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第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：石　和久（順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院・臨床病理科）

準備委員長：井上　孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）

大会事務局：東京歯科大学臨床検査病理学講座

開催日時：平成 23 年 8 月 27 日（土）、28 日（日）

場所：東京歯科大学千葉校舎

「全身疾患と口腔病変の相互関係」

プログラム
27 日（土）

12：00 ～  受付開始
12：00 ～ 13：00 ポスター貼付け（第６教室）
13：00 ～ 13：02 開会の辞：松坂賢一準備委員 ( 第 5 教室 )
13：02 ～ 13：07　　　 大会長挨拶：石　和久大会長
13：07 ～ 13：10　 理事長挨拶：井上　孝理事長
13：10 ～ 14：40 シンポジウムⅠ「口腔病変と全身の関わり」
   座長：井上　孝先生、有馬嗣雄先生
　 13：10 ～ 13：35 １）石　和久先生
　 13：35 ～ 14：00 ２）吉田　隆先生
 14：00 ～ 14：25 ３）福本雅彦先生
　　　　14：25 ～ 14：40　総合討論　
14：40 ～ 14：50  休　　憩
14：50 ～ 15：50  特別講演Ⅰ「口腔内感染と肺炎」
   講師：佐々木信一先生　
   座長：齊藤一郎先生
15：50 ～ 16：30  ポスター討論（第６教室）
16：30 ～ 17：30  教育講演「医科における臨床検体検査と診療報酬」
   講師：箕輪正和先生
   座長：安彦善裕先生
17：40 ～ 19：10  懇親会（厚生棟 1 階食堂）（会費無料）
19：30 頃  第 1 日目終了

28 日（日） ★印は市民公開企画です。
8：30 ～  開　　場　（教養棟）
9：00 ～ 10：00  ★特別講演Ⅱ「中国における歯科医療の実際」
   講師：崔　三哲先生
   座長：石　和久先生
10：00 ～ 10：30 ポスター討論（第６教室）
10：30 ～ 12：15　 ★シンポジウムⅡ
   「口腔検査で健康診断～人間ドックにおける口腔検査導入の可能性～」
   座長：康本征史先生、伊藤由美先生
 10：30 ～ 11：05 １）康本征史先生
 11：05 ～ 11：30 ２）佐藤　勉先生
 11：30 ～ 11：55 ３）川口　浩先生
　　　　11：55 ～ 12：15　総合討論
12：15 ～ 12：20  休　憩　（総会設営）
12：15 ～ 13：30  ★口腔検査体験コーナー（第７教室）
12：20 ～ 12：45  総会および表彰、閉会
   総会および優秀ポスター賞発表
  　　　　　次回開催について
   　　福本雅彦：日本大学松戸歯学部
　　　　　　　　 閉会の辞
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1) 株式会社松風　研究開発部

2) 日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座　3) 東京

医科歯科大学大学院　歯周病学分野

P － 6　優秀ポスター賞

血液疾患患者の移植検討期における歯周病感染度検

査の実用化のための課題

○工藤値英子 1)、富山高史 1)、苅田典子 2)、富川和哉
2)、伊東有希 2)、後藤絢香 2)、田口裕子 2)、延谷佳亮 2)、

杉浦裕子 3)、曽我賢彦 4)、前田博史 2)、高柴正悟 2)

1）岡山大学病院 歯周科　2）岡山大学大学院医歯薬

学総合研究科 歯周病態学分野　3）岡山大学病院 医

療技術部 歯科衛生室　4）岡山大学病院 医療支援歯

科診療部

P － 7

血中 IgG 抗体価検査用の Porphyromonas gingivalis

抗原タンパク質の選抜・合成および患者血清との反

応性

○山口知子 1)、野添幹雄 2)、工藤値英子 3)、山部ここ

ろ 3)4)、平井公人 1)、江口　徹 2)、前田博史 1)、高柴正

悟 1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分

野　2) サンスター株式会社 メディカル開発グループ

3) 岡山大学病院 歯周科　4) 国立療養所 大島青松園 

歯科

P － 8

慢性歯周炎患者の唾液中の歯周病原細菌の割合 (PCR

－ Invader 法 ) と血漿 IgG 抗体価検査の比較

○ 小林史卓１)2)、 佐々木脩浩 1)、 佐々木紀子 1)、 菊池愛

貴 3)、 太田亮輔 3)、 岡本江理奈 3)、 武内崇博 3)、 村松　

敬 2)、 松坂賢一 2)、 井上　孝 2)

1) 千葉県勝田台歯科医院　2) 東京歯科大学臨床検査

病理学講座　3) 東京歯科大学臨床研修医

P － 9

位相差顕微鏡検査とリアルタイム PCR 検査の臨床的

検証

○ 塚本高久

塚本歯科クリニック

P － 10

一般演題（ポスター）

P － 1

フィーダーレス培養条件下による iPS 細胞の表皮角

化細胞への分化

○吉田光希 1)、 齊藤正人 2) 、 植原　治 3) 、 神野由貴 1)、 

佐藤　惇 1)、   倉重圭史 2) 、 山崎真美 1)、 西村学子 1) 、 

安彦善裕 1)

１）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系　臨

床口腔病理学分野　２）北海道医療大学歯学部口腔

構造・機能発育学系　小児歯科学分野　３）北海道

医療大学歯学部口腔生物学系　微生物学分野

P － 2

口腔と全身の老化度検査の統計学的解析

○ 梁　洪淵、 新美　愛、 斎藤一郎

鶴見大学歯学部病理学講座、鶴見大学歯学部附属病

院アンチエイジング外来

P － 3

白血病等の血液悪性疾患患者を対象とした口腔粘膜

上における抗菌薬耐性遺伝子の保有状況の調査

○海老沼孝至１)、曽我賢彦２)、佐藤公麿１)、苅田典子１)、

前田博史１)、高柴正悟１)

１）岡山大学医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻

病態機構学講座歯周病態学分野　２）岡山大学病院

医療支援歯科治療部

P － 4

インプラント治療を受けたⅠ型糖尿病患者の１例に

みる HbA1c と BOP 及び４mm 以上 PD との相関性に

ついて

○新城綾乃 1)、 近藤孝洋 1)、 西村紳二郎 2)、 岡　俊一 3)、 

有馬嗣雄 1)

1）医療法人社団厚誠会歯科　2）中央ファーストデ

ンタルクリニック　3）日本大学歯学部歯科麻酔科

P － 5

歯周基本治療に対する歯周組織の反応性の予測につ

いて－新規歯周組織検査薬「PTM キット」を用いた

AST 測定－

○三島昭宏 1)、 水野光春 1)、 高橋啓至 1)、 藤井俊秀 1)、 

南部敏之 1)、 沼部幸博２)、 渡辺久３)、 和泉雄一 3)

第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告



日本口腔検査学会雑誌　第 4 巻　第 1 号： 　　　   , 2012

55

BANA 分解活性利用歯周病細菌検査の検証

○ 塚本高久

塚本歯科クリニック

P － 11

A. actinomycetemcomitans 用選択培地の開発とその

口腔内分布

○ 續橋　治、 布施　恵、 深津　晶、 市村真奈、 田中宏

征、 福本雅彦、 牧村正治

日本大学松戸歯学部　歯科臨床検査医学講座

P － 12　優秀ポスター賞

歯周病原細菌の LPS による歯根膜細胞へのエピジェ

ネティクな修飾

○植原　治 1)、齊藤正人 2)、倉重圭史 2)、宮川博史 1)、

神野由貴 3)、佐藤　惇 3)、川上智史 4)、中澤　太 1)、

安彦善裕 3)

1）北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小

児歯科学分野　3）北海道医療大学歯学部生体機能・

病態学系臨床口腔病理学分野　4）北海道医療大学歯

学部口腔機能修復・再建学系高度先進保存学分野

P － 13

扁桃周囲膿瘍の分離菌の解析

○麻生恭代１)、 中澤武司１)、 古谷津純一１)、 佐々木信

一２)、 石　和久１)

１）順天堂大学浦安病院　臨床検査医学科　２）順

天堂大学浦安病院　呼吸器内科

P － 14

唾液性状とカンジダ菌の発症率に関する統計学的研

究

○松岡海地 1)、松坂賢一 1)2)、田村美智 2) 、吉橋裕子
2)、秦　暢宏 2)、武田侑大 1)、小林史卓 1)、中島　啓 1)、

木村　裕 1)、橋本和彦 1)、水野由喜子 2)、草野義久 2)、

國分克寿 1) 2)、村上　聡 1) 2)、村松　敬 1)2)、井上　孝 1) 2)

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座　2) 東京歯科大

学千葉病院臨床検査部

P － 15

舌痛症患者の血清微量金属　～健常人との比較～

○ 福澤　智、熊坂　士、片岡利之、藤井俊治、岡本俊宏、

安藤智博

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室

P － 16

味覚異常を有する患者の推算糸球体濾過量 (eGFR) と

の関連性について

○武田侑大 1)、 秦　暢宏 2)、 小林史卓 1)、 中島　啓 1)、 

木村　裕 1)、 橋本和彦 1)、 松岡海地 1)、 田村美智 2)、 吉

橋裕子 2)、 水野由喜子 2)、 草野義久 2)、 國分克寿 1) 2)、 

村上　聡 1) 2)、 村松　敬 1)2)、 松坂賢一 1)2)、 田﨑雅和 2)3) 

、 井上　孝 1) 2)

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座　2) 東京歯科大

学千葉病院臨床検査部　3) 東京歯科大学生理学講座

P － 17

味覚障害に対する歯科的アプローチ－血清亜鉛値と

口腔内 Candida 検査の結果より－

○秦　暢宏 1)、田﨑雅和 2)、田村美智 1)、吉橋裕子 1)、

水野由喜子 1)、草野義久 1)、國分克寿 3)、村上　聡 3)、

武田侑大 3)、小林史卓 3)、中島　啓 3)、木村　裕 3)、

橋本和彦 3)、松岡海地 3)、村松　敬 1)3)、松坂賢一 1)3)、

井上　孝 3)

1）東京歯科大学千葉病院臨床検査部　2）東京歯科

大学生理学講座　3）東京歯科大学臨床検査病理学講

座

P － 18

歯科用金属アレルギーの動向

○北川雅恵 1)、安藤俊範 1)2)、 新谷智章 1)、 小川郁子 1)、 

栗原英見 1)3)

1)　広島大学病院口腔検査センター　2)　広島大学

大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学　

3)　広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学

P － 19

歯科治療に工夫を要した金属アレルギー患者

○ 松浦　姫、伊藤太一、 安田雅章、 矢島安朝

東京歯科大学口腔インプラント学講座

P － 20

金属アレルギー患者へのインプラント材選択の基礎

的研究

○木村　裕1)2)、 松坂賢一1)2)、 吉成正雄1)、 井上　孝1)2)
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1) 東京歯科大学口腔科学研究センター hrc7　2) 東京

歯科大学臨床検査病理学講座

P － 21

ジルコニア結合ペプチドモチーフの同定 ‒ 金属アレ

ルギー患者にも応用できるインプラント材を目指し

て ‒

○橋本和彦1)2)、 吉成正雄1)、 松坂賢一1)2)、 井上　孝1)2)

1) 東京歯科大学　口腔科学研究センター　2) 東京歯

科大学　臨床検査病理学講座

P － 22　優秀ポスター賞

唾液で口腔癌を本当に検出できるか？̶口腔癌細胞

を移植したヌードラットの唾液からの検出の試み̶

○村松　敬、澁川義幸、Ubaidus Sobhan、四宮敬史、

大久保みぎわ、恩田健志、　別所央城、柴原孝彦

東京歯科大学　口腔科学研究センター hrc8

第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

　去る平成 23 年 8 月 27 日（土）、28 日（日）の両日、順天堂大学附属順天堂浦安病院教授　石　和久を大

会長として東京歯科大学千葉校舎において、第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会が開催されました。両日

合わせて　延べ 100 名程度の参加者が集まり、活発な討議が行われました。

　本学会を無事終えるに当たりご指導ご協力いただいた、学会関係者の皆様、協賛いただいた企業の方々、ま

た参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会　事務局

東京歯科大学　臨床検査病理学講座

日本口腔検査学会会員は、本学会ホームページ（http://www.jsedp.jp/) にて、第 4 回日本

口腔検査学会総会・学術大会の抄録を閲覧することができます（2013 年 3 月 31 日まで）。

第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
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　この度は，第 4 回口腔検査学会総会・学術大会　優秀ポスター賞を頂き，大変嬉しく光

栄に思います。

　今回，「血液疾患患者の移植検討期における歯周病感染度検査の実用化のための課題」に

ついて発表しました。当院では，血液・腫瘍内科から造血幹細胞移植治療を検討中の白血

病，悪性リンパ腫などの血液疾患患者が，口腔内感染巣の精査と加療を目的に歯科へ紹介

されます。その際，歯周科にて口腔内診査の一環として，歯周病感染度検査である歯周病

細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を行います。これまでに，代表的な歯周病細菌である

Porphyromonas gingivalis に対する血清 IgG 抗体価が，血液疾患患者の歯周病重症度を把

握するのに有用であることが報告されております。従って，移植治療に備えて抗体価検査

結果を医科 ‐ 歯科間で共有しながら口腔感染管理を徹底することは，口腔感染症に起因す

る移植期における感染症予防に繋がると考えおります。また，歯周組織検査が禁忌である

好中球減少による易感染患者や血小板減少による血液凝固異常患者に対しても，本検査は

有用です。しかし，実際の口腔感染管理システムにおいて，未だ本検査の完全実用化に至っ

ていないのが現状です。これまで歯周科に紹介された血液疾患患者に関する実態調査によ

ると，移植施行を予定する患者のうち 38.4% に対して，血液・腫瘍内科から紹介後１ヵ月

以内に口腔内検査と感染源除去を完了する必要がありました。これに対して，自科検査で

ある歯周病細菌に対する血清 IgG 抗体価検査は，結果報告までに約 1 ヵ月間を要しており，

この検査報告ペースでは移植検討患者の約 40% に対して，必要な口腔感染管理体制に追い

ついていないことが分かります。従って，歯周病細菌感染度検査システムは，移植検討中

の全患者へ対応可能にするために，一層迅速性のあるものへ改善される必要があります。

この課題を解決し，さらに本検査が医科でも実施可能となれば，より早期に患者の口腔内

感染度を把握し口腔感染原除去および管理を行うことが出来ます。これによって，血液疾

患患者の移植期における口腔内感染症による感染症予防対策の充実につながればと思いま

す。引き続き，本検査の実用化に向けて取り組んでいきたいと思います。

　この度の口腔検査学会では，大学に所属する医科および歯科の臨床医や研究者に加え，

開業医や検査技師，政治家，そして企業の方々と多種多様な専門家が参加され，活発な討

論がなされました。これからの歯科医療の発展に必要な要素など充実した内容であり，こ

の学会の重要性を深く実感いたしました。これから，私達が真摯に受けとめて長年に渡っ

て継続して取り組んで行くべき課題があることを，この学会を通して教えて頂いていると

思います。今後も，いい情報や刺激を頂きに学会参加させて頂きますので，諸先生方のご

指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　今回の受賞を励みに，歯科医療が医科と連携して人々の疾病予防と治療に貢献できるよ

う，一層精進いたします。本発表に際してご指導頂きました高柴正悟教授，ならびにご協

力いただきました岡山大学病院医療支援歯科診療部および歯周科共同演者の先生方に，こ

の場をお借りして感謝申し上げます。

　そして最後に，選考委員の先生方をはじめ，日本口腔検査学会関係者の皆様に心より御

礼申し上げますと共に，貴学会の益々の御発展をお祈り申し上げます。

第 4 回日本口腔検査学会　優秀ポスター賞を受賞して
工藤　値英子

岡山大学病院　歯周科
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第 4 回日本口腔検査学会　優秀ポスター賞を受賞して
村松　敬

鶴見大学歯学部病理学講座

　この度，第 4 回口腔検査学会総会・学術大会　優秀ポスター賞を頂きました。受賞に際

しまして、本研究にご協力いただいた関係者各位に厚く御礼申し上げます。

　今回、「唾液で口腔癌を本当に検出できるか？　̶口腔癌細胞を移植したヌードラット

の唾液からの検出の試み̶」という題で発表させていただきました。日本は先進国の中で

口腔癌が増加している稀な国であり、このためは早期に口腔癌を発見できる検査法の開発

や検診システムの確立が望まれております。近年、非侵襲的に検体を採取できる唾液を用

いた検査により、種々の疾患を検出する試みがなされ、UCLA のグループは口腔癌患者の

唾液中に増加する mRNA、タンパクを報告しています。これが実用されれば検診で多くの

患者からのスクリーニングが可能になると思われますが、ヒト検体では再現性の面で問題

があるという指摘もあることより、動物実験での再現性が実用化の前に必要となっていま

した。そこで本研究では口腔癌由来細胞を移植したラットから唾液を採取し、メタボロー

ム解析により増加あるいは低下する代謝物質を検索し、唾液による口腔癌の検出の可能性

を試みました。具体的には口腔癌由来細胞である SAS 細胞をヌードラットの背部皮下に移

植し、生着した後、顎下腺唾液を採取し、キャピラリー電気泳動－飛行時間型質量分析計

（CE-TOFMS）によりメタボローム解析を行いました。これにより口腔癌細胞があると唾液

にどのような変化が分かるということになります。その結果、口腔癌細胞を移植したラッ

トの唾液は対照群と比較して、癌と関連性があると報告されている methionine sulfoxide、

urocanic acid、ornithine が高く検出され、特に ornithine は、乳癌や前立腺癌において高

頻度で検出されており、また口腔癌患者の唾液中でも多く検出されると報告されているこ

とから、検出された物質をマーカーとして唾液から口腔癌の検出が可能であると考えられ

ました。また、この結果が検診への応用だけでなく、口腔癌の転移の検出にも応用できる

可能性が考えられた。今後、このシステムの実用化への研究を発展させるとともに、本研

究の応用として疾患に特異的にみられる「疾患特異的唾液成分の検出」という研究ができ

れば、歯科のみならず医科においても唾液検査の存在意義が強くなってくるものと思われ

ます。そのような研究へ発展できるような研究も行ってみたいと考えております。

　稿を終えるあたり，本賞の選考委員の先生方，日本口腔検査学会関係者の皆様に御礼申

し上げます。
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第 4 回日本口腔検査学会　優秀ポスター賞を受賞して
植原　治

北海道医療大学大学院歯学研究科　

　この度は、「歯周病原細菌の LPS による歯根膜細胞へのエピジェネティクな修飾」の発

表で「優秀ポスター賞」を頂き大変光栄です。

　エピジェネティクスは、DNA の塩基配列の変化を伴わず遺伝子発現が変化する現象であ

り、主に環境因子による表現系の変化です。その代表的なものに DNA 高メチル化やヒスト

ン修飾などがあります。これまで主として悪性腫瘍発生に関わるエピジェネティック修飾

についての研究が行われてきましたが、近年、糖尿病、アレルギー、自己免疫疾患および

精神疾患などでの関与も報告されてきています。さらに最近になり、歯周疾患への関与を

示唆するデーターも示されてきております。一方、歯周ポケットは様々な外的因子に曝露

されており、P. gingivalis などのグラム陰性細菌も多く存在します。それらの LPS により、

歯周組織を破壊するという多くの報告はあります。しかし、歯周炎の発症・進行に直接的

に関与している細菌感染や喫煙、免疫機構の異常などは、近年、他の臓器や疾患において

エピジェネティック変化を引きおこすことが報告されてきていますが、歯周炎でのエピジェ

ネティック修飾に関する報告は少ないのが現状です。本研究では、P. gingivalis の LPS に

よるヒト歯根膜細胞 (HPDL) の分化調節に、エピジェネティクスな修飾が関与しているか

明らかにすることを目的としました。結果より、HPDL の P. gingivalis の LPS 刺激により

DNA メチル基転移酵素遺伝子 mRNA の発現が上昇、RUNX2 遺伝子 mRNA が現象するこ

と、RUNX2 遺伝子の DNA メチル化が亢進することが明らかになり、これらの結果から、P. 

gingivalis の LPS が HPDL のエピジェネティックな修飾に関与していることが示唆されま

した。　エピジェネティックスは、環境因子による遺伝子の化学的修飾であるため、近年、

歯周炎の糖尿病や心臓血管疾患などの全身疾患への影響についてのエビデンスが多数報告

されてきています。歯周病原菌はまさに環境因子であり、全身疾患への影響に多かれ少な

かれエピジェティックスが関わっているものと考えられますので、今後はこれらの研究に

も取り組もうと考えております。

　最後に、研究の御指導を頂いている本学歯学部臨床口腔病理学分野安彦善裕教授および

日本口腔検査学会関係者の皆様に御礼申し上げます。
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