニュー	
研究科特別研費－学生分

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

塩谷　宗大	 2009.11.28 第4回東京歯科大学同窓
会会長賞優秀賞

再植歯とインプラント体周囲組織
の超微構造的研究

東京歯科大学同窓会

6.	教育講演等教育に関する業績、活動

ワークショップ
氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地

見明　康雄 2009.	8.29 臨床研究デザインワークショップ 参加者 千葉市

共用試験
氏名 年月日 種別 役割 開催地

澤田　隆 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第4学年OSCE 評価者 千葉市

見明　康雄 2010.	2.18 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT 試験問題選定委員 千葉市

見明　康雄 2010.	3.11 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT
追・再試験

試験問題選定委員 千葉市



4原著論文

原著論文
Miake Y1), Yamazaki T1), Yanagisawa T1), Sakae T2), Suwa T3), Okazaki M4).
Morphological and crystallographic properties of tooth enameloid of medaka (Oryzias latipes).
J Hard Tissue Biol, 18(2), 111-116, 2009.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 日本大学松戸歯学部組織細胞再生系組織・発生・解剖学、3) 日本大学松戸歯学部口腔顎脳再建学系顎口腔義歯リハビリテーション学、4) 広
島大学大学院医歯薬学総合研究科
DOI : 10.2485/jhtb.18.111

21002002

原著論文
Sugawara Y1), Sawada T1), Inoue S2), Shibayama K3), Yanagisawa T1).
Immunohistochemical localization of elastin, fibrillins and microfibril-associated glycoprotein-1 in the developing
periodontal ligament of the rat molar.
J Periodont Res, 45(1), 52-59, 2010.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) Department of Anatomy and Cell Biology, McGill University, Montreal, QC, Canada、3) 東京歯科大学生化学
DOI : 10.1111/j.1600-0765.2008.01196.x

21002006

原著論文
三島弘幸1)、北原正大2)、宮元沙織3)、田中和夫4)、大久保厚司5)、西野彰恭1)、大野由香1)、中石祐子1)、野村加代1)、和食沙紀
1)、見明康雄6)
性差と年齢による歯肉縁下歯石の形態と組成の変化
日本再生歯科医学会誌, 7(1), 34-46, 2009.
1) 高知学園短期大学医療衛生学科 、2) 高知大学医学部脳神経外科、3) 高知大学医学部皮膚科、4) 田中歯科医院、5) 日本大学松戸歯学部組織・発生・解剖学、6) 東京歯科大学
口腔超微構造学

21002007

原著論文
Sawaki K1), Okubo M1), Shimomiya T1), Tukagoshi E1), Sakai T1), Yamazaki T2), Kenmochi M3), Miyao M3), Kaneko Y3),
Ichinohe T3), Kawaguchi M1).
Evaluation of high-performance liquid chromatography and mass spectrometry method for pharmacokinetic study of
local anesthetic ropivacaine in plasma.
Biomed Res, 30(6), 319-324, 2009.
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) 東京歯科大学歯科麻酔学
PubMed ID : 20051639　研究課題番号: A05-0210-3

21007003

3解説

解説
見明康雄
MIと再石灰化
日本歯科理工学会誌, 29(1), 5-8, 2010.
東京歯科大学口腔超微構造学

21002008

解説
栁澤孝彰
大学院の現況
日本歯科医学教育学会雑誌別冊　歯科医学教育白書2008年版（2006～2008年）, 14-15, 2009.
日本歯科医学教育学会　東京
東京歯科大学口腔超微構造学

21002009

解説
栁澤孝彰
大学歯学部・歯科大学および大学院の自己点検・評価　2）大学院の自己点検・評価の現状と問題
日本歯科医学教育学会雑誌別冊　歯科医学教育白書2008年版（2006～2008年）, 32-33, 2009.
日本歯科医学教育学会　東京
東京歯科大学口腔超微構造学

21002010



1単行図書（分担）

単行図書（分担）
栁澤孝彰、見明康雄、澤田隆
エナメル質の形成と成長、構造、およびその破壊と修復
エナメル質　形成、構造、遺伝、再生、起源と進化, 37-52, 2009.
わかば出版　東京　ISBN : 978-4-89824-049-6 C3047
東京歯科大学口腔超微構造学

21002001

7学会発表・示説

学会発表・示説
森口美津子1)、山田まりえ2)、栁澤孝彰1)
ラット臼歯歯胚におけるTAK1とTAB1の分布
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 141, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 新潟医療福祉大学・医療技術・理学療法
医中誌 ID : 2009318279

21002003

学会発表・示説
三島弘幸1)、筧光男2)、安井敏夫3)、見明康雄4)
シルル紀から石炭紀のコノドント化石の硬組織の構造
化石研究会会誌, 42(1), 40-41, 2009.
第27回化石研究会総会・学術大会　横浜市
1) 高知学園短期大学医療衛生学科、2) 明海大学歯学部携帯機能成育学講座解剖学、3) 鎌倉山自然の森博物館、4) 東京歯科大学口腔超微構造学

21002004

学会発表・示説
森口美津子1)、山田まりえ2)、栁澤孝彰1)
ラット臼歯歯胚におけるXIAPの分布
解剖学雑誌, 85(S), 176, 2010.
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) 新潟医療福祉大学医療技術学部
医中誌 ID : 2010181531

21002011

学会発表・示説
三島弘幸1)、大久保厚司2)、北原正大3)、田中和夫4)、和食沙紀3)、大野由香2)、中石裕子2)、野村加代1)、見明康雄5)、栁澤孝彰
5)
歯肉-歯周病変部に形成された歯石と縁下歯石の構造及び組成の比較
解剖学雑誌, 85(S), 2010.
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
1) 高知学園短期大学医療衛生学科、2) 日宇歯科医院、3) 高知大学医学部脳神経外科、4) 田中歯科医院、5) 東京歯科大学口腔超微構造学

21002012

学会発表・示説
新田由貴江1)、森口美津子2)、山田まりえ3)、栁澤孝彰2)
ラット臼歯歯胚におけるGSK-3βの分布
解剖学雑誌, 85(S), 201, 2010.
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
1) 東京歯科大学（学生）、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) 新潟医療福祉大学医療技術学部
医中誌 ID : 2010181670

21002013



学会発表・示説
石岡みずき1)、渡邊弘樹2)、石塚洋一3)、柳澤孝彰4)、新谷誠康1)
n-NOS欠損マウス歯肉における各種NOSおよびSODの発現
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 102, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 奥羽大学歯学部生体構造口腔組織、3) 東京歯科大学歯周病学、4) 東京歯科大学口腔超微構造学
医中誌 ID : 2009318123

21104026

学会発表・示説
杉山哲也1)2)、見明康雄3)、矢島安朝4)、櫻井薫1)
埋入6年8ヶ月後に除去した薄膜ハイドロキシアパタイトコーティングインプラントの表面観察
第39回日本口腔インプラント学会・学術大会プログラム・抄録集, 250, 2009.
第39回日本口腔インプラント学会・学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学口腔超微構造学、4) 東京歯科大学口腔インプ
ラント学

21107036



28

3. 生理学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

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

講　　師	 山本　　哲	 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代謝異常の影響	
（Ａ97-0090-1）

	 遠藤　隆行	 脳幹孤束核細胞の生理機能について（Ａ04-0090-1）

	 澁川　義幸	 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ95-0090-2）

	 	 顎運動関連ミラーニューロシステムの検討（Ａ02-0090-1）

大学院生	 市川　秀樹	 マウス耳下腺腺房細胞でのaquaporin	6の発現

2.	成果の概要

1)	離乳期から粉末飼料で飼育したマウス（粉末食群）と固形飼料で飼育したマウス（固形食群）について、生後
3および 6か月齢での海馬における新生ニューロン数を免疫組織化学的に調べた。その結果、いずれの月齢におい
ても新生ニューロン数は固形食群に比べて粉末食群で有意に少なかった。このことから、成長期における咀嚼運動
量の減少が成熟後の海馬の機能を阻害することが示唆された。（Ａ97-0090-1）

Bull	Tokyo	Dent	Coll	50(3),	117-124,	2009

2)	マウス象牙芽細胞における温度感受性・浸透圧感受性・機械感受性 transient	receptor	potential（TRP）
channels 発現を、細胞内カルシウムイメージング、RT-PCR、パッチクランプ法で検討した。象牙芽細胞には、
TRPV1,	TRPV2,	TRPV3,	TRPV4,	TRPM3が発現しており、TRPM8	and	TRPA1は発現していなかった。

Journal	of	Dental	Research,	88:	1014-1019,	2009

3)	ラットエナメル芽細胞における細胞内カルシウム輸送を明らかにするため、ナトリウム－カルシウム交換機構の
発現を、細胞内カルシウムイメージング、RT-PCR、パッチクランプ法、および免疫組織学的手法を用いて検討した。
エナメル芽細胞には、ナトリウム－カルシウム交換体サブタイプ1および 3が発現していた。

Journal	of	Pharmacological	Sciences,	112(2):	223-230,	2010

3.	学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

澁川　義幸 K+-dependent	Na+/Ca2+	exchangerの構造変
異と細胞膜K+-Na+/Ca2+	交換駆動過程の機能
連関

カルガリー大学医学
部

Calgary,	
Canada

PP	
Mchnet-	
kamp

澁川　義幸 心室筋細胞のCa2+信号はアセトアルデヒド・全身
性局所麻酔薬で調節されるか？

東邦大･薬 船橋市 百瀬弥寿徳

澁川　義幸 象牙芽細胞の細胞内Ca2+信号に関する研究 延世大学･歯 ソウル	
韓国

Dong	Min	
Shin
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澁川　義幸 電位依存性K+チャネルの生体物理学的特性に関
する研究

カルガリー大･医 Calgary,	
Canada

WR	Giles

澁川　義幸 象牙芽細胞は感覚受容細胞であるか？ リヨン第一大 Lyon,	
France

H.	
Magloire

澁川　義幸 細胞内IP3濃度計測に関する研究 北医大･歯 石狩郡	
当別町

谷村　明彦

澁川　義幸 象牙芽細胞のTRPM8チャネルに関する研究 鹿児島大学･歯 鹿児島市 徳田　雅行

澁川　義幸 唾液腺細胞のAQP発現 岩手医科大学･歯 盛岡市 佐原　資謹

澁川　義幸 唾液腺水分泌機構 日大・生産資源 藤沢市 杉谷　博士

澁川　義幸 先天性無痛無汗症における感覚認識機構の解明
－疾患動物モデルと脳磁図を用いた検討－

東京大学医学部附属
病院麻酔科

東京 冨岡　俊也

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

澁川　義幸 歯牙発生過程における近遠心頬舌側決定因子：歯胚Ｃａ信
号の非対称性分布と制御機構

文科省文科省科研費・基盤研究（C）

澁川　義幸 口腔アンチエイジングによる生体制御 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・
hrc7

市川　秀樹 耳下腺腺房細胞におけるAQP6発現の電気生理学的検索 大学院教育研究高度化支援メニュー

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

市川　秀樹 2009.	7.25 Poster	award Electrophysiological	properties	
of	AQP6	in	mouse	parotid	
acinar	cells

The	11th	International	
Symposium	on	Exocrine	
Secretion	(ISES)

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

澁川　義幸 2009.	9.	9 象牙芽細胞におけるTRPV1/Ca2+シグナル 第51回	歯科基礎医学会	
学術大会ならびに総会

新潟市



4原著論文

原著論文
Son AR1), Yang YM1), Hong JH1), Lee SI1), Shibukawa Y2), Shin DM1).
Odontoblast TRP channels and thermo/mechanical transmission.
J Dent Res, 88(11), 1014-1019, 2009.  基盤研究（C）
1) Dept. of Oral Biology, Brain Korea 21 Project, Yonsei University College of Dentistry、2) 東京歯科大学生理学
PubMed ID : 19828889　研究課題番号: A95-0090-2

21003002

原著論文
Shibukawa Y1)2), Ishikawa T2), Kato Y2)3), Shintani M2), Zhang ZK2), Jiang T2), Tazaki M1)2), Shimono M2), Kumai T1)
2), Suzuki T1)2), Kato M2)3), Nakamura Y2).
Cortical dysfunction in patients with temporomandibular disorders.
J Oral Biosci, 51(2), 65-71, 2009.
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc6、3) 慶応義塾大学医学部精神神経科
医中誌 ID : 2010040901　研究課題番号: Ａ95-0090-2, Ａ02-0090-1

21003004

原著論文
Okumura R1), Shibukawa Y2)3), Muramatsu T3)4), Hashimoto S3)4), Nakagawa K1), Tazaki M2)3), Shimono M3)4).
Sodium-calcium exchangers in rat ameloblasts.
J Pharmacol Sci, 112(2), 223-230, 2010.   学位論文（甲）基盤研究（C）
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、4) 東京歯科大学病理学
PubMed ID : 20118617

21101016

原著論文
Matsuzaka K1)2), Kokubu E1)3), Ito F2), Ishida S2), Endo T1)4), Katakura A1)5), Yoshinari M1)6), Inoue T1)2).
Age-related differences in the expression of heat shock protein 27 by rat periodontal ligament cells in culture.
Oral Medicine & Pathology, 14(4), 131-134, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、2) 東京歯科大学臨床検査学、3) 東京歯科大学微生物学、4) 東京歯科大学生理学、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・
口腔外科、6) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門
DOI : 10.3353/omp.14.131

21112001

1解説

解説
澁川義幸1)2)、新谷益朗2)、加藤隆3)、田崎雅和1)2)、一戸達也3)、金子譲3)
脳の中の口腔
日本歯科評論, 69(7), 39-40, 2009.  基盤研究（C）, 基盤研究（C）
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター、3) 慶応義塾大学医学部精神神経科、4) 東京歯科大学歯科麻酔学
研究課題番号: Ａ95-0090-2, Ａ02-0090-1

21003005

1単行図書（分担）

単行図書（分担）
井上孝1)、松坂賢一1)、村上聡2)、田崎雅和3)
生体は咬合をどうみているか
実践マスター　誰にでもできる咬合採得, 203-222, 2009.
ヒョーロン・パブリッシャーズ　東京　ISBN : 978-4-930881-91-5
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、3) 東京歯科大学生理学

21112026



6学会発表・口演

学会発表・口演
澁川義幸、津村麻記、市川秀樹、遠藤隆行、田崎雅和
ヒト一次体性感覚野口腔内領域の同定
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 77, 2009.  基盤研究（C）, 基盤研究（C）

第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2009318023　研究課題番号: Ａ95-0090-2

21003007

学会発表・口演
澁川義幸1)2)、冨岡俊也3)、松浦信幸1)4)、田村洋平4)、住谷昌彦3)、新谷益朗1)、一戸達也1)4)、田﨑雅和1)2)、芳賀信彦5)、山
田芳嗣3)
TrkA遺伝子変異疾患である無痛無汗症における中枢性感覚認知
基盤研究（C）, 基盤研究（C）

第12回日本薬物脳波学会・第8回釧路ニューロサイエンスワークショップ　釧路市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京大学医学部付属病院麻酔科・痛みセンター、4) 東京歯科大学歯科麻酔学、5) 東京大学医学部付属病院リ
ハビリテーション科
研究課題番号: Ａ95-0090-2, Ａ02-0090-1

21003008

学会発表・口演
金亨俊1)、澁川義幸2)、遠藤隆行2)、田崎雅和2)
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
歯科学報, 109(2), 247, 2009.  基盤研究（C）, 基盤研究（C）

第287回東京歯科大学学会（例会）
1) 東京歯科大学（学生）、2) 東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2009257222　研究課題番号: Ａ95-0090-2

21003009

学会発表・口演
鹿野哲生1)、澁川義幸2)、遠藤隆行2)、田崎雅和2)
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
歯科学報, 109(2), 241, 2009.  基盤研究（C）, 基盤研究（C）

第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学（学生）、2) 東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2009257210　研究課題番号: Ａ95-0090-2

21003010

学会発表・口演
Shibukawa Y1)2), Tamura Y2)3), Shintani M3), Tasaki M1)3), Ichinohe T2), Kaneko Y2).
Oral structure representation in human somatosensory cortex.
基盤研究（C）, 基盤研究（C）

XXXVI International Congress of Physiological Sciences　京都市
1) 東京歯科大学生理学、2) 東京歯科大学歯科麻酔学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センター
研究課題番号: Ａ95-0090-2, Ａ02-0090-1

21003012

学会発表・口演
渋川義宏1)、石塚洋一1)、衣松高志1)、山本茂樹1)、渡辺一夫1)、太田幹夫1)、田崎雅和2)、井上孝3)、山田了1)
生後マウス下顎頭軟骨の形態形成におけるIndian Hedgehogの役割
歯科学報, 109(4), 432, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京歯科大学臨床検査学
医中誌 ID : 2010059161

21102025



2学会発表・示説

学会発表・示説
津村麻記、澁川義幸、市川秀樹、遠藤隆行、佐原資謹、田崎雅和
象牙芽細胞のTRPV1Ca2+シグナリング
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 108, 2009.  基盤研究（C）, 基盤研究（C）

第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
東京歯科大学生理学
医中誌 ID : 2009318147　研究課題番号: Ａ95-0090-2

21003006

学会発表・示説
Shibukawa Y1)2), Tomioka T3), Matsuura N1)4), Tamura Y1)4), Sumitani M3), Shintani M1), Ichinohe T1)4), Tazaki M2),
Haga N3), Yamada Y3).
Patients with congenital insensitivity to pain and anhidrosis exhibit no dysfunction in peripheral/central nervous system
encoding tactile sensation.
18th International Congress on Brain Electromagnetic Topography, 26th Annual Meeting of Japanese Society for Brain
Electromagnetic Topography, Program and Abrtracts, 81, 2009.
18th International Congress on Brain Electromagnetic Topography, 26th Annual Meeting of Japanese Society for Brain
Electromagnetic Topography　京都市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc6、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京大学医学部付属病院麻酔科・痛みセンター、4) 東京歯科大学歯科麻酔学、5) 東京大学医学部付属
病院リハビリテーション科

21003011



33

4. 生化学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

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

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

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

	 柴山　和子	 Candida albicansの病原因子解析（A07-0120-1）

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

2．成果の概要

1）幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（Ａ04-0325-1）
組織に存在する幹細胞候補としてSide	Population（SP）細胞に注目し、その細胞生物学的検討および幹細胞

の癌化メカニズムとの関係について詳細な検討を行っている。SP 細胞が株化細胞でもＭＤＲ遺伝子のみならず運
動機能制御遺伝子の活性化にも違いがみられ、癌幹細胞としての機能を持つ可能性が示唆された。（Int.J.Cancer	
under	review）癌株化細胞をTGF-β処理することによりほとんどの場合細胞増殖が抑制されるとともに SP 細胞
が減少することが観察された。またTGF-β処理により細胞全体として抗がん剤に対する感受性が亢進した。これ
は TGF-βによるSP 細胞分画の低下が寄与したことが示唆される。さらにTGF-β処理により細胞のアポトーシス
感受性が亢進した。SP 細胞はMP細胞よりアポトーシス感受性が低いことからSP 細胞の減少が細胞のアポトーシ
ス誘導においても一定の役割を果たすことが示唆された。一方癌細胞をTGF-βにて処理すると各種の遺伝子の発
現が変化するが、我々は幹細胞から分泌される癌抑制遺伝子 Lefty	について詳細に検討し、すい臓癌細胞において、
Lefty は通常分泌されていない。しかしTGF-β処理により分泌が誘導され、さらにこれが癌遺伝子 Ras を抑制す
るか下流のMAPK 経路を抑制することにより著しい増強をみとめることが明らかとなった。

2）口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ95-0120-1）
ヒトう蝕に重要な S. sobrinusで gbpC 遺伝子ホモログが予想外にも２つ (gbpC, dbl) 存在した、と昨年度の本欄

に記載したが、更に２つ即ち合計４つのホモログ（gbpC1, gbpC2, dblA, dblB）が検出された。これらの内どれが、S. 
sobrinusで特徴的な顕著なグルカン依存性凝集に関与しているかを調べるため、この凝集を示さなくなった変異株
を保有している日大松戸歯学部免疫微生物学講座よりその株を譲り受け遺伝子解析を行った。その結果、変異株
では gbpC1, gbpC2, dblA 遺伝子は正常に保持していたが、dblB 遺伝子を欠失していた。従って、S. sobrinusで顕著
なグルカン依存性凝集に関与しているのは dblB 遺伝子であると結論した。また、S. sobrinus B13株もグルカン依存
性凝集示さない株であることが分かり、その遺伝子解析の結果やはり dblB 遺伝子を欠失していた。なお且つその
欠失には IS因子（挿入配列という動く遺伝子）が関与していることが示唆された。

Oral	Microbiol	Immunol.	24(3):	224-30,	2009

3）Candida albicansの病原因子解析	（A07-0120-1）
Candida albicans は多くの健常者より検出される常在真菌であるが、抵抗力の低い高齢者等に対して口腔咽頭カ

ンジダ症を含む重篤な症状を引き起こす。真核生物であるため一般の抗生物質は効果がなく抗真菌活性物質の多く
がヒトに対して毒性を有するため、新しい抗真菌薬の開発は困難である。カンジダ症は、高齢化社会を迎えている
我が国において重要な感染症の一つである。マイクロアレイ解析から、C. albicans の病原性には細胞表層の付着分
子や分泌酵素が関与することが示唆された。C. albicans による感染の成立から病原性の発揮に至るまでの遺伝子発
現制御を含めたメカニズムの解明を目指し、機能解析を進める。新規な細胞表層付着分子に焦点を当て、そのコー
ド遺伝子の欠失変異株の構築を試みている。
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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

柴山　和子 新規なバイオフィルム形成遺伝子から探る口腔カンジ
ダ症の発症・進行メカニズム（A07-0120-1)

文科省科研費・若手研究（B）



7原著論文

原著論文
Sugawara Y1), Sawada T1), Inoue S2), Shibayama K3), Yanagisawa T1).
Immunohistochemical localization of elastin, fibrillins and microfibril-associated glycoprotein-1 in the developing
periodontal ligament of the rat molar.
J Periodont Res, 45(1), 52-59, 2010.
1) 東京歯科大学口腔超微構造学、2) Department of Anatomy and Cell Biology, McGill University, Montreal, QC, Canada、3) 東京歯科大学生化学
DOI : 10.1111/j.1600-0765.2008.01196.x

21002006

原著論文
Sato Y1), Okamoto-Shibayama K1), Takada K2), Igarashi T3), Hirasawa M2).
Genes responsible for dextran-dependent aggregation of Streptococcus sobrinus strain 6715.
Oral Microbiol Immunol, 24(3), 224-230, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学生化学、2) 日本大学松戸歯学部感染免疫学、3) 昭和大学歯学部口腔微生物学
PubMed ID : 19416452

21004003

原著論文
Takada K1), Hayashi K1), Sato Y2), Hirasawa M1).
Streptococcus dentapri sp. nov., isolated from the wild boar oral cavity.
Int J Syst Evol Microbiol, 60(4), 820-823, 2009.
1) 日本大学松戸歯学部感染免疫学、2) 東京歯科大学生化学
DOI : 10.1099/ijs.0.012799-0　PubMed ID : 19661511

21004004

原著論文
Takada K1), Hayashi K2), Sato Y3), Hirasawa M1).
Prevotella dentasini sp. nov., a black-pigmented species isolated from the oral cavity of donkeys.
Int J Syst Evol Microbiol, 60(7), 1637-1639, 2010.
1) 日本大学松戸歯学部感染免疫学、2) 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学、3) 東京歯科大学生化学
DOI : 10.1099/ijs.0.017020-0　PubMed ID : 19717577

21004005

原著論文
Okamoto-Shibayama K, Sato Y, Azuma T.
Resveratrol impaired the morphological transition of Candida albicans under various hyphae-inducing conditions.
J Microbiol Biotechnol, 20(5), 942-945, 2010.
東京歯科大学生化学
DOI : 10.4014/jmb.0911.11014　PubMed ID : 20519919　研究課題番号: A07-0120-1

21004006

原著論文
Nishimura T1), Azuma T2), Yokoyama A2), Ochiai H2), Saito H1), Hibi T1).
New mechanism of transforming growth factor-beta signaling in hepatoma: Dramatic up-regulation of tumor initiating
cells and epidermal growth factor receptor expression.
Hepatol Res, 39(5), 501-509, 2009.
1) 慶應義塾大学医学部消化器内科、2) 東京歯科大学生化学、
DOI : 10.1111/j.1872-034X.2008.00480.x　PubMed ID : 19261001

21004011

原著論文
Yajima T1), Ochiai H2), Uchiyama T1), Takano N1), Shibahara T1), Azuma T3).
Resistance to cytotoxic chemotherapy-induced apoptosis in side population cells of human oral squamous cell
carcinoma cell line Ho-1-N-1.
Int J Oncol, 35(2), 273-380, 2009.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター、3) 東京歯科大学生化学
DOI : 10.3892/ijo_00000337　PubMed ID : 19578740

21105034



1学会発表・口演

学会発表・口演
佐藤裕1)、柴山和子1)、高田和子2)、平澤正知2)
Streptococcus sobrinus B13N株に認められたIS1548様配列
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 88, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学生化学、2) 日本大学松戸歯学部感染免疫学
医中誌 ID : 2009318066

21004009

5学会発表・示説

学会発表・示説
柴山和子、佐藤裕、東俊文
Candida albicansによる感染の成立と進行メカニズムに関与する遺伝子解析
若手研究（B）

第82回日本生化学会大会　神戸市
東京歯科大学生化学

21004001

学会発表・示説
落合宏美1)、山本康人1)、手銭親良2)、間奈津子2)、山下治人3)、東俊文1)
低濃度TGF-β1が示すHPdLFでの強い骨芽細胞分化誘導能
第82回日本生化学会大会プログラム・講演要旨集, 4P-355, 2009.
第82回日本生化学会大会　神戸市
1) 東京歯科大学生化学、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2010327896

21004002

学会発表・示説
Kojima Y.
Phylogenetic analysis of gbpC and dbl genes among mutans strptococci.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper115741.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
東京歯科大学（学生）（指導：東京歯科大学生化学）

21004007

学会発表・示説
Sato Y1), Okamoto-Shibayama K1), Takada K2), Igarashi T2). HIrasawa M2).
DblB protein involved in dextran-dependent aggregation of S. sobrinus.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper117804.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 東京歯科大学生化学、2) 日本大学松戸歯学部感染免疫学

21004008

学会発表・示説
Sato Y, Okamoto-Shibayama K.
Involvement of IS-sequences in Chromosomal Rearrangement of S. sobrinus.
2nd Meeting of IADR PAPF/1st Meeting of IADR APR　武漢, 中国
東京歯科大学生化学

21004010
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5. 病理学講座

プロフィール

1.	教室員と主研究テーマ

教　　授	 下野　正基	 口腔粘膜および唾液腺のintercellular	junctionに関する研究	（A75-0160-6）	

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

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

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

	 	 口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（A02-0160-01）		

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

大学院生	 白　　　賢	 Osteogenesisとchondrogenesis	（A79-0160-16）

	 原　　有沙	 口腔腫瘍に対する特異的バイオマーカーの開発	(A02-0160-01)

2.	成果の概要

1）口腔粘膜および唾液腺のintercellular	junctionと唾液分泌機構に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的
研究	（A75-0160-6、A75-016-12）
本研究の目的は、口腔粘膜および唾液腺組織の微細構造や機能を形態学的および細胞生物学的に解析し、細

胞内のタンパク輸送機序や分泌機構を明らかにすることである。特に唾液分泌では、開口分泌に伴う分泌顆粒膜と
の癒合と膜の取り込み機構、および分泌時のタイト結合構成タンパクの変化を検討するために、分泌に伴う細胞小
器官や細胞骨格、種々の junctionの変化を共焦点レーザー顕微鏡や蛍光顕微鏡、免疫電顕法、凍結超薄切片法、
急速凍結フリーズフラクチャー法を用い、捉えることを試みている。	
共焦点レーザー顕微鏡像や凍結超薄切片免疫電顕の所見から、開口分泌にともなう細胞骨格の再構成の際に、タ
イト結合の形態、構成タンパクであるocculudin、ZO-1、claudinの機能や局在が変化して細胞間隙の透過性
（para	cellular	transport）が亢進することを明らかとした。また、水輸送に関わると考えられる膜タンパクである
aquaporinに着目し、分離腺房においてその局在と機能を検索した ｡

J	Med	Invest	56	(suppl),	332-334,	2009	
J	Med	Invest	56	(suppl),	395-397,	2009

2）付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究（A83-0160-36）
本研究は、付着上皮および歯周疾患罹患後に形成される長い付着上皮の生物学的特性を明らかにすることを目

的としており、その発生、再生あるいは形成過程を通して、これら上皮の動態を把握し、生体防御にどのような役
割を果たしているかを検討している。ラットを用いて、形態学的に細胞内小器官や細胞骨格、細胞間結合装置、接
着タンパクおよび細胞外マトリックスの変化を解析した結果、付着上皮の歯面への接着に際しては、laminin-5 や
integrinα6b4 の発現が重要であることや、露出根面に形成された長い付着上皮は、経時的に短小化し結合織性付
着に置換されること、長い付着上皮細胞の結合織側の細胞には増殖能があり、常に活発なターンオーバーを起こす
ことが示された。	
本年度は、ヒトケラチノサイト由来細胞やラット口腔粘膜初代培養細胞を用いた系で、細胞外マトリックスの局在を
検索した。また、レーザーマイクロダイセクションを用いた分子生物学的検索で、マウス付着上皮表面では、他の口
腔上皮と比較して laminin-5 のmRNAの発現が有意に高いことを明らかにしてきた。

J	Periodontal	Res		44(4),	489-495,	2009	
J	Periodontal	Res		44(4),	496-502,	2009
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3）歯髄組織の動態の解析（A87-0160-40）	
歯髄組織の発生、加齢変化、象牙芽細胞への分化、種々の物理的、化学的刺激に対する組織反応を検討する

ことにより、歯髄組織の動態、象牙質形成能や歯髄保存の可能性を in vitro ならびに in vivo の系で検討する。具
体的にはRNAの発現、局在を検索することにより、培養歯髄細胞に熱刺激を加えた際の細胞間情報伝達能や硬
組織形成能の低下は、熱によるギャップ結合構成タンパクの破壊を抑制することで防げることを明らかとした。また、
歯髄組織におけるTRPVやタイト結合の局在、ならびに stem	cell の存在を明らかとするため、マウス歯乳頭と歯
髄より、歯牙発生に関連する因子をマイクロアレイにて検索・同定し、定量的リアルタイムPCR法による定量、免
疫組織化学染色による局在の検索を行っている。

4）歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（A86-0160-38）
本研究は、歯根膜および歯槽骨の持つ特性やその動態を in vivo ならびに in vitro の系で検索し、歯根膜細胞

の骨芽細胞への分化を引き起こす因子の解析や歯槽骨新生のための要因を明らかにすることを目的としている。今
年度は、咬合圧（機械的刺激）に対して、歯根膜細胞はどのように応答するのかを培養細胞に機械的刺激を加
えることにより細胞への影響を in vitro で再現できる装置であるフレクサーセルを用い、培養細胞に機械的刺激
を与え、細胞の type	I	collagen、alkaline	phosphatase、bone	morphogenetic	protein-2、fibronectin、
bone	morphogenetic	protein-4、heat	shock	protein	70とbasic	fibroblast	growth	factor の	mRNA発現を
LightcyclerTM による定量的リアルタイムPCR法にて検索し、歯根膜の恒常性維持との関係を検討した。

5）口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究	（A79-0160-23）	
本研究は、東京歯科大学千葉病院および水道橋病院口腔外科において、細胞診、組織診、手術材料として得ら

れた口腔腫瘍の検体を用いて、病理組織学的に検討するとともに、免疫組織細胞化学的、超微構造的に検索し、
腫瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく。今年度は、歯原性腫瘍や嚢胞などにおいて、細胞骨格を構成す
る中間径フィラメントや細胞外マトリックスの局在、分布を免疫組織化学的に検索した。

6）口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（A02-0160-01）	
本研究は、初発の口腔癌と診断された患者のうち、本研究の主旨に同意と承諾を得られた患者から腫瘍組織と

正常組織を採取し、口腔癌に対する新しいバイオマーカーを開発することを目的としている。具体的には、得られた
組織よりレーザーマイクロダイセクションを用いて正常細胞のみ、癌細胞のみのそれぞれを取りだし、RNAとタンパ
ク質を抽出、マイクロアレイを用いることにより、高度に発現あるいは消失する遺伝子、タンパク質を検索してバイオ
マーカーを開発する。また、培養において口腔癌細胞と正常ケラチノサイトを用いて、いくつかの因子をスクリーニ
ングし、その発現と機能の変化を検索している。

3.	学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

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

下野　正基	
橋本　貞充

分泌細胞におけるカルシウム分
布と細胞機能	

ミラノ大学医学部	 Milan,	Italy F.	Clementi	

橋本　貞充	
下野　正基

歯原性腫瘍の組織発生に関す
る免疫組織化学的研究	

延世大学校歯科大学	 ソウル	
大韓民国

J.	Kim	

橋本　貞充 唾液腺における傍細胞輸送の
役割と制御	

自然科学研究機構生理学
研究所	

岡崎市 村上	政隆	

橋本　貞充 唾液腺における水と唾液蛋白の
分泌機構	

日本大学松戸歯学部生理
学講座	

松戸市 杉谷	博士	
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村松　敬 口腔癌特異的バイオマーカーの
開発	

ＵＣＬＡ歯学部	 Los	Angeles,	USA D.	Wong	

村松　敬 歯牙再生に必要な因子の検索 延世大学校歯科大学	 ソウル,	大韓民国 H.	S.	Jung	

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

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

橋本　貞充 唾液腺の傍細胞経路による唾液分泌調節機構の解明とその活性化 文科省文科省科研費・基盤研究
（Ｃ）	

橋本　貞充 口腔アンチエイジングによる生体制御（組織細胞活性グループ） 私立大学戦略的研究基盤形成支
援事業・hrc7

村松　敬 マイクロアレイで検出された歯牙形成遺伝子候補は本当に歯牙形
成に関与しているか？	

文科省文科省科研費・基盤研究
（Ｃ）	

5.	研究活動の特記すべき事項

受賞

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名

榎谷　保信 2009.	7.31 優秀論文賞（症例） A	rare	case	report	of	mandibular	
metastasis	of　hepatocellular	
carcinoma:	autopsy,	
immunohistochemical,	and	
ultrastructural	examination	with	
literature	review.	
Oral	Medicine	&	Pathology	12	
(4):135-140.	2008

日本臨床口腔病理学会

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

村松　敬 2009.	7.31 シンポジウムⅢ	「Surgical	conference:臨
床医、放射線医・病理医それぞれの視点」
Case1	病理診断

第20回日本臨床口腔病理学会
総会・学術大会

札幌市

6.	教育講演等教育に関する業績、活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

橋本　貞充 2009.	6 歯周治療・ブラッシング指導での歯肉の見
方-病理と臨床の視点から

東京歯科大学歯科衛生士専門
学校同窓会卒後研修セミナ－

東京

下野　正基 2009.	7 ドイツの歯科医療システムについて 日本ヘルスケア歯科研究会 東京
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村松　敬 2009.	8 唾液と唾液腺	－基礎、臨床、研究－ Excellent	Breath	Alliance	
Clinic（EBAC）中四国ブロック
研修会

広島市

村松　敬 2009.	8 Student's	exchange	program	in	1989	
and	1990

延世大・東歯大交流プログラム 千葉市

下野　正基 2009.11 世界そして日本の歯科研究の方向性 GCナイトカレッジ 東京

下野　正基 2009.11 パネルディスカション講演会「歯肉は元気！
おもしろい！	–歯肉から歯周治療を考える」
歯肉はどうして歯と接着できるのか

GC友の会学術講演　札幌講
演会

札幌市

下野　正基 2009.12 上皮性付着は信頼できる治癒像である	
広がる4-METAレジンの臨床応用

長野県歯科医療管理学会 伊那市

橋本　貞充 2009.12 歯周組織の細胞たちのコラボレ－ション-
生きている歯周組織の細胞たちに思いをめ
ぐらせてみませんか？

GC友の会学術講演会　東京
歯科衛生士シンポジウム

東京

下野　正基 2010.	2 唾液による健康づくり 静岡県保険医協会西部支部定
期総会記念講演会

浜松市

共用試験
氏名 年月日 種別 役割 開催地

村松　敬 2010.	2.17 平成21年度東京歯科大学第４学年CBT 試験実施委員 千葉市

村松　敬 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第４学年OSCE 評価者 千葉市

村松　敬 2010.	3.11 平成21年度東京歯科大学第４学年CBT
追・再試験

試験実施委員 千葉市



7原著論文

原著論文
Tsuchiya Y1), Muramatsu T1), Masaoka T2), Hashimoto S1), Shimono M1).
Effect of the dental adhesive, 4-META/MMA-TBB resin, on adhesion and keratinization of regenerating oral epithelium.
J Periodontal Res, 44(4), 496-502, 2009.   学位論文（甲）基盤研究（C）
1) 東京歯科大学病理学、2) 東京歯科大学歯周病学
DOI : 10.1111/j.1600-0765.2008.01146.x

21005001

原著論文
Murakami M1), Hashimoto S2), Wei M3), Hill AE4).
Morpho-physiological approach to the paracellular route for salivary secretion by isolated perfused submandibular
gland.
J Med Invest, 56(Suppl), 322-324, 2009.  基盤研究（C）
1) 生理学研究所、2) 東京歯科大学病理学、3) 南京医科大学、4) University of Cambridge
DOI : 10.2152/jmi.56.322　PubMed ID : 20224215　研究課題番号: Ａ75-016-12

21005002

原著論文
Hashimoto S1), Murakami M2).
Morphological evidence of paracellular transport in perfused rat submandibular glands.
J Med Invest, 56(Suppl), 395-397, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学病理学、2) 生理学研究所
DOI : 10.2152/jmi.56.395　PubMed ID : 20224237　研究課題番号: A75-016-12

21005003

原著論文
Kimizuka, R1)2), Kato, T2)3), Hashimoto, S2)4), Yamanaka-Okada, A1), Okuda, K1), Ishihara, K1)2).
Congo red-binding protein in rough-phenotype Aggregatibacter actinomycetemcomitans is amyloid-like fiber.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(1), 23-29, 2009.
1) 東京歯科大学微生物学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学化学、4) 東京歯科大学病理学
PubMed ID : 19622876

21006001

原著論文
Okumura R1), Shibukawa Y2)3), Muramatsu T3)4), Hashimoto S3)4), Nakagawa K1), Tazaki M2)3), Shimono M3)4).
Sodium-calcium exchangers in rat ameloblasts.
J Pharmacol Sci, 112(2), 223-230, 2010.   学位論文（甲）基盤研究（C）
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学生理学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、4) 東京歯科大学病理学
PubMed ID : 20118617

21101016

原著論文
Sugisawa M1), Masaoka T1), Enokiya Y2), Muramatsu T2), Hashimoto S2), Yamada S1), Shimono M2).
Expression and function of laminin and integrins on adhesion/migration of primary culture cells derived from rat oral
epithelium.
J Periodontal Res, 45(2), 284-291, 2010.
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学病理学
PubMed ID : 20470260

21102004

原著論文
Masaoka T1), Hashimoto S2), Kinumatsu T1), Muramatsu T2), Jung HS3), Yamada S1), Shimono M2).
Immunolocalization of laminin and integrin in regenerating junctional epithelium of mice after gingivectomy.
J Periodontal Res, 44(4), 489-495, 2009.
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学病理学、3) Division of Anatomy and Developmental Biology, Department of Oral Biology, College of Dentistry, Yonsei
University, Seoul, Korea
PubMed ID : 189735115

21102005



2症例報告論文

症例報告論文
Nakano Y1), Somiya H1), Shibui T1), Uchiyama T1), Takano N1), Shibahara T1), Hashimoto S2)
A case of congenital midline fistula of the upper lip
Bull Tokyo Dent Coll, 51(1), 31-34, 2010.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学病理学
DOI : 10.2209/tdcpublication.51.31　PubMed ID : 20574132

21105039

症例報告論文
花上健一1)、椎木さやか1)、武田栄三1)、山内智博1)、柴原孝彦1)、村松敬2)
下顎に発生した歯原性癌腫の2例
日本口腔外科学会雑誌, 56(3), 170-174, 2009.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学病理学
医中誌 ID : 2010161343

21105040

9解説

解説
下野正基
予後を考察する　-長期観察症例からの検証-
デンタルダイヤモンド増刊号, 34(6), 2009.
デンタルダイヤモンド社　東京
東京歯科大学病理学

21005004

解説
橋本貞充
クイズう蝕＆歯周病の基礎知識100　ー解いて理解して歯科衛生士臨床パワーアップー
別冊歯科衛生士, 74, 2009.
クインテッセンス出版　東京　ISBN : 978-4-7812-0069-9
東京歯科大学病理学

21005005

解説
橋本貞充
クイズう蝕＆歯周病の基礎知識100　ー解いて理解して歯科衛生士臨床パワーアップー
別冊歯科衛生士, 74, 2009.
クインテッセンス出版　東京　ISBN : 978-4-7812-0069-9
東京歯科大学病理学

21005006

解説
橋本貞充
クイズう蝕＆歯周病の基礎知識100　ー解いて理解して歯科衛生士臨床パワーアップー
別冊歯科衛生士, 76, 2009.
クインテッセンス出版　東京　ISBN : 978-4-7812-0069-9
東京歯科大学病理学

21005007

解説
橋本貞充
クイズう蝕＆歯周病の基礎知識100　ー解いて理解して歯科衛生士臨床パワーアップー
別冊歯科衛生士, 78, 2009.
クインテッセンス出版　東京　ISBN : 978-4-7812-0069-9
東京歯科大学病理学

21005008



解説
下野正基1)、土屋穏史1)、正岡孝康2)、杉澤幹雄3)、衣松高志3)、山田了3)、橋本貞充1)2)
4-META/MMA-TBBレジンは歯周パックとして有用である
歯界展望, 114(2), 256-267, 2009.
1) 東京歯科大学病理学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学歯周病学
医中誌 ID : 2009286917

21005009

解説
下野正基1)、真坂信夫2)
広がる4-META/MMA-TBBレジンの臨床応用
歯界展望, 114(2), 268-275, 2009.
医歯薬出版　東京
1) 東京歯科大学病理学、2) 東京都
医中誌 ID : 2009286918

21005010

解説
村松敬
歯の異動後にX線写真上でみられる”白い線状像”は何か?
歯界展望, 114(3), 462-463, 2009.
東京歯科大学病理学
医中誌 ID : 2009306159

21005011

解説
下野正基
歯根膜の特性と創傷治癒
Dental Diamond, 34(13), 22-27, 2009.
東京歯科大学病理学
医中誌 ID : 2009360578

21005012

1単行図書

単行図書
下野正基
歯周病予防と口腔ケア
小学館　東京　ISBN : 978-4-09-304597-1
東京歯科大学病理学

21005013

2単行図書（分担）

単行図書（分担）
下野正基
歯の機能・形態と口全体のしくみ　歯はなぜ2回生えるのか
口腔と全身疾患 歯科医療は医学を補完する, 48-65, 2009.
ISBN : 978-4-7812-0085-9
東京歯科大学病理学

21005014

単行図書（分担）
村松敬
第3章　歯牙移動により獲得された歯槽骨の病理組織学的検討
包括的歯科治療のなかでどう生かす？　歯牙移動による歯周組織再生療法, 2009.
砂書房　東京　ISBN : 978-4-901894-72-2
東京歯科大学病理学

21005015



9学会発表・口演

学会発表・口演
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)
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）
歯科学報, 109(2), 232, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学病理学、2) 東京歯科大学市川総合病院オーラルメディシン・口腔外科学
医中誌 ID : 2009257192

21005017

学会発表・口演
福島美和子1)、橋本貞充2)、村上政隆3)、下野正基2)、杉谷博士1)
耳下腺分離腺房細胞におけるjasplakinolideのアポトーシス誘導
日本唾液腺学会誌, 50(S), 21, 2009.
第54回日本唾液腺学会学術大会　東京
1) 日本大学松戸歯学部生理学、2) 東京歯科大学病理学、3) 生理学研究所
医中誌 ID : 2010096184　研究課題番号: Ａ75-016-12

21005020

学会発表・口演
小杉謙介1)、山本信治1)、田村直樹1)、高野伸夫1)、柴原孝彦1)、佐野司2)、村松敬3)
11歳男児の口蓋に発生した腫瘤性病変
日本口腔科学会雑誌, 59(2), 84, 2009.
第43回日本口腔科学会関東地方部会　東京
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学歯科放射線学、3) 東京歯科大学病理学、
医中誌 ID : 2010205058

21105008

学会発表・口演
児玉紗耶香1)、音成（山本）実佳1)、坂本潤一郎1)、山本あや1)、神尾崇1)、和光衛1)、佐野司1)、須賀賢一郎2)、藥師寺孝2)、柴
原孝彦2)、下野正基3)
下顎骨槽間中隔部に発生した神経線維腫の2例
日本歯科放射線学会第14回臨床画像大会　札幌市
1) 東京歯科大学歯科放射線学、2) 東京歯科大学口腔外科学、3) 東京歯科大学病理学

21110034

学会発表・口演
監物真1)、三輪恒幸1)、木村裕1)、松岡海地1)、松坂賢一1)、橋本貞充2)、井上孝1)
上下唇に発生した多発性MALTリンパ腫の1例
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 55, 2009.
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会　札幌市
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学病理学

21112011

学会発表・口演
松岡海地1)、松坂賢一1)、村松敬2)、橋本貞充1)、木村裕1)、橋本和彦1)、三輪恒幸1)、監物真1)、Sultan Zeb Khan1)、白玉娣
1)、下野正基2)、井上孝1)
石灰化嚢胞性歯原性腫瘍から発生したと考えられる顎骨内扁平上皮癌の一例
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 66, 2009.
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会　札幌市
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学病理学

21112012

学会発表・口演
木村裕1)、松岡海地1)、三輪恒幸1)、Sultan Zeb Khan1)、監物真1)、白玉娣1)、村松敬2)、橋本貞充2)、松坂賢一1)、井上孝1)
壊死性唾液腺化生の2症例
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 73, 2009.
第20回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会　札幌市
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学病理学

21112013



学会発表・口演
加藤靖浩1)、兼子智2)、橋本貞充3)、篠崎尚史4)
高精度オーダーメイド培養装置による口腔幹細胞のニッシェ環境構築
歯科学報, 109(4), 431, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学市川総合病院産婦人科、3) 東京歯科大学病理学、4) 東京歯科大学市川総合病院角膜センター
医中誌 ID : 2010059158

21210006

学会発表・口演
弓井恵里1)、羽鳥友子1)、伊藤哲平1)、高野正行1)、柿澤卓1)、松坂賢一2)、橋本貞充3)
顎下腺に発生した多形性腺腫内癌腫の一例
第187回日本口腔外科学会関東地方会　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、2) 東京歯科大学臨床検査学、3) 東京歯科大学病理学

21303010

4学会発表・示説

学会発表・示説
Hashimoto S1), Murakami M2).
Morphological evidence of paracellular transport in perfused rat submandibular gland.
The 11th international symposium on exocrine secretion　徳島市
1) 東京歯科大学病理学、2) 生理学研究所
研究課題番号: A75-016-12

21005019

学会発表・示説
金子裕之1)、小野沢基太郎1)、矢野尚1)、冨田崇仁1)、村松敬2)、下野正基2)、阿部廣幸1)
二種類の癌腫成分を含んだ多形性腺腫由来癌の一例
第54回日本口腔外科学会総会・学術大会　札幌市
1) 東京女子医科大学東医療センター歯科口腔外科、2) 東京歯科大学病理学

21005021

学会発表・示説
富田幸代1)、山本茂樹1)、白石友子1)、渋川義宏1)、金子正3)、宮越照一4)、下野正基2)
保護膜の4-META/MMA-TBBレジンを用いた固定法による組織再生誘導法
51(S), 99, 2009.
第52回日本歯周病学会秋季学術大会　宮崎市
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学病理学、3) 株式会社ジーシー研究所、4) サンメディカル株式会社
医中誌 ID : 2010029490

21102023

学会発表・示説
富田幸代1)、山本茂樹1)、山之内一也1)、渋川義宏1)、下野正基2)、山田了1)
保護膜の4-META/MMA-TBBレジンを用いた固定法による組織再生誘導法
歯科学報, 109(4), 437, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学病理学
医中誌 ID : 2010059169

21102027

1学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
Murakami M1), Hashimoto S2), Wei M3), Hill AE4).
Morpho-physiological approach to the paracellular route for salivary secretion by isolated perfused submandibular
gland.
基盤研究（C）

The11th international symposium on exocrine secreation　徳島市
1) 生理学研究所、2) 東京歯科大学病理学、3) 南京医科大学、4) University of Cambridge
研究課題番号: Ａ75-016-12

21005018



1学会発表・パネルディスカッション

学会発表・パネルディスカッション
橋本貞充
プロジェクト7：口腔アンチエイジングによる生体制御 -グループリーダーによる研究進捗状況中間報告- 3. 細胞組織活性グループ
平成21年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ　千葉市
東京歯科大学病理学

21005016
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6. 微生物学講座

プロフィール

1.	教室員と主研究テーマ

教　　授	 石原　和幸	 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ89-0180-1）

講　　師	 君塚　隆太	 Actinobacillus actinomycetemcomitansの溶血活性に関する研究（Ａ93-0180-1）

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

	 国分　栄仁	 上皮細胞に対する細菌の侵入経路および細胞動態の検索

大学院生	 三枝　弘樹	 Treponema denticolaとPorphyromonas gingivalisの共凝集因子の解析

専 攻 生 	 奥田	たまき	 歯周病原性菌によるbiofilm形成メカニズムの解析

2.	成果の概要

1）Polymicrobial infectionがPorphyromonas gingivalisのヒト歯肉上皮細胞への侵入に与える影響
Porphyromonas gingivalis の宿主細胞侵入は，多様な病原性を継続的に発揮するうえで重要な戦略となってい

る。我々は，これまでに Fusobacterium nucleatum との共感染によって P. gingivalis の歯肉上皮細胞および大動脈
内皮細胞への侵入が促進されることを明らかにした。本研究ではこの P. gingivalis の歯肉上皮細胞への侵入につ
いて，他の歯周病原性菌の影響も含め検討した。P. gingivalis, F. nucleatum, Prevotella intermedia, Aggregatibater 
actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema denicola を供試しpoly-infectionでのヒト歯肉上皮細胞
（Ca9-22）への侵入をantibiotic protection assayにて解析した。さらに共焦点レーザー微鏡にて侵入の解析を行った。
Antibiotic protection assay の結果，供試した菌のなかでは，F. nucleatum のみが有意に P. gingivalis の Ca9-22 へ
の侵入を促進した（P <	0.01）。このことは、共焦点レーザー顕微鏡による観察でも確認できた。一方 P. gingivalis
と A.actinomycetemcomitans あるいは T forsythia,との共感染では P. gingivalis の侵入は抑制された。さらに F. 
nucleatum は他の菌の侵入には影響を与えなかったことから，F. nucleatum の P. gingivalis 侵入促進作用は特異的と
考えられた。以上の結果より，F. nucleatum は、特異的に P. gingivalis の宿主歯肉上皮細胞への侵入効率を上昇さ
せることが示唆された。

Microbial	Pathogenesis	47	329-333,	2009.

2）Down症小児歯肉溝滲出液のマトリックスメタルプロテアーゼの解析
Down 症小児では歯周病原性菌の検出率および慢性歯周炎の高い事が示されている。マトリックスメタルプロテ

アーゼ（MMP）は、細胞外マトリックスの分解やリモデリングのメディエーターであり、歯周病の進行に深く関与して
いる。本研究ではDown 症と歯周病の関連を明らかにすることを目的とし、歯肉溝滲出液中のMMP-2とMMP-8
のレベルおよび歯肉縁下プラークからの歯周病原菌の検出について検討した。MMPレベルは中切歯付近から歯肉
溝滲出液を採取しELISA 法で測定した。歯周病原菌の検出は同部位から採取したデンタルプラークを用いPCR
法で行った。Down 症小児のMMP-2、MMP-8 のレベルは、健康小児に比べ有意に上昇していた。Down 症小
児においてMMPの上昇は	OHI が 2 以下でプローブ検査による出血がない部位においても認められた。Down 症
小児における歯周病原性細菌の検出率は、健康小児に比べ有意に高かった。MMP-2	レベルは Porphyromonas 
gingivalis やAggregatibacter actinomycetemcomitans の存在下で有意に減少していた。これらのことから歯周組織の
炎症に関係なくDown 症小児のMMP-2とMMP-8	は増加することが示唆された。

J	Periodontal	Res	45（2）,	170-176,	2010.

3. 学外共同研究
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担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

石原　和幸	
稲垣　覚

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

Buffalo,	
USA

A.	Sharma

石原　和幸 歯周病原細菌の共凝集解析 長崎大学歯学部 長崎市 中山　浩次

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

Song	Lee

石原　和幸 口腔スピロヘータの定着メカニズムの
解析

Dental	Research	Institute,	
Faculty	of	Dentistry,	
University	of	Toronto

Toronto,	
Canada

R.	Ellen

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

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

石原　和幸 歯周病原性コンソーシア形成機構の解析 文科省文科省科研費・基盤研究（C）

石原　和幸 口腔アンチエイジングによる生体制御（口腔疾患予防グ
ループ）

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

君塚　隆太 歯周病原性菌線毛のアミロイド線維形成とバイオフィル
ム形成との関連性

文科省文科省科研費・基盤研究（C）

君塚　隆太 歯周病原性細菌感染による老化動脈血管内皮細胞の
遺伝子網羅的発現解析

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

稲垣　覚 複数菌種による歯周病原性バイオフィルム内における
細菌間コミュニケーションの解明

文科省科研費・若手研究（B）

稲垣　覚 歯周病原性細菌の宿主細胞侵入解析 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

国分　栄仁 接着タンパク制御による新たなインプラント材料の解明	 文科省科研費・若手研究（B）

国分　栄仁 耳下腺組織におけるSP細胞の検索 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

5.	研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

石原和幸 2009.10.21 複数菌種によるバイオフィルム形成機構の解析 第82回日本生化学会 神戸市



8原著論文

原著論文
Kimizuka, R1)2), Kato, T2)3), Hashimoto, S2)4), Yamanaka-Okada, A1), Okuda, K1), Ishihara, K1)2).
Congo red-binding protein in rough-phenotype Aggregatibacter actinomycetemcomitans is amyloid-like fiber.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(1), 23-29, 2009.
1) 東京歯科大学微生物学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学化学、4) 東京歯科大学病理学
PubMed ID : 19622876

21006001

原著論文
Honma K1), Mishima E1), Inagaki S2), Sharma A1).
The OxyR homologue in Tannerella forsythia regulates expression of oxidative stress responses and biofilm formation.
Microbiology, 155(6), 1912-1922, 2009.
1) Department of Oral Biology, School of Dental Medicine, University at Buffalo, State University of New York,、2) 東京歯科大学微生物学
DOI : 10.1099/mic.0.027920-0　PubMed ID : 19389765

21006002

原著論文
Fujii R1), Saito Y1), Tokura Y1), Nakagawa K1), Okuda K2), Ishihara K2)
Characterization of bacterial flora in persistent apical periodontitis lesions.
Oral Microbiol Immunol, 24(6), 502-505, 2009.
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学微生物学
DOI : 10.1111/j.1399-302X.2009.00534.x　PubMed ID : 19832803

21101024

原著論文
Ryu M1), Ueda T1), Saito T2), Yasui M1), Ishihara K3), Sakurai K1).
Oral environmental factors affecting number of microbes in saliva of complete denture wearers.
J Oral Rehabil, 37(3), 194-201, 2010.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) こばやし歯科クリニック、3) 東京歯科大学微生物学
DOI : 10.1111/j.1365-2842.2009.02042.x　研究課題番号: A06-0510-5

21107015

原著論文
Matsuzaka K1)2), Kokubu E1)3), Ito F2), Ishida S2), Endo T1)4), Katakura A1)5), Yoshinari M1)6), Inoue T1)2).
Age-related differences in the expression of heat shock protein 27 by rat periodontal ligament cells in culture.
Oral Medicine & Pathology, 14(4), 131-134, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、2) 東京歯科大学臨床検査学、3) 東京歯科大学微生物学、4) 東京歯科大学生理学、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・
口腔外科、6) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント研究部門
DOI : 10.3353/omp.14.131

21112001

原著論文
Naruse S1), Matsuzaka K1), Kokubu E2), Inoue T1).
Expressions of RANKL and OPG mRNA on rat periodontal ligament cells following heavy mechanical stress.
日本外傷歯学会雑誌, 5(1), 10-17, 2009.   学位論文（甲）基盤研究（C）
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010196730

21112002

原著論文
Saito A1), Inagaki S2), Ishihara K2).
Differential ability of periodontopathic bacteria to modulate invasion of human gingival epithelial cells by Porphyromonas
gingivalis.
Microb Pathog, 47(6), 329-333, 2009.  平成21年度東京歯科大学学長奨励研究助成
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、2) 東京歯科大学微生物学
PubMed ID : 19818393

21301003



原著論文
Kato T1)2), Uzawa A3), Ishihara K2)3).
Inhibitory effect of galectin-3 on the cytokine-inducing activity of periodontopathic Aggregatibacter
actinomycetemcomitans endotoxin in splenocytes derived from mice.
FEMS Immunology & Medical Microbiology, 57(1), 40-45, 2009.  基盤研究（C）
1) 東京歯科大学化学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学微生物学
DOI : 10.1111/j.1574-695X.2009.00577.x

21405001

1症例報告論文

症例報告論文
田中倫子1)、衣松高志1)、藤田貴久1)、山本茂樹1)、太田幹夫1)、渋川義宏1)、石原和幸2)、山田了1)
侵襲性歯周炎に抗菌療法と歯周組織再生誘導法を用いた1症例
歯科学報, 109(5), 485-493, 2009.
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010054187

21102010

6解説

解説
石原和幸
呼吸器感染症と口腔疾患（第2回）　呼吸器感染症に対する歯科衛生士の役割
歯科衛生士, 34(3), 82-85, 2010.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010125960

21006006

解説
石原和幸
呼吸器感染症と口腔疾患（第1回）　口腔が呼吸器感染症へ与える影響と、そのメカニズム
歯科衛生士, 34(2), 82-85, 2010.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010109703

21006007

解説
石原和幸
歯周病の動脈硬化へのかかわり
循環器科 , 66(6), 639-645, 2009.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010069313

21006008

解説
奥田克爾、奥田たまき、石原和幸
目からウロコ！口腔細菌の真実　薬石無効ヘルペスウイルス感染は過去のこと　迅速な対応が必要
日本歯科評論, 69(6), 141-143, 2009.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009241888

21006011

解説
奥田克爾、奥田たまき、石原和幸
目からウロコ！口腔細菌の真実　高齢者の口腔に潜む疫病神Candida albicans
日本歯科評論, 69(5), 149-151, 2009.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009221841

21006015



解説
奥田克爾、奥田たまき、石原和幸
目からウロコ！口腔細菌の真実　宿主応答を介してピロリ菌の悪友となるCampylobacter rectus
日本歯科評論, 69(3), 151-153, 2009.
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009138873

21006018

6学会発表・口演

学会発表・口演
丹野万里子1)、稲垣覚2)、黒田美智代1)、山田了1)、石原和幸2)
Treponema denticolaのタンパク質制限下での遺伝子発現調節
日本歯周病学会会誌, 51(S), 106, 2009.
第52回日本歯周病学会春季学術大会　岡山市
1) 東京歯科大学歯周病学、2) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009233624

21102015

学会発表・口演
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)
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‒
歯科学報, 109(2), 125, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学微生物学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7

21112007

学会発表・口演
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)
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
歯科学報, 109(2), 246, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学臨床検査学、2) 東京歯科大学小児歯科学、3) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、4) 東京歯科大学微生物学

21112009

学会発表・口演
Khan SZ1)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)
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
歯科学報, 109(2), 247, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、2) 東京歯科大学臨床検査学、3) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、4) 東京歯科大学微生物学

21112010

学会発表・口演
齋藤淳1)、稲垣覚2)、国分栄仁2)、君塚隆太2)、石原和幸2)
Fusobacterium nucleatumがPorphyromonas gingivalisの宿主細胞への侵入に及ぼす影響
平成21年度東京歯科大学学長奨励研究助成

平成21年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、2) 東京歯科大学微生物学

21301013

学会発表・口演
加藤哲男1)4)、高山沙織2)、君塚隆太3)4)、石原和幸3)4)
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
歯科学報, 109(2), 243, 2009.  基盤研究（C）

第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学化学、2) 東京歯科大学歯周病学、3) 東京歯科大学微生物学、4) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7
医中誌 ID : 2009257213

21405002



12学会発表・示説

学会発表・示説
稲垣覚1)、弘田克彦2)、濱田了3)、葛岡篤史3)、石原和幸1)、三宅洋一郎2)
誘電泳動インピーダンス計測法を用いた迅速微生物数測定装置による口腔微生物の測定評価
日本細菌学雑誌, 65(1), 197, 2010.
第83回日本細菌学会総会　横浜市
1) 東京歯科大学微生物学、2) 徳島大学大学院ヘルスバイオ口腔微生物学、3) パナソニック四国エレクトロニクス
医中誌 ID : 2010252688

21006003

学会発表・示説
弘田克彦1)、稲垣覚2)、濱田了3)、石原和幸2)、三宅洋一郎1)
誘電泳動インピーダンス計測法を用いた迅速微生物数測定装置による口腔微生物の測定評価
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 132, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学微生物学、2) 徳島大学大学院ヘルスバイオ口腔微生物学、3) パナソニック四国エレクトロニクス
医中誌 ID : 2009318241

21006012

学会発表・示説
稲垣覚1)、齋藤淳2)、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
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 121, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学微生物学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存
医中誌 ID : 2009318198

21006013

学会発表・示説
佐野由美子1)、石原和幸2)、藥師寺仁1)、新谷誠康1)
DentilisinはTreponema denticolaとTannerella forsythiaとの共凝集に関与する
小児歯科学雑誌, 47(2), 401, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009219657

21104021

学会発表・示説
田中公子1)、石原和幸2)、藥師寺仁1)、新谷誠康1)
Treponema denticolaのbacteriocin immunity proteinの解析
小児歯科学雑誌, 47(2), 402, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009219658

21104022

学会発表・示説
Yasui M1), Ryu K1), Sakurai K1), Ishihara K2).
Prevalence of periodontopathic bacteria in edentulous patients.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper115405.html, 2009.  研究科特別経費

87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) 東京歯科大学微生物学

21107024

学会発表・示説
竜正大1)2)、上田貴之1)2)、櫻井薫2)、安井雅子1)2)、斎藤貴之1)、石原和幸1)3)
総義歯装着者の唾液中微生物数にはどのような口腔の因子が影響を及ぼしているか
日本補綴学会雑誌, 1(S), 122, 2009.
第118回日本補綴歯科学会　京都市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学有床義歯補綴学、3) 東京歯科大学微生物学

21107027



学会発表・示説
安井雅子1)2)、竜正大1)2)、櫻井薫2)、石原和幸1)3)
無歯顎患者における歯周病原因菌の存在部位
日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 研究科特別経費

第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会　横浜市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学有床義歯補綴学、3) 東京歯科大学微生物学

21107031

学会発表・示説
Ryu M1)2), Ueda T1)2), Sakurai K2), Saito T1), Yasui M1)2), Ishihara K1)3).
Logistic analysis of oral factors affecting number of salivary microbes on complete denture wearers.
33rd Annual Congress of the European Prosthodontic Association　Innsbruck, Austria
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター、2) 東京歯科大学有床義歯補綴学、3) 東京歯科大学微生物学

21107037

学会発表・示説
Saito A1), Inagaki S2), Kimizuka R2), Ishihara K2).
Invasion of host cells by periodontopathic bacteria in polymicrobial infection.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper114133.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、2) 東京歯科大学微生物学
研究課題番号: 107

21301007

学会発表・示説
加藤哲男1)2)、君塚隆太2)3)、石原和幸2)3)
ヒト内皮細胞のガレクチン-3産生におよぼすエタノールの影響
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 134, 2009.  基盤研究（C）

第51回歯科基礎医学会総会　新潟市
1) 東京歯科大学化学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2009318252

21405003

学会発表・示説
Hirai K1), Kikuchi Y1), Ueda O1), Shibata Y1), Okubo Y3), HIraoka Y2), Kato T4), Ishihara K5), Fujimura S1).
Induction of IL-8 in A549 epithelial cells by V8 protease of Staphylococcus aureus.
日本細菌学雑誌, 65(1), 194, 2010.
第83回日本細菌学会総会、平成22年3月27～29 日、横浜　横浜市
1) 松本歯科大学口腔細菌学、2) 松本歯科大学総合歯科医学研究所、3) 松本歯科大学疾患制御学、4) 東京歯科大学化学、5) 東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010252677

21405004

1学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
石原和幸
歯周病原性菌のバイオフィルム形成機構
歯科学報, 109(4), 415, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　東京
東京歯科大学微生物学
医中誌 ID : 2010059131

21006009

2学会発表・ワークショップ

学会発表・ワークショップ
石原和幸1)、齋藤淳2)、稲垣覚1)
口腔内細菌と全身疾患 歯周病原細菌と心血管系疾患
日本細菌学雑誌, 65(1), 69, 2010.
第83回日本細菌学会総会　横浜市
1) 東京歯科大学微生物学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存

21006005



学会発表・ワークショップ
松坂賢一1)2)、国分栄仁1)3)
アンチエイジングのための再生医療グループ
平成21年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッププログラム・抄録集, 21-22, 2010.
平成21年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ　千葉市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、2) 東京歯科大学臨床検査学、3) 東京歯科大学微生物学

21112071
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7. 薬理学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

教　　授	 川口　　充	 唾液腺機能診断解析のためのsiRNAと超音波を応用した遺伝子抑制法の開発	
（A05-0210-1）

	 	 唾液腺における抑制機能調節機構の発現に関する研究（A00-0210-2）

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

	 	 ペプチド系薬物の薬物動態学的研究（A05-0210-2）

	 	 唾液分泌機構に対するベンゾジアゼピン系薬物の細胞生物学的研究	
（A02-0210-7）

講　　師	 坂井　隆之	 SiRNAと超音波の併用による遺伝子発現抑制を用いた唾液腺機能解析	
（A07-0210-1）

助　　教	 大久保みぎわ	 ラット耳下腺腺房細胞におけるアミラーゼ分泌抑制機構へのGABAA受容体の関与
（A00-0210-6）

	 	 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究	
（A03-0210-1）

	 四宮　敬史	 高血糖ストレス時のラット唾液腺におけるBMP7とグレムリンの発現動態と相互作用（A08-
0210-1）

	 	 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究	
（A03-0210-1）

大学院生	 塚越　絵里	 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究	
（A03-0210-1）

2．成果の概要

1．	ラット耳下腺腺房細胞におけるアミラーゼ分泌抑制機構へのGABAA受容体の関与（A00-0210-6）
我々はこれまでに唾液腺においてGABAA 受容体を介した抑制性の伝達機構が存在し水分泌を抑制していること

を明らかにした。また、タンパク質分泌においても中枢型ベンゾジアゼピン受容体の刺激によりアミラーゼ分泌が抑
制されることが明らかとなっている。このことは、中枢型ベンゾジアゼピン受容体と複合体を形成しているGABAA

受容体を介したタンパク質分泌抑制機構が唾液腺に存在することを示唆している。本研究ではラット耳下腺腺房細
胞を用いたアミラーゼ分泌実験を行った。GABAA 受容体アゴニストのGABAおよびムシモールはイソプレナリン刺
激アミラーゼ分泌を用量依存性に抑制した。この作用は中枢型ベンゾジアゼピン受容体アゴニストのクロナゼパム
により増強され、GABAA 受容体アンタゴニストのビククリンにより遮断された。以上の結果から、耳下腺における
GABAA 受容体のアミラーゼ分泌に対する抑制的役割が明らかとなった。

J	Pharmacol	Sci.	112（2）:247-50.2010.

2.局所麻酔薬の薬物動態学的研究（A05-0210-3）
局所麻酔薬ロピバカインの血中濃度測定のために高速液体クロマトグラフィー/質量分析計（LC/MS）の有用性

と測定条件を検討した。ロピバカインは逆相カラムにて効率的に分離され、理論的な質量数（275	m/z）にて測定
することができた。ロピバカイン濃度とマススペクトル強度は、1.5	mg/mLまでほぼ直線の相関関係が得られ、0.075	
mg/mL 以下の測定が可能であった。トリクロロ酢酸処理の除タンパク後も血漿中ロピバカインの回収率は 90%以
上であった。ウサギを用いたロピバカインの静脈内（0.4	mg/kg）および皮下（5	mg/kg）投与後の血中薬物動態
の測定にLC/MS 法を適用した結果、投与後の動態は1-および 2-コンパートメントモデルを示し、生物学的半減
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期はそれぞれ 0.54	±	0.05と2.83	±	0.51時間であった。これらの結果は以前に報告された結果とほぼ一致してい
た。LC/MS 法は、ロピバカインに対して選択的で高感度な測定法であり、ロピバカインの血中モニタリングの有効
な手法であることが示唆された。

Biomedical	Research	30（6）,	319-324,	2009

3.腫瘍細胞に対するシスプラチンの作用
Sarcoma	180 腫瘍細胞（S180）を用いてシスプラチン（CDDP）の抗腫瘍活性に対する2 種類の金属キレート

化合物の影響を調べた。① DMPSは低投与量ではCDDPの抗腫瘍活性を増強し、マウスの生存率を上昇させた。
しかし、高投与量では活性を低下させ、生存率を低下させた。DMSAはCDDPの抗腫瘍活性を増強しなかった。
② DMPSとCDDPの併用投与は、S180 内への [3H]チミジン取り込みを強く抑制した。DMSAは抑制しなかった。
③ DMPSは S180 内の Ca2+ 濃度を減少させた。④ DMPSはCDDPとの併用投与によりS180 内へのCDDPの
取り込みを促進した。以上の結果より、低投与量のDMPSはCDDPとの併用により抗腫瘍活性を高める有益な薬
物となりうること、DMPSの増強効果に腫瘍細胞内のCa2+ 濃度の減少とCDDPの細胞内への取り込みの促進が
関係していることが分かった。

Journal	of	Pharmacological	Sciences	112,	361-368,	2010

3. 学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

川口　充 歯科口腔領域における遺伝子治療 Molecular	Physiorogy	&	
Therapeutics	Branch,	NIDCR,	
NIH

Bethesda,	
USA

B.J.Baum

四宮　敬史 耳下腺に対する遺伝子導入による
合成タンパク質の仮想的分泌経路
の分子生物学的解析に関する研究

Molecular	Physiorogy	&	
Therapeutics	Branch,	NIDCR,	
NIH

Bethesda,	
USA

B.J.Baum

川口　充	
四宮　敬史

受容体の成長発育に関する分子生
物学的解析	
Developmental	changes	in	
mRNA	levels	of	opioid	peptide	
precursor	proteins	(OPPPs）and	
receptors	（ORs）in	rat	stomach	
and	brain

東海大学医学部臨床薬理学講座 伊勢原市 小林　広幸

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

川口　充 薬物性の口腔乾燥症状を段階的に評価するための診断法確立
に向けた基礎的研究

学術研究高度化推進経費	
共同研究経費

川口　充 ストレス性口腔乾燥の逆説的現象に関わる抑制性調節機構の
解明と緩和療法の開発

大学院整備重点化経費	
研究科特別経費　（研究科分）

塚越　絵里 ラット唾液腺におけるベンゾジアゼピン受容体と内因性リガンド
DBIとの共役機構

私立大学等経常費補助金特別補助	
大学院の基盤整備・拠点重点化支援
（研究科特別経費）

川口　充 キッセイ薬品（株）奨学研究寄付金
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5.	研究活動の特記すべき事項

特別講演

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

川口　充 2009.	6.19-21 「唾液腺とストレス－唾液検査の盲点」 第29回日本歯科薬物療
法学会総会・学術大会

枚方市

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

川口　充 2010.	3.15 唾液腺組織におけるGABA受容体とベンゾジ
アゼピン受容体の特性：ストレス性および薬物
性口腔乾燥を誘発するGABA（A）受容体就職
因子（ステロイド、DBI）

第19回神経行動薬理
若手研究者の集い

岡山市



5原著論文

原著論文
Sato T1), Okubo M1), Sawaki K1), Maehashi H2), Kawaguchi M1).
Paradoxical effect of 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid (DMPS) on enhancing antitumor activity of cisplatin in
ascites sarcoma 180 cells.
J Pharmacol Sci, 112(3), 361-368, 2010.   学位論文（乙）
1) 東京歯科大学薬理学、2) 松本歯科大学薬理学
DOI : 10.1254/jphs.09323FP　PubMed ID : 20197637

21007001

原著論文
Okubo M, Kawaguchi M.
Co-operative effect between gamma-aminobutyric acid A receptors and central-type benzodiazepine receptors on
amylase release in rat parotid acinar cells.
J Pharmacol Sci, 112(2), 247-250, 2010.
東京歯科大学薬理学
DOI : 10.1254/jphs.09269SC　PubMed ID : 20118616

21007002

原著論文
Sawaki K1), Okubo M1), Shimomiya T1), Tukagoshi E1), Sakai T1), Yamazaki T2), Kenmochi M3), Miyao M3), Kaneko Y3),
Ichinohe T3), Kawaguchi M1).
Evaluation of high-performance liquid chromatography and mass spectrometry method for pharmacokinetic study of
local anesthetic ropivacaine in plasma.
Biomed Res, 30(6), 319-324, 2009.
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学口腔超微構造学、3) 東京歯科大学歯科麻酔学
PubMed ID : 20051639　研究課題番号: A05-0210-3

21007003

原著論文
Sakai T1)2), Kawaguchi M1), Kosuge Y3).
siRNA-mediated gene silencing in the salivary gland using in vivo microbubble-enhanced sonoporation.
Oral Dis, 15(7), 505-511, 2009.  萌芽研究 大学院整備重点化経費-研究科特別経費（研究科分）
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 日本大学薬学部
DOI : 10.1111/j.1601-0825.2009.01579.x 　PubMed ID : 19519620　研究課題番号: A07-0210-1

21007004

原著論文
Kosuge Y1), Kawaguchi M2), Sawaki K2), Okubo M2), Shinomiya T2), Sakai T2).
Immunohistochemical study on GABAergic system in salivary glands.
Eur J Pharmacol, 610(1-3), 18-22, 2009.
1) 日本大学薬学部臨床薬理学、2) 東京歯科大学薬理学
DOI : 10.1016/j.ejphar.2009.02.043　PubMed ID : 19292982　研究課題番号: A05-0210-4

21007005

1単行図書（分担）

単行図書（分担）
川口充
合成グルコルチコイド（訳分担）
ストレス百科事典, 841-844, 2009.
丸善　東京　ISBN : 978-4-621-08111-2
東京歯科大学薬理学

21007007



11学会発表・口演

学会発表・口演
塚越絵里1)、四宮敬史1)、吉川正信2)、大久保みぎわ1)、澤木康平1)、川口充1)
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
日本薬理学雑誌, 134(4), 19, 2009.  私立大学等経常費補助金特別補助 大学院の基盤整備・拠点重点化支援（研究科特別経費）

第120回日本薬理学会関東部会　東京
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東海大学医学部臨床薬理学
研究課題番号: A-03-0210-1

21007008

学会発表・口演
大久保みぎわ1)、宮下卓2)、澤木康平1)、四宮敬史1)、中川寛一2)、川口充1)
ラット唾液腺におけるステロイド合成酵素の存在と唾液分泌におよぼす影響
歯科薬物療法, 28(3), 163, 2009.
第29回日本歯科薬物療法学会　枚方市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学歯科保存学
医中誌 ID : 2010138890

21007010

学会発表・口演
塚越絵里1)、四宮敬史1)、吉川正信2)、大久保みぎわ1)、澤木康平1)、川口充1)
ベンゾジアゼピンによる口腔乾燥の発現機構：内因性リガンドDBIとの共役
私立大学等経常費補助金特別補助 大学院の基盤整備・拠点重点化支援（研究科特別経費）

第29回日本歯科薬物療法学会　枚方市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東海大学医学部臨床薬理学
医中誌 ID : 2010138891　研究課題番号: A03-0210-1

21007011

学会発表・口演
塚越絵里、四宮敬史、吉川正信、大久保みぎわ、澤木康平、川口充
ラット唾液腺におけるベンゾジアゼピン受容体と内因性リガンドDBIとの共役機構
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 78, 2009.  私立大学等経常費補助金特別補助 大学院の基盤整備・拠点重点化支援（研究科特別経費）

第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
東京歯科大学薬理学
医中誌 ID : 2009318028　研究課題番号: A03-0210-1

21007012

学会発表・口演
大久保みぎわ、澤木康平、川口充
ベンゾジアゼピン受容体を介した唾液分泌抑制機構におけるCa2+の役割
日本唾液腺学会誌, 50, 18, 2009.
第54回日本唾液腺学会　東京
東京歯科大学薬理学
医中誌 ID : 2010096181

21007013

学会発表・口演
川口充1)、塚越絵里1)、四宮敬史1)、大久保みぎわ1)、淵和正1)、澤木康平1)、宮下卓2)、小菅康弘3)
GABA(A)受容体修飾因子(ステロイド、DBI)とストレス性口腔乾燥の発現
日本薬理学雑誌, 135(1), 11, 2010.  日本私立学校振興・共済事業団　私立大学等経常費補助金特別補助 地域共同特別支援

第121回日本薬理学会関東部会　東京
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 日本大学薬学部
医中誌 ID : 2010104389　研究課題番号: A00-0210-3

21007014

学会発表・口演
大久保みぎわ1)、宮下卓2)、澤木康平1)、塚越絵里1)、四宮敬史1)、中川寛一2)、川口充1)
唾液腺におけるステロイドの発現とGABAA受容体を介した分泌抑制作用
第19回神経行動薬理若手研究者の集い要旨集, 37, 2010.
第19回神経行動薬理若手研究者の集い　岡山市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学歯科保存学

21007015



学会発表・口演
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)
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
歯科学報, 109(2), 245, 2009.  私立大学等経常費補助金特別補助 大学院の基盤整備・拠点重点化支援（研究科特別経費）

第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東海大学医学部医学部臨床薬理学
医中誌 ID : 2009257218　研究課題番号: A03-0210-1

21007016

学会発表・口演
Tsukagoshi E, Shinomiya T, Yoshikawa M, Okubo M, Sawaki K, Kawaguchi M.
Effect of diazepam(DZP) on producing DBI, endogenous benzodiazepine ligand, in rat salivary glands.
Journal of Pharmacological Sciences, 112(S1), 65P, 2010.  私立大学等経常費補助金特別補助 大学院の基盤整備・拠点重点化支援（研究科特別経費）

第83回日本薬理学会年会　大阪市
東京歯科大学薬理学
医中誌 ID : 2010308614　研究課題番号: A03-0210-1

21007017

学会発表・口演
川口充1)、塚越絵里1)、四宮敬史1)、大久保みぎわ1)、淵和正1)、澤木康平1)、宮下卓2)、小菅康弘3)
ベンゾジアゼピン誘発性口腔乾燥症状に関与する内因性DBIの唾液腺組織内動態
第19回神経行動薬理若手研究者の集い要旨集, 36, 2010.
第19回神経行動薬理若手研究者の集い　岡山市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 日本大学薬学部薬理学、

21007019

学会発表・口演
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)
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
歯科学報, 109(2), 245, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学歯科保存学、2) 東京歯科大学薬理学
医中誌 ID : 2009257217

21101014

1学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
川口充1)、塚越絵里1)、四宮敬史1)、大久保みぎわ1)、淵和正1)、澤木康平1)、宮下卓2)、小菅康弘3)
唾液腺組織におけるGABA受容体とベンゾジアゼピン受容体の特性：ストレス性および薬物性口腔乾燥を誘発するGABA(A)受容体就
職因子（ステロイド、DBI）
日本私立学校振興・共済事業団　私立大学等経常費補助金特別補助 地域共同特別支援

第19回神経行動薬理若手研究者の集い　岡山市
1) 東京歯科大学薬理学、2) 東京歯科大学歯科保存学、3) 日本大学薬学部薬理学、

21007018

1学会発表・招待講演

学会発表・招待講演
川口充
唾液腺とストレス　-唾液検査の盲点
歯科薬物療法, 28(3), 151, 2009.
第29回日本歯科薬物療法学会　枚方市
東京歯科大学薬理学
医中誌 ID : 2010138872

21007009
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8. 歯科理工学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

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

	 	 歯科材料製品の物性調査と改良研究（A98-0240-1）

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

	 	 高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（A02-0240-1）

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

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

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

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

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

大学院生	 春山亜貴子	 歯科材料製品の物性調査と改良研究（A98-0240-1）

	 松本　直也	 歯科材料製品の物性調査と改良研究（A98-0240-1）

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

2．成果の概要

1）歯科材料製品の物性調査と改良研究（A98-0240-1），口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質につ
いて（A83-0240-8）
ファイバーポストと支台築造用コア材およびポスト材を組み合わせた3 種システムの曲げ強度および曲げ疲労特性

を評価した。ファイバーポストとコンポジットレジン複合体の曲げ強さは 274-520MPaの範囲にあり、ファイバーポ
スト単体の約1/2、コンポジットレジン単体の2倍以上の曲げ強さを示した。1000 回繰り返し負荷後の曲げ強さは
システムの違いにより異なったが、ファイバーポストはファイバーポストとコンポジットレジン複合体の曲げ強さの向上
に有効であることが示唆された。

Dent	Mater	J	29（2）,	224-228,	2010

2）歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（A95-0240-1），Ti系合金の口腔環境下での界面反応の解明	
（A03-0240-1、A99-0240-1）
（1）口腔内でのチタンやチタン合金の変色の齲蝕予防のために使用されるフッ化物製剤は、チタン製修復物や

補綴物を腐食し、補綴物の破損などの重要な問題を引き起こす可能性が周知されつつある。本研究では、クロムを
チタンに添加したTi-Cr 合金のフッ化物製剤に対する腐食のメカニズム明らかにすることを目的として、クロム含有
量の異なるTi-Cr 合金のフッ化物溶液中での溶出挙動および浸漬後の表面分析を行うことにより検討した。

その結果、クロム含有量の増加に伴って、その表面に形成する不動態膜に含まれるクロム量は増加し、その効果
によってフッ化物溶液中に溶出するチタンおよびクロム量は減少することが明らかになった。フッ化物溶液に浸漬し
たTi-Cr 合金表面をオージェ電子分光法により調べた結果、クロム含有量の多いTi-Cr 合金の酸化膜は薄いこと
が明らかになった。したがって、クロム含有量の多いTi-Cr 合金は表面にクロムを多く含む不動態膜を形成すること
によりフッ化物に対して優れた耐食性を示すことが明らかになった。

Dent	Mater	25（4）,	467-472,	2009

（2）過酸化物を含む酸性溶液中でのチタン合金の変色程度およびその表面構造を明らかにすることを目的とし
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て、4 種類のチタン合金をpH4、150mMの過酸化水素を含む溶液に浸漬した。その結果、純チタンよりTi-6Al-
4V合金および Ti-6Al-7Nb 合金の変色が大きかった。一方で、Ti-20Cr 合金の変色は他合金と比較して著しく小
さかった。その変色の原因は、合金表面に形成するチタン酸化物の厚みの違いであり、Ti-20Cr 合金では著しく小
さいこと示した。

Bioceramics	22（22）,	779-782,	2009	（The	Korean	Biomaterials	Society,	Korea）	
Archives	of	BioCeramics	Research,	9,	167-170,	2009

（3）新規チタン合金を口腔内で使用するためには優れた耐食性が要求されている。本研究では、義歯床に応用
するチタン合金の開発を目的として、Co-Cr 合金、市販のチタン合金および歯科理工学講座で開発したTi-20Cr 合
金を口腔内で装着した際の表面構造、色彩の変化を検討した。

3）セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（A83-0240-7）
ドライプロセス法による薄膜形成技術を生体材料に応用すべく、各種薄膜を付与しそれらの物性を調査し

た。本年度は分子プレカーサー法により、カーボネートアパタイト薄膜をチタン Scaffoldに付与し、それに
Bisphosphonate が吸着するかを検討した結果、Bisphosphonate は複雑なScaffold 全面に吸着した。

J	Oral	Tissue	Engin	6（3）,	189-193,	2009

4）Tissue	Engineering用Scaffoldの生体機能化－タンパク質固定化技術の確立－（A02-0240-2）
（1）チタン結合ペプチドと抗菌性ペプチドを共役したペプチドを合成し、チタンへの吸着能をQCMにて測定す

るとともにP.g. 菌の biofilm 形成抑制能を調査した。その結果、本ペプチドはチタンへ特異的に吸着し、biofilm
形成を抑制した。

Biofouling	26（1）,	103-110,	2010

（2）材料表面の濡れ性は、骨芽細胞の初期接着大きく影響し、これは培養液（体液）の fibronectinと
albuminの競争的吸着に深く関与していることが明らかとなった。

Biomed	Mater	4（4）,	045002,	2009.	doi:10.1088/1748-6041/4/4/045002

3. 学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

小田　豊	
服部　雅之

歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発 ベイラー歯科大学・生体材
料

Dallas,	
USA

岡部　徹

河田　英司 乳歯象牙質の特性を考慮した接着性レ
ジンシステムの開発

長崎大学・歯・小児歯科 長崎市 細矢由美子

吉成　正雄 Simvastatinのインプラントへの応用 九州大学大学院歯学研究
院・口腔常態制御学

福岡市 城戸　瑞穂

吉成　正雄 リン酸カルシウム薄膜形成による歯科イ
ンプラント材の	表面改質

ナイメヘン大学・生体材料 Nijmegen,	
The	
Nertherland

John	A	
Jansen

吉成　正雄 口腔粘膜疾患発症と歯科用金属の関
連についての臨床的検討

慶応義塾大学・医学部・歯科
口腔外科

東京 永井　哲夫

吉成　正雄 合成ペプチドのインプラントへの応用 癌研究会・癌研究所蛋白創
製研究部

東京 芝　清隆
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武本　真治 口腔内で高耐食性を有するチタン合金
の表面構造解析

東北大学金属材料研究所・
附属金属ガラスセンター

仙台市 木村　久道	
我妻　和明

武本　真治 熱処理プロセスによる歯科鋳造用Ti-
29Nb-13Ta-4.6Zr合金の高機能化

東北大学金属材料研究所 仙台市 堤　晴美	
新家　光雄

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

小田　豊 歯科用合金の耐食性評価のための新たな電気化学
的アプローチ

文科省文科省科研費・基盤研究（B）

小田　豊 歯科用CAD/CAMから三次元造形への展開 文科省科研費・萌芽研究

小田　豊 MIと審美修復の臨床展開のための基礎的検討 私立大学等経常費補助金特別補助－大学院の
基盤整備・拠点重点化支援

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

吉成　正雄 口腔アンチエイジングによる生体制御 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・hrc7

吉成　正雄 歯科補綴物の多国間流通に関する調査研究 厚生労働科学研究費補助金

吉成　正雄 メタルフリー・ジルコニア・インプラントシス
テムの開発

私立大学等経常費補助金特別補助－大学院の
基盤整備・拠点重点化支援

服部　雅之 高耐食チタンクロム合金の臨床応用に向けた展開 私立大学等経常費補助金特別補助－大学院の
基盤整備・拠点重点化支援

武本　真治 口腔内をシミュレートしたチタン合金の耐食性評
価方法の確立

文科省科研費・若手研究（B）

5.	研究活動の特記すべき事項

学会招待講演

講演者 年月日 演題 学会名 開催地

吉成　正雄 2009.10.30 Effect	 of	Cold	 Plasma-Surface	Modi-
fication	 on	 Surface	 Wettability	 and	
Initial	Cell	Attachment

International	Conference	on	
Biomedical	Engineering

Venice,	
Italy

吉成　正雄 2009.12.13 Bio-functionallization	of	Dental	Im-
plants	with	Pharmacertical	Surface	
Modification

18th	International	Sym-
posium	on	Processing	and	
Fabrication	of	Advanced	
Materials

仙台市

武本　真治 2009.	7.28 口腔内で高耐食性を有するチタン合金
の創製

バイオマテリアル学会東北支
部地域講演会

仙台市

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

小田　豊 2009.10.	1 歯科材料・器械の評価基準を考える	
－ISO規格の要点－

第54回日本歯科理工学会学術
講演会

鹿児島市

吉成　正雄 2009.12.	6 口腔インプラント材料を科学する Dentistry,	Quo	Vadis 東京
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吉成　正雄 2010.	2.11 Surface	Modification	and	Design	of	
Dental	Implants

GCOE	Program	Interna-
tional	Research	Center	for	
Molecular	Science	in	Tooth	
and	Bone	Diseases,	The	4th	
International	Symposium

東京

吉成　正雄 2010.	3.	5 プロジェクト7：口腔アンチエイジン
グによる生体制御－研究進捗状況中間
報告－

平成21年度東京歯科大学口
腔科学研究センターワークシ
ョップ

千葉市

6.	教育講演等教育に関する業績、活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

小田　豊 2009.	4.27 新年度の教育に向けて 第83回東京歯科大学教育セミナー 千葉市

小田　豊 2009.	6.22 平成22年度入試に向けて 第85回東京歯科大学教育セミナー 千葉市

小田　豊 2010.	1.21 バイオマテリアルとしてのチタン
は腐食・変色しないか

日本大学松戸歯学部大学院歯学研
究科セミナー

松戸市

河田　英司 2009.10.26 【テーマA】大学教育推進プログ
ラム選定取組

第87回東京歯科大学教育セミナー 千葉市

武本　真治 2009.	7.16 チタンは歯科臨床で使われるの
か？

昭和大学昭和歯学会講演セミナー 東京

ワークショップ

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地

小田　豊 2009.	6.13-14 第25回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 運営委員 千葉市

河田　英司 2009.	6.13-14 第25回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 運営委員 千葉市

河田　英司 2009.12.4-5 第26回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 運営委員 千葉市

服部　雅之 2009.	7.24 平成21年度教育ワークショップ 委員 千葉市

共用試験

氏名 年月日 種別 役割 開催地

小田　豊 2010.	2.18 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT 運営委員 千葉市

小田　豊 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第4学年OSCE 運営副委員長 千葉市

河田　英司 2009.	7.17 平成21年度北海道大学歯学部第5学年CBT再試験 モニタリング委員 札幌市

河田　英司 2010.	2.25 平成21年度松本歯科大学第4学年CBT再試験 モニタリング委員 塩尻市

河田　英司 2009.	4.24 日本歯科大学CBT問題作成ワークショップ タスクフォース 東京

河田　英司 2009.	5.24 松本歯科大学CBT問題作成ワークショップ タスクフォース 塩尻市

服部　雅之 2010.	2.18 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT 試験実施委員 千葉市

服部　雅之 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第4学年OSCE 評価者 千葉市

服部　雅之 2010.	3.11 平成21年度東京歯科大学第4学年CBT追・再試験 試験実施委員 千葉市



8原著論文

原著論文
高橋英和1)、河田英司2)、玉置幸道3)、寺岡文雄4)、細井紀雄5)、吉田隆一6)
ノンクラスプ用デンチャー材料の基礎的物性
歯科材料・器械, 28(3), 161-167, 2009.
1) 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野、2) 東京歯科大学歯科理工学、3) 昭和大学歯学部歯科理工学、4) 大阪大学大学院歯学研究科先端顎口腔バイオ
マテリアル学、5) 鶴見大学歯学部歯科補綴学第1、6) 日本歯科大学生命歯学部歯科理工学
医中誌 ID : 2009243590

21008014

原著論文
Hattori M, Tokizaki T, Matsumoto M, Oda Y.
Corrosion properties of Ag-Au-Cu-Pd system alloys containing indium.
Bull Tokyo Dent Coll, 51(1), 7-13, 2010.
東京歯科大学歯科理工学
DOI : 10.2209/tdcpublication.51.7　PubMed ID : 20574129　研究課題番号: A98-0240-1

21008018

原著論文
Hattori M, Takemoto S, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Durability of fiber-post and resin core build-up systems.
Dent Mater J, 29(2), 224-228, 2010.
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 20379034　研究課題番号: A98-0240-1

21008019

原著論文
Kono T, Yoshinari M, Takemoto S, Hattori M, Kawada E, Oda Y.
Mechanical properties of roots combined with prefabricated fiber post.
Dent Mater J, 28(5), 537-543, 2009.   学位論文（甲）
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 19822983

21008020

原著論文
Ushigome T, Takemoto S, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Influence of peroxide treatment on bovine enamel surface--cross-sectional analysis.
Dent Mater J, 28(3), 315-323, 2009.   学位論文（甲）
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 19662731

21008021

原著論文
Takemoto S, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Asami K, Oda Y.
Corrosion mechanism of Ti-Cr alloys in solution containing fluoride.
Dent Mater J, 25(4), 467-452, 2009.  若手研究（B）
東京歯科大学歯科理工学
PubMed ID : 19010524　研究課題番号: A03-0240-1

21008022

原著論文
Haruyama A1)2), Kato J2), Kameyama Y2), Hirai Y2), Oda Y1).
Effect of titanium dioxide and 3.5% hydrogen peroxide with 405-nm diode laser irradiation on bonding of resin to pulp
chamber dentin.
Laser Physics, 20(4), 881-885, 2010.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学歯科理工学、2) 東京歯科大学歯科保存学
DOI : 10.1134/S1054660X10070108

21008023



原著論文
Amano D1), Ueda T1), Sugiyama T1), Takemoto S2), Oda Y2), Sakurai K1).
Improved brushing durability of titanium dioxide coating on polymethylmethacrylate substrate by prior treatment with
acryloxypropyl trimethoxysilane-based agent for denture application.
Dent Mater J, 29(1), 97-103, 2010.   学位論文（甲）
1) 東京歯科大学有床義歯補綴学、2) 東京歯科大学歯科理工学
DOI : 10.4012/dmj.2009-073　PubMed ID : 20379019　研究課題番号: A06-0510-2

21107016

1臨床研究論文

臨床研究論文
Sugawara, T1), Kameyama, A2), Haruyama, A3), Oishi, T4), Kukidome, N2), Takase, Y2), Tsunoda, M2)
Influence of handpiece maintenance sprays on resin bonding to dentin.
Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 2, 13-19, 2010.
1) 東京歯科大学（学生）、2) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 慶應義塾大学医学部歯科口腔外科
DOI : 10.2147/CCIDEN.S8233

21114025

8解説

解説
小田豊
大学歯学部・歯科大学および大学病院の現況と課題　入学者選抜
日本歯科医学教育学会雑誌別冊【歯科医学教育白書2008年版(2006～2008年)】, 10-13, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2010081622

21008001

解説
小田豊
大学歯学部・歯科大学および大学病院の現況と課題　歯学部の現況
日本歯科医学教育学会雑誌別冊【歯科医学教育白書2008年版(2006～2008年)】, 2-9, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2010081621

21008002

解説
小田豊
分析機器　何がわかるか　走査型共焦点レーザー顕微鏡
DE, 170, 36-38, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009287113

21008008

解説
河田英司
特色ある歯科医学教育　ICTを活用した歯科医学教育
日本歯科医学教育学会雑誌別冊【歯科医学教育白書2008年版(2006～2008年)】, 115-120, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2010081642

21008012

解説
河田英司、牛込利彰、武本真治、服部雅之
ホワイトニングの歯質浸透性　浸透性実験と断面の形態から
補綴臨床, 42(6), 653-659, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2010052054　研究課題番号: A02-240-1

21008013



解説
河田英司、今西泰彦
ライニング材としてのフロアブルコンポジットレジンの応用
DE, 169, 13-16, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009224398

21008015

解説
吉成正雄
分析機器　何がわかるか　QCM　水晶振動子マイクロバランス
DE, 169, 30-32, 2009.
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009224402

21008017

解説
松浦信幸、一戸達也、河田英司、金子譲
IT環境を利用した心肺蘇生法の技能評価システム開発
日本歯科麻酔学会雑誌, 37(2), 183-186, 2009.
1) 東京歯科大学歯科麻酔学、2) 東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009252058

21106033
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学会発表・口演
松永智1)、吉成正雄2)3)、井出吉信1)
下顎骨関節突起における生体アパタイト結晶の配向性
第115回日本解剖学会総会・全国学術集会　盛岡市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学歯科理工学

21001032

学会発表・口演
藤田修平1)、阿部伸一1)、吉成正雄2)3)、矢島安朝4)、井出吉信1)
下顎前歯部舌側部領域における動脈の走行状態
第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学口腔インプラント学

21001036

学会発表・口演
古屋英敬1)、森岡俊行1)2)、松永智1)2)、吉成正雄2)3)、井出吉信1)
下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性
Journal of Oral Biosciences, 51(S), 83, 2009.
第51回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会　新潟市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、3) 東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009318045

21001038

学会発表・口演
古屋英敬1)2)、森岡俊行2)3)、松永智1)2)、吉成正雄2)4)、井出吉信1)
下顎骨前歯部における生体アパタイト結晶の配向性
第39回日本口腔インプラント学会学術大会プログラム・抄録集, 135, 2009.
第39回日本口腔インプラント学会学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、3) 東京歯科大学口腔インプラント学、4) 東京歯科大学歯科理工学

21001039



学会発表・口演
松本倫彦、武本真治、服部雅之、吉成正雄、河田英司、小田豊
支台歯の表面粗さが合着強さに及ぼす影響
歯科学報, 109(4), 83, 2009.   学位論文（乙）

第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2010059151　研究課題番号: A98-0240-1

21008003

学会発表・口演
武本真冶、服部雅之、市川弘道、五十嵐俊男、野口竜実、吉田英貴、吉成正雄、河田英司、小田豊
酸性またはアルカリ性の過酸化水素含有溶液中でのチタンの腐食挙動
歯科材料・器械, 28(5), 209, 2009.
第54回日本歯科理工学会学術講演会　鹿児島市
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009351080　研究課題番号: A03-0240-1

21008007

学会発表・口演
武本真治、服部雅之、吉成正雄、河田英司、小田豊
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
歯科学報, 109(2), 227, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009257181　研究課題番号: A03-0240-1

21008009

学会発表・口演
武本真治、服部雅之、吉成正雄、河田英司、小田豊
口腔内で高耐食性を有するチタン合金の創製
若手研究（A）

東北大学金属材料研究所共同研究ワークショップ　仙台市
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A03-0240-1

21008024

学会発表・口演
Takemoto S, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Surface oxide film formation on titanium alloys immersed in acidic saline solutions containing hydrogen peroxide.
若手研究（B）

Bioceramics22　大邱、大韓民国
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A03-0240-1

21008025

学会発表・口演
Takemoto S, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Influence of hydrogen peroxide in acidulated solution on formation of oxide films on titanium alloys.
若手研究（B）

9th Asian BioCeramics Symposium　名古屋市
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A03-0240-1

21008026

学会発表・口演
小田豊、服部雅之、武本真治、吉成正雄、河田英司
EQCMによるチタン合金の腐食挙動解析
基盤研究（B）

第23回歯科チタン学会学術講演会　東京
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A95-0240-1

21008027



学会発表・口演
Oda Y, Takemoto M, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E.
EQCM analysis of titanium corrosion in peroxide- and fluoride-containing solutions.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper118001.html, 2009.  基盤研究（B）

87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A95-0240-1

21008034

学会発表・口演
Oda Y, Takemoto S, Hattroi M, Yoshinari M, Kawada E.
Corrosion behavior of chromium-containing titanium alloy by EQCM.
基盤研究（B）

2nd Meeting of IADR PAPF/1st Meeting of IADR APR　武漢、中国
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A95-0240-1

21008037

学会発表・口演
望月隆二1)、井出吉信2)、小田豊3)、河田英司3)4)、橋本正次5)
新入生の自然科学系科目における学力のアンバランスについて
日本歯科医学教育学会第28回総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学物理学、2) 東京歯科大学解剖学、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学歯科医学、教育開発センター、5) 東京歯科大学法人類学

21404001

学会発表・口演
吉成正雄1)2)、武本真治2)、小田豊2)、松坂賢一1)3)、井上孝1)3)、早川徹4)
ジルコニアがチタンに及ぼす摺動摩耗特性
第31回日本バイオマテリアル学会大会予稿集, 151, 2009.
第31回日本バイオマテリアル学会大会　京都市
1) 東京歯科大学口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門、2) 東京歯科大学歯科理工学、3) 東京歯科大学臨床検査学、4) 日本大学松戸歯学部生体材料工学

21502024

10学会発表・示説

学会発表・示説
阿部伸一1)、村上聡2)、小田豊3)、井出吉信1)、河田英司2)3)
OSCE態度評価の再評価と評価者トレーニングのためのシステム構築
第28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, 140, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学解剖学、2) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、3) 東京歯科大学歯科理工学

21001028

学会発表・示説
松本倫彦、武本真治、服部雅之、長谷川晃嗣、愛知徹也、吉成正雄、河田英司、小田 豊
メタルコアの表面粗さが合着強さに及ぼす影響　第2報　合着材の影響
歯科材料・器械, 28(5), 328, 2009.   学位論文（乙）

第54回日本歯科理工学会学術講演会　鹿児島市
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009351198　研究課題番号: A98-0240-1

21008004

学会発表・示説
春山亜貴子1)、武本真治1)、服部雅之1)、亀山敦史2)、吉成正雄1)、河田英司1)、小田豊1)
牛歯象牙質歯髄側表面における漂白が接着強さに及ぼす影響
28(5), 326, 2009.   学位論文（甲）

第54回日本歯科理工学会学術講演会　鹿児島市
1) 東京歯科大学歯科理工学、2) 東京歯科大学千葉病院総合診療科
医中誌 ID : 2009351196

21008005



学会発表・示説
松本倫彦、武本真治、服部雅之、吉成正雄、河田英司、小田豊
メタルコアの表面粗さが合着強さに及ぼす影響
歯科材料・器械, 28(2), 135, 2009.   学位論文（乙）

第53回日本歯科理工学会学術講演会　東京
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009218854　研究課題番号: A98-0240-1

21008010

学会発表・示説
服部雅之、市川弘道、武本真治、吉成正雄、河田英司、小田豊
新規ビニルシリコーンゴム印象材の物性
歯科材料・器械, 28(2), 71, 2009.
第53回日本歯科理工学会学術講演会　東京
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009218790　研究課題番号: A98-0240-1

21008011

学会発表・示説
高橋英和1)、河田英司2)、玉置幸道3)、寺岡文雄4)、細井紀雄5)、吉田隆一6)
ノンクラスプデンチャー用レジンの基礎的物性
歯科材料・器械, 28(2), 103, 2009.
第53回日本歯科理工学会学術講演会　東京
1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野、2) 東京歯科大学歯科理工学、3) 昭和大学歯学部歯科理工学、4) 大阪大学大学院歯学研究科先端顎口腔バイオ
マテリアル学、5) 鶴見大学歯学部歯科補綴学第1、6) 日本歯科大学生命歯学部歯科理工学
医中誌 ID : 2009218822

21008016

学会発表・示説
Takemoto M, Hattori M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Influence of peroxide-containing alkaline solution on corrosion of titanium alloys.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper117871.html, 2009.  若手研究（B）

87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A03-0240-1

21008035

学会発表・示説
Hattori M, Takemoto M, Yoshinari M, Kawada E, Oda Y.
Fatigue peoperties of fiber-reinforced post and resin core build-up materials.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper117941.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
東京歯科大学歯科理工学
研究課題番号: A98-0240-1

21008036

学会発表・示説
亀山敦史1)、山倉大紀1)、久永竜一2)、野村武史3)、片田英憲4)、森永一喜5)、中澤妙衣子5)、久木留伸享1)、杉山利子1)、野呂明
夫1)、近藤祥弘1)、伊藤明代6)、中島一憲7)、武田友孝7)、高橋俊之1)、高瀬保晶1)、河田英司8)、矢島安朝9)、井上孝10)、一戸達
也11)、角田正健1)
新規臨床実習「一口腔単位の教育」の現状と今後の展望
歯科学報, 109(4), 439, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 東京歯科大学口腔外科学、4) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、5) 東京
歯科大学歯科保存学、6) 東京歯科大学歯周病学、7) 東京歯科大学スポーツ歯学、8) 東京歯科大学歯科理工学、9) 東京歯科大学口腔インプラント学、10) 東京歯科大学臨床検査
学、11) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010059173

21114003



学会発表・示説
村上聡1)、河田英司1)、佐野司2)、西川慶一2)、小田豊3)、井出吉信4)
Nintendo DS Lightを活用した学習の新評価システム ‒オンライン小テストシステムによる形成的評価
第28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 ,
第28回日本歯科医学教育学会総会および学術大会　広島市
1) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター、2) 東京歯科大学歯科放射線学、3) 東京歯科大学歯科理工学、4) 東京歯科大学解剖学

21504002

1学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
小田豊
歯科材料・器械の評価基準を考える -ISO規格の要点-
歯科材料・器械, 28(5), 220, 2009.
第54回日本歯科理工学会学術講演会　鹿児島市
東京歯科大学歯科理工学
医中誌 ID : 2009351091

21008006

5調査報告

調査報告
小田豊
歯科用セラミック及びメタルセラミックシステム
第45回ISO/TC106大阪会議報告書2009, 15-17, 2010.
東京歯科大学歯科理工学

21008028

調査報告
小田豊
弾性裏装材
第45回ISO/TC106大阪会議報告書2009, 20-21, 2010.
東京歯科大学歯科理工学

21008029

調査報告
小田豊
腐食試験法
第45回ISO/TC106大阪会議報告書2009, 24, 2010.
東京歯科大学歯科理工学

21008030

調査報告
小田豊
金属材料
第45回ISO/TC106大阪会議報告書2009, 27-28, 2010.
東京歯科大学歯科理工学

21008031

調査報告
小田豊
補綴材料
第45回ISO/TC106大阪会議報告書2009, 31-32, 2010.
東京歯科大学歯科理工学

21008032
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9. 衛生学講座

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

教　　授	 松久保　隆	 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A92-0260-4）

	 	 全身機能にかかわる口腔機能（咬合・咀嚼）の解析（A01-0260-1）

	 	 口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A92-0260-5）

	 眞木　吉信	 歯根面齲蝕の要因と予防指針（A77-0260-1，A86-0260-1，A87-0260-2，	
A90-0260-1）

	 	 フッ化物応用の総合的研究（A01-0260-2）

	 	 精神障害者の口腔環境の実態とその対応（A01-0260-3）

	 	 特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向上プログラムの構築

客員教授	 山中すみへ	 歯科用素材の安全性評価に関する研究（A91-0260-1，A91-0260-3）

准 教 授 	 杉原　直樹	 老年者の歯科保健に関する研究（A88-0260-1）

講　　師	 須山　祐之	 歯科診療における環境改善に関する研究（A84-0260-2）

助　　教	 古賀　　寛	 フッ化物の許容濃度に関する研究（A87-0260-3）

大学院生	 大澤　博哉	 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A92-0260-4）

	 	 口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A92-0260-5）

専 攻 生 	 浮谷　得子	 学齢期の食育と口腔機能に関連する要因について（A92-0206-4）

2．成果の概要

1）フッ化物の許容濃度に関する研究（A87-0260-3）
フッ化物の全身的応用において齲蝕予防効果と過剰摂取による歯のフッ素症を防ぐためにフッ化物摂取量基準が

要請される。本研究の目的はわが国における年齢群別のフッ化物摂取基準策定のための基礎資料を提示することに
あった。まとめとして平成18 年度は「日本におけるフッ物摂取量と健康」（社会保険研究所）を出版した。その主
内容はライフステージにおけるフッ化物摂取量であり、その裏づけとなるフッ化物応用によるう蝕抑制効果と健康リス
クを評価した。平成19 年度にはフッ化物摂取基準案を日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会に答申し、一部修正
し案が理事会で承認支援された。さらに、この基準案は日本歯科医学会でも承認支援された。さらに日本口腔衛
生学会フッ化物応用委員会報告として口腔衛生学会誌に掲載された。日本人におけるフッ化物摂取基準案を微量元
素として第九次日本人の食事摂取基準に収載していただくには、アメリカ以外のヨーロッパ諸国のフッ化物全身応用
を実施している国々のフッ化物摂取基準の根拠を調査し、本基準案と照合する必要がある。

口腔衛会誌58（5）,	548-551、2008

2）咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A92-0260-4）
本研究は、学齢期の生活習慣病と「口腔機能の発達、維持と増進」との関連性を追究し、学校保健における食

育の意義ならびに口腔機能の維持と増進の役割を位置づけることを目的としている。	
　平成 21年度の解析は、2008 年度に行った結果（総数：1,525 名（小学生：825 名、中学生：700 名）について、
（1）う蝕の有無と齲蝕原性菌のレベルに関連する要因の解析、（2）	食品の受容応答に関連する要因についてロジス
ティック解析を行った。

（1）う蝕の有無と齲蝕原性菌のレベルに関連する要因は、朝食の欠食（オッズ比：1.71）、就寝前のおやつ（1.62）、
歯肉炎（1.58）、S.mutans の検出（1.58）、乳酸桿菌の検出（1.14）であり、S.mutans の検出に関連する要因は、
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定期的な歯科健診をしない（1.35）、就寝前の清涼飲料水の摂取（1.58）、清涼飲料水の摂取（1.27）、歯肉炎（1.43）
であった。また、乳酸桿菌の検出に関連する要因は、高頻度の間食（1.33）、昼食後の歯磨きをしない（1.60）、生
活習慣病の知識が無い（1.29）、歯肉炎（1.51）、混合歯列（2.11）であった。（2）食品の受容応答（食べられる食
品の多さ）に関連する要因は、生活習慣病の知識が無い（1.68）、食べ物を水などで流しこんで食べる（1.36）、食
べかたがうるさい（1.72）、よく噛むように家族に注意される（1.71）、食べる時間が（給食）友人より遅いか速い（1.39）、
混合歯列（1.54）、咬合力が小さい（1.80）であった。	
　これらの研究結果から、小中学生のう蝕の有無やう蝕原因菌の検出に食習慣が大きく関連しており、小中学生で
の食育の推進には学齢期の齲蝕予防に大きく関与することが示された。また、学齢期の食べられる食品の多さには、
口腔の咬合状態が関与していることが示唆された。

3）歯科用素材など化学物質の安全性評価に関する研究（A91-0260-1、A91-0260-3）
歯科用素材をはじめとした化学物質などの安全性を評価するために、とくに歯科金属によるアレルギー発現の簡

易なスクリーニング法とともに分子生物学的手法を検討してきた。また一方、その他の一般化学物質とともに栄養成
分の脂質についても摂取過剰の生体影響を検討してきた。

J	Oleo	Science,	56（7）,	369-375,	2007	
J	Oleo	Science,	57（2）,	115-121,	2008

4）フッ化物応用の総合的研究（A01-0260-2）
歯科保健領域における齲蝕予防法としてのフッ化物は、すでに半世紀を越えてその実績が評価されている。日本

歯科医学会医療環境問題検討委員会フッ化物検討部会は平成 9年から3 年間にわたる委員会の報告として、平成
11年11月に「フッ化物応用についての総合的な見解」を公表し、①国民の口腔保健向上のためフッ化物の応用を
推奨すること、②わが国におけるフッ化物の適正摂取量を確定するための研究の推進を奨励することを結論としてい
る。これを受けて平成15 年度から「フッ化物応用による歯科疾患の予防技術評価に関する総合的研究」（H15－
医療－020）が 3 年計画で実施されることになり、小児から成人にいたるライフステージにおけるフッ化物応用およ
び食品・飲食物から摂取されるフッ化物のモニタリングの確立や、歯の形成期におけるフッ化物摂取の所要量につい
ての普遍的指標の確立など、フッ化物の全身的応用を推進するとともに、ライフステージに応じた局所応用法の普
遍的なモデルを作成し、「健康日本 21」等のヘルスプロモーション政策に寄与することを意図している。平成17年
度は 3 年計画のまとめの年として、「フッ化物配合歯磨剤応用マニュアル」を出版するとともに、「21世紀における歯
科疾患のリスク判定法および予防体系の構築」というタイトルでシンポジウムを開催した（東京歯科大学水道橋病院
血脇ホール）。	
　平成18 年度からは「フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研究」
（H18－医療－一般－019）のタイトルで3年計画の新たな研究が始まり「フッ化物歯面塗布マニュアル」や「摂取基準」
の作成とともに、フッ化物のリスクイメージを解消する方策を討論した。平成 21年 3月には 3 年間の研究のまとめ
としてフッ化物応用フォーラムを開催した。平成 21年度からは「歯科疾患予防のための日本人のフッ化物摂取基準
とフッ化物応用プログラム（H21- 循環器（歯）－一般 *001）として新たな研究展開が期待されているところである。

平成20年度厚生労働科学研究報告書,	2009	
平成18,19,20年度厚生労働科学研究総括報告書,	2009

5）歯科診療における環境改善に関する研究（A84-0260-2）
歯科診療室における空気清浄度を評価するための「基準」は明確ではない。歯科診療室内の空中浮遊菌の存在

状態を経過時間ごとに計測が可能なサンプリング装置を開発し、空気清浄度を詳細に調査する事が可能となった。
本研究では歯科医療施設のための空気清浄度の指標を提案し、診療室内環境汚染の対策として、最適な歯科用空
気清浄装置を開発し、実践的に歯科診療室で応用後の空気環境測定結果より、良好な環境状態を維持していたこ
とを明らかにした。2004 年より3 年間の計画で、産・官・学による医療施設ならびに住居室内環境の空中浮遊微
生物除去および防止性能評価法の目的に発足したプロジェクトを開始し、一定量のカビの乾燥胞子を空中超音波に
より均一に飛散させる方法を行い、その有用性を認めた。本年度も研究は継続しており本内容のJIS 化への委員会
に展開している。	
　2006 年より口腔インプラント治療における院内感染対策に関する研究を進めておる。本研究では、インプラント
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治療に手術用空気洗浄ユニットの有無による治療前後の空気清浄度を評価している。陰圧管理されたクリーンブー
スを応用して口腔インプラント治療中の空気清浄度は稼動10 分後には、病院空調設備の設計・管理指針（HEAS-02-	
2004）の空気清浄度判定基準では「清潔区域」を維持した。さらに手術野から0.5-3メートルの距離の細菌の拡
散状況は口腔付近を中心にほぼ同心円的に拡散が認められた。本年度は陰圧仕様のクリーンブースを応用して口腔
インプラント治療中の空中浮遊細菌拡散状況および汚染の程度を検討している。

6）老年者の歯科保健に関する研究（A88-0260-1）
高齢者における歯科受診行動を調査し、定期健診受診に関わる要因を評価するために、千葉市にある美浜いき

いきプラザを利用している60-98 歳の 211名（男性 50 名、女性161名）を対象に配票による質問紙調査を実施した。
美浜いきいきプラザは、60 歳以上を対象にした老人福祉センター（機能回復訓練や介護予防事業）と老人デイサー
ビスセンターを併設し、老人に対して生きがい活動（レクレーション）を提供する施設である。	
　対象者は、デイサービスセンター利用者46 名（ADL が低い群）、老人福祉センター利用者 68 名（ADL が中等
度の群）、健常高齢者 97名（ADL が高い群）であった。	
　口腔内の所見（自己評価）では、有歯顎者196 名（92.9％）であり、義歯を装着している者が118 名（55.9％）、
口腔内に自覚症状がある者152 名（72.0％）、1日3 回以上口腔内を清掃する者が 86 名（40.8％）であった。歯
科受診行動では、過去1年間に歯科医院に通院した者が135 名（64.0％）、かかりつけの歯科医がある者が185
名（87.7％）、定期健診を受診している者が 85 名（40.3％）であった。	
　定期健診受診に関わる要因を評価するために、目的変数を定期健診受診の有無、説明変数を性別、年齢、
ADL	（低い群、中等度の群、高い群）、同居者の有無、服薬の有無、自己評価による口腔内所見（無歯顎、有歯顎）、
義歯装着の有無、口腔内の自覚症状の有無、1日の口腔清掃回数（3回以上、2回以下）、かかりつけ歯科医の有
無の10 変数とした、多重ロジステイック回帰分析（ステップワイズ法）を行った。なお、年齢および性別は交絡因
子を考慮して強制的にモデルに取り込ませた。多変量解析の結果、定期健診受診を受けている者は、ADL が高く、
かかりつけの歯科医があり、1日3 回以上の口腔清掃を実施していた。

Bull.	Tokyo	Dent.	Coll.,51:	15-21,	2010

7）精神障害者の口腔環境の実態とその対応（A01-0260-3）
本研究は、平成15 年 4月から始まり、精神疾患治療のための入院設備を有する病院の協力を得たうえで、精神

障害者（統合失調症）の口腔領域における器質的環境ならびに摂食・嚥下などの口腔機能の実態調査を実施した。
その後、看護・介護職への口腔保健に関する集団指導とケア教育を行い、入院患者の口腔環境と機能の改善状況
を確認した後に、同意の得られた患者を対象として、歯科衛生士による個別の口腔保健指導を導入した。これらの
教育・指導の評価には、口腔内の疾患および清掃状態から唾液分泌、細菌叢の検討ならびに口臭の有無まで調査
項目に入れた。さらに口腔機能面の評価としては、摂食・嚥下に関する検査項目に咬合状態を加えたものとした。また、
対象とした統合失調症患者の指導の受容状況をフェイススケールにより評価すると同時に、この調査期間における
病院の看護・介護職の口腔保健ケアに対する意識の変化も調査した。	
　本研究から、健常者と比較した統合失調症患者の口腔環境の実態を明らかにすることができた。また、看護・
介護職への指導と障害者に対する個別の介入指導による口腔環境および口腔機能の改善については、一定の限度の
下における効果を得ることができた。この背景には、口腔疾患に対する治療処置が不可能であったことや、唾液分
泌を抑制する服用薬剤の存在があり、さらには、精神保健領域の障害の程度を示すスケール（薬原性椎体外路症
状の評価 DIEPSSと陽性・陰性症状の評価 PANSS）を考慮した結果の考察が必須であった。

平成16-18年度文部科学省科研費報告書（基盤研究B）2007。「精神疾患・精神障害者の口腔環境および機能実
態に関する総合的研究」

8）歯根面齲蝕の要因と予防指針（A77-0260-1、A86-0260-1、A87-0260-2、A90-0260-1）
日本の成人集団における根面齲蝕の有病者率は、20 歳代 2.7％、30 歳代12.6％、40 歳代 20.2％、50 歳代

39.3％であり、加齡による顕著な増加傾向を示している。一方これを高齢者でみると、60 歳代 24.5％、70 歳代
21.6％、80 歳以上 20.6％であり、加齡による有病者率の違いは認められなかった。	
　この成人と高齢者での増齢における有病者率の違いの最も考えられる理由としては、60 歳からの喪失歯数の増
加が挙げられる。このことは逆に、日本における高齢者の残存歯数が増加することにより、根面齲蝕の発症は今後



75

ますます増加していくと推測され、歯科医療の現場において重要な課題となってくることが予想される。	
　このような歯根面齲蝕の要因の追求と効果的な予防は高齢者の歯の喪失のリスクを低減させる効果があり、この
問題は健常者のみならず、精神障害を有する集団においても同様であった。これらの成果は平成15 年度から18 年
度にわたる文部科学省の科学研究「成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リスクに関する研究」にまとめ
た。

9）	特定および要介護高齢者の口腔環境と機能のアセスメントと改善・向上プログラムの構築
老年者を対象とした口腔保健ケアは、器質的環境改善ケアと機能的改善ケアの2つに大きく分けることができる。

器質的環境改善ケアの効果については、誤嚥性肺炎の予防など実証的な報告が幾つか見られるが、その評価方法
は千差万別であり、介護予防の一つとして導入された。口腔機能の向上プログラムと共に、科学的な評価と改善プ
ログラムの構築が必要とされる。	
　平成19 年度は度は鴨川市における特定高齢者の介護予防教室と千葉市内の要介護老人保健施設のデイケアと
入居者を対象とした実態調査を実施した。平成 21年度には文部科学省の科研費（基盤研究 B）を頂き地域支援
事業としての特定高齢者を対象とした口腔機能の向上と環境の改善について研究を実施し、学会報告を行ってきた。

10）口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A92-0260-5）
衛生学講座では、成人の現在歯数の維持に関する疫学的研究を継続して行っている。	

その中で、高齢者における歯の喪失リスクに関する疫学的研究は数多く報告されているが、成人における歯の喪失
リスクに関する経年的な疫学的研究は多くない。	
　本研究は、生命保険会社の正規職員の2000 年と2005 年の歯科健診の結果の経年的観察し、歯の喪失リスク
にどのような要因が関連しているかを統計学的に求め、成人における健康教育の立案に役立てることを目的としたも
のある。	
　研究対象者は、生命保険会社の職員に対する歯科健康診査受診者（年齢 20-64 歳）で、2000 年度（2048 名）
と2005 年度（1762 名）であり、そのうち5 年後で追跡が可能で、解析に使用できた被検者数は男性 358 名、
女性159 名の計 517名であった。この集団の対象者で 5 年間に1歯以上の歯が喪失した者の割合は 20 歳 -40 歳
代の男性で 7.2-10.8%、女性では 8.2-17.1％であったが、50 歳代ではその割合が高く、それぞれ 38.9％、31.3％
であった。5 年間に1歯以上の歯の喪失が起こることに関連する独立した要因を検索するために年齢と性別によって
調整した logistic 回帰分析の結果、独立した要因として、歯科保健用語の知識がないこと、硬い食品がかみにくい
という自己評価、喫煙、開始前の現在歯数が 28未満であった。本研究は、20 歳 -50 歳未満の成人で 5 年間に1
歯以上の歯が喪失した者の割合は10％前後であり、わが国の職域における成人の歯の喪失の予防には、現在歯の
28 歯を維持すること、禁煙、健康教育、咬合咀嚼機能の維持が重要であることを示唆していた。

3.	学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

松久保　隆 日本および韓国の口腔保健　状態
の比較研究

延世大学歯学部 ソウル
韓国

Prof.	Kwon
Kim	Baek	IL

松久保　隆 食品の酸産生能評価 延世大学歯学部 ソウル	
韓国

Prof.	Kwon
Kim	Baek	IL

眞木　吉信 歯根面齲蝕の疫学，病因および予
防手段

イエテボリ大学歯学部	
ハルムシュタッド総合病院

Göteborg,	
Sweden

Dowen	
Birkhed

眞木　吉信 乳幼児における至適フッ化物摂取
量の評価

チェンマイ大学歯学部 Chiang-
mai
Thailand

Chalermpong	
Chittaisong
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眞木　吉信 精神障害者施設における口腔ケア
の支援

昭和大学歯学部	口腔衛
生学	
秦野保健福祉事務所

東京	

秦野市

向井　美惠	

渡辺　晃子

眞木　吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学歯学部 Yangon,	
Myanmar

Mya	Thou

眞木　吉信 フッ化物洗口事業の評価 東京都歯科医師会	
鴨川市	
ライオン歯科衛生研究所

東京	
鴨川市

貝塚　雅信	
野宮和歌子

眞木　吉信 鴨川市「健口美」教室 鴨川市 鴨川市 野村　浩子

眞木　吉信
古賀　寛

ラオスにおけるソルトフロリデーション
事業

ラオス保健科学大学	
タマサート大学歯学部	
ソウル大学歯学部

Laos	
Thailand	
大韓民国

Dr.	Kamhoung	
Prof.	Phantwnvanit	
Prof.	Paik

山中すみへ 危険物の海上輸送に関する調査研
究

日本海事検定協会 東京 八十川欣勇

須山　祐之 空中浮遊微生物除去及び防止性能
評価法プロジェクト

室内環境学会 和光市 池田　耕一

須山　祐之 医療施設における実践的な環境汚染
リスクマネージメントシステムによる
評価方法の検討

埼玉県立大学 越谷市 高久　悟

古賀　寛 フッ化物の代謝に関する研究 千葉県立保健医療大学 千葉市 西牟田　守

眞木　吉信	
古賀　寛

食品中フッ化物濃度と低濃度フッ化
物の歯質との反応性に関する研究

明治製菓研究所 東京 大森　俊昭

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

松久保　隆 学齢期における生活習慣病リスクと咬合咀嚼機能の関
連性に関するコホート研究

文科省文科省科研費・基盤研究（C）

眞木　吉信
（主任）

フッ化物による歯科疾患予防プログラムの構築と社会
経済的評価に関する総合的研究

厚生労働科学研究費	
（医療安全医療技術評価総合研究事業）

眞木　吉信
（分担）

介護予防における「口腔機能の向上」の推進に関する
総合的研究

厚生労働科学研究費	
（老人保健健康増進事業）

眞木　吉信
（主任）

成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リスク
に関する疫学的研究

文科省文科省科研費・基盤研究（C）

杉原　直樹 根面う蝕のコホート研究に基づいたう蝕予防ガイドラ
インの作成

文科省文科省科研費・基盤研究（C）

5.	研究活動の特記すべき事項
学会開催

役職 年月日 学会・研究会名 開催地
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松久保	隆
（会長）	
眞木　吉信	
杉原　直樹

2009.	8.24 全国歯科大学口腔衛生学教授協議会 東京

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

眞木　吉信 2009.10.11 フッ化物応用の地域格差・国際格差 第58回日本口腔衛生
学会・総会

岐阜市

眞木　吉信	
（座長）	
（シンポジスト）

2009.	6.19 東アジアにおける老年歯科医療
Past	Effort	and	Activities	for	
Gerodontology,Current	Status	and	
Prospects	for	the	Future	in	Japan

第20回日本老年歯科
医学会・総会

横浜市

眞木　吉信	
（座長）

2010.	1.17 あなたとクライアントのための“健康
美”－食育

第19回ライオンNew	
Yearセミナー

東京

眞木　吉信	
（シンポジスト）

2009.	9.	9 Fluoride	and	Health,	Levels	of	Fluo-
ride	Intake	Associated	with	Other	
Health	Disorders,	Measuring	Fluoride	
Intake,	Asia,	Pacific	regions

9th	World	Congress	
on	Preventive	Den-
tistry

Phuket,	
Thailand

眞木　吉信	
（オーガナイザー）

2009.10.25 Fluoride	Salt,	Milk	Fluoridation AAPD（Asian	Acad-
emy	of	Preventive	
Dentistry）

ソウル	
大韓民国

ワークショップ

氏名 年月日 ワークショップ名 主催 役割 開催地

松久保　隆 2009.	3.	8 食育と口腔保健の円卓会
議

千葉県歯科医師会 座長 千葉市

眞木　吉信 2009.10.25 Selection	of	the	proper	
dentifrice	and	mouth	
rinse,	according	to	
patients’characteristics	
in	clinical,	9thConfer-
ence	of	Korean	Acad-
emy	of	Clinical	Preven-
tive	Dentistry

AAPD（Korean	
Academy	of	the	
Clinical	Preven-
tive	Dentistry）	
Soul	National	
Univ.	Dental	
Hospital

Invited	Lecture ソウル	
大韓民国

眞木　吉信 2009.10.17-18 2009 年度歯科衛生士教育
指導者講習会

歯科医療研修振興
財団全国歯科衛生
士教育協議会

実行委員	
タスクフォース

東京

眞木　吉信 2009.12.5 2009年度歯科衛生士専任
教員講習会Ⅴ

全国歯科衛生士教
育協議会

タスクフォース 東京

研究会

演者 年月日 研究会名 開催地

松久保	隆 2009.	8.29-30 第11回日本咀嚼学会健康咀嚼指導士研修会 日本咀嚼学会 東京

6.	教育講演等教育に関する業績、活動



78

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

松久保	隆 2009.	6.	6 噛んで食べることの大切さ 第7回小象の会　生活習慣病
予防治療フォーラム

千葉市

山中すみへ 2009.	6.12 薬剤の毒性と安全な管理 厚生労働省・認定、防除作業
監督者講習会

東京

山中すみへ 2009.	7.18 くらしの中の化学物質とその安全、特
に金属アレルギーを中心として

文教大学	生活科学研究所	公
開講座

越谷市

杉原　直樹 2009.	9.	4 歯と口の健康から全身の健康へ 足立区歯周病予防教室 東京

ワークショップ

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地

杉原　直樹 2009.	6.14 第25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

杉原　直樹 2009.12.28 H22年度教育ワークショップ　水道橋
移転に伴う基礎科目講義および実習の
在り方

作業グループ委員 千葉市

杉原　直樹 2009.12.28 H22年度教育ワークショップ　臨床基
礎実習の再構築

作業グループ委員 千葉市



5原著論文

原著論文
Sugihara N1), Maki Y1), Okawa Y2), Hosaka M2), Matsukubo T1), Takaesu Y.
Factors associated with root surface caries in elderly.
Bull Tokyo Dent Coll, 51(1), 23-30, 2010.
1) 東京歯科大学衛生学、2) 千葉県立保健医療大学歯科衛生学
PubMed ID : 20574131

21009001

原著論文
Sugihara N1), Tsuchiya K2), Hosaka M3), Osawa H1), Yamane GY2), Matsukubo T1).
Dental-care utilization patterns and factors associated with regular dental check-ups in elderly.
Bull Tokyo Dent Coll, 51(1), 15-21, 2010.
1) 東京歯科大学衛生学、2) 東京歯科大学市川総合病院オーラルメディシン・口腔外科学、3) 千葉県立保健医療大学歯科衛生学
DOI : 10.2209/tdcpublication.51.15　PubMed ID : 20574130

21009002

原著論文
吉野浩一、櫻井美和、村松康子、田邊吉彦、鏡宣昭、杉原直樹、松久保隆
現在歯数別にみた喪失歯数の推計 ‒歯科疾患実態調査を用いた解析‒
口腔衛生学会雑誌, 59(3), 159-164, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009003

原著論文
Murakami T1), Narita N1), Shibata T1), Nakagaki H1), Koga H2), Nishimuta M3).
Influence of beverage and food consumption on fluoride intake in Japanese children aged 3-5 years.
Caries Res, 43(5), 382-386, 2009.
1) 愛知学院大学歯学部口腔衛生学、2) 東京歯科大学衛生学、3) 千葉県立保健医療大学歯科衛生学
DOI : 10.1159/000235646　PubMed ID : 19696482

21009005

原著論文
白鳥たかみ1)、山田小枝子2)、田村清美3)、眞木吉信4)、松井恭平5)
歯科衛生士養成学校における修業年限、入学定員、志願者数、入学者数および就職状況に関する現状調査
日本歯科医学教育学会雑誌, 25(1), 54-63, 2009.
1) 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 、2) 朝日大学歯科衛生士専門学校、3) 名古屋歯科衛生士専門学校、4) 東京歯科大学衛生学、5) 千葉県立保健医療大学歯科衛生学
医中誌 ID : 2009198620

21009007

13解説

解説
松久保隆
キシリトールガムは齲蝕予防のセルフケアとして有効か 1
歯界展望, 114(3), 591-595, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009016

解説
松久保隆
キシリトールガムは齲蝕予防のセルフケアとして有効か 2
歯界展望, 114(4), 793-797, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009017

解説
眞木吉信、古賀寛
フッ化物応用のために知っておきたいこと（１）栄養としてのフッ化物̶日本人のフッ化物摂取基準の策定
歯界展望, 113(6), 1155-1160, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009018



解説
眞木吉信
フッ化物応用のために知っておきたいこと（２）フッ化物局所応用の問題点̶チタン，ポーセレン，コンポジットレジン
歯界展望, 114(1), 169-173, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009019

解説
眞木吉信
フッ化物応用のために知っておきたいこと（２）フッ化物局所応用の問題点̶チタン，ポーセレン，コンポジットレジン
日本歯科医師会雑誌, 62(1), 81-86, 2009.
東京歯科大学衛生学

21009020

解説
眞木吉信
齲蝕予防とPMTC
小児歯科臨床, 14(11), 49-54, 2009.
東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010038456

21009024

解説
眞木吉信1)2)、河野有里1)、竹屋江美1)、奥澤やすよ1)、林菜穂子1)、虎谷知美1)、白石奈々子1)、二川祐子1)、北村実子1)、若尾
裕子1)
Risk Control Dentistryのすすめ 1 ライオン歯科衛生研究所東京歯科診療所の新たなビジョン
歯界展望, 115(1), 153-159, 2010.
1) ライオン歯科衛生研究所東京診療所、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010103647

21009025

解説
眞木吉信1)2)、河野有里1)、竹屋江美1)、奥澤やすよ1)、林菜穂子1)、虎谷知美1)、白石奈々子1)、二川祐子1)、北村実子1)、若尾
裕子1)、石川正夫1)、高田康二1)
Risk Control Dentistryのすすめ 2 歯科衛生士の患者担当制とカリエスリスクの臨床評価
歯界展望, 115(2), 345-351, 2010.
1) ライオン歯科衛生研究所東京診療所、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010107577

21009026

解説
眞木吉信1)2)、河野有里1)、竹屋江美1)、奥澤やすよ1)、林菜穂子1)、虎谷知美1)、白石奈々子1)、二川祐子1)、大江未久1)、北村
実子1)、若尾裕子1)、石川正夫1)、高田康二1)
Risk Control Dentistryのすすめ 3 カリエスリスクテストの有効性
歯界展望, 115(3), 552-555, 2010.
1) ライオン歯科衛生研究所東京診療所、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010124811

21009027

解説
眞木吉信
ライフステージに応じたフッ化物応用　妊娠期と高齢期のフッ化物応用を中心に
歯界展望, 114(2), 369-376, 2009.
東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2009286930

21009028

解説
眞木吉信1)、荒川浩久2)
フッ化物配合歯磨剤
歯界展望, 113(4), 743-750, 2009.
1) 東京歯科大学衛生学、2) 神奈川歯科大学健康科学

21009029



解説
眞木吉信、古賀寛
フッ化物応用のために知っておきたいこと　栄養としてのフッ化物　日本人のフッ化物摂取基準の策定
歯界展望, 113(6), 1155-1160, 2009.
東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2009243341

21009030

解説
眞木吉信
フッ化物応用のために知っておきたいこと　フッ化物局所応用の問題点　チタン、ポーセレン、コンポジットレジン
歯界展望, 114(1), 169-173, 2009.
東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2009271851

21009031

19単行図書（分担）

単行図書（分担）
杉原直樹
う蝕発病因子
口腔保健推進ハンドブック, 44-45, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009011

単行図書（分担）
杉原直樹
カリエスリスクの評価法
口腔保健推進ハンドブック, 46-47, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009056

単行図書（分担）
杉原直樹
カリエスリスクに応じた予防プログラム
口腔保健推進ハンドブック, 48-50, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009057

単行図書（分担）
杉原直樹
歯根面う蝕
口腔保健推進ハンドブック, 64-65, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009058

単行図書（分担）
杉原直樹
乳幼児のう蝕予防と食生活・甘味摂取
口腔保健推進ハンドブック, 66-67, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009059



単行図書（分担）
杉原直樹
代用甘味料（キシリトールを含む）
口腔保健推進ハンドブック, 72-73, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009060

単行図書（分担）
杉原直樹
シーラント（小窩裂溝う食予防填塞）
口腔保健推進ハンドブック, 74-75, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学衛生学

21009061

単行図書（分担）
松久保隆1)、八重垣健2)、前野正夫3)
第1章　総論　1. 口腔衛生学の定義
口腔衛生学, 26-29, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
1) 東京歯科大学衛生学、2) 日本歯科大学生命歯学部衛生学、3) 日本大学歯学部衛生学

21009065

単行図書（分担）
松久保隆
第1章　総論
口腔衛生学, 30-66, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009066

単行図書（分担）
杉原直樹
第2章　疫学
口腔衛生学, 94-126, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009067

単行図書（分担）
松久保隆
第3章　口腔の機能
口腔衛生学, 128-134, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009068

単行図書（分担）
松久保隆
第4章　疾病のリスク
口腔衛生学, 160-167, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009069

単行図書（分担）
松久保隆
第5章　歯科の二大疾患
口腔衛生学, 195-202, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009070



単行図書（分担）
松久保隆
第6章　フッ化物応用のための基礎知識
口腔衛生学, 210-226, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009071

単行図書（分担）
杉原直樹
第7章　口腔状態と口腔機能の評価と指標
口腔衛生学, 228-244, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009072

単行図書（分担）
松久保隆
第7章　口腔状態と口腔機能の評価と指標
口腔衛生学, 269-286, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009073

単行図書（分担）
松久保隆
第8章　歯科疾患の予防方法
口腔衛生学, 269-321, 325-333, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009074

単行図書（分担）
杉原直樹
第10章　公衆衛生活動
口腔衛生学, 432-441, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009075

単行図書（分担）
松久保隆
第11章　歯科保健に必要な公衆衛生学
口腔衛生学, 498-512, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009076

6学会発表・口演

学会発表・口演
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)
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
歯科学報, 109(2), 230, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009257188

21009032



学会発表・口演
柴田力1)、杉原直樹2)、松久保隆2)
要介護老人施設入居者における訪問歯科診療前後でのADLの変化に影響する要因
老年歯科医学, 24(2), 232, 2009.
第20回日本老年歯科医学会大会　横浜市
1) 千葉県、2) 東京歯科大学衛生学

21009034

学会発表・口演
梨本正憲1)、津末臺1)、中村正和1)、橋口惠弥子2)、根石美和2)、輿秀利1)、須山祐之3)
ハイドロキシプロリン・オリゴ糖・ヨウ化銀配合ペリオ専用歯磨剤の効果判定
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 328, 2010.
東京
1) 総合インプラント研究センター、2) 東京歯科大学衛生学、3) 尚歯会
医中誌 ID : 2010300312

21009035

学会発表・口演
Osawa H1), Ukiya T1)2), Kunishima M1), Kobayashi N2), Ryuzaki M2), Sakurai M1), Sugihara N1), Suyama Y1), Imai M1),
Motegi E3), Matsukubo T1).
Relationship between DMF, lifestyle, and cariogenic bacteria in school students in city of Ichikawa.
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 317, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学

21009036

学会発表・口演
浮谷得子1)2)、大澤博哉2)、竜崎崇仁1)、櫻井美和2)、杉原直樹2)、須山祐之2)、今井光枝2)、茂木悦子3)、松久保隆2)
児童生徒の食品受容応答に関連する要因解析 ‒市川市ヘルシースクール「すこやか口腔健診」より‒
歯科学報, 109(4), 435, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 市川市歯科医師会、2) 東京歯科大学衛生学、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010059166

21009047

学会発表・口演
原麻子1)、関口浩1)、古賀寛2)、高橋直子1)、山下治人1)、泉水祥江1)、米倉智子1)、長野智子1)、新谷誠康1)、松久保隆2)
シーラント填塞時のフッ化物歯面塗布効果
小児歯科学雑誌, 47(2), 224, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2009219480

21104013

20学会発表・示説

学会発表・示説
古賀寛、眞木吉信、松久保隆
ラオスにおける食品中フッ化物濃度分析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 356, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
東京歯科大学衛生学

21009022

学会発表・示説
今村健一1)、渡辺愛1)、小林海之1)、小林利彰1)、山本高司1)、柴崎顕一郎2)、眞木吉信3)4)
音波微振動歯ブラシ（デンターシステマ音波アシストブラシ）の歯垢除去効果についての検討
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 403, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) ライオン株式会社オーラルケア研究所、2) ライオン株式会社オーラルケア事業部、3) ライオン歯科衛生研究所、4) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003425

21009037



学会発表・示説
白石奈々子1)、二川祐子1)、大江未久1)、林菜穂子1)、佐々木江美1)、萩原雅明1)、武田香1)、石川正夫1)、山崎洋治1)、高田康二
1)、眞木吉信1)2)
カリエスリスク・コントロールに基づく歯科医療　リスクテストの有無による成人期定期健診患者のう蝕発病
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 448, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) ライオン歯科衛生研究所、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003468

21009038

学会発表・示説
Ukiya T1)2), Osawa H1), Kobayashi N2), Ryuzaki M2), Sakurai M1), Sugihara N1), Suyama Y1), Imai M1), Motegi E3),
Matsukubo T1).
Relationship between FAR Score and oral functions and life-style in students in the city of Ichikawa.
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 476, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010003496

21009039

学会発表・示説
吉野浩一、松久保隆
大学生における歯科矯正治療についての
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 480, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003500

21009040

学会発表・示説
須山祐之1)、高久悟2)、梨本正憲3)、松久保隆1)
歯科医療施設での空気感染に対する実践的な感染対策(その8)　歯科診療室での衛生昆虫による院内感染拡大について
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 483, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 埼玉県立大学保健医療福祉学部口腔保健科学、3) 総合インプラント研究センター
医中誌 ID : 2010003503

21009041

学会発表・示説
小山安徳1)、大澤博哉2)、杉原直樹2)、松久保隆2)
職域成人における5年間の歯の喪失リスクの解析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 488, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 三井生命歯科診療所、2) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003508

21009042

学会発表・示説
尾崎俊郎1)、吉森和宏2)、岸田隆1)、松田一郎1)、西野雄一1)、長野高志1)、阿左見葉子1)、新井田光希子1)、大澤博哉3)、杉原直
樹3)、松久保隆3)
千葉県における妊婦の歯科保健に関する意識調査
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 492, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 千葉県歯科医師会、2) 千葉県健康福祉部、3) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003512

21009043



学会発表・示説
田浦勝彦1)、相田潤2)、安藤雄一3)、晴佐久悟4)、田口千恵子5)、木本一成6)、葭原明弘7)、筒井昭仁4)、眞木吉信8)、荒川浩久
6)、飯島洋一9)、磯崎篤則10)、小林清吾5)、小関健由1)
フッ化物洗口の都道府県別にみた普及の推移　国の政策が果たした役割の検討
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 516, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東北大学病院附属歯科医療センター口腔育成系診療科予防歯科、2) 東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学、3) 国立保健医療科学院口腔保健部、4) 福岡歯科大学口腔保健
学、5) 日本大学松戸歯学部社会口腔保健学、6) 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健学、7) 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科、8) 東京歯科大学衛生
学、9) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学、10) 朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学
医中誌 ID : 2010003536

21009044

学会発表・示説
大久保真衣1)、石田瞭1)、酒寄孝治2)、平田創一郎2)、岡田眞人2)、石井拓男2)、杉原直樹3)、眞木吉信3)
在宅高齢者の口腔機能に関する自立度別分析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 527, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学附属千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003547

21009046

学会発表・示説
Ukiya T1)2), Osawa H1), Kobayashi N2), Ryuzaki M2), Sakurai M1), Sugihara N1), Suyama Y1), Imai M1), Motegi E3),
Matsukubo T1)
Relationship between FAR score and oral functions and lifestyle in students in the city of Ichikawa.
大韓口腔保健學會誌, 33(S2), 142-143, 2009.
大韓口腔保健學會　大韓民国
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学

21009050

学会発表・示説
Osawa H1), Ukiya T1)2), Kunishima M1), Kobayashi N2), Ryuzaki M2), Sakurai M1), Sugihara N1), Suyama Y1), Imai M1),
Motegi E3), Matsukubo T1).
Relationship between DMF, lifestyle, and cariogenic bacteria in school students in city of Ichikawa.
大韓口腔保健學會誌, 33(S2), 144-145, 2009.
大韓口腔保健學會　大韓民国
1) 東京歯科大学衛生学、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学歯科矯正学

21009051

学会発表・示説
松久保隆、杉原直樹
児童生徒の食品受容応答と口腔機能および生活習慣との関連性
第19回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集, 35, 2009.
第19回日本全身咬合学会学術大会　名古屋市
東京歯科大学衛生学

21009052

学会発表・示説
玉川秀泰1)、田中一生1)、小笠原芳晃1)、中村昭二1)2)、松久保隆2)
生体機能を重要視した総義歯患者におけるオクルーザルパワーゾーンテクニックの咬合採得および咬合調整法の紹介
第19回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集, 39, 2009.
第19回日本全身咬合学会学術大会　名古屋市
1) 日本生体咬合研究所、2) 東京歯科大学衛生学

21009053

学会発表・示説
須山祐之1)、高久悟2)、梨本正憲3)、伊東賢3)、輿秀利3)、津末臺3)、山口陽二4)、中川太郎5)、松久保隆1)
医療施設等での遠隔環境モニタリングシステムによる空気清浄度の評価に関する検討
2009年度室内環境学会総会講演集, 102, 2009.
2009年度室内環境学会総会　東大阪市
1) 東京歯科大学衛生学、2) 埼玉県立大学保健医療福祉学部口腔保健科学、3) 総合インプラント研究センター、4) 環境リサーチ株式会社、5) 神栄テクノロジー株式会社

21009054



学会発表・示説
酒寄孝治1)、平田創一郎1)、岡田眞人1)、石井拓男1)、石田瞭2)、大久保真衣2)、杉原直樹3)、眞木吉信3)
在宅高齢者の口腔環境に関する自立度別分析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 526, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学衛生学、
医中誌 ID : 2010003546

21011023

学会発表・示説
酒寄孝治1)、平田創一郎1)、岡田眞人1)、石井拓男1)、石田瞭2)、大久保真衣2)、眞木吉信3)
口腔機能の向上を目的とした介護予防事業参加者の1年後の評価
第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 147, 2009.
第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会　横浜市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学衛生学

21011030

学会発表・示説
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)
ガム性状と顎運動の関連性について（第4報）
歯科学報, 109(2), 233, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、2) 東京歯科大学衛生学、3) ロッテ中央研究所
医中誌 ID : 2009257193

21108006

学会発表・示説
三宅菜穂子1)、佐藤亨2)、眞木吉信3)、富田友美子4)
粉末歯科材料および牛血清アルブミンのゼータ電位
第48回日本油化学会年会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 東京歯科大学衛生学、4) 神奈川県

21302002

学会発表・示説
三宅菜穂子1)、佐藤亨2)、眞木吉信3)
粉砕した歯冠用硬質レジンへのBSA吸着性
日補綴会誌 118回特別号, 239, 2009.
第118回日本補綴歯科学会学術大会　京都市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、2) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学、3) 東京歯科大学衛生学

21302003

1学会発表・招待講演

学会発表・招待講演
Sugihara N.
Current and future oral health issues in older people in Japan.
大韓口腔保健學會誌, 33(S2), 31-32, 2009.
大韓口腔保健學會　大韓民国
東京歯科大学衛生学

21009049

1学会発表・特別講演

学会発表・特別講演
Matsukubo T.
Dental caries preventive program based on clinical risk assessment.
大韓口腔保健學會誌, 33(S2), 23-24, 2009.
大韓口腔保健學會　大韓民国
東京歯科大学衛生学

21009048



4調査報告

調査報告
市川市教育委員会1)、市川市歯科医師会2)、東京歯科大学衛生学講座3)
2009年度すこやか口腔検診
1-34, 2010.
1) 市川市教育委員会、2) 市川市歯科医師会、3) 東京歯科大学衛生学

21009006

調査報告
山中すみへ1)2)3)、他31名2)、他16名3)、他17名4)
平成21年度「危険物の海上運送に関する調査研究」報告書
日本海事検定協会
1) 東京歯科大学衛生学、2) 危険物の海上運送に関する調査研究委員会危険物UN対応部会、3) 危険物の海上運送に関する調査研究委員会危険性評価試験部会、4) ばら積み液体
危険物部会

21009008

調査報告
千葉県健康福祉部1)、千葉県歯科医師会2)、東京歯科大学衛生学講座3)
平成21年度乳幼児を持つ保護者へのアンケート調査
1-21, 2010.
1) 千葉県健康福祉部、2) 千葉県歯科医師会、3) 東京歯科大学衛生学

21009009

調査報告
眞木吉信1)、中垣晴雄2)、西牟田守2)、小林清吾2)、花田信弘2)、岡本浩一2)
総括研究報告　フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研究
厚生労働科学研究費補助金　フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研究（H18-医療-一
般-019）（H20-循環器等（歯科）-一般-001）　平成18-20年度　研究報告書 III,
東京歯科大学衛生学

21009010

24その他

その他
眞木吉信
日本におけるフッ化物製剤の意義（序文）
2010.
口腔保健協会　東京　ISBN : 978-4-89605-259-6
東京歯科大学衛生学

21009013

その他
松久保隆
歯科医師法（コラム）
口腔衛生学, 26, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009077

その他
松久保隆
「衛生」の語源（コラム）
口腔衛生学, 29, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009078



その他
松久保隆
公衆衛生（コラム）
口腔衛生学, 29, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009079

その他
松久保隆
Securityの意味（コラム）
口腔衛生学, 30, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009080

その他
松久保隆
わが国の地方公共団体（コラム）
口腔衛生学, 32, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009081

その他
松久保隆
健診と検診の違い（コラム）
口腔衛生学, 35, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009082

その他
松久保隆
保健と保険の違い（コラム）
口腔衛生学, 36, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009083

その他
松久保隆
漢字の読み　慣用音（腹腔、口腔、鼻腔）（コラム）
口腔衛生学, 40, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009084

その他
松久保隆
犠牲者非難（Victim blaming）とは（コラム）
口腔衛生学, 40, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009085

その他
松久保隆
さまざまな健康指標（コラム）
口腔衛生学, 48, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009086



その他
松久保隆
「食育」（コラム）
口腔衛生学, 54, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009087

その他
杉原直樹
曝露（コラム）
口腔衛生学, 98, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009088

その他
杉原直樹
偏差値とは？（コラム）
口腔衛生学, 103, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009089

その他
杉原直樹
相関関係（コラム）
口腔衛生学, 104, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009090

その他
松久保隆
よく噛む8大効用「ひみこのはがいーぜ！」（コラム）
口腔衛生学, 130, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009091

その他
松久保隆
Fletcherの完全（精）咀嚼法（Fletcherism）（コラム）
口腔衛生学, 134, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009092

その他
松久保隆
炭酸飲料水の消費について（コラム）
口腔衛生学, 164, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009093

その他
松久保隆
オリゴ糖（コラム）
口腔衛生学, 165, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009094



その他
松久保隆
抗齲蝕性（anti-cariogenicy）、齲蝕停止性（cariostatic）および齲蝕誘発性（cariogenicity）（コラム）
口腔衛生学, 166, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009095

その他
松久保隆
”フッ素イオン”と”フッ化物イオン”（コラム）
口腔衛生学, 211, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009096

その他
松久保隆
ppmとは（コラム）
口腔衛生学, 219, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009097

その他
松久保隆
わが国における12歳児のDMFT Indexの推移とそれに関連する要因の推移（コラム）
口腔衛生学, 314, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009098

その他
松久保隆
EBMが重要であることを示す典型的な例：脚気をめぐる旧帝国陸軍と海軍の論争（コラム）
口腔衛生学, 441, 2009.
一世印刷　東京　ISBN : 978-4-87078-162-7
東京歯科大学衛生学

21009099
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10. 法歯学講座

プロフィール

1.	教室員と主研究テーマ

教　　授	 水口　　清	 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）

	 	 唾液の遺伝標識に関する研究（A75-0300-2）

准 教 授 	 花岡　洋一	 硬組織からのDNA分析に関する研究（A90-0300-10）

助　　教	 丸山　　澄	 ミトコンドリアDNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）

大学院生	 中村　安孝	 X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）

	 内藤　紗絵	 Y染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）

	 鮫島　道長	 X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）

2.	成果の概要

1）多座位のX-STR多型検査によるハプロタイプの有用性の検討（A93-0300-11）
昨年度すでに16 種類のX-STR 座位について2度のMULTIPLEX	PCRによる同時検出法を確立し、日本人に

おける出現頻度について報告した。そこで、さらにMentype	Argus	X-8	kitを用いて8座位のX-STRを検査する
と共に、近接した座位間の組み合せが、haplotypeとして利用可能か否かを検討した。集団資料においてすべて
の座位間の連鎖不平衡テストを行ったが、21座位の中でもっとも近接して209kbpの距離に位置するDXS10135-
8378 間のみに連鎖不平衡がみ認められた。しかし他にも5つの組み合せが1	kbp以内に存在する。これらに連
鎖不平衡が認められなかった理由は、STRの変異の早さ、多型が生じてからの歴史の長さ、サンプリング方法など
にもよると思われるが、1	cM 以内の近接した座位のハプロタイプは、ミトコンドリア多型やY染色体多型が利用で
きず、X染色体のみが有効なケースにおいて、極めて貴重なデータになりうる。

DNA多型	17,	270-273,	2009.

2）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のコントロール領域の多型と系統分類（A93-0300-
11）
クアラルンプール周辺に在住するマレー人124人につき、ミトコンドリアDNAのコントロール領域の塩基配列多

型およびその他の coding 領域の多型検査から、マレー人の系統分類と変異の程度を検査した。その結果 gene	
diversity は 0.9980 で、マレー人に認められる系統のハプログループは東南アジア、東アジア、東南アジアの古い
特有な系統、およびまだ解明されていない不明な系統より構成されていることが分かった。つまり、現代のマレー人
は多くの起源に由来する人々の集団からなることが分かり、特にマレー人や南アジアにおける法医学事例に極めて有
用な情報が得られた。さらに、日本に存在する北方起源と考えられる系統がまるで認められなかったことは、日本
における法医学事例においてこれらの系統が見い出された場合、南方の由来を考える必要がないことが確認された
ことになり、日本における法医学事例において対象者の地理的由来を考えるにあたっても非常に意味のある結果と
なった。

Int	J	Legal	Med　124（2）:	160-162,	2010

3）歯科的検査のための垂直可動式電動検査台の開発	（A03-0300-4）
大規模災害時の歯科的検査は、決まった検査台がないため、解剖台や床で検査をしたり、棺の中の遺体を直接

検査をしたりするといった、好ましい状態では行われていない。そこで、垂直方向に可動な電動検査台の開発を試
みた。この台は以下のような利点がある。（1）高さを検査者にあわせることができるため、検査車に適した姿勢で
作業ができる。（2）頭部を取りはずせる様にしたことで、からだの位置を変えずにX 線写真が撮れる。（3）台をで
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きる限り小さくしたことで、衣服の汚れを減らすことができる。本装置は様々な場所で遺体を汚さず、遺体の尊厳を
守れる検査が可能で、個人識別に有用である。

Legal	Med	11:S337-S340,	2009

4）大規模災害時の身元検索システム構築を目指した死後の口腔内所見のデータベース化の試み	（A03-0300-4）
歯科的個人識別のための死後記録を画像を用いたチャートで残す、Digital	Dental	Chart　（DDC）を利用し、

さらに検索システムを備えた大規模災害時の死後口腔内所見のデータベース化の試みを行った。本システムでは画
像を主体としたデータから、汎用されているソフトを用い検索を行うため、特別なソフトを用いる必要がなく、画像デー
タは身元確認のための検索にも簡単に利用できるところから、大規模災害時の個人識別に極めて有効なものである
と考えられた。

日歯医学会誌　29:27-31,	2010

3.	学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

水口　清 マレー人のDNA多型に関する研究 マレー大学歯学部 Kuala	
Lumpur,	
Malaysia

Phrab-
hakaran	
Nambiar

水口　清 DNA多型データによる集団の比較と
系統分化に関する研究

香川大学、総合情報基礎セン
ター

高松市 竹崎　直子

花岡　洋一 口腔内用小型スキャナーの開発 （株）ミツトヨ川崎研究開発
センター

川崎市 安田　守

花岡　洋一 デジタル機器の身元確認への応用 杏林大学医学部法医学教室 東京 佐藤　喜宣

4.	科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

丸山　	澄 法歯学的資料からのDNA多型による個人識別と人種推定のデー
タベースの作成	

文科省科研費・若手研究（B）

中村　安孝 X染色体多型のmultiplex	PCRによる検出と連鎖解析 大学院整備重点化経費・研究
科特別経費（学生分）

5.	研究活動の特記すべき事項

学会主催

役職 年月日 学会・研究会名 開催地

水口　清
（学会長）

2009.10.31 第78回日本法医学会学術関東地方集会 東京
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6.	教育講演等教育に関する業績、活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

花岡　洋一 2009.	6.10 歯科界の新たな役割 桐華倶楽部研修会 東京

花岡　洋一 2009.	6.23 大規模災害時における死体取扱い班の
位置づけ

平成21年度東京都総合防災訓
練第1回検視検案身元確認訓
練研修会

東京

花岡　洋一 2009.	7.11 防災訓練参加の意義 新宿区災害時の身元確認研
修会1

東京

花岡　洋一 2009.	7.12 如何にして所見をとるか・異同識別の
実際

新宿区災害時の身元確認研
修会2

東京

水口　清 2009.	7.13 死体の法医的観察・法歯学について 海上保安庁門司分校・鑑識科
学研修

北九州市

花岡　洋一 2009.	7.16 歯からわかること1 警察庁検視実務専科 東京

花岡　洋一 2009.	7.17 歯からわかること2 警察庁検視実務専科 東京

花岡　洋一 2009.	7.23 防災訓練参加の意義 川口市総合防災訓練研修会 川口市

花岡　洋一 2009.	7.25 デジタルX線画像解析装置の有用性 川口歯科医師会定例講演会 川口市

花岡　洋一 2009.	8.22 歯科的個人識別 愛媛県警察歯科医会講習会 松山市

花岡　洋一 2009.	8.24 大規模災害における歯科身元確認班の
位置づけ

平成21年度東京都総合防災訓
練事前講習会

東京

花岡　洋一 2009.	8.30 災害時歯科医療救護活動における実習
指導

平成21年度東京都総合防災
訓練

東京

花岡　洋一 2009.	9.	5 身元確認訓練における実習指導 平成21年度川口市総合防災
訓練

川口市

花岡　洋一 2009.	9.	6 身元確認訓練における実習指導 平成21年度中央区総合防災
訓練

東京

水口　清 2009.	9.24 顎顔面領域の情報からの個人識別 長崎県警察嘱託歯科医会第22
回研修会

長崎市

花岡　洋一 2009.10.24 大規模災害時における歯科医の役割 山形県警察歯科医会研修会 山形市

花岡　洋一 2009.11.	5 航空機事故救難総合訓練における実習
指導

平成21年度新東京国際空港航
空機事故消火救難総合訓練

成田市

花岡　洋一 2009.11.	6 歯からわかること 警察庁検視実務専科 東京

水口　清 2009.11.	9 法歯学 警察大学校・現場鑑識専科 東京

花岡　洋一 2009.11.11 歯科的個人識別 平成21年度鹿沼地区歯科医師
警察連絡会総会

鹿沼市

花岡　洋一 2009.11.21 歯科医事紛争における最新動向 平成21年度武蔵村山市歯科医
師会公衆衛生講演会

東京

水口　清 2009.11.26 歯科的個人識別の生前、死後記録およ
び照合結果報告書の作成実習、写真撮
影実習および講演

平成21年度災害警察歯科医会
および千葉県警察合同研修会

千葉市

花岡　洋一 2009.11.29 大規模災害時における歯科医の役割 岩手県歯科医師会平成21年度
法歯学セミナー

盛岡市
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花岡　洋一 2009.12.	4 大規模災害時における歯科医の役割 昭島市警察歯科医会・昭島警
察署合同研修会

東京

花岡　洋一 2009.12.17 歯科的個人識別の最前線 島根県警察歯科医会　平成21
年度法歯学講演会

松江市

花岡　洋一 2010.	2.17 DNA鑑定「超」入門 東京都荒川区歯科医師会警察
協力医会講習会

東京

花岡　洋一 2010.	2.21 大規模災害時における歯科医の役割 第21回栃木県歯科医師会警察
協力会研修会

宇都宮市

水口　清,	
花岡　洋一

2010.	3.12 災害時歯科医療救護における身元確認
作業の実務

身元確認に関する歯科医師
研修会

東京

水口　清	
花岡　洋一

2010.	3.25 災害時歯科医療救護における身元確認
作業の実務

身元確認に関する歯科医師
研修会

東京



4原著論文

原著論文
Maruyama S1), Nohira-Koike C1), Minaguchi K1), Nambiar P2).
MtDNA control region sequence polymorphisms and phylogenetic analysis of Malay population living in or around Kuala
Lumpur in Malaysia.
Int J Legal Med, 124(1), 1922, 2010.  基盤研究（B）, 若手研究（B）
1) 東京歯科大学法歯学、2) University of Malaya Department of General Dental Practice and Oral & Maxillofacial Imaging, Faculty of Dentistry
DOI : 10.1007/s00414-009-0355-6　研究課題番号: A93-0300-11

21010001

原著論文
Hanaoka Y1), Tsuzuki T2), Minaguchi K1).
Development of vertically adjustable electrically-powered forensic dental examination table.
Leg Med, 11(S1), S337-S340, 2009.
1) 東京歯科大学法歯学、2) 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学
DOI : 10.1016/j.legalmed.2009.01.041　PubMed ID : 19269238

21010017

原著論文
花岡洋一1)、都築民幸2)、吉田昌記3)
大規模災害時における身元確認システム構築に向けた、死後口腔内所見データベース化の試み
日本歯科医学会誌, 29, 27-31, 2010.
1) 東京歯科大学法歯学、2) 杏林大学医学部法医学、3) 日本歯科大学生命歯学部法医学センター
医中誌 ID : 2010159617

21010019

原著論文
中村安孝、鮫島道長、水口清
日本人における21 X-STRの出現頻度とハプロタイプ
DNA多型, 17, 270-273, 2009.
東京歯科大学法歯学
医中誌 ID : 2009344666

21010035

1症例報告論文

症例報告論文
大熊一豊1)3)、花岡洋一2)、斎藤隆史3)
個人識別におけるX線写真の一考察 ‒北海道警察釧路方面池田警察署内の事例から‒
Forensic Dent Sci, 2(1), 47-50, 2009.
1) 大熊歯科医院、2) 東京歯科大学法歯学、3) 北海道医療大学歯学部
研究課題番号: A03-0300-14

21010028

1解説

解説
水口清
歯科記録による個人識別
歯界時報, (659), 1-10, 2010.
東京歯科大学法歯学

21010002

8学会発表・口演

学会発表・口演
水口清、内藤紗絵、鮫島道長
AmpFluSTR Y-filer kit のY-STR haplotypeデータからのY binary hapligroupの推定
第93次日本法医学会学術全国集会　豊中市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010021



学会発表・口演
中村安孝、水口清
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
歯科学報, 109(2), 237, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010022

学会発表・口演
内藤紗絵、水口清
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
歯科学報, 109(2), 238, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010023

学会発表・口演
丸山澄、水口清
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
歯科学報, 109(2), 136, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010024

学会発表・口演
鮫島道長、水口清
ArgusX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
歯科学報, 109(2), 239, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010025

学会発表・口演
丸山澄、水口清
一般マレー人のミトコンドリアDNA多型による系統解析
第78回日本法医学会学術関東地方集会要旨集, 17, 2009.
第78回日本法医学会関東地方会　東京
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010026

学会発表・口演
内藤紗絵、笠原育、水口清
日本人におけるY染色体多型の系統分化を示すNRY(Non-recombining portion of Y)多型の検索
日本DNA多型学会第18回学術集会抄集, 25, 2009.
日本DNA多型学会第18回学術集会　久留米市
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010027

学会発表・口演
花岡洋一1)、都築民幸2)、丸山澄1)、岩原香織2)、水口清1)
歯科所見採取のための新しい画像撮影装置
日本法医歯科医学会誌, 3(1), 42-43, 2010.
日本法医歯科医学会第3回学術大会　東京
1) 東京歯科大学法歯学、2) 日本歯科大学生命歯学部歯科法医センター
研究課題番号: A03-0300-14

21010030



3学会発表・示説

学会発表・示説
大熊一豊、花岡洋一、水口清
X線写真の有用性に関する一考察　北海道警察釧路方面池田警察署管内における個人識別事例から
日本法医学雑誌, 63(1), 95, 2009.
第93次日本法医学会学術全国集会　豊中市
1) 大熊歯科医院、2) 東京歯科大学法歯学
医中誌 ID : 2009182511

21010020

学会発表・示説
浅野紀元1)、高橋哲男1)、山崎一男1)、腰原偉旦1)、野本明宏1)、柾谷憲敬1)、赤司幸勇1)、越阪部剛2)、水口清3)、都築民幸4)、
小室歳信5)、山田良広6)、花岡洋一3)
デジタルX線画像解析装置の有効活用を目的とした、操作講習会の実施とその概要について
2009.
第8回警察歯科医会全国大会　新潟市
1) 東京都歯科医師会、2) 東京都福祉保健局、3) 東京歯科大学法歯学、4) 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学センター、5) 日本大学歯学部法医学、6) 神奈川歯科大学社会歯科
学法医学
研究課題番号: A03-0300-14

21010032

学会発表・示説
花岡洋一1)、都築民幸2)、丸山澄1)、岩原香織2)、水口清1)
歯科所見採取のための新しい画像撮影装置について
日本法科学技術学会誌, 14(S), 175, 2009.
日本法科学技術学会第15回学術集会　東京
1) 東京歯科大学法歯学、2) 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学、
研究課題番号: A03-0300-14

21010034

14調査報告

調査報告
水口清
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-107の遺骨のDNA鑑定
47-57, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010003

調査報告
水口清、花岡洋一
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-141の遺骨のDNA鑑定
47-57, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010004

調査報告
水口清、丸山澄
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-123の遺骨のDNA鑑定
47-57, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010005

調査報告
水口清、丸山澄
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-130の遺骨のDNA鑑定
47-57, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010006



調査報告
水口清、鮫島道長
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-115の遺骨のDNA鑑定
33-41, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010007

調査報告
水口清、鮫島道長
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-148の遺骨のDNA鑑定
21-25, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010008

調査報告
水口清、鮫島道長
戦没者遺骨のDNA鑑定（厚生労働省からの鑑定嘱託）304-150の遺骨のDNA鑑定
33-41, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010009

調査報告
水口清、花岡洋一
鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）強盗致死被疑事件における義歯の鑑定
1-12, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010010

調査報告
水口清
幼女殺人死体遺棄被義事件における意見書（警察庁刑事局からの嘱託）
1-18, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010011

調査報告
水口清
鑑定書（弁護士からの鑑定嘱託）タバコの吸殻の鑑定
1-6, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010012

調査報告
水口清
鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）窃盗、窃盗未遂被疑事件における画像鑑定
1-30, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010013

調査報告
水口清
鑑定書（南千住警察署の鑑定嘱託）殺人未遂被疑事件におけるDNA鑑定
1-11, 2009.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010014



調査報告
水口清、花岡洋一
鑑定書（外務省北東アジア課からの鑑定嘱託）親子鑑定
1-6, 2010.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010015

調査報告
水口清、花岡洋一
鑑定書（外務省北東アジア課からの鑑定嘱託）親子鑑定
1-6, 2010.
東京歯科大学法歯学
研究課題番号: A93-0300-11

21010016

1その他

その他
花岡洋一
警察歯科活動の法的根拠とは？
BAN, 3, 21-25, 2010.
東京歯科大学法歯学

21010033
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11. 社会歯科学研究室

プロフィール

1.	教室員と主研究テーマ

教　　授	 石井　拓男	 歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究（A08-0310-10）

准 教 授 	 岡田　眞人	 歯科医学教育における医療倫理に関する研究（A06-0310-11）

講　　師	 平田創一郎	 歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究（A06-0310-12）

大学院生	 酒寄　孝治	 自立老年者および要介護老年者の口腔保健および機能の実態とその改善・向上プログラ
ムの検討（A-08-0310-12）

2.	成果の概要

1）歯科分野における診療ガイドライン構築に関する総合的研究（A06-0310-10）
歯科医療分野に於ける診療ガイドラインに関する情報を歯科界の各臨床研究分野の方々に共有してもらい，診療

ガイドラインの診療現場への一層の普及・理解・定着を促進するものである．本年度は，これまでに本研究班にお
いて普及啓発，評価，企画立案を行った診療ガイドラインに対し，患者向けガイドライン作成のためのペイシェント・
クエスチョン（Patient	Question	（PQ））収集の手段を確立するとともに，さらに質の高いエビデンスを得るための
臨床研究計画の企画立案を行い，各方面の研究機関への働きかけを行うことを目的として以下の3つの研究を行っ
た．

Ⅰ．（社）日本顎関節学会のPQ収集方法の概要	
Ⅱ．（社）日本補綴歯科学会『歯の欠損の補綴歯科診療ガイドライン	2008』の患者向けガイドライン作成に向けたペイ
シェント・クエスチョンの収集　－患者アンケートによる収集－	
Ⅲ．（社）日本補綴歯科学会『歯の欠損の補綴歯科診療ガイドライン	2008』の患者向けガイドライン作成に向けたペイ
シェント・クエスチョンの収集　－患者インタビューによる収集－

これらの研究により，歯科領域の他の医療消費者向け診療ガイドラインを作成するにあたり，種々の有益な知見
を得た．今後，歯科領域におけるより一層のPQの収集と診療ガイドラインの整備が期待される．

平成21年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「歯科分野における診療ガイドライ
ンの評価とその普及に関する研究　－ペイシェント・クエスチョンの収集に関する検討－」総括・分担報告書	
平成20-21年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「歯科分野における診療ガイドラ
インの評価とその普及に関する研究」総合研究報告書

2）歯科医学教育における医療倫理に関する研究（A06-0310-11）
平成16 年度より開催している日本歯科医学教育学会の教育研究集会をふまえて、平成18 年においてはカリキュ

ラムWSを開催し、行動目標及び学習方略について論議した。本年度は歯科大学で医療倫理にかかわる教員によ
る医療倫理教育におけるPBL のあり方と学習評価について検討したところ、医療倫理教育は存在するが、臨床教
育との具体的な関連付けがない、複数の学年・講座で教育しているが連携が十分でない、適切な教員・専門的知
識をもつ教員がいない、医療倫理教育・評価の基準がないといった問題点が明かとなった。一方、第 25回日本歯
科医学教育学会総会のサテライトシンポジウム「歯科大学における医療倫理教育」にて提言された歯科大学におけ
る医療倫理教育の学習目標・方略・評価に基づき、Jonsenの 4-Box	Case	Analysis	Methodを倫理的判断の手
順を学ぶためのツールとして用いることで、学生の学習レベルに応じた医療倫理に関する知識・態度を評価できる可
能性が示唆された。本年度は4-Box	Methodを用いたカリキュラムの立案と実施を行った。

3）歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究（A06-0310-12）
平成18 年度に必修化された歯科医師臨床研修により，新規参入歯科医師である研修歯科医の動向がどのように
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変化したかを把握することは歯科医師の地域偏在及び需給を検討する上で重要である．研修歯科医の全国的な在
籍分布状況について，すべての研修プログラムを対象に調査を行った結果，ほぼすべての新規参入し開始が臨床研
修を受けていることが明らかとなった．一方，臨床研修を受けていない者や未終了者も若干名いることが伺われた．
中断・休止例も認められるが，平成 21年度には減少傾向にあった．都道府県ごとの研修歯科医数が最少の県では，
研修歯科医数の増加傾向が認められたものの，東京都・大阪府・福岡県などの都市部での研修歯科医数の増加も
認められ，今後，継続して評価が必要と考えられた．研修歯科医の都道府県別の分布状況に大きな変化は認めら
れなかった．今後，研修歯科医の地域偏在の是正のため，一層の歯科医師臨床研修施設の拡充が必要と考えられる．

平成21年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「新歯科医師臨床研修制度の評価
に関する調査研究」総括・分担報告書	
平成19-21年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「新歯科医師臨床研修制度の評
価に関する調査研究」総合研究報告書

3.	学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

石井　拓男 口腔保健と全身のQOLの関係に関する
総合研究

鶴見大学歯学部・探索歯学講座 横浜市 花田　信弘

平田創一郎 新歯科医師臨床研修制度の評価に関
する調査研究

東京医科歯科大学大学院医歯
学総合研究科

東京 俣木　志朗

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

石井　拓男 歯科医療分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研
究

厚生労働科学研究費・地域医療
基盤開発推進研究事業

石井　拓男 特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向
上プログラムの構築

文科省科研費・基盤研究（B）

岡田　眞人 特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向
上プログラムの構築

文科省科研費・基盤研究（B）

平田創一郎 特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向
上プログラムの構築

文科省科研費・基盤研究（B）

酒寄　孝治 特定および要介護高齢者の口腔環境・機能のアセスメントと改善・向
上プログラムの構築

文科省科研費・基盤研究（B）

5.	研究活動の特記すべき事項

学会・研究会開催

主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 開催地

石井　拓男 2009.10.	3 第28回日本歯科医史学会総会および学
術大会

東京歯科大学水道橋校舎血脇
ホール

東京

岡田　眞人 2009.10.	3 第28回日本歯科医史学会総会および学
術大会

東京歯科大学水道橋校舎血脇
ホール

東京



103

平田創一郎 2009.10.	3 第28回日本歯科医史学会総会および学
術大会

東京歯科大学水道橋校舎血脇
ホール

東京

酒寄　孝治 2009.10.	3 第28回日本歯科医史学会総会および学
術大会

東京歯科大学水道橋校舎血脇
ホール

東京

シンポジウム

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

石井　拓男	
（会長講演）
（座長）

2009.10.	3 歯科医史教育・榊原悠紀田郎先生の講
義から	
厚生省歯科衛生課創立60周年を振り返
る・歯科行政官の系譜

第28回日本歯科医史学会総会
および学術大会

東京

石井　拓男
（コーディ
ネーター）

2009.11.	5-7 大学院等における倫理教育について 第28回日本歯科医学教育学会
学術大会

広島市

石井　拓男	
（シンポジス
ト）

2009.10.23 これからの歯科保健・医療・福祉分野
に求められるもの

教育GPシンポジウム 徳島市

学会招待講演

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

石井　拓男 2009.11.8 訪問歯科診療に関して 第9回日本訪問歯科医学会 東京

6.	教育講演等教育に関する業績、活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

石井　拓男 2009.	7.	2 「医療法の徹底解明」医療安全の法
制度として理解

横浜市歯科医師連盟・医療安
全管理体制整備講習会

横浜市

石井　拓男 2009.	7.	4-5 4日「訪問診療の第1歩、メディカルイン
タビューの習得」	
5日「高齢期・寝たきり者に対する訪問
歯科診療」

大分県歯科医師会・在宅歯科
診療設備整備事業に係る「歯
の健康力推進歯科医師等養成
講習会」

大分市

石井　拓男 2009.	7.	9 医療連携について 千葉県歯科医師会 千葉市

石井　拓男 2009.	7.16 医療計画・医療連携・連携パス-歯科
医療の拡大のため-

東京歯科大学千葉病院医療連
携講演会

千葉市

石井　拓男 2009.	7.19 歯科医療の動向と歯科衛生士業務の
考え方について

長崎県歯科衛生士会・生涯研
修制度専門研修Ⅱ「特定コー
ス」

長崎市

石井　拓男 2009.	7.29 在宅歯科医療、なぜ今求められている
のか？

東京都多摩立川保健所・平成
21年度摂食・嚥下機能支援研
修会

東京

石井　拓男 2009.	8.	1-2 歯科保健医療が抱えている課題	
－蛸壺型の歯科保健医療

第27回地域歯科保健研究会 千葉市

石井　拓男 2009.	8.21 高齢者と歯科保健医療 国立長寿医療センター・平成21
年度口腔ケア研修会

大府市
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石井　拓男 2009.	8.22 歯の健康力推進歯科医師養成研修の
目指すもの

岩手県歯科医師会・平成21年
度歯の健康力推進歯科医師等
養成講習会

盛岡市

石井　拓男 2009.	9.23 疾患を生まないための歯科衛生士の
役割

第2回定期健診型予防歯科医
師の作り方「疾患を生まない、
生ませない仕組み作り」シンポ
ジウム

神戸市

平田創一郎 2009.10.28 院内環境と管理 狛江市歯科医師会 狛江市

平田創一郎 2009.11.21 医療管理・医療安全 京都府歯科医師会平成21年
度第1回「医療管理・医療安全
講演会」

京都市

石井　拓男 2009.11.21 後期高齢者医療制度の概要 日本歯科衛生士会平成21年度
認定研修「在宅療養指導・口腔
機能管理コース」

東京

平田創一郎 2009.11.25 保護者及び医療関係者への歯科保健 東京都8020運動推進特別事
業の三宅島歯科保健普及啓
発事業

東京

石井　拓男 2009.12.	4 在宅歯科医療　-なぜ今求められてい
るのか-

東京都南多摩保健所平成21年
度障害者歯科保健研修会

東京

平田創一郎 2009.12.12-13 医療安全管理体制について 熊本県歯科医師会における歯
科医療安全体制推進事業講
演会

熊本市

石井　拓男 2010.	1.10 これからの歯科衛生士業務と歯科保
険医療のニーズ

愛知県歯科衛生士会	
専門研修Ⅱ「特定コース」

名古屋市

石井　拓男 2010.	1.15 これからの地域で求められる歯科保
健活動

佐賀件健康福祉本部「地域歯
科保健従事者研修会」

佐賀市

石井　拓男 2010.	1.24 歯科界を取り巻く諸事情 愛知学院大学歯学部岐阜県同
窓会東濃支部

恵那市

石井　拓男 2010.	1.27 社会人の学び直しニーズ対応教育推
進事業「産業歯科保健」

国立大学法人東京医科歯科
大学

東京

石井　拓男 2010.	3.11 研修管理委員長の職務と社会的責任 平成21年度短期研修歯科医
師臨床研修制度の研修管理委
員会委員長研修・国立保健医
療科学院

和光市

ワークショップ

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地

石井　拓男 2009.	6.28 第3回社会歯科学研究会「介護保健の今後の展
望」「在宅医療・医療計画・連携パス・医療連
携・介護保険を手中に」

主催者・司会 東京

平田創一郎 2009.	6.28 第3回社会歯科学研究会「介護保健の今後の展
望」「在宅医療・医療計画・連携パス・医療連
携・介護保険を手中に」

主催者事務局 東京

酒寄　孝治 2009.	6.28 第3回社会歯科学研究会「介護保健の今後の展
望」「在宅医療・医療計画・連携パス・医療連
携・介護保険を手中に」

主催者事務局 東京
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石井　拓男 2009.	8.	1-2 夏ゼミ2009	in	千葉第27回地域歯科保健研究会	
「歯科保険法の過去・現在・未来」

主催者事務局 千葉市

平田創一郎 2009.	8.	1-2 夏ゼミ2009	in	千葉第27回地域歯科保健研究会	
「歯科保険法の過去・現在・未来」

主催者事務局 千葉市

酒寄　孝治 2009.	8.	1-2 夏ゼミ2009	in	千葉第27回地域歯科保健研究会	
「歯科保険法の過去・現在・未来」

主催者事務局 千葉市

石井　拓男 2009.11.14-15 平成21年度社会歯科学研究会定例研修会「地域
の歯科保健医療を推進するための人材養成」

主催者事務局 岐阜市

平田創一郎 2009.11.14-15 平成21年度社会歯科学研究会定例研修会「地域
の歯科保健医療を推進するための人材養成」

主催者事務局 岐阜市

酒寄　孝治 2009.11.14-15 平成21年度社会歯科学研究会定例研修会「地域
の歯科保健医療を推進するための人材養成」

主催者事務局 岐阜市

石井　拓男 2010.	2.13 平成21年度社会歯科学研究会臨時総会「医療崩
壊」論への反論　日本医療の現状を考える」

主催者事務局 東京

平田創一郎 2010.	2.13 平成21年度社会歯科学研究会臨時総会「医療崩
壊」論への反論　日本医療の現状を考える」

主催者事務局 東京

酒寄　孝治 2010.	2.13 平成21年度社会歯科学研究会臨時総会「医療崩
壊」論への反論　日本医療の現状を考える」

主催者事務局 東京

講習会

氏名 年月日 講習会名 役割 開催地

平田創一郎 2009.	9.12-13 平成21年度歯科医師臨床研修指導医講習会 講習会企画責任
者

郡山市

平田創一郎 2010.	1.23-24 東京都歯科医師会平成21年度「歯の健康力推進歯
科医師等養成講習会」

講習会企画実行
委員

東京

共用試験

氏名 年月日 種別 役割 開催地

平田創一郎 2010.	2.28 平成21年度東京歯科大学第4学年OSCE 評価者 千葉市



2原著論文

原著論文
恒石巳登里1)、山本龍生2)、柳澤智仁1)、平田創一郎3)、岡田眞人3)、平田幸夫2)、石井拓男3)
日本歯科医師会の平成20年度歯科医業経営実態調査についての検討　-収支差額5分位の比較-
日本歯科医療管理学会雑誌, 44(4), 201-207, 2010.
1) 日本歯科総合研究機構、2) 神奈川歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学社会歯科学

21011011

原著論文
本多真由美1)、五十嵐博恵1)、平田創一郎2)、藤井一維3)、工藤勝4)、越智守生5)
インカムを応用した情報の共有化による迅速な緊急対応の1例
日本歯科医療管理学会雑誌, 44(4), 255-259, 2010.
1) Uクリニック、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 神奈川歯大学社会歯科学、4) 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔科、5) 北海道医療大学歯学部クラウンブリッジインプラント補綴
学

21011012

4解説

解説
石井拓男
歯科界に求められている「診療ガイドライン」-「診療ガイドライン」と「保険診療に係るガイドライン」は違う
日本歯科評論, 69(6), 119-124, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011031

解説
石井拓男
歯科衛生士の診療の補助業務について
日本歯科衛生学会雑誌, 4(2), 6-16, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011034

解説
平田創一郎
歯科医学教育の現状と課題　歯科医師臨床研修
日本歯科医学教育学会雑誌別冊　歯科医学教育白書2008年版（2006-2008年）, 70-77, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011035

解説
平田創一郎
医療＆歯科医療の今どきNEWSこれだけは！医療計画
歯科衛生士, 33(5), 81, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011040

2単行図書

単行図書
石井拓男、岡田眞人、平田創一郎
新歯科技工士教本　歯科技工士関係法規, 2010.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-43118-4
東京歯科大学社会歯科学

21011014

単行図書
石井拓男、岡田眞人、平田創一郎
スタンダード社会歯科学　第4版, 2010.
学建書院　東京　ISBN : 978-4-7624-3644-4
東京歯科大学社会歯科学

21011041



4単行図書（分担）

単行図書（分担）
石井拓男
NSTの評価
口腔保健推進ハンドブック　地域を支えるオーラルヘルスプロモーション, 215, 2009.
医歯薬出版　ISBN : 978-4-263-44297-5
東京歯科大学社会歯科学

21011015

単行図書（分担）
石井拓男
かかりつけ医とかかりつけ歯科医の制度上の問題
健康寿命を延ばす歯科保健医療　歯科医学的根拠とかかりつけ歯科医, 23-30, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44305-7
東京歯科大学社会歯科学

21011017

単行図書（分担）
石井拓男
食育の試みと必要性
健康寿命を延ばす歯科保健医療　歯科医学的根拠とかかりつけ歯科医, 49-57, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-44305-7
東京歯科大学社会歯科学

21011018

単行図書（分担）
石井拓男1)、恒石美登里2)
29 歯科疾患
NST臨床栄養療法スタッフマニュアル, 199-204, 2009.
医学書院　東京　ISBN : 978-4-260-00815-0
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 日本歯科総合研究機構

21011019

3学会発表・口演

学会発表・口演
石井拓男
歯科医史教育・榊原悠紀田郎先生の講義から
日本歯科医史学会々誌, 28(2), 89, 2009.
第37回（平成21年度）日本歯科医史学会総会並びに学術大会　東京
東京歯科大学社会歯科学

21011024

学会発表・口演
石井拓男1)、武井典子2)　他8名
咀嚼と肥満の関連性に関する研究　小・中学生の肥満およびメタボリックシンドロームと食・生活習慣の関連性
厚生労働科学研究費補助金「口腔保健と全身のQOLの関係に関する総合研究」H20-循環器等(歯)ｰ一般ｰ002　研究代表者：花田信弘
研究発表会抄録集,
厚生労働科学研究費補助金｢口腔保健と全身のQOLの関係に関する総合研究｣研究発表会　横浜市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) ライオン歯科衛生研究所、他

21011027

学会発表・口演
五十嵐博恵1)、平田創一郎2)、藤井一維3)、越智守生4)
インカムヘッドシステム（インカム）を用いた緊急時対応手順の作成と模擬訓練の効果
医療の質・安全学会誌, 4(S), 133, 2009.
医療の質・安全学会第4回学術集会　東京
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔科、4) 北海道医療大学歯学部口腔機能修復再建学系

21011045



15学会発表・示説

学会発表・示説
大久保真衣1)、石田瞭1)、酒寄孝治2)、平田創一郎2)、岡田眞人2)、石井拓男2)、杉原直樹3)、眞木吉信3)
在宅高齢者の口腔機能に関する自立度別分析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 527, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学附属千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 東京歯科大学衛生学
医中誌 ID : 2010003547

21009046

学会発表・示説
恒石美登里1)、山本龍生2)、柳澤智仁1)、平田創一郎3)、岡田眞人3)、平田幸夫2)、石井拓男3)
住民1人当たり外来歯科医療費の経年的推移と都道府県格差の要因分析（H12ｰ19年度）
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 427, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 日本歯科総合研究機構、2) 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学分野、3) 東京歯科大学社会歯科学、

21011021

学会発表・示説
奥山春奈1)、武井典子1)、高田康二1)、石井拓男2)
咀嚼と肥満の関連性に関する研究　小・中学校の肥満およびメタボリックシンドロームと食・生活習慣の関連性
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 435, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) ライオン歯科衛生研究所、2) 東京歯科大学社会歯科学

21011022

学会発表・示説
酒寄孝治1)、平田創一郎1)、岡田眞人1)、石井拓男1)、石田瞭2)、大久保真衣2)、杉原直樹3)、眞木吉信3)
在宅高齢者の口腔環境に関する自立度別分析
口腔衛生学会雑誌, 59(4), 526, 2009.
第58回日本口腔衛生学会・総会　岐阜市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学衛生学、
医中誌 ID : 2010003546

21011023

学会発表・示説
柳澤智仁1) 2)、恒石美登里1)、山本龍生3)、平田創一郎4)、平田幸夫3)、川口陽子2)、石井拓男4)
各都道府県策定の医療連携体制における歯科関連の記載内容について
日本公衆衛生学会, 56(10), 575, 2009.
第68回日本公衆衛生学会総会　奈良市
1) 日本歯科総合研究機構、2) 東京医科歯科大学大学院兼行推進歯学分野、3) 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学分野、4) 東京歯科大学社会歯科学

21011025

学会発表・示説
平田創一郎1)、俣木志朗2)、秋山仁志3)、大川由一4)、酒寄孝治1)、岡田眞人1)、石井拓男1)
研修歯科医の地域偏在の動向（H18-H19年度）
日本公衆衛生学会, 56(10), 575, 2009.
第68回日本公衆衛生学会総会　奈良市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京医科歯科大学大学院包括診療歯科学、3) 日本歯科大学附属病院総合診療科、4) 千葉県立衛生短期大学歯科衛生学

21011026

学会発表・示説
恒石美登里1)、山本龍生2)、平田創一郎3)、岡田眞人3)、平田幸夫4)、石井拓男3)
個人歯科診療所経営に関する分析 -日本歯科医師会の平成20年度歯科医業経営実態調査より-
日本歯科医療管理学会誌, 44(1), 20, 2009.
第50回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　東京
1) 日本歯科総合研究機構、2) 岡山大学病院予防歯科、3) 東京歯科大学社会歯科学、4) 神奈川歯科大学社会歯科学講座歯科医療社会学分野

21011028



学会発表・示説
大川由一1)、平田創一郎2)、岡田眞人2)、石井拓男2)
日本における歯科医師の地理的分布の推移 ｰ1980-2000年
日本歯科医療管理学会誌, 44(1), 20, 2009.
第50回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　東京
1) 千葉県立衛生短期大学歯科衛生士科、2) 東京歯科大学社会歯科学

21011029

学会発表・示説
酒寄孝治1)、平田創一郎1)、岡田眞人1)、石井拓男1)、石田瞭2)、大久保真衣2)、眞木吉信3)
口腔機能の向上を目的とした介護予防事業参加者の1年後の評価
第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 147, 2009.
第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会　横浜市
1) 東京歯科大学社会歯科学、2) 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科、3) 東京歯科大学衛生学

21011030

学会発表・示説
秋山仁志1)、俣木志朗2)、新田浩2)、平田創一郎3)
研修歯科医、指導歯科医のメンタルヘルス調査に関する研究
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集, 147, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会　広島市
1) 日本歯科大学付属病院、2) 東京医科歯科大学、3) 東京歯科大学社会歯科学

21011036

学会発表・示説
杉田英之1)、兼田陽介1)、五十嵐博恵1)、平田創一郎2)、藤井一維3)、越智守生4)
研修歯科医指導におけるインカム使用の有効性について
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集, 151, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会　広島市
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 日本歯科大新潟病院歯科麻酔全身管理科、4) 北海道医療大学歯学部口腔機能修復再建学系

21011037

学会発表・示説
新田浩1)、秋山仁志2)、平田創一郎3)、俣木志朗1)
新歯科医師臨床研修制度の研修内容・研修効果に関する研究2008
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集, 161, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会　広島市
1) 東京医科歯科大学大学院歯科医療行動科学分野、2) 日本歯科大学附属病院・総合診療科、3) 東京歯科大学社会歯科学

21011038

学会発表・示説
兼田陽介1)、仲井太心2)、五十嵐博恵1)、平田創一郎3)、藤井一維4)、越智守生2)
協力型臨床研修施設である開業歯科医院における研修プログラムの検証
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集, 164, 2009.
第28回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会　広島市
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 北海道医療大学歯学部口腔機能修復再建学系、3) 東京歯科大学社会歯科学、4) 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔科

21011039

学会発表・示説
本多真由美1)、五十嵐博恵1)、平田創一郎2)、藤井一維3)、工藤勝4)、越智守生5)
診療室における患者急変時の緊急対応の実際　インカムを応用した情報の共有化と対応の迅速化について
第50回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　東京
1) Uクリニック五十嵐歯科、2) 東京歯科大学社会歯科学、3) 日本歯科大学新潟病院歯科麻酔科、4) 北海道医療大学歯学部生体機能病態学系講座歯科麻酔科分野、5) 北海道医療
大学歯学部口腔機能修復再建学系

21011046

学会発表・示説
秋山仁志1)、俣木志朗2)、新田浩2)、平田創一郎3)
研修歯科医のメンタルヘルス調査に関する研究
心身医学, 49(6), 657, 2009.
第50回日本心身医学会総会ならびに学術講演会　　東京
1) 東京医科歯科大学大学院歯科医療行動科学分野、2) 日本歯科大学附属病院・総合診療科、3) 東京歯科大学社会歯科学

21011048



10調査報告

調査報告
石井拓男
咀嚼と肥満の関連性に関する研究　-小学生の肥満と生活習慣との関連性と健康教育の効果に関する検討3-
厚生労働科学研究費補助金　循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業　口腔保健と全身のQOLの関係に関する総合研究（H20ー循
環器等（歯）ｰ一般ｰ002　平成20年度　総括研究報告書　研究代表者　花田信弘, 102-138, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011001

調査報告
石井拓男
咀嚼と肥満の関連性に関する研究　-小学生の『食べ方』支援で食育の推進を目指して-
厚生労働科学研究費補助金　循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業　口腔保健と全身のQOLの関係に関する総合研究（H20ー循
環器等（歯）ｰ一般ｰ002　平成20年度　総括研究報告書　研究代表者　花田信弘, 126-156, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011002

調査報告
石井拓男
咀嚼と肥満の関連性に関する研究　-小・中学生の肥満およびメタボリックシンドロームと食・生活習慣の関連性-
厚生労働科学研究費補助金　循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業　口腔保健と全身のQOLの関係に関する総合研究（H20ー循
環器等（歯）ｰ一般ｰ002　平成20年度　総括研究報告書　研究代表者　花田信弘, 40-43, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011003

調査報告
石井拓男
歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究　-ペイシェント・クエスチョンの収集に関する検討-
平成21年度厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関
する研究　平成21年度　総括・分担研究報告書　研究代表者　石井拓男, 1-42, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011004

調査報告
石井拓男
歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関する研究　-ペイシェント・クエスチョンの収集に関する検討-
平成21年度厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　歯科分野における診療ガイドラインの評価とその普及に関
する研究　平成20-21年度　総合研究報告書　研究代表者　石井拓男, 1-29, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011005

調査報告
平田創一郎
研修歯科医の分布等に関する調査研究
厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究　平成21年度総括・
分担研究報告書　研究代表者俣木志朗, 79-86, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011006

調査報告
平田創一郎
第II章　歯科医学教育の現状と課題　歯科医師臨床研修
厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究（H19ｰ医療ｰ一般ｰ
009）平成19年度-平成21年度　総合研究報告書　研究代表者俣木志朗, 27-33, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011007



調査報告
平田創一郎、岡田眞人、酒寄孝治、杉戸博紀、石井拓男
新歯科医師臨床研修制度における都道府県の研修プログラム数による臨床研修　実施能力についての検討
厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究（H19ｰ医療ｰ一般ｰ
009）平成19年度-平成21年度　総合研究報告書　研究代表者　俣木志朗, 57-64, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011009

調査報告
石井拓男
歯の健康力推進歯科医師養成研修の目指すもの
平成21年度「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」報告書, 75-98, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011033

調査報告
平田創一郎
制度面からの検証（新歯科医師臨床研修1年終了後の検証）
厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開発推進研究事業　新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究（H19ｰ医療ｰ一般ｰ
009）平成19年度-平成21年度　総合研究報告書　研究代表者　俣木志朗, 94-95, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011047
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その他
石井拓男
平成20年度倫理教育委員会報告
日本歯科医学教育学会雑誌, 25(2), 62, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011010

その他
石井拓男
序にかえて・口腔と全身の健康
健康寿命を延ばす歯科保健医療　歯科医学的根拠とかかりつけ歯科医, 2009.
医歯薬出版　ISBN : 978-4-263-44305-7
東京歯科大学社会歯科学

21011016

その他
石井拓男
榊原悠紀田郎先生を偲んで・歯科医学教育関係略年表（敗戦後）
日本歯科医史学会々誌, 28(1), 1-20, 2009.
日本歯科医史学会
東京歯科大学社会歯科学

21011020

その他
石井拓男
医療＆歯科医療の今どきNEWSこれだけは！保険外併用療養費
歯科衛生士, 33(12), 73, 2009.
クインテッセンス出版
東京歯科大学社会歯科学

21011032

その他
平田創一郎
根拠に基づいたコース・ユニットの立案（研修目標）
平成21年度プログラム責任者講習会, 125-127, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011042



その他
平田創一郎
根拠に基づいたコース・ユニットの立案（研修目標）
平成21年度プログラム責任者講習会, 141-144, 2009.
東京歯科大学社会歯科学

21011043

その他
平田創一郎
座談会「国民から安心・信頼される医療安全」-無床歯科診療所の安全管理を充実させよう-
日本歯科医学会誌, 29, 4-25, 2010.
東京歯科大学社会歯科学

21011044




