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1.歯科保存学第一講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 淺井 康宏 歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究

外科的歯内療法処置に関する基礎・臨床的研究

歯科インプラントに関する研究

助 教 授 伊藤 彰人 根管の器械的拡大・形成に関する研究

講 師 近藤 祥弘 歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究

中川 寛一 根管形態に関する歯内療法学的検討

歯内療法領域におけるNd-YAPレーザーの応用に関する研究

インプラント－骨界面の微細構造・接触強度

森永 一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究

加藤 広之 根管の器械的拡大・形成に関する研究

歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究

助 手 古澤 成博 歯髄－材(剤)品の接触界面に関する検討

吉田 隆 歯髄－材(剤)品の接触界面に関する微細構造学的検討

市之川 浩 外科的歯内療法処置に関する研究 自家歯牙移植について

渡部 光弘 歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究

土倉 康 根管処置に伴う歯根膜組織の傷害と，その保護に関する研究

磯野 珠貴 外科的歯内療法処置に関する研究

八ッ橋孝彰 歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究

大学院生 末原 正崇 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究

専 攻 生 春木 洋 外科的歯内療法処置に関する研究 自家歯牙移植について

渡辺 英弥 歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究

山崎 裕司 根管処置時のYAPレーザーの応用に関する研究

2.成果の概要

1）根管形態に関する研究

歯内療法処置を行うに際しては，対象となる歯牙の歯髄腔の状態を，あらかじめ的確に把握しておかな

ければならない．従来より用いられてきた観察法の多くが，２次元的手法によっていること．さらに検討

に際し被験歯の歯質損壊が避けられない，などの問題点を有していた．そこで骨，歯牙などの硬組織の内

部構造について，非破壊的な三次元的観察を可能にした極微少焦点CT撮影装置を，歯髄腔解剖の検討に

応用することを企図したものである．今回は40歳代（平均45.4歳）のヒト抜去上顎第一小臼歯に対し，極

微小焦点CT撮影装置（マイクロＣＴ）を用いて歯髄腔の詳細な検討，特に根端側1/3（約４㎜）の根管形

態と歯根外形の観察，および根端孔の形態計測に応用を試みた．その結果，歯髄腔形態の検討に際してマ

イクロCTを応用した観察法は，根管形態の三次元的な外形観察にとどまらず，形態計測の観点からも極

めて有益な方法であることが明確になった．

日歯保存誌 42,1205～1212,1999
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2）外科的歯内療法処置に関する研究

通常の根管処置が困難な場合や，根管経由での処置が不可能な症例に対しては，外科的手段を併用した

処置が考慮される．本研究のカテゴリーには幾つかのものが含まれるが，本年度においては歯牙の再植・

移植に関する研究を実施し，それらの応用価値が明らかにされた．

すなわち本処置の実施に際しては，単に外科的処置の優劣のみならず，患歯に対する生物学的な配慮が

必要とされるが，特に当該移植・再植歯における歯根膜組織の保存状態，量および処置後の固定などの後

処置の可否が，その後の経過を大きく左右するといわれてきた．

そこで今回は，Viaspan（UW液），牛乳，生理食塩水のヒト歯根膜組織に及ぼす影響を，抜歯直後な

らびに30分間室温中に放置した場合を対照として，光学顕微鏡による検索を加え，さらに透過型電子顕微

鏡を用いて歯根膜組織の微細構造学的変化を比較検討することを企図した次第である．

その結果，歯牙保存液として牛乳ならびにUW液は，滅菌等張食塩液に比較し歯根膜組織の保存効果を

具備することを確認し得た．

日歯保存誌 42,786～800,1999

3）感染症患者の診療に関する総合的研究

種々な疾患を有する有病者が歯科医院外来を受診しており，高齢化社会を迎えつつある今日，これら患

者に遭遇する確率は増加する一方である．有病者の中には，種々の感染性疾患に罹患している患者も含ま

れており，日頃から充分な院内感染対策を施さないと，診療中に感染事故を生ることが懸念されている．

従って，個々の感染症に対する正しい知識を把握し，歯科医療の現場において，院内感染事故の発生を未

然に防止するための処置を講じることが急務である．

そこで今回は，外来感染症患者の歯科診療の実体を全国規模で把握し，その調査結果の分析から効果的

な院内感染防止法の開発の一助となるべき，基本的なガイドラインを作製するための現状把握を行うこと

を目的として，本研究が実施された．

その結果，すでに感染症に罹患していると判明している患者の歯科診療時には，ほとんどの診療機関に

おいて，充分な感染防止対策が施されていた．しかし，ユニバーサルプレコーションズの概念に基づいた

患者の診療となると，現在のところ理想的な歯科診療形態を採用している診療機関は数少ないことが判明

した．

したがって歯科疾患も多様化している現状においては，高度で安全な歯科医療が求められていることを

考慮すると，ユニバーサルプレコーションズの概念に基づく，充分な院内感染予防対策を施した歯科診療

を，早急に実践すべきものと考えられる．

日歯医学会誌 19，64～74，2000

3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

中川 寛一 Microscopic
 

Endodontics
 

Pacific Endodontics
 

Research Foundation
 
SanDiego,

USA
 

G.B.Carr

中川 寛一

淺井 康宏

YAP Laser  Tuluse Univ. Tuluse,

France
 

P.L.Caras

淺井 康宏

ほか

歯頸部知覚過敏症に関する研

究

日本大学歯学部歯内

療法学講座

東京都 斎藤 毅
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論 文

1.須田英明 ，砂川光宏 ，堀内 博 ，淺井康宏，河野正司 ，戸田忠夫 ，井上 清 ，久保吉廣 ，

吉田治志 ，真坂信夫 ，中久木一乗 ：感染症患者の診療に関する総合的研究，日歯医会誌 19，

64～74，2000．原著，⑴東京医歯大・歯・保存３，⑵東北大・歯・保存１，⑶新潟大・歯・補綴１，⑷大歯

大・口腔治療，⑸岡山大・歯・保存１，⑹徳島大・歯・附属病院特殊歯科総合治療部，⑺長崎大・歯・附属

病院特殊歯科総合治療部，⑻東京都，⑼千葉県

2.加藤広之，淺井康宏，渋谷英介 ，清水 泰 ，原 俊浩 ，井出吉信 ：マイクロCTを用いた根端部

根管形態の三次元的解析，日歯保存誌 42，1205～1212，1999．原著，⑴解剖

3.高野正行 ，国府田英敏 ，松田玉枝 ，柿澤 卓 ，安達 康 ，堀田宏巳 ，野村貴生 ，近藤祥弘，

吉田 隆，野間智子 ，野村 仰 ，高橋哲夫 ：歯科治療による外傷性知覚神経麻痺 ―病因，診

断，対応および処置―，歯科学報 99，1102～1112，2000．原著，⑴口外Ⅰ，⑵水病・口外科，⑶水

病・補綴科，⑷水病・麻酔科，⑸歯麻，⑹東京都

4.藤井利彦，吉田 隆，中川寛一：牛乳およびUW液のヒト歯根膜組織に及ぼす影響に関する微細構造学

的研究，日歯保存誌 42，786～800，1999．原著

解 説

1.中川寛一，磯野珠貴，淺井康宏：歯牙再植法の現状と将来，東京歯医師会誌 47，718～726，1999．

2.中川寛一，淺井康宏：根管形成・根管充塡のための総合戦略 根管系ー副根管の理解と効果的な根管形

成法，ザ・クインテッセンス 19，67～78，2000．

3.長谷川晃嗣 ，小田 豊 ，中川寛一，淺井康宏：根管マニプレータの開発（根管内破折機器の除去），

ZOOM－UP 108，12～17，2000．⑴理工

単 行 図 書

1.市之川 浩，中川寛一，淺井康宏 著分担：自家歯牙移植 移植，再植における創傷治癒のメカニズム

19～52頁，クインテッセンス出版株式会社，東京，1999．

2.淺井康宏，中川寛一 著分担：看護学入門 ９巻 成人看護Ⅲ，歯・口腔疾患患者の看護 273～325頁，

メヂカルフレンド社，東京，1999．

3.中川寛一，市之川 浩，淺井康宏 著分担：歯科インプラント 歯牙の移植・再植 236～246頁，先端

医療技術研究所，東京，2000．

4.淺井康宏 単著：20世紀の歯科医療を検証する（歯内療法），日本歯科医師会，東京，1999．

そ の 他

1.中川寛一：歯科臨床の最新用語 ウェーブコンデンセイション法，クインテッセンスイヤーブック99，

154，1999．
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2.古澤成博：歯科臨床の最新用語 スルーアンドスルー・ディフェクト，クインテッセンスイヤーブック

99，154，1999．

3.富岡朝夏：歯科臨床の最新用語 MTA，クインテッセンスイヤーブック99，153，1999．

4.渡部光弘：歯科臨床の最新用語 EDTA製剤，クインテッセンスイヤーブック99，153，1999．

5.八ッ橋孝彰：歯科臨床の最新用語 強化型亜鉛華ユージノールセメント，クインテッセンスイヤーブッ

ク99，152，1999．

6.中川寛一：歯科臨床の最新用語 非規格ガッタパーチャポイント，クインテッセンスイヤーブック99，

152，1999．

7.中川寛一：歯科臨床の最新用語 バランスドフォース法，クインテッセンスイヤーブック99，151，

1999．

8.樋出 誠：歯科臨床の最新用語 コロナル・アピカルテクニック，クインテッセンスイヤーブック99，

150，1999．

9.中川寛一：歯科臨床の最新用語 グレーターテーパー・ファイル，クインテッセンスイヤーブック99，

149，1999．

10.淺井康宏：顕微鏡利用の根管治療，日歯医師会誌 52，38，1999．

11.淺井康宏：歯科学報100巻の歩み－発行と編集の変遷，歯科学報 100，1～8，2000．

12.淺井康宏：魅力的な歯科衛生士を育てるために，日衛学誌 28，6～9，2000．

学 会 抄 録

1.市之川 浩，土倉 康，八ッ橋孝彰，中川寛一，淺井康宏：ハイドロキシアパタイト被覆骨内インプラ

ントの長期埋入に関する実験病理学的研究（第２報） スミシコンについて，日本口腔インプラント

学会抄録集，59，1999．（第19回日本口腔インプラント学会関東甲信越支部学会，東京）

2.原 俊浩 ，渋谷英介 ，加藤広之，井出吉信 ，淺井康宏：マイクロCTを用いた歯牙解剖の三次元的

解析，日歯保存誌 42（春季特別号），64，1999．（第110回日本歯科保存学会春期学会，郡山市）⑴解剖

3.加藤広之，淺井康宏，原 俊浩 ，市川敬一 ，井出吉信 ：マイクロCTを用いた歯髄腔解剖の三次元

的解析，特に根端部の根管形態の検討について，日歯保存誌 42（春季特別号），65，1999．（第110

回日本歯科保存学会春期学会，郡山市）⑴解剖

4.中川寛一，小海史子，市之川 浩，土倉 康，八ッ橋孝彰，湯澤邦裕，黒田政俊，淺井康宏：陽極酸化

膜形成チタン合金製骨内インプラントの臨床的検討（第１報）―各種フィクスチャーの適応症例と臨

床経過について―，歯科学報 6，504，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）
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5.加藤広之，金山由直，淺井康宏，原 俊浩 ，渋谷英介 ，井出吉信 ：根管解剖に関する歯内療法学

的研究（第３報） ―マイクロCTによる根端部の三次元的解析―，歯科学報 6，513，1999．（第

267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴解剖

6.荒木謙太郎，市之川 浩，中川寛一，湯澤邦裕，高階光博，春木 洋，森永一喜，淺井康宏：ハイドロ

キシアパタイト被覆骨内インプラントの長期骨内埋入実験，日本口腔インプラント学会抄録集，76，

1999．（第29回日本口腔インプラント学会総会，札幌市）

7.中川寛一，富岡朝夏，古澤成博，磯野珠貴，八ッ橋孝彰，土倉 康，樋出 誠，黒田政俊，淺井康宏：

e-PTFE膜の応用による歯根端切除術後の骨創腔の保護について，日本口腔インプラント学会抄録

集，113，1999．（第29回日本口腔インプラント学会総会，札幌市）

8.足立有里 ，山田敏勝 ，高橋俊之 ，腰原 好 ，久永竜一 ，中川寛一，淺井康宏：ハイドロキシア

パタイト被覆2回法インプラントに関する研究，10年経過症例について，日本口腔インプラント学会

抄録集，147，1999．（第29回日本口腔インプラント学会総会，札幌市）⑴補綴Ⅱ

9.山崎裕司，中川寛一，末原正崇，淺井康宏， 澤孝彰 ：Nd-YAPレーザーの照射が根管壁象牙質に及

ぼす影響に関する実験的研究 ―各種根管清掃剤の影響について―，歯科学報 99，1052，1999．

（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴超微構造

10.加藤広之，伊藤彰人，淺井康宏，渋谷英介 ，井出吉信 ：根管解剖に関する歯内療法学的研究（第4

報） ―マイクロCTを用いた根端孔付近の形態計測―，歯科学報 99，1065，1999．（第268回東京歯

科大学学会総会，千葉市）⑴解剖

11.中川寛一，岩舘秀樹，森永一喜，淺井康宏：ホタル発光酵素ルシフェラーゼの根管清掃指標への応用，

歯科学報 99，1074，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

12.中川寛一，藤井理絵，古澤成博，伊藤彰人，淺井康宏，長谷川晃嗣 ，小田 豊 ：形状記憶効果を応

用したマニプレーターによる根管内破折機器の除去に関する研究，日歯保存誌 42（秋季特別号），

45，1999．（第111回日本歯科保存学会秋季学会，北九州市）⑴理工

13.中川寛一，佐藤章子，富岡朝夏，渡部光弘，森永一喜，淺井康宏：ホタル発光酵素ルシフェラーゼを用

いた根管内汚染度の判定，日歯保存誌 42（秋季特別号），179，1999．（第111回日本歯科保存学会秋季

学会，北九州市）
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2.歯科保存学第二講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 山田 了 歯周療法全般

助 教 授 角田 正健 口臭

講 師 森山 貴史 GTR法の骨再生に関する研究（Ａ96-0410-49）

中川 種昭 電動歯ブラシのプラーク除去効果に関する研究（Ａ92-0410-39）

齋藤 淳 歯周病原性菌（Ａ92-0410-41）

北村 秀和 咬合性外傷が歯周組織に及ぼす影響（Ａ99-0410-57）

関口 一実 GTR法の吸収性膜露出が新生組織に及ぼす影響に関する研究（Ａ97-0410-53）

助 手 渋川 義宏 歯根膜細胞の骨再生に及ぼすテトラサイクリンの影響について

(Ａ97-0410-51）

高橋 潤一 血清抗体価とavidityに関する研究（Ａ96-0410-50）

小宮 明代 簡便DNAプローブ法の開発と臨床応用（Ａ98-0410-54）

伊藤 太一 咬合性外傷が歯周組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-56）

太田 幹夫 プラークがインプラント周囲の軟組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-55）

杉戸 博記 再生歯根膜の分化・誘導（Ａ97-0410-52）

病院助手 小林 幹直 再生組織における組織応答に関する研究（A00-0410-59）

廣瀬 理子 サイトカインと歯周疾患の関連性に関する研究（A99-0410-58）

庵原 英晃 歯周疾患患者における細菌検出の開発に関する研究（A00-0410-60）

大学院生 難波 崇 再生歯根膜の分化・誘導（Ａ97-0410-52）

川井 英敬 エナメルマトリックスタンパクの歯周組織への応用

稲垣 覚 歯周病原性菌に対する線毛抗体

小川 貴也 GTR法由来細胞の特性

鈴木 道子 歯周組織の発生

浅野 裕之 歯周病原性菌の感染

増田 浩之 咬合性外傷が歯周組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-56）

関野 仁 プラークがインプラント周囲の軟組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-55）

専 攻 生 島 信博 骨移植材併用GTR法

2.成果の概要

1）再生歯根膜の分化・誘導（Ａ97-0410-52）

ポリ４フッ化エチレン膜（ePTFE膜）を応用して再生された組織が歯槽骨およびセメント質再生能を

有しているか否かを歯牙移植を用いて検討した．その結果，ePTFE膜を応用し再生された組織は，骨お

よびセメント質再生能を有することが示唆された．

日歯周誌 41，238～251，1999．

2）サイトカインと歯周疾患の関連性に関する研究（A99-0410-58）

歯周局所のサイトカインと誘導型NO合成酵素mRNAの発現についてRT-PCR法を用いて解析した．さ

らに歯周局所で高頻度に検出されるPorphyromonas gingivalisとActinobacillus actinomycetemcomitans
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の存在をPCR法にて検出し，その局所のサイトカインmRNA発現について評価した．その結果，IL-6は

歯周局所の炎症の指標となりうること，iNOSが歯周炎の炎症反応に関与すること，さらに局所に存在す

る特定細菌がサイトカイン発現に何らかの影響を及ぼす可能性が示唆された．

日歯周誌 41，252～263，1999．

3）骨移植材併用GTR法

多孔性骨移植材とコラーゲン膜の歯周組織欠損の治療における臨床的有用性について検討した．その結

果，多孔性骨移植材とコラーゲン膜の歯周組織欠損への応用は，安全で臨床的改善度が高く，有用である

と結論づけられた．

日歯周誌 41，153～165，1999．

4）GTR法の骨再生に関する研究

歯周炎により形成された垂直性骨欠損および２級根分岐部病変に対し吸収性コラーゲン膜を臨床応用

し，その効果と安全性について検討した．その結果，本研究で用いたコラーゲン膜は，GTR法に用いる

吸収性膜として有効な材料であることが示唆された．

日歯周誌 41，320～329，1999．

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

山田 了 歯周病における生体防御と組織修復に関する総合的研究 科学研究費・基盤（Ａ）

関口 一実 エナメル基質タンパクを用いた組織誘導による歯周組織

再建に関する研究

科学研究費・基盤（Ｂ）

高橋 潤一 簡便ＤＮＡプローブ法により検索した歯周病原性細菌の

存在と病型との関連性の検索

科学研究費・基盤（Ｃ）

山田 了

関口 一実

歯周病における根面処理と再生に関する総合的研究 科学研究費・基盤（Ｂ）

渋川 義宏 骨再生誘導法（ＧＢＲ）における骨形成細胞の動態に関

する病理組織学的研究

科学研究費・奨励（Ａ）

齋藤 淳 歯周病関連性細菌と宿主細菌との相互作用におけるシグ

ナル伝達系に関する研究

科学研究費・奨励（Ａ）

山田 了 自己の歯根膜由来組織の再生，増殖システムの確立 口腔科学研究センター
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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 演 題 学会名 開催地

鈴木 道子 2000.３.７ 象牙質・歯髄複合体の再生 平成11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
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論 文

1.大峡 淳 ，北村秀和，鈴木基之 ，山田 了，長谷川紘司 ：多孔性骨移植材（Bio-Oss ）およびコ

ラーゲン膜（Bio-Gide ）の歯周組織欠損への応用に関する臨床的研究，日歯周病会誌 41，

153～165，1999．原著，⑴昭和大・歯・第3保存

2.杉戸博記：ePTFE膜を用いて形成された組織の歯槽骨およびセメント質再生能に関する研究－イヌを

用いた歯牙移植における実験的研究－，日歯周病会誌 41，238～251，1999．原著，学位論文

3.廣瀬理子：歯周炎局所におけるサイトカインおよび誘導型NO合成酵素の発現と特定細菌の存在に関す

る研究，日歯周病会誌 41，252～263，1999．原著，学位論文

4.仲谷 寛 ，大崎忠夫 ，松村彰子 ，清信浩一 ，小延裕之 ，小林 博 ，鴨井久一 ，鈴木邦治 ，

藤川謙次 ，吉沼直人 ，難波幸一 ，伊藤公一 ，村井正大 ，北村秀和，秋山理恵子，関口一実，

杉戸博記，山田 了，川崎文嗣 ，白土俊祐 ，住本治菜 ，桜庭栄一 ，小林一行 ，五味一博 ，

新井 高 ，舞田健夫 ，田中 收 ：コラーゲン膜（BioMend™）によるGTR法の臨床評価，日歯

周病会誌 41，320～329，1999．原著，⑴日歯大・歯周病，⑵日大・歯・保存，⑶日大・総合科学研究所，

⑷鶴見大・歯・第２保存，⑸北医療大・医療科学センター

解 説

1.中川種昭：最近の電動歯ブラシの特徴と使用法－ここ数年の流れ－，Journal of Dental Engineering

130，22～25，1999．

2.井上 孝 ，鈴木道子，川原由里香 ，才藤純一 ，下野正基 ：歯科臨床へのフィードバックを目指

したカリエスリスク検査 大学病院で行われているむし歯予防検査を紹介する，ザ・クインテッセン

ス 18，2208～2212，1999．⑴病理，⑵千病・臨検

3.鈴木道子，井上 孝 ：処理の異なるハイドロキシアパタイト面上で培養した骨芽細胞へのＴＧＦ-βの

影響，クインテッセンス・デンタル・インプラントロジー 6，512～514，1999．⑴病理

4.高橋潤一 ，山田 了：吸収性メンブレンと凍結脱灰乾燥骨をⅡ級根分岐部病変に併用した治療の臨床

評価，Int J Perio Rest Dent (Tokyo）7，440～441，1999．⑴水病・保存科

5.渋川義宏，山田 了：骨縁下欠損に対する組織再生療法－エナメルマトリックスタンパクとGTR（吸

収性膜）の比較（Split-Mouth Study）－，Int J Perio Rest Dent (Tokyo）7，554～555，1999．

6.森山貴史 ，山田 了：類似抜歯窩に埋入したチタン・インプラントの評価：イヌにおける研究，クイ

ンテッセンス・デンタル・インプラントロジー 6，837～848，1999．⑴水病・保存科

7.北村秀和，山田 了：ヒトの歯肉退縮症例における吸収性膜使用による組織再生誘導（GTR）法と上

皮下結合組織移植（LTC）法の比較臨床研究，Int J Perio Rest Dent(Tokyo）7，662～663，1999．

8.森山貴史 ，山田 了：歯科診療と痛みのコントロール １．歯牙・歯周組織の痛み，歯科医療 13，

7～16，1999．⑴水病・保存科
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9.中川種昭，山田 了：１歯の修復のための細いブローネマルクインプラントの臨床応用，クインテッセ

ンス・デンタル・インプラントロジー 7，105～113，2000．

10.山田 了：歯周組織におけるティシュエンジニアリング，歯科学報 100，36～37，2000．

単 行 図 書

1.山田 了 共著：歯みがき・歯ブラシ大図鑑－8020をめざして－ （a）歯周病は静かに進行する

16～19頁，（b）プラークコントロール20～21頁，（c）ブラッシングの方法22～27頁，医学情報社，

東京，1999．

2.山田 了，太田幹夫 著分担：先端医療シリーズ・歯科医学１ 歯科インプラント （a）インプラン

トにおける軟組織の構造と機能71～75頁，先端医療技術研究所，東京，2000．

3.山田 了 著分担：歯科年鑑 the Quintessence YEAR BOOK1999 （a）最新歯周再生療法としての

エムドゲインの臨床の位置づけと今後の可能性23～28頁，（b）GTRの生物学的原理184～185頁，ク

インテッセンス出版，東京，2000．

そ の 他

1.山田 了：歯周病の進行度別治療法，ヘルスアンドライフ 6，11～13，1999．

2.山田 了：虫歯・歯周病，月刊みすみ 393，3，1999．

3.山田 了：歯周病の万全ケア，電設健保 449，12～15，1999．

4.山田 了：歯ぐきの手術をすることになったら，患者さんの待合室 2，8～13，1999．

5.森山貴史 ：歯周病の新しい治療法，婦人之友 93，154～157，1999．⑴水病・保存科

6.中川種昭：エメラルドシティーでの542日，歯科学報 99，444～447，1999．

学 会 抄 録

1.仲谷 寛 ，鴨井久一 ，鈴木邦治 ，村井正大 ，北村秀和，山田 了，川崎文嗣 ，新井 高 ，

舞田健夫 ，田中 收 ：コラーゲン膜（BioMend™）によるGTR法の臨床評価，日歯周病会誌

41（春季特別号），62，1999．（第42回春季日本歯周病学会学術大会，大阪市）⑴日歯大・歯周病，⑵日

大・歯・保存，⑶鶴見大・歯・第２保存，⑷北医療大・医療科学センター

2.杉戸博記，山田 了：ePTFE膜を用いた再生組織移植の骨およびセメント質再生に関する研究，日歯

周病会誌 41（春季特別号），63，1999．（第42回春季日本歯周病学会学術大会，大阪市）

3.川井英敬，渋川義宏，榎谷保信 ，下野正基 ，山田 了：EMDOGAIN による再生歯周組織に関す

る病理組織学的検索，日歯周病会誌 41（春季特別号），65，1999．（第42回春季日本歯周病学会学術大

会，大阪市）⑴病理
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4.伊藤太一，北村秀和，日高庸行，山田 了：咬合性外傷におけるサル歯周組織の変化とその修復過程に

関する免疫組織化学的研究，日歯周病会誌 41（春季特別号），121，1999．（第42回春季日本歯周病学

会学術大会，大阪市）

5.関口一実，北村秀和，角田正健，山田 了：垂直性骨欠損に対する各種骨補塡材の臨床評価，日歯周病

会誌 41（春季特別号），178，1999．（第42回春季日本歯周病学会学術大会，大阪市）

6.杉戸博記，山田 了：ePTFE膜を用いて形成された組織の歯槽骨およびセメント質再生に関する研究，

歯科学報 99，521，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）

7.鈴木道子，山田 了，井上 孝 ，下野正基 ：Hertwig上皮鞘はapotosisを起こさない ，歯科学報

99，522，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴病理

8.廣瀬理子，齋藤 淳，山田 了，石原和幸 ，奥田克爾 ：歯周炎局所のサイトカインおよびinducible
 

nitric oxide synthase発現と特定細菌との関連性について，歯科学報 99，523，1999．（第267回東京

歯科大学学会例会，千葉市）⑴微生物

9.杉戸博記，浅井裕之，北村秀和，山田 了：歯周療法学講座におけるポストグラデュエートコース研修

症例，歯科学報 99，531，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）

10.Ota, M.，Kitamura, H.，Yamada, S.：Immunohistological study of the experimental peri-

implantitis and periodontitis in dogs，99Sino-Japanese Conference on Stomatology Abst，74，

1999．（99Sino-Japanese Conference on Stomatology，Beijing,China）

11.小林幹直，白石友子，関口一実，山田 了：外傷性咬合が組織再生誘導法による再生付着器官に及ぼす

影響に関する研究，日歯周病会誌 41（春季特別号），86，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大

会，横浜市）

12.鈴木道子，井上 孝 ，下野正基 ，山田 了：Hertwig上皮鞘の断裂とセメント質形成に関する研究，

日歯周病会誌 41（春季特別号），88，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）⑴病理

13.張 肇益，飯島 敏，山田 了：Guided Tissue Regenerationにおける吸収性膜に応用した局所ドキシ

サイクリンの骨形成に及ぼす影響に関する研究，日歯周病会誌 41（春季特別号），97，1999．（第42

回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）

14.庵原英晃，三浦 直 ，加藤哲男 ，石原和幸 ，中川種昭，齋藤 淳，小林友子，山田 了，奥田克爾 ：

Campyrobacter rectusに対するモノクローナル抗体の作製とその応用，日歯周病会誌 41（春季特別

号），135，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）⑴微生物

15.中川種昭，石原和幸 ，清田 築，奥田克爾 ，山田 了：抗gingipain（RgpA,RgpB,Kgp）抗体のオ

プソニン作用について，日歯周病会誌 41（春季特別号），150，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学

術大会，横浜市）⑴微生物
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16.角田正健，千葉 緑，黒田美智代，山田 了：口臭検知器Halimeterの臨床的評価，日歯周病会誌

41（春季特別号），168，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）

17.鈴木道子，山田 了，井上 孝 ，下野正基：ブタのHertwig上皮鞘が二層性である理由，歯科学報

99，1060，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴病理

18.小林幹直，関口一実，山田 了：外傷性咬合が組織再生誘導法による再生付着器官に及ぼす影響に関す

る研究，歯科学報 99，1062，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

19.Suzuki,M.，Inoue,T. ，Ujiie,M. ，Kubo,S. ，Yakushiji,M. ，Yamada,S.，Shimono,M. ：

Relationship between amelogenin and cementogenesis in odontoma，JADR program and
 

abstracts of papers，153，1999．（47th JADR，Kobe）⑴病理，⑵小児歯

20.Saeki,Y. ，Takahashi,M. ，Miake,Y. ，Yamada,S.，Okuda,K. ，Yanagisawa,T. ：Effects
 

of xylitol chewing gum containing Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on
 

remineralization，JADR program and abstracts of papers，105，1999．（47th JADR，Kobe）⑴ロ

ッテ中央研究所，⑵超微構造，⑶微生物

21.杉戸博記，渋川義宏，関口一実，山田 了：ティッシュエンジニアリングにおける膜組織の細胞特性に

関する研究，日歯医誌 19，121，2000．（第16回歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平

成11年度），東京）

22.北村秀和，渋川義宏，太田幹夫，増田浩之，山田 了：歯周組織の再生療法の現状と未来，第10回千葉

県歯科医学大会プログラムと抄録，88，2000．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）

23.鈴木道子，山田 了，井上 孝 ，下野正基 ：プロジェクト２：口腔顎顔面機能再構築のための高機

能素材の開発―象牙質・歯髄複合体『新知見と高機能素材』―２．象牙質・歯髄複合体，ワークショ

ップ・プログラムおよび抄録集，2000．（平成11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）⑴病理

24.井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮城照一 ，村松 敬 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄 ，

澤孝彰 ，吉成正雄 ，阿部伸一 ，鈴木道子，久保周平 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，山中すみへ ：

プロジェクト２：口腔顎顔面機能再構築のための高機能素材の開発―象牙質・歯髄複合体『新

知見と高機能素材』―７．象牙質・歯髄複合体ミレニアム，ワークショップ・プログラムおよび抄録

集，2000．（平成11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）⑴病理，⑵保存Ⅲ，

⑶生理，⑷超微構造，⑸理工，⑹解剖，⑺小児歯，⑻口外Ⅰ，⑼衛生

25.加藤哲男 ，奥田克爾 ，水口 清 ，山田 了，石原和幸 ，三浦 直 ，山中あゆみ ，君塚隆太 ，

今谷哲也 ，米澤英雄 ，小宮明代，井上 孝 ，田崎雅和 ，吉成正雄 ，羽賀俊明 ，斉藤英一 ，

中島庸也 ，Robert J.Genco ：感染防御性免疫応答の誘導と生体防御，ワークショップ・プログラ

ムおよび抄録集，1～2，2000（平成11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）

⑴微生物，⑵法歯，⑶病理，⑷生理，⑸理工，⑹市病・耳鼻科，⑺日歯大・新潟歯・口腔生化学，⑻SUNY

バッファロー校・口腔生物学
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26.石原和幸 ，三浦 直 ，山中あゆみ ，君塚隆太 ，中川種昭，高橋潤一，廣瀬理子，佐藤 裕 ，

谷本 豊 ，小宮明代，Howard K.Kuramitsu ：歯周病原性菌の病原性メカニズムと生体防御，ワ

ークショップ・プログラムおよび抄録集，3～4，2000．（平成11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）⑴微生物，⑵生化学，⑶Department of Oral Biology,New York State Univer-

sity at Buffaro

27.井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮城照一 ，村松 敬 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄 ，

澤孝彰 ，吉成正雄 ，阿部伸一 ，鈴木道子，久保周平 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，山中すみへ ：

口腔・顎顔面機能再構築のための生物高機能素材の開発，ワークショップ・プログラムおよび

抄録集，15～16，2000．（平成11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）⑴病

理，⑵保存Ⅲ，⑶生理，⑷超微構造，⑸理工，⑹解剖，⑺小児歯，⑻口外Ⅰ，⑼衛生

28.山田 了，北村秀和，関口一実，杉戸博記，小川貴也，野間弘康 ，下野正基 ：自己の歯根膜由来組

織の再生，増殖システムの確立，ワークショップ・プログラムおよび抄録集，22～23，2000．（平成

11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）⑴口外Ⅰ，⑵病理
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3.歯科保存学第三講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 石川 達也 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究

平井 義人 歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療

槇石 武美 炭酸ガスレーザー装置（Panalas10）による硬組織治療の臨床的観察

講 師 野呂 明夫 歯科医療における飛沫感染対策に関する研究

高瀬 保晶 新規歯冠修復用CAD/CAM装置の検討

牛木 猛雄 歯科用CAD/CAM装置の検討

助 手 杉山 節子 高強度グラスアイオノマーセメントの臨床応用に関する研究

杉山 利子 吸収性コラーゲン膜を用いたGTR法におけるコラーゲンスポンジのスペース

メイキング効果について

瀧澤 雅一 Er:YAGレーザーの臨床応用に関する研究

高橋 賢 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究

牟田 具城 接着性を有するレジンセメントおよびコンポジットレジンシステムに関する研

究

龍崎 直仁 試作リン酸カルシウム系材料の根端周囲組織に及ぼす影響について

武藤 由剛 各種修復材による修復後の窩洞内および象牙細管内微生物の存在状況について

病院助手 小野寺寛司 齲蝕診断装置Diagnodent応用に関する研究

村田 有史 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究

梶井 泰樹 齲蝕診断装置Diagnodent応用に関する研究

酒井 義仁 各種歯冠色成形修復材料の辺縁封鎖性について

塚本 良 各種修復材料からのフッ化物イオン溶出について

益井 孝文 齲蝕診断装置Diagnodent応用に関する研究

大学院生 B.R.Chattin Subgingival Microflora in HIV Seropositive Patients

天谷 哲也 レーザーによる窩洞形成時の偶発露髄の対応に関する実験病理学的研究

亀山 敦史 Er:YAGレーザーによる窩洞形成へのコンポジットレジン修復に関する研究

春山 親弘 Er:YAGレーザー窩洞に対するグラスアイオノマーセメント充塡の効果

西山 令生 吸収性コラーゲン膜を用いたGTR法におけるコラーゲンスポンジのスペース

メイキング効果について

井原聡一郎 象牙質コラーゲンの熱変性について

津守 將充 グラスアイオノマーセメントの二次齲蝕抑制について

2.成果の概要

1）頭位の変化における体重4分割値と咬合接触圧分布状態との関連について

年齢26～32歳の男性5名に対して，四分割バランサーを用い，開眼，閉眼時の自然立位に加え，頭位の

変化(前屈，後屈，左右側屈，左右回旋)時の体重4分割値の計測を行なった．また，すべての頭位におけ

る咬合接触状態を歯科用咬合圧測定フィルムにて記録し，咬合圧測定システムにて咬合接触圧の分布を左

前方，左後方，右前方，右後方の4部位に分けて算出した．そして，咬合接触状態が身体の平衡機能に対

して影響を与えているか否かを検索する目的で，体重4分割値，咬合接触圧の分布状態を検討した．今回
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計測した5症例では3症例に体重4分割値と咬合接触圧4分割値の偏向傾向の一致が認められ，咬合接触のバ

ランスが全身の体重偏向に影響を及ぼす可能性が高いと考えられた．体重4分割値と咬合接触圧4分割値の

最大荷重部の分布は前後的に一致傾向が見られ，前後的に一致しているなかでは左右的荷重は相反的に現

れる傾向が認められた．また，体重4分割値は頭位を左右に側屈させた側屈側に偏向していた．

全身咬合 ５，26～33，1999．

2）レーザーによる窩洞形成時の偶発露髄の対応に関する実験病理学的研究

本研究の目的は，Er:YAGレーザーによる偶発露髄が歯髄に及ぼす影響について，実験病理学的に検索

することである．全身麻酔を施した成犬の歯牙139歯に対して，Er:YAGレーザーにて窩洞形成を行い露

髄面を作製したレーザー群と，回転切削器具を用い露髄面を作製した対照群との2群を設定し，病理組織

学的に比較検討を行った．観察期間は露髄直後と，経時的変化として水酸化カルシウム製剤を用い直接歯

髄覆罩法を施した7日間，90日間の３期間を設定，病理標本を作製し，光学顕微鏡観察を行った．

露髄直後のレーザー群は，対照群と比べ露髄径が小さくてもレーザー光の影響が歯髄深部に影響を及ぼ

すことが示唆された．また，レーザー群の７日例は対照群と比べ，円形細胞浸潤が多く発現し，デンチン

ブリッジの形成が若干遅れる傾向にあった．しかし，90日後では両群の歯髄変化に差がなく良好な治癒経

過をたどっていた．以上の結果より，Er:YAGレーザーによる窩洞形成時に偶発露髄を生じた場合，直接

歯髄覆罩を施すことにより，回転切削器具と同様に生活歯髄を健全に保存することが確認された．

日レ歯誌 11，８～21，1999．

3）磁気波動共鳴分析器『MIRS』による歯科材料の波動計測

近年，「波動」という新しい概念が提唱されつつあり，産業，食品，医療などの分野において使用され

ている．しかしながら現在のところ，この概念は科学的に証明されておらず，疑問点も多い．そこで6名

のオペレーターにより磁気波動共鳴分析器『MIRS』を用いて歯科材料の波動計測を行い，熟練度による

計測値の相違を調べた．その結果，経験が多いほど安定した値が得られたものの，計測対象に対する先入

観が作用する可能性が示唆された．次に，各被験者に対して歯科材料がどのような影響を及ぼすかを波動

計測により調べた．その結果，各被験者における個別の影響度（相性）を調べることができ，生体適合性

を評価できる可能性が示唆された．

日歯東洋医会誌 18，127～138，1999．

日歯東洋医会誌 18，139～145，1999．

4）各種修復材料からのフッ化物イオン溶出について

各種修復材料からのフッ化物イオン溶出量と牛歯エナメル質および象牙質への溶出フッ化物イオン取込

み量を測定し，材料間での比較検討を行った．70日間で10mMリン酸緩衝液（pH7.1）5ml中に溶出した

フッ化物イオン溶出量は，従来型グラスアイオノマーセメントが最も多い溶出量を示し，次いで光硬化型

グラスアイオノマーセメント，コンポマー，フッ化物徐放性ボンディング材の順であった．また，修復材

料からのフッ化物イオン溶出量が多いほど牛歯エナメル質へのフッ化物イオン取込み量は多いが，それら

は取り込まれた表面から深度が増すにしたがって減少した．以上の結果から，材料のレジン含有の比率が

大きくなるほどその溶出量は減少し，これに伴い歯質への取込み量も減少することが明らかとなった．

歯科学報，99，383～392，1999．

5)Subgingival Microflora in HIV Seropositive Patients
 

The purpose of this study was to examine colonization by specific organisms at periodontal sites
 

in HIV-seropositive［HIV(＋)］ subjects. A total of 67HIV(＋)and 32HIV(－) subjects were
 

investigated. The specific pathogens included black-pigmented anaerobic rods (BPAR), Porphyr-

omonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Candida albicans and mycoplasma species.
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P. gingivalis was present in the HIV(＋) subjects more frequently than in the HIV(－)periodontitis
 

patients(P 0.01).The cell numbers of BPAR and P.gingivalis and percentages as the total of CFUs
 

on blood agar cultured in an anaerobic chamber were statistically higher in periodontal pocket
 

samples from HIV(＋) than from HIV(－).A. actinomycetemcomitans was also detected at a high
 

rate (41.8%) in HIV(＋)patients.The average cell numbers of C.albicans were higher in samples
 

from the HIV(＋) group (P 0.05). The detection rate of mycoplasma species in the HIV(＋)

patients was significantly lower than that in HIV(－) subjects (P 0.05),and most isolated myco-

plasma strains were Mycoplasma salivarium.

Microbiol Immunol 43，847～852，1999．

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

平井 義人 歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療 科学研究費・基盤（A）

高瀬 保晶 ニューロ理論を応用したCAD/CAMシステムにおける

修復物マージン位置の最適化

科学研究費・基盤（Ｃ）

瀧澤 雅一 齲蝕治療へのレーザー応用に関する検討 科学研究費・基盤（Ｃ）

高橋 賢 顎口腔機能の不調和が全身に及ぼす影響に関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）
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論 文

1.Chattin,B.R.，Ishihara,K. ，Okuda,K. ，Hirai,Y.，Ishikawa,T.：Specific microbial coloniza-

tions in the periodontal sites of HIV infected subjects，Microbiol Immunol 143，847～852，

1999．原著，⑴微生物

2.天谷哲也，瀧澤雅一，平井義人：Er:YAGレーザーによる露髄組織ほの影響に関する研究―成犬歯牙に

おける実験病理学的検討―，日レ歯誌 11，8～21，2000．原著

3.関山佳子 ，亀山敦史，野呂明夫，槇石武美，平井義人，富澤 勇 ，小島将司 ，竹下義仁 ，福岡博史 ，

小山悠子 ，福岡 明 ：磁気波動共鳴分析器「MIRS」による歯科材料の波動計測-第２報 歯科材

料と被験者との相性に対する評価-，日歯東洋医会誌 18，139～145，1999．原著，⑴（医）明徳会福

岡歯科東洋医学研究所，⑵（株)Acty21

4.亀山敦史，野呂明夫，槇石武美，平井義人，富澤 勇 ，関山佳子 ，小島将司 ，福岡博史 ，小山悠子 ，

福岡 明 ：磁気波動共鳴分析器「MIRS」による歯科材料の波動計測―第１報 オペレーターの相

違による計測値の差に対する評価―，日歯東洋医会誌 18，127～138，1999．原著，⑴（株)Acty21，

⑵（医)明徳会福岡歯科東洋医学研究所

5.牛木猛雄，高瀬保晶，平井義人，石川達也，出井庸喜 ，若林一道 ，中村隆志 ，丸山剛郎 ：CAD/

CAMシステム「DECSY」はこう使える，日歯評論，97～108，1999．総説，⑴阪大・歯・補綴

6.亀山敦史，塚本 良，春山親弘，平井義人，古賀 寛 ，友利隆俊 ，石原博人 ，松久保 隆 ，

高江洲義矩 ：各種修復材料からのフッ化物イオン溶出および歯質への取り込みについて―in vitro

における検討―，歯科学報 99，383～392，1999．原著，⑴衛生

7.石上惠一 ，武田友孝 ，中島一憲 ，小川 透 ，島田 淳 ，石川達也，奥田眞夫 ，丸山剛郎 ：

頚椎牽引療法が顎口腔系へ及ぼす影響―咀嚼効率からの検討―，全身咬合 5，39～43，1999．原著，

⑴水病・スポーツ歯科，⑵阪大・歯・補綴１

8.石川達也，吉田 実 ，平井義人，高橋 賢，村田有史，牛木猛雄，高瀬保晶：頭位の変化における体

重４分割値と咬合接触圧分布状態との関連について，全身咬合 5，26～33，1999．原著，⑴東京医療

専門学校

9.吉田友明 ，石川達也：咬合関連症候群患者における月経異常について，全身咬合 5，12～20，1999．

原著，⑴（財)老年歯科医学総合研究所

解 説

1.清野栄治，中澤祐一，乕田克巨 ，平井義人：光重合型裏層材 Cavios○Rについて，日本歯科評論，

159～169，1999．⑴栃木県

2.平井義人，瀧澤雅一：磨く・研く・みがく・ミガク 第２部専門家がみがく 口腔内で研く―歯冠修復

物を磨く―，東京都歯科医師会雑誌 47，160～165，1999．
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学 会 抄 録

1.小島 將 ，西原雅史 ，福岡博史 ，小山悠子 ，福岡 明 ，小野田 繁 ，芦田典子 ，富澤 勇 ，

西本幸仁 ，亀山敦史，野呂明夫，槇石武美，平井義人：磁気波動共鳴分析器「MIRS」による歯科

材料の波動測定 第３報 歯科材料のオリジナルコードによる評価，日歯東洋医会誌 19，132，

2000．（第17回日本歯科東洋医学会 総会・学術大会，名古屋市）⑴（医）明徳会福岡歯科東洋医学研究所，

⑵東京都，⑶A-OK波動計測センター，⑷（株）Acty21，⑸水病・総合歯科

2.西本幸仁 ，亀山敦史，野呂明夫，槇石武美，高橋一祐 ，伊藤 修 ，小野田 繁 ，砂川正隆 ，

福岡博史 ，小山悠子 ，福岡 明 ：「ボニートベルデ」応用による開口度・前屈度に対する評価，

日歯東洋医会誌 19，131～132，2000．（第17回日本歯科東洋医学会 総会・学術大会，名古屋市）⑴水

病・歯科総合，⑵名誉教授，⑶漢方健康センター，⑷東京都，⑸（医)明徳会福岡歯科東洋医学研究所

3.牛木猛雄：新規歯科用CAD/CAMシステム（Decsy）の応用，歯科人工知能研究会雑誌 8，53～54，

2000．（第21回日本歯科技工学会学術大会 コンピュータ歯科医学会・歯科人工知能研究会主催シンポジウム

『CAD/CAMシステムの現状：どこまで生かせるか 』，吹田市）

4.亀山敦史，津守將充，中澤祐一，保坂 誠，河田英司 ，小田 豊 ，平井義人：Er:YAGレーザー照

射象牙質へのレジン接着におけるHEMA処理の効果，接着歯学 17，304～305，2000．（第18回日本

接着歯学会学術大会，東京）⑴理工

5.Amagai,T.，Takizawa,M.，Kameyama,A.，Haruyama,C.，Hosaka,M.，Hirai,Y.，：Exposed
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52.額賀康之 ，原 俊浩 ，月村直樹 ，武田友孝 ，島田 淳 ，中島一憲 ，石上惠一 ，石川達也：

スポーツ歯学およびマウスガードの普及に対する提言，第10回日本スポーツ歯学研究会学術大会 プ

ログラム・抄録集，35，1999．（第10回日本スポーツ歯学研究会学術大会，東京）⑴北海道，⑵解剖，⑶日

大・歯・局義，⑷水病・スポーツ歯科

53.島田 淳 ，武田友孝 ，中島一憲 ，小野寺久典 ，小川 透 ，深町元秀 ，保科早苗 ，高山和比古 ，

大津王公滋 ，石上惠一 ，高橋 賢，石川達也，月村直樹 ：顎口腔系の状態と全身状態との関連

に関する研究II-63 マウスガードの衝撃吸収ならびに拡散能について，第10回日本スポーツ歯学研

究会学術大会 プログラム・抄録集，34，1999．（第10回日本スポーツ歯学研究会学術大会，東京）⑴水

病・スポーツ歯科，⑵日大・歯・局義

54.武田友孝 ，島田 淳 ，中島一憲 ，小野寺久典 ，小川 透 ，深町元秀 ，保科早苗 ，高山和比古 ，

石上惠一 ，高橋 賢，石川達也，月村直樹 ，Brett Dorney ：顎口腔系の状態と全身状態との関

連に関する研究 II-62 ラミネートマウスガードの製作法（その2：エリートタイプ），第10回日本

スポーツ歯学研究会学術大会 プログラム・抄録集，40，1999．（第10回日本スポーツ歯学研究会学術大

会，東京）⑴水病・スポーツ歯科，⑵日大・歯・局義，⑶Pymdent Nominees

55.原 俊浩 ，額賀康之 ，月村直樹 ，武田友孝 ，島田 淳 ，中島一憲 ，石上惠一 ，石川達也：

第31回歯学体ラクビー部門の参加選手へのマウスガードに対する意識調査，第10回日本スポーツ歯学

研究会学術大会 プログラム・抄録集，25，1999．（第10回日本スポーツ歯学研究会学術大会，東京）⑴

解剖，⑵北海道，⑶日大・歯・局義，⑷水病・スポーツ歯科

56.牟田具城，龍崎直仁，杉山利子，西山令生，野呂明夫，高橋 賢，平井義人：接着性レジンセメントお

よびレジン接着システムの歯髄反応 パナビアフルオロセメントおよびクリアフィルライナーボンド

IIΣについて 短期観察例，日歯保存誌 42，119，1999．（第111回日本歯科保存学会秋季学会，北九州

市）

57.高瀬保晶，小野寺寛司，梶井泰樹，酒井義仁，塚本 良，益井孝文，牛木猛雄，平井義人：齲蝕診断装

置Diagnodent応用に関する基礎的研究，日歯保存誌 42，150，1999．（第111回日本歯科保存学会秋季

学会，北九州市）

58.高瀬保晶，小野寺寛司，梶井泰樹，酒井義仁，塚本 良，益井孝文，平井義人：齲蝕診断装置

Diagnodent応用に関する基礎的研究，歯科学報 99，530，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千

葉市）
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4.小 児 歯 科 学 講 座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 藥師寺 仁 光硬化型グラスアイオノマーセメントの歯髄に及ぼす影響（A93-0450-1）

講 師 米津 卓郎 ビデオマクロスコープを用いた小児歯齦の観察（A91-0450-5）

関口 浩 アメロジェニンの遺伝子構造の解明（A96-0450-2）

久保 周平 窩底象牙質厚径と電気抵抗値の関連性（A90-0450-3）

大多和由美 外傷幼若永久歯における電気的閾値の経時的変化（A87-0450-4）

助 手 望月 清志 テトラサイクリン投与による歯牙形成障害（A93-0450-4）

林 芳裕 細胞成長因子が乳歯歯髄に及ぼす影響（A94-0450-3）

辻野啓一郎 器械的根管拡大装置の乳歯根管に対する応用（A96-0450-3）

今泉 千浪 乳歯根端性歯周組織炎と後継永久歯の障害（A97-0450-4）

黒須 美佳 ３歳児の摂食上の問題点と背景因子（A98-0450-3）

前田 耕作 乳歯の歯列・咬合不正と齲蝕罹患状況（A99-0450-1）

病院助手 氏家真由子

小川 尚子

丘 芳美

原 麻子

三穂 蓉子

村松慶一郎

大学院生 福山 達郎 乳・永久犬歯の位置の累年的変化（A94-0450-2）

今井 裕樹 咬合彎曲の累年的変化（A98-0450-2）

恩田 尚余 歯間空𨻶の累年的変化（A97-0450-1）

2.成果の概要

1）幼若永久歯の生理的動揺度に関する研究

歯根未完成上顎切歯を対象に，幼若永久歯の生理的動揺度を評価する事を目的に，本研究を実施した．

上顎中切歯98歯，上顎側切歯73歯の歯根形成程度を３段階に区分し，動揺度測定にはデンタル・モビリ

ティ・チェッカー（株式会社ヨシダ）を用い，生理的動揺度を測定した．その結果，上顎中切歯，側切

歯ともに，歯根の形成程度が進むに従い，生理的動揺度は減少を示した．本研究に用いた，動揺度測定

器は，小児患者にも，恐怖心を与えることなく使用可能であり，測定時の歯牙に加わる衝撃も少ないこ

とから，小児歯科臨床においても有効に使用できるものと考えられた．

小児歯誌 37,1009～1014,1999.
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

米津 卓郎 The relationship between pat
 

terns of non-nutritive sucking
 

habits and dental arch charac
 

teristics

 

Dept.of preventive
 

and Community
 

Dentistry, Univer
 

sity of Iowa, Col
 

lege of Dentistry

 

U.S.A. Levy,StevenM.-

- -

-

林 芳裕

前田 耕作

今井 裕樹

藥師寺 仁

Oral health status on Chinese
 

and Japanese children
 

Dept. of Pedodon-

tics,School of Sto-

matology, Shangh
 

ai Tiedao Univer
 

sity

 

China  Shi,Sizen

-

-

関口 浩 DNA diagnosis of amelogenesis
 

imperfecta
 

Dept. of Pedodont-

ics& Orthodontics,

Institute of Dentist-

ry, University of
 

Helsinki

 

Finland  Alaluus u a,

Satu
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論 文

1.Mochizuki，K.,Yonezu，T.,Yakushiji，M.,Machida，Y.：The fusion of three primary incisors :

Report of case，J Dent Child 66，421～425，1999．原著

2.Mochizuki，K., Tsujino，K., Yonezu，T., Yakushiji，M.：The horizotally impacted maxillary
 

canine situated in a labial position，Bull Tokyo Dent Coll 40，203～208，1999．原著

3.氏家真由子，丘 芳美，久保周平，藥師寺 仁：幼若永久歯の生理的動揺度に関する研究―特に上顎切

歯について―，小児歯誌 37，1009～1014，1999．原著

4.石 四箴 ，梁 勤 ，林 芳裕，藥師寺 仁，町田幸雄：齲病活躍性与患齲現状関係之研究

Dentocult SM法的応用，上海鉄道大学学報 医学版 21，1～4，2000．原著，⑴上海鉄道大学 童口

腔医学研究所

5.長坂信夫 ，町田幸雄，他38名：幼若永久歯の総合的研究―齲蝕状態，処置内容―，小児歯誌 38，

14～29，2000．原著，⑴広島大・歯・小児歯

6.長坂信夫 ，町田幸雄，他38名：幼若永久歯の総合的研究―歯垢付着状態，歯肉状態―，小児歯誌38，

30～46，2000．原著，⑴広島大・歯・小児歯

7.関口 浩，原 麻子，吉田昊哲，藥師寺 仁：下顎乳臼歯頰側溝展開角と窩洞外形について，小児歯誌

38，104～110，2000．

解 説

1.藥師寺 仁：乳歯齲蝕の診断，歯界展望 94，1140～1144，1999．

2.大多和由美：安全で確実な局所麻酔を行うための16条［一般的に配慮を必要とする患者への局所麻酔］

小児の麻酔のポイント，日本歯科評論 681，94～97，1999．

単 行 図 書

1.藥師寺 仁 著分担：今日の小児治療指針（第12版）26.小児歯科・口腔外科疾患 歯・顎の外傷

593～594頁，医学書院，東京，1999．

2.藥師寺 仁(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，町田幸雄(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，藤居弘通(a)，(b)，(c)，

(d)，(e)，中川さとみ(a)，(b)，(c)，(d)，(e)， 著分担：小児歯科疾患の治療 診査・診断・処

置（第1版）（a）Ⅰ 診査・診断と治療計画1～13頁，（b）Ⅴ 小児の歯髄疾患の診査・診断と処置

【根端（尖）性歯周炎を含む】85～114頁，（c）Ⅵ 小児歯周疾患の診査・診断と処置115～132頁，

（d）Ⅴ 小児の歯髄疾患の診査・診断と処置【根端（尖）性歯周炎を含む】85～114頁，（e）Ⅵ 小児

歯周疾患の診査・診断と処置115～132頁，永末書店，東京，1999．

3.町田幸雄(a)，(b)，山田 了 (a)，(b)，松久保 隆 (a)，(b)，林 芳裕(a)，(b)，高柳篤史

(a)，(b) 著分担：歯みがき・歯ブラシ大図鑑―8020をめざして―（第1版）（a）2～9頁，（b）

28～33頁，医学情報社，東京，1999．⑴保存Ⅱ，⑵衛生
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調 査 報 告

1.高橋喜久雄 ，飯島美智子 ，赤岩けさ子 ，羽場千砂子 ，兼元妙子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，

谷口和義 ，藥師寺 仁：船橋市における障害児の歯科診療実態並びにアンケート調査結果につい

て，小児歯誌 37，981～990，1999．⑴船橋歯科医師会

そ の 他

1.吉田昊哲：臨床報告1.治療 新人ドクター向け基礎編シリーズ12 定期検診の意義と初診の重要性，小

児歯科臨床 4，58～63，1999．

2.吉田昊哲：アメニティー・スペース オープン形式の電脳診療室，小児歯科臨床 4，7～9，1999．

3.吉田昊哲，飯田博子 ：Dr.飯田の「アメリカの小児歯科はいま」その１，小児歯科臨床 4，57～63，

1999．⑴イリノイ大学シカゴ校

4.吉田昊哲，飯田博子 ：Dr.飯田の「アメリカの小児歯科はいま」その２ 小児歯科卒後研究システム

の日米差，小児歯科臨床 5，89～95，2000．⑴イリノイ大学シカゴ校

5.藥師寺 仁：小児歯科学講座研究の歩みと21世紀への展望，歯科学報 100，40～41，2000．

6.吉田昊哲，飯田博子 ：Dr.飯田の「アメリカの小児歯科はいま」その３ イリノイ大学シカゴ校小児

歯科学部主任教授Dr.Punwaniへのインタビュー，小児歯科臨床 5，73～82，2000．⑴イリノイ大学

シカゴ校

7.藥師寺 仁：乳臼歯の根管処置，日本歯科評論 別冊1999 臨床現場の悩みと疑問120のQ&A，

138～139，1999．

学 会 抄 録

1.福山達郎，町田幸雄，藥師寺 仁：咬合面方向から見た乳犬歯，犬歯の位置的変化に関する累年的観察

―３歳から20歳まで―，歯科学報 99，498，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）

2.飯島美智子 ，兼元妙子 ，羽場千砂子 ，赤岩けさ子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，谷口和義 ，

藥師寺 仁，阿部耕一郎 ，高橋喜久雄 ：船橋さざんか歯科診療所における身障児治療について，

小児歯誌 37，280，1999．（第37回日本小児歯科学会大会および総会，大阪市）⑴船橋歯科医師会，⑵歯

麻，⑶社会保険船橋中央病院・歯口外

3.小川尚子，関口 浩，宮田太郎，久保周平，原 麻子，町田幸雄，藥師寺 仁：小児歯科初診患者の歯

列・咬合不正に関する実態調査，小児歯誌 37，292，1999．（第37回日本小児歯科学会大会および総

会，大阪市）

4.恩田尚余，米津卓郎，藥師寺 仁：永久歯の歯冠形態と排列状態との関連性について，小児歯誌 37，

305，1999．（第37回日本小児歯科学会大会および総会，大阪市）

5.関口 浩，藥師寺 仁：霊長類アメロジェニン遺伝子の塩基配列決定と構造比較，小児歯誌 37，329，

1999．（第37回日本小児歯科学会大会および総会，大阪市）
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6.久保周平，藥師寺 仁：上顎中切歯部に発現した集合性歯牙腫の１例，小児歯誌 37，418，1999．（第

37回日本小児歯科学会大会および総会，大阪市）

7.Mochizuki，K.,Tsujino，K.,Yonezu，T.,Yakushiji，M.：The impacted maxillary canine :situ-

ated in a labial position1999．(52nd American Academy of Pediatric Dentistry Annual Session，

Toronto,Canada）
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9.Hayashi，Y., Maeda，K., Imai，H., Machida，Y., Yakushiji，M., Shi，S. ，Liang，Q. ：

Developmental changes of malocclusion in Shanghai kindergarten children，（’99Sino-Japanese
 

Conference on Stomatology.Beijing.China）⑴Department of Pedodontics，’School of Stounatology，

Shanghai Tiedao University

10.Sekiguchi，H., Yakushiji，M.：A novel mutation in the Amelogenin gene causes X-linked
 

Amelogenesis imperfecta，Int J Paed Dent 9，100，1999．（17th Congress of the International
 

Association of Paediatric Dentistry，London,U.K.）

11.大多和由美，望月清志，辻野啓一郎，藥師寺 仁：Bloch-Sulzberger症候群患児の歯科的治療経験，障
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18.氏家真由子，丘 芳美，久保周平，藥師寺 仁：幼若永久歯の生理的動揺度に関する研究，歯科学報

99，1038，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

19.石内千恵，関口 浩，藥師寺 仁：小児歯科紹介患者の実態調査，歯科学報 99，1039，1999．（第268

回東京歯科大学学会総会，千葉市）

20.Suzuki，M. ，Inoue，T. ，Ujiie，M.,Kubo，S.,Yakushiji，M.,Yamada，S. ，Shimono，M. ：

Relationship between amelogenin and cementogenesis in odontoma，J Dent Res 79，1249，

2000．（47th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Reseach，Kobe）⑴保存Ⅱ，⑵病理

21.藥師寺 仁：咬合誘導の臨床－私の咬合誘導－「小児歯科臨床では咬合誘導をどう位置づけるべきか」，

プログラム，2000．（第6回日本小児歯科学会学術集会，札幌市）

22.飯島美智子 ，兼元妙子 ，羽場千砂子 ，赤岩けさ子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，谷口和義 ，

藥師寺 仁，阿部耕一郎 ，高橋喜久雄 ：船橋市さざんか歯科診療所における身障児歯科治療と保

護者に対するアンケート調査について，プログラム，72，2000．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）

⑴船橋歯科医師会，⑵歯麻，⑶社会保険船橋中央病院･歯口外

23.Warren，J.J. ，Bishara，S.E. ，Steinbock，K.L. ，Yonezu，T.Nowak，A J. ，Kanellis，M.J. ，

Levy，S.M. ：Effect of prolonged non-nutritive sucking on dental arch parameters，J Dent Res

79，498，（47th Annual Meeting of the Iowa Section of the American Association for Dental Research，

Iowa，USA）⑴University of Iowa

24.Yonezu，T.，Warren，J.J. ，Bishara，S.E. ，Steinbock，K.L. ，Nowak，A.J. ，Kanellis，M.J. ，

Levy，S.M. ：Comparison of tooth size and dental arch dimensions in contemporary Japanese
 

and American preschool children，J Dent Res 79，498，（47th Annual Meeting of the Iowa Section
 

of the American Association for Dental Research，Iowa，USA）⑴University of Iowa
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5.口腔外科学第一講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 野間 弘康 口腔癌の診断および治療

助 教 授 柿澤 卓 非進展口腔癌に対する最小侵襲治療における予後因子の検討（A98-0470-8）

講 師 柴原 孝彦 口腔再建と機能評価（A98-0470-1）

骨誘導蛋白に関する実験的研究（A88-0470-1）

矢島 安朝 インプラントを用いた顎顔面再建に関する研究（A95-0470-5）

高木多加志 顎顔面変形症の形態，機能異常の３次元的評価と治療予測（A98-0470-1）

高野 正行 粘膜染色による口腔粘膜疾患の診断に関する研究（A98-0470-13）

助 手 井出 愛周 頭頸部癌における重粒子線治療の効果について（A98-0470-4）

山 満 下顎後退症患者における顎位と顎関節に関する実験的研究（A98-0470-9）

CBF（cortical bone factor）の応用に関する実験的研究（A87-0470-3）

片倉 朗 頭頸部癌における重粒子線治療の抗腫瘍効果に対する実験的研究

(A94-0470-5）

小澤 靖弘 悪性腫瘍の臨床病理学的研究-ヨード不染部の解析-（A89-0470-13）

畑田 憲一 顎・顔面・口腔領域の疾患に対する内視鏡を使用した新しい検査・手術法の研

究（A94-0470-6）

小川 欽也 エリスロポエチンを用いた自己血輸血の顎顔面領域への応用について

(A98-0470-10）

高崎 義人 下歯槽神経損傷に対する治療の指標となる知覚診断法の開発（A94-0470-1）

国府田英敏 術中Ｘ線頭部規格写真撮影装置について（A96-0470-6）

横山 葉子 術前後の下顎頭の位置変化に対する研究（A98-0470-11）

宮尾 孝 自動血管吻合器による血管柄付遊離皮弁における血行動態に関する実験的研究

（A98-0470-6）

笠原 清弘 大胸筋皮弁のデザインに関する解剖学的研究―特に胸肩峰動脈胸筋枝について

病院助手 花上 健一 下顎骨の骨割線（骨目）に関する臨床・組織学的研究（A93-0470-1）

山内 智博 強化型セラミックス人工歯根材料“ディオプサイド”の顎骨内埋入後機能下で

の骨形成過程に関する実験的研究（A-93-0470-2）

武田 栄三 糖尿病ラットを用いた創傷治癒過程に関する実験的研究（A94-0470-7）

田村 英俊 下顎前突症患者の術後顎位安定性に関する研究（A93-0470-4）

秋元 善次 第２頸椎突起と咬合平面との関係について（A95-0470-1）

田村耕一郎 顎変形症患者の咬合圧分布に関する研究（A98-0470-12）

渡邊 直美 顎変形症患者の咬合圧分布に関する研究（A98-0470-12）

大塚 聡 顎変形症患者の咬合圧分布に関する研究（A98-0470-12）

大学院生 山口 晋一 人工材料による下歯槽神経欠損部架橋に関する実験的研究（A95-0470-3）

山田 真英 BMPを用いた顎骨再建に関する実験的研究（A95-0470-4）

神山 勲 4-nitroquinolin 1-oxide（4NQO）誘発ラット舌癌に対する抗癌剤持続動注の

効果（A96-0470-2）

Jhuma Haque 4NQO誘発ラット舌癌の性ホルモンの影響について（A96-0470-1）
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野村 武史 長期エタノール投与によるラット舌粘膜上皮の変化に関する病理組織学的研究

（A96-0470-4）

古谷 義隆 血管柄付再植骨内への人工歯根埋入後の骨形成過程に関する実験的研究

(A96-0470-4）

Jorge L.Alberdas Recipient vessels in head and neck microsurgery（A96-0470-5）

藤川 真紀 下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関する臨床的研究（A97-0470-2）

高木 亮 フローサイトメトリーを用いた口腔扁平上皮癌の核DNA量解析(A94-0470-4）

藤波 淳 顔面非対称の術後の安定性に関する研究（A97-0470-3）

大出 竜水 口腔外科における手術侵襲と生体反応について（A98-0470-2）

加納 潔貴 下顎骨仮骨延長術に関する実験的研究（A98-0470-3）

椎木さやか 下顎後退症の顎位安定性に関する形態学的研究（A98-0470-2）

山本 信治 口腔癌の第21番染色体におけるLOH解析と癌抑制遺伝子の検索(A98-0470-4）

横尾 恵子 4NQO誘発ラット舌癌モデルの発癌過程におけるテロメラーゼ活性の推移につ

いて（A98-0470-5）

専 攻 生 杉山 紀子 超音波メスによる骨切除後について（A86-0470-1）

植田 恵実 下顎前突症術後の軟組織形態の変化に関する研究（A88-0470-6）

大越 学 下顎枝矢状分割術後の下顎頭長軸角の変化（A96-0470-7）

2.成果の概要

1）CBF（BMP）（A87-0470-3，A88-0470-1）

牛骨から抽出・精製されたCBFはマウス大腿部筋肉内に移植すると異所性の骨を誘導することが確認

されている．そのCBFの特性について種々の検討を行った．結果として①牛骨，歯牙から骨形成誘導能

を持つ物質（CBF）が抽出され，得られた粗CBFをマウス大腿部筋肉内に移植すると典型的な軟骨性骨

化が認められた．②得られた粗CBFは，ゲル濾過法により4分画され，このうち分画Ⅱに骨誘導能が認め

られた．③分画Ⅱは，SDS-PAGE上で分子量28000，20000，14000付近にメインバンドを有していた．④

これらのバンドを電気泳動ブロッティング法を用いてニトロセルロース膜に転写し，転写した膜をマウス

大腿部筋肉内に移植したところ分子量28000付近のバンドを転写したもののみに骨誘導が認められた．⑤

膜に転写されている骨誘導活性が認められる成分についてはほとんど単一の蛋白質からなることが知られ

ており，アミノ酸構造を検討したところ，オステオカルシンと類似していることが判明した．⑥CBFは

骨や歯牙等に存在することが確認されているが，これらは共通の生理活性物質として，骨の発生やリモデ

リング等に関与していると思われる．⑦前臨床としてまたシュミレーションとしてBMPの担体としてア

テロコラーゲンを利用し，形態付与としてPGA膜を利用した．これにより顎骨欠損部への移植床とする

ことが可能となった．

Bull Tokyo Dent Coll 36，193～199，1995．

歯科学報 98，215～228，1998．

Bull Tokyo Dent Coll 36，75～82，1995．

Bull Tokyo Dent Coll 36，103～107，1995．

歯科学報 98，215～228，1997．

2）顎変形症（A93-0470-4）

開咬，左右非対称の無い骨格性下顎前突症に対して，下顎枝矢状分割術が行われ，下顎枝内外側骨片の

骨固定法も骨貫通ネジを用い，統一された94例について術前と手術後２年間の顎顔面形態の変化を側面頭

部Ｘ線規格写真を用いて経日的に観察し，顎位と咬合の手術前後の変化と手術後の安定性について形態学

的に詳細に検討したものである．その結果，前述したような条件下においても，手術後２年間で1.5mm

から2.3mm程度の水平的な方向への骨格的な後戻り変化を認めたが，良好な上下顎の咬合関係は維持さ
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れており，後戻り変化の量は，臨床的には許容範囲内であったと考えられた．さらに手術６ヶ月までの下

顎歯槽基底部における変化量と下顎骨体部の後方移動量との間で相関が認められたことから，下顎枝矢状

分割術による下顎の後方移動量には限界があり，無理な術式設定，すなわち下顎単独の下顎枝矢状分割術

による過多な後方移動は後戻り量を増加させる要因の一つになるのではないかと考えられた．これら本研

究の結果より顎変形症に対する治療及び治療計画においては，まず変形の種類や程度を的確に診断するこ

とが重要であり骨格性の下顎前突症であると診断されたならば，下顎枝矢状分割術による下顎後退量に無

理がないかどうか，あるいは下顎枝矢状分割術以外の術式を選択するべきかまたは他の術式との併用が必

要であるかどうかを良く検討した上で，手術計画を行うべきであると考えられた．

日顎変形誌 8，1～17，1998．

3）遊離皮弁（A91-0470-1）

悪性腫瘍切除後の口腔の形態，機能の再建は遊離皮弁移植によって良好な結果が得られるようになって

きたが血行障害のために壊死することも多い．その血行動態は不明な点が多いため，血管柄付遊離皮弁モ

デルを作製して，血行障害がもっとも多く発生する術後の初期における変化を確認した．以上が臨床上，

移植片の生着の正否を予測する上での手がかりとすることを目的とした．結果として①血管柄の部分の処

理方法の違いによって多少の差はあるものの，各群ともに術後数時間の間，皮弁表層の血流量は減少す

る．②血管外膜の剥離と血管の吻合処理はいづれも皮弁の血流低下を招く因子である．③血流回復後の皮

弁の血流量は血管吻合の有無にかからわず外膜剥離群の方が高値を示す．④血管柄付遊離皮弁においては

血管の外膜剥離を最小限にとどめる必要がある．⑤術後6時間以上を経過しても血流の回復が得られない

場合は，吻合部の血栓形成などの障害を疑う．などが明らかとなった．

歯科学報 98，471～484，1998．

4）4NQO（A92-0470-5）

口腔扁平上皮癌の治療は，症例に応じて外科療法を中心として放射線療法，化学療法を併用したいわゆ

る三者併用療法が中心に様々な方法で行われている．しかし術前の化学療法や放射線照射などにより縮小

した腫瘍といえども，腫瘍細胞の感受性の違いにより，縮小切除した病変の周囲に腫瘍細胞が残存し，局

所再発するなど不幸な転機をとることがある．このため，癌細胞が残存した際に，その腫瘍細胞がどのよ

うに再増殖してくるのかさらにそれを根治するためにはどのような治療方法が有効なのかについて，追求

する必要がある．そこで，凍結手術後に腫瘍細胞が残存しやすいことを利用して，当教室で確立した4-

nitroquinolin 1-oxide誘発ラット舌癌モデルに対して凍結手術を行い，再発舌癌モデルを作成した．さ

らに，この再発舌癌モデルに対して，術後の補助的化学療法としてpeplomycinを投与し，残存腫瘍細胞

への抗腫瘍効果を腫瘍細胞の増殖動態と血管構築の変化の2点について観察し以下の結果を得た．①凍結

手術後の残存腫瘍細胞については，同一の発癌モデルで，病変の大きさもほぼ同様な条件下に凍結手術を

行った後にすべての症例で腫瘍細胞の残存，再増殖を認めた．これにより再発舌癌モデルが確立した．②

残存した腫瘍細胞の再増殖動態については，凍結刺激により一時的に細胞周期は停止するが，血管の新生

に伴い腫瘍細胞が再び細胞周期に回復し再増殖する．さらに再増殖する腫瘍組織の標識細胞指数が高値を

示すことから，腫瘍細胞は増殖能が増していると考えられた．③再増殖細胞に対するpeplomycinの効果

については，凍結手術を行い残存した腫瘍細胞にpeplomycinを投与したとしても根治療法とはなり得ず，

凍結手術後４周（peplomycin投与終了２周）から腫瘍細胞の再増殖が認められ，またこの時期までは深

部，辺縁部の増殖が抑制されて残存腫瘍組織が限局していた．

日口外会誌 44，537～556，1998．
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

高木多加志

外木 守雄

口腔・顎顔面形態の3次元計測の

標準化に関する研究

1.佐賀医科大学

2.大阪大学

1.佐賀市

2.大阪市

1.後藤 昌昭

2.森 悦秀

高崎 義人

高木多加志

外木 守雄

下顎枝矢状分割術後のオトガイ神

経知覚障害検査方法の標準規格化

に関する研究

1.佐賀医科大学

2.大阪大学

1.佐賀市

2.大阪市

1.後藤 昌昭

2.森 悦秀

柴原 孝彦

野村 武史

アルコールと口腔癌の発現に関す

る遺伝学的研究

1.市立川崎病院

2.国立療養所久里浜

病院

1.川崎市

2.横須賀市

1.大森 泰

2.横山 顕

柴原 孝彦

山本 信治

口腔癌の第21番染色体における

LOH解析と癌抑制遺伝子の検索

千葉大学 千葉市 丹沢 秀樹

井出 愛周

野間 弘康

頭頸部癌における重粒子線治療の

効果について

放射線医学総合研究

所重粒子治療センタ

ー

千葉市 溝江 純悦

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

高木多加志 口腔・顎顔面形態の3次元計測の標準化に関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）

小澤 靖弘 BMPと吸収性膜を用いた顎骨再建に関する実験的研究 科学研究費・奨励（Ａ）

高崎 義人 人工神経架橋開発に関する実験的研究 科学研究費・奨励（Ａ）

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 演 題 学会名 開催地

柴原 孝彦 1999.10.８ 局所解剖を考慮した縮小手術 第44回日本口腔外科学会総会

ワークショップ

東京

矢島 安朝 1999.５.15 舌扁平上皮癌における予防的

頚部郭清の現状と是非につい

て

第167回日本口腔外科学会関

東地方会

伊勢原市
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論 文

1.小澤靖弘，野間弘康，武田栄三，畑田憲一，片倉 朗，橋本貞充 ，井上 孝 ：側頸部原発と考えら

れた扁平上皮癌の１例 ―Martinの診断基準を満たしていると考えられた鰓原性癌について―，日

口腔腫瘍会誌 12，24～30，2000．原著，⑴病理

2.柴原孝彦，野間弘康，石川維範，笠原清弘，花上健一，武田栄三，野村武史，兒野喜穂 ：前腕皮弁に

よる口腔再建：機能評価，日口腔腫瘍会誌 12，1～9，2000．原著，⑴帝京大・医・口外
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NQO）誘発ラット舌癌に対する5-FU持続動注の効果，日本癌治療学会抄録，1999．（第37回日本癌治

療学会，岐阜市）

34.神尾 崇，高木 亮，武田栄三，花上健一，片倉 朗，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康：下顎再建に使

用した金属プレートの破折に関する臨床的検討，口腔外科学会誌抄録，1999．（第168回日本口腔外科

学会関東地方会，東京）

35.山本信治，横尾恵子，高木 亮，藤川真紀，渡辺直美，神山 勲，野村武史，古谷義隆，武田栄三，

笠原清弘，宮尾 孝，高崎義人，畑田憲一，片倉 朗，井出愛周，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，

野間弘康，湯浅太郎 ，前川達雄 ，加藤信夫 ，湯澤清孝 ，長島聖司 ，佐藤俊則 ，高山暉邦 ，

加藤俊雄 ，砂川 稔 ，栗原弘章 ：歯科医師会と協力して行っている口腔癌健診の現状―今年度

の実施報告，歯科学報 99，1051，1999．（東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴千葉市歯科医師会，⑵印

旛郡市歯科医師会佐倉地区，⑶習志野市歯科医師会

36.横尾恵子，矢島安朝，野間弘康，井上 孝 ，下野正基 ：癌抑制遺伝子の変位とヨード不染域の相

関，歯科学報 99，1061，1999．（第268回東歯学会例会，千葉市）⑴病理
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6.口腔外科学第二講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学ならびに機能学的研究

助 教 授 鶴木 隆 顎変形症に対する診断ならびに外科的治療に関する研究

齊藤 力 骨結合インプラントの力学的研究

講 師 松井 隆 口蓋裂発生に関する実験的研究

大畠 仁 口蓋裂発生に関する実験的研究

助 手 中野 洋子 口蓋裂患者の音声言語学的研究

市ノ川義美 各種処理同種骨の経時的強度変化に関する研究

米津 博文 顎関節鏡視下剥離授動術前後の顎運動に関する研究

木住野義信 微細径顎関節鏡を用いる関節腔内病態の診断的研究

小枝 弘実 口蓋裂患者の音声に関する音響学的研究

須賀賢一郎 顎変形症患者の治療前後における顎運動機能に関する研究

渡辺 一 口蓋裂患者の音声言語学的研究

花井淳一郎 上顎臼歯部における骨結合インプラントの有限要素法解析

病院助手 西堀 陽平 二次口蓋発生における正中上皮索消失に関する実験的研究

山本貴和子 口唇顎口蓋裂児の顔面ならびに上顎形態に関する研究

本橋 佳子 完全口唇顎口蓋裂児の顎発育ならびに咬合に関する研究

鈴木 君和

相川 弦

羽田野敬彦

近藤 千恵

大学院生 幾本 英之 骨結合インプラントの歯牙移動への応用

山本 隆司 下顎枝矢状分割法施行前後における下顎頭の位置に関する研究

原 宣道 器官培養法によるマウス口蓋発生に関する実験的研究

石井 建 外科的顎矯正手術に関わる臨床解剖学的研究

塩見 周平 口腔内異常感覚が及ぼす音声言語に関する臨床的研究

吉村 元 顎裂部骨移植時におけるエナメルマトリックス応用に関する臨床的研究

2.成果の概要

1）マウス二次口蓋発生におけるアポトーシスに関する実験的研究

二次口蓋発生における口蓋板癒合部正中上皮索の消失には，古くから観察されてきたプログラム細胞死

に起因する説の他，近年では上皮-間葉形質転換に起因する説，細胞移動に起因する説など報告されてい

るが未だその消失のメカニズムは明らかにされていない．

そこで本論文は，正中上皮索消失の現象をアポトーシスの概念からとらえ，口蓋癒合の発生段階を５期

に分類し形態学的観察のほか，アポトーシス誘導機構にあたるFas/Fas ligand経路の探索，TUNEL法に

よるアポトーシス細胞の断片化DNAの検出を行い，①口蓋癒合前期から後期において癒合部上皮中にア

ポトーシス特有の形態学的変化が観察されたこと，②同時期にアポトーシス誘導機構にあたるFasならび

にFas ligandのシグナルが発現し，その形態学的変化からもFas/Fas ligand経路のアポトーシスが示唆さ
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れたこと，③アポトーシスの最終目的にあたる断片化DNAがTUNEL法により癒合部上皮中に観察され

たこと，④鼻腔，口腔にアポトーシス小体を含んだshedding peridermが観察され，管腔に向かって排出

されるアポトーシス細胞の排除機転の１つの方法ではないかと考えられたことから，二次口蓋発生におけ

る正中上皮索消失の大部分はアポトーシスに由来するものであると考えられた．

日口蓋裂誌 25,1～20,2000.

2）三次元デジタイザによる未手術片側完全口唇顎口蓋裂児の顔面と上顎の計測学的研究

口唇形成術の手術結果を向上させるためには，口唇顎口蓋裂児の顔面と上顎の変形の特徴を三次元的に

正しく把握しておくことが必要である．そこで，レーザーによる非接触式三次元デジタイザを使用して，

口唇形成術術前の片側完全口唇顎口蓋裂患児の顔面と上顎の模型計測を，同一座標軸で行った．その結

果，顔面軟組織の変形は上顎の骨格性の変形に影響を受けることが示唆された．また，口唇破裂部の位置

と破裂の程度については，それらに関する項目のデータの分布はほぼ正規分布に近い分布といって差し支

えなく，特別な種類や型を示すものではなかった．

3）二段階口蓋形成術を施行した完全口唇顎口蓋裂患児の顎発育に関する計測学的研究

二段階口蓋形成術を施行した片側性完全口唇顎口蓋裂児（Ｔ群）における上顎歯槽弓と口蓋の成長発育

を明らかにするため，硬口蓋形成術直前から動的歯科矯正治療開始前にいたる三時期の石膏模型の模型観

察と三次元計測を行なった．その結果を正常児（Ｎ群）および粘膜骨膜弁・口蓋後方移動術による一期的

口蓋形成術施行患児（Ｐ群）のそれと比較検討し，以下の結果を得た．

1.Ｔ群の上顎歯槽弓の形態は，経時的な変化は少なかった．第三期では接触型と遊離型を合わせて80％

を占めていたが，逆にＰ群では重複型が82％を示していた．

2.Ｔ群では，すべての時期において，切歯のみ反対咬合のタイプが最も多く観察された．Ｐ群では切歯

部に加えてsmall segmentにも反対咬合を示したタイプが最も多く観察された．

3.Alveolar collapseの程度はT群では軽いことが示唆された．

4.乳犬歯部における口蓋高径，口蓋断面積のＴ群は，Ｎ群と比べ，すべての時期で大きい値を，逆に臼

歯部では小さい値を示していた．

5.Ｔ群は歯槽弓後方部幅径以外のすべての項目および部位においてＰ群と比べて大きい値を示し，T群

はＰ群より大きくて深い口蓋が形成されていた．

6.硬口蓋形成術施行後においても，Ｔ群の歯槽弓と口蓋は，成長発育が認められた．

7.二段階口蓋形成術施行患児の歯槽弓と口蓋の成長発育は，正常児とはやや異なるものの，８歳６カ月

までにおいては，手術による発育抑制は少なかった．
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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

齊藤 力 持続的側方圧が骨結合インプラントの周囲骨組織に及ぼ

す影響に関する研究

科学研究費・基盤研究（C）

鶴木 隆 下顎前突症修正手術術式による長期予後の経時的変化に

関する研究ー下顎枝矢状分割法と全上下顎同時移動術と

の比較

科学研究費・基盤研究（C）

中野 洋子 口蓋裂患者の開鼻性および異常構音の音響学的解析ー

CSLコンピュータシステムとナゾメータの同期解析に

よる検討および客観的評価ー

科学研究費・基盤研究（C）

市ノ川義美 器官培養マウス口蓋発生におけるアポトーシスの関与に

ついて

科学研究費・基盤研究（C）

須賀賢一郎 顎変形症患者の治療前後における顎運動機能に関する研

究

科学研究費・奨励（Ａ）

4.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

齊藤 力 1999.5.31 顎変形症の手術手技の勘どこ

ろと偶発症への対処―Le
 

FortⅠ型骨切り術―

第９回日本顎変形症学会総会

リフレッシュ・セミナー99

東京

内山 健志 1999.10.7 Sequential, Multidisci
 

plinary Treatment for Cleft
 

Lip and Palate Patients

 

The International Sympo
 

sium on Stomatology

武漢

中華人民共

和国

- -
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論 文

1.齊藤 力，中野洋子，重松司朗，西堀陽平，山本貴和子，坂 英樹 ，井出吉信 ，山本一普 ，和光 衛 ，

黒柳錦也 ，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎仔屍体の観察 １.口唇裂・口蓋裂胎児のCTならびに

MRIによる観察，歯科学報 99，469～480，1999．原著，⑴解剖，⑵歯放，⑶市病・放科

2.齊藤 力，中野洋子，重松司朗，花井淳一郎，西堀陽平，本橋佳子，坂 英樹 ，井出吉信 ，山本一普 ，

和光 衛 ，黒柳錦也 ，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎仔屍体の観察 ２.Holoprosencephaly

（DeMyerⅠ，Ⅱ型）胎児のCTならびにMRIによる観察，歯科学報 99，481～489，1999．原著，⑴解

剖，⑵歯放，⑶市病・放科

3.内山健志，本橋佳子，山本貴和子，渡辺 一，小枝弘実，中野洋子，棟方直子 ，鈴木弘二 ：口蓋裂

患者の鼻咽腔閉鎖機能を評価する各種検査法の特徴，歯科学報 99，641～656，1999．臨床，⑴宮本

病院リハビリテーション科，⑵エスコ障害研究所

4.須賀賢一郎，原 宣道，齊藤 力，柴 秀行 ，朝波惣一郎 ，和光 衛 ：両側性に発現した下顎小

臼歯部過剰歯の２例，歯科学報 99，701～707，1999．臨床，⑴慶大・医・歯口外，⑵歯放

5.柏木信子 ，成瀬魅和子 ，中川路健司 ，鈴木敏正 ，山口秀晴 ，一色泰成 ，野間弘康 ，齊藤 力，

鶴木 隆，内山健志，州崎雅子 ，長谷部千花 ：外科的矯正治療例の習慣性姿勢位（posture）と下

顎側方偏位との関連について，歯科学報 99，849～856，1999．原著，⑴神奈川県，⑵矯正，⑶口外

Ⅰ，⑷東京都

6.西堀陽平，重松司朗，大畠 仁：マウス二次口蓋発生におけるアポトーシスに関する実験的研究，日口

蓋裂会誌 25，1～20，2000．原著

7.須賀賢一郎，近藤千恵，渡辺 一，齊藤 力，橋本貞充 ：顎下部に発生し，頭蓋底に及んだ巨大な溢

出型粘液囊胞の１例，日口外会誌 46，43～45，2000．症例，⑴病理

単 行 図 書

1.齊藤 力(a)，(b)，内山健志(c)，(d) 著分担：臨床のレベルアップPOINTまずは60（初版）

（a）切創，挫瘡の縫合106～107頁，（b）時出血126～127頁，（c）器械・器具の消毒134～135頁，

（d）手指・手術野の消毒136～137頁，デンタルダイアモンド社，東京都，2000．

2.齊藤 力，花井淳一郎 著分担：顎骨延長術の臨床応用（初版）（a）化骨延長法の適応症と適応年齢

78～82頁，（b）化骨延長法の適応症と適応年齢78～82頁，クインテッセンス，東京都，1999．

プロシーディングス

1.Uchiyama,T.：Sequential,Multidisciplinary Treatment for Cleft Lip and Palate Patients，The
 

International Symposium on Stomatology Facing The Challenge of21st Century（program)，

99～101，1999．(the International Symposium on Stomatology Facing the Challenge of 21st Century，

武漢）

2.齊藤 力：顎変形症の手術手技の勘どころと偶発症への対処ーLe FortⅠ型骨切り術，第9回日本顎変

形症学会総会リフレシュ・セミナー99，5～8，1999．（第９回日本顎変形症学会総会，東京）
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そ の 他

1.内山健志：歯科学報を中心とした本講座における研究の過去，現在そして未来，歯科学報 100，

44～45，2000．

2.和光 衛 ，澁谷仁志 ，小林紀雄 ，黒柳錦也 ，齊藤 力，井出吉信 ：エックス線ＣＴ画像を読む

4.頭頸部における組織𨻶の描出とその限界，歯科学報 99，289～291，1999．⑴歯放，⑵解剖

学 会 抄 録

1.坪田一男 ，橋本貞充 ，井上 孝 ，村松 敬 ，落合 聡 ，水口 清 ，佐藤 裕 ，田崎雅和 ，

中野洋子，竹内 勤 ，齊藤一郎 ，都坂憲政 ，藤田広巳 ，只野貴示枝 ，片桐重雄 ，山根源之 ，

野々山 進 ，木津康博 ，下野正基 ：シェーグレン症候群における腺破壊のメカニズムと涙液およ

び唾液分泌の分子機構に関する研究，歯科学報 100，136～138，2000．（平成10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）⑴市病・眼科，⑵病理，⑶法歯，⑷生化学，⑸生理，⑹埼玉医

大総合医療センター・第二内科，⑺徳島大・歯・口腔病理，⑻参天製薬，⑼市病・オーラルメディシン

2.野間弘康 ，高木多加志 ，内山健志，一色泰成 ，野嶋邦彦 ，高瀬保晶 ，腰原 好 ，佐藤 亨 ，

岸 正孝 ，黒柳錦也 ，青柳 裕 ，外木守雄 ，井出吉信 ：口腔・顎顔面の形態，機能異常の３

次元的評価ならびに回復，治療予測，歯科学報 100，152～154，2000．（平成10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）⑴口外Ⅰ，⑵矯正，⑶保存Ⅲ，⑷補綴Ⅱ，⑸補綴Ⅲ，⑹歯放，

⑺市病・放科，⑻市病・オーラルメディシン，⑼解剖

3.吉成正雄 ，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄 ，加藤哲男 ，田崎雅和 ，太田幹夫 ，

青木 聡 ，柴原孝彦 ，大畠 仁，山中すみへ ，山根源之 ，小田 豊 ，野村登志夫 ，森本光明 ，

高橋慎一 ，山 満 ，小澤靖弘 ，山田真英 ，下野正基 ，高橋正憲 ，田中陽一 ，阿部伸一 ，

張 肇益 ，矢島安朝 ，山内智博 ， 澤孝彰 ：口腔・顎顔面機能再構築のための高機能素材の

開発，歯科学報 100，148～151，2000．（平成10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）⑴理工，⑵病理，⑶法歯，⑷超微構造，⑸微生物，⑹生理，⑺保存Ⅱ，⑻保存Ⅲ，⑼口外Ⅰ，

衛生， 市病・オーラルメディシン， 市病・皮膚科， 市病・整外科， 市病・臨検， 解剖

4.井上 孝 ，下野正基 ，橋本貞充 ，村松 敬 ，村上 聡 ，石川達也 ，高瀬保晶 ，青木 聡 ，

淺井康宏 ，古澤成博 ，吉田 隆 ，大多和由美 ，重松司朗， 澤孝彰 ，見明康雄 ，田崎雅和 ，

加藤哲男 ，石原和幸 ，上松博子 ，吉成正雄 ，長谷川晃嗣 ，新谷益朗 ：口腔・歯牙機能再構

築のための高機能素材の開発，歯科学報 100，145～146，2000．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研
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7.歯 科 麻 酔 学 講 座

1.教室員と主研究テーマ

教 授 金子 譲 歯髄の血流・酸素，歯科患者の全身管理

助 教 授 一戸 達也 自律神経系の安定を目標とした口腔外科手術のためのよりよい全身麻酔の検討

（A-95-0500-1）

講 師 櫻井 学 アミノフィリンの麻酔覚醒促進作用に対する研究

阿部耕一郎 歯科治療中の自律神経活動の観察

間宮 秀樹 口腔外科手術をしやすくする麻酔法の検討 -炭酸ガスが口腔血流と疼痛閾値

に及ぼす影響

助 手 野村 仰 リドカインテープを口腔粘膜に使用した場合の組織変化についての検討

福田 謙一 神経因性疼痛に対するアデノシン三燐酸持続静注法の応用

野間 智子 老人におけるプロポフォール鎮静法

縣 秀栄 口腔外科手術におけるプロポフォールによる全静脈麻酔の有用性

笠原 正貴 口腔顎顔面領域慢性疼痛疾患に対する漢方薬の応用

中田 真理 歯科処置中の適切な血圧測定間隔の検討

林 三美 各種全身麻酔法による口腔外科手術の手術侵襲防御と術後痛の比較

大学院生 宮地 建次 Propitocaine-Felypressinの局所注射が循環動態に及ぼす影響

奥田みのり 周術期における呼吸器感染症に関する細菌学研究

塩崎由美子 プロポフォール鎮静法における精神運動機能の回復について

雨宮 啓

大河内 明

加納美穂子

上谷陽一郎

松木由起子

2.成果の概要

1）全身麻酔

ウサギのオトガイ神経（体性刺激）および胃壁電気刺激（内蔵刺激）時の血圧上昇に対するプロポフォ

ール投与下におけるクロニジンの抑制効果を検討した．刺激時の収縮期血圧の変化量を指標に比較した．

オトガイ神経および胃壁電気刺激時の収縮期血圧の変化量は両者ともクロニジン投与により量依存性に抑

制され，ヨヒンビン投与で回復した．クロニジンはオトガイ神経および胃壁電気刺激時の血圧変動に対し

て同程度の抑制効果を示した．

循環制御 20，404～409，1999．

高齢高血圧患者におけるフェンタニールによる経鼻気管内挿管時の循環亢進の抑制効果を検討した．高

齢高血圧症患者にとってフェンタニール併用急速導入法は高血圧症を持たない高齢者と同様に循環亢進を

抑制し有用であったが，高圧薬の内服による血圧の治療が行われていない患者では，本法によっても挿管

時の循環亢進が著しく，術前からの降圧薬による血圧のコントロールが挿管時の循環亢進の抑制には重要

である．

日歯麻会誌 27，589～601，1999．

ベクロニウムの神経筋遮断作用に及ぼす性差および喫煙の影響を検討した．対象は口腔外科手術を受け

る非喫煙男性，非喫煙女性，喫煙男性とし，喫煙者には，３日間の禁煙を指示したが，導入12時間前まで
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喫煙したものも含まれた．神経筋遮断効果は尺骨神経への4連刺激を用いて判定した．作用発現時間は男

性の方が女性よりも長く，作用持続時間は男性の方が女性よりも短かった．喫煙男性と非喫煙男性との間

には作用発現時間および持続時間とも差はみられなかった．女性は男性よりもベクロニウムの感受性が高

く，喫煙は麻酔開始前，最低12時間の禁煙により神経遮断作用には影響を及ぼさないことが判明した．

日歯麻会誌 28，36～40，2000．

2）局所麻酔

覚醒時，静脈内鎮静法施行時，および全身麻酔時に口腔粘膜に同量のエピネフリン含有キシロカインを

投与し血漿エピネフリン濃度の経時的変化を投与部位である口腔粘膜血流量の変化とともに観察した．全

身麻酔群と静脈内鎮静法群では覚醒時に比較し，口腔粘膜血流量が増加した．血漿エピネフリン濃度は投

与後3分後で3群とも最高となり，全身麻酔群では覚醒時の約2倍，静脈内鎮静法群では1.5倍となった．投

与前の口腔粘膜血流量と投与後3分後の血漿エピネフリン濃度の増加量との間に相関がみられた．麻酔法

の違いによる血漿エピネフリン濃度の差は投与部位の口腔粘膜血流量に依存していると考えられた．

Br J Anaesth 82，570～574，1999．

フェリプレシンの局所投与が心筋の酸素受給バランスに影響を及ぼすか検討した．全身麻酔下のイヌに

フェリプレシンを静脈内投与し血圧，心拍数などと同時に冠動脈血流量と心筋組織酸素分圧を計測した．

フェリプレシン投与により，量依存性に冠動脈血流量と心筋内層組織酸素分圧の低下がみられた．また，

血圧や心拍数に変化がみられなくても，冠動脈血流量と心筋内層組織酸素分圧の低下が認められた．フェ

リプレシンの投与は血圧や心拍数に変化がみられなくても量依存性に冠血管を収縮させ，心筋内層におけ

る酸素需給バランスを崩す可能性が示唆された．

Can J Anesth 46，1070～1075，1999．

3）鎮静法

アミノフィリンがプロポフォールによる鎮静からの回復時間を短縮するかを検討した．有志男性を対象

とし，プロポフォール投与終了直後アミノフィリンを投与した群と，投与しない群で，鎮静状態からの回

復度を比較した．回復度は認識力の回復（簡単な計算），平衡機能（閉眼単脚起立テスト，重心動揺面

積），歩行時のふらつきの程度（自覚症状3段階），鎮静度を循環や呼吸のパラメータと同時に観察した．

その結果平衡機能の回復，歩行テストでは両群で差はみられなかったが，鎮静からの回復，認識力の回復

時間はアミノフィリンを投与した群で優位に短縮された．アミノフィリンはニューロモジュレータである

アデノシンへの拮抗作用を有しており，プロポフォールによる鎮静作用はアデノシン受容体への関与が示

唆された．

日歯麻会誌 27，443，1999．

高齢者におけるプロポフォールによる鎮静が適しているか検討した．高齢者におけるプロポフォールの

至適鎮静量とその時の予測血中濃度を３コンパートメントモデルに基づくコンピュータシミュレーション

によって求めた．プロポフォールの至適鎮静量は，0.77±0.22mg/kgで，至適鎮静時予測血中濃度は

1.5±0.5μg/mlであった．この投与量で鎮静した場合，血圧，心拍数，経皮的動脈血酸素飽和度に著しい

変化はみられず，安定した鎮静状態がえられた．これらより，麻酔の急速導入時に懸念されているプロポ

フォールによる呼吸や循環の抑制は今回のような適定投与では臨床上問題とならないと考えられた．滴定

投与法により，高齢者にも安全かつ快適なプロポフォール鎮静が行えると考えられた．

老年歯学 14，175～176，1999．
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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

金子 譲 局所麻酔添加血管収縮薬による低酸素が歯髄に及ぼす影

響

東京歯科大学口腔科学研究セ

ンター

金子 譲 在宅寝たきり高齢者，障害者歯科診療の運営方法及び患

児の取り扱い方法に関する研究並び練馬区歯科医師会会

員に対する指導，協力

練馬区歯科医師会より奨学研

究費

一戸 達也

金子 譲

口腔外科手術のための全静脈麻酔の検討―正常血圧者と

高血圧者での比較

科学研究費・基盤（Ｃ）

間宮 秀樹 口腔外科手術をしやすくする麻酔法の検討―炭酸ガスが

口腔血流と疼痛間に及ぼす影響

科学研究費・奨励（Ａ）

4.研究活動の特記すべき事項

学会・研究会主催（主催者名，学会・研究会，日時，会場，所在地）

主催者 年月日 学会・研究会 会場 主催地

金子 譲 2000.３.17～18 第11回日本臨床モニター学会総会 日本都市センターホール 東京

学会・研究会主催（主催者名，学会・研究会，日時，会場，所在地）

オーガナイザー 年月日 学会・研究会 会場 主催地

金子 譲 2000.３.17～18 第11回日本臨床モニター学

会総会

日本都市センターホール 東京

シンポジウム

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

金子 譲 1999.４.４ 安全管理の観点からみた好

ましい医科歯科連携のシス

テム

第25回日本医学会総会 東京

一戸 達也 1999.４.４ モニタからみた在宅要介護

高齢者の歯科診療中の呼吸

第25回日本医学会総会 東京

一戸 達也 1999.６.19 モニターは語る ４．在宅

要介護高齢者の歯科診療に

おけるモニター機器の応用

第16回関東臨床歯科麻酔懇

話会 日本歯科麻酔学

東京

金子 譲 1999.11.29 歯科医学領域における研究

評価・口腔外科・歯科麻酔

学の立場から

平成11年度日本学術会議歯

学系３研究連絡委員会合同

ワークショップ

東京

一戸 達也 2000.３.７ 象牙質・歯髄複合体の研究

はどこまですすんだか 象

牙質・歯髄複合体の血流と

酸素動態に関する新知見

平成11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
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学会招待講

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 1999.６.26 Recent advancement of
 

anesthesia and pain con
 

trol in stmatology

99Sino-Japanese Confer
 

ence on Stomatology

北京，中国

-

-
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論 文

1.Homma, Y.，Ichinohe, T.，Kaneko, Y.:Oral mucosal blood flow, plasma epinephrine and
 

haemodynamic responses after injection of lidocaine with epinephrine during midazolam sedation
 

and isoflurane anaesthsia，Br J Anaesth 80，570～574，1999．原著，A94-0500-7，学位論文

2.本間敬和，大門 忍，福田謙一 ，間宮秀樹，阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲：非持続性心室頻拍を

合併した患者の外科的顎矯正術に対する全身麻酔経験，日歯麻会誌 27，200～205，1999．症例，⑴

水病・麻酔科

3.中田真理，櫻井学，杉山あや子，一戸達也，金子 譲：手術当日朝の徐脈からSick Sinus Syndromeが

発見された１例，日歯麻誌 27，230～231，1999．症例

4.Agata,H.，Ichinohe,T.，Kaneko,Y.：Felypressin-induced reduction in coronary blood flow and
 

myocardial tissue oxygen tension during anesthesia in dogs，Can J Anesth 46，1070～1075，

1999．原著，A94-0500-2，学位論文

5.井出吉信 ，金子 譲，上松博子 ，笠原正貴：星状神経節の解剖，日歯麻会誌 27，266～270，

1999．総説，⑴解剖

6.一戸達也：口腔領域侵害刺激時の循環応答と各種薬剤の応答抑制効果，日歯麻会誌 27，286～292，

1999．原著

7.相田英孝：麻酔効果に及ぼす局所麻酔薬と添加薬の相互関係 実験結果からみた局所麻酔薬の選択 1，

日本歯科評論 682，149～157，1999．総説

8.相田英孝：麻酔効果に及ぼす局所麻酔薬と添加薬の相互関係 実験結果からみた局所麻酔薬の選択 2，

日本歯科評論 683，165～175，1999．総説

9.杉山あや子，塚越完子，金子 譲：高齢高血圧症患者におけるフェンタニルによる経鼻気管内挿管の循

環亢進の抑制効果，日歯麻会誌 27，589～601，1999．原著，A98-0500-2，学位論文

10.林 三美，本間敬和，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：異物を肺内吸引したのちに再誤飲した２症例，

日歯麻会誌 27，634～635，1999．症例

11.Shibahara,T. ，Noma,H. ，Ichinohe,T.，Kaneko,Y.：Blood flow monitoring by pluse oximetry
 

during a forearm flap elevation，Bull Tokyo Dent Coll 40，181～185，1999．原著，⑴口外Ⅰ

12.一戸達也，金子 譲：ウサギ体性刺激および内蔵刺激時の血圧上昇に対するプロポフォール投与下にお

けるクロニジンの抑制効果，循環制御 20，404～409，1999．原著

13.高北義彦 ，保坂譲治，野村 仰，野間智子 ，福田謙一 ，大野 毅 ，奥田みのり，金子 譲：ベ

クロニウムの神経筋遮断作用に及ぼす性差および喫煙の影響，日歯麻会誌 28，36～40，2000．原

著，⑴水病・麻酔科，⑵日立製作所半導体グループ武蔵診療所
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解 説

1.金子 譲：麻酔が効いているかどうかは，どこで判断するのか，日本歯科評論 681，62～63，1999．

2.一戸達也：局所麻酔薬：使い分けと管理のポイント，日本歯科評論 681，64～65，1999．

3.金子 譲：浸潤麻酔のポイント，日本歯科評論 681，76～79，1999．

4.間宮秀樹：安全確保の基本原則，日本歯科評論 681，128～131，1999．

5.福田謙一 ，金子 譲：経口抗血栓薬は，歯科観血的処置前において服用を中断すべきか ，日歯麻会

誌 27，363～364，1999．⑴水病・麻酔科

6.一戸達也：かゆい所に手が届く「無痛治療」の実際とは その１ 麻酔法，デンタルフロンティア

QA 9，14～33，1999．

単 行 図 書

1.一戸達也 著分担：障害者歯科ガイドブック（初版) 障害者歯科各論，行動および情緒の障害，歯科

と関連する精神医学118～122頁，医歯薬出版，東京，1999．

プロシーディングス

1.金子 譲：安全管理の観点からみた好ましい医科歯科連係のシステム，第25回日本医学会総会会誌

［Ⅲ］，471，1999，（第25回日本医学会総会，東京），シンポジウム：在宅歯科診療における全身的安全管理

2.一戸達也：モニタからみた在宅要介護高齢者の歯科診療中の呼吸・循環の変化，第25回日本医学会総会

会誌［Ⅲ］，474，1999，（第25回日本医学会総会，東京），シンポジウム：在宅歯科診療における全身的安

全管理

3.金子 譲：歯科医学領域における研究評価・口腔外科・歯科麻酔学の立場から，日本学術会議歯学系3

研究連絡委員会合同ワークショップ抄録集，33～36，2000，（平成11年日本学術会議歯学系３研究連絡委

員会合同ワークショップ，東京）

そ の 他

1.金子 譲：学会活動報告 日本歯科医学会，日歯医学会誌 18，137，1999．平成10年度分

2.金子 譲：学会活動報告 日本歯科麻酔学会，日歯医学会誌 18，145，1999．平成10年度分

3.金子 譲：学会紹介 日本歯科麻酔学会，日本医師会誌 51，1141，1999．平成10年度分

4.金子 譲：局所麻酔が効きにくい症例と対応，ビデオ，1999．

5.金子 譲：歯科麻酔学講座の研究，歯科学報 100，46～47，2000．

6.金子 譲：安全な歯科医療と麻酔，日本歯科新聞 1169，4，2000．講演要旨
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7.金子 譲，柿澤 卓 ：水道橋病院の研究の現状，歯科学報 100，94～95，2000．⑴水病・口外科

8.金子 譲，一戸達也，阿部耕一郎，野村 仰，間宮秀樹，福田謙一 ，縣 秀栄：コンピュータ人形

（ローラル麻酔患者シュミレータ）による救急処置の実際，日歯医師会誌 52，96，2000．⑴水病・

麻酔科

9.金子 譲：よく効く局所麻酔のポイント，日歯医師会誌 52，161，2000．

10.一戸達也，金子 譲：口腔外科手術のための全静脈麻酔の検討-正常血圧者と高血圧者での比較，平成

11年度科学研究費補助金実績報告書，2000．基盤研究(C)⑵

11.間宮秀樹：口腔外科手術をしやすくする麻酔法の検討-炭酸ガスが口腔血流と疼痛閾値に及ぼす影響，

平成11年度科学研究費補助金実績報告書，2000．奨励研究(A)

学 会 抄 録

1.櫻井 学，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，杉山あや子，一戸達也，金子 譲，谷口和義 ，小柴宏明 ，

吉田正一 ：在宅要介護高齢者に対する歯科処置中の血圧測定間隔の検討，臨床モニター 10，53，

1999．（第10回臨床モニター学会総会，東京）⑴船橋歯科医師会

2.阿部耕一郎，福田謙一 ，間宮秀樹，野村 仰，櫻井 学，杉山あや子，一戸達也，金子 譲：連続指

血圧測定装置（PORTAPRES MODEL-）を用いた歯科処置中の自律神経活動の評価，臨床モニ

ター 10，53，1999．（第10回臨床モニター学会総会，東京）⑴水病・麻酔科

3.Kaneko,Y.，Ishikawa,T. ，Shimono,M. ，Inoue,T. ，Kizaki,H. ，Ichinohe,T.，Homma,Y.，

Tanaka,T.:The effect on the dental pulp of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in
 

a local anesthetic solution，Bull Tokyo Dent Coll 40，114，1999．（平成10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）⑴保存Ⅲ，⑵病理，⑶生化学，HRC962B01

4.一戸達也，金子 譲：クロニジン併用全静脈麻酔の効果，第20回日本循環制御医学会総会プログラム・

抄録集 20，51，1999．（第20回日本循環制御医学会総会，仙台市）

5.福田謙一 ，笠原正貴，一戸達也，金子 譲，福永敦翁 ：アデノシン三燐酸が著効した口腔内神経原

性疼痛の一症例，J Anesth 13，185，1999．(日本麻酔学会第46回大会，札幌市）⑴水病・麻酔科，⑵

UCLA Harbor Medical Center

6.一戸達也，相田英孝，金子 譲：兎オトガイ神経電気刺激時の循環応答の抑制に対する笑気とプロポフ

ォールの相互作用，J Anesth 13，266，1999．（日本麻酔学会第46回大会，札幌市）

7.杉山あや子，一戸達也，金子 譲：異常絞扼反射を伴う歯科患者におけるプロポフォール静脈内鎮静法

の有用性，J Anesth 13，388，1999．（日本麻酔学会第46回大会，札幌市）

8.野村 仰，間宮秀樹，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：東京歯科大学千歯科治療による下

顎の知覚神経麻痺と医療紛争について，第3回千葉麻酔科医会抄録，5，1999．（第3回千葉麻酔科医会，

千葉市）
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9.大門 忍，相田英孝，一戸達也，金子 譲：lidocaineとepinephrineとの濃度が歯髄の麻酔効果におよ

ぼす影響-開口反射による歯科用局所麻酔薬の効果判定-，日本麻酔・薬理学会第21回学術大会プログ

ラム/講演抄録集，57，1999．（日本麻酔・薬理学会第21回学術大会，東京）

10.野間智子 ，福田謙一 ，野村 仰，高北義彦，一戸達也，金子 譲：高齢者への静脈内鎮静法として

プロポフォールは適しているか，第10回日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集，

67，1999．（第10回日本老年歯科医学会総会・学術大会，第21回日本老年学会総会，東京）⑴水病・麻酔科

11.阿部耕一郎，一戸達也，林 三美，福田謙一 ，間宮秀樹，野村 仰，櫻井 学，金子 譲：在宅要介

護者に対する歯科治療方針と全身管理法の選択 ―全身麻酔下歯科治療を経験して―，第16回関東臨

床歯科麻酔懇話会 日本歯科麻酔学会地方会 プログラム，2，1999．（第16回関東臨床歯科麻酔懇話会

日本歯科麻酔学会地方会，東京）⑴水病・麻酔科

12.野村 仰，野間智子 ，高北義彦，一戸達也，金子 譲：プロポフォール投与は喘息発作の引き金とな

るか，第16回関東臨床歯科麻酔懇話会 日本歯科麻酔学会地方会 プログラム，2，1999．（第16回関

東臨床歯科麻酔懇話会 日本歯科麻酔学会地方会，東京）⑴水病・麻酔科

13.一戸達也：在宅要介護高齢者の歯科診療におけるモニター機器の応用，第16回関東臨床歯科麻酔懇話会

日本歯科麻酔学会地方会 プログラム，8，1999．（第16回関東臨床歯科麻酔懇話会 日本歯科麻酔学会

地方会，東京）シンポジウム

14.林 三美，塩崎由美子，奥田みのり，中田真理，間宮秀樹，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来で全身麻酔下に歯科処置を行った症例の臨床統計（1998年1月

～12月），歯科学報 99，510，1999．（第267回東京歯科大学学会，千葉市）

15.夏目長門 ，小浜源郁 ，野口 誠 ，宮崎晃宣 ，阿部耕一郎，河合 幹 ：口唇口蓋裂児に対する認

識の国際比較 第２報 －インドネシア共和国バンドンにおける調査結果－，日口蓋裂会誌 24，

199，1999．（第23回日本口蓋裂学会総会・学術集会，大阪）⑴日本口唇口蓋裂協会，⑵札幌医大・口外

16.Kaneko,Y.：Recent advancement of anesthesia and pain control in stmatology，’99Sino-Japanese
 

Conference on Stomatology Sientific Program，20～21，1999．（’99SinoJapanese Conference on
 

Stomatology，Beijing,China）特別講演

17.Mamiya,H.，Noma,T. ，Ichinohe,T.，Kaneko,Y.：Effects of general anesthesia combined with
 

block analgesia on attenuating hemodynamic change during oral and maxillofacial surgery，’99

Sino-Japanese Conference on Stomatology Sientific Program，97，1999．（’99SinoJapanese Con-

ference on Stomatology，Beijing,China）⑴水病・麻酔科

18.Fukuda,K. ，Kasahara,M.，Ichinohe,T.，Kaneko,Y.：Administration of adenosine triphophate
 

relieved chronic orofacial pain，’99Sino-Japanese Conference on Stomatology Sientific Pro-

gram，128，1999．（’99SinoJapanese Conference on Stomatology，Beijing,China）⑴水病・麻酔科
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19.Takeda, T. ，Shimada, A. ，Nakajima, K. ，Ogawa, T. ，Hoshina, S. ，Takahashi, K. ，

Ishigami,K. ，Kaneko,Y.，Ishikawa,T. ：Influence of mouthguards on the shock absorption
 

ability，’99Shio-Janpanese Conference on Stomatology abstracts，145，1999．（’99 Shio-

Janpanese Conference on Stomatology，Beijing,China）⑴水病・スポーツ歯科，⑵保存Ⅲ

20.Shimada, A. ，Takeda, T. ，Nakajima, K. ，Ogawa, T. ，Hoshina, S. ，Takahashi, K. ，

Ishigami, K. ，Kaneko, Y.，Ishikawa, T. ：Influence of horizontal changes in mandibular
 

position on the upright position，’99Shio-Janpanese Conference on Stomatology abstracts，147，

1999．（’99ShioJanpanese Conference on Stomatology，Beijing, China）⑴水病・スポーツ歯科，⑵保存

Ⅲ

21. Ishigami, K. ，Shimada, A. ，Nakajima, K. ，Ogawa, T. ，Hoshina, S. ，Takahashi, K. ，

Takeda,T. ，Kaneko,Y.，Ishikawa,T. ：The difference of the recognition to mothguard in
 

amateur boxing player between japan and china，’99Shio-Janpanese Conference on Stomatology
 

abstracts，151，1999．（’99ShioJanpanese Conference on Stomatology，Beijing,China）⑴水病・スポ

ーツ歯科，⑵保存Ⅲ

22.阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲：亜酸化窒素（笑気）吸入による至適鎮静状態における自律神経活

動，第3回日本医療ガス学会総会演題抄録集，27，1999．（第3回日本医療ガス学会総会，東京）

23. Ichinohe,T.，Kaneko,Y.：Total intravenous anesthesia for orthognathic surgery，The 7th Sino-

Japanese Clinical Symposium on Anesthesia Program，9，1999．（The 7th SinoJapanese Clinical
 

Symposium on Anesthesia，西安，中国）

24.櫻井 学，福永敦翁 ，一戸達也，金子 譲：アミノフィリンはプロポフォール鎮静からの回復時間を

短縮する，日歯麻会誌 27，52，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）⑴UCLA Harbor Medi-

cal Center

25.一戸達也，相田英孝，金子 譲：兎オトガイ神経電気刺激時の血圧変動の抑制に対する笑気とプロポフ

ォールの相互作用，日歯麻会誌 27，87，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）

26.宮地建次，笠原正貴，田中大平，縣 秀栄，一戸達也，金子 譲：Propitocaine-Felypressinの局所麻

酔が冠血流と心筋組織酸素分圧に及ぼす影響，日歯麻会誌 27，494，1999．（第27回日本歯科麻酔学

会総会，東京）

27.相田英孝，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：歯科用局所麻酔の口腔組織におけるLD50について，日歯

麻会誌 27，495，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）

28.笠原正貴，福田謙一 ，一戸達也，金子 譲：口腔外科手術後に生じたComplex Regional Pain Syn-

drome type・の1症例，日歯麻会誌 27，480，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）⑴水病・麻

酔科

29.阿部耕一郎，中田真理，一戸達也，金子 譲：連続指血圧測定装置（PORTAPRES MODEL-2）を用

いた歯科治療中の自律神経活動の解析，日歯麻会誌 27，527，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，

東京）
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30.間宮秀樹，野村 仰，田中大平，林 三美，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：手術中の簡

易血糖値測定法の臨床的有用性，日歯麻会誌 27，529，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）

31.野村 仰，一戸達也，高北義彦，金子 譲：側位頭部X線規格写真の分析による指標を利用した盲目的

経鼻挿管法，日歯麻会誌 27，477，1999．（第27回日本歯科麻酔学会総会，東京）

32.櫻井 学，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲，谷口和義 ，小柴宏明 ：在宅要

介護高齢者に対する歯科処置中の循環管理，蘇生 18，255，1999．（日本蘇生学会第18回大会，那覇

市）⑴船橋歯科医師会

33.野間智子 ，野村 仰，福田謙一 ，高北義彦 ，柿澤 卓 ，松田玉枝 ，大多和由美 ，金子 譲：

東京歯科大学水道橋病院におけるオープンシステムについて-地域歯科医師会からの受け入れ体制-，

障歯誌 21，118，1999．（第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会，徳島市）⑴水病・麻酔科，⑵

水病・口外科，⑶水病・小児歯

34.小柴宏明 ，中須賀祐介 ，兼元妙子 ，林 栄寿 ，藤居弘通 ，吉田正一 ，島野秀樹 ，谷口和義 ，

金子 譲：船橋市さざんか歯科診療所で在宅要介護老人に装着した義歯の予後について，障歯誌

21，134，1999．（第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会，徳島市）⑴船橋歯科医師会，⑵小児歯

35.斎藤 浩 ，湯浅太郎 ，加藤隆教 ，金子充人 ，細井裕介 ，横山世明 ，村山秀雄 ，小野 仁 ，

西内千明 ，伊藤 卓 ，小林泰子 ，花澤清仁 ，平山 明 ，武田 康 ，戸村公紀 ，騎馬博美 ，

宇恵野加代子 ，福田謙一 ，金子 譲：障害者歯科治療に対する千葉市歯科医師会会員の意識調

査，障歯誌 21，146，1999．（第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会，徳島市）⑴千葉市歯科医

師会，⑵千葉市保健医療事業団，⑶水病・麻酔科

36.羽場千砂子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，谷口和義 ，兼元妙子 ，赤岩けさ子 ，飯島美智子 ，藥師寺 仁 ，

阿部耕一郎，高橋喜久雄 ：船橋市さざんか歯科診療所における障害者治療-通院患者５年間の実態

調査-，障歯誌 21，147，1999．（第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会，徳島市）⑴船橋歯科医

師会，⑵小児歯，⑶社会保険船橋中央病院･歯口外

37.間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：ペンレスは筋肉注射の痛みを抑制できるか ，日臨麻会誌 19，

S146，1999．（第19回日本臨床麻酔学会大会，東京）

38.奥田みのり，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：未開封局所麻酔薬バイアルおよび輸液ボトルのゴム栓は

清潔であった，日臨麻会誌 19，S265，1999．（第19回日本臨床麻酔学会大会，東京）

39.本間敬和，小板橋俊哉 ，野村 仰，梅村直治 ，一戸達也，瀧野善夫 ，金子 譲：TRACHLIGHT

™による気管内挿管は何回経験すれば修得できるか ，日臨麻会誌 19，S317，1999．（第19回日本

臨床麻酔学会大会，東京）⑴市病・麻酔科

40.野村 仰，間宮秀樹，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：歯科治療時の外来全身麻酔維持薬

に用いるプロポフォールの有用性-揮発性麻酔薬と比較して-，日臨麻会誌 19，S333，1999．（第19

回日本臨床麻酔学会大会，東京）
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41.笠原正貴，福田謙一 ，野村 仰，中田真理，一戸達也，金子 譲：口腔外科手術後に生じたneur-

opathic painの２症例，歯科学報 99，1050，1999．（第268回東京歯科大学学会（総会），千葉市）⑴水

病・麻酔科

42.地主明弘 ，大木保 秀 ，松岡秀明 ，前川達雄 ，白鳥 修 ，石毛清雄 ，土田和由 ，喜多詰規雄 ，

衣松 生 ，関口 基 ，金子充人 ，加藤隆教 ，湯浅太郎 ，宇恵野加代子 ，騎馬博美 ，

杉原直樹 ，眞木吉信 ，高江洲義矩 ，福田謙一 ，金子 譲：千葉市における在宅要介護高齢者

歯科診療事業の経過報告，第10回千葉県歯科医学大会 プログラム・抄録集，71，1999．（第10回千

葉県歯科医学大会，千葉市）⑴千葉市歯科医師会，⑵千葉市保健医療事業団，⑶衛生，⑷水病・麻酔科

43.飯島美智子 ，兼元妙子 ，羽場千砂子 ，赤岩けさ子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，谷口和義 ，藥師寺 仁 ，

阿部耕一郎，高橋喜久雄 ：船橋市さざんか歯科診療所における身障児歯科治療と保護者に対するア

ンケート調査について，第10回千葉県歯科医学大会 プログラム・抄録集，72，1999．（第10回千葉県

歯科医学大会，千葉市）⑴船橋歯科医師会，⑵小児歯，⑶社会保険船橋中央病院･歯口外

44.福田謙一 ，金子 譲：在宅歯科診療におけるモニター（コーリン社製BP-88デンタルクリスタル

TM）の簡単な使い方，見方，第10回千葉県歯科医学大会 プログラム・抄録集，87，1999．（第10

回千葉県歯科医学大会，千葉市）⑴水病・麻酔科

45.杉原直樹 ，眞木吉信 ，高江洲義矩 ，渡邊 裕 ，山根源之 ，一戸達也，金子 譲，菊地雅彦 ，

佐々木啓一 ，渡辺 誠 ，菅 武雄 ，森戸光彦 ，福島正義 ，岩久正明 ，山田素子 ，佐藤雅志 ，

長田 斉 ：介護保険制度における口腔ケアサービス体制に関する調査研究，日歯医学会誌 19，

125，2000．（第16回歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い，東京）⑴衛生，⑵市病・オーラル

メデシン，⑶東北大・歯・高齢者歯科，⑷鶴見大・歯・高齢者歯科，⑸新潟大・歯・保存1，⑹東京都多摩老

人医療センター・歯口外，⑺東京都衛生局医療計画部

46.一戸達也：痛くない歯科治療を目指して－痛くなくてよく効く局所麻酔のポイント－，日本歯科医師会

雑誌 52，61，2000．（第19回日本歯科医学会総会，東京)，シンポジウム

47.金子 譲，田中大平，本間敬和，一戸達也，石川達也 ：歯髄は血管収縮薬添加局所麻酔薬でどのくら

い低酸素になるか，日歯医師会誌 52，142，2000．（第19回日本歯科医学会総会，東京）⑴保存Ⅲ

48.金子 譲，石川達也 ，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，一戸達也，本間敬和，田中大平：局所

麻酔薬添加血管収縮薬による低酸素が歯髄に及ぼす影響，歯科学報 100，146～147，2000．（平成10

年度 東京歯科大学口腔科学研究センターワークッショプ，千葉市）⑴保存Ⅲ，⑵病理，⑶生化学，

HRC962B01

49.福田謙一 ，本間敬和 ，宮地建次，田中大平，一戸達也，金子 譲，石川達也 ：近赤外線酸素モニ

ターによって歯髄組織酸素動態の測定は可能か，臨床モニター 11，41，2000．（第11回日本臨床モニ

ター学会総会，東京）⑴水病・麻酔科，⑵千葉県，⑶保存Ⅲ

50.林 三美，一戸達也，瀧野善夫 ：換気モニタとしてのオキシメトリの意義，臨床モニター 11，45，

2000．（第11回日本臨床モニター学会総会，東京）⑴市病・麻酔科
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51.間宮秀樹，一戸達也，金子 譲，山新真人 ：歯科医師のモニタ使用状況－モニタ使用中の歯科医師に

対するアンケートの結果から－，臨床モニター 11，45，2000．（第11回日本臨床モニター学会総会，

東京）⑴日本コーリン㈱PC事業部

52.中田真理，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：有病者における歯科治

療時のモニタリングの有用性についての検討，臨床モニター 11，46，2000．（第11回日本臨床モニタ

ー学会総会，東京）

― ―142



8.歯科補綴学第一講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 櫻井 薫 非就眠時ブラキシズムの筋電図上の特徴（Ａ96-0510-1）

講 師 杉山 哲也 マルチメディアを用いた老人医療病院擬似体験実習（Ａ98-0510-2）

助 手 手塚 威宏 顎位と筋活動（Ａ89-0510-3）

石崎 憲 遅発性オーラルジスキネジアの発現と診査所見との関連性

赤澤 勇人 クレンチングによる床下粘膜の血流変化（Ａ98-0510-1）

浅田 智宏 有床義歯の重合方法（Ａ96-0510-2）

安藤 友彦 非就眠時ブラキシズムの筋電図上の特徴（Ａ96-0510-1）

三澤壮太郎 有床義歯の重合方法（Ａ99-0510-3）

谷口 詩穂 口蓋隆起と下顎隆起（Ａ99-0510-1）

廣瀬 直己 臼歯部人工歯の形態（Ａ99-0510-2）

病院助手 吉田 達彦 口蓋隆起と下顎隆起

長谷川洋人 無口蓋義歯の適応基準の検討

丸山 淑子 無口蓋義歯の適応基準の検討

三浦 秀憲

鴨打 雅之 遅発性オーラルジスキネジアの発現と診査所見との関連性

山口 元嗣 遅発性オーラルジスキネジアの発現と診査所見との関連性

大学院生 金井 英一 頰粘膜圧痕と舌圧痕の成因（Ａ97-0510-2）

高木 一郎 頰粘膜圧痕と舌圧痕の成因（Ａ97-0510-2）

石井 治仲

上田 貴之

大神浩一郎

関塚 栄美

2.成果の概要

1）頰粘膜圧痕および舌圧痕の成因（Ａ97-0510-2）

銀行に勤務する20～59歳の男性178名，女性66名の有歯顎者を対象に口腔内診査により頰粘膜圧痕およ

び舌圧痕の発現と年齢，性別，クレンチング，グラインディング，頭痛，顎関節痛および咬合高径との関

連性を調査した．頰粘膜圧痕および舌圧痕の発現と性別との間には関連性が認められ，両者とも男性より

女性に多く観察された．また、頰粘膜圧痕および舌圧痕の発現と年齢との間にも関連性が認められ，

20～29歳のグループにおいて最も多く発現した．また、頰粘膜圧痕および舌圧痕の発現と咬合高径との間

にも関連性が認められた．

Bull Tokyo Dent Coll 40，71～78，1999．

2）遅発性オーラルジスキネジアの発現と診査所見との関連性

遅発性オーラルジスキネジア（TOD）の発現と服用薬，ADLおよび咬合状態などの診査所見との関連

を明らかにする目的で要介護高齢者151名に対し調査を行った．原因薬を服用中のものは151名中38名であ

り，そのうち，ODの発現の認められたものは15名であった．原因薬を服用中の38名において，ODの発現
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と年齢，性別，ADLの３項目の間には関連があるとはいえなかったが，咬合状態との関連性は認められ

た．

老年歯医 14，86～91，1999．

3）口蓋隆起と下顎隆起（Ａ97-0510-2）

臼歯部の咬耗の有無と下顎隆起および口蓋隆起の有無との関係を調べるために20歳代前半150組の上下

顎の模型を分析した．この調査では分析にあたった歯科医師３名全員がありと判定した場合に，咬耗ある

いは骨隆起をありとした．骨隆起の出現頻度を調査した結果，上顎口蓋部で28.7％，下顎舌側部で48.7％

に認められたが，上下顎ともに頰側部にはほとんど認められなかった．上顎臼歯部における咬耗の有無と

口蓋隆起の有無との関連性をカイ２乗検定を用いて分析したところ，両者の間には関連性があるとはいえ

なかった．同様に下顎臼歯部における咬耗の有無と下顎隆起の有無との関連性を調査したところ，両者の

間には関連性が認められた．

歯科学報 100，203～209，2000．

3.科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

高木 一郎 頰粘膜圧痕および舌圧痕の成因 大学院重点特別経費―研究科

特別経費

杉山 哲也 マルチメディアを用いた老人病院疑似体験 特色ある教育研究の推進

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 演 題 学会名 開催地

櫻井 薫 1999.10.21 床下粘膜の特性および義歯床

適合状態の診査

第102回日本補綴歯科学会 名古屋市
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論 文

1.谷口詩穂，三木昌美 ，吉田達彦，手塚威宏，宮内泰雄 ，櫻井 薫：模型観察による咬耗と骨隆起の

調査，歯科学報 100，203～209，2000．原著，⑴栃木県，⑵千葉県，A99-0510-1

2.石崎 憲，安藤友彦，鴨打雅之，山口元嗣，櫻井 薫，金子久章 ，渡辺郁馬：遅発性オーラルジスキ

ネジアの発現と診査所見との関連性－服用薬，ADLおよび咬合状態について－，老年歯医 14，

86～91，1999．原著，⑴埼玉県

3.Katiuska，P.，Ando，T.，Sakurai，K.：Buccal mucosa ridging and tongue indentation:Incidence
 

and associated factors，Bull Tokyo Dent Coll 40，71～78，1999．原著

4.Yoshida，M. ，Omatsu，K.，Katiuska，P.，Sakurai，K.：Relationship between aging  and
 

recovery of the underlying mucosa immediately after removal of pressure:The first molar region
 

in the mandible，Bull Tokyo Dent Coll 40，61～69，1999．原著，⑴東京都，A92-0510-1

解 説

1.杉山哲也，櫻井 薫，荻野 真 ：点検 新器材 新しい硬質レジン臼歯 エフセラ－Ｐ シンプラ

ー，歯界展望 94，177～183，1999．⑴東京歯科技工専門学校専修科，A99-0510-2

そ の 他

1.櫻井 薫：歯科学報と歯科補綴学第一講座，歯科学報 100，48～49，2000．

学 会 抄 録

1.長谷川洋人，丸山淑子，杉山哲也，櫻井 薫：無口蓋義歯の適応基準の検討（第１報），日補綴歯会誌

44，596，2000．（平成11年度日本補綴歯科学会東関東支部総会学術大会，東京）

2.長澤恵子 ，尾谷始子 ，古谷貴子 ，石崎 憲，櫻井 薫：高齢外来患者における可撤性義歯清掃方

法の検討，老年歯医 14，211～212，1999．（第10回日本老年歯科医学会総会学術大会，京都市）⑴千

病・補綴科

3.赤澤勇人，石井治仲，上田貴之，大神浩一郎，関塚栄美，櫻井 薫：圧迫時間の違いが圧迫除去後の義

歯床下粘膜の血流の増加へ及ぼす影響，歯科学報 99，1037，1999．（第268回東京歯科大学学会，千葉

市）A98-0510-1

4.赤澤勇人，櫻井 薫，宮内泰雄：下顎義歯床下粘膜における加圧時の血流変化，日補綴歯会誌 43，

82，1999．（第102回日本補綴歯科学会総会学術大会，名古屋市）A98-0510-1

5.高木一郎，櫻井 薫，安藤友彦，ピケロカティウスカ：頰粘膜圧痕の成因についての検討（第１報），

日顎関節会誌 12，171，2000．（第12回日本顎関節学会学術大会，京都市）A97-0510-2

6.石崎 憲，安藤友彦，鴨打雅之，山口元嗣，櫻井 薫，金子久章 ：遅発性オーラルジスキネジアの発

現と咬合状態の診査所見との関連調査，老年歯医 14，217，1999．（第10回日本老年歯科医学会総会学

術大会，京都市）⑴埼玉県
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7.安藤友彦，ピケロカティウスカ，櫻井 薫：非就眠時におけるブラキシズムに対する呼吸法の抑制効果

（第２報），日補綴歯会誌 43，119，1999．（第101回日本補綴歯科学会学術大会，福岡市）A96-0510-1

8.玉井久貴，尾松素樹，櫻井 薫：Coble intra-oral balancerを使用した義歯咬合面の改造，日補綴歯会

誌 43，226，1999．（平成10年度日本補綴歯科学会西関東支部学術大会，横浜市）

9.赤澤勇人，櫻井 薫，宮内泰雄：下顎義歯床下粘膜における加圧時の血流変化－第１報クレンチング時

について－，日補綴歯会誌 43，210，1999．（平成10年度日本補綴歯科学会東関東支部学術大会，坂戸

市）A98-0510-1
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9.歯科補綴学第二講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 腰原 好 顎機能障害者の咬合接触点の診査・診断法と治療法に関する研究

(Ａ92-0520-1）

助 教 授 齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ96-0520-1）

講 師 高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置（Ａ86-0520-3）

佐藤 亨 歯科用材料の接着性に関する研究（Ａ86-0520-4）

中澤 章 デジタルイメージングを用いた形態と色のコミュニケーション

(Ａ96-0520-2）

助 手 太宰 三男 歯冠用硬質レジンの臼歯部応用への検討（Ａ96-0520-3）

吉村 浩一 歯科領域における情報伝達（Ａ96-0520-4）

久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1）

三宅菜穂子 補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究（Ａ91-0520-2）

相原 一之 各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究（Ａ96-0520-5）

山田 敏勝 ブリッジの適合性（Ａ95-0520-2）

三穂 乙暁 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ98-0520-1）

金井 由紀 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究（Ａ99-0520-1）

大学院生 青山 登 側方ガイドの変化が咀嚼運動に及ぼす影響（Ａ93-0520-1）

梶井 智泰 前方滑走ガイドの変化が下顎運動と頭部の運動に与える影響（Ａ95-0520-1）

菊池 建司 咬合点の違いによる下顎頭の運動変化に関する研究（Ａ96-0520-6）

2.成果の概要

1)側方誘導要素の変化が咀嚼運動におよぼす影響（Ａ93-0520-1）

側方誘導要素の違いが咀嚼運動にどのような影響を与えるかを検討することを目的とし，上顎犬歯に

10°の犬歯誘導装置を付与し，切歯点，左右下顎頭点における三次元咀嚼運動経路と咀嚼リズムについて

計測した．切歯点の咀嚼パターンは，3㎜開口位で非作業側への変位の有無でグラインディングタイプ

（G Type）とチョッピングタイプ（C Type）に分類された．さらに誘導装置付与前後でＧ→Ｃ Type，Ｇ

→Ｇ Type，Ｃ→Ｃ Typeの３つに分類された．いずれのタイプも誘導装置付与により，咀嚼運動経路が

収束した．咀嚼周期は，Ｇ→Ｃ Type，Ｃ→Ｃ Typeで有意に減少した．特に閉口相時間が有意に減少す

る傾向が認められた．犬歯誘導装置付与により咀嚼運動の安定化が確認されたが，切歯点の動きでは下顎

頭の動態を推測することは難しく，下顎全体の動きを観察し咀嚼リズムも含め診査する必要性が示唆され

た．

2)前方滑走ガイドの変化が下顎運動ならびに頭部の運動に及ぼす影響（Ａ95-0520-1）

下顎運動は咀嚼筋，頭頸部周囲諸筋，口腔軟組織などの協調活動によって行われる運動であり，その機

能運動に調和して頭部も運動するとされる．そこで本研究では，前方滑走運動時のガイド角を変化させた

時の下顎ならび頭部の運動経路を検討することにより，咬合要素の変化が下顎運動ならびに頭部に与える

影響を明らかにすることを目的とした．その結果，前方滑走ガイドが急角度になると下顎切歯点および顆

頭点の運動経路は変化したが，顆頭点の運動方向の変化は下顎切歯点にくらべわずかであった．一方，頭
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部は前方滑走ガイドが急角度になると，後上方あるいは上方への方向性をもった運動を示すようになっ

た．前方滑走ガイドの変化によって観察された頭部の運動は，下顎運動の変化に対応した生体の適応であ

ると考えられた．これらのことから，歯科治療によるアンテリアルガイダンスの変更は，下顎運動ならび

に頭部の運動を変化させる可能性が示唆された．

3)ハイドロキシアパタイト被覆２回法インプラントの臨床経過（Ａ86-0520-3）

我々は京セラより提供された，チタン合金を素材としハイドロキシアパタイトにてコーティングされた

骨結合型２回法インプラントに関して検討する機会を得，1989年３月より1992年３月までの３年１か月の

間に臨床応用した，38症例45本について，約８年間臨床経過を追ってきた．臨床に応用した本インプラン

トに，３種類の上部構造を装着し長期臨床経過観察をおこなったところ，以下のような結論を得た．

1.３タイプの上部構造を応用したいずれのインプラント体も，臨床的に良好な経過を示している．

2.インプラント連結・術者可撤式タイプの１症例において，フィクスチャーの近心側頸部に骨吸収像が

みられた症例については，現在まで骨の再吸収は認められず落ち着いた経過をとっている．しかし，なお

今後も十分な経過観察が必要と思われる．

4）新しいシェードガイドの色彩学的特徴（Ａ96-0520-2，Ａ96-0520-4）

歯科領域における審美性の要求の高まりに伴い，天然歯の色を可及的に網羅するために色彩学的な配慮

がなされた新しいシェードガイドVITA-3Ｄマスターシェードガイド，および松風ヴィンテージハローレ

ッドシフトシェードガイドが最近発表された．そこで従来使われているVITAルミンバキュームシェード

ガイドに対するこれらのシェードガイドの色空間における位置的関係について比較し，従来の陶材の応用

の可能性を検討したところ以下のような結果が得られた．

ルミンバキュームが均等な分布を示さないのに対し，3Ｄマスターはほぼ均等分布を示していた．3Ｄマ

スターに対し最も色差の小さいルミンバキュームを検索したところ，色差２以内に存在するものが26タブ

中３タブのみであった．以上より3Ｄマスターに従来のVITA陶材を応用するには，ステイニングや配分

比等の考慮が必要であることが示唆された．

5)歯冠用硬質レジンの臼歯部応用への検討（Ａ96-0520-3，Ａ98-0520-1，Ａ99-0520-1）

近年，臼歯部でも応用可能とされる歯冠用硬質レジンが注目されている．しかしその適応範囲には未だ

不安があり，実際の臨床では使用頻度が少ないのが現状である．そこで我々は歯冠用硬質レジンの接着性

および耐久性を測定し，硬質レジンの咬合面への応用について検討した．

基礎的性質について三点曲げ，二軸曲げ，滑走摩耗試験を行い，試料の性質，保存期間，測定環境につ

いて検討した結果，硬質レジンの物性は測定温度に影響を受け，特に温水中では曲げ強さと弾性係数が低

下することがわかった．また金属とレジンとの接着が強固であれば，それは保存期間に影響なく金属とレ

ジンとの中間的な剛性を示すこと，12％金銀パラジウム合金との組み合わせではフィラー含有率と摩耗量

に相関性がないこと，歯科用金属への表面処理はレジンとの接着に有効に働き，特にスズ電析処理を併用

することで安定性が増すことなどが明らかとなった．

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

三宅奈穂子 レーザードップラー法を用いた補綴材料への口腔内細菌

の吸着性と吸着防止効果の評価

科学研究費・奨励（Ａ）
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4.研究活動の特記すべき事項

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

中澤 章 1999.７.11 デジタルカメラは歯科臨床に

応用できるか

第７回日本歯科色彩学会学術

大会

東京

佐藤 亨 2000.１.23 接着を応用した歯冠補綴治療 第18回日本接着歯学会学術大会 東京
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論 文

1.青山 登：側方誘導要素の変化が咀嚼運動におよぼす影響 －切歯点，下顎頭の三次元的解析－，歯科

学報 99，1003～1027，1999．原著，学位論文，A93-0520-1

2.梶井智泰：前方滑走ガイドの変化が下顎運動ならびに頭部の運動に及ぼす影響，歯科学報 100，

255～276，2000．原著，学位論文，A95-0520-1

3.Abe，S. ，Ide，Y. ，Satou，T.，Hannak，W. ，Freesmeyer，W.B. ：Morphologie des Kno-

chenansatzes des Musculus Pterygoideus Lateralis，ZWR 108，440～444，1999．原著，⑴解剖，

⑵ベルリン自由大学・補綴科

4.高橋俊之，山田敏勝，腰原 好，久永竜一，安川 浩，中川寛一 ，淺井康宏 ：ハイドロキシアパタ

イト被覆２回法インプラントに関する臨床的検討，日口腔インプラント会誌 12，46～54，1999．臨

床，⑴保存Ⅰ，A86-0520-3

解 説

1.齋藤文明：ラミネート・ベニア・クラウンを用いた審美修復，デンタルダイヤモンド 24，58～63，

1999．

2.中澤 章，腰原 好：クラウンブリッジ 最近のトピックス 1.シェードマッチングとカラーコミュニ

ケーション，歯科学報 99，537～543，1999．A96-0520-2，A96-0520-4

3.太宰三男，三穂乙暁，相原一之，佐藤 亨，腰原 好：クラウンブリッジ 最近のトピックス 2.日常

臨床における歯科材料への接着⑴ －口腔内で使用する金属プライマーおよびポーセレンプライマー

について－，歯科学報 99，631～640，1999．A86-0520-4，A98-0520-1

4.佐藤 亨，相原一之，三穂乙暁，太宰三男，腰原 好：クラウンブリッジ 最近のトピックス 3.日常

臨床における歯科材料への接着⑵ ―前装冠の修理法―，歯科学報 99，715～719，1999．A86-0520-4，

A98-0520-1

5.齋藤文明：クラウンブリッジ 最近のトピックス 4.今，下顎位を再考する，歯科学報 99，

809～814，1999．

プロシーディングス

1.中澤 章：デジタルカメラは歯科臨床に応用できるか，日本歯科色彩学会 第７回学術大会抄録集

７，12，1999，（第７回日本歯科色彩学会学術大会総会，東京）A96-0520-2，A96-0520-4

そ の 他

1.平沼謙二 ，加藤喜郎 ，齋藤文明，新海航一 ，近藤悦子 ，奈良陽一郎 ，日野浦光 ，桃井保子 ，

森田修一 ，山本克之 ：審美歯科治療に期待するもの（第二部），歯科審美 12，104～119，1999．

⑴愛知学院大・歯，⑵日歯大・新潟・歯・保存Ⅱ，⑶東京都，⑷日歯大・歯・保存Ⅱ，⑸鶴見大・歯・保存

Ⅰ，⑹新潟大・歯・矯正，⑺日大・歯・補綴Ⅰ
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2.三宅菜穂子 ：レーザードップラー法を用いた補綴材料への口腔内細菌の吸着性と吸着防止効果の評

価，平成11年度文部省科学研究費 奨励研究（Ａ）研究実績報告書，2000．文部省科学研究費

10771101，A91-0520-2，⑴水病・補綴科

3.吉村浩一：歯科においてのiMac活用法，ザ・クインテッセンス 18，1446～1448，1999．

学 会 抄 録

1.沼澤成文，中澤 章，吉村浩一，久永竜一，青山 登，梶井智泰，菊池建司，腰原 好，高宮紳一郎 ，

佐瀬俊之 ：新しいシェードガイドの色彩学的特徴，日本歯科色彩学会 第７回学術大会抄録集

26，1999．（第７回日本歯科色彩学会総会，東京）A96-0520-2，A96-0520-4，⑴東京都，⑵千葉県

2.足立有里，山田敏勝，高橋俊之，腰原 好，久永竜一，中川寛一 ，淺井康宏 ：ハイドロキシアパタ

イト被覆2回法インプラントに関する研究 －10年経過症例について－，日口腔インプラント会誌
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10.歯科補綴学第三講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 岸 正孝 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

安達 康 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

助 教 授 嶋村 一郎 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2）

講 師 堀田 宏巳 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2）

辻 吉純 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

関根 秀志 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

助 手 鈴木 浩樹 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

野村 貴生 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

塚田 威 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

森下亜矢子 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

荒瀧 友彦 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

大学院生 赤堀 仁則 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

佐藤 雄大 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

柳 智哉 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2）

住田 真一 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1）

井上 敬介 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

猪狩 弓彦 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1）

2.成果の概要

1）骨結合インプラントの基礎的，臨床的研究（A83-0530-1）

インプラント周囲骨組織の分布および接触状態を把握するために，イヌ下顎骨に埋入されたfixtureに

ついて，剖出された骨ブロックをSEMにより観察し，fixture，骨組織，骨髄腔についてそれぞれの面積

比率を計測すると同時に，fixtureと骨組織との接触距離およびfixtureが骨髄腔に露出している距離とを

計測した．その結果，1)骨接触率は，上1/3部で37％，中1/3部で33％，下1/3部で23％を示した．2)骨髄

腔の面積率は，上1/3部で29％，中1/3部で34％，下1/3部で61％を示した．3)骨接触率および骨髄腔の面

積率のいずれにおいても面間に差が認められなかった．4)骨接触率と骨髄腔の面積率とには，r =-0.66

の負の相関が認められること，等が明らかになった．

また，歯とfixtureとの連結時に，設計条件の差異および緩圧機構の組み込みの有無によって，支持組

織の圧負担がどのように変化するかについて，二次元有限要素法を用いて解析を行った結果，1）歯と

fixtureとを連結すると，負荷の大部分がfixture周囲骨組織に支持される．2）歯とfixtureとの連結時に

緩圧機構を組み込むと，負荷が歯周組織とfixture周囲骨組織とに支持されるが，歯とfixtureとの距離が

大きいほど負担の分散に有効である．3）歯と２本のfixtureとの連結時に，歯側のfixtureのみに緩圧機構

を組み込むと，他側のfixture周囲骨組織に過負荷が生じる．4）歯とfixtureとの連結時には，一つの上部

構造に含まれるすべてのfixtureに緩圧機構の組み込みが必要となること，等が判明した．
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2）可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（A85-0530-2）

咬合条件の変化に伴う咀嚼筋の筋放電量比率の変化について検討を行った結果，1）咬合力を指標とし

ても，咬合側側頭筋の放電量を指標としても，咬合時における筋放電量比率は，ほとんど変わらないこ

と．2）10例中8例について，咬合条件の変化に伴う閉口筋の放電量比率の差の標準偏差には，力の大きさ

でr=0.92，咬合高径でr=0.93および咬合部位でr=0.64と正の相関が認められたが，残りの2例は特定の傾

向を示さなかったこと．3）咬合高径差の条件と咬合部位差の条件を比較すると，筋力分担の調節に差が

認められ，筋力分担の調節能に個人差が存在する可能性が高いこと，等が判明した．

3）可撤性局部義歯の診断と診療計画（A85-0530-1）

可撤性局部義歯装着者の咀嚼運動様相の客観的評価について，義歯側と非義歯側との咀嚼運動様相を記

録し，両者間にどのような差異が生じるかについて検討を行った．その結果，1）義歯側での咀嚼は，非

義歯側に比較して，下顎運動の開口相時間および咀嚼周期，筋放電の間隔および咀嚼周期の4項目は，短

縮を示す頻度が高く，筋放電持続時間は延長を示す頻度が高いこと．2）義歯側による咀嚼運動の計測値

が，非義歯側のそれと特定の有意差を示す頻度は，下顎運動の開口相時間で20％，咀嚼周期で28％，筋放

電の間隔で50％，持続時間で43％および咀嚼周期で25％であること．3）嚥下域および最大咬合力には，

いずれも義歯側と非義歯側との間に相関が認められ，それらの相関係数は0.85以上を示すこと，等が判明

した．
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片側口唇顎口蓋裂児における口蓋の成長発育に関する計測学的研究 第２編 三次元デジタイザによ

る未手術片側完全口唇顎口蓋裂児の顔面と上顎の計測学的研究，平成11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・プログラムおよび抄録集，24～25，2000．（平成11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）⑴口外Ⅱ，⑵口外Ⅰ，⑶矯正，⑷保存Ⅲ，⑸補綴Ⅱ，⑹市病・

放科，⑺市病・オーラルメディシン，⑻解剖，HRC992D03
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11.歯 科 矯 正 学 講 座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 一色 泰成 矯正治療における歯痛軽減のためのレーザー照射の脳磁計による検討

(Ａ91-0590-2）

顎変形症患者における咀嚼筋および顔面筋活動の解明について

(Ａ84-0592-2）

助 教 授 山口 秀晴 顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ99-0590-2）

谷田部賢一 矯正術後の長期安定性について

講 師 古賀 正忠 矯正歯科治療における咬合学的研究（Ａ77-0590-2）

人為的歯牙移動時の歯と支持組織の生物学的反応に関する研究

(Ａ83-0590-2）

原崎 守弘 レーザー照射による歯科審美治療の導入（Ａ99-0590-4）

茂木 悦子 下顎頭変形と骨密度，ホルモンとの関連に関する研究

助 手 末石 研二 不正咬合の各種治療法における手順と期間ならびに効果に関する研究

(Ａ91-0590-1）

宮崎 晴代 矯正治療後の歯列の安定性について（Ａ90-0590-1）

野嶋 邦彦 嚥下，発語時における舌および軟口蓋の運動解析

坂本 輝雄 唇顎口蓋裂を有する矯正患者に関する統計的観察（Ａ94-0590-2）

片田 英憲 矯正力荷重時の顎顔面頭蓋の変形様相に関する研究（Ａ79-0590-1）

野村 真弓 TMJ Scaleを用いた顎関節症を伴う不正咬合者の心理的要因について

喜田 賢司 顎関節における退行性関節疾患について

西井 康 ３Ｄコンピュータセットアップシュミレーションによる歯牙排列と前歯被蓋

関係に関する研究（Ａ96-0590-1）

長谷部利一 胸腺細胞のアポトーシスにおけるプロテアソームの機能について

(カルモジュリンの関与）

大学院生 大塚 和華 SYBR Green Iを用いたマウスオステオポンチンmRNAのRT-PCR法

鈴木 基 Hemifacial microsomiaにおける顎運動機能に関する研究

林 正樹 ＣＴの３次元データ・セットを用いた骨密度分布領域に関する研究

今井 利明 不正咬合者の座位と仰臥位の下顎安静位に与える影響についての研究

(筋電図とＸ線規格写真を用いて）

高根 ユミ 顔表面３Ｄ画像と歯列・顎顔面３Ｄ-ＣＴ画像との統合について

鳥養 智子 口腔領域の機械的刺激からの体性感覚誘発電位に関する研究

小林 誠 三次元顎顔面頭蓋画像の統合モデルを使った顎運動表示システムの開発

福井 健之 歯科用レーザーの矯正歯科臨床における応用について

吉井賢一郎 Ｘ線VTRによる低位舌を有する成人不正咬合者の嚥下時の舌運動に関する研究

早川浩太郎 Nd：YAGレーザーによる初期カリエスに対する齲蝕進行抑制効果について
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2.成果の概要

1）唇顎口蓋裂および顎変形症患者に関する統計的観察

1983年１月から1997年12月までの15年間に東京歯科大学千葉・水道橋病院に来院した唇顎口蓋裂および

顎変形症患者数を調査した．唇顎口蓋裂患者数は毎年ほぼ一定しているが，顎変形症患者数は健康保険が

導入された年（千葉病院は1990年，水道橋病院は1996年）以降その数が急増し，1997年には保険適用患者

の総患者数に占める割合が，千葉病院では37.5%，水道橋病院では40.2%となった．

歯科学報 99，591～602，1999．

2)近年，歯科領域においてもアポトーシス（細胞死）が話題となることが増えてきている．

本研究は『臨床への足掛かり』としてアポトーシスのメカニズムの解明に適した胸腺細胞を用いプロテ

アソームの機能について，DNA切断，ミトコンドリア膜電位，RT-PCR法による遺伝子の発現により検

討したものである．その結果，デキサメサゾンで誘発されるアポトーシスにおいて早期と長期培養とでは

作用が異なり，プロテアソームがアポトーシスの制御に多様な機能をもつことが示された．

歯科学報 99，833～848，1999．

3）顎顔面に関連した習慣性姿勢位は，顔面の対称性や咬合の異常を引き起こす可能性がある．習慣性咀嚼

位と顎変形症との関連については既に西原により報告されており，骨格はWolfの法則により外力に反応

して形態的に除々に変形することが分かっている．

症例は，顔面非対称がみられる15ケースである．オトガイ部は，平均12.4㎜の側方偏位が認められた．

すべての症例で，習慣的な片側の頰づえ，睡眠態癖，片側咀嚼癖など何らかの習癖が見られた．外科的矯

正治療により，オトガイ部は正中方向へ9.1㎜移動し，生理的に正常な咬合および良好な顔貌を得ること

ができた．

歯科学報 99，849～856，1999．

4)東京歯科大学千葉病院矯正歯科における”ＴＭＤ特別外来”受診者の調査結果について

顎関節症は多因子疾患といわれているがその因子の一つに咬合があげられている．東京歯科大学千葉病

院矯正歯科では“TMD（Temporomandibular joint disorders）特別外来”として顎関節症状を主訴と

した，あるいは顕著な顎関節症状をもつ不正咬合者に対し，その動態を調査する部門を設けており，今回

それらの患者の現病歴分析を中心に検討した．

1995年11月から1998年４月までの間に矯正歯科に来院した全初診患者は1670名（女性1099名，男性571

名）で，そのうち“TMD特別外来”を受診したのは4.2％，70名（女性57名，男性13名）であった．こ

れらの男女比は１：５で，平均年齢は22才５ヵ月（女性23才６ヵ月，男性21才３ヵ月）であった．TMD

特別外来受診者70名の不正咬合分布では開咬27.1％，上顎前突24.3％，叢生20.0％，下顎前突15.7％であ

った．一方当科全初診患者を不正咬合別に分類し，TMD特別外来受診者の割合をみたが開咬14.8％で有

意に高く，それ以外の不正咬合は低率であった．以上のことから，TMD特別外来受診者の顎関節症有症

率は他の報告と比較すると低率で，自覚の程度の差と考えられた．症状の初発年齢は10代が大部分で

TMD受診まで平均５年経過しており，慢性化が示された．初発症状から受診までの症状の変化は顎関節

症の治療の有無とはあまり関連が認められなかった．不正咬合中開咬に有意に有症者が多く認められ，咬

合型も因子として捉えるべきと判断された．

東京矯正歯会誌 ９，24～29，1999．
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3.学外共同研究

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者

野嶋 邦彦 The comparative
 

study of Caucasian
 

and Japanese in the
 

shape of the man
 

dibualr dental arch

 

Department  of  Orth
 

odontics, University of
 

Southern California

 

Los Angeles,USA  Peter  M
 

Sinclair

-

-

野嶋 邦彦 The Teflon-Coated
 

Orthodontic Wire
 

and Bracket

 

The Weintraub Center
 

for Reconstructive Biote
 

chnology, University of
 

California

 

Los Angeles,USA  Ichiro
 

Nishimura-

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

茂木 悦子 下顎頭変形と骨密度，ホルモンとの関連に関する研究 学長奨励研究

― ―159



論 文

1.奥本隆行 ，中嶋英雄 ，坂本輝雄，吉村陽子 ，中島龍夫 ，一色泰成：上下顎骨同時延長術-

Hemifacial microsomia Murray分類Type IIへの適用-，日形成外会誌 42，1145～1154，1999．原

著，⑴藤田保健衛生大・医・形成外科，⑵慶大・医・形成外科

2.野村真弓，茂木悦子，山口大輔，一色泰成：東京歯科大学千葉病院矯正歯科における”TMD特別外

来”受診者の調査結果について，東京矯正歯会誌 9，24～29，1999．原著

3.Negishi，F.，Isshiki，Y.：Three-demensional computerrized setup of first molars based on crown
 

forms，Dent JPN 36，81～83，2000．臨床

4.茂木悦子，宮崎晴代 ，一色泰成：8020達成者の歯列・咬合の観察―東京都文京区歯科医師会提供の資

料より―，日歯医師会誌 52，619～626，1999．臨床，⑴水病・矯正科

5.渡木澄子 ，茂木悦子，一色泰成：術後経過に伴い口腔周囲筋の緊張感緩和が観察された成人下顎後退

症，東京矯正歯会誌 9，30～33，1999．症例，⑴水病・矯正科

6.市川篤信 ，原崎守弘，一色泰成：上顎第一小臼歯を抜去したⅡ級２類の一治験例，東京矯正歯会誌

9，43～46，1999．症例，⑴東京都

7.市村賢二 ，原崎守弘，田中弘顕 ，須田光昭 ，原崎郁子 ，佐々木マヤ ：歯内療法から補綴へ―細

菌進入の防止を考慮して―日臨歯内療会誌 20，32～39，1999．臨床，⑴医療法人社団生成会

8.柏木信子 ，成瀬魅和子 ，中川路健司 ，鈴木敏正 ，山口秀晴，一色泰成，野間弘康 ，内山健志 ，

齊藤 力 ，鶴木 隆 ，洲崎雅子 ，長谷部千花 ：外科的矯正治療例の習慣性姿勢位（posture）

と下顎側方変位との関連について，歯科学報 99，849～856，1999．原著，⑴神奈川県，⑵水病・矯正

科，⑶埼玉県，⑷千葉県，⑸口外Ⅰ，⑹口外Ⅱ，⑺東京都

9.長谷部利一：グルココルチコイドにより誘発される胸腺細胞アポトーシスにおけるプロテアソームの機

能，歯科学報 99，833～848，1999．原著

10.Sakamoto，T.，Ohtsuka，K. ，Harasaki，M.，Isshiki，Y.：An electromyogram study on man-

dibular movement in unilateral cleft lip and palate patients before and after orthodontic treat-

ment，Bull Tokyo Dent Coll 40，195～202，1999．原著，⑴東京都国立リハビリセンター

11.坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成：東京歯科大学千葉・水道橋病院における唇顎口蓋裂および顎変形症患

者数の15年間の動向，歯科学報 99，591～602，1999．臨床

12.荒川忠博，渡辺和也 ，末石研二 ，古賀正忠 ，谷田部賢一 ，一色泰成：固定式矯正装置（エッジ

ワイズブラケット）が軟組織側貌にあたえる影響について 99，301～303，1999．原著，⑴東京都，

⑵水病・矯正科

調 査 報 告

1.原崎守弘 共著：小児不正咬合の医療体系に関する研究報告書，1～114頁，医療経済研究機構，2000．
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そ の 他

1.一色泰成：歯科学報と歯科矯正学講座との関わり，歯科学報 100，54～55，2000．

2.山口秀晴：第2期治療の開始時期と矯正治療単独か外科的矯正かの判定，矯正臨床ジャーナル，12～41，

1999．

3.山口秀晴：小児期の上顎前突症の形態と口腔習癖について，矯正臨床ジャーナル，12～24，1999．

4.山口秀晴：長期咬合管理のガイドラインをめぐって，矯正臨床ジャーナル，12～39，2000．

学 会 抄 録

1.一色泰成，西井 康，小林 誠，坂本輝雄：我々の歯列セットアップシミュレーションモデルと頭蓋

CT及び顔表面の３次元画像統合，慶応医 77，50～51，2000．（第1回慶應義塾大学形成外科同門会学

術集会，東京）

2.山口秀晴：新たな歯科矯正学の臨床基礎実習，プログラムおよび資料集，63～65，1999．（平成11年度東

京歯科大学教育ワークショップ，千葉市）

3.野間弘康 ，高木多加志 ，内山健志 ，一色泰成，野嶋邦彦，高瀬保晶 ，腰原 好 ，佐藤 亨 ，

岸 正孝 ，黒柳錦也 ，青柳 裕 ，外木守雄 ，井出吉信 ：口腔・顎顔面の形態，機能異常の三

次元的評価ならびに回復，治療予測，歯科学報 100，152～154，2000．（平成10年度東京歯科大学口腔

外科顎研究センターワークショップ，千葉市）⑴口外Ⅰ，⑵口外Ⅱ，⑶保存Ⅲ，⑷補綴Ⅱ，⑸補綴Ⅲ，⑹歯

放，⑺市病・放科，⑻市病・オーラルメディシン，⑼解剖

4.茂木悦子：下顎頭変形と骨密度，ホルモンとの関連に関する研究，歯科学報 99，1034，1999．（第268

会東京歯科大学学会総会，千葉市）

5.樋口和彦 ，渡木澄子 ，末石研二 ，谷田部賢一 ，一色泰成：矯正治療前後における下顎頭の位置

変化と治療効果について―Reverse Curve of Speeが付与されたＮi-Ti Continuousワイヤーを用いて

―，歯科学報 99，1081，1999．（第268会東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴水病・矯正科

6.宮崎晴代 ，茂木悦子，斉藤千秋 ，原崎守弘，一色泰成，鈴木伸宏 ，関口 基 ，湯浅太郎 ：8020

達成者の口腔と全身の健康に関する研究 ―第二報 顎顔面形態とアンケート結果について，抄録

集，119，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正科，⑵千葉市歯科医師会

7.氏家真紀，茂木悦子，原崎守弘，宮崎晴代 ，野村真弓，根津麻里子，成宮幸枝，谷田部賢一 ，

一色泰成：反対咬合者の矯正治療後の10年以上の経過観察―治療後の咬合保全の検討，抄録集，227，

1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正科

8.山口大輔，野村真弓，茂木悦子，成宮幸枝，勝村さくら，宮崎晴代 ，加治初彦 ，渡辺和也 ，原崎守弘，

一色泰成：TMJ Scaleを用いたTMDを有する患者の心理的要因について，抄録集，153，1999．（第

58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正科，⑵東京都
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9.宮崎晴代 ，茂木悦子，斉藤千秋 ，原崎守弘，一色泰成，鈴木伸宏 ，関口 基 ，湯浅太郎 ：8020

達成者の口腔と全身の健康に関する研究 ―第一報 現在歯の状況と咬合について―，抄録集，119，

1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正科，⑵千葉県歯科医師会，⑶千葉市歯科医師会

10．谷田部賢一 ，柳 清仁 ，渡辺和也 ，喜田賢司 ，宮崎晴代 ，末石研二 ，一色泰成：チタンリテ

ーナー長期使用例の報告，抄録集，218，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正科，

⑵大阪府，⑶東京都

11.土屋喜子，田中千元，成瀬魅和子 ，篠原壽一 ，荒川知久 ，山口秀晴，一色泰成：異常な姿勢位で

生ずる顎顔面の側方圧の測定，抄録集，234，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）⑴水病・矯正

科，⑵千葉県

12.鳥養智子，坂本輝雄，野嶋邦彦，原崎守弘，一色泰成：歯牙刺激による体性感覚誘発電位（SEP）に

関する研究（第一報），上顎と下顎の切歯の電気刺激による比較，歯科学報 99，1046，1999．（第

268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

13.清本一成，末石研二 ，荒川幸雄 ，山口秀晴，一色泰成，井出吉信 ，橋本正次 ：咬合異常・顎顔

面型と頭蓋形態の関連についての研究，抄録集，89，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）

⑴水病・矯正科，⑵東京都，⑶解剖，⑷法歯

14.Nomura，M.，Motegi，E.，Miyazaki，H. ，Watanabe，K. ，Harasaki，M.，Isshiki，Y.：

Evaluation of orthodontic treatment results of lateral crossbite cases with facial asymmetry，on
 

site program，49，1999．（99th Annual session American Association of Orthodontists，San diego
 

carifornia,U.S.A）⑴水病・矯正科，⑵東京都

15.鈴木香織，茂木悦子，原崎守弘，一色泰成，矢島安朝 ，野間弘康 ：矯正治療を行った習慣性顎関節

前方脱臼例，抄録集，90，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴口外Ⅰ

16.金 仁 ，根岸史郎，一色泰成：コンピューター・グラフィックスを応用したClass-ⅡFinishの緊密な

咬合接触の検討，抄録集，211，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

17.林 正樹，根岸史郎，一色泰成：CTの三次元データ・セットを用いた任意断面の構築による顔面非対

称の解析，抄録集，177，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

18.鈴木 基，大塚和華，斎藤亮直，神保芳之，平久忠輝，鳥養智子，林 正樹，坂本輝雄，一色泰成：矯

正専門研修医の修了認定症例展示，抄録集，90～91，2000．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）

19.矢田亮子，上田起望子，茂木悦子，鳥養智子，野村真弓，原崎守弘，一色泰成：Lip sealと顔面型との

関連性について－Mewの調査方法を用いて－，抄録集，92，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，

千葉市）

20.大塚和華，長谷部利一，一色泰成，太田一正 ，木崎治俊 ：SYBR Green Iを用いたマウス オステ

オポンチンmRNAのRT-PCR法による定量，歯科学報 99，515，1999．（第267回東京歯科大学学会例

会，千葉市）⑴生化学

― ―162



21.末石研二 ，長谷部利一，谷田部賢一 ，一色泰成：鎖骨頭蓋異骨症の３症例について，抄録集，251，

1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴水病・矯正科

22.Katada，H.，Shinohara，T. ，Arakawa，T. ，Isshiki，Y.：Dynamic investigation of the rer-

ationship between functional malocclusion and jaw deformity using the finite element method，

’99Sino-Japanese conferencs on stmatology Abstracts，110，1999．（’99日中口腔医学大会1999，北

京，中国）⑴千葉県

23.奥本隆行 ，吉村陽子 ，金子 剛 ，中嶋英雄 ，坂本輝雄，一色泰成：Hemifacial  Microsomia
 

Murray Type Iに対するわれわれの治療方針とその術後経過について，日頭蓋顎顔面外会誌 16，

47～48，1999．（第17回日本頭蓋顎顔面外科学会，大阪市）⑴藤田保健衛生大・医・形成外科，⑵慶大・

医・形成外科

24.Suzuki，K.，Usui，K.，Kashiwagi，N.，Komatsu，K.，Suzaki，M.，Nagakubo，C.，Naruse，M.，

Nishino，M.，Yamaguchi，C.，Nojima，K.，Isshiki，Y.：Case report by post-graduate reten-

tion，On-site program，50，1999．（American Association of Orthodontists 99th Annual Session，San
 

Diego，USA）

25.Suzuki，K.，Usui，K.，Kashiwagi，N.，Komatsu，K.，Suzaki，M.，Nagakubo，C.，Naruse，M.，

Nishino，M.，Yamaguchi，C.，Nojima，K.，Isshiki，Y.：Case report by post-graduate course，

On-site program，50，1999．（American Association of Orthodontists 99th Annual Session，San
 

Diego，USA）

26.鈴木 基，大塚和華，斎藤亮直，神保芳之，平久忠輝，鳥養智子，林 正樹，坂本輝雄，一色泰成：卒

後研修課程第22期生による症例展示，歯科学報 99，1083，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千

葉市）

27.鈴木 基，大塚和華，斎藤亮直，神保芳之，平久忠輝，鳥養智子，林 正樹，坂本輝雄，一色泰成：卒

後研修課程第22期生による症例展示－リテンションケース－，歯科学報 99，1082，1999．（第268回

東京歯科大学学会総会，千葉市）

28.福井健之，村木一規，白石 圭，坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成：矯正治療における歯科用レーザーを

用いたペインコントロール その１－咬合力測定システム（デンタル・プレスケール，オクルーザ

ー）を用いた効果判定－，歯科学報 99，1080，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

29.鈴木 基，大塚和華，斎藤亮直，神保芳之，平久忠輝，鳥養智子，林 正樹，坂本輝雄，一色泰成：卒

後研修課程第22期生による症例展示－リテンションケース－，抄録集，257，1999．（第58回日本矯正

歯科学会，広島市）

30.鈴木 基，大塚和華，斎藤亮直，神保芳之，平久忠輝，鳥養智子，林 正樹，坂本輝雄，一色泰成：卒

後研修課程第22期生による症例展示，抄録集，257，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

31.柳 清仁 ，早川浩太郎，福井健之，末石研二 ，原崎守弘，一色泰成：顎における運動と形態につい

て，抄録集，91，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴大阪府，⑵水病・矯正科
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32.早川浩太郎，福井健之，坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成：Nd：YAGレーザーの矯正歯科臨床への応用

について，抄録集，227，2000．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

33.Harasaki，M.，Ono，K.，Sakamoto，T.，Isshiki，Y.：Fablication of metal-resin combination
 

type retainers for orthodontic treatment，Program and Abstracts，137，1999．（The 4th Asian
 

pacific cleft lip and palate conference，Fukuoka）

34. Sakamoto，T.，Yoshii，K.，Wachi，S.，Nishii，Y.，Harasaki，M.，Isshiki，Y.：Maxillary
 

protraction in cleft palate patients，Program and Abstracts，136，2000．（The 4th Asian pacific
 

cleft lip and palate conference，Fukuoka）

35.松村栄治，小野恭介，坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成：鋳造によるメタル－レジンのコンビネーション

リテーナーの製作と使用，東京矯正歯会誌 9，111，1999．（第58回東京矯正歯科学会，東京）

36.西井 康，吉井賢一郎，河村光輝，坂本輝雄，野嶋邦彦，原崎守弘，一色泰成：顎顔面と歯列の三次元

コンピュータ画像合成―３D歯列表面セットアップ画像との統合―，日口蓋裂会誌 24，235，1999．

（第23回日本口蓋裂学会総会学術集会，大阪市）

37.坂本輝雄，西井 康，野嶋邦彦，高根ユミ，一色泰成：顎顔面３D画像と歯列・顎顔面３D-CT画像と

の統合，抄録集，201，1999．（第42回日本形成外科学会，福岡市）

38.Motegi，E.，Ujiie，M.，Nishii，Y.，Miyazaki，H. ，Koga，M. ，Yatabe，K. ，Isshiki，Y.：

Cases treated 20years ago by postgraduate student of Tokyo Dental Collage，On site program，

49，1999．（99th Annual session American Association of Orthodontists，San diego,U.S.A）⑴水病・矯

正科

39.Motegi，E.，Ebihara，Y. ，Inoue，C. ，Nomura，M.，Isshiki，Y.：Histomorophmetric finding
 

of mandibular retrognathy with condylar deformity，On site program，2000．（American Equebar-

ation society of 2000ANNUAL MEETING，Cicago,USA）⑴千病・内科，⑵保存Ⅰ

40.Motegi，E.，Inoue，C. ，Ebihara，Y. ，Isshiki，Y.：Histomorphomeric and histiopathological
 

finding of mandibular retrognathy with condylar deformity，J Dent Res 79，1448，2000．（78th
 

General Session of the IADR，Washington,DC,USA）⑴保存Ⅰ，⑵千病・内科

41.山口大輔，野村真弓，茂木悦子，勝村さくら，成宮幸枝，加治初彦 ，渡辺和也 ，一色泰成：TMJ
 

Scaleを用いた当科における”TMD特別外来”受診者の心理的要因について，抄録集，134，2000．

（第13回日本顎関節学会総会・学術大会，福岡市)，⑴東京都

42.茂木悦子，野村真弓，勝村さくら，山口大輔，宮崎晴代 ，成宮幸枝，一色泰成：下顎頭変形を有する

不正咬合者の臨床調査，抄録集，108，2000．（第13回日本顎関節学会総会・学術大会，福岡市）⑴水病・

矯正科

43.宮崎晴代 ，茂木悦子，斉藤千秋 ，原崎守弘，一色泰成，鈴木伸宏 ，関口 基 ，湯浅太郎 ：8020

達成者の口腔と全身の健康について―千葉市長生き良い歯のコンクールから―，抄録集，51，1999．

（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴水病・矯正科，⑵千葉県歯科医師会
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44.茂木悦子，宮崎晴代 ，野村真弓，根岸史郎，原崎守弘，一色泰成，平井基之 ，田中久雄 ，松久保 隆 ：

8020達成者の歯列・咬合の観察―東京都文京区歯科医師会提供の資料より―，抄録集，50，1999．

（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴水病・矯正科，⑵東京都文京区歯科医師会，⑶衛生

45.河村光輝，山口秀晴，一色泰成，洲崎雅子 ，角田仁志 ，花井淳一郎 ，幾本英之 ，齊藤 力 ：下

顎大臼歯の遠心移動にインプラントを応用した一例，歯科学報 9，505，1999．（第267回東京歯科大

学学会例会，千葉市）⑴東京都，⑵埼玉県，⑶口外Ⅱ

46.土屋喜子，成瀬魅和子 ，田中千元，山口秀晴，一色泰成：顎顔面に加わる側方荷重の実験的研究その

２，日顎変形会誌 9，96，1999．（第9回日本顎変形症学会総会，東京）⑴水病・矯正科

47.田中千元，土屋喜子，荒川知久 ，篠原壽一 ，山口秀晴，一色泰成：顎顔面に加わる側方荷重の実験

的研究，日顎変形会誌 9，95，1999．（第9回日本顎変形症学会総会，東京)，⑴千葉県

48.末石研二 ，喜田賢司 ，山口秀晴，一色泰成：下顎前突症の術後矯正期間におけるＤental compensa-

tionについて，日顎変形会誌 9，139，1999．（第9回日本顎変形症学会総会，東京）⑴水病・矯正科

49.一色泰成：歯科矯正学における咬合診断，抄録集，26～27，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千

葉市）

50.鳥養智子，坂本輝雄，野嶋邦彦，原崎守弘，一色泰成：歯牙刺激による体性感覚誘発電位（SEP）に

関する研究（第一報），上顎と下顎の切歯の電気刺激による比較，歯科学報 99，1046，1999．（第

268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

51.松村栄治，吉井賢一郎，野嶋邦彦，西井 康，一色泰成，黒柳錦也 ：咽頭扁桃腺肥大を伴ったAngle
 

II級１類不正咬合患者における舌及び軟口蓋の運動解析，歯科学報 99，1068，1999．（第268回東京

歯科大学学会総会，千葉市）⑴歯放

52.小林 誠，西井 康，野嶋邦彦，一色泰成，山下勝弘 ，千代倉弘明 ：三次元顎顔面頭蓋画像の統合

モデルを使った顎運動表示システムの開発，抄録集，215，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

⑴慶大・医

53.西井 康，野嶋邦彦，高根ユミ，一色泰成：顎顔面と歯列の三次元コンピュータ画像合成－第3報外科

的矯正治療3Dシミュレーション―，抄録集，215，1999．（第58回日本矯正歯科学会，広島市）

54.喜田賢司 ，谷田部賢一 ，一色泰成：顎関節におけるDJD（Degenerative joint disease）を伴ったハ

イアングルⅡ級不正咬合の４治験例，第58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・妙録集，244，

1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島）⑴水病・矯正科

55.宮崎靖代 ，茂木悦子，斉藤千秋 ，原崎守弘，一色泰成，及川雅人 ，小倉 公 ，小太刀健二 ，

柴田康司 ，鈴木和男 ，高橋 修 ，高嶺朝彦 ，瀧本正行 ，宮崎敏彦 ，鈴木信宏 ，関口 基 ，

湯浅太郎 ：8020達成者の口腔と全身の健康について―千葉市長生き良い歯のコンクールから―，千

葉歯報別冊 第10回千葉県歯科医学大会 千葉県8020運動推進大会 講演・発表妙録集 千葉歯報，

21，2000，(第10回千葉県歯科医学大会 千葉県8020運動推進大会，千葉）⑴水病・矯正科，⑵千葉県
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56.阿部浩子 ，茂木悦子，宮崎靖代 ，野村真弓，原崎守弘，一色泰成，柴田孝典 ，高野伸夫 ：長期

観察を行った下顎頭変形を伴う下顎後退症外科矯正治療の１例，日顎誌 11，95，1999．(第11回日

本顎関節学会総会，東京）⑴東京，⑵水病・矯正科，⑶山形大・医・口外，⑷都立大塚病院・口外

57.宮崎泰代 ，茂木悦子，原崎守弘，一色泰成，鈴木伸宏 ，関口 基 ，湯浅太郎 ：Occlusion of
 

octogenarians with at least 20 teeth., J Dent Res 78，1129，1999．(Japanese Association for
 

Dental Research,46th annual meeting,Chiba）⑴水病・矯正科，⑵千葉県
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12.歯 科 放 射 線 学 講 座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 黒柳 錦也 デジタル口内法およびCTの画質改善と放射線防護（Ａ92-0610-1）

助 教 授 和光 衛 マイクロＣＴを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析（Ａ99-0610-1）

講 師 早川 吉彦 デジタル口内法Ｘ線撮影における濃度補償方法の比較（Ａ97-0610-3）

Perceptibility testを利用した歯科用ディジタル画像システムの微小信号検出

能の評価（A-97-0610-5）

山本 一普 Tuned-Aperture Computed Tomography（TACT ）の歯科応用に関する研

究（Ａ99-0610-2）

助 手 西川 慶一 リージョングローイング法を応用した骨領域抽出によるＸ線CT骨３次元画像

の改善（Ａ97-0610-6）

北川 博美 IPを用いた口内法ディジタル画像システムの画像評価

澁谷 仁志 口内法ディジタルＸ線画像診断システムに対するＫ殻吸収端フィルターの有効

性の検討（Ａ99-0610-3）

原田 卓哉 骨３次元CT再構成の前処理としてのボケマスク処理の有用性（Ａ97-0610-11）

山田 正幸 歯周疾患の診査における臨床所見と口内法Ｘ線写真所見との相関性について

(Ａ97-0610-9）

森 俊道 口内法ディジタルＸ線画像診断システムにおける各種画像処理技術の診断能改

善効果（Ａ99-0610-4）

専 攻 生 槇原 政博

原田 功一

2.成果の概要

1）Tuned-Aperture Computed Tomography（TACT ）の歯科応用に関する研究（Ａ99-0610-2）

Tuned-Aperture Computed Tomography(TACT ）は異なる方向の複数枚の画像から，コンピュータ

により３次元画像データを構築し，任意の断面の画像を得ることが出来るものである．これを臨床応用す

るにあたり，前回は臨床的に妥当な投影角度および撮影枚数を検討した．その結果投影角度は15°以上が

望ましく，撮影枚数はS/N比に依存しないという結果となった．これは単に対象とした被写体の大きさ

が大きすぎたためとも考えられるが，それよりも被写体の不透過性が強すぎたためと考えるのが妥当と思

われた．すなわちスライス画像のボケの影響よりも被写体のコントラストが勝っていたためと考えられ

た．そこで，さらに低コントラストの被写体を用いればS/N比を反映した結果が得られると考え追加実

験を行うことにした．その結果，数学的な仮説に基づく予想に反して，少ない撮影枚数（たとえ２枚で

も）によってノイズが増加してもTACTの画像精度に影響しなかった．これは，ノイズの画像精度にお

よぼす影響が予想よりはるかに小さいためではないかと考えられた．しかしながら，この一連の実験では

これを証明することは出来ない．しかし，少なくとも２～４枚の画像からTACT画像を構築しても精度

的には問題とならない像が得られると結論された．ただし，撮影枚数２枚の場合ノイズが多く，画像精度

に影響はないが観察に時間がかかるため実用的ではないと考えられた．また，本研究は球状の方向依存性

のない被写体を使って実験を行ったが，被写体の形状によっては撮影方向に依存することも考えられた．

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 88，100～105，1999．
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2)デジタル口内法Ｘ線撮影における濃度補償方法の比較（Ａ97-0610-3）

歯科用デジタルＸ線画像診断システムはセンサー等の改良によって高感度化が実現する状況である．し

たがって，従来のＸ線発生装置ではＸ線出力が高すぎて使いにくいと思われる．そこで，デジタルシステ

ムと歯科用Ｘ線発生装置の整合性に関するアンケート調査を行った．調査票を作成し，歯科放射線学及び

関連分野の研究者・臨床家が参加するメーリングリストにインターネットを介して発送した．また，世界

の研究者やデジタルシステムの製造会社等の開発・研究責任者に郵送した．19カ国71名から返信を受け取

った．約80％がacademic instituteに籍を置く者及び臨床家，15％が企業関係者であった．使用中のシス

テムは半導体センサー方式とイメージングプレート方式が半々で，システムとＸ線発生装置が整合してい

ないとする者は約３分の１であった．その場合短い照射時間を望む者が多かった．整合とする者も，半数

はデジタルシステムの濃度補償機能の働きを理由に挙げた．デジタルシステムには，小さいピクセル，広

いダイナミックレンジ，12ビットのデータ及び高感度化という要望があった．またＸ線発生装置には，短

い照射時間の細かい設定，直流方式の採用及び小さな実効焦点による高鮮鋭度化が多く選択された．また

56％の回答者がデジタルシステムからのフィードバックによるＸ線照射の制御を望ましいとした．

Dentomaxillofac Radiol 28，344～347，1999．

3）Perceptibility testを利用した歯科用ディジタル画像システムの微小信号検出能の評価（A97-0610-5）

微少信号検出能は，Ｘ線画像システムを視覚的に評価する方法として有効である．試料として微少な形

状欠損を信号として加えたAl製ブロック等を用いると再現性が高い結果が得られる．そこで口内法Ｘ線

画像診断システムCDRの評価にperceptibility curve (PC) testを応用した．test objectの大きさは縦28

㎜×横28㎜×厚さ10㎜である．直径1.5㎜，深さ0.05から0.5㎜までの10個の穴がランダムにある．Ｘ線発

生装置Coronis 20で，管電流一定とし，管電圧は60から90kVpまで，照射時間はダイナミックレンジを

カバーするように変化させた．CRT上で画像をランダムに観察者５名に提示した．観察者は検出可能な

欠損の数を判定した．検出可能な欠損のうちブロックの一様なピクセル値と欠損の部分のピクセル値が最

小なものを決めた．そして照射線量とピクセル値の直線関係からPCを作成した．横軸にバックグラウン

ド濃度を照射線量の対数値に変換した値，縦軸に検出可能な欠損像における最小コントラストを対数照射

線量に変換してその逆数をとった．検出可能な欠損の数は最適な照射線量の近傍で８から９個に達した．

縦軸にこの数をとると低管電圧で撮影した方がダイナミックレンジが広がったが，PCでは差はなかった．

PCでは，その曲線下の面積がすべての検出可能なコントラスト量であり，この値は管電圧の設定等の撮

影条件の影響を受けない．そのシステムの絶対的な評価を表し他のシステムとの比較も可能にする．

Bull Tokyo Dent Coll 41，9～14，2000．
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

和光 衛

黒柳 錦也

Comparison of diagnostic ability
 

between intraoral digital image
 
Univ.of Louisville  Louisville,

U.S.A.

Farman,

A.G.

早川 吉彦

黒柳 錦也

Software features of digital
 

imaging systems for intra oral
 

radiography

 

Karolinska Institutet

 

National  Taiwan
 

Univ.

Stockholm,

Sweden
 

Taipei,

Taiwan

 

Welander,U.

Chen,S.K.

早川 吉彦

黒柳 錦也

An electronic survey of opinions
 

concerning the compatibility of
 

current X-ray generators and
 

intra-oral X-ray systems having
 

digital readout

 

Karolinska Institutet

 

Univ.of Louisville

 

National  Taiwan
 

Univ.

Stockholm,

Sweden
 

Louisville,

U.S.A.

Taipei,

Taiwan

 

Welander,U.

Farman,A.G.

Chen,S.K.

早川 吉彦 単色放射光とＩＰによる歯牙と歯

周組織及び石灰化病変のミクロな

イメージング

高エネルギー加速器

研究機構・物質構造

科学研究所・放射光

研究施設

茨城県

つくば市

小林 克己

山本 一普

黒柳 錦也

Application of Tuned-aperture
 

computed tomography(TACT ）

in dentistry

 

Univ.of Louisville

 

Wake Forest Univ.

Louisville,

U.S.A.

Winston-

Salem,

U.S.A.

Farman,A.G.

Webber,R.L.

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

和光 衛 μCTを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析 科学研究費・基盤（Ｃ）

早川 吉彦 高次量子化ビット数を利用した口内法ディジタルＸ線診

断システムの濃度補償機能

科学研究費・基礎（Ｃ）

5.教育講演等教育に関する活動

講演者(著者) 年月日 演題（タイトル) 学会・研究会名(発行所) 開催地 備考

早川 吉彦 2000.１.22 一般臨床医の為のエックス線

画像診断システムについて

苫小牧歯科医師会 苫小牧市

早川 吉彦 2000.１.23 一般臨床医の為のエックス線

画像診断システムについて

北海道歯科医師会 札幌市
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論 文

1.Hayakawa, Y.，Kitagawa, H.，Wakoh, M.，Kuroyanagi, K.，Welander, U. ：Assessing the
 

image quality of a CCD-based digital intraoral radiography system:Application of perceptibility
 

curve test，Bull Tokyo Dent Coll 41，9～14，2000．原著，⑴Dept. of Oral Radiol.，School of
 

Dent.，Karolinska Iustitutet

2.Hayakawa,Y.，Kuroyanagi,K.，Chen,S.K. ，Farman,A.G. ，Welander,U. ：An electronic
 

survey of opinions on the compatibility of current X-ray generators with intra-oral digital X-ray
 

systems，Dentomaxillofac Radiol 28，344～347，1999．原著，⑴Div. of Oral Radiol.，School of
 

Dent.，National Taiwan Univ.⑵Div.of Radiol.and Imaging Sci.，Dept.of Diagn.and General Dent.，

School of Dent.，Univ.of Louisville.，⑶Dept.of Oral Radiol.，School of Dent.，Karolinska Iustitutet.

3.西川慶一，和光 衛，黒柳錦也：Suitability of the general-purpose graphic printer as an image
 

output device for digital dental X-ray images，Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
 

Endod 89，382～387，2000．原著

4.Nishikawa, K.，Mori, T.，Shibuya, H.，Hayakawa, Y.，Wakoh, M.，Kuroyanagi, K.：Dose
 

response of two storage-phosphor systems for intra-oral radiography，Oral Radiol 15，

125～133，1999．原著

5.Nishikawa,K.，Kousuge,Y.，Mori,T.，Kuroyanagi,K.：Dynamic range required for intra-oral
 

radiographic systems，Oral Radiol 15，111～116，1999．原著

6.Nishikawa,K.，Shibuya,H.，Wakoh,M.，Kuroyanagi,K.：Dependency of dose response of five
 

charge-coupled device-based digital intra-oral radiographic systems on tube voltage，Dentomax-

illofac Radiol 28，364～367，1999．原著

7.西川慶一，Farman A.G. ，和光 衛，光菅裕治，黒柳錦也：現像液疲労に伴うEKTASPEED Plus De-

ntal X-ray Filmの特性劣化について，歯科学報 99，745～752，1999．原著，⑴Div. of Radiol. and
 

Imaging Sci.，Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville

8.須賀賢一郎 ，原 宣道 ，齊藤 力 ，柴 秀行 ，朝波惣一郎 ，和光 衛：両側性に発現した下顎

小臼歯部過剰歯の2例，歯科学報 99，701～707，2000．症例，⑴口外Ⅱ，⑵慶大・医・歯口外

9.齊藤 力 ，中野洋子 ，重松司朗 ，西堀陽平 ，山本貴和子 ，坂 英樹 ，井出吉信 ，山本一普，

和光 衛，黒柳錦也，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎児屍体の観察 １．口唇裂・口蓋裂胎児のCT

ならびにMRIによる観察，歯科学報 99，469～480，1999．原著，⑴口外Ⅱ，⑵解剖，⑶市病・放科

10.齊藤 力 ，中野洋子 ，重松司朗 ，花井淳一郎 ，西堀陽平 ，本橋佳子 ，坂 英樹 ，井出吉信 ，

山本一普，和光 衛，黒柳錦也，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎児屍体の観察 2.Holoprosence-

phaly（DeMyer Ⅰ，Ⅱ型）胎児のCTならびにMRIによる観察，歯科学報 99，481～489，1999．原

著，⑴口外Ⅱ，⑵解剖，⑶市病・放科
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11.和光 衛：ディジタル口内法Ｘ線画像診断システムにおける画像描出能の検討，歯科学報 99，

363～375，1999．総説

12.Kitagawa,H.，Wakoh,M.，Kuroyanagi,K.：Image contrast range for detection of enamel defects
 

using a digital dental imaging system，Oral Radiol 15，95～104，1999．原著

13.Yamamoto,K.，Farman,A.G. ，Webber, R. L. ，Horton, R.A. ，Kuroyanagi,K.：Effect of
 

number of projections on accuracy of depth discrimination using tuned-aperture computed
 

tomography for 3-dimensional dentoalveolar imaging of low-contrast details，Oral Surg Oral
 

Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 88，100～105，1999．原著，⑴Div. of Radiol. and Imaging
 

Sci.，Dept. of Diagn. and General Dent.，School of Dent.，Univ. of Louisville，⑵Dept. of Dent. and
 

Radiol.，School of Med.，Wake Forest Univ.⑶Verity Software Inc., A99-0610-2

14.柴原孝彦 ，野間弘康 ，山根源之 ，上野博康，黒柳錦也，橋本貞充 ：顎関節部におけるガングリ

オンの１例，日口外会誌，39，923～925，1993，原著，⑴口外Ⅰ，⑵病理

15.杉山利子 ，龍崎直仁 ，青木 聡 ，山梨清三郎 ，高瀬保晶 ，平井義人 ，高橋一祐 ，石川達也 ，

黒柳錦也：歯科材料に配合する造影成分のＸ線不透過性について，日歯保存誌，38，1243～1247，

1995，原著，⑴保存Ⅲ，⑵日本電気㈱健康管理センター

解 説

1.和光 衛，西川慶一，黒柳錦也：CCDセンサーを用いた歯科用ディジタルＸ線画像診断システム，映

像情報Med 32，226～229，2000．

2.和光 衛，黒柳錦也：臨床現場の悩みと疑問120のQ and A  X線撮影を拒否されたが……，日歯評論

（別冊1999)，184～185，1999．

単 行 図 書

1.早川吉彦，太田淑子 著分担 末次恒次，松本直之監修：先端医療シリーズ・歯科医学１ 歯科イン

プラント デジタルＸ線画像診断システムCDR427～430頁，寺田国際事務所／先端医療技術研究所，

東京，2000．⑴千葉県

2.Kuroyanagi,K.，Hayakawa,Y.，Fujimori,H.，Sugiyama,T. 著分担 Meskin,L.H.編集：The
 

year book of dentistry，Distribution of scattered radiation during intraoral radiography with the
 

patient in supine position 406～409頁，Mosby-Year Book,Inc.，St.Louis,MO,USA，1999．

プロシーディングス

1.Yamamoto,K.，Nishikawa,K.，Kobayashi,N.，Kuroyanagi,K.，Farman A.G. ：Image quality
 

of tuned-aperture computed tomography（TACT ） with linear horizontal,linear vertical and
 

conical beam projections，Oral and Maxillofacial Radiology Today :Proceedings of the 12th
 

International Congress of Dentomaxillofacial Radiology ICS 1199，158～160，1999，（12th Inter-

national Congress of DentoMaxilloFacial Radiology，Osaka,Japan）⑴Div.of Radiol.and Imaging Sci.，

Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent，Univ.of Louisville
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2.Hayakawa, Y.，Mori, T.，Kousuge, Y.，Yamamoto, K.，Kuroyanagi, K.：Evaluation of the
 

DIMAX digital panoramic radiography system，Oral and Maxillofacial Radiology Today :

Proceedings of the 12th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology ICS 1199，

98～102，2000，（12th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology，Osaka）

3.Hayakawa,Y.，Kousuge,Y.，Kuroyanagi,K.：Algorithm of pre-processing for displaying digit-

ized images with computed radiography systems for dental office and the FCR，Jpn J Med Phys

19，141～142，1999，（Second Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics 1999 in connection with

78th Meeting of Japanese Association of Radiological Physics, 17th Meeting of Japanese Association of
 

Medical Physics, 19th Meeting of Korean Society of Medical Physics,Chiba）

そ の 他

1.早川吉彦，澁谷仁志，森 俊道：高次量子化ビット数を利用した口内法ディジタルＸ線診断システムの

濃度補償機能，平成９年度～11年度科学研究費補助金基盤研究（C）(2）研究成果報告書，2000．

2.早川吉彦，澁谷仁志，森 俊道：高次量子化ビット数を利用した口内法ディジタルＸ線診断システムの

濃度補償機能，平成11年度科学研究費補助金実績報告書，2000．

3.早川吉彦，澁谷仁志，森 俊道，黒柳錦也：高次量子化ビット数を利用したデジタルＸ線診断システム

の濃度補償機能，インナービジョン 14，39，1999．

4.西川慶一：大学・総合病院放射線科における歯科用デジタルＸ線画像診断装置の有効利用法，インナー

ビジョン 14，45，1999．科研費研究課題の成果

5.早川吉彦，澁谷仁志，森 俊道：高次量子化ビット数を利用した口内法ディジタルＸ線診断システムの

濃度補償機能，文部省科学研究費基礎研究（C）(2）平成9～11年度研究実績報告書，2000．

6.和光 衛，北川博美，原田卓哉，山本一普：μCTを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析，文部省

科学研究費基盤研究（C）平成11年度研究実績報告書，2000．

7.和光 衛，澁谷仁志，小林紀雄，黒柳錦也，齊藤 力 ，井出吉信 ：エックス線CT画像を読む 4.

頭頚部における組織𨻶の描出とその限界，歯科学報 99，289～291，1999．⑴口外Ⅱ，⑵解剖

8.和光 衛，澁谷仁志，小林紀雄，黒柳錦也：エックス線CT画像を読む 5.上顎洞の形態診断，歯科学

報 99，377～379，1999．

9.和光 衛，原田卓哉，澁谷仁志，末広淳史，黒柳錦也：エックス線CT画像を読む 6.耳下腺腫瘍のCT

所見，歯科学報 99，449～451，1999．

10.藤森久雄：歯科口内撮影の体系化，全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会会誌

18，50～52，1999．委員会報告

11.藤森久雄：歯科口内法撮影の体系化，全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会会誌

19，57～59，2000．委員会報告
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12.藤森久雄：放射線技師の知的生活のために－論文と親しくなろう－，日放技師会誌 47，451～456，

2000．

13.下野正基 ，小野瀬英雄 ，菊池 豊 ，大山萬夫 ，黒柳錦也：第19回日本歯科医学会総会・第22回

アジア太平洋歯科大会の見どころ，聞きどころ，日歯医師会誌 52，1511～1525，2000．⑴病理，⑵

日大・歯・保存，⑶東京都

14.山本一普：Tuned-Aperture Computed Tomography（TACT ） の画像精度に影響する因子につい

て－University of Louisvilleにおける研究報告－，歯科学報 99，283～288，1999．

学 会 抄 録

1.Kitagawa,H.，Farman,A.G. ，Kelly,M.S. ，Kuroyanagi,K.：Effect of beam energy and filtra-

tion on the signal-to-noise ratio achieved with the Dexis intra-oral charge-coupled device x-ray
 

system，J Dent Res 79，376，1999．（77th General Session of the International Association for
 

Dental Research，Vancouver,Canada）⑴Div.of Radiol.and Imaging Sci.，Dept.of Diagn.and General
 

Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville，⑵Radiation Safety Office，Health Science Center，Univ.of
 

Louisville

2.Limrachtmorn,S. ，Farman,A.G. ，Morant,R. ，Kitagawa,H.，Eleazer,P.D. ，Edge,M.J.：

Linear versus conical beam array geometry for assessment of mandibular implant placement
 

using tuned aperture computed tomography（TACT ），J Dent Res 79，214，1999．（77th
 

General Session of the International Association for Dental Research，Vancouver, Canada）⑴Div. of
 

Radiol.and Imaging Sci.，Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville，⑵

Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville

3.Hayakawa,Y.，Kousuge,Y.，Kuroyanagi,K.：Algorithm of pre-processing for displaying digit-

ized images with computed radiography systems for dental office and the FCR，Jpn J Med Phys

19，141～142，1999．（Second Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics 1999 in connection with

78th Meeting of Japanese Association of Radiological Physics, 17th Meeting of Japanese Association of
 

Medical Physics, 19th Meeting of Korean Society of Medical Physics，Chiba）

4.Kitagawa,H.，Farman,A.G. ，Scheetz,J.P. ，Brown,W.P. ，Kuroyanagi,K.：Comparison of
 

three defferent solid state intra-oral radiographic imaging system，Program of 50th annual
 

session of American Academy of Oral and Maxillfacial Radiology，34，1999．（50th annual session
 

of American Academy of Oral and Maxillfacial Radiology，Chicago,USA）⑴Div.of Radiol.and Imag-

ing Sci.，Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville.，⑵Practice of Endond.

5.Hayakawa, Y.，Yamamoto, K.，Wakoh, M.，Fujimori, H.，Kuroyanagi, K.：Improvement in
 

digital readout methods applied for intraoral radiography:C-MOS-based sensor and storage
 

phosphor imaging plate，Radiol 213Supplement，500，1999．（85th Scientific Assembly and
 

Annual Meeting of the Radiological Society of North America （RSNA99），Chicago,USA）
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6.Hayakawa,Y.，Mori,T.，Shibuya,H.，Kobayashi,N.，Kousuge,Y.，Kuroyanagi,K.：Rotational
 

panoramic radiography with digital readout: CCD-based sensor coupled with scintillator vs
 

photostimulable phosphor imaging plate，Radiol 213Supplement，500，1999．（85th Scientific
 

Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America （RSNA99)，Chicago,

USA）

7.早川吉彦，森 俊道，澁谷仁志，小林紀雄，光菅裕治，黒柳錦也：各種デジタルパノラマＸ線画像診断

システムにおける画像処理アルゴリズムの比較，歯放線 39，119，1999．（第40回日本歯科放射線学

会総会，横須賀市）

8.Hayakawa,Y.，Kuroyanagi,K.，Chen,S.K. ，Farman,A.G. ，Welander,U. ：Intraoral imag-

ing system and compatibility of existing dental X-ray generators，Program and Abstracts of XII
 

International Congress of Dentomaxillofacial Radiology，119～119，1999．（12th International
 

Congress of DentoMaxilloFacial Radiology，Osaka）⑴Div.of Oral Radiol.，School of Dent.，National
 

Taiwan Univ，⑵Div.of Radiol.and Imaging Sci.，Dept.of Diagn.and General Dent.，School of Dent.，

Univ.of Louisville，⑶Dept.of Oral Radiol.，School of Dent.，Karolinska Institutet

9.Hayakawa, Y.，Mori, T.，Kousuge, Y.，Yamamoto, K.，Kuroyanagi, K.：Evaluation of the
 

DIMAX digital panoramic radiography system，Program and Abstracts of XII International
 

Congress of Dentomaxillofacial Radiology，74，1999．（12th International Congress of DentoMaxil-

loFacial Radiology，Osaka）

10.早川吉彦，黒柳錦也：単色化シンクロトロン放射光とイメージングプレートによるdentoalveolar
 

imaging，歯放線 39，168～169，1999．（第182回日本歯科放射線学会関東地方会，第19回北日本地方会

合同地方会，東京）

11.早川吉彦，黒柳錦也，太田淑子 ，太田安昭 ：新しい口腔内挿入用センサーC-MOS型の特性と臨床応

用，日医放線会誌 Supplement 60，46，1999．（第77回日本医学放射線物理学会大会，東京）⑴千葉

県，⑵東京都

12.早川吉彦，光菅裕治，黒柳錦也：Computed RadiographyシステムDenOptix における画像処理機能

のFCRとの比較による評価，日医放線会誌 59，349～350，1999．（第76回日本医学放射線物理学会大

会・第16回日本医学物理学会大会合同学術大会，茨城県阿見町）

13.西川慶一，大黒俊樹 ，黒柳錦也：DenOptix のパノラマ撮影用ＩＰに対する光減衰低減の試み，歯

放線 39，43，1999．（第40回日本歯科放射線学会総会，横須賀市）⑴デンツプライ・ジャパン

14.Nishikawa, K.，Kousuge, Y.，Mori, T.，Kuroyanagi, K.：Exposure dynamic range required in
 

intra-oral radiographic systems，Program and Abstracts of XII International Congress of
 

Dentomaxillofacial Radiology，172，1999．（12th International Congress of DentoMaxilloFacial
 

Radiology，Osaka）
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15.Nishikawa,K.，Oguro,T. ，Kuroyanagi,K.：Comparisons of physical imaging properties among
 

three kinds of imaging plates used in photostimulable phosphor systems for dental radiography，

Program and Abstracts of XII International Congress of Dentomaxillofacial Radiology，170，

1999．（12th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology，Osaka）⑴デンツプライ・ジャパン

16.Nishikawa,K.，Wakoh,M.，Kuroyanagi,K.：Can brightness and contrast adjustments by post-

processing technique compensate diagnostic accuracy of digital intra-oral radiographs?，Pro-

gram and Abstracts of XII International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology，118，

1999．（12th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology，Osaka）

17.和光 衛，山田正幸，森 俊道，山本一普，澁谷仁志，小林紀雄，黒柳錦也：悪性腫瘍の術後経過観察

を目的とした造影CT検査－とくに造影手技と造影効果との関係－，歯科学報 99，1047，1999．（第

268回東京歯科大学学会総会，千葉市）

18.Wakoh, M.，Kobayashi, N.，Nishikawa, K.，Kuroyanagi, K.：Sensitometric properties of Agfa
 

Ortho2000,Agfa Dentus ST8G and Kodak Ektavision panoramic films，Program of 50th annual
 

session of American Academy of Oral and Maxillfacial Radiology，36，1999．（50th annual session
 

of American Academy of Oral and Maxillfacial Radiology，Chicago,USA）

19.和光 衛，山田正幸，山本一普，澁谷仁志，森 俊道，黒柳錦也：コンベンショナルＣＴ使用時の造影

手技と造影能について，第33回日本口腔科学会関東地方部会プログラム・抄録集，10，1999．（第33

回日本口腔科学会関東地方部会，甲府市）

20.山田正幸，和光 衛，山本一普，澁谷仁志，森 俊道，黒柳錦也：耳下腺腫瘍の造影ＣＴ所見－とくに

多形性腺腫とWarthin腫瘍について－，第33回日本口腔科学会関東地方部会プログラム・抄録集，

10，1999．（第33回日本口腔科学会関東地方部会，甲府市）

21.澁谷仁志，和光 衛，山本一普，原田卓哉，山田正幸，森 俊道，黒柳錦也：パワードップラー法を用

いた超音波診断の頭頸部疾患への応用，歯科学報 99，497，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，

千葉市）

22.原田功一，西川慶一，黒柳錦也：ディジタル回転パノラマＸ線画像診断システムの臨床的有用性，歯放

線 39，243～244，2000．（日本歯科放射線学会第183回関東地方会，東京）

23.松村栄治 ，吉井賢一郎 ，野嶋邦彦 ，西井康 ，一色泰成 ，黒柳錦也：咽頭扁桃腺肥大を伴った

Angle II級1類不正咬合患者における舌および軟口蓋の運動解析，歯科学報 99，104，1999．（第268

回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴矯正

24.黒柳錦也，山本一普，西川慶一，小林紀雄，澁谷仁志，早川吉彦，和光 衛，野間弘康 ，井上 孝 ：

Calcifying odontogenic cyst associated with odontomaのＸ線像と本疾患についての文献的考察，

歯放線 39，186～187，1999．（日本歯科放射線学会第４回画像診断臨床大会，福岡市）⑴口外Ⅰ，⑵病理
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25.Yamamoto,K.，Nishikawa,K.，Kobayashi,N.，Hayakawa,Y.，Kuroyanagi,K.，Farman,A.G

：Evaluation of image quality of Tuned-Aperture Computed Tomography（TACT） with lin-

ear horizontal, linear vertical and conial beam projections，Radiol 213Supplement，504，

1999．（85th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America

（RSNA），Chicago, Illinois, USA），⑴Div. of Radiol. and Imaging Sci.，Dept. of Diagn. and General
 

Dent.，School of Dent.，Univ.of Louisville

26.Yamamoto,K.，Nishikawa,K.，Kobayashi,N.，Kuroyanagi,K.，Farman,A.G. ：Image quality
 

of Tuned-Aperture Computed Tomography（TACT）with linear horizontal,linear vertical and
 

conial beam projections，Program and Abstracts of XII International Congress of Dento-

Maxillo-Facial Radiology，178，1999．（12th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiol-

ogy，Osaka）⑴Div.of Radiol.and Imaging Sci.，Dept.of Diagn，and General Dent.，School of Dent.，

Univ.of Louisville

27.山本一普，和光 衛，黒柳錦也，Farman A.G. ：Tuned-Aperture Computed Tomographyの原理と

その有用性，第33回日本口腔科学会関東地方部会プログラム・抄録集，10，1999．（第33回日本口腔科

学会関東地方部会，甲府市）⑴ルイビル大・歯

28.山本一普，黒柳錦也，西川慶一，小林紀雄，澁谷仁志，早川吉彦，和光 衛，野間弘康 ，井上 孝 ：

歯牙腫を伴ったCalcifying odontogenic cystのＸ線診断学的検討，歯科学報 99，496，1999．（第267

回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴口外Ⅰ，⑵病理
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13.内 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 海老原洋子 口腔内からみたHelicobacter pylori感染の検討

顎関節症および歯科処置の及ぼす自律神経機能への影響

2.成果の概要

1）口腔からみたHelicobacter pylori感染の検討

Helicobacter pyloriはグラム陰性の徴好気性の桿菌で胃炎や消化性潰瘍のみならず動脈硬化，心疾患の

原因とされる今世紀最大の内科トピックスである．本菌の感染経路は口腔感染によると考えられており，

口腔内におけるHelicobacter pyloriの研究は本学にとり重要な課題である．これまでPT-PCR法にて胃

粘膜陽性例では消化性潰瘍の22％，口腔癌の52.4％に口腔内にHelicobacter pyloriは検出されたが，こ

れらは口腔内常在菌の拮抗作用により口腔内に常在しにくいことを明らかにした．さらに，唾液中の抗

Helicobacter  pylori抗体は口腔内のHelicobacter  pyloriの存在の有無では変化せず，唾液中IgG型

Helicobacter pylori抗体のみ胃粘膜Helicobacter pylori陽性例で増加した．これより今後唾液の測定によ

りHelicobacter pylori感染の診断しうる可能性が示された．

日歯評論 665，139～148，1998．

Bull Tokyo Dent Coll39,165～174,1998.

2）顎関節症および歯科処置の及ぼす自律神経機能への影響

顎関節症は多彩な自律神経症状を呈することが知られているが，心拍数と血圧の解析ソフトを用いて自

律神経機能を交感神経と副交感神経にわけて測定し，顎関節症では昼夜の血圧較差および心拍変動から夜

間の副交感神経の抑制状態にあることが認められた．

また，歯科処置中の変化をみると，局所麻酔施行時に血圧および交感神経は亢進し，血圧は帰宅後，局

所麻酔の効果消失時に最大となる所見を得た．血圧および自律神経機能の継続的測定は歯科治療の偶発症

防止に有用と考えている．

3.科学研究費補助金・各種補助金

研究代表者 研究課題 研究費

海老原洋子 口腔内腫瘍の発生とHelicobacter pylori感染およびそ

の免疫応答

科学研究費・基盤（Ｃ）

海老原洋子 Helicobacter pyloriの生態と粘膜疾患の相互関係の解析 口腔科学研究センター
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論 文

1.Okuda,K. ，Ishihara,K. ，Miura,T. ，Katakura,A. ，Noma,H. ，Ebihara,Y.：Helicobacter
 

pylori may have only a transient presence in the oral cavity and on the surface of oral cancer，

Microbiol Immunol 44，385～388，2000．原著，⑴微生物，⑵口外Ⅰ

学 会 抄 録

1.石原和幸 ，海老原洋子，西田次郎 ，久松理一 ，水野嘉夫 ，三浦 直 ，奥田克爾 ：口腔からみ

たHelicobacter pyloriの局所免疫応答，第８回千葉Helicobacter pylori研究会記録集，10，1999．（第

８回千葉Helicobacter pylori研究会，千葉市）⑴微生物，⑵市病・内科

2.海老原洋子，石原和幸 ，三浦 直 ，西田次郎 ，久松理一 ，水野嘉夫 ，奥田克爾 ，石井裕正 ：

唾液Helicobacter pylori抗体測定によるH. pylori感染の評価，日消誌 96，439，1999．（第85回日本

消化器病学会総会，広島市）⑴微生物，⑵市病・内科，⑶慶大・医・内科

3.Motegi,E. ，Ebihara,Y.，Inoue,C. ，Nomura,M. ，Isshiki,Y. ：Histomorphometric finding
 

of mandibular retrognathy with condylar deformity，On site program 2000．（American Equebar-

ation society of 2000Annual Meeting，Chicago,USA）⑴矯正，⑵保存Ⅰ

4.Motegi, E. ，Inoue, C. ，Ebihara, Y.，Isshiki, Y. ：Histomorphomeric and histiopathological
 

finding of mandibular retrognathy with condylar deformity，J Dent Res 79，1448，2000．（78th
 

General Session of the IADR，Washington DC,USA）⑴矯正，⑵保存Ⅰ
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