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1.保 存 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 槙石 武美 炭酸ガスレーザー装置（Panalas 10）による硬組織治療の臨床的観察

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

野呂 明夫 新規口腔リハビリ器具による表情筋機能療法の基礎と臨床

森山 貴史 口臭

助 手 渡部 光弘 歯髄－材(剤)品の接触界面に関する微細構造学的検討

高橋 潤一 歯磨剤の歯周疾患予防効果に関する臨床的検討

2.成果の概要

1）歯磨剤の歯周疾患予防効果に関する臨床的検討

抗炎症剤などを歯磨剤に添加することにより，歯肉炎の改善や歯周炎の予防効果が高くなることが報告

されている．我々は，オウバクエキス，トラネキサム酸ならびにβ-グリチルレチン酸を配合する歯磨剤

使用による歯肉縁の改善とその維持について臨床的検討を行っている．試験は二重盲検法で行い，

Plaque Index，Gingival Index，Bleeding on probing，GCFの測定を行った．その結果，全患者におい

て臨床症状は改善し，とくにBleeding on probingの比率では試験群と対照群に有意差が認められた．

2）新規口腔リハビリ器具による表情筋機能療法の基礎と臨床

高齢化社会を迎えるにあたり誰もが不安に感じていることは，高齢期に如何にして「豊かな人生」を過

ごすかということである．高齢になっても病気をせずに各自の健康が変わらず維持されていれば最良であ

る．しかし，不幸にして脳血管障害（脳出血・脳梗塞）などによる後遺症で，寝たきりになったり車椅子

の生活を余儀無くされたり，手足や食事・会話が不自由となってしまった時は，できるだけ早く適切なリ

ハビリを行いもとの運動能力を取り戻し社会復帰することが望ましい．そのためには，早期の医療設備機

器の開発ならびに社会福祉行政の確立が必要と考える．

わが国では高齢者人口の増加と共に，痴呆症と脳血管障害等の後遺症による寝たきり老人が増加してい

る．脳血管障害等の後遺症の中で，四肢の運動機能障害に関する研究と比較して，顔面の機能回復をも含

めた摂食・嚥下・構音・発音等の口腔運動機能障害に関する研究は遅れている．高齢者の中には，加齢に

伴い口腔機能が著しく低下し残存永久歯の減少と共に咀嚼力の低下ならびに脳血管障害等による後遺症の

ため摂食・嚥下・構音・発音障害や老人性痴呆症を併発する人も多い．このように中高齢者の疾病の多く

は，老化に伴う脳血流の低下に起因する脳細胞の萎縮・変性による老人性痴呆ならびに血行障害による各

種臓器・器官の機能低下，そして肥満や運動不足などによる高血圧症や脳血管障害・心疾患・糖尿病など

の生活習慣病（成人病）である．これらは毎日の食生活や生活習慣を改善すれば，ある程度予防できる疾

病である．最近，生活習慣病と深く関係しているとして注目されている「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」

（OSAS）は，睡眠時に一時的に呼吸が止まり，不整脈・高血圧症・脳血管障害（脳出血・脳梗塞）・心疾

患（心筋梗塞・狭心症）を引き起こし，機能障害から死に至るまでの疾病の最大の要因とも報告されてい

る．大きな「いびき」をかく人の約半数以上が，この疾病予備群としての「閉塞性睡眠時無呼吸」を引き

起こしていると言われている．

今回開発された口腔リハビリ器具『パタカラ○R』は，表情筋（特に口輪筋・頰筋）に負荷を与える口腔

筋機能訓練用の器具である．口をつぐむ動作により，オトガイ舌筋とオトガイ舌骨筋の収縮を促し舌が反
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射的に前方に誘導され食物の送り込み機能の改善や睡眠時に舌全体を前上方へ引き上げ舌根の沈下を防

ぎ，上気道を確保し「いびき」の改善を期待するものである．すなわち，表情筋ならびに閉口筋群（下顎

挙上筋／内側翼突筋・側頭筋・咬筋）や開口筋群（下顎下制筋／顎舌骨筋・顎二腹筋・外側翼突筋）に働

きかけ，脳血流の増大を図りながら舌運動機能障害・摂食嚥下障害・構音発音障害の改善を目的として考

案された口腔リハビリ器具である．また，同器具による表情筋機能療法の成果として，顔面神経を介して

の大脳皮質前縁への刺激が右側前頭葉の脳血流を増加させる可能性が大きいことから「痴呆症」への効能

が期待される．また，口唇を閉じる筋力が回復すると睡眠時に上顎前歯部口蓋に舌尖が触れ続ける状態を

維持することから，口呼吸を鼻呼吸に戻すために口腔内の乾燥化が防止され唾液の生理作用が充分に発揮

され，口腔乾燥症・舌痛症・口内炎・歯肉炎・歯周炎・扁桃腺炎・口臭・アトピー症状などを改善させる

可能性がある．そして，閉口筋群と開口筋群とのバランスが取れれば，歯牙および義歯による咀嚼機能の

改善ならびに顔面神経麻痺・左右表情筋のアンバランス・顔のゆがみ／よだれの改善も期待できる．

我々は，この口腔リハビリ器具『パタカラ○R』が有する各種諸症状（ 1.「舌運動機能障害」2.「摂食・

嚥下障害」3.「構音・発音障害」.「痴呆症」5.「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」6.「いびき」7.「口呼吸」

8.「アトピー」9.「口腔乾燥症・舌痛症・口内炎・歯肉炎・歯周炎・扁桃腺炎」10.「咀嚼機能障害」11.

「口臭・口唇閉鎖不全」12.「顔面神経麻痺・左右表情筋のアンバランス・顔のゆがみ／よだれ」等）への

改善能力に対して，その有効性を検討するために関連病院の患者に本リハビリ器具の装着・使用を依頼

し，その成果を報告したいと考える．
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論 文

1.野呂明夫，大隅 彰 ：デイケア施設の歯科診療所における口腔ケアと口腔リハビリテーション（前

編），口腔リハビリ器具の開発とその効能（後編）難病と在宅ケア 16，3，4 38～41，2000．原著，

⑴東京医大

2.西本幸仁 ，野呂明夫，亀山敦史 ，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 ：ボニーベトルテ応用による開口度・前屈度に対する評価，日

歯東洋医会誌 19，44～54，2000．原著，⑴水病・総合歯科，⑵保存Ⅲ，⑶漢方健康センター，⑷東京

都，⑸福岡歯科東洋医学研究所

3.野呂明夫，高橋潤一，秋広良昭 ，西本幸仁 ，槇石武美，平井義人 ：新規口腔リハビリ器具による

表情筋（口輪筋・頰筋）機能療法の基礎と臨床（第１報）パタカラのストレッチ効果と高齢者への応

用，日歯保存誌 43，425～441，2000．原著，⑴水病・歯科学，⑵水病・総合歯科，⑶保存Ⅲ

4.野呂明夫，高内誠宏 ，二宮美代子 ：デイケアにおける口腔ケアの実践，全国老人ケア研究会誌

12，30～40，2000．原著，⑴青葉クリニック

5.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 ，谷口 誠 ，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 99，1102～1112，1999．原著，⑴水病・口外，⑵水

病・補綴科，⑶水病・麻酔科，⑷水病・総合歯科，⑸歯麻，⑹東京都

6.藤井利彦 ，吉田 隆，淺井康宏 ：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，⑴保存Ⅰ

7.関山佳子 ，小島将司 ，竹下義仁 ，福岡博史 ，小山悠子 ，福岡 明 ，富沢 勇 ，亀山敦史 ，

野呂明夫，槇石武美：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福岡歯科東洋医学研究

所，⑵ACTY21，⑶保存Ⅲ

8.亀山敦史 ，野呂明夫，槇石武美，富沢 勇 ，平井義人 ，福岡 明 ，関山佳子 ，福岡博史 ，

小山悠子 ：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関する評価，日歯東洋医会誌 18，127～138，1999．原著，⑴保存Ⅲ，⑵

ACTY21，⑶福岡歯科東洋医学研究所

解 説

1.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，デンタ

ルインプラントロジー 6，837～848，1999．⑴保存Ⅱ

2.森山貴史，山田 了 ：歯科治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保存Ⅱ
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そ の 他

1.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 ，Kuramitsu H.K. ：歯周病原性菌の病原性メカニズムと生体防御（研究課題番号981

A02），東京歯科大学口腔科学研究センター研究実績中間報告（平成８年度～10年度），35～74，

1999．⑴微生物，⑵保存Ⅱ，⑶生化学，⑷SUNY

2.森山貴史：歯周病の新しい治療法，婦人之友 93，154～157，1999．

学 会 抄 録

1.亀山敦史 ，野呂明夫，槇石武美，平井義人 ，富沢 勇 ，関山佳子 ，小島将司 ，福岡博史 ，

小山悠子 ，福岡 明 ：磁気波動共鳴装置による歯科材料の波動計測 第１報オペレーターの熟練

度による差異，日歯東洋医会誌 18，76，1999．（第16回日本歯科東洋医学会総会学術大会，東京）⑴保

存Ⅲ，⑵ACTY21，⑶福岡歯科東洋医学研究所

2.関山佳子 ，亀山敦史 ，野呂明夫，槇石武美，平井義人 ，富沢 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による歯科材料の波動計測 第２報個人

介在による評価の差異，日歯東洋医会誌 18，77，2000．（第16回日本歯科東洋医学会総会学術大会，東

京）⑴福岡歯科東洋医学研究所，⑵保存Ⅲ，⑶ACTY21

3.Mutou,Y. ，Takizawa,M. ，Ryuzaki,N. ，Muta,T. ，Sugiyama,T. ，Noro,A.，Makiishi,T.，

Hirai,Y. ：Antibacterial effect and pulp response of MDPB added tentative primers，Japanese
 

Associatin for Dental Research 47th annual meeting program and abstracts of papers，169，

1999．（Japanese Associatin for Dental Research 47th Annual Meeting，神戸市）⑴保存Ⅲ

4.春山親弘 ，瀧澤雅一 ，天谷哲也 ，亀山敦史 ，西山令生 ，槇石武美，平井義人 ：Er:YAGレー

ザー窩洞と修復材料の適合性－グラスアイオノマーセメント応用時の歯髄反応－，日歯保存誌 42，

159，1999．（平成11年度第111回日本歯科保存学会秋季学会，北九州市）⑴保存Ⅲ

5.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，日歯保存誌 42，119，1999．（第111回日本歯科保存

学会 1999年度秋季学会，北九州市）⑴保存Ⅲ

6.牟田具城 ，龍崎直仁 ，杉山利子 ，西山令生 ，野呂明夫，高橋 賢 ，保坂 誠 ，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（短期観察例）－パナビアフルオロセメ
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歯科大学学会総会，千葉市）⑴保存Ⅲ

7.小島将司 ，福岡博史 ，小山悠子 ，亀山敦史 ，野呂明夫，槇石武美，平井義人 ，小野田 繁 ，

富沢 勇 ：磁気波動共鳴分析器による歯科材料の波動計測 第３報オリジナルコードによる評価，

日歯東洋医会誌，22，1999．（第17回日本歯科東洋医学会1999年度学術大会，名古屋市）⑴福岡歯科東洋医

学研究所，⑵保存Ⅲ，⑶東京都，⑷ACTY21

― ―256
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2.総 合 歯 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 槙石 武美 光重合型裏層材に関する研究（α-TCPセメントの裏装効果）

助 手 勝山恵美子 コンピュータ支援歯科用切削装置「セレックス２」の臨床使用経過観察成績

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

奥川 裕司 コンピュータ支援歯科用切削装置「セレックス２」の臨床使用経過観察成績

病院助手 伊藤 義尚

伊藤 達人

西本 幸仁

平井 直毅

福川 佳照

岩本 憲一

大串 聡美

加藤美砂子

戸澤 希

益田 賢治

山中度紀子

2.成果の概要

1）無機・有機複合型裏装材（α-TCP-レジン）の裏層効果に関する研究

α-TCPとレジンを複合化させた裏層材料を試作し，その裏層効果を検索した．基礎的物性を検討する

ために牛歯象牙質を用い，接着実験および辺緑封鎖性実験を行った．また，歯髄への影響を検索する目的

でビーグル犬歯牙を用い，同様な成分を有する裏層材料とその病理成績を比較検討した．さらに，齲蝕を

有するヒト歯牙に対して応用し，不快症状の有無など本材料の臨床的な評価を行った．

臨床的評価の結果，本材料は臨床的に良好な歯髄保護効果を示すことが示唆された．また，他の裏層材

料と比較した場合，象牙質への歯質接着性ならびに辺緑封鎖性に関しても，統計学的に有意に良好な成績

を示していた．さらに病理組織学的にも，重篤な損傷性変化は観察されず，良好な歯髄保護効果を有する

ことが確認された．

日歯保存誌 41，1073～1079，1998．

日歯保存誌 41，1080～1084，1998．
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論 文
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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保

存Ⅲ，⑵水病・保存科，⑶（株）ACTY21，⑷福岡歯科東洋医学研究所

2.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福岡歯科東洋医学研究所，⑵保存Ⅲ，⑶水病・保存科，⑷(株)ACTY21

学 会 抄 録

1.春山親弘 ，瀧澤雅一 ，天谷哲也 ，亀山敦史 ，西山令生 ，槇石武美，平井義人 ：Er:YAGレー

ザー窩洞と修復材料の適合性－グラスアイオノマーセメント応用時の歯髄反応－，日歯保存誌 42，

159，1999．（平成11年度第111回日本歯科保存学会，北九州市）⑴保存Ⅲ

2.小島 渉 ，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，日本歯科東洋医学会プログラム・抄録，22，1999．（平成11年度第17回日本歯科

東洋医学会学術大会，名古屋市）⑴福岡歯科東洋医学研究所，⑵東京都，⑶(株)ACTY21，⑷保存Ⅲ，⑸水

病・保存科

3.春山親弘 ，瀧澤雅一 ，天谷哲也 ，亀山敦史 ，西山令生 ，保坂 誠 ，槇石武美，平井義人 ：

Er:YAGレーザー窩洞と修復材料の適合性－グラスアイオノマーセメント応用時の歯髄反応－，歯科

学報 99，1071，1999．（平成11年度第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴保存Ⅲ，⑵千葉県立衛生

短大

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

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

日本歯科東洋医学会プログラム・抄録，21，1999．（平成11年度第17回日本歯科東洋医学会学術大会，名

古屋市）⑴保存Ⅲ，⑵水病・保存科，⑶東京都，⑷漢方健康センター，⑸福岡歯科東洋医学研究所
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3.補 綴 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 安達 康 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（A83-0530-1）

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）

助 手 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）

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）

浅田 智宏 有床義歯の重合方法（A96-0510-2）

金井 由起 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）

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．

2）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）

口腔内細菌ゼータ電位は，S.salivarius ATCC 9759が最も大きな負の値を示し，次いでA.viscosus
 

ATCC T14V，S.sanguis ATCC 10556，S.soburinus ATCC 6715の順に小さな負の値となった．また，

補綴材料のゼータ電位は，床用レジンが最も大きな負の値を示し，次いで陶材，歯冠用硬質レジンの順に

小さな負の値となった．

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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論 文

1.吉田浩一 ，鈴木浩樹 ，野村貴生，塚田 威 ，加藤賢祐 ，佐々木淳一 ，尾上真弓 ，安達 康，

岸 正孝 ：Osseointegrated implantにおける上部構造の適合性向上に関する臨床的検討（第１

報） －印象方法の違いに伴うfixture間距離の差異－，歯科学報 99，295～302，1999．原著，⑴

補綴Ⅲ

2.高崎美喜夫 ，荒瀧友彦 ，山倉大紀 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：歯の被圧変位特性に関す

る二次元FEM解析モデルの評価，日補綴歯会誌 43，506～512，1999．原著，⑴補綴Ⅲ

3.高 錫敏 ，森下亜矢子 ，高岡元文 ，中嶋亜紀 ，高梨芳彰 ，辻 吉純 ，堀田宏巳，嶋村一郎 ，

岸 正孝 ：Osseointegrated implantにおける上部構造の適合性向上に関する臨床的検討（第２

報）－上部構造の被覆範囲の差と適合精度との関係－，歯科学報 99，689～699，1999．原著，⑴補

綴Ⅲ

4.高崎美喜夫 ，荒瀧友彦 ，山倉大紀 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：ブリッジの設計条件の変

化に伴う支台歯歯周組織の圧負担の変化に関する二次元FEM解析，歯科学報 100，189～201，

2000．原著，⑴補綴Ⅲ

そ の 他

1.三宅菜穂子：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補助金（奨励研究A）研究実績報告書，1999．

2.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 ，谷口 誠 ，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 99，1102～1112，1999．原著，⑴水病・口外科，⑵水

病・保存科，⑶水病・歯麻科，⑷水病・歯科学，⑸歯麻，⑹東京都

学 会 抄 録

1.中山一久 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：Osseointegrated implantの周囲に認められる骨組織

とその分布に関する実験的研究（第４報），日口腔インプラント会誌 12，97，1999．（第28回日本口

腔インプラント学会総会・学術大会，大阪市）⑴補綴Ⅲ，A83-0530-1，平成10年度分

2.横井陽子 ，太宰三男 ，相原一之 ，三穂乙暁 ，金井由起，佐藤 亨 ，齋藤文明 ，腰原 好 ，

河田英司 ，小田 豊 ：歯冠用硬質レジンと金属との接着性について－金属表面処理法と保存期間

が及ぼす影響－，歯科学報 99，236，1999．（第266回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴補綴Ⅱ，⑵理

工

3.中山一久 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：Osseointegrated implantの周囲に認められる骨組織

とその分布に関する実験的研究（第３報），日口腔インプラント会誌 12，307，1999．（第18回日本口

腔インプラント学会関東・甲信越支部総会，浦安市）⑴補綴Ⅲ，A83-0530-1，平成10年度分

4.佐藤雄大 ，堀田宏巳，嶋村一郎 ，岸 正孝 ：直接法リライニングによる適合性の改善に関する研

究（第１報），歯科学報 99，518，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴補綴Ⅲ，A85-

0530-1
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5.冨田友美子 ，三宅菜穂子：耳下腺唾液中の脂質分析，歯基礎医会誌 41，473，1999．（第41回歯科基

礎医学会総会，東京）⑴生化学，A89-0120-1

6.冨田友美子 ，三宅菜穂子：ヒト唾液中の脂質変化，第38回油化学討論会講演要旨集，43，1999．（日

本油化学会平成11年度会（第38回油化学討論会），名古屋市）⑴生化学，A89-0120-1

7.荒瀧友彦 ，関根秀志 ，安達 康，岸 正孝 ：インプラント義歯におけるfixture間距離とfixtureの

圧負担との関係について－遊離端ブリッジについての二次元有限要素法解析 その１－，歯科学報

99，1085，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴補綴Ⅲ，A83-0530-1

8.高崎美喜夫 ，荒瀧友彦 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：骨結合インプラントにおけるFixture

および支台歯の圧負担に関する二次元FEM解析（第３報），顎顔面バイオメカニクス学会誌 5，

58～59，1999．（第７回顎顔面バイオメカニクス学会，つくば市）⑴補綴Ⅲ，A83-0530-1

9.佐藤雄大 ，堀田宏巳，嶋村一郎 ，岸 正孝 ，法花堂 治 ，鈴木伸宏 ，高梨薫敏 ：直接法リラ

イニングによる適合性の改善について，第10回千葉県歯科医学大会抄録集，79，2000．（第10回千葉県

歯科医学大会，千葉市）⑴補綴Ⅲ，⑵千葉市歯科医師会，⑶千葉県夷隅郡歯科医師会，A85-0530-1

10.宮下有恒 ，森下亜矢子 ，野村貴生，鈴木浩樹 ，関根秀志 ，安達 康，岸 正孝 ，木村敏之 ，

宮下恒太 ：東京歯科大学千葉病院におけるOsseointegrated Implantの臨床評価－Fixtureおよび上

部構造の機能残存率の15年経過報告－，第10回千葉県歯科医学大会抄録集，80，2000．（第10回千葉県

歯科医学大会，千葉市）⑴補綴Ⅲ，⑵千葉市歯科医師会

11.高崎美喜夫 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 ：骨結合インプラントにおけるFixtureおよび支台歯

の圧負担に関する二次元FEM解析（第２報），日口腔インプラント会誌 13，221，2000．（第29回日

本口腔インプラント学会総会・学術大会，札幌市）⑴補綴Ⅲ，A83-0530-1
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4.小 児 歯 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

講 師 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）

望月 清志 永久歯萌出遅延歯の処置法

助 手 辻野啓一郎 乳歯癒合歯の永久歯列に及ぼす影響

病院助手 今村 治代 小児歯科来院動機の変化

2.成果の概要

1）乳歯列の癒合歯（３乳切歯の癒合）

乳歯の癒合歯については数多く報告されており，ほとんどが２歯の癒合についての報告で３歯癒合は極

めて少ない．日本で３ケース，欧米で２ケース報告されているがそれらは２歯の乳歯と過剰歯の癒合のみ

である．欧米での乳歯癒合歯発現率は0.14-0.9％であるのに対し日本人小児では2.5-4.0％と高率を示し

ている．また，一般に癒合歯発生頻度に性差はなく，下顎前歯部に多い．しかも左右片側性の発現が多

く，正中をまたがる左右乳切歯の癒合はほとんどみられない．今回，上顎左右乳中切歯と右側側切歯の癒

合歯で，過剰歯を含まない一症例を報告した．本症例の成因は不明であり，歯芽の形成期の異常によって

生じたのか，あるいは突然変異によって生じたのかを結論することは困難である．

J Dent Child 66，421～425，1999．
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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．

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．

解 説

1.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.

学 会 抄 録

1.望月清志，辻野啓一郎，米津卓郎，藥師寺 仁：The impacted maxillary canine:situated in a labial
 

position，（52nd American Academy of Pediatric Dentistry Annual Session，Toronto,Canada）

2.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

害者歯科 21，138～139，2000，（第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会，徳島市）

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

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，

障害者歯科 21，118，2000，（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歯麻，⑶水病･口外科

4.今村治代，辻野啓一郎，望月清志，大多和由美，藥師寺 仁：東京歯科大学水道橋病院における初診患

者の実態調査―平成8～10年度調査と過去の調査との比較―，小児歯誌 38，684～685，2000，（第14

回日本小児歯科学会関東地方会大会および平成11年度総会，横浜市）
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5.矯 正 歯 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 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）

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）咬合と歯牙維持の関係に

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

2.成果の概要

1）矯正歯科治療における咬合学的研究（Ａ77-0590-2）

我々は矯正治療における下顎頭の位置を検討するため，咬合器システムのCPIのデータを基にして下顎

頭の位置をCRT上に３次元的に表示するプログラムを開発した（GnathographyⅠ)．このシステムを用

いて，１）顎変形症の外科的矯正治療例における治療前後の下顎頭の変化，２）顎変形症の外科的矯正治

療例における治療後の下顎頭の変化，３）矯正治療前後の下顎頭の変化，特にメカニクスとの関連，等に

ついて考察している．その結果，(1）術後の下顎頭の位置が元の位置に比べ左右で変わりうること，(2）

矯正治療が下顎等の位置を変える可能性があること，(3）crown&bridgeなどの処置で下顎頭をfossaの

中で好ましい位置に安定させうること，などが分かった．

日口腔外会誌 45，592～594，1999．

2）固定式矯正装置（エッジワイズブラケット）が軟組織側貌に与える影響について

動的矯正治療終了時におけるブラケットの除去が軟組織側貌にどの様な変化を与えるかについて調査し

た．エッジワイズ法による本格矯正治療が終了する症例30名についてブラケット除去直前，除去直後，除

去後１ヵ月に側面頭部Ｘ線規格写真を撮影し，硬軟組織を計測し，統計処理を行った．その結果，ブラケ

ットの除去に伴ない軟組織側貌は後退し，さらに，除去から１ヶ月後にも後退が認められ，審美的に良好

な側貌となる事が示された．また，上唇部軟組織よりも下唇部軟組織の後退がより顕著に認められた．

歯科学報 99，303～311，1999．

3）顎関節における退行性関節疾患について

Degenerative joint disease（退行性関節疾患 以下DJD）は非炎症性の疾患でその原因について不明

な点が多いが，関節に慢性退行性変化と増殖性変化とが同時に起こり，関節体の形態に変化が生じる．

膝，肘，股関節のような荷重関節では多くは中年以降に発症し，加齢が主な要因とされている．顎関節に

おけるDJDでは50歳以上で50％に発症が認められるとされているが，10～20代での報告もあり，年齢的変

化だけではない関節に加わる咬合性の慢性外傷性因子や負担加重などの機械的刺激の存在が大きいと考え

られている．また，DJDとの鑑別疾患として，リュウマチ性関節炎を考える必要性がある．Ⅱ級症例，特

にハイアングルⅡ級症例（下顎骨の開大を伴った上顎前突）には，DJDと考えられる顎関節部の骨吸収像

が認められることがある．また，咬合状態は開咬を示すことが多く，その量は経時的に大きくなることが

特徴的でもある．
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第58回日本矯正歯科学会プログラム・抄録集，244，1999．

4）咬合と歯牙喪失の関係について

矯正治療によって歯列を整えることは，カリエスや歯周病の罹患率を減少させ，歯牙喪失を防ぎ歯科医

療に貢献するかどうか解明することを研究目的とする．筆者は平成10，11，12年度にわたり千葉市および

千葉市歯科医師会と協力して千葉市長生き良い歯のコンクールに応募した8020達成者の診査を行い，8020

達成者は歯並びが比較的整っているとの結論を得た．

日歯医師会誌 52，619～626，1999．

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

喜田 賢司 ＴＭＤ，咬合 中沢顎関節研究所 東京 中沢 勝宏

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

宮崎 晴代 2000.１.30 8020達成者に学ぶ口腔育成の

あり方について

ClassⅢシンポジウム 仙台市

学会招待講演

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

谷田部賢一 1999.10.14 矯正歯科臨床における感染予

防対策

第58回日本矯正歯科学会 広島市
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論 文

1.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矯正

2.片倉 朗 ，野間弘康 ，高崎義人 ，宮尾 孝 ，石川維範 ，山根源之 ，喜田賢司，古賀正忠：外科

的矯正治療を行ったMarfan症候群の１例，日口腔外会誌 45，592～594，1999．症例，⑴口外Ⅰ，⑵

市病・オーラルメディシン

3.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，歯科学報 99，303～311，1999．原著，⑴

東京都，⑵矯正

単 行 図 書

1.加治初彦 ，末石研二 著分担：別冊ザ・クインテッセンス 臨床家のための矯正YEAR BOOK’99，

下顎第二大臼歯の近心傾斜の症例297～305頁，クインテッセンス出版，東京，1999．⑴東京都

2.二宮 隆 ，古賀正忠 著分担：別冊 the Quintessence YEAR BOOK’99 歯科臨床の最新用語，矯

正歯科大臼歯の遠心移動207～208頁，クインテッセンス出版，東京，1999．⑴愛媛県

3.渡辺和也 ，古賀正忠 著分担：別冊 the Quintessence YEAR BOOK’99 歯科臨床の最新用語，矯

正歯科抜歯治療とスライディングメカニクス204～205頁，クインテセンス出版，東京，1999．⑴東京都

4.古賀正忠，二宮 隆 著分担：別冊 the Quintessence YEAR BOOK’99 歯科臨床の最新用語，矯

正歯科 ストレートワイヤーアプライアンススシステム204頁，クインテッセンス出版，東京，1999．

⑴愛媛県

プロシーディングス

1.谷田部賢一：矯正歯科臨床における感染予防対策，第58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，

1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）

2.宮崎晴代：8020達成者に学ぶ口腔育成のあり方について，2000年仙台ClassⅢシンポジウム ClassⅢの

口腔育成・現状と未来展望－ガイドラインと仙台宣言－，2000年仙台ClassⅢシンポジウムプログラ

ム，24～25，2000．（2000年仙台ClassⅢシンポジウム，仙台市）

そ の 他

1.末石研二：海外文献紹介 矯正治療前，中，後のニッケルアレルギー反応，歯科学報 99，744，1999．

学 会 抄 録

1.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－，第58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，218，1999．（第58回日

本矯正歯科学会大会，広島市）⑴大阪府，⑵東京都，⑶矯正

2.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測定 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矯正
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3.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，第9回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・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矯正

4.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，第9回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，

89，1999．（第９回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴矯正，⑵東京都，⑶解剖，⑷法歯

5.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矯正

6.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回東京歯科大学学会，千葉市）⑴矯正

7.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，第9回日本全身咬合学会学術大会プログラム･抄録集，

50，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴矯正，⑵東京都，⑶衛生

8.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－，第9回日本全身

咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，51，1999．（第9回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）⑴矯

正，⑵千葉県

9.鈴木 基 ，大塚和華 ，斉藤亮直 ，神保芳之 ，平久忠輝，鳥養智子 ，林 正樹 ，坂本輝雄 ，

一色泰成 ：矯正専門研修医の終了認定症例展示，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・発表抄録集 千葉歯報，30，2000．（第10回千葉県歯科医学大会 千葉県

8020運動推進大会，千葉市）⑴矯正，⑵埼玉県，⑶神奈川県

10.宮崎晴代，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－，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・発表抄録集 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，千葉市）⑴矯正，⑵千葉県

11.阿部浩子 ，茂木悦子 ，宮崎晴代，野村真弓 ，原崎守弘 ，一色泰成 ，柴田考典 ，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，日顎関節会誌 11，95，1999．

（第11回日本顎関節学会総会，東京）⑴東京都，⑵矯正，⑶山形大・口外，⑷都立大塚病院・口外

12.宮崎晴代，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，千葉市）⑴矯正，⑵千葉県
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13.鈴木 基 ，大塚和華 ，斉藤亮直 ，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－，第58回日本矯正歯科学

会大会 プログラム・抄録集，257，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯正，⑵埼玉県，

⑶神奈川県

14.鈴木 基 ，大塚和華 ，斉藤亮直 ，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，第58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄

録集，257，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯正，⑵埼玉県，⑶神奈川県

15.鈴木 基 ，大塚和華 ，斉藤亮直 ，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，千葉市）⑴矯正，⑵埼玉県，⑶神奈川県

16.鈴木 基 ，大塚和華 ，斉藤亮直 ，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，千葉市）⑴矯正，⑵埼玉県，⑶神奈川県

17.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，第58回日本矯

正歯科学会大会 プログラム・抄録集，251，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯正

18.平岡 修 ，末石研二，山崎 卓 ，扇内秀樹 ：口腔・顎顔面に形態異常を認めたCATCH22症候群

の１例，第58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，251，1999．（第58回日本矯正歯科学会

大会，広島市）⑴東女医大・医・歯口外

19.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・抄録集，244，1999．

（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯正

20.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10年以上の経過観察－治療後の咬合保全の検討－，第58回日本

矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，227，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴東京

都，⑵矯正

21.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，第58回日

本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，153，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯

正，⑵東京都

22.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２報 顎顔面形態とアンケート結果について－，第

58回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，119，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島

市）⑴矯正，⑵千葉県
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23.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１報 現在歯の状況と咬合について－，第58回日本

矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，119，1999．（第58回日本矯正歯科学会大会，広島市）⑴矯正，

⑵千葉県

24.田中千元，土屋喜子，荒川知久 ，篠原壽和 ，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，日顎変形誌 9，95，1999．（第９回日本顎変形症学会，東京）⑴千葉県，⑵矯正

25.土屋喜子，田中千元，成瀬魅和子，篠原壽和 ，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，第58回日本歯科矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，234，

1999．（第58回日本歯科矯正歯科学会，広島市）⑴千葉県，⑵矯正
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6.口 腔 外 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 柿澤 卓 非進展口腔癌に対する予後推測因子（Ａ98-0470-8）

講 師 松井 隆 口腔外科領域における偶発症の検討

高野 正行 粘膜染色による口腔粘膜疾患の診断（Ａ98-0470-13）

助 手 横山 葉子 症候群と顎囊胞との関連（Ａ98-0470-11）

高崎 義人 末梢神経の障害と再生に関する研究

渡辺 一 水道橋病院口腔外科における高齢者の臨床統計

松田 玉枝 顎変形症患者の術前術後の心理変化の比較

秋元 善次 顎変形症患者における咬合平面と頸椎との関連について

病院助手 野村 幸恵 口腔前癌病変の病態と診断

瀬田 修一 顎顔面外傷の原因による臨床的特徴

有明 大 水道橋病院口腔外科における口腔良性腫瘍の臨床統計

小橋 弘明 白板症の癌化に関する研究

長谷 修吾 上顎骨の急速拡大の術式に関する研究

2.成果の概要

1）下顎角部に発生し長期間経過後に再発した周辺性骨腫の１例

骨腫は，骨質の増殖からなる腫瘍であり，顎口腔領域においては一般に骨膜側より発生し骨面から突出

した腫瘤を形成する周辺性骨腫と，骨の内部に発生し徐々に骨を膨隆させる中心性骨腫とに分類される．

周辺性骨腫は発育異常，腫瘍性，反応性の３つに分類される．本症例は同一部位に発生し，手術標本およ

び病理組織検査の結果を詳細に比較検討した結果再発と診断した．過去30年間の国内外の文献を検索した

限りでは切除後の再発例の報告は１例のみであり本症例は極めて稀な症例といえる．適切な手術法は成長

時期をふまえた腫瘍基部の切除であり，周囲骨膜を含めた十分な切除が要求される．診断にあたっては諸

検査による局在部位の十分な把握が必要である．また，緩慢な発育をするという特徴から手術後も長期に

わたる経過観察の必要があると考えられた．

日口腔外会誌 46，87～89．

2）当科における唾液腺腫瘍の臨床統計学的観察

1990年４月から1999年３月までの９年間に，東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診した唾液腺腫瘍44

例について臨床統計的観察を行いその概要を報告した．

年齢は平均48.4歳で，女性56.8％男性43.2％であった．発生部位は，口蓋45.4％，口唇13.6％，耳下腺

11.4％，舌下腺9.1％，顎下腺6.8％，頰粘膜6.8％で，臼後部，顎下リンパ節，下顎骨が各0.02％であっ

た．

組織学的には良性腫瘍は63.6％，悪性腫瘍は36.4％であった．1991年のWHO分類に基づいた組織型で

は，多形性腺腫22例（50.0％），粘表皮癌９例（20.4％），腺様囊胞癌６例（13.6％），Warthin腫瘍３例

（6.8％），基底細胞腺腫，乳頭状唾液腺腫，粘液性囊腺腫，悪性筋上皮腫が各１例（2.3％）であった．多

形性腺腫の79.2％に皮膜の不完全な部分を認めた．治療法は，切除術40例（90.9％）と大半を占め健常部

を一部含んで行われていた．悪性例のStage分類は，StageⅠが８例（50.0％），StageⅡが５例（31.3
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％），StageⅢが２例（12.5％），StageⅣが１例（6.2％）であった．

日口腔外会誌 45，122～123．
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7.歯 科 麻 酔 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 手 福田 謙一 神経因性疼痛に対するアデノシン三燐酸の鎮痛作用

助 手 野間 智子 高齢者におけるプロポフォール静脈内鎮静法

2.成果の概要

1）神経因性疼痛に対するアデノシン三燐酸の鎮痛作用

アデノシン複合体であるアデノシン三燐酸を口腔顔面神経因性疼痛患者数十名（非定型歯痛，complex
 

regional pain syndrome，帯状疱疹後神経痛，三叉神経痛，求心路遮断性疼痛）に，持続静注及び経口投

与にて応用し，その鎮痛効果をvisual analog scaleによって判定した．非定型歯痛，complex regional
 

pain syndromeのほとんどの患者にその効果が認められた．神経因性疼痛は多くの薬物に抵抗する極めて

難治性疼痛だけに，アデノシン三燐酸の鎮痛効果は，今後大いに期待できる．そのメカニズムや副作用な

どについて，現在検討中である．

J Anesth 13，185，1999．

Sino-Japanese Conference on Stomatology abstracts，18，1999．

2）高齢者におけるプロポフォール静脈内鎮静法

静脈内鎮静法が必要な高齢者患者にプロポフォールを滴定投与し，循環・呼吸の変動，鎮静からの回復

時間およびアンケート調査を検討したところ，以下の様な結果を得た．健康成人よりも少ない投与量およ

び血中濃度で，至適鎮静が得られた．至適鎮静時の循環変動および呼吸抑制は臨床上問題となるものでは

なかった．回復時間およびアンケート調査からアンケート調査から「術中緊張せず快適に処置を受けるこ

とができ，術後すっきりさめる」という理由で他の鎮静薬よりもプロポフォール鎮静を好む傾向にあっ

た．

循環・呼吸抑制などが懸念されているプロポフォール静脈内鎮静であるが，滴定投与することで，高齢

者にも安全かつ快適なプロポフォール静脈内鎮静が行えると考えられた．

老年歯学 14，175～176，1998．
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査およびその対策，口腔衛生会誌 49，502～503，1999．（第48回日本口腔衛生学会総会，福岡市）⑴衛

生，⑵埼玉県立衛短大，⑶千葉県立衛短大，⑷社会歯

4.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周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歯麻，⑵保存Ⅲ
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5.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 ，

衣松勅生 ，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，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千葉市保健事業医療団，⑷衛生，⑸歯麻

6.齊藤 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 ，小野鷹仁 ，

西内千明 ，伊藤 卓 ，小林素子 ，花沢清仁 ，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，障害者歯科 21，146，2000．（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千葉市保健事業医療団，⑷歯麻

7.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，87，1999．（第10回千葉県歯科

医学大会，千葉市）⑴歯麻

8.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

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

9.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―，

障害者歯科 21，118，2000．（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歯麻，⑵水

病・口外科，⑶水病・小児歯科

10.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）⑴歯麻

11.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 typeⅠ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歯麻

12.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，京都市）⑴歯麻

13.橋本佳代子 ，柿澤 卓 ，高野正行 ，山 満 ，小川欽也 ，渡辺 一 ，野村幸恵 ，山口一朗 ，

野村 仰 ，野間智子：当口腔外科における高齢者の臨床統計的観察 ―とくに高血圧症について―，

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，219，1999．（第10回日本老年歯科医

学会総会・学術大会，京都市）⑴水病・口外科，⑵歯麻

14.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歯麻
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15.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歯麻

16.Fukuda,K.，Kasahara,M. ，Ichinohe,T. ，Kaneko,Y. ：Administration of adenosine tripho-

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

Program，22，1999．（’99Sino-Japanese Conference on Stomatology，Beijing，China）⑴歯麻

17.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 Anest 13，185，1999．（日本麻酔学会第46回大会，札幌市）⑴歯麻，⑵UCLA
 

Habor Medical Center・麻酔科

18.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 10，53，2000．（第10回臨床モニター学会総会，東京）⑴歯麻

19.山口一朗 ，柿澤 卓 ，高野正行 ，山 満 ，小川欽也 ，渡辺 一 ，野村幸恵 ，橋本佳代子 ，

福田謙一，野間智子：最近５年間の当口腔外科における高齢者患者の臨床統計的観察，歯科学報

99，1088，1999．（第268回東京歯科大学学会，千葉市）⑴水病・口外科
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8.ス ポ ー ツ 歯 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 石上 惠一 咬合と重心動揺（Ａ98-0508-1）

講 師 武田 友孝 マウスガードの衝撃吸収能について

島田 淳 顎関節症と全身状態との関連について

助 手 中島 一憲 咬合と運動パフォーマンス（Ａ98-0508-2）

病院助手 小川 透 スポーツと咬合の関連について

小野寺久典 マウスガードの装着が身体運動反応時間に及ぼす影響

深町 元秀 スポーツ選手の外傷認識度

保科 早苗 スポーツにおける身体運動時の口腔内状態

2.成果の概要

1）咬合と全身状態，スポーツパフォーマンスについて

スポーツにおいて生ずる頭部への加速度は，頭位・姿勢の変化を惹起しスポーツパフォーマンスに影響

し，またその値がある閾値を超えた場合には脳震盪などの脳傷害，頚椎への損傷の原因となる．この加速

度の発生に影響する因子としては，頚部の長さ，太さ，アライメントなどの解剖学的個体差，頚部の筋

力，外来刺激に対する反応時間などの運動能力などが挙げられる．したがって，頭部への加速度の軽減の

ための顎口腔系の条件として，咬合の確立，正しい咬合を有するマウスガード，スプリントの装着，すな

わち，顎口腔系の状態の改善，適切なマウスガードの装着によるかみ締めが，頭頚部の固定の増強に寄与

し，スポーツパフォーマンスの向上，頭頚部の損傷予防に有効と考えられる．

2）マウスガードの安全性について

種々のスポーツ，特にコンタクトスポーツにおける顎顔面領域への障害防止対策として，マウスガード

の使用が注目され，実際様々なタイプものが使用されつつある．しかしカスタムメイドタイプと現在多く

の選手に使用されている市販のタイプとでは，装着感はもとよりその安全性においても大きな隔たりがあ

る．すなわち，不適切なタイプでは異物感が強く，会話等を阻害し使用が不可能であったり，また外傷の

予防に十分な衝撃吸収能を得るだけの厚みを確保するのは難しい．さらに，適切な咬合関係の付与がなさ

れていないマウスガードでは，顎関節症様症状を呈してしまうケースが多く認められ，外力が加わった際

に早期接触部位が支点となりかえって骨折の可能性を増大してしまう事になる．そこで，適切なマウスガ

ードの普及が必要と考えられる．

3）マウスガードの物性に関して

適切なマウスガードは，十分な衝撃吸収能を有しかつ製作過程および使用により変形，損傷等起こして

はならない．衝撃吸収能は，その能力が高いほど歯牙および粘膜の保護，また下顎へ加わった衝撃の上顎

歯列および頭蓋への緩衝に有効と考えられる．そこで，衝撃吸収能測定およびより高い安全な材料の開発

を進め，さらに製作過程および加圧などの条件かにおける厚みの減少および変形量についても検討を行っ

ている．また，ラミネートタイプのマウスガードの耐久性は，材料そのものの機械的強度もさる事ながら

十分な接着強度が必要でありその定量および接着性の向上に及ぼす溶剤の使用，接着面の削合，加熱条件

などについても多方面より検討している．
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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

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹

石上 惠一 マウスガード材の開発とその衝撃

吸収能について

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎

石上 惠一 マウスガードの接着性に関する研

究

シドニー大学 シドニー Michael
 

Swain

4.研究活動の特記すべき事項

学会・研究会主催

主催者名 年月日 学会・研究会名 会 場 開催地

石上 惠一 1999.6.13 第３回全身咬合学会公開講座 東京歯科大学TDCビル 東京

学会招待講演

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

石上 惠一 1999.6.13 スポーツ歯学の概要 第３回全身咬合学会公開講座 東京

武田 友孝 1999.6.19 Understanding Mouthguar
 

ds and Sports Dentistry
 

Academy for Sports Den
 

tistry Symposium
 

Tronto,

Canada

- -

5.教育講演等教育に関する活動

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

石上 惠一 2000.2.6 スポーツ歯学―外傷保護とス

ポーツパフォーマンス―

第10回千葉県歯科医学大会 千葉市
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論 文

1.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保

存Ⅲ，⑵阪大・歯・補綴1

解 説

1.石上惠一，武田友孝，保科早苗：スポーツ歯学の基礎と臨床スポーツ歯学の基礎的アプローチ 3．マウ

スガードへの認識と効果，日歯評論，149～152，2000．

2.石上惠一：スポーツ歯学の基礎と臨床 スポーツ歯学の基礎的アプローチ 2．スポーツ外傷と応急処置

の必要性，日歯評論，161～164，2000．

3.石上惠一：スポーツ歯学の基礎と臨床 スポーツ歯学の基礎的アプローチ 1．学問的体系化，日歯評論，

149～152，2000．

そ の 他

1.石上惠一：スポーツ歯学-外傷保護とスポーツパフォーマンス，第10回 千葉県歯科医学大会，43～44，

2000．

2.石上惠一：スポーツ歯学，山形県歯科医師会・山形県歯科技工士会共催学術講演会，2～3，1999．

3.石上惠一：歯学と運動能力の関係について，平成11年度 歯科技工士全都講習会，2，1999．

4.石上惠一：スポーツ歯学から見た歯の重要性，フォーラム’99青森県歯科医学大会，7～8，1999．

5.石上惠一：スポーツ歯学，青森県歯科医師会 平成11年度 津軽地区四支部合同学術講演会，1～2，

1999．

6.石上惠一：スポーツ歯学の概要，岩手県スポーツ歯学協議会設立記念講演会，3，1999．

7.武田友孝：スポーツにおけるマウスガードの必要性，平成11年度秋田県医師会産業医研修会 平成11年

度秋田県医師会健康スポーツ医学再研修会，1，2000．

学 会 抄 録

1.石上惠一：スポーツ歯学の概要，全身咬合，6，87～89，1999．（第3回日本全身咬合学会公開講座「スポ

ーツ歯学」顎口腔系の保護と咬合と運動パフォーマンス，東京）

2.Takeda, T.：Understanding mouthguards and sports dentistry，Academy for Sports Dentistry
 

Symposium ASD，5，1999．（The Eighteenth Annual Academy for Sports Dentistry Symposium，

Toronto,Canada）
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3. Ishigami,K.，Shimada,A.，Nakajima,K.，Ogawa,T.，Hoshina,S.，Takahashi,K. ，Takeda,T.，

Kaneko, Y. ，Ishikawa, T. ：The difference of the recognition to mouthguard in amateur
 

boxing player between Japan and China，’99 Sino-Japanese Conference on Stomatology
 

Abstracts，151，1999．（’99Sino-Japanese Conference on Stomatology，Beijing,China）⑴保存Ⅲ，⑵

歯麻

4.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，’99 Sino-Japanese Conference on Stomatology Abstracts，147，1999．（’99

Sino-Japanese Conference on Stomatology，Beijing,China）⑴保存Ⅲ，⑵歯麻

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

Kaneko,Y. ，Ishikawa,T. ：Influence of mouthguards on the schock absorption ability，’99

Sino-Japanese Conference on Stomatology Abstracts，145，1999．（’99Sino-Japanese Conference
 

on Stomatology，Beijing,China）⑴保存Ⅲ，⑵歯麻

6.小川 透，中島一憲，島田 淳，武田友孝，石上惠一，月村直樹 ，石川達也 ：顎口腔系の状態と全

身状態との関連に関する研究 下顎位の相違が頚部後屈力および頚部筋に及ぼす影響，体力科学 48，

749，1999．（第54回国民体育大会 第54回日本体力医学会大会，熊本市）⑴日大・歯・補綴，⑵保存Ⅲ

7.石上惠一，中島一憲，武田友孝，小川 透，島田 淳，石川達也 ，月村直樹 ：顎頭蓋機能障害が全

身運動機能，特に背筋力に及ぼす影響，バイオメカニクス研究，243，1999．（日本体育学会第50回記

念大会／体育・スポーツ関連学会連合大会 日本バイオメカニクス学会特別大会，東京）⑴保存Ⅲ，⑵日大・

歯・補綴

8.島田 淳，中島一憲，小川 透，武田友孝，石上惠一，瀬田修一 ，高野正行 ，柿澤 卓 ，石川達也 ：

下顎頭切除が重心動揺に及ぼす影響 ―第1報 切除前後の比較―，歯科学報 99，1087，1999．（第

268回東京歯科大学学会，千葉市）⑴水病・口外科，⑵保存Ⅲ

9.保科早苗，武田友孝，中島一憲，島田 淳，小野寺久典，小川 透，深町元秀，伊沢 昇，楳津徳弘，

大津 滋，石上惠一，高橋 賢 ，石川達也 ：顎口腔系の状態と全身状態との関連に関する研究

Ⅱ-65マウスガードの衝撃吸収能について（その5），歯科学報 99，529，1999．（第267回東京歯科大

学学会，千葉市）⑴保存Ⅲ

10.深町元秀，小野寺久典，保科早苗，小川 透，中島一憲，島田 淳，武田友孝，石上惠一，高橋 賢 ，

石川達也 ：顎口腔系の状態と全身状態との関連に関する研究 マウスガードの認識（女子ラクロ

ス），日補綴歯会誌 43，184，1999．（第102回日本補綴歯科学会学術大会，名古屋市）⑴保存Ⅲ
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