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1. 口腔健康臨床科学講座

プロフィール

1. 教室員と主研究テーマ

教　　授 柿澤　　卓  （口腔外科学分野） O-ラジカルに対する研究と総括

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

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

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

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

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

 古澤　成博  （総合歯科学分野） 難治性根尖性歯周炎の研究

 片倉　　朗  （口腔外科学分野） 唾液による口腔癌のスクリーニング検査の開発 
口腔白板症に対する緑茶カテキン軟膏の臨床的効果

 福田　謙一 （歯科麻酔学分野） 鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が下顎形成術後の疼痛治療
に及ぼす影響に関する研究 
歯科治療中の患者の気分不快と心拍変動解析

 関根　秀志 （口腔インプラント学分野） インターナルタイプインプラントの臨床調査 
CAD/CAMを応用した自家製アバットメントの臨床的評価

講　　師 辻野啓一郎 （小児歯科学分野） 機械的根管拡大装置の乳歯根管に対する応用（A05-0792-9）

 宮崎　晴代  （歯科矯正学分野） 不成咬合と歯牙喪失の関係について

 久保　周平 （小児歯科学分野） 乳歯歯根吸収のレドックス制御機構

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

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

 齋藤　　淳 （歯科保存学分野） 歯周病原性細菌と宿主の相互作用の研究

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

 田口　達夫 （口腔インプラント学分野） インプラント手術後の生体反応（疼痛・腫脹）に関する臨床的研
究

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

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

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

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

 海老原　環  （歯科矯正学分野） 顎変形症患者の臨床的統計調査

 細川　壮平 （総合歯科学分野） 睡眠時無呼吸症候群の検討

 高久勇一朗  （口腔外科学分野） 下歯槽神経損傷に対する治癒効果判定に関する臨床的検討

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

 山上　美樹  （歯科補綴学分野） 術後管理におけるインプラント周囲組織の評価プロトコールの策
定

 今井　崇之  （口腔外科学分野） 三次元インクジェットプリンタ-による実物大石膏モデルの口腔外
科手術への臨床応用

 小坂　竜也 （歯科矯正学分野） CT情報を利用した顎顔面形態解析プログラムの開発
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 半田　俊之 （歯科麻酔学分野） 下顎枝矢状分割術術後の知覚鈍麻に対する星状神経節ブロッ
クの有効性 
加齢に伴うフェンタニル急速静注時の咳反射に関する検討"

 藤波　弘州  （歯科保存学分野） 自己増殖歯根膜組織を用いた歯周組織再生療法について

 高山　裕樹  （口腔外科学分野） 口腔扁平上皮癌における破骨細胞性骨吸収の解析

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

 井田　　篤  （歯科保存学分野） 保存治療の予後判定に関する臨床的研究

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

 山村　哲生 （口腔外科学分野） 舌神経麻痺に関する研究

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

 弓井　恵里 （口腔外科学分野） 実物大臓器立体石膏モデルの顎骨腫瘍に対する臨床応用の有 
用性

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

 小川　千晴 （口腔外科学分野） 顎変形症術後の後戻り症例に関する研究

 堀江由規子 （歯科矯正学分野） Down症候群の臨床統計調査

 藤本かな子 （歯科矯正学分野） 骨格生上顎前突に対する外科手術法の評価

 深川　裕子 （歯科矯正学分野） 8020達成者の咬合状態評価

 市瀬　　毅 （歯科矯正学分野） 歯牙表面形態とトルク効果の有用性

 徳永　恵理 （歯科矯正学分野） 唇顎口蓋裂者の臨床統計

 小坂　薫子 （歯科矯正学分野） 歯牙移動による歯根表面ノッチングの発現頻度

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

 高梨　琢也 （口腔インプラント学分野） コンピューターガイドシステムを用いた外科処置の臨床的評価

 古屋　克典 （口腔インプラント学分野） インプラント上部構造に生じる偶発症の統計学的検討

 早川　裕記  （総合歯科学分野） 唾液検査と歯周病原菌についての検討

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

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

 菊池　百美 （総合歯科学分野） 難治性根尖性歯周炎の研究

 川本　志穂 （総合歯科学分野） 上顎犬歯の萌出期における咬合誘導

 迫間　直子 （総合歯科学分野） 上顎犬歯の萌出期における咬合誘導

 野平　明彦 （総合歯科学分野） 義歯と支台歯間における被圧変位量の調整について

 加藤　利沙 （総合歯科学分野） 漂白剤の違いによる接着への影響

 石塚　久子 （総合歯科学分野） コンポジットレジン充填における経年的着色について

 上田　聡士 （総合歯科学分野） 高度顎堤吸収をきたした総義歯患者における印象採得法

 牧原　僚子 （総合歯科学分野） 小児齲蝕における地域別意識差の検討

 太田　　恵 （総合歯科学分野） 歯周組織の健康と患者のQOL向上について

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

 大串　圭太 （歯科麻酔学分野） 日帰り全身麻酔における異なる全身麻酔薬での回復過程・満足
度の比較検討

 坂本　豊明 （歯科麻酔学分野） 嘔吐反射が強い患者の自律神経解析

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

歯科保存学分野

1）歯周病原性細菌のpolymicrobial感染による宿主細胞への侵入に関する研究
歯周病原性菌による宿主細胞への侵入は，病原性を発揮するうえで重要なメカニズムの一つである。本研究で

は polymicrobial 感染の条件下における各種歯周病原性菌のヒト歯肉上皮細胞への侵入を antibiotic protection 
assayを用いて解析した。その結果，F. nucelatumのみが P. gingivalisの歯肉上皮細胞への侵入を促進していた。F. 
nucleatum は他の菌の侵入には影響を与えなかったことから， P. gingivalis に対する侵入促進作用は特異的と考え
られた。共焦点レーザー顕微鏡による解析では，P. gingivalis のみが細胞内に認められるパターンも認められたこ
とから，P. gingivalis の侵入促進において，F. nucleatum 自体の侵入は，必須ではないことが示唆された。

Saito A, Inagaki S, Ishihara K.　Microb Pathog 47: 329-333, 2009

2） 歯周治療における口腔関連QOLの評価
平成 21 年度は，日本歯周病学会企画調査研究として，慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科との共同で研究を

実施した。水道橋病院総合歯科および慶應大学病院歯科・口腔外科に来院し歯周炎と診断され，研究参加に同意
を得た患者のなかで，歯周基本治療まで終了した 24 名を今回の解析対象とした。口腔関連 QOL の歯科衛生モデ
ル（OHRQL）尺度の日本語版を使用したアセスメントを歯周基本治療開始時に行った。その後，担当歯科医師，
歯科衛生士が歯周基本治療を行い，終了後の再評価時に再度アセスメントを行った。その結果，被験者の術前の
OHRQL スコアは，歯周治療後に有意な減少を示した（p < 0.05） 。歯周基本治療は歯周パラメーターの改善ととも
に口腔関連 QOL にも改善をもたらすことが示唆された。領域別では，とくに「痛み」「食事・咀嚼」「社会的機能」
領域での改善が顕著であった。一方，「心理的機能」領域には依然として問題が認められ，治療による改善は不十
分であると思われた。今後さらに症例数を増やして検討を継続する。

日本歯周病学会秋季学術大会（第52回）にて発表

3） 歯周炎患者の口腔セルフケアのアセスメント
本研究は，水道橋病院歯科衛生士部と共同で実施した。本研究では，歯科衛生や保健行動の概念モデルに基

づいたアセスメントツールを使用し，歯周炎患者のセルフケアのアセスメントを試みた。対象は東京歯科大学水道橋
病院を受診し，研究参加に同意を得た歯周炎患者 65 名とした。歯周基本治療開始前に通常の診査に加えて，「口
腔清掃」「食事」「口腔の状態への意識」の 3 領域，計 19 項目からなる質問紙を使用し，被験者のセルフケアおよ
び口腔健康の意識に関するアセスメントを行った。その結果，被験者には初診時，口腔清掃に関して概ね良好なセ
ルフケア行動が認められた。しかし，行動が良好な口腔清掃状態という結果につながっていないことが明らかとなっ
た。質問紙の各項目と初診時の口腔清掃状態との関係の分析では，1日のブラッシング回数，補助的刷掃具の使用，
定期検診の受診，セルフケア指導の受け入れ状況が，PCR スコアと統計学的に有意な関連性を示した。本アセス
メントツールを使用することにより，歯周炎患者のセルフケア行動や口腔健康の意識に関する基本的な情報を簡便
に把握することが可能と思われた。アセスメントの結果，セルフケア行動や意識のなかには，実際の口腔清掃状況
に影響を与えるものがあることが示唆された。明らかになった患者の行動特性をふまえた適切な支援を行うために，
保健行動のモデルの効果的な応用について検討していきたい。

Saito A, Kikuchi M, Ueshima F et al. BMC Oral Health 9:27, 2009

歯科補綴学分野

1） 補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究（A05-0792-14）
本年度は粉砕した歯冠用硬質レジンと牛血清アルブミン（以後 BSA と略す）のゼータ電位と BSA の吸着実験

後のゼータ電位の比較行った．被験材料には粉砕した歯冠用硬質レジン 8 種と BSA（Sigma-Aldrich Co., St. 
Louis）を使用した．ゼ一夕電位は顕微鏡式電気泳動装置（ZEECOM ○ RZC － 2000 Microtec Co., Ltd）で
測定した．10 mM NaCl に試料を分散させ，静置後，上澄みをデカンテーションし測定サンプルとした． BSA は
10 mM NaCl に 2.0×10-5 mol/l の濃度で溶解させた．BSA 吸着実験では BSA 溶液に試料を分散させ，rotator
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で回転させ 3 時間吸着させた．BSA 溶液から試料を集め，10 mM NaCl で 3 回洗浄後，同液に分散させ静置後，
上澄みをデカンテーションし測定サンプルとした．吸着実験前後のゼータ電位と BSA のゼータ電位から BSA の吸
着状態を比較した．歯冠用硬質レジンと BSA のゼータ電位はすべて負となり、BSA は歯冠用硬質レジンよりも負に
小さかった．ソリデックスとエステニア C&B は BSA を吸着しやすくBSA 吸着実験前後のゼータ電位に有意な差が
みられたが、エプリコードとプロシモ，ルナウィングは BSA の吸着が少なく有意な差がみられなかった。BSA は歯
冠用硬質レジンに吸着することでゼータ電位を 0 に近づけると考えられた．以上により、粉末試料と平板試料では
ゼータ電位と BSA 吸着実験後のゼータ電位に大きな相違が認められ、これらの実験系には吸着現象の吸着媒とし
て固体を使用する重要性が示唆された。

平成21年度科学研究費補助金（基盤研究（C）20592281）

口腔外科学分野

1） 3次元粉末積層造形装置による実物大石膏モデルの口腔外科手術への臨床応用
近年の技術の進歩に従い、三次元インクジェットプリンター（粉末積層造形装置）を用いて実物大の臓器石膏モ

デルを作成することが可能となり、当科においても実際の手術症例に応用している。応用対象は重度の顎変形症症
例や顎骨腫瘍や骨髄炎のために顎骨切除術を行う症例などで、CT 撮影をおこない、シュミレーションソフトより立
体形状データを出力し、粉末積層造影装置により石膏を積層状に吹き付けて顎骨モデルを作成した。実物大の顎
骨石膏モデルにより模型手術を行うことで、手術を実感的にシミュレートすることができ、手術に使用する再建用プ
レート、拡大装置のベンディングなどを術前に精密に行うことができた。さらに石膏を素材としているため、光硬化
性樹脂に比べて成形技工も容易である。また治療方針が立てやすくなり、手術時間の短縮や侵襲の軽減が期待され、
治療説明に応用することで患者とのコンセンサスの共有にも有用である。

歯科学報　110(2), 50-57, 2010

2）健常日本人のオトガイ神経支配領域における感覚閾値に関する臨床的検討 
－SW検査、二点識別閾検査と振動覚検査の基準値－

A Clinical Study of Sensory Threshold on the Mental Nerve Area of Normal Japanese

In the present study, quantitative sensory tests were conducted on the area innervated by the 
mental nerve in healthy individuals, and mean values were calculated and subjected to statistical 
analysis in relation to measurement sites, gender differences and asymmetry. Subjects were 25 men 
and 25 women ranging in age from 24 to 29 years. With regards to sensory tests, static sensations 
were assessed by the Semmes-Weinstein sensory test (SW test). Furthermore, the static and moving 
two-point discrimination tests were conducted and dynamic sensations were assessed by the vibratory 
sensibility test. For each test, the results were expressed as mean±1SD. These sensory assessment 
standards obtained using the uniform measurement conditions are considered to be useful for 
diagnosing sensory disorders, assessing the severity of sensory disorders and obtaining the assessment 
criteria for sensory recovery. Because the present subjects were limited to people in their 20s, it will 
be necessary to also investigate age-related differences in thresholds.

日本口腔診断学会雑誌　22(2), 239-246, 2009

矯正歯科学分野

1）骨格性上顎前突症患者に正中分割を加えた 上顎前方歯槽部骨切り術を施行した外科的矯正治療例
症例は 36 歳 11ヵ月の女性で上顎前歯の突出を 主訴に来院した。下顎両側第二小臼歯を欠損してお り, 大臼歯

関係は AngleI 級 , オーバージェット + 14.2m m , オ ー バ ー バ イ ト 0 m m , セ フ ァ ロ 分 析 で は A N B 
9.5° , U 1 t o F H 134°で あ っ た 。 上 顎 前 歯 唇側傾斜を伴う骨格性上顎前突症と診断した。治療 方針は上
顎両側第一小臼歯の抜歯 ,下顎右側第二小 臼歯部のポンティックを除去し , 上顎前方歯槽部骨 切り術による外科
的矯正治療を計画した。術前矯正 治療にて上顎両側第一小臼歯を抜歯し , 前歯部と臼 歯部に分けたセクショナル
アーチにてレベリングを 行い , 正中分割を加えた上顎前方歯槽部骨切り術を 行った。その後術後矯正治療を行い ,
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動的矯正期間 2 年 2 ヶ月で装置を除去した。その結果 , 顎離断部 の歯列の連続性と治療期間の短縮を図ることが
で き, 良好な側貌 , 適切なオーバーバイトとオーバー ジェットを獲得することができた

歯科学報　109(3), 301~309, 2009

2）Down症候群の歯科矯正治療に関する臨床調査
Down 症候群の矯正治療の内容に関する報告 は少ない。今回 Down 症候群 18 名を対象に初診時 年齢 , 合併

症の有無 , 咬合および歯の異常 , 矯正治 療内容を調査した。心疾患は 44.4%, 口唇口蓋裂は 16.7% に認められた。
咬合状態は , 反対咬合および 切端咬合が 72.3% と高率で, 臼歯部交叉咬合は 55.6%, 上顎前歯の叢生は 50.0%
であった。先天性 欠如歯がみられたものは 66.7% と多く, 上顎側切歯 の 欠 如 が 最 も 多 か っ た 。 18 名 中 
15 名 が 治 療 を 開 始 し , 外科矯正 1 名を含むマルチブラケット法が 3 名 , 動的処置が 12 名であった。抜歯症
例は 3 名で, いずれも治療の効率を考慮して前歯部を抜歯してい た。治療部位は部分的なものが多く, 反対咬合
でも 被蓋を改善しないものやマルチブラケット法に移行 しないものもいた。Down 症候群の矯正治療は , 患 者背
景と治療の限界に留意して治療目標が設定され ていた。

歯科学報　109(4), 381~387, 2009

小児歯科学分野

CT image applications for pre-surgical assessment and surgical pre-planning in Pediatric Dentistry
小児期の歯の埋伏、歯の萌出位置・方向の異常、埋伏過剰歯、歯牙腫および含歯性嚢胞などは、小児の健全な歯列・

歯槽部の成長発育を阻害することがある。このような疾患に対し標準型あるいはパノラマエックス線写真を用いた
検査方法は、いずれも二次元の観察に留まり、解剖学的に病変の状態を正確に診断することは困難である。近年、
3D―CT 検査、さらに CT データをもとにした外科的処置のシミュレーションが行われている。本報告は外科的処
置を必要とした 4 人の小児の 3D － CT データを立体構築することにより解剖学的に正確に診断し、さらに外科的
処置を行うにあたってシミュレーションを行い治療計画を立案した。3D―CT データを用いた立体構築並びにシミュ
レーションは、正確な診断、的確な外科的処置を行えるのはもちろんのこと、患者および保護者に対し治療計画を
説明するための有効な方法であることが判明した。

新ハイテク・リサーチ・センター　最終年度研究成果報告シンポジウム「ひとりひとりの顎と体にやさしい歯の補綴
と噛み合わせ―顎口腔領域の運動を再現する多次元シミュレーションロボットの開発―」、30－31, 平成22年1月
9日、横浜市　鶴見大学会館メインホール

歯科麻酔学分野

1）鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が下顎形成術後の疼痛治療に及ぼす影響に関する前向き研究（A04-0500-10
）

363 名を対象として調査し、下顎枝矢状分割術中に採取された血液から、遺伝子多型の解析を行った。全身麻
酔導入時のフェンタニール投与前後の示指氷水浸漬による疼痛感知潜時間と術後の PCA 法によるフェンタニールの
摂取量の両者において、ヒトのニューオピオイド受容体遺伝子 OPRM1の SNP の 1 つ A118G が関連することが判
明した。この結果から、A118G の遺伝子多型によって、オピオイドに対する個 人々の感受性の相違を予測できる可
能性が示唆された。　

麻酔　58 1102-1108, 2009 
Pain　147, 194-201, 2009

2）フェンタニル急速静脈内投与による咳の発現に関する検討
フェンタニルを急速に静脈内投与すると、咳が発現する。それが量依存性なのか、そのメカニズムはなにかを検

討した。量依存性であることは明確になった。咳反射を防止する薬物の事前投与から、メカニズムについて調査中
である。

麻酔　58 962-965, 2009



428

3）加齢に伴うフェンタニル急速静注時の咳反射に関する検討
フェンタニルの静脈内投与時の咳反射の発現が、加齢の影響を受けるか否かを検討した。加齢に伴って咳反射

の感受性が低下することが明確になった。

第56回日本麻酔科学会発表

4）歯科治療困難の誘因に基づいた患者分類の検討
リラックス歯科治療外来初診患者 304 名を対象に、歯科治療に恐怖感を抱くようになったきっかけを調査した。

そて、I 型：歯科治療時の痛み、II 型：歯科治療時の嘔吐・嘔吐反射、III 型：歯科医師の言動と態度、IV 型：歯
科治療以外のきっかけ、V 型：局所麻酔後の気分不快に分類した。その分類によるタイプが、歯科治療困難度や
脱感作に影響するか否かを調査した。

第37回日本歯科麻酔学会発表 
日本歯科麻酔学会雑誌　38(5), 596-597

5）歯科恐怖症・強度嘔吐患者の背景因子の分析
歯科恐怖症・強度嘔吐患者の発症には、幼少時の経験や精神疾患は関連があるのか。一般の人との間に不安状

態に相違があるのか。その背景を調査し、分析した。極度に歯科治療が困難な患者 89 名と一般の歯科診療所で
通常の歯科治療が施行可能な 71 名を比較した。その結果、極度に歯科治療が困難な患者には、気質的因子が含
まれることが判明した。

第288回東京歯科大学学会発表 
第38回日本歯科麻酔学会発表

6）全身麻酔中の夢に関する検討
プロポフォールを用いた、短時間の口腔外科手術を受けた患者 64 名を対象に夢の発生頻度と内容について調査

した。短時間の口腔外科手術では、29.7％の患者が夢を見、そのうち 89.5% の患者が快適な夢を見た結果を得た。

日本歯科麻酔学会雑誌　37(5), 592-593

7）プロポフォールを用いた全身麻酔下に笑気を併用した際の夢見に関する検討
プロポフォール全身麻酔下に下顎枝矢状分割術予定患者 118 名を対象に、夢の有無に対し患者背景や亜酸化窒

素の併用が影響するか検討した。夢の発生率は 28.8％であり、術中覚醒を起こした患者はいなかった。影響を及
ぼした因子は性別のみであり、亜酸化窒素の併用は影響を及ぼしていなかった。

日本歯科麻酔学会雑誌　38(1), 29-34

8）下顎枝矢状分割術術後の知覚鈍麻に対する星状神経節ブロックの有効性
下顎枝矢状分割術は下歯槽神経に近接した手術であり術後に知覚異常を発症させることが多い。

星状神経節ブロックは顔面神経麻痺などに対し安全に神経回復に有効な治療とされている。今回、下顎枝矢状
分割術術後に重度の知覚鈍麻を発症した患者に対し星状神経節ブロックを行った患者の回復について検討した。
星状神経節ブロックを行った患者は、星状神経節ブロックを行わなかった患者と比較し、術後 4、8、24 週の時点
で高い回復率を得た。術後早期から星状神経節ブロックを行う事により、末梢循環改善、神経周囲の浮腫の改善
を促し、神経障害後に起こるワーラー変性を抑制することにより知覚の回復が促進されたと考えられた。

12th International Dental Congress on Modern Pain Control Program and Abstract, 2009　発表

9）下顎枝矢状分割術後神経症状と遺伝子多型の網羅的探索
神経因性疼痛の発生の有無、神経伝達異常の有無、神経回復過程などの個人差が、遺伝子多型と関連してい

るか否かを網羅的遺伝子解析によって調査した。現在、下顎枝矢状分割術後患者 236 名の臨床データを整理し、
網羅的遺伝子を解析することでその関連結果を得た。
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第55回日本人類遺伝子学会発表

10）日帰り全身麻酔における異なる全身麻酔薬での回復過程・満足度の比較検討
日帰り全身麻酔における回復過程・満足度を、セボフルラン麻酔とプロポフォール麻酔で比較検討した。2 度以

上の日帰り全身麻酔が予定されている歯科恐怖症患者 21 名を対象とした。覚醒はセボフルラン麻酔が早かったが、
回復は両者に差がなかった。患者の満足度は、プロポフォール麻酔が高かった。

第38回日本歯科麻酔学会発表

11）歯科治療中の患者の気分不快と心拍変動解析
歯科治療中は、血管迷走神経反射など急激な自律神経異常によって、患者が気分不快を訴えることがしばしばあ

る。このような急激な患者の病態変化に対して、循環系モニターに加えて、自律神経系変動の観察が可能であれば、
より患者管理に有用と考える。最近登場した心拍変動解析機器（リラックス名人 ®：クロスウェル社製）は、測定値
表示直前の 60 秒間のデータをメルカルム法によって解析し、心拍一拍毎に測定値を表示する。その連続して表示
される測定値には、周波数解析による低周波成分（LF）、高周波成分（HF：副交感神経活動に関連）、その比 LF/
HF（L/H：交感神経活動に関連）と時間領域解析による R-R 間隔変動係数（CVRR）があり、血圧、心拍数およ
び経皮的動脈血酸素飽和度などの生体情報とともにリアルタイムに観察できる。このモニターの歯科臨床における
実用性、有用性を調査し、改良について検討した。

第26回間東臨床歯科麻酔懇話会発表 
第30回日本臨床麻酔学会発表 
日本歯科麻酔学会雑誌　38(3), 317-318, 2010

12）口腔インプラント手術後神経知覚障害の実態調査とその治療方法の統計的検討
口腔インプラント治療の需要の増加にともなって、手術後に神経知覚障害を訴える患者が増加傾向にある。過去

5 年間に当院口腔顔面痛みセンターに訪れたインプラント手術後神経知覚障害患者の発症の背景や臨床経過などを
レトロスペクティブに分析し、検討した。

第37回日本歯科麻酔学会発表 
日本歯科先端技術研究所学会誌　16(1), 7-9, 2009

口腔インプラント学分野

1）インターナルタイプインプラントの臨床調査
従来のエクスターナルタイプインプラントの欠点を補う目的で開発されたインターナルタイプインプラントの臨床応

用とその成績を判定し，インプラント－アバットメント連結様式の選択に関する臨床的指針を明らかにする．

2）CAD/CAMを応用した自家製アバットメントの臨床的評価
従来，チタンあるいは金合金により作製されていたアバットメントに対して，審美性，生体親和性の優位性から，

最近ではジルコニアが臨床に応用されている．これまで，審美性への配慮により使用されてきたアルミナに対して，
ジルコニアは高い強度を有しており，期待が高まっている．ジルコニアの耐久性，異なる設計における破折強度など
の調査により，臨床応用の指針を明らかにする．

3）インプラント手術時の生体応答に関する臨床的研究
インプラント埋入手術に伴う患者の全身状態への影響についてはいまだ不明な点が多い．全身管理のもとに実施

されたインプラント埋入手術時の患者の生体応答を分析することにより，施術による侵襲の程度を把握する．くわえ
て，基礎疾患などによる全身状態の変化に伴う術中管理法の選択基準に関わる臨床指針を明らかにする．

4）術後管理におけるインプラント周囲組織の評価プロトコールの策定
インプラントの長期維持には術後管理は不可欠とされている一方，インプラント周囲炎に罹患したインプラントを
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回復に導く効果的な治療法はいまだ明らかでない，したがって，インプラント周囲炎への罹患を極力避けることが重
要と考えられている．インプラント周囲組織を長期にわたり経過観察し，診査項目，診断，治療方針にかかわる客
観的に統一された指針を策定する．

5）インプラント即時負荷術式に対する臨床的評価
一定の条件下においては、インプラント埋入と同時に上部構造を装着し、埋入後即時に機能圧を負荷すること

が可能である。本術式は、従来の待時負荷術式に比較し、術直後の患者の QOL 向上に有効であると考えられる。
本研究では、即時ならびに待時負荷術式を採用した症例の機能向上の程度を把握することにより、即時負荷術式
の適用指針と有効性について明らかにする。

6）コンピューターガイドシステムを用いた外科処置の臨床的評価
インプラント治療における診断・治療計画立案において，CT データを利用したコンピューターシミュレーションが

臨床に応用されている．補綴主導型インプラントの実践に有効であると考えられるが，施術においては一定の誤差
を生じることが知られている．コンピューターガイドシステムを用いたインプラント埋入手術において，埋入されたイ
ンプラント体の位置と計画された位置との差異を検証し，コンピューターガイドシステムの適用指針を明らかにする．

7）インプラント上部構造に生じる偶発症の統計学的検討
インプラント治療の術後管理において上部構造にかかわる種々の偶発症を生じる．偶発症の発生を統計的に解析

し，欠損範囲，上部構造の種類，発生時期などとの関連を調査することにより，インプラント補綴治療計画の臨床
指針を導く．

総合歯科分野

1）歯周基本治療が口腔関連QOLに及ぼす影響についての基礎的研究
患者中心の包括的な歯周治療を行うためには、患者の生物学的データのほかに QOL を含めた心理・社会・行動

面に対する認識が必要となる。本研究では口腔関連 QOL の歯科衛生モデルを使用し、歯周基本治療が歯周炎患
者の QOL に及ぼす影響について検討した。歯周基本治療は、歯周パラメーターの改善とともに口腔関連 QOL に
も改善をもたらすことが示唆された。とくに、「痛み」「食事・咀嚼」「社会的機能」領域での改善が顕著であった。

第52回　日本歯周病学会春季学術大会

2）3歯欠損症例に対する結合組織移植を用いた歯槽堤増大術
重度の歯周病に罹患し抜歯を余儀なくされた症例は、顎堤が著しく吸収してしまう。特に前歯部における欠損補

綴は、審美性を大きく損ない必ずしも患者の満足を得ることはできない。そのため、歯槽堤増大術は欠損部顎堤を
補うことにより、本来の歯冠長の補綴物を作製することが可能となる。今回、上顎左側側切歯から上顎右側中切歯
の 3 歯にわたる欠損であり、また著しい顎堤の吸収を伴っていたため処置を 2 回に分けて行った。1 回目は垂直的
な回復を目的に、口蓋から採取した移植片を受容側の歯槽頂部に埋入し縫合した。2 回目は水平的な回復を目的に、
1 回目と反対側の口蓋から上皮と結合組織の採取を行い、受容側の唇側へ挿入し上皮部で縫合固定した。その後
の歯冠補綴により審美性・清掃性の改善を認め、術後約 1 年経過したが吸収することなく経過良好である。

第288回　東京歯科大学学会

3. 学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

福田　謙一 静脈内投与及び経口投与アデノシン
三燐酸の鎮痛作用

ハーバーUCLAメディカルセ
ンター麻酔科

U.S.A 福永敦翁
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福田　謙一 鎮痛関連物質受容体の遺伝子多型が
下顎骨切り術後の疼痛治療に及ぼす
影響に関する前向き研究

埼玉医科大学国際医療セン
ター 
東京都精神医学総合研究所分
子精神医学研究部門

埼玉県 
 
東京

林田眞和 
 
池田和隆

福田　謙一 
小林　大輔

下顎枝矢状分割術後神経症状と遺伝
子多型の関連に関する研究

埼玉医科大学国際医療セン
ター 
東京都精神医学総合研究所分
子精神医学研究部門

埼玉県 
 
東京

林田眞和 
 
池田和隆

福田　謙一
齋田菜緒子

歯科治療中の患者の気分不快と心拍
変動解析

横浜国立大学工学部 横浜 小泉淳一

関根　秀志 ジーシーインプラント・インターナルシス
テムの市販後使用成績調査

福岡歯科大学 福岡 松浦正朗

齋藤　淳 学習環境とその改善にむけた介入に
関する研究

Vancouver Community Col-
lege 
University of British Colum-
bia 
宮城高等歯科衛生士学院

Canada

Canada

仙台市

Ginny 
Cathcart 
Susanne 
Sunell 
佐藤陽子

齋藤　淳 歯周炎患者における口腔関連QOLに
関する研究

慶應義塾大学医学部歯科・口
腔外科

東京 中川種昭

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

関根　秀志 ジーシーインプラント・インターナルシステムの市販後使用成績調査 株式会社ジーシー

関根　秀志 ジーシーインプラント・インターナルシステムの市販後使用成績調査 株式会社ジーシー

関根　秀志 奨学研究寄付金　 ストローマン・ジャパン

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

齋藤　淳 歯周病原性Porphyromonas gingivalisによる宿主細胞侵入の解析 平成21年度東京歯科大
学学長奨励研究助成

三宅菜穂子 歯冠用硬質レジンへの唾液タンパクの吸着をコントロールできるか 科学研究費補助金（基盤
研究（C）20592281）

5. 研究活動の特記すべき事項
特許

出願者 年月日 出願名 出願番号

片倉　朗 2009.11.29 口腔内腫瘍改善または治療用軟膏 特願 2006-139860

受賞

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名

片倉　朗 2010. 1.28 優秀ポスター賞 口腔白板症に対する緑茶カテキン
軟膏の臨床的効果　第3報

第28回　日本口腔腫瘍
学会総会・学術大会
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齋藤　淳 2009.11. 6 第7回日本歯科医
学教育学会奨励賞
（2009年度デン
ツプライ賞）

Development of an international 
collaborative dental hygiene 
programme between Japan and 
Canada

日本歯科医学教育学会

学会招待講演

演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

柿澤　卓 2009.11.28 これからのHIV診療におけるクリニッ
クの課題を考える　内科・歯科の現状
と課題

第23回日本エイズ学会学術集
会・総会

名古屋市

高野　正行 2009. 6. 4 顎変形症手術におけるLocking Plate 
Systemの応用　その特徴と使い分け方

第19回日本顎変形症学会総会 仙台市

高野　正行 2009.10.11 ハンズオンコース 
下顎枝矢状分割術

第54回（社）日本口腔外科学
会総会・学術大会

札幌市

福田　謙一 2009.10.24 口腔インプラント埋入手術の危機管理 AIAI年次学術大会2009 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

柿澤　卓 2010. 2.24 感染症と歯科のかかわりHIV感染者に
対する診療体制と感染予防の必要性

東京都歯科医師会 府中市

高野　正行 2010. 7.23 ClassⅡにおける顎位決定と骨片固定-
その安定性について-

第4回東京歯科大学外科的矯
正治療勉強会

東京

高野　正行 2009.10. 9 歯学部附属病院での感染対策の取り組
み

第5回歯科・口腔外科看護研
究会

札幌市

高野　正行 2009.11.11 感染予防とStandard Precautions　　 平成20年度東京都エイズ診療
従事者派遣事業研修

東京

大多和由美 2010. 1.21 特別支援教育における学校歯科保健の
かかわり

東京都渋谷区歯科医師会 東京

片倉　朗 2009.10.25 歯科医師による口腔がん検診の普及に
ついて

静岡県歯科医師会、静岡県立
静岡がんセンター、日本対が
ん協会 
がん患者の口腔合併所と歯科
治療　講習会・アドバンスコ
ース III

駿東郡

片倉　朗 2009.11. 8 口腔ガン　早期発見から診断、治療、
予防法　歯科衛生士が押さえておきた
いポイントと口腔ケアについて

第16回千葉県歯科衛生士大会 千葉市

片倉　朗 2009.11.15 院内感染予防対策　現実に則した感染
予防対策の実際

千葉県歯科医師会セミナー・
認定歯科医コアカリキュラム

千葉市

福田　謙一 2009. 5.14 インプラント埋入手術におけるリスク
マネージメント

第8回水道橋病院症例報告会 東京

福田　謙一 2009. 6.21 全身管理と偶発症に強くなろう 東京歯科大学同窓会卒後研修
セミナー

東京
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福田　謙一 2009. 6.27 歯科医院における痛みの管理 
—診断・治療が困難な痛みへの対応—

東京歯科大学同窓会東北地域
支部連合会学術講演会

郡山市

福田　謙一 2009. 7.12 歯科医院における疼痛管理 
—診断・治療が困難な痛みへの対応—

東京歯科大学同窓会埼玉県支
部学術講演会

上尾市

福田　謙一 2010. 2.28 安心・安全の歯科治療 千葉県歯科医師会学術講演会 千葉市

福田　謙一 2010. 3. 6 歯科医院における痛みの管理 
—診断・治療が困難な痛みへの対応—

東京歯科大学同窓会青森県支
部学術講演会

青森市

福田　謙一 2010. 3.17 安心・安全の歯科治療をめざして 東京歯科大学同窓会千代田支
部学術講演会

東京

関根　秀志 2009. 4.19 補綴治療概論、印象採得、メインテナ
ンス

GCインプラント実践セミ
ナー

東京

関根　秀志 2009. 5. 9 いつまでもおいしく食べていただくた
めに

日本歯科医師会平成21年度生
涯研修セミナー

群馬県

関根　秀志 2009. 5.17 患者コミュニケーション、埋入手術、
リスクファクター、メインテナンス

2009年度日本口腔インプラ
ント学会指定　日本口腔イン
プラント学会認定講習会

仙台市

関根　秀志 2009. 6.28 いつまでもおいしく食べていただくた
めに

日本歯科医師会平成21年度生
涯研修セミナー

広島市

関根　秀志 2009. 8. 2 いつまでもおいしく食べていただくた
めに

日本歯科医師会平成21年度生
涯研修セミナー

熊本市

関根　秀志 2009. 8. 9 Maintainable Shape of Implant Su-
perstructure

Nobel Biocare Esthetic 
Forum 2009

東京

関根　秀志 2009. 8.20 インプラント治療とメインテナンス 群馬県歯科医師会歯科衛生士
スキルアップ支援セミナー

群馬県

関根　秀志 2009. 9. 5 いつまでもおいしく食べていただくた
めに

日本歯科医師会平成21年度生
涯研修セミナー

熊本市

関根　秀志 2009. 9.12 失敗しないインプラント上部構造を考
える

東京都技工士会平成21年度学
術講演会

東京

関根　秀志 2009. 9.30 口腔インプラント学　臨地・臨床実習
Ⅰ

埼玉県立大学保健医療福祉学
部健康開発学科口腔保健科
学講義

さいた
ま市

関根　秀志 2009.11.24 失敗から学ぶインプラントの注意点 小金井歯科医師会　平成21年
度学術講演会

千葉市

関根　秀志 2009.11.29 失敗から学ぶインプラントの注意点 口腔インプラント臨床研究会 東京

関根　秀志 2009.12. 5 患者を中心とした欠損歯列への対応を
考える

東京歯科大学同窓会山梨県支
部　平成21年度学術講演会

東京

関根　秀志 2010. 2.11 失敗しないインプラントを考える 東京歯科大学スポーツ歯科学
講座OB会　縦と横の会　平
成21年度学術講演会

山梨県

関根　秀志 2010. 2.20 失敗から学ぶインプラントの注意点 東京歯科大学同窓会富山県支
部燦水会学術講演会

東京

関根　秀志 2010. 3.28 審美領域2歯欠損症例への対応 口腔インプラント臨床研究会 富山市

宮崎　晴代 2009. 5.14 成人矯正におけるMTMと咬合の再構築
を考える

第8回水道橋病院症例報告会 東京
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久保　周平 2009. 5.14 小児期の外傷歯への対応 
傾向と対策

第 8 回水道橋病院症例報告会 東京

久保　周平 2009. 5.16 小児期の外傷歯への対応 東京歯科大学同窓会秋田県
支部

秋田市

久保　周平 2009. 8.30 小児期の外傷歯への対応 千葉県小児歯科医会サマーセ
ミナー

千葉市

久保　周平 2009.10.18 小児期の外傷歯への対応 東京臨床小児歯科研究会 東京

久保　周平 2010. 2.28 「予防歯科への誘いPartⅦ」歯科衛生
士ができる小児のための実践的予防―
フィッシャーシーラントを中心に―

茨城県歯科医師会「第18回　
茨城県歯科医学会」

水戸市

笠原　清弘 2009. 5.14 基礎疾患あり！薬剤投与の注意点 第8回水道橋病院症例報告会 東京

笠原　清弘 2010. 1.14 非対称症例の手術プランニング 
－2次元から3次元

第5回東京歯科大学外科的矯
正治療勉強会

東京

笠原　清弘 2010. 2. 7 基礎疾患あり！薬剤投与の注意点 千代田区歯科医師会三水会 東京

片田　英憲 2009.11.26 MTMと病診連携 東京歯科大学同窓会葛飾支部 東京

田口　達夫 2009. 5.14 インプラント埋入手術・Minimal 
Interventionを考える

第8回水道橋病院症例報告会 東京

海老原　環 2010. 1.14 水道橋病院矯正歯科における顔面非対
称の診断、治療計画ならびに症例より
学ぶ治療上の留意点について

外科矯正勉強会 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

古澤　成博 2009.12.4-6 第26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

片倉　朗 2009.11.21 「がんプロフェッショナル養成プラン」インテンシブ
コース「がん医療現場での口腔ケアの実際」　

講師 市川市

福田　謙一 2009. 8.29 研究デザイン作成ワークショップ 参加者 千葉市

関根　秀志 2009.12. 7 第五学年総合学力試験問題選定委員会 参加者 千葉市

関根　秀志 2010. 3. 1 歯科医師国家試験の試験問題および視覚素材の公募に
係るブラッシュアップ

参加者 千葉市

齋藤　淳 2009. 6. 5 共用試験CBT試験問題選定委員会 委員 千葉市

高久勇一郎 2009. 7.4-5 第一回市川総合病院緩和ケア研修会 参加者 市川市

高山　裕樹 2009.12. 6 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 参加者 千葉市

共用試験

氏名 年月日 種別 役割 開催地

古澤　成博 2010. 2.27-
28

第4学年共用試験OSCE 評価者 千葉市

片田　英憲 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 総務 東京

宮崎　晴代 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE ST責任者 東京

笠原　清弘 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE ST責任者 東京

三宅菜穂子 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE ST責任者 東京



435

齋藤　淳 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE ST責任者 東京

松本　信哉 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 評価表 東京

松崎　文頼 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 器材 東京

山村　哲生 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 誘導 東京

井田　篤 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 進行 東京

古屋　克典 2009. 7. 4 平成21年度水道橋病院臨床研修歯科医OSCE 記録 東京



口腔健康臨床科学・歯科保存

1原著論文

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

5臨床研究論文

臨床研究論文
Saito A1), Tomita C2), Sato Y2), Cathcart G3).
Perceptions of Japanese and Canadian dental hygiene students towards their profession.
Int J Dent Hyg, 7(3), 188-195, 2009.
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) 宮城県高等歯科衛生士学院、3) Centre for Instructional Development Vancouver Community College
DOI : 10.1111/j.1601-5037.2009.00388.x/　PubMed ID : 19659715

21301001

臨床研究論文
齋藤淳1)、佐藤陽子2)
北米における歯科衛生の専門性に関する動向
日本歯科衛生学会雑誌, 4(1), 84-91, 2009.
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) 宮城県高等歯科衛生士学院
医中誌 ID : 2009331220

21301002

臨床研究論文
Saito A1), Kikuchi M2), Ueshima F2), Matsumoto S2), Hayakawa H2), Masuda H2), Makiishi T1).
Assessment of oral self-care in patients with periodontitis: a pilot study in a dental school clinic in Japan.
2009.
BMC Oral Health
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) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部
DOI : 10.1186/1472-6831-9-27　PubMed ID : 19874626

21301004

臨床研究論文
Saito A, Makiishi T.
Chronic desquamative gingivitis and oral health-related quality of life.
3(3), 47-49, 2009.
J Dermatol Case Rep
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存
DOI : 10.3315/jdcr.2009.1034

21301005

臨床研究論文
Moriyama T, Matsumoto S, Makiishi T.
Root coverage technique with enamel matrix derivative.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(2), 97-104, 2009.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存
DOI : 10.2209/tdcpublication.50.97　PubMed ID : 19815997

21301014



口腔健康臨床科学・歯科保存

6学会発表・口演

学会発表・口演
上島文江1)、齋藤淳2)、益田仁美1)、菊池百美3)、松本信哉2)、早川裕記3)、古澤成博3)、槙石武美2)
歯周炎患者のセルフケアのアセスメント－セルフケア行動・意識と口腔清掃状態－
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) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科

21301009

学会発表・口演
益田仁美1)、上島文江1)、中村亜依1)、佐藤陽子1)、齋藤淳2)
歯周治療におけるセルフケアのアセスメント－セルフケア行動・意識と口腔清掃状態について－
日本歯科衛生学会雑誌, 4(1), 196, 2009.
日本歯科衛生学会第4回学術大会　大阪市
1) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部、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 : 2009331320

21301010

学会発表・口演
松本信哉，齋藤淳
口臭を主訴とした患者に対し歯周治療で対応した一症例
日本歯周病学会会誌, 51(S), 117, 2009.
第52回日本歯周病学会秋季学術大会　宮崎市
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 : 2010029552

21301011

学会発表・口演
齋藤淳1)、菊池百美1)、早川裕記1)、上島文江2)、益田仁美2)、松本信哉1)、大田恵1)、井田篤1)、佐藤陽子3)、山田了4)
歯周炎患者の口腔セルフケアのアセスメントに関する検討
日本歯周病学会会誌, 51(S), 102, 2009.
第52回日本歯周病学会秋季学術大会　宮崎市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、2) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部、3) 宮城高等歯科衛生士学院、4) 東京歯科大学歯周病学
医中誌 ID : 2010029501

21301012

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
井田篤、齋藤淳
歯槽骨の改善が認められた慢性歯周炎の一症例
日本歯周病学会会誌, 51(S), 111, 2009.
第52回日本歯周病学会秋季学術大会　宮崎市
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 : 2010029529

21301016



口腔健康臨床科学・歯科保存

4学会発表・示説

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
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
Fukaya C1), Hosaka Y1), Saito A2), Morozumi Y3), Sato S3), Nakagawa T1).
Plaque removal efficacy of two types of sonic toothbrushes.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper118715.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 慶應義塾大学医学部歯科口腔外科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、3) 日本歯科大学新潟歯学部

21301008

学会発表・示説
松崎文頼1)、関根秀志1)、田口達夫1)、高梨琢也1)、安達康2)、大貫智宏2)、井田篤3)、野村貴生4)
下顎臼歯部に適用されたインプラント上部構造の機械的偶発症
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 334-335, 2010.
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科保存、4) 野村歯科医院

21307002

1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



口腔健康臨床科学・歯科補綴

1臨床研究論文

臨床研究論文
金井由起1)、関根秀志2)、田口達夫2)、山上美樹1)、松崎文頼2)、高梨琢也2)、古屋克典2)、佐藤亨3)、安達康1)
上顎中切歯に対する抜歯即時インプラント埋入
歯科学報, 110(1), 63-71, 2010.
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学

21302001

1症例報告論文

症例報告論文
山上美樹1)、関根秀志2)、井上敬介3)、田口達夫2)、大貫智宏1)、松崎文頼2)、安達康1)
インプラント治療に結合組織移植を併用した1症例
歯科学報, 109(2), 177-184, 2009.
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 愛知県

21302004

1学会発表・口演

学会発表・口演
関根秀志1)、田口達夫1)、山上美樹2)、大貫智宏2)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、古屋克典1)、安達康2)、野村貴生3)
CAD/CAM加工によるジルコニアアバットメントの臨床経過
平成21年度日本補綴歯科学会東京支部総会・第13回学術大会抄録集, 19, 2009.
平成21年度日本補綴歯科学会東京支部総会・第13回学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 野村歯科医院

21307005

6学会発表・示説

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

学会発表・示説
山上美樹1)、関根秀志2)、田口達夫2)、高梨琢也2)、松崎文頼2)、古屋克典2)、中浜典子3)、磯山素子3)、朝隈尚子3)、山口祥子3)
インプラント周囲組織のポケットプロービングに関するトレーニング効果
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 335, 2010.
第29回日本口腔インプラント学会関東甲信越支部学術大会　東京
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部

21302005

学会発表・示説
田口達夫1)、関根秀志1)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、古屋克典1)、山上美樹2)、飯島俊一1)、椎貝達夫1)、武田孝之1)、高北義彦
3)、福田謙一3)、齋田菜緒子3)、大串圭太3)
インプラント埋入手術における静脈内鎮静法の有用性について
歯科学報, 109(2), 248, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科麻酔

21307001



口腔健康臨床科学・歯科補綴
学会発表・示説

松崎文頼1)、関根秀志1)、田口達夫1)、高梨琢也1)、安達康2)、大貫智宏2)、井田篤3)、野村貴生4)
下顎臼歯部に適用されたインプラント上部構造の機械的偶発症
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 334-335, 2010.
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科保存、4) 野村歯科医院

21307002

学会発表・示説
古屋克典1)、関根秀志1)、田口達夫1)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、山上美樹2)、平林剛3)
インプラント埋入即時負荷を行い、インプラントを早期に脱落した一症例
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集,
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院歯科技工室

21307003



口腔健康臨床科学・口腔外科

1原著論文

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・口腔インプラント学研究部門
DOI : 10.3353/omp.14.131

21112001

5臨床研究論文

臨床研究論文
野村武史1)、笠原清弘2)、高木亮1)、山本信治1)、菅原圭亮1)、作間巧1)、片倉朗1)、高野伸夫1)、柴原孝彦1)
印旛郡市歯科医師会佐倉地区と東京歯科大学千葉病院の11年間の歩み　口腔がん検診の現状と将来の展望
歯科学報, 109(4), 362-368, 2009.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科学分野
医中誌 ID : 2010059120

21105018

臨床研究論文
横山葉子、高崎義人、菊地徹行、高久勇一朗、浜瀬真紀、高野正行、柿澤卓
健常日本人のオトガイ神経支配領域における感覚閾値に関する臨床的検討　SW検査、二点識別閾検査と振動覚検査の基準値
日本口腔診断学会雑誌, 22(2), 239-246, 2009.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010073798

21303015

臨床研究論文
Matsui T, Yamamura T, Takaku Y, Yokoyama Y, Takasaki Y, Kakizawa T.
Surgical simulation with color life-size 3D organ model in a case of ameloblastoma: Usefulness of color life-size 3D
organ model in tumor surgery.
日本口腔診断学会雑誌, 22(2), 352-355, 2009.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010073818

21303016

臨床研究論文
吉村亮子1)、宮崎晴代1)、安部輝美1)、小野暁美1)、末石研二2)、柿澤卓3)
口唇裂・口蓋裂患者の歯科矯正学的観察　crossbiteに関する検討
日本口蓋裂学会雑誌, 34(1), 30-38, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 東京歯科大学歯科矯正学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2009243211

21304003

臨床研究論文
仁科牧子1)、谷口誠2)、村井恵子3)、小島桂子3)、鈴木福代3)、柿澤卓2)
東京歯科大学水道橋病院内科外来における禁煙指導
歯科学報, 110(1), 50-55, 2010.
1) 東京歯科大学水道橋病院内科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、3) 東京歯科大学水道橋病院看護部

21311002

1症例報告論文

症例報告論文
山満1)、松井隆2)、山村哲生2)、柿澤卓2)
10年間埋入していた顎骨内異物の除去により下唇の自覚症状が改善した1例
23(1), 103-106, 2010.
日本口腔診断学会雑誌
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010174222

21309001



口腔健康臨床科学・口腔外科

4解説

解説
薬師寺孝1)、柴原孝彦1)、片倉朗2)
口腔がんを早期発見するためのTranslational Research　第3回：光学機器による口腔がんスクリーニング法
日本歯科評論, 70(3), 161-163, 2010.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010122921

21105013

解説
柴原孝彦1)、高木亮1)、片倉朗1)2)
光学技術を用いた口腔粘膜疾患の新たな審査法
Dental Diamond, 34(12), 62-68, 2009.
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21105081

解説
片倉朗
口腔がんを早期発見するためのTranslational Research　第1回：早期発見のためのシステムづくりとチェアーサイドで行えるスク
リーニング検査の開発
日本歯科評論, 70(1), 175-177, 2010.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21303018

解説
高野正行、片倉朗
口腔がんを早期発見するためのTranslational Research　第2回：生体染色による早期口腔がんの補助診断　-ヨード染色とトルイジ
ンブルー染色
日本歯科評論, 70(2), 178-180, 2010.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21303019

13学会発表・口演

学会発表・口演
片倉朗1)、柴原孝彦1)、高野伸夫1)、山根源之2)、柿澤卓3)、田中陽一4)、山内智博5)、佐藤一道5)
「がんプロフェッショナル養成プラン」による本学における「口腔がん専門医養成コース」の概要
日本口腔腫瘍学会誌, 21(4), 339, 2009.
第27回日本口腔腫瘍学会総会　宇都宮市
1) 東京歯科大学口腔外科学、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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学市川総
合病院臨床検査科、5) 東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンター
医中誌 ID : 2010128792

21105011

学会発表・口演
小川千晴1)、横山葉子1)、笠原清弘1)、高野正行1)、柿澤卓1)、久保周平2)、木村裕3)、松坂賢一3)
下顎乳臼歯の根端性歯周炎が原因と思われる小児Garre骨髄炎の一例
歯科学報, 109(2), 235, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学臨床検査学研究室
医中誌 ID : 2009257198

21303004

学会発表・口演
山村哲生、高久勇一朗、高野正行、柿澤卓
経口ビスホスホネート系製剤投与後に生じた顎骨骨髄炎・顎骨壊死に対して行った外科的治療について
第20回日本老年歯科医学会・学術大会プログラム・抄録集, 117, 2009.
第20回日本老年歯科医学会・学術大会　横浜市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2009299563

21303006



口腔健康臨床科学・口腔外科
学会発表・口演

濱田裕嗣、今井崇之、高久勇一朗、秋元善次、横山葉子、高崎義人、笠原清弘、高野正行、柿澤卓
最近12年間に行った顎矯正手術の臨床統計学的検討
日本口腔外科学会雑誌, 55(S), 129, 2009.
第54回日本口腔外科学会総会　札幌市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010028812

21303007

学会発表・口演
前田憲昭1)、的野慶1)、北川善政2)、佐藤淳2)、山口泰3)、池田正一4)、柿澤卓5)、田上正6)、高木律男7)、池野良7)、澤木佳弘
8)、宮田勝9)、連利隆10)、吉野宏11)、吉川博政12)、溝部潤子13)、中川裕美子6)
HIV感染患者の歯科診療実態調査
日本エイズ学会誌, 11(4), 557, 2009.
第23回日本エイズ学会　名古屋市
1) 皓歯会、2) 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科、3) 仙台医療センター、4) 神奈川歯科大学附属横浜クリニック、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) 国立国際医療センター、7) 新潟大学大学院医歯学総合研究科、8) 国立名古屋医療センター、9) 大阪市総合医療センター、10) 石川県中央病院、11) 広島大学附属病院、
12) 国立九州医療センター、13) 神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科、
医中誌 ID : 2010098775

21303009

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

学会発表・口演
高山裕樹、羽鳥友子、伊藤哲平、山村哲夫、高久勇一朗、笠原清弘、片倉朗、高野正行、柿澤卓、高崎義人
経口ビスフォスフォネート系製剤投与後に生じた顎骨骨髄炎・骨髄壊死に対して行った外科的治療について
第188回日本口腔外科学会関東地方会　東京
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21303011

学会発表・口演
半田俊之1)、笠原正貴2)、福田謙一1)、高崎義人3)、高野正行3)、柿澤卓3)、一戸達也2)、金子譲2)
下顎枝矢状分割術術後の知覚鈍麻に対する星状神経節ブロックの有効性
口腔顔面神経機能学会会報, 13, 12, 2009.
第13回口腔顔面神経機能学会学術大会　神戸市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21306022

学会発表・口演
稲川元明1)、三科博照1)、半田俊之2)、浜瀬真紀3)、笠原正貴4)、福田謙一2)、高崎義人5)、高野正行5)、柿澤卓5)
下顎智歯抜歯後の知覚障害に対して星状神経節ブロックを行った2例
口腔顔面神経機能学会会報, 13, 14, 2009.
第13回口腔顔面神経機能学会学術大会　神戸市
1) 国立栃木病院手術部麻酔科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、3) 浜瀬歯科、4) 東京歯科大学歯科麻酔学、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科
学・口腔外科

21306023

学会発表・口演
相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
Graph Cutsを利用したCT画像からのセグメンテーション
日本放射線技術学会総会学術大会予稿集, 65, 107, 2009.
第65回日本放射線技術学会総合学術大会　横浜市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309002



口腔健康臨床科学・口腔外科
学会発表・口演

相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
CTデータに対する重み付け平均化多断面再構成処理
日本放射線技術学会雑誌, 65(9), 1252-1253, 2009.
第37回日本放射線技術学会秋季学術大会　岡山市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309003

学会発表・口演
相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
3D CT画像を用いた歯科矯正シミュレーション
電子情報通信学会2010年総合大会プログラム,
電子情報通信学会2010年総合大会　仙台市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309005

学会発表・口演
仁科牧子1)、谷口誠2)、村井恵子3)、小島桂子3)、鈴木福代3)、柿澤卓2)
東京歯科大学水道橋病院内科外来における禁煙指導
歯科学報, 109(2), 231, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院内科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、3) 東京歯科大学水道橋病院看護部

21311001

9学会発表・示説

学会発表・示説
田村直樹1)、山本雅絵1)、椎木さやか1)、笠原清弘2)、高木多加志1)、内山健志1)、高野伸夫1)、柴原孝彦1)
下顎枝矢状分割法の骨片固定に関する有限要素法を用いた応力解析
日本顎変形症学会雑誌, 19(2), 130, 2009.
第19回日本顎変形症学会総会　仙台市
1) 東京歯科大学口腔外科学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科学、
医中誌 ID : 2009252603

21105045

学会発表・示説
横山葉子1)、高久勇一朗1)、高崎義人1)、高野正行1)、柿澤卓1)、浜瀬真紀2)、野間弘康2)
健常日本人のオトガイ神経支配領域における感覚閾値に関する臨床的検討　SW検査・二点識別閾検査・振動覚検査の基準値について
日本口腔科学会雑誌, 58(4), 298, 2009.
第63回日本口腔科学会総会　浜松市
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) 東京歯科大学口腔外科学
医中誌 ID : 2010071802

21303001

学会発表・示説
Takano M, Takaku Y, Kasahara Y, Takasaki Y, Kuwayama M, Kakizawa T.
Application of chair side vital staining test for early oral cancer screening for general dentists.
19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery　上海、中国
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
DOI : 10.1016/j.ijom.2009.03.520

21303002

学会発表・示説
Takaku Y1), Takano M1), Kakizawa T1), Katada H2), Sueishi K3).
A case of first and second brachial arch syndrome treated using Le Fort I ostetomy and unilateral vertical distraction
osteogenesis of the ramus of the mandible.
19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery　上海、中国
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学歯科矯正学
DOI : 10.1016/j.ijom.2009.03.554

21303003



口腔健康臨床科学・口腔外科
学会発表・示説

伊藤哲平1)、今井崇之1)、笠原清弘1)、横山葉子1)、高崎義人1)、高野正行1)、柿澤卓1)、片田英憲2)、末石研二3)
顎骨延長術を応用したSotos症候群の1例
日本顎変形症学会雑誌, 19(2), 141, 2009.
第19回日本顎変形症学会総会　仙台市
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009252625

21303005

学会発表・示説
高崎義人1)、渡辺玲子1)、高野正行1)、柿澤卓1)、監物真2)
インプラントによる下歯槽神経損傷に対する大耳介神経移植　特に病理所見について
日本口腔外科学会雑誌, 55(S), 281, 2009.
第54回日本口腔外科学会総会　札幌市
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
医中誌 ID : 2010029231

21303008

学会発表・示説
松井紗也子1)、高野正行1)、片倉朗1)、笠原清弘1)、柿澤卓1)、松坂賢一2)
上顎洞進展型嚢胞を併発した粘表皮癌の1例
第28回日本口腔腫瘍学会総会　東京
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

21303012

学会発表・示説
片倉朗1)、関根理予2)、神山勲2)、高木亮2)、高野伸夫2)、柴原孝彦2)、松坂賢一3)、堤坂裕子4)
口腔白板症に対する緑茶カテキン軟膏の臨床的効果　第3報
第28回日本口腔腫瘍学会総会　東京
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) 東京歯科大学口腔外科学、3) 東京歯科大学臨床検査学、4) （株）伊藤園中央研究所

21303013

学会発表・示説
Aizawa M1), Sasaki K1), Kobayashi N1), Yama M2), Kakizawa T3), Nishikawa K4), Sano T4), Murakami S5).
Computer simulation for orthodontics with the use of 3d CT images.
International Workshop on Advanced Image Technology　Kuala Lumbur, Malaysia
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309004

1その他

その他
大久保満男1)、中原泉2)、大島伸一3)、広多勤4)、黒川誠一1)、片倉朗1)5)
夢ある歯科医師への道-歯科医師の未来への展望に向けて-（座談会）
日本歯科医師会雑誌, 62(10), 1048-1064, 2010.
1) 日本歯科医師会、2) 日本歯科大学、3) 国立長寿医療センター、4) 日経メディカル開発編集部、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21303021



口腔健康臨床科学・歯科矯正

1原著論文

原著論文
Motegi E1), Nomura M1), Tachiki C1), Miyazaki H2), Takeuchi F3), Takaku S1), Abe Y1), Miyatani M1), Ogai T1), Fuma
A1), Fukagawa H2), Kano M1), Sueishi K1).
Occlusal force in people in their sixties attending college for elderly.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(3), 135-140, 2009.
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) おぐら矯正歯科
DOI : 10.2209/tdcpublication.50.135　PubMed ID : 19887756

21109022

2臨床研究論文

臨床研究論文
堀江由規子1)、宮崎晴代1)、小坂竜也1)、海老原環1)、片田英憲1)、辻野啓一郎2)、大多和由美2)、久保周平2)、末石研二3)
Down症候群の歯科矯正治療に関する臨床調査
歯科学報, 109(4), 381-387, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010059123

21304001

臨床研究論文
吉村亮子1)、宮崎晴代1)、安部輝美1)、小野暁美1)、末石研二2)、柿澤卓3)
口唇裂・口蓋裂患者の歯科矯正学的観察　crossbiteに関する検討
日本口蓋裂学会雑誌, 34(1), 30-38, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 東京歯科大学歯科矯正学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2009243211

21304003

3症例報告論文

症例報告論文
Motegi E1), Takane Y2), Tokunaga E3), Sueishi K1), Takano N4), Shibahara T4), Saito C5).
Six-year follow-up in skeletal Class III patient aged over 40 receiving orthognathic surgery and autotransplantation: a
case report.
Bull Tokyo Dent Coll, 50(3), 141-147, 2009.
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 高根病院歯科、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、4) 東京歯科大学口腔外科学、5) 新潟大学大学院医歯学研究科口腔顎再
建外科学
DOI : 10.2209/tdcpublication.50.141　PubMed ID : 19887757

21109006

症例報告論文
柿本朱1)、坂本輝雄1)、末石研二1)、堀江由規子2)、須賀賢一郎3)、中野洋子3)、内山健志3)
片側性唇顎口蓋裂患者の動的矯正治療終了後の咬合状態について　二段階口蓋形成術および顎裂部骨移植を施行した症例
歯科学報, 109(4), 388-394, 2009.
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学口腔外科学
医中誌 ID : 2010059124

21109058

症例報告論文
藤本かな子1)、幾本英之2)、西井康3)、野嶋邦彦3)、末石研二3)
骨格性上顎前突症患者に正中分割を加えた上顎前方歯槽部骨切り術を施行した外科的矯正治療例
歯科学報, 109(3), 301-309, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 帝京大学ちば総合医療センター歯科口腔外科、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009298326

21304005



口腔健康臨床科学・歯科矯正

12学会発表・示説

学会発表・示説
野村真弓1)、茂木悦子1)、立木千恵1)、高久佐紀子1)、阿部友里子1)、宮谷真理子1)、宮崎晴代2)、末石研二1)、松田一郎3)、平井
基之4)
8020達成者における側貌のgolden proportion
第68回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 126, 2009.
第68回日本矯正歯科学会大会　福岡市
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 千葉県歯科医師会、4) 文京区歯科医師会
医中誌 ID : 2010060227

21109023

学会発表・示説
立木千恵1)、高久佐紀子1)、夫馬明日香2)、深川裕子3)、加納将貴4)、宮谷真理子1)、阿部友里子1)、宮崎晴代3)、野村真弓1)、茂
木悦子1)、末石研二1)、岡野繁5)、松田一郎6)
8020達成者の歯列から加齢様相を知る（第5報）　4次多項回帰式から得たアーチフォームに対する各歯の回転
第68回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 122, 2009.
第68回日本矯正歯科学会大会　福岡市
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) すずき矯正歯科、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、4) 加納歯科医院、5) 東京歯科大学口腔科学研究センター、6) 松田
歯科医院
医中誌 ID : 2010060219　研究課題番号: A-05-590-4

21109024

学会発表・示説
高久佐紀子1)、立木千恵1)、阿部友里子1)、宮谷真理子1)、小貝隆広1)、加納将貴2)、夫馬明日香3)、深川裕子4)、野村真弓1)、茂
木悦子1)、末石研二1)
千葉県高齢者大学校に通学する平均60歳学生の口腔内診査および骨密度
第68回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 119, 2009.
第68回日本矯正歯科学会大会　福岡市
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 加納歯科医院、3) すずき矯正歯科、4) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正
医中誌 ID : 2010060214　研究課題番号: A-03-0590-3

21109025

学会発表・示説
Motegi E1)、Nomura M1)、Tachiki C1)、Takaku S1)、Abe Y1)、Takeuchi F1)、Miyatani M1)、Ogai T1)、Miyazaki H2)、
Sueishi K1).
Occlusal force of people aged sixties in college for eldery.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper117283.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 東京歯科大学歯科矯正学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正

21109029

学会発表・示説
Ishizuka Y1)、Takane Y1)、Motegi E2)、Nomura M2)、Miyazaki H1)、Sueishi K2).
Evaluation of BUA in elderly with many remaining teeth.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper118046.html, 2009.
87th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research　Miami, USA
1) 高根病院、2) 東京歯科大学歯科矯正学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正

21109030

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



口腔健康臨床科学・歯科矯正
学会発表・示説

Takaku Y1), Takano M1), Kakizawa T1), Katada H2), Sueishi K3).
A case of first and second brachial arch syndrome treated using Le Fort I ostetomy and unilateral vertical distraction
osteogenesis of the ramus of the mandible.
19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery　上海、中国
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学歯科矯正学
DOI : 10.1016/j.ijom.2009.03.554

21303003

学会発表・示説
伊藤哲平1)、今井崇之1)、笠原清弘1)、横山葉子1)、高崎義人1)、高野正行1)、柿澤卓1)、片田英憲2)、末石研二3)
顎骨延長術を応用したSotos症候群の1例
日本顎変形症学会雑誌, 19(2), 141, 2009.
第19回日本顎変形症学会総会　仙台市
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009252625

21303005

学会発表・示説
堀江由規子1)、宮崎晴代1)、足立薫子1)、篠珠美1)、小坂竜也1)、海老原環1)、片田英憲1)、末石研二2)
Down症患者の歯科矯正学的観察
日本顎変形症学会雑誌, 19(2), 117, 2009.
第19回日本顎変形症学会　仙台市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009252577

21304002

学会発表・示説
片田英憲1)、堀江由規子1)、藤田幸枝2)、末石研二3)
Down症候群患者にマルチブラケット法を適用した2症例
第68回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 281, 2009.
第68回日本矯正歯科学会大会　福岡市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 成宮歯科医院、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010060537

21304004

学会発表・示説
藤本かな子1)、幾本英之2)、高野伸夫3)、西井康4)、野嶋邦彦4)、末石研二4)
正中分割を加えた上顎前方歯槽部骨切り術を施行した2症例
日本顎変形症学会雑誌, 19(2), 134, 2009.
第19回顎変形症学会総会　仙台市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 帝京大学ちば総合医療センター歯科口腔外科、3) 東京歯科大学口腔外科学、4) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2009252611

21304006

学会発表・示説
辻野啓一郎1)、宮崎晴代2)、堀江由規子2)、片田英憲2)、大多和由美1)、久保周平1)、新谷誠康3)、末石研二4)
矯正治療を来院動機としたDown症候群児の矯正歯科的診断と治療内容
障害者歯科, 30(3), 453, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学小児歯科学、4) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010046106

21305002



口腔健康臨床科学・小児歯科

1臨床研究論文

臨床研究論文
堀江由規子1)、宮崎晴代1)、小坂竜也1)、海老原環1)、片田英憲1)、辻野啓一郎2)、大多和由美2)、久保周平2)、末石研二3)
Down症候群の歯科矯正治療に関する臨床調査
歯科学報, 109(4), 381-387, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010059123

21304001

1解説

解説
辻野啓一郎1)、新谷誠康2)
最新臨床の基礎　乳歯の歯冠修復
小児歯科臨床, 14(11), 55-58, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2010038457

21305301

2単行図書（分担）

単行図書（分担）
Kubo S1), Shigeta Y2), Ogawa T2), Wakoh M3), Sano T3), Fukushima S2), Yakushiji M4).
CT image applications for pre-surgical assessment and surgical pre-planning in pediatric dentistry.
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 132 Medicine Meets Virtual Reality 16 - parallel, combinatorial,
convergent: NextMed by Design, 222-224, 2008.
ISBN : 978-1-58603-822-9
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 鶴見大学歯学部補綴学第二、3) 東京歯科大学歯科放射線学、4) 東京歯科大学小児歯科学
PubMed ID : 18391290

21305014

単行図書（分担）
大多和由美
注意欠陥多動性障害(attention-defict hyperactivity disorder; ADHD)、学習障害(learning disorders, learning disabilities ; LD)
スペシャルニーズデンティストリー　障害者歯科, 47-50, 2009.
医歯薬出版　東京　ISBN : 978-4-263-45632-3
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科

21305015

1学会発表・口演

学会発表・口演
小川千晴1)、横山葉子1)、笠原清弘1)、高野正行1)、柿澤卓1)、久保周平2)、木村裕3)、松坂賢一3)
下顎乳臼歯の根端性歯周炎が原因と思われる小児Garre骨髄炎の一例
歯科学報, 109(2), 235, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学臨床検査学研究室
医中誌 ID : 2009257198

21303004

14学会発表・示説

学会発表・示説
熊澤海道1)、米津卓郎1)、辻野啓一郎2)、新谷誠康1)
上顎犬歯に認められた双生歯の一症例
小児歯科学雑誌, 47(2), 260, 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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2009219516

21104016



口腔健康臨床科学・小児歯科
学会発表・示説

沖田貴美江1)、小川冬樹1)2)、大滝正行1)、宮内均1)、久保周平3)、難波哲夫2)、新谷誠康2)、石井美奈1)、瀧波清美1)、本田栄子
1)
当障がい者診療所通院患者ならびに医療従事者に対する診療システム等に関するアンケート調査
障害者歯科, 30(3), 532, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京都町田市歯科医師会、2) 東京歯科大学小児歯科学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010046185

21104034

学会発表・示説
今井裕樹1)、藥師寺仁1)、新谷誠康1)、久保周平2)
下顎乳中切歯へのストロー状異物陥入の2例
小児歯科学雑誌, 48(1), 136, 2009.
第24回日本小児歯科学会・関東地方会大会・総会　高崎市
1) 東京歯科大学小児歯科学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010189918

21104039

学会発表・示説
辻野啓一郎1)、宮崎晴代2)、堀江由規子2)、片田英憲2)、大多和由美1)、久保周平1)、新谷誠康3)、末石研二4)
矯正治療を来院動機としたDown症候群児の矯正歯科的診断と治療内容
障害者歯科, 30(3), 453, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科矯正、3) 東京歯科大学小児歯科学、4) 東京歯科大学歯科矯正学
医中誌 ID : 2010046106

21305002

学会発表・示説
大多和由美1)、辻野啓一郎1)、新谷誠康2)
下顎前歯部の癒合歯に対し、生活歯髄切断法後に歯冠分割を行った1例
小児歯科学雑誌, 47(2), 311, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2009219567

21305003

学会発表・示説
沼澤由紀1)、大多和由美2)
父親による後磨きの実態調査と実施状況
小児歯科学雑誌, 48(1), 121, 2010.
第27回日本小児歯科学会北日本地方会大会　石巻市
1) 沼澤歯科医院、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010189886

21305004

学会発表・示説
三輪全三1)、久保寺友子2)、井上吉登2)、大多和由美3)、高木裕三1)、池田正一4)、佐藤哲二5)
先天性無痛無汗症患者の歯髄感覚と歯髄神経分布
障害者歯科, 30(3), 510, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京医科歯科大学大学院小児歯科学分野、2) 神奈川県立こども医療センター歯科、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、4) 神奈川歯科大学横浜研修セン
ター総合歯学、5) 鶴見大学歯学部解剖学第2
医中誌 ID : 2010046163

21305005



口腔健康臨床科学・小児歯科
学会発表・示説

野村美奈1)、寺門寿恵1)、鈴木哉絵1)、大多和由美1)2)、大森勇市郎1)、林佐智代1)、大峰浩隆1)、村居幸夫1)、志賀正三1)、妻鹿
純一3)、金子譲4)
当センターにおけるインシデント報告調査
障害者歯科,
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 茨城県身体障害者小児歯科治療センター、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 日本大学松戸歯学部障害者歯科学、4) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010046157

21305006

学会発表・示説
隝田みゆき1)、外木徳子1)、中川さとみ1)、大多和由美2)、久保周平2)、新谷誠康3)
埋伏乳歯の開窓と牽引　後続永久歯の観点から（その1）乳前歯の2例
小児歯科学雑誌, 47(2), 253, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) とのぎ小児歯科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2009219509

21305007

学会発表・示説
外木徳子1)、隝田みゆき1)、中川さとみ1)、大多和由美2)、久保周平2)、新谷誠康3)
埋伏乳歯の開窓と牽引　後続永久歯の観点から（その2）乳臼歯の2例
小児歯科学雑誌, 47(2), 254, 2009.
第47回日本小児歯科学会大会および総会　大阪市
1) とのぎ小児歯科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、3) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2009219510

21305008

学会発表・示説
田昌文1)、久保周平2)
過剰歯により早期脱落した乳中切歯に対して行なった歯科的対応（第1報）
小児歯科学雑誌, 48(1), 135, 2010.
第24回日本小児歯科学会関東地方会および総会　前橋市
1) 輝昌会田歯科医院、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010189914

21305009

学会発表・示説
音琴三郎1)、小川冬樹1)2)、大滝正行1)、宮内均1)、久保周平3)、難波哲夫2)、新谷誠康2)、沖田貴美江1)
当障がい者歯科診療室における開設以来の初診患者の臨床統計
障害者歯科, 30(3), 531, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京都町田市歯科医師会、2) 東京歯科大学小児歯科学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010046184

21305011

学会発表・示説
土元千穂1)、小川冬樹1)2)、大滝正行1)、宮内均1)、久保周平3)、難波哲夫2)、新谷誠康2)、松本桂1)、小沢恵子1)、浅田敦子1)、
沖田貴美江1)
当障がい者歯科診療室における開設以来の初診患者の臨床統計（第2報）21歳以上の患者について
障害者歯科, 30(3), 530, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京都町田市歯科医師会、2) 東京歯科大学小児歯科学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科
医中誌 ID : 2010046183

21305012



口腔健康臨床科学・小児歯科
学会発表・示説

久保周平1)、宮内均2)、小川冬樹2)3)、大滝正行2)、難波哲夫3)、新谷誠康3)、沖田貴美江2)
当障がい者歯科診療室における開設以来の初診患者の臨床統計（第1報）20歳以下の患者について
障害者歯科, 30(3), 435, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会および学術大会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・小児歯科、2) 東京都町田市歯科医師会、3) 東京歯科大学小児歯科学
医中誌 ID : 2010046088

21305013



口腔健康臨床科学・歯科麻酔

1原著論文

原著論文
Fukuda K1), Hayashida M2), Ide S3)4), Saita N1), Kokita Y1), Kasai S3), Nishizawa D3), Ogai Y3), Hasegawa J3),
Nagashima M5), Tagami M6), Komatsu H7), Sora I7), Koga H8), Kaneko Y9), Ikeda K3).
Association between OPRM1 gene polymorphisms and fentanyl sensitivity in patients undergoing painful cosmetic
surgery.
Pain, 147(1-3), 194-201, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 埼玉医科大学国際医療センター麻酔科、3) 東京都精神医学研究所、4) 北海道大学大学院薬学研究科、5) 東邦大学佐
倉医療センター外科、6) 東邦大学佐倉医療センター麻酔科、7) 東北大学大学院医学研究科神経科学、8) かずさDNA研究所ヒトゲノム工学、9) 東京歯科大学歯科麻酔学
PubMed ID : 19783098

21306001

4臨床研究論文

臨床研究論文
青木淳1)2)3)、林田眞和4)5)、田上惠6)、長島誠7)、福田謙一8)、西澤大輔2)、大谷保和2)、笠井慎也2)、池田和隆2)、岩橋和彦2)
3)9)
開腹手術の術後鎮痛における鎮痛薬必要量と5-HT2A受容体遺伝子多型との関連研究
臨床精神薬理, 12(6), 1159-1164, 2009.
1) 麻布大学環境保健学研究科環境保健科学専攻保健生命系神経生理学分野、2) 東京都精神医学総合研究所、3) 東京女子医科大学医学部精神神経科、4) 埼玉医科大学国際医療セ
ンター麻酔科、5) 東京大学医学研究所病院手術部、6) 東邦大学医療センター佐倉病院麻酔科、7) 東邦大学医療センター佐倉病院外科、8) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床
科学・歯科麻酔、9) 麻布大学健康管理センター
医中誌 ID : 2009228202

21306004

臨床研究論文
小池志穂1)、半田俊之1)、高北義彦1)、三科博照1)、福田謙一1)、一戸達也2)、金子譲2)
プロポフォール麻酔による口腔外科小手術中に見た夢
日本歯科麻酔学会雑誌, 37(5), 592-593, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010036357

21306005

臨床研究論文
半田俊之1)、小池志穂1)、高北義彦1)、庵原義明1)、福田謙一1)、一戸達也2)、金子譲2)
プロポフォール麻酔における下顎枝矢状分割術術後患者の夢の頻度と内容について
日本歯科麻酔学会雑誌, 38(1), 29-34, 2010.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010118417

21306006

臨床研究論文
Handa T1), Fukuda K1), Hayashida M2), Koukita Y1), Ichinohe T3), Kaneko Y3).
Effects of intravenous adenosine 5'-triphosphate on intraoperative hemodynamics and postoperative pain in patients
undergoing major orofacial surgery: a double-blind placebo-controlled study.
J Anesth, 23(315), 322, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 埼玉医科大学国際医療センター麻酔科、3) 東京歯科大学歯科麻酔学
DOI : 10.1007/s00540-009-0751-6　PubMed ID : 19685108

21306021

1症例報告論文

症例報告論文
齋田菜緒子1)、福田謙一1)、高野知子2)、宮城敦2)、上地智博3)、一戸達也4)、金子譲4)
先天性表皮水疱症患者の静脈麻酔下歯科治療経験
障害者歯科, 30(4), 567-571, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 神奈川歯科大学生体管理医学講座障害者歯科学分野、3) 上地歯科医院、4) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010063645

21306007



口腔健康臨床科学・歯科麻酔

1単行図書（分担）

単行図書（分担）
Kobayashi D1)2), Nishizawa D1), Kasai S1), Hasegawa J1), Nagashima M3), Katoh R3), Satoh Y4), Tagami M4) Hayashida
M5), Fukuda K,2), Ikeda K1) .
Association between analgesic requirements after major abdminal surgery and polymorphisms of the opioid
metabolism-related gene ABCB1.
Acute pain: Caused, Effects and Treatment, 101-110, 2009.
Nova Science Publishers　ISBN : 978-1-60741-223-6
1) 東京都精神医学研究所、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、3) 東邦大学佐倉医療センター外科、4) 東邦大学佐倉医療センター麻酔科、5) 埼玉医科大学
国際医療センター麻酔科

21306010

6学会発表・口演

学会発表・口演
福田謙一1)、齋田菜緒子1)、大串圭太1)、半田俊之1)、高北義彦1)、一戸達也2)、金子譲2)
心拍変動解析は、患者の恐怖感や不安を評価できるか？
第26回関東臨床歯科麻酔懇話会プログラム・抄録集, 2009.
第26回関東臨床歯科麻酔懇話会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学

21306014

学会発表・口演
齋田菜緒子1)、福田謙一1)、庵原義明1)、半田俊之1)、高北義彦1)、一戸達也2)、金子譲2)
歯科治療に対する不安・恐怖の発生因子に関する検討
日本歯科麻酔学会雑誌, 37(4), 445, 2009.
第37回日本歯科麻酔学会総会・学術集会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2009351375

21306016

学会発表・口演
福田謙一1)、齋田菜緒子1)、半田俊之1)、笠原正貴2)、高北義彦1)、一戸達也2)、金子譲2)
口腔インプラント手術後下歯槽神経知覚障害患者の実態
37(4), 463, 2009.
第37回日本歯科麻酔学会総会・学術集会　名古屋市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2009351389

21306018

学会発表・口演
庵原義明1)、福田謙一1)、齋田菜緒子1)、半田俊之1)、高北義彦1)、笠原正貴2)、一戸達也2)、金子譲2)
歯科恐怖症患者形成の背景に関する検討
歯科学報, 109(4), 420, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010059137

21306019

学会発表・口演
半田俊之1)、笠原正貴2)、福田謙一1)、高崎義人3)、高野正行3)、柿澤卓3)、一戸達也2)、金子譲2)
下顎枝矢状分割術術後の知覚鈍麻に対する星状神経節ブロックの有効性
口腔顔面神経機能学会会報, 13, 12, 2009.
第13回口腔顔面神経機能学会学術大会　神戸市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科

21306022



口腔健康臨床科学・歯科麻酔
学会発表・口演

稲川元明1)、三科博照1)、半田俊之2)、浜瀬真紀3)、笠原正貴4)、福田謙一2)、高崎義人5)、高野正行5)、柿澤卓5)
下顎智歯抜歯後の知覚障害に対して星状神経節ブロックを行った2例
口腔顔面神経機能学会会報, 13, 14, 2009.
第13回口腔顔面神経機能学会学術大会　神戸市
1) 国立栃木病院手術部麻酔科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、3) 浜瀬歯科、4) 東京歯科大学歯科麻酔学、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科
学・口腔外科

21306023

5学会発表・示説

学会発表・示説
Fukuda K1), Ichinohe T2), Kaneko Y2).
Adding ketamine to propofol anesthesia in dental treatment for handicapped.
http://iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/Paper119203.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・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学

21306011

学会発表・示説
Handa T1), Fukuda K1), Ichinohe T2), Kaneko Y2).
Effects of stellate ganglion block on hypoesthesia by bilateral sagittal split ramus osteotomy.
Modern Pain Control　Gold Coast, Australia
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、2) 東京歯科大学歯科麻酔学

21306012

学会発表・示説
半田俊之
加齢に伴うフェンタニル急速静注時の咳反射に関する検討
第56回日本麻酔学会・学術集会プログラム・抄録集, 145, 2009.
第56回日本麻酔学会・学術集会　神戸市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔

21306013

学会発表・示説
平山明1)、武井祐一1)、西明千明1)、横山世明1)、斎藤美紀1)、小峯久直1)、上野博康1)、菊地章宏1)、前川達雄1)、斎藤浩司1)、
荒井泰子1)、武田康1)、岩城順1)、村田洋之1)、藤本俊男1)、出川博美2)、小川磨美2)、福田謙一3)、一戸達也4)、金子譲4)
障害者歯科治療の為の全身麻酔導入時に悪習癖にてヒヤリ・ハットした1症例　日頃からの悪習癖である鼻腔内異物挿入
障害者歯科, 30(3), 507, 2009.
第26回日本障害者歯科学会総会・学術大会　名古屋市
1) 千葉市歯科医師会、2) 千葉市保健医療事業団千葉市休日歯科診療所、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔、4) 東京歯科大学歯科麻酔学
医中誌 ID : 2010046160

21306020

学会発表・示説
田口達夫1)、関根秀志1)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、古屋克典1)、山上美樹2)、飯島俊一1)、椎貝達夫1)、武田孝之1)、高北義彦
3)、福田謙一3)、齋田菜緒子3)、大串圭太3)
インプラント埋入手術における静脈内鎮静法の有用性について
歯科学報, 109(2), 248, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科麻酔

21307001

1学会発表・教育講演

学会発表・教育講演
福田謙一
口腔インプラント埋入手術の機器管理
AIAI年次学術大会2009　東京
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科麻酔
医中誌 ID : 2009351412

21306015



口腔健康臨床科学・口腔インプラント

1原著論文

原著論文
五十嵐崇恭1)2)、関根秀志1)3)、浅井澄人4)、五十嵐俊男2)、吉成正雄1)
ジルコニアがチタンに及ぼす摺動摩耗特性
日本口腔インプラント学会誌, 22(4), 478-494, 2009.
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) 神奈川歯科大学顎顔面外科、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、4) 日
本歯科先端技術研究所
医中誌 ID : 2010139401

21502009

1臨床研究論文

臨床研究論文
金井由起1)、関根秀志2)、田口達夫2)、山上美樹1)、松崎文頼2)、高梨琢也2)、古屋克典2)、佐藤亨3)、安達康1)
上顎中切歯に対する抜歯即時インプラント埋入
歯科学報, 110(1), 63-71, 2010.
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学

21302001

1症例報告論文

症例報告論文
山上美樹1)、関根秀志2)、井上敬介3)、田口達夫2)、大貫智宏1)、松崎文頼2)、安達康1)
インプラント治療に結合組織移植を併用した1症例
歯科学報, 109(2), 177-184, 2009.
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 愛知県

21302004

5解説

解説
伊藤太一1)、関根秀志2)、古谷義隆1)、田口達夫2)、本間慎也1)、佐々木穂高1)、矢島安朝1)
インプラント治療の潮流　リスクファクターの明確化　歯周病細菌検査（図説）
歯科学報, 109(3), 277-279, 2009.
1) 東京歯科大学口腔インプラント学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント
医中誌 ID : 2009298322

21113007

解説
佐々木穂高1)、本間慎也1)、古谷義隆1)、伊藤太一1)、田口達夫2)、関根秀志2)、矢島安朝1)
インプラント治療の潮流　リスクファクターの明確化　骨代謝マーカー検査
歯科学報, 109(4), 369-371, 2009.
1) 東京歯科大学口腔インプラント学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント
医中誌 ID : 2010059121

21113018

解説
古谷義隆1)、佐々木穂高1)、本間慎也1)、田口達夫2)、伊藤太一1)、関根秀志2)、矢島安朝1)
インプラント治療の潮流　トップダウントリートメントのための骨造成法
歯科学報, 109(5), 480-481, 2009.
1) 東京歯科大学口腔インプラント学、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント
医中誌 ID : 2010054186

21113020

解説
関根秀志1)、田口達夫1)、佐々木穂高2)、本間慎也2)、古谷義隆2)、伊藤太一2)、矢島安朝2)
インプラント治療の潮流　治療期間の短縮化、患者負担の軽減
歯科学報, 109(6), 579-581, 2009.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学口腔インプラント学

21307008



口腔健康臨床科学・口腔インプラント
解説

田口達夫1)、関根秀志1)、佐々木穂高2)、本間慎也2)、古谷義隆2)、伊藤太一2)、矢島安朝2)
インプラント治療の潮流　医療安全
歯科学報, 110(1), 57-59, 2010.
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学口腔インプラント学

21307009

2学会発表・口演

学会発表・口演
関根秀志1)、田口達夫1)、山上美樹2)、大貫智宏2)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、古屋克典1)、安達康2)、野村貴生3)
CAD/CAM加工によるジルコニアアバットメントの臨床経過
平成21年度日本補綴歯科学会東京支部総会・第13回学術大会抄録集, 19, 2009.
平成21年度日本補綴歯科学会東京支部総会・第13回学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 野村歯科医院

21307005

学会発表・口演
吉成正雄1)、関根秀志1)2)、松本直也1)、五十嵐崇恭3)、奥森直人3)、五十嵐俊男4)
ジルコニアとチタンの摩耗特性
日本口腔インプラント学会誌, 22(S), 124, 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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 日本歯科先端技術研究所、4) 神奈
川歯科大学顎顔面外科
医中誌 ID : 2009349869

21502012

4学会発表・示説

学会発表・示説
山上美樹1)、関根秀志2)、田口達夫2)、高梨琢也2)、松崎文頼2)、古屋克典2)、中浜典子3)、磯山素子3)、朝隈尚子3)、山口祥子3)
インプラント周囲組織のポケットプロービングに関するトレーニング効果
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 335, 2010.
第29回日本口腔インプラント学会関東甲信越支部学術大会　東京
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) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、3) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部

21302005

学会発表・示説
田口達夫1)、関根秀志1)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、古屋克典1)、山上美樹2)、飯島俊一1)、椎貝達夫1)、武田孝之1)、高北義彦
3)、福田謙一3)、齋田菜緒子3)、大串圭太3)
インプラント埋入手術における静脈内鎮静法の有用性について
歯科学報, 109(2), 248, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科麻酔

21307001

学会発表・示説
松崎文頼1)、関根秀志1)、田口達夫1)、高梨琢也1)、安達康2)、大貫智宏2)、井田篤3)、野村貴生4)
下顎臼歯部に適用されたインプラント上部構造の機械的偶発症
日本口腔インプラント学会誌, 23(2), 334-335, 2010.
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯
科保存、4) 野村歯科医院

21307002

学会発表・示説
古屋克典1)、関根秀志1)、田口達夫1)、松崎文頼1)、高梨琢也1)、山上美樹2)、平林剛3)
インプラント埋入即時負荷を行い、インプラントを早期に脱落した一症例
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集,
第29回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科補綴、3) 東京歯科大学水道橋病院歯科技工室

21307003



口腔健康臨床科学・口腔インプラント

1学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
関根秀志
高齢者におけるインプラント治療を考える
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,
第20回日本老年歯科医学会総会・学術大会　横浜市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔インプラント

21307006



口腔健康臨床科学・総合歯科

2臨床研究論文

臨床研究論文
大迫美穂、関根珠里亜、根本詩子、早川裕記、古澤成博
マルチ周波数処理Computed Radiographyによる頭部エックス線規格写真の画像評価　一般歯科医師の立場から
歯科学報, 109(3), 310-315, 2009.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科
医中誌 ID : 2009298327

21308004

臨床研究論文
菊池百美1)、齋藤淳1)、松本信哉1)、早川裕記1)、上島文江2)、益田仁美2)、佐藤陽子3)、古澤成博1)、槙石武美1)
歯周治療における口腔関連QOLのアセスメントに関するパイロット研究
日本歯科保存学雑誌, 52(2), 138-144, 2009.  日本歯周病学会企画調査研究助成
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科、2) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部、3) 宮城高等歯科衛生士学院
医中誌 ID : 2009238983

21308007

2症例報告論文

症例報告論文
金子創1)、平井基之2)、古澤成博1)
部分層弁について知らなかったこと、分かったこと
歯科学報, 109(2), 251, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科、2) 東京都
医中誌 ID : 2009257229

21308001

症例報告論文
西田茜1)、平井基之2)、古澤成博1)
デンタル写真を読む
歯科学報, 109(2), 250, 2009.
第287回東京歯科大学学会（例会）　千葉市
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科、2) 東京都
医中誌 ID : 2009257228

21308002

1解説

解説
古澤成博
慢性化膿性根尖性歯周炎に対する再植法（Q&A）
Dental Diamond, 34(7), 114-115, 2009.
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科
医中誌 ID : 2009225427

21308005

4学会発表・口演

学会発表・口演
砂川正隆1)、亀山敦史2)、椋梨兼彰3)、森純信4)、槇石武美5)、王宝禮6)、高橋眞一7)
歯科臨床における漢方薬使用状況
第27回日本歯科東洋医学会学術大会プログラム・抄録集 , 25, 2009.
第27回日本歯科東洋医学会学術大会　福岡市
1) 昭和大学医学部第一生理学、2) 東京歯科大学千葉病院総合診療科、3) むくなし歯科医院、4) もり歯科クリニック、5) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科、
6) 松本歯科大学薬理学、7) 高橋歯科医院
医中誌 ID : 2010039036

21114010



口腔健康臨床科学・総合歯科
学会発表・口演

上島文江1)、齋藤淳2)、益田仁美1)、菊池百美3)、松本信哉2)、早川裕記3)、古澤成博3)、槙石武美2)
歯周炎患者のセルフケアのアセスメント－セルフケア行動・意識と口腔清掃状態－
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) 東京歯科大学水道橋病院歯科衛生士部、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科保存、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科

21301009

学会発表・口演
早川裕記、齋藤淳
慢性歯周炎患者に包括的治療を行った一症例
日本歯周病学会会誌, 51(S), 112, 2009.
第52回日本歯周病学会秋季学術大会　宮崎市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科
医中誌 ID : 2010029532

21308003

学会発表・口演
菊池百美
歯周基本治療が口腔関連QOLに及ぼす影響についての基礎的研究
日本歯周病学会会誌, 51(S), 112, 2009.  日本歯周病学会企画調査研究助成
第52回日本歯周病学会春季学術大会　岡山市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科
医中誌 ID : 2009233648

21308008

1学会発表・示説

学会発表・示説
細川壮平、二階堂雅彦、古澤成博
3歯欠損症例に対する結合組織移植を用いた歯槽堤増大術
歯科学報, 109(4), 436, 2009.
第288回東京歯科大学学会（総会）　千葉市
東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・総合歯科
医中誌 ID : 2010059167

21308006



口腔健康臨床科学・歯科放射線

1症例報告論文

症例報告論文
山満1)、松井隆2)、山村哲生2)、柿澤卓2)
10年間埋入していた顎骨内異物の除去により下唇の自覚症状が改善した1例
23(1), 103-106, 2010.
日本口腔診断学会雑誌
1) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科
医中誌 ID : 2010174222

21309001

3学会発表・口演

学会発表・口演
相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
Graph Cutsを利用したCT画像からのセグメンテーション
日本放射線技術学会総会学術大会予稿集, 65, 107, 2009.
第65回日本放射線技術学会総合学術大会　横浜市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309002

学会発表・口演
相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
CTデータに対する重み付け平均化多断面再構成処理
日本放射線技術学会雑誌, 65(9), 1252-1253, 2009.
第37回日本放射線技術学会秋季学術大会　岡山市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309003

学会発表・口演
相澤光博1)5)、佐々木啓太1)、小林紀雄1)、山満2)、柿澤卓3)、西川慶一4)、佐野司4)、村上伸一5)
3D CT画像を用いた歯科矯正シミュレーション
電子情報通信学会2010年総合大会プログラム,
電子情報通信学会2010年総合大会　仙台市
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309005

1学会発表・示説

学会発表・示説
Aizawa M1), Sasaki K1), Kobayashi N1), Yama M2), Kakizawa T3), Nishikawa K4), Sano T4), Murakami S5).
Computer simulation for orthodontics with the use of 3d CT images.
International Workshop on Advanced Image Technology　Kuala Lumbur, Malaysia
1) 東京歯科大学水道橋病院放射線科、2) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・歯科放射線、3) 東京歯科大学水道橋病院口腔健康臨床科学・口腔外科、4) 東京歯科大学歯
科放射線学、5) 東京電機大学大学院先端科学技術研究科

21309004
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2. 眼　科

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

教　　授 ビッセン宮島弘子 多焦点眼内レンズ、トーリック眼内レンズの視機能

助　　教 吉野　真未 多焦点眼内レンズの有用性

 西村麻理子 多焦点眼内レンズの有用性

2．成果の概要

1）多焦点眼内レンズに関する研究
（1）挿入後長期の視機能

昨年に続き、多焦点眼内レンズ挿入例の視力、焦点深度、コントラスト感度を臨床研究し、2 年後について論文
にまとめた。

Yoshino M, Bissen-Miyajima H, Oki S, Minami K, Nakamura K. Tow-year follow-up after 
implantation of diffractive aspheric silicone multifocal intraocular lenses. Acta Ophthalmologica.

さらに 6 年後までの経過について眼内レンズ表面散乱光の強さとの関連を研究し、23 年に学会報告および論文
執筆予定である。

2）トーリック眼内レンズに関する研究
（1）Autorefratometer による測定誤差の研究

多焦点レンズ挿入眼の Autorefractometer 測定は結果を論文にまとめた。

Bissen-Miyajima H, Minami k, Yoshino M, Nishimura M, Oki S. Autorefraction after implantation of 
diffractive multifocal intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 

その研究をさらにトーリック眼内レンズにおいてもすすめ、Autorefractometer の測定方式による差が出る可能性
がわかってきた。現在、症例数を増やし論文にまとめる予定である。

（2）波面収差解析を用いた眼内レンズ位置測定

白内障手術時に角膜乱視を同時矯正するトーリック眼内レンズ挿入眼において、眼内レンズの乱視軸の位置、お
よび経時的変化を波面収差解析を用い乱視収差にて検討した。従来の写真撮影による解析結果より、乱視軸のず
れが多い可能性が示唆された。今後、再現性の確認、視機能との関連を検討予定である。

3. 研究活動の特記すべき事項

オーガナイザー

オーガナイザー 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

ビッセン宮島弘子 2009.6.28 フェムトセカンドレーザーの可能性 第24回日本眼内レンズ屈折手
術学会総会

東京

ビッセン宮島弘子 2010.1.22 乱視が裸眼視力に与える影響とそ
の矯正

第33回日本眼科手術学会総会 東京
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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

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009. 6.26 Patient's and surgeon's view 
through the multifocal IOL.

22nd Asia-Pacific Associa-
tion of Cataract & Refrac-
tive Surgeons

東京

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009. 6.27 An outbreak of infectious kera-
titis after LASIK in Japan.

22nd Asia-Pacific Associa-
tion of Cataract & Refrac-
tive Surgeons

東京

ビッセン宮島弘子 2009. 6.28 多焦点IOLの新しい使用法 第24回日本眼内レンズ屈折手
術学会総会

東京

ビッセン宮島弘子 2009. 6.28 iLASIK 第24回日本眼内レンズ屈折手
術学会総会

東京

ビッセン宮島弘子 2009.10.10 屈折矯正手術 第63回日本臨床眼科学会 福岡市

ビッセン宮島弘子 2010. 1.22 レーザーによる矯正 第33回日本眼科手術学会 東京

学会招待講演

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009. 9.26 LASIK following Implantation 
of Multifocal IOLs

The 5th International 
Meeting on Advanced 
Cataract & Refractive 
Surgery

ソウル市, 
大韓民国

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009. 9.27 Micro-incision Cataract Surgery 
with Multifocal IOL

The 5th International 
Meeting on Advanced 
Cataract & Refractive 
Surgery

ソウル市, 
大韓民国

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009.11.14 Trends of multifocal IOL The 50th Annual Meeting 
of the Ophthalmological 
Society of Taiwan

台北市, 
中華民国

Bissen-Miyaji-
ma Hiroko

2009.11.14 New Technologies for micro-
incision cataract surgery

The 50th Annual Meeting 
of the Ophthalmological 
Society of Taiwan

台北市, 
中華民国

4. 教育講演等教育に関する業績、活動

教育講演等

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

ビッセン宮島弘子 2009. 3. 7 多焦点眼内レンズ 眼科診療アップデートセミナー 京都市

ビッセン宮島弘子 2009. 4.19 多焦点眼内レンズ 第113回日本眼科学会総会 東京

ビッセン宮島弘子 2009. 5.14 多焦点眼内レンズの臨床応用 東京歯科大学水道橋病院症例
報告会

東京

ビッセン宮島弘子 2009. 5.19 水晶体超音波乳化吸引術と眼内レ
ンズ

慶應義塾大学医学部眼科学教
室　研修医教育講演

東京

ビッセン宮島弘子 2009. 5.21 多焦点眼内レンズを成功させる秘訣 第6回静岡県東部眼科フォー
ラム

沼津市
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ビッセン宮島弘子 2009. 8.23 トーリックIOL ~ Acrysof IQ 
TORIC ~ 臨床報告 

アクリソフレストアユーザーズセ
ミナー

東京

ビッセン宮島弘子 2009.10. 3 眼内レンズの進歩 慶應義塾大学医学部眼科創設
90年記念講演会

東京

ビッセン宮島弘子 2009.10.10 白内障手術と乱視矯正 第63回日本臨床眼科学会 福岡

ビッセン宮島弘子 2009.10.12 手術の実際 第63回日本臨床眼科学会 福岡

ビッセン宮島弘子 2009.11. 7 眼内レンズの進歩 第39回大阪府眼科医会教育ゼ
ミナール

大阪市

ビッセン宮島弘子 2009.11.29 Cataract Refractive Surgery
多焦点とトーリック眼内レンズの登
場

第68回広島地方眼科学会 広島市

ビッセン宮島弘子 2010. 2. 6 患者様から直接聴く多焦点眼内レン
ズの本質

第3回東京眼科アカデミー 東京

ビッセン宮島弘子 2010. 2.14 多焦点眼内レンズとトーリック眼内
レンズ

第65回徳島眼科研究会 徳島市



4臨床研究論文

臨床研究論文
Inoue M1), Bissen-Miyajima H2), Yoshino M2), Suzuki T2).
Wavy horizontal artifacts on optical coherence tomography line-scanning images caused by diffractive multifocal
intraocular lenses.
J Cataract Refract Surg, 35(7), 1239-1243, 2009.
1) 杏林大学医学部眼科、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科
PubMed ID : 19545815

21310003

臨床研究論文
大木伸一, ビッセン宮島弘子、中村邦彦、吉野真未、斉藤悦子
回折型多焦点眼内レンズ挿入後の立体視
IOL & RS, 23(3), 371-374, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010017559

21310006

臨床研究論文
中村邦彦、ビッセン宮島弘子、吉野真未、北村奈恵、大木伸一
回折型多焦点眼内レンズの片眼挿入例の検討
あたらしい眼科, 26(7), 991-996, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2009274786

21310007

臨床研究論文
ビッセン宮島弘子、吉野真未
白内障手術における着色ディスコビスクの臨床使用
あたらしい眼科, 27(3), 387-390, 2010.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010137381

21310023

3症例報告論文

症例報告論文
北村奈恵、ビッセン宮島弘子、吉野真未
白内障手術後のToxic Anterior Segment Syndrome（TASS）と思われる3例
IOL & RS, 23(2), 224-228, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2009262273

21310005

症例報告論文
吉野真未、ビッセン宮島弘子、鈴木高佳、川村亮介、井上真
回折型多焦点眼内レンズ挿入後に網膜硝子体疾患治療を要した4例
あたらしい眼科, 26(11), 1543-1547, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010040508

21310008

症例報告論文
大木伸一1)、ビッセン宮島弘子1)、吉野真未1)、亀井泉1)、中村邦彦1)2)
多焦点眼内レンズ挿入例における東大式エゴグラムの試行
日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48, 82, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) たなし中村眼科クリニック

21310039



8解説

解説
ビッセン宮島弘子
気になる合併症
角膜診療, 7, 8, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310014

解説
ビッセン宮島弘子
フェムトセカンドレーザー
角膜診療, 8, 8, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310015

解説
ビッセン宮島弘子
多焦点眼内レンズセミナー　日本における多焦点眼内レンズの現状
あたらしい眼科, 27(1), 53-54, 2010.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010096005

21310020

解説
ビッセン宮島弘子
屈折矯正手術セミナー　スキルアップ講座　フェムトセカンドレーザーを用いたLASIKフラップ作製時の眼圧変動
あたらしい眼科, 27(1), 55-56, 2010.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010096006

21310021

解説
ビッセン宮島弘子
多焦点眼内レンズセミナー　日本で承認を受けた多焦点眼内レンズ
あたらしい眼科, 27(3), 329-330, 2010.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010137367

21310022

解説
ビッセン宮島弘子
トーリックIOL
IOL & RS, 24(1), 45-52, 2010.
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2010165346

21310027

解説
ビッセン宮島弘子
健康相談室Q&A
Health & Life, 21, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310028

解説
ビッセン宮島弘子
LASIKによる多焦点IOL術後の近視・乱視矯正も可能に
Medical Tribune, 42(36), 21, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310029



1単行図書

単行図書
ビッセン宮島弘子（翻訳者)
動画でわかる白内障手術（翻訳）, 2009.
中山書店　東京　ISBN : 978-4-521-73176-6
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310009

3単行図書（分担）

単行図書（分担）
ビッセン宮島弘子
眼鏡に頼らず快適に暮らす
出会えてよかった ‒先進医療技術を選んだ患者さんたちのエッセー集‒, 128-129, 2009.
コスモ・ピーアール　東京　ISBN : 978-4-9904655-0-6
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310010

単行図書（分担）
Bissen-Miyajima H.
Cataract surgery in the presence of other ocular comorbidities.
Cataract Surgery, 3rd ed., 411-415, 2010.
Saunders Elsevier　ISBN : 978-1-4160-3225-0
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310011

単行図書（分担）
吉野真未、ビッセン宮島弘子
眼のしくみ
口腔と全身疾患, 30-34, 2009.
クインテッセンス出版　東京　ISBN : 978-4-7812-0085-9
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310013

13学会発表・口演

学会発表・口演
堀好子1)、山口剛史1)、島崎潤1)、ビッセン宮島弘子2)、松本幸裕3)、川北哲也3)、坪田一男3)、中谷智4)、海老原伸行4)、村上晶
4)、高橋浩5)、塚田玲子5)、志和利彦5)、松本行弘6)、岡本洋幸6)、筑田眞6)、天野史郎7)、平松彩子8)、山本修一8)、重安千花
8)、山田昌和9)、清野雅子10)、小笠原孝祐11)、今泉信一郎12)、栗原秀行13)
LASIK術後の多発感染症例
日本眼科学会雑誌, 113(10), 994, 2009.
第48回日本白内障学会総会・第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
1) 東京歯科大学市川総合病院眼科、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科、3) 慶應義塾大学医学部眼科、4) 順天堂大学医学部眼科、5) 日本医科大学眼科、6) 獨協医科大学越谷病院
眼科、7) 東京大学医学部眼科、8) 千葉大学医学部眼科、9) 東京医療センター感覚器センター視覚研究部、10) せいの眼科クリニック、11) 小笠原眼科クリニック、12) 今泉眼
科病院、13) 栗原眼科病院
医中誌 ID : 2010009206

21211018

学会発表・口演
堀好子1)、島崎潤1)、ビッセン宮島弘子2)、松本幸裕3)、坪田一男3)、海老原伸行4)、高橋浩5)
LASIK手術後の多発感染症例
第48回日本白内障学会総会・第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・第45回日本眼光学学会総会・プログラム・抄録集, 15,
2009.
第48回日本白内障学会総会・第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・第45回日本眼光学学会総会　東京
1) 東京歯科大学市川総合病院眼科、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科、3) 慶応義塾大学医学部眼科、4) 順天堂大学医学部眼科、5) 日本医科大学眼科

21211044



学会発表・口演
Bissen-Miyajima H.
Patient’s and surgeon’s view through the multifocal IOL.
Asia-Pacific Association of Cataract & Refractive Sorgeons　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310031

学会発表・口演
Bissen-Miyajima H.
An outbreak of infectious keratitis after LASIK in Japan.
Asia-Pacific Association of Cataract & Refractive Sorgeons　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310032

学会発表・口演
吉野真未1)、ビッセン宮島弘子1)、中村邦彦1)、大木孝太郎2)、戸島佐代子2)、清水直子2)
多焦点眼内レンズZM900の白内障摘出眼に対する臨床試験
日本眼科学会雑誌, 113(S), 251, 2009.
第113回日本眼科学会総会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) 大木眼科

21310035

学会発表・口演
ビッセン宮島弘子、吉野真未、西村麻理子、大木伸一、野中亮子
近方加入度数を減らした回折型非球面多焦点眼内レンズの術後成績
日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48, 57, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310036

学会発表・口演
吉野真未1)、ビッセン宮島弘子1)、大木伸一1)、野中亮子1)、南慶一郎1)、中村邦彦1)2)
回折型多焦点眼内レンズ挿入後早期のコントラスト感度変化
日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48, 54, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) たなし中村眼科クリニック

21310037

学会発表・口演
中村邦彦1)2)、ビッセン宮島弘子2)、吉野真未2)、西村麻理子2)、大木伸一2)、野中亮子2)
屈折型と回折型多焦点眼内レンズを段階的に片眼ずつ挿入した症例の視機能
日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48, 54, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
1) たなし中村眼科クリニック、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科

21310038

学会発表・口演
ビッセン宮島弘子1)、吉野真未1)、大木伸一1)、亀井泉1)、南慶一郎1)、平容子2)
回折型多焦点眼内レンズ挿入後不満例の検討
第63回日本臨床眼科学会　福岡市
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) 眼科龍雲堂医院

21310042

学会発表・口演
中村邦彦1)2)、ビッセン宮島弘子2)、吉野真未2)、大木伸一2)、野中亮子2)
+3Dおよび+4D加入回折型多焦点眼内レンズ挿入眼の中間視力
第63回日本臨床眼科学会　福岡市
1) たなし中村眼科クリニック、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科

21310043



学会発表・口演
ビッセン宮島弘子1)、宮田和典2)、神田和孝3)、中村邦彦4)
白内障手術と乱視矯正
第63回日本臨床眼科学会　福岡市
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) 宮田眼科、3) 北里大学医学部眼科、4) たなし中村眼科クリニック

21310048

学会発表・口演
ビッセン宮島弘子、吉野真未、大木伸一、野中亮子、亀井泉、南慶一郎
倒乱視例におけるトーリック眼内レンズ挿入の初期成績
眼科手術, 23(S), 154, 2009.
第33回日本眼科手術学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310049

学会発表・口演
中村邦彦1)2)、ビッセン宮島弘子2)、吉野真未2)、大木伸一2)、野中亮子2)、亀井泉2)
回折型多焦点眼内レンズ挿入眼における乱視軸ごとの角膜乱視と裸眼視力の関係
眼科手術, 23(S), 156, 2009.
第33回日本眼科手術学会総会　東京
1) たなし中村眼科クリニック、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科

21310050

2学会発表・示説

学会発表・示説
許斐健二1)、吉野真未2)、ビッセン宮島弘子2)、島崎潤1)
フェムトセカンドレーザーを用いて角膜内リング挿入術を施行した円錐角膜4例の検討
第36回角膜カンファランス・第26回日本角膜移植学会プログラム・抄録集, 81, 2010.
第36回角膜カンファランス・第26回日本角膜移植学会　仙台市
1) 東京歯科大学市川総合病院眼科、2) 東京歯科大学水道橋病院眼科

21211057

学会発表・示説
野中亮子1)、ビッセン宮島弘子1)、吉野真未1)、大木伸一1)、中村邦彦1)2)
多焦点眼内レンズにおけるIOLマスターとAモードによる度数決定
日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48, 82, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
1) 東京歯科大学水道橋病院眼科、2) たなし中村眼科クリニック

21310040

7学会発表・シンポジウム

学会発表・シンポジウム
ビッセン宮島弘子
多焦点眼内レンズ
日本の眼科, 80(5), 623, 2009.
第32回日本眼科手術学会総会　神戸市
東京歯科大学水道橋病院眼科
医中誌 ID : 2009200462

21310016

学会発表・シンポジウム
Bissen-Miyajima H.
LASIK following implantation of multifocal IOLs.
The 5th International Meeting on Advanced Cataract & Refractive Surgery　ソウル、大韓民国
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310033



学会発表・シンポジウム
Bissen-Miyajima H.
Micro-incision cataract surgery with iMics1.
The 5th International Meeting on Advanced Cataract & Refractive Surgery　ソウル、大韓民国
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310034

学会発表・シンポジウム
ビッセン宮島弘子
iLASIK
第24回日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48(S), 95, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310045

学会発表・シンポジウム
ビッセン宮島弘子
多焦点眼内レンズの新しい使用法
第24回日本白内障学会総会・日本眼内レンズ屈折手術学会総会プログラム・講演抄録集, 48(S), 93, 2009.
第24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310046

学会発表・シンポジウム
ビッセン宮島弘子
屈折矯正手術
第63回日本臨床眼科学会　福岡市
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310047

学会発表・シンポジウム
ビッセン宮島弘子
レーザーによる矯正
眼科手術, 23(S), 5, 2009.
第33回日本眼科手術学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310052

1学会発表・教育講演

学会発表・教育講演
ビッセン宮島弘子
多焦点眼内レンズ
日本眼科学会雑誌, 113(S), 172, 2009.
第113回日本眼科学会総会　東京
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310044

1学会発表・ビデオセッション

学会発表・ビデオセッション
Bissen-Miyajima H, Inoue M.
What can we learn from vitreoretinal observations in the eye with a multifocal OL.
XXVII Congress of the ESCRS　Barcelona, Spain
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310030



2その他

その他
ビッセン宮島弘子
学会印象記　第62回日本臨床眼科学会一般口演「多焦点眼内レンズ」
眼科, 51(4), 501-502, 2009.
東京歯科大学水道橋病院眼科

21310012

その他
ビッセン宮島弘子
眼科医のための屈折矯正手術情報
日本眼科学会誌, 113(5), 616, 2009.
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3. 内　科

プロフィール

1．教室員と主研究テーマ

准 教 授 仁科　牧子 全身と口腔機能との関連について

2．成果の概要

口腔機能と全身機能の関連については、歯科領域からいろいろな知見が出されているが、医科領域からの検討
はあまりなされていない。全人的医療の立場から考えると中枢神経の影響が嚥下、咀嚼などの機能に及ぶのと同様、
口腔の状態が中枢神経系から、運動神経系、免疫系、自律神経系、内分泌系などを介し全身の状態に影響を及
ぼすことが考えられるが、それを示すエビデンスはまだ十分ではない。全身状態のどのようなところに咬合、嚥下、
咀嚼などの機能異常が強く関係するのかということなど、関連性を明らかにしていくにはより他覚的根拠を積み重ね
ていく必要がある。今後、医科と歯科との連携をはかるためにもエビデンスを明らかにすることは重要だと思われる。
現在はさまざまな症例を臨床的に広く検討中である。

また、昨今過度の喫煙がニコチン依存症という疾病であり健康への悪影響が広く知られるようになっており、禁
煙を志す例も多くなっている。しかし、再喫煙が多いことも事実である。再喫煙の予防法、禁煙を阻害する因子な
どについても検討を行っており、臨床に役立てていきたい。
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