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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

NiTi 根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究

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

歯髄腔形態の三次元的解析

助 手 古澤 成博 歯髄－材（剤）品の接触界面に関する検討

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

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

萩原 領一 根管の器械的拡大・形成に関する研究

藤井玄一郎 根管の器械的拡大・形成に関する研究

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）レーザーの応用による歯内療法処置に関する研究

近年，高出力のレーザー機器の開発が進み，種々な特性を具備するレーザーが一般歯科臨床に応用されつ

つある現状から，各種のレーザー光の歯内療法領域への応用に関しても検討が加えられている．すなわち齲

蝕，歯髄，外科的処置など多岐の分野にわたり，種々な検討が実施されている．特に根管壁に対する影響に

ついては，狭隘な根管内への導光の適否が大きく関与するため，採用されるレーザー光の特性が重要と考え

られる．

そのなかで最近，Yittrium－Aluminium－Perovoskite（YAP）を活性物質として励起されるレーザーが

開発されるに至った．本レーザー光の波長は１．３４µmであり，Nd ― YAGレーザーとEr ― YAGレーザーの

中間帯域の波長を有している．そこで今回はNd ― YAPレーザー装置を用い，本レーザーを根管形成後の

根管内に照射し，根管壁象牙質表面の変化を走査型電子顕微鏡を用いて観察，検討することを企図とした次

第である．

被験材料としては，齲蝕などの硬組織欠損などを認めない抜去ヒト下顎第一大臼歯１２歯を採用した．なお

実験群のほか，対照群として次亜塩素酸ナトリウム，過酸化水素水を清掃剤とし，手用機器のみを用いて根

管内を清掃した群を設定した．
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その結果，対照とした根管形成後の根管表面は，厚いスミヤー層によって被覆され，象牙細管の断端の痕

跡，拡大機器の擦過痕が認められた．一方，根管壁にレーザー光が照射された部位ではスミヤー層が除去さ

れ，象牙質表層は多孔質な網状構造を呈していた．また一部には根管壁面の急激な溶融と冷却に伴って，中

空状の構造物が形成されていた．以上からして今回，採用した直径２００µmのファイバーは，根管内深部へ

のレーザー光の導光に対して有効であることが確認された．

日歯保存誌 ４３，４６４～４６９，２０００

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根端切除手術後

の摘出根端部の検討を実施した．

本法は根端部における病的な軟組織および硬組織を外科的に切除すると同時に，その原因となった根管系

を可及的に処置し，骨創腔をも含めた根端部周囲組織の治癒を図ることを目的としている．

しかしながら，その原因となったと思われる当該歯の根端孔部付近が，いかなる形態を有していたかにつ

いては未だ不明確な点が多い．また根端部形態についても抜去歯での観察が大多数を占め，当該歯の臨床の

状態（診断名）が明瞭なものに対する検討は，数少ない実状にあった．

そこで今回は慢性化膿性根端性歯周組織炎と診断された症例２５例に対して，手術用顕微鏡を用いた歯根端

切除手術（Microsurgical endodontics）を施行し，摘出した根端部の走査型電子顕微鏡による形態学的観察

を実施した次第である．

その結果，８０％の症例で長径３５０µm以上の根端孔の過度の開口が認められた．これらは処置時のオー

バーインスツルメンテーションや根端病巣の拡大によって，根端部歯質に吸収が発現した結果と考えられ

る．また根端孔が＃３５以上のインスツルメントにより拡大された場合，外科的処置を採用する確率が高くな

る可能性が示唆された．さらに根端病巣を有する歯では，根端部セメント質の吸収が高頻度に発現するのが

確認され，６４％の症例で副根管の開口部が認められた．今回の諸症例における病巣の発現には，これら副根

管の存在が関与している可能性も考えられた．

したがって通常の根管経由の処置を行う際には，正確な作業長の設定と適切な根管充填処置とが，患歯の

予後に大きな影響を及ぼすことを再確認し得た．

日歯保存誌 ４３，８５２～８５７，２０００

３．学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics
Research Founda-
tion

SanDiego,
USA

G. B. Carr

中川 寛一
淺井 康宏

YAP Laser Tuluse Univ. Tuluse,
France

P. L.. Calas

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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５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

６．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

４．科学研究費補助金・各種補助金

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

中川 寛一 ２０００．４．２１ 歯内療法領域における根管内器
具破折の現状と法的問題点．破
折器具の根管内からの除去

第１１２回日本歯科保存学会春
季学会

大阪市

中川 寛一 ２０００．１２．１０ 歯の再植・移植と外傷歯の処置，
歯根膜と歯の移植・再植，基礎
的背景

第７回日本臨床歯内療法学会
認定医セミナー

大阪市

研究代表者 研究課題 研究費

淺井 康宏 新しいコンポジットレジン接着システム，その分類・使用
上の注意点

日本歯科医師会委託研究費

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

淺井 康宏 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

サブディレク
ター

木更津市

― 99 ―



― 100 ―

論 文

1. 中川寛一，末原正崇，山崎裕司，萩原領一，藤井玄一郎，淺井康宏，P.L.Calas : Nd-YAPレーザーの

照射が根管壁象牙質に及ぼす影響について，日歯保存誌 43，464～469，2000. 原著 ツゥールーズ

大・歯・生体材料・歯内療法

2. 古澤成博，河野多聞，小室麻美，小海史子，淺井康宏 :歯根端切除後の摘出根端部の走査型電子顕微鏡

的観察，日歯保存誌 43，852～857，2000. 原著

3. 中川寛一，淺井康宏 :歯内療法の現状と次の世紀への展望，東京歯医師会誌 49，103～115，2001. 総

説

4. 中川寛一，淺井康宏 :新世紀の歯科診断と歯科治療―手術用双眼実体顕微鏡の口腔治療での有用性―，

日歯医会誌 20，32～37，2001. 総説

解 説

1. 古澤成博，淺井康宏 :シアノアクリレート系レジンセメントの基礎と多面的応用，ザ・クインテッセン

ス 19 ，105～112，2000.

2. 加藤広之，淺井康宏 :各大学で行われている歯内療法の術式―東京歯科大学―，東京歯医師会誌 48 ，

191～201，2000.

3. 中川寛一，淺井康宏 :手術用顕微鏡の導入によって歯内療法はこう変わる,一般的な歯内療法処置への

活用をめぐって，日歯医師会誌 53 ，1～19，2000.

4. 加藤広之，淺井康宏 :根面齲蝕の予防と治療 5.根面齲蝕の歯髄処置 ,歯髄の病態・歯髄腔解剖の視点

から，歯科医療 14 ，36～44，2000.

5. 中川寛一，八ッ橋孝彰，荒木謙太郎，淺井康宏 :システム Bを用いた加温軟化ガッタパーチャ根管充

填法（その１），DPN 117，13～15，2001.

6. 中川寛一 :ザ・新用語解説 最新の歯内療法用語10（その１），歯科衛生士 25 ，56～57，2001.

7. 中川寛一 :ザ・新用語解説 最新の歯内療法用語10（その２），歯科衛生士 25 ，62～63，2001.

8. 中川寛一，淺井康宏 :システム Bを用いた加温軟化ガッタパーチャ根管充填法（その２），DPN 119，

2～4，2001.

単 行 図 書

1. 中川寛一: 著分担 :カラーアトラス 治癒の歯内療法（a）マイクロスコープを応用した歯内療法処置

321～329頁，クインテッセンス出版，東京，2000.

2. 市之川 浩，中川寛一，淺井康宏 :著分担 :アドバンス自家歯牙移植（a）保存領域における自家歯牙移

植の活用 62～73頁，クインテッセンス出版，東京，2000.
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3. 淺井康宏,中川寛一：著分担：看護学入門 歯・口腔疾患患者の看護 273～325頁，メヂカルフレンド

社，東京，2000.

そ の 他

1. 土倉 康，末原正崇 :第57回 American Association of Endodontists（AAE）年次大会報告，ザ・クイン

テッセンス 19 ，128～129，2000.

2. 中川寛一，淺井康宏 :根管処置時の偶発症 ―その予防と対策―，日本歯科医師会 生涯研修ライブラ

リー（平成12年度），14～16，2000.

3. 森永一喜 :困ったときの Q & A 根管処置時に穿孔してしまった場合の処置は,，デンタルフロンティ

ア QA 13，66～67，2000.

4. 末原正崇 :歯科臨床の最新用語 歯内療法 MTA，ザ・クインテッセンスイヤーブック2000，156，

2000.

5. 淺井康宏 : 21世紀の歯科衛生士への期待，デンタルハイジーン 21 ，11，2001.

6. 河田英司 ，淺井康宏 :新しいコンポジットレジン接着システム，その分類・使用上の注意点，日本歯

科医師会 器材薬剤室報告書，1～11，2001. 理工

7. 中川寛一 :歯内疾患の実態調査と治癒に関する研究，平成10～12年度科学研究費補助金（基盤研究（A1））

研究成果報告書，83～89，2001.

学 会 抄 録

1. 加藤広之，井上智恵，伊藤彰人，淺井康宏，清水 泰 ，渋谷英介 ，井出吉信 :マイクロ CTを用い

た根管の三次元的計測、特に根端孔付近について，日歯保存誌 43（春季特別号），182，2000.（第112

回日本歯科保存学会春期学会，大阪市） 解剖

2. 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（第２報）、照射条件ならびに根管清掃剤の効果について，日歯保存誌

43（春季特別号），68，2000.（第112回日本歯科保存学会春季学会，大阪市） 超微構造

3. 中川寛一，長谷川美穂，森岡俊介，淺井康宏 :酸化電位水に浸漬したガッタパーチャポイントのラット

皮下埋入試験，歯科学報 100，584，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

4. Ichinokawa, H.，Nakagawa, K.，Asai, Y. : PDL healing of autotransplanted teeth, Eleven World

Congress, International Association of Dental Traumatology Abstract, 44，2000.（XI World

Congress on Dental Trauma, Oslo, Norway）

5. Nakagawa, K.，Tokura, Y.，Morinaga, K.，Asai, Y. : Tissue reaction of heat transfer during intra-

canal heat generation with System B, J Endod 26，559，2000.（57th Annual Session American

Association of Endodontist, Hawaii, USA）
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6. 末原正崇，森永一喜，土倉 康，八ッ橋孝彰，中川寛一，淺井康宏 :髄床底穿孔部周囲組織の修復に及

ぼすMTAの効果，日臨歯内療会誌（第21回日本臨床歯内療法学会プログラム・抄録集），66，2000.

（第21回日本臨床歯内療法学会，仙台市）

7. 末原正崇，森永一喜，中川寛一，淺井康宏 :髄床底穿孔部の処置に関する実験病理学的検討，歯科学報

100，1139，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）

8. 中川寛一，佐牟田祐子，大澤一浩，兵藤正昌，荒木謙太郎，八ッ橋孝彰，淺井康宏 : System B を用い

た垂直加圧根管充填法に関する検討（第２報）根管填塞性について，日歯保存誌 43（秋季特別号），

104，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，東京）

9. 末原正崇，森永一喜，土倉 康，萩原領一，中川寛一，淺井康宏 :MTAによる髄床底穿孔部の処置に

関する実験病理学的検討，日歯保存誌 43（秋季特別号），52，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学

会，東京）

10. 加藤広之，市之川 浩，澁谷涼子，藤井理絵，藤井玄一郎，伊藤彰人，淺井康宏 :ポリプロピレン製根

管充填用ポイントをコア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充填法について，日歯保存誌

43（秋季特別号），108，2001.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，東京）
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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 歯周病原性細菌に対するワクチンの開発（Ａ００‐０４１０‐６０）

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（Ａ９７‐０４１０‐５３）

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

渋川 義宏 歯根膜細胞が骨再生に及ぼすテトラサイクリンの影響（Ａ９７‐０４１０‐５１）

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・誘導に関する研究（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・誘導に関する研究（Ａ９７‐０４１０‐５２）

川井 英敬 EMDと歯周組織再生について

稲垣 覚 歯周病原性細菌に対する線毛抗体（Ａ００‐０４１０‐６０）

小川 貴也 再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

鈴木 道子 歯周組織の発生

浅野 裕之 歯周病原性細菌の家族内感染（Ａ００‐０４１０‐６０）

増田 浩之 サルにおける咬合性外傷に関する研究（Ａ９９‐０４１０‐５７）

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）

杉本 真慈 再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

矢崎有里子 歯周病原性細菌に対する線毛抗体（Ａ００‐０４１０‐６０）

専 攻 生 島 信博 骨移植材併用GTR法（Ａ９６‐０４１０‐４９）

天野 恭彦 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）

２．成果の概要

１）歯根膜細胞が骨再生に及ぼすテトラサイクリンの影響（Ａ９７‐０４１０‐５１）

組織誘導再生法におけるドキシサイクリン応用吸収性膜が歯槽骨欠損部の骨形成に有効か否かを検索し

た．その結果，組織誘導再生法においてドキシサイクリン応用吸収性膜は，実験的歯槽骨欠損部における新

生骨形成を増加させることが示唆された．

J Periodontol ７１，１０８６～１０９３，２０００．

２）骨移植材併用GTR法（Ａ９６‐０４１０‐４９）

歯槽骨欠損部に対するコラーゲン膜と多孔性骨移植材の併用による組織誘導再生法が，新生セメント質お

よび新生骨の形成に及ぼす効果を検討した．その結果，組織誘導再生法に多孔性骨移植材および吸収性膜を

併用した場合，新生セメント質形成ならびに歯槽骨の形成を惹起させる療法であることが示唆された．

日歯周病会誌 ４２，７１～８１，２０００．
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３）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）

ヒトの歯周病と深く関わっていると言われる Campylobacter rectus（C. rectus）に対するモノクローナル抗

体を作製し，その検出を行うと共に，Probing Depth（PD），Bleeding on Probing（BOP），Gingival Index

（GI）との関連性を解析した．その結果，歯周炎患者サンプルからの C. rectus の検出率は，PD，BOP，GI

と統計学的に正の相関関係（ｐ＜０．００１）が認められ，C. rectus の感染が臨床症状と強い関わりがあること

が示された．

日歯周病会誌 ４２，９２～１０３，２０００．

４）再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

外来刺激に対する再生歯周組織の組織応答を検索するために，組織誘導再生法によって獲得された再生結

合組織性付着に着目し，ブラキシズムに対する組織反応を検索した．その結果，組織誘導再生法によって獲

得された組織では，ブラキシズムに対して再生結合組織性付着の形成に関与するセメント芽細胞と線維芽細

胞の活性が広範囲で明らかに大きいと考えられ，それによって再生結合組織性付着が維持されていることが

示唆された．

日歯周病会誌 ４２，１６２～１７４，２０００．

３．科学研究費補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

受 賞

研究代表者 研究課題 研究費

山田 了
杉戸 博記

ティッシュエンジニアリングを用いた組織再構築に関する
総合的研究

科学研究費・基盤（Ａ）

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）

中川 種昭 歯周病原性細菌の病原性因子に対する免疫応答の解析 科学研究費・基盤（Ｃ）

山田 了 発生工学に基づいた歯周組織再生療法の確立について 科学研究費・基盤（Ｃ）

中川 種昭 象牙質知覚過敏症に伴う歯髄感覚の高次中枢機能との関連 口腔科学研究センター

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

杉戸 博記 ２０００．５．１３ 日本歯周病学会奨励賞 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―

日本歯周病学
会
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シンポジウム

学会招待講演

５．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

教育ソフト開発

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

中川 種昭 ２０００．１０．２０ Porphyromonas gingivalis は歯周
病予防ワクチンのターゲットと
なりうるか

第４３回秋季日本歯周病学会学
術大会

豊中市

角田 正健 ２０００．１１．５ 口臭治療への薬物の応用 第１回国際口臭シンポジウム
―口臭臨床と歯科の将来―

東京

杉戸 博記 ２００１．３．３１ ティッシュエンジニアリングを
用いた歯周組織再建

第３７回日本歯科理工学会学術
講演会―２１世紀記念大会お
よび創立２０周年記念大会―

東京

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

山田 了 ２００１．３．１１ ２１世紀に向けてのGTR・GBR
について

平成１３年度日本歯科先端技術
研究所学術講演会

東京

担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

山田 了 ２００１．３． スケーリング・ルートプレーニングの
臨床シュミレーション教育用システム
の開発

スケーリング・ルートプレーニング
における基本操作のシュミレーショ
ンシステム

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

山田 了 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

タスクフォース 木更津市

山田 了 ２０００．１１．１８
～１９

第２回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

運営委員・タス
クフォース

千葉市
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論 文

1. 野呂明夫 ，高橋潤一，秋廣良昭 ，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・頬筋）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 保存Ⅲ, 水病・総合歯科

2. Komiya, A.，Kato, T. ，Nakagawa, T.，Saito, A.，Takahashi, J.，Yamada, S.，Okuda, K. : A rapid

DNA probe method for detection of and

, J Periodontol 71 ，760～767，2000. 原著 A98-0410-54 微生物

3. Fan, Q. ，Sims, T.J. ，Nakagawa, T.，Page, R.C. : Antigenic cross-reactivity among

serotypes, Oral Microbiol Immunol 15 ，158～165，2000. 原著 University

of Washington

4. 島 信博，北村秀和，山田 了 :吸収性膜に多孔性骨移植材の併用が歯周組織再生に及ぼす効果，日歯周

病会誌 42 ，71～81，2000. 原著 学位論文 細形研,保情研 実動施設

5. 庵原英晃 :モノクローナル抗体による歯周ポケットからの Campylobacter rectus の検出と臨床的応

用，日歯周病会誌 42 ，92～103，2000. 原著 学位論文 A00-0410-60 細形研 実動施設

6. 角田正健，北村秀和，天野恭彦，山田 了，出口眞二 ，田村利之 ，菅谷 彰 ，堀 俊雄 ，渡辺一郎 ，

五味一博 ，小林禎子 ，住本治菜 ，新井 高 :塩化セチルピリジニウムならびにグリチルリチン

酸ジカリウム配合洗口剤（MMX-1）の歯周疾患に対する臨床的評価，日歯保存誌 43 ，703～711，

2000. 原著 神歯大・歯周病, 鶴見大・歯・第二保存

7. Chang, C.Y.，Yamada, S. : Evaluation of the regenerative effect of a 25% doxycycline-loaded

biodegradable membrane for guided tissue regeneration，J Periodontol 71 ，1086～1093，2000.

原著 学位論文 A97-0410-51 細形研,保情研 実動施設

8. 小林幹直 :組織再生誘導法で獲得したサル再生結合組織性付着のブラキシズムに対する組織応答，日歯

周病会誌 42 ，162～174，2000. 原著 学位論文 A00-0410-59 細形研 実動施設

9. 佐伯洋二 ，高橋 満 ，上川新吾 ，徳本 匠 ，見明康雄 ，山田 了，奥田克爾 ， 澤孝彰 :フノ

リ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトールチューイングガムの実験的初期齲蝕エナメ

ル質に及ぼす再石灰化促進効果，歯基礎医会誌 42 ，590～600，2000. 原著 ロッテ中央研究所,

超微構造, 微生物

10. Okuda, K. ，Ishihara, K. ，Nakagawa, T.，Hirayama, A. ，Inayama, Y. ，Okuda, k. : Detection

of in atherosclerotic lesions, J Clin Microbiol 39 ，1114～1117，2001. 原著

微生物, RI研, Yokohama City University

解 説

1. 杉戸博記，山田 了 :歯肉退縮に対する吸収性膜を用いた GTRまたはエンベロップ手術の応用，Int J

Perio Rest Dent Japan 8 ，102～103，2000.
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2. 高橋潤一，山田 了 :１回法抜歯後即時埋入インプラント:ヒトにおける臨床的および組織学的ケースレ

ポート，Quint Dent Implantol 7 ，690～691，2000.

3. 高橋潤一，山田 了 :テトラサイクリン・コーティング ePTFEメンブレンの歯周炎骨縁下病変への応

用，Int J Perio Rest Dent Japan 8 ，104～105，2000.

4. 山田 了 :歯周治療における骨充填材の最近の動向について－歯周治療の重要な因子になりうるか－，

Int J Perio Rest Dent Japan 8 ，91～95，2000.

5. 渋川義宏，山田 了 :歯周治療における Nd:YAGレーザーとスケーリング,ルート・プレーニングの比

較，Int J Perio Rest Dent Japan 8 ，98，2000.

6. 角田正健 :目にはさやかに見えねども?口臭対策，Dent Fronti QA 12，38～47，2000.

7. 杉戸博記，山田 了 :口腔内フッ化物放出装置：象牙質知覚過敏症のための新しい臨床的治療法，Int J

Perio Rest Dent Japan 8 ，100～101，2000.

8. 渋川義宏，山田 了 :口腔内に露出した保護膜の初期の細菌定着に対するクロルヘキシジンの効果（

），Int J Perio Rest Dent Japan 8 ，94～95，2000.

9. 山田 了 :歯周組織の再生，BIO Clinica 15 ，1104～1108，2000.

10. 小宮明代，山田 了 :インプラント周囲の退縮：一年間の長期にわたる研究，Quint Dent Implantol 8

，35～41，2001.

11. 杉戸博記，山田 了 :多施設で1,022本を継続的に埋入した ITIインプラントの報告：７年間の長期間研

究，Quint Dent Implantol 8 ，81～83，2001.

12. 山田 了 :歯磨剤中の黄柏の薬理効果，日本醫事新報 4003，146～147，2001.

13. 高橋潤一，山田 了 :クエン酸脱灰と上皮下結合組織移植術，Int J Perio Rest Dent Japan 9 ，90～91，

2001.

単 行 図 書

1. 角田正健 :著分担 :口腔ケアの ABC－ QOLのためのポイント110－（a）自己臭症の人への指導の仕方

は 110～112頁，医歯薬出版，東京，1999. 平成11年度分

2. 角田正健: 著分担 :歯界展望/別冊 歯周病のメインテナンス治療（a）患者の全身状態の変化に対応した

メインテナンス治療 200～204頁，医歯薬出版，東京，2000.

3. 齋藤 淳 :著分担 :歯周病学最前線 オーラルケアが守る長寿社会の QOL（a）感染論として捉えた場合

のリスク因子 18～22頁，日本歯科評論社，東京，2000.

4. 山田 了 :著分担 :別冊 the Quintessence YEAR BOOK 2000（a）垂直的骨造成法 202頁，クインテッ

センス出版，東京，2000.
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5. 山田 了編集 : 著分担 :標準歯周病学（第3版）（a）歯周組織の再生 53～55頁,（b）歯周疾患の症状と徴

候 100～107頁,（c）組織再生誘導術（GTR）241～246頁，医学書院，東京，2000.

そ の 他

1. 角田正健 :口臭が強く，原因が分からない児童がいます，月刊 健 28 ，8～10，2000.

2. 杉戸博記，山田 了 :第86回米国歯周病学会併催日本歯周病学会2000年記念大会に参加して－歯周療法

の臨床における再生療法の今後の展開－，Int J Perio Rest Dent Japan 8 ，98～100，2000.

3. 野呂明夫 ，高橋潤一 :口の力が弱い人は歯周病やのど痛を招きやすいとわかりくちびる体操で改善で

きる，安心 19 ，131～133，2001. 保存Ⅲ

4. 角田正健 :口臭の原因は？，NHKためしてガッテン健康読本，16～19，2001.

学 会 抄 録

1. 高橋潤一，野呂明夫 ，秋廣良昭 ，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・頬筋）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使用感の

調査，日歯保存誌 43（春季特別号），144，2000.（第112回日本歯科保存学会春季学会，大阪市） 保存Ⅲ，

水病・歯科

2. 野呂明夫 ，高橋潤一，秋廣良昭 ，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第2報）デイケア施設における高齢者への口腔ケアと

『パタカラ』の応用，日歯保存誌 43（春季特別号），145，2000.（第112回日本歯科保存学会春季学会，

大阪市） 保存Ⅲ, 水病・歯科

3. Sugito, H.，Ota, M.，Kigure, T.，Yamada, S. : Abilities of differentiation for soft tissues grown under

ePTFE membranes，J Dent Res 79（Special Issue），229，2000.（78th General Session of the IADR，

Washington，DC，USA）A97-0410-52 細形研 保情研 実動施設

4. Inoue, T. ，Suzuki, M.，Hashimoto, S. ，Shimono, M. : Gap junction of cultured cells from

Malassez's epithelial rest，J Dent Res 79（Special Issue），312，2000.（78th General Session of the

IADR，Washington，DC，USA）細形研 実動施設 病理

5. Kitamura, H.，Sekiguchi, K.，Yamada, S. : The effect of the bovine bone graft material with the

collagen membrane on the periodontal regeneration of the intrabony defects in dogs，J Clin

Periodont 27（Suppl 1），62，2000.（EUROPERIO 3，Geneva，Switzerland）細形研 保情研 実動施設

6. Kato, T.▲，Okuda, K. ，Minaguchi, K. ，Yamada, S.，Ishihara, K. ，Miura, T. ，Yamanaka,

A. ，Kimizuka, R. ，Imatani, T. ，Yonezawa, H. ，Komiya, A.，Inoue, T. ，Tazaki, M. ，

Yoshinari, M. ，Haga, T. ，Saitoh, E. ，Nakajima, T. ，Genco, R.J. : Induction of protec-

tive immune responses and host homeostatic regulation，Bull Tokyo Dent Coll 41 ，80～81，

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） 微生物, 法歯, 病理,

生理, 理工, 日歯大・新潟歯・口腔生化学, 市病・耳鼻科, New York State University at Buffalo
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7. Ishihara, K. ，Miura, T. ，Yamanaka, A. ，Kimizuka, R. ，Nakagawa, T.，Takahashi, J.，

Hirose, M.，Sato, Y. ，Tanimoto, Y. ，Kuramitsu, H.K. : Virulence mechanisms of periodon-

topathic bacteria and host responses, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，81～83，2000.（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） 微生物, 生化学, New York State University at

Buffalo

8. Inoue, T. ， Shimono, M. ，Matsuzaka, K. ，Miyakoshi, S. ，Muramatsu, T. ， Ishikawa, T. ，

Tazaki, M. ，Miake, Y. ，Yanagisawa, T. ，Yoshinari, M. ，Abe, S. ，Suzuki, M.，Kubo, S. ，

Yajima, Y. ，Shibahara, T. ，Yamanaka, S. : Development of smart biomaterials for the dentin/

pulp complex，Bull Tokyo Dent Coll 41 ，91，2000.（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 ） 病理, 保存Ⅲ, 生理, 超微構造, 理工, 解剖, 小児歯, 口外Ⅰ, 衛生

9. Yamada, S.，Kitamura, H.，Sekiguchi, K.，Sugito, H.，Ogawa, T.，Noma, H. ，Shimono, M. : Esta-

blishment of an operating system for regeneration and proliferation of autogenous periodontal

ligament tissues，Bull Tokyo Dent Coll 41 ，95，2000.（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 ）A-97-0410-52 細形研,保情研 実動施設 口外Ⅰ, 病理

10. 小林幹直，黒田美智代，山田 了 :歯の動揺の再生結合組織性付着におよぼす影響に関する研究，日歯

周病会誌 42（春季特別号），104，2000.（第43回春季日本歯周病学会学術大会，徳島市）A00-0410-59 細形

研 保情研 実動施設

11. 小宮明代，齋藤 淳，北村秀和，関口一実，高橋潤一，渋川義宏，渡辺一夫，山田 了 :オウバクエキス，

トラネキサム酸およびβ-グリチルレチン酸配合歯磨剤の歯周疾患予防効果に関する臨床的検討，日

歯周病会誌 42（春季特別号），147，2000.（第43回春季日本歯周病学会学術大会，徳島市）

12. 杉戸博記，太田幹夫，渡邊菜々子，小林友子，角田正健，山田 了 :腎移植患者における歯肉増殖症の

一治療例，日歯周病会誌 42（春季特別号），179，2000.（第43回春季日本歯周病学会学術大会，徳島市）

13. 庵原英晃，三浦 直 ，加藤哲男 ，石原和幸 ，中川種昭，高橋潤一，清田 築，山田 了，奥田克爾 :

モノクローナル抗体による歯周炎局所 Campylobacter rectus の検出，日歯周病会誌 42（春季特別

号），64，2000.（第43回春季日本歯周病学会学術大会，徳島市）A-00-0410-60 細形研 実動施設 微生物

14. 小林幹直，長谷川昭子，山田 了 :再生結合組織性付着のブラキシズムに対する組織応答－組織学的並

びに免疫組織化学的観察－，歯科学報 100 ，579，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

A00-0410-59 細形研 保情研 実動施設

15. 庵原英晃，三浦 直 ，加藤哲男 ，石原和幸 ，中川種昭，高橋潤一，松本恭宜，山田 了，奥田克爾 :

モノクローナル抗体による Campylobacter rectus の検出と菌体表層抗原の解析，歯科学報 100 ，

603，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A-00-0410-60 細形研 実動施設 微生物

16. 白鳥たかみ ，吉田誠子 ，石橋美穂子 ，永井由美子 ，納谷瑞穂 ，杉山節子 ，角田正健，

眞木吉信 ,伊藤彰人 ，黒柳錦也 :歯学部学生を対象とした歯科衛生士の業務に関する認知度調査，

歯科学報 100 ，606，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市） 東歯大・衛校, 保存Ⅲ, 衛生,

保存Ⅰ, 歯放
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17. 佐伯洋二 ，高橋 満 ，見明康雄 ，山田 了，奥田克爾 ， 澤孝彰 :フノリ抽出物と第2リン酸カル

シウム配合キシリトールチューイングガムおよびタブレットの再石灰化促進効果，歯基礎医会誌 42

，458，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市） ロッテ中央研究所, 超微構造, 微生物

18. 遠藤義典，太田幹夫，杉戸博記，高橋潤一，関野 仁，石川一磨，木暮隆司，中川種昭，角田正健，

山田 了 :腎移植患者における免疫抑制剤の服用が歯肉増殖に及ぼす影響，日歯周病会誌 42（秋季特

別号），133，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術大会，豊中市）

19. 難波 崇，杉戸博記，松本恭宜，山田 了 : GTRによる膜組織の誘導期間の相違による歯周組織再生の

変化に関する研究，日歯周病会誌 42（秋季特別号），148，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術大会，

豊中市）A-97-0410-52 細形研,保情研 実動施設

20. 小川貴也，渋川義宏，長谷川昭子，山田 了 : GTRによる膜組織の再生期間の相違による硬組織形成能

の変化に関する研究，日歯周病会誌 42（秋季特別号），149，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術大

会，豊中市）A-00-0410-59 細形研,保情研 実動施設

21. 鈴木道子，井上 孝 ，林 智子，下野正基 ，山田 了 :ブタ歯根セメント質形成にみられる上皮遺残様

細胞塊形成のメカニズム，日歯周病会誌 42（秋季特別号），180，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術

大会，豊中市）細形研 病理

22. 中川種昭 : は歯周病予防ワクチンのターゲットとなりうるか，日歯周病

会誌 42（秋季特別号），52，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術大会，豊中市）シンポジウム

23. 難波 崇，杉戸博記，山田 了 : GTRによる膜組織の誘導期間の経過における歯周組織再生能の変化に

関する研究，歯科学報 100 ，1135，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）A-97-0410-52 細

形研,保情研 実動施設

24. 稲垣 覚，中川種昭，山田 了，石原和幸 ，奥田克爾 : 病原因子に対す

る歯周炎患者の血清 IgGの反応特性，歯科学報 100 ，1143，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，

千葉市）A-00-0410-60 微生物

25. 野呂明夫 ，高橋潤一，秋廣良昭 ，神作信義 ，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第3報）幼稚園児・保育園児（3歳～5歳）にお

ける口唇閉鎖力の評価，日歯保存誌 43（秋季特別号），188，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，

東京） 保存Ⅲ, 水病・総合歯科, 東京都

26. 高橋潤一，野呂明夫 ，秋廣良昭 ，細川伊平 ，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第4報）若年者（12歳～22歳）における口唇閉

鎖力の評価，日歯保存誌 43（秋季特別号），189，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，大阪市）

保存Ⅲ, 水病・総合歯科, 東京都
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27. Ihara, H.，Miura, T. ，Kato, T. ，Nakagawa, T.，Yamada, S.，Okuda, K. : Detection in perio-

dontitis sites of by monoclonal antibodies，J Periodontol 71 ，1812～1813，

2000.（86th Annual Meeting of the American Academy of Periodontology in conjunction with the Japanese

Society of Periodontology，Honolulu，USA）A-00-0410-60 細形研 実動施設 微生物

28. Kobayashi, M.，Yamada, S. : Response to new connective tissue attachment by bruxism in monkeys

- Histological and immunohistological observations，J Periodontol 71 ，1817，2000.（86th Annual

Meeting of the American Academy of Periodontology in conjunction with the Japanese Society of

Periodontology，Honolulu，USA）A-00-0410-59 細形研 保情研 実動施設

29. 角田正健 :口臭治療への薬物の応用，第１回国際口臭シンポジウム－口臭臨床と歯科の将来－ プログ

ラム・抄録集，13，2000.（第1回国際口臭シンポジウム－口臭臨床と歯科の将来－，東京）シンポジウム

30. Sekiguchi, K.，Yamada, S. : Histopathological study of a bioabsorbable membrane system on guided

bone regeneration in dogs，J Periodontol 71 ，1917，2000.（86th Annual Meeting of the American

Academy of Periodontology in conjunction with the Japanese Society of Periodontology，Honolulu，USA）A

-97-0410-53 細形研 保情研 実動施設

31. Sugito, H.，Ota, M.，Nanba, T.，Ogawa, T.，Yamada, S. : Abilities of soft tissues grown under ex-

panded polytetrafluoroethylene（ePTFE）membranes to regenerate alveolar bone and cementum, J

Periodontol 71 ，1919，2000.（86th Annual Meeting of the American Academy of Periodontology in

conjunction with the Japanese Society of Periodontology，Honolulu，USA）A-97-0410-52 細形研 保情研

実動施設

32. 山田 了 : 21世紀に向けての GTR・GBRについて，日歯先技研会誌 7 ，47～48，2001.（平成13年度日

本歯科先端技術研究所学術講演会，東京）特別講演

33. 関口一実，伊藤太一，福地桃子，山田 了 :進みゆく再生療法の実際，歯界展望増刊号－歯科医学と健

康の創造，254，2001.（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，東京）

34. 杉戸博記，難波 崇，小川貴也，山田 了 :新しい歯牙移植・再植法をめざして（自己の歯根膜由来組織

の再生・増殖システムの確立），歯界展望増刊号－歯科医学と健康の創造，349，2001.（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，東京）A-97-0410-52 細形研 保情研 実動施設

35. 杉戸博記 :ティッシュエンジニアリングを用いた歯周組織再建，歯材器 20（特別号37），27，2001.（第

37回日本歯科理工学会学術講演会，東京）シンポジウム A-97-0410-52 細形研 保情研 実動施設

36. Okuda, K. ，Ishihara, K. ，Nakagawa, T.，Hirayama, A. : Detection of in

atherosclerotic vascular lesions，J Dent Res 80 ，1327，2001.（48th Annual Meeting of the JADR，

Matsudo，Japan） 微生物, RI研
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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

槙石 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

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

病院助手 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

佐塚 浩章 MDPB配合試作接着システムの接着性とF－徐放性について

周東左起子 MDPB配合試作接着システムの接着性とF－徐放性について

宮本 一代 各種仮封材の抗菌性について

大学院生 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填の効果

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

篠原 崇 DIAGNOdent と極微小焦点X線 CT撮影装置の比較，検討

２． 成果の概要

１）Er : YAGレーザー照射象牙質へのレジン接着に関する研究

Er : YAGレーザー照射象牙質に対するレジン接着については，多くの研究者により報告されているが，

統一見解を得るまでの結論は未だ得られていない．そこで我々はEr : YAGレーザー照射象牙質に対し，酸

抵抗性の検討，酸処理剤応用による構造学的変化，各種酸処理応用による接着強さの相違，表層の機械的除

去と接着強さについて検討を行った。

ウシ象牙質に対して１００mJ／PULSE，１０pps の条件で注水下にてレーザー照射を行い，酸抵抗性の有無を

レーザー非照射象牙質と比較した。ウシ象牙質を pH４．０に調整された０．１M乳酸緩衝液に浸漬し，緩衝液中

に溶出したカルシウムとリンの量をレーザー照射群，非照射群間で比較した。その結果，両者には有意差が

認められず，またカルシウム／リンモル比についても両者に有意な違いは認められなかった。ここから，酸

抵抗性は得られていないことがわかった。
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酸処理を行うことにより照射象牙質表層の鱗片構造がややなだらかとなったが，強い酸を長時間用いても

完全な除去を行うことはできず，酸処理のみでレーザー照射が影響した部位を除去することはできなかっ

た。

レーザー照射象牙質では，非照射象牙質への酸処理において有効であったクエン酸中への塩化第二鉄添加

効果が認められず，また強い酸を用いるほど接着強さが低下した。

Er : YAGレーザー照射象牙質に対し，超音波スケーラー，ポリッシングブラシ，スプーンエキスカベー

ターを用いて表層の除去を行った群と，除去を行わなかった群に対し，引っぱり接着強さを測定した。結果

として，表層の除去を行った群は，除去を行わなかった群よりも，優位に接着強さが上昇していた。

接着歯学 １８�，１２６～１３２，２０００．
日レ歯誌 １１�，１０９～１１５，２０００．
Bull Tokyo Dent Coll ４１�，４３～４８，２０００．
J Adhes Dent ２�，２９７～３０４，２０００．

４．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

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）

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）

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

石川 達也 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

ディレクター 木更津市

石川 達也 ２０００．１１．１８
～１９

第２回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

ディレクター 千葉市
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論 文

1. 野呂明夫，高橋潤一 ，秋廣良昭 ，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・頬筋）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 ，425～442，2000. 原著 保存Ⅱ, 水病・総合歯科

2. 長坂 斉 ，佐藤 亨 ，高江洲義矩 ，石川達也 :咀嚼習癖に関連する聴力の変化，歯科学報 100 ，

491～498，2000. 臨床 A-00-0520-1 衛生, 補綴Ⅱ

3. Kameyama, A.，Koga, H. ，Takizawa, M.，Takaesu, Y. ，Hirai, Y. : Effect of Er : YAG laser ir-

radiation on acid resistance to bovine dentin in vitro，Bull Tokyo Dent Coll 41 ，43～48，2000.

原著 細形研 衛生

4. 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 :「ボニートベルデ（R）」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 水病・総合歯科, 水病・保存科, 漢方健康センター，

東京都, 明徳会福岡歯科東洋医学研究所

5. 亀山敦史，河田英司 ，瀧澤雅一，天谷哲也，牟田具城，保坂 誠 ，小田 豊 ，平井義人 : Er:YAGレー

ザー照射ウシ象牙質の酸処理による影響 ―表面の形態的変化について―，接着歯学 18 ，126～13

2，2000. 原著 細形研 理工, 千葉県立衛生短期大学

6. 天谷哲也，亀山敦史，井原聡一郎，春山親弘，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人 : Er:YAGレーザー照射

象牙質に対する表面処理と接着強さ，日レーザー歯会誌 11 ，109～115，2000. 原著 細形研

7. 高橋 賢，石川達也，平井義人，村田有史，佐藤 亨 ，吉田 実 ，吉田友明 :体重4分割連続値と咬合

接触状態および習慣性咀嚼側との関連について－正常者群と顎関節症群の比較－，全身咬合 6 ，

137～146，2000. 原著 A-00-0520-1 補綴Ⅱ, 朋友柔道整復専門学校, （財）老年歯科医学総合研究所

8. 長坂 斉 ，佐藤 亨 ，高江洲義矩 ，石川達也 :咀嚼習癖に関連する聴力動態，全身咬合 6 ，147～

152，2000. 臨床 A-00-0520-1 衛生, 補綴Ⅱ

9. Kameyama, A.，Kawada, E. ，Takizawa, M.，Oda, Y. ，Hirai, Y. : Influence of different acid con-

ditioner on the tensile bond strength of 4-META/MMA-TBB resin to Er:YAG laser-irradiated

bovine dentin, J Adhes Dent 2 ，297～304，2000. 原著 細形研 理工

10. Satou, T. ，Hannak, W. ，Ishikawa, T. : Der Einflus von Okklusionsanderungen auf die Kor-

perhaltung, ZWR 109 ，147～153，2000. 原著 A-00-0520-1 補綴Ⅱ, W. B. Freesmeyer

11. 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 青葉クリニック

12. 足立三枝子 ，植松久美子 ，原 智子 ，石原和幸 ，奥田克爾 ，石川達也 :専門的口腔清掃は特別養

護老人ホーム要介護者の発熱を減らした，老年歯医 15 ，25～30，2000. 原著 府中市民医療セン

ター, 微生物
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13. 高瀬保晶，瀧澤雅一，天谷哲也，春山親弘，亀山敦史，平井義人 :齲蝕診断装置 Diagnodentに関する

基礎的研究，日レーザー歯会誌 12 ，37～40，2001. 原著

14. 春山親弘，天谷哲也，平井義人 : 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修復に関

する研究，日歯保存誌 44 ，286～300，2001. 原著 細形研 実動施設

解 説

1. 野呂明夫，大隈 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），難病と在宅ケア 6 ，38～41，2000. 埼玉県

2. 野呂明夫 :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 6 ，38～41，2000.

3. 長坂 斉 ，佐藤 亨 ，高江洲義矩 ，石川達也 :聴力は咬合のセンサーか，歯科評論 61 ，133～141，

2001. A-00-0520-1 衛生, 補綴Ⅱ

プロシーディングス

1. 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，歯界展望増刊号－歯界学と健康の創造，359，2001.（第19回日本歯科医学会総

会，東京）ポスターセッション 歯麻

調 査 報 告

1. 石川達也（a）,平井義人（a）,高橋 賢（a）,村田有史（a）,佐藤 亨（a），吉田 実（a），吉田友明（a）: 老年

歯科医学総合研究所平成11年度報告書（a）咬合接触状態および利き側と体重4分割連続値との関連に

ついて―女性正常者群と女性顎関節症群の比較― 47～60頁，老年歯科医学総合研究所，2000. 補

綴Ⅱ, 朋友柔道整復専門学校, （財）老年歯科医学総合研究所

そ の 他

1. 石川達也 :故海老原洋子教授の研究から学ぶもの，歯科学報 100 ，1022～1027，2000.

2. 瀧澤雅一，天谷哲也，平井義人 :レーザーによる齲蝕治療，光アライアンス 11 ，15～19，2000. 細

形研 実動施設

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

effect of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in a local anesthetic solution on the dental

pulp（平成９年度），平成８～平成12年度私立大学学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・セ

ンター）研究成果報告書 1/3分冊，130，2001. 歯麻, 病理, 生化学

4. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，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（平成10年度），平成８～平成12年度私立大学

学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，176，2001.

歯麻, 病理, 生化学
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5. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，本間敬和 ，田中大平 : The

effects on the dental pulp of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in a local anesthetic

solution（平成10年度），平成８～平成12年度私立大学学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・

センター）研究成果報告書 1/3分冊，203，2001. 歯麻, 病理, 生化学

6. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，福田謙一 ，宮地建次 :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（平成11年度），平成８～平成12年度私立大学

学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，247，2001.

歯麻, 病理, 生化学, 水病・麻酔科

7. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，福田謙一 ，宮地建次 : The

effects on the dental pulp of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in a local anesthetic

solution（平成11年度），平成８～平成12年度私立大学学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサー

チ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，272～273，2001. 歯麻, 病理, 生化学, 水病・麻酔科

8. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，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，平成８～平成12年度私立大学学術研究高度

化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター）研究成果報告書 3/3分冊，273～296，2001. 歯麻,

病理, 生化学

9. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，福田謙一 ，宮地建次 :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（平成12年度），平成８～平成12年度私立大学

学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，310～312，

2001. 歯麻, 病理, 生化学, 水病・麻酔科

10. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，福田謙一 ，宮地建次 : The

effects on the dental pulp of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in a local anesthetic

solution（平成12年度），平成８～平成12年度私立大学学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサー

チ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，363～365，2001. 歯麻, 病理, 生化学, 水病・麻酔科

11. 金子 譲 ，一戸達也 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，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（平成９年度），平成８～平成12年度私立大学

学術研究高度化推進事業（ハイテク・リサーチ・センター）研究成果報告書 1/3分冊，93～94，2001.

歯麻, 病理, 生化学

学 会 抄 録

1. 山岸東太郎 ，森山徳長 ，長谷川正康 ，石川達也 :高山歯科医学院に始まる東京歯科大学学則の分析

的考察（その5）新制東京歯科大学学則（1952～1957）について，日歯医史会誌 23 ，204～205，2000.

（第27回日本歯科医史学会総会，東京） 千病事務部, 東京都, 名誉教授

2. 森山徳長 ， 澤孝彰 ，高江洲義矩 ，石川達也，吉峯規雄 ，堂 信一 ，堀内 實 :紐育州シャンデー

ケン在,旧野口英世博士別荘と東京歯科大学（その１）建築当時のいきさつ，日歯医史会誌 23 ，213～

214，2000.（第27回日本歯科医史学会総会，東京） 東京都, 超微構造, 衛生, 法人事務局, 大学事務

部, U.S.A.

― 116 ―



― 117 ―

3. 吉峯 規雄 ，堂 信一 ，森山 徳長 ， 澤孝彰 ，石川達也，高江洲義矩 ，堀内 實 :紐育州シャ

ンデーケン在,旧野口英世博士別荘と東京歯科大学（その２）東京歯科大学による購入と現状，日歯医

史会誌 23 ，215～216，2000.（第27回日本歯科医史学会総会，東京都） 法人事務局, 大学事務部, 東

京都, 超微構造, 衛生, U.S.A.

4. 武藤由剛，瀧澤雅一，佐塚浩章，周東左起子，宮本一代，保坂 誠，平井義人 :各種仮封材に関する検

討―第２報 抗菌性について―，日歯保存誌 43（春季特別），163，2000.（第112回日本歯科保存学会春期

学会，大阪市）

5. 牟田具城，高橋 賢，高瀬保晶，井原聡一郎，保坂 誠 ，緒方 毅 ，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 長期観察例―，日歯保存誌 43（春季特別），164，2000.（第112回日本歯科保存学学術大

会，大阪市）細形研 実動施設 千葉県立衛生短期大学, 岡山県

6. 熊崎 護 ，瀧澤雅一，天谷哲也，亀山敦史，春山親弘，高瀬保晶，平井義人 : Er:YAGレーザー切削

によるエナメル質クラック発生の様相について，日歯保存誌 43（春季特別），26，2000.（第112回日本

歯科保存学会学術大会，大阪市） 総合歯科医療研究所

7. 天谷哲也，瀧澤雅一，井原聡一郎，春山親弘，亀山敦史，高瀬保晶，保坂 誠，平井義人 : Er:YAGレー

ザー照射後の象牙質表面処理について，日歯保存誌 43（春季特別），26，2000.（第112回日本歯科保存

学会春期学会，大阪市）

8. 瀧澤雅一，天谷哲也，亀山敦史，春山親弘，高瀬保晶，平井義人，井上 孝 ，下野正基 ，熊崎 護 :

Er:YAGレーザーの照射条件と歯髄反応 ―イヌ歯牙における短期観察―，日歯保存誌 43（春季特

別），28，2000.（第112回日本歯科保存学会学術大会，大阪市）細形研 実動施設 病理, 総合歯科医療研

究所

9. 高橋潤一 ，野呂明夫，秋廣良昭 ，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・頬筋）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使用感の調

査，日歯保存誌 43（春季特別号），144，2000.（第112回日本歯科保存学会春季学会，大阪市） 保存

Ⅱ, 水病・総合歯科

10. 野呂明夫，高橋潤一 ，秋廣良昭 ，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第２報）デイケア施設における高齢者への口腔ケアと『パ

タカラ 』の応用，日歯保存誌 43（春季特別号），145，2000.（第112回日本歯科保存学会春季学会，大阪

市） 保存Ⅱ, 水病・総合歯科

11. Inoue, T. ， Shimono, M. ， Matsuzaka, K. ， Miyakoshi, S. ， Muramatsu, T. ， Ishikawa, T.，

Tazaki, M. ，Miake, Y. ，Yanagisawa, T. ，Yoshinari, M. ，Abe, S. ，Suzuki, M. ，Kubo, S. ，

Yajima, Y. ，Shibahara, T. ，Yamanaka, S. : Development of smart biomaterials for the dentin/

pulp complex, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，91，2000.（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，Chiba, Japan） 病理, 生理, 超微構造, 理工, 解剖, 保存Ⅱ, 小児歯, 口外Ⅰ,

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

石川達也 :マウスガードの装着ならびに咬合状態の相違が顎顔面頭蓋の安全性に及ぼす影響，日歯医

師会誌 52 ，1415，2000.（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，東京）

A-00-0790-8 水病・スポーツ歯科

13. 崔 大均 ，保科早苗 ，島田 淳 ，武田友孝 ，石上惠一 ，權 肯祿 ，月村直樹 ，李 星馥 ，

石川達也 :韓国と日本のコンタクトスポーツ選手におけるマウスガードへの認識の差，日歯医師会誌

52 ，1416，2000.（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，東京）A-00-0790-10

韓国・慶煕大・歯, 水病・スポーツ歯科, 日大・歯・補綴Ⅱ

14. 瀧澤雅一，天谷哲也，亀山敦史，春山親弘，高瀬保晶，平井義人，井上 孝 ，下野正基 : Er:YAGレー

ザーの照射条件と歯髄反応，歯科学報 100 ，582，2000.（第269回東京歯科大学学会，千葉市）細形研

実動施設 病理

15. 天谷哲也，瀧澤雅一，井原聡一郎，春山親弘，亀山敦史，高瀬保晶，保坂 誠 ，平井義人 : Er:YAG

レーザー照射象牙質に対する表面処理効果，歯科学報 100 ，583，2000.（第269回東京歯科大学学会，

千葉市）細形研 千葉県立衛生短大

16. 瀧澤雅一，平井義人，花井淳一郎 ，相原一之 ，谷口敏信 ，保科紀子 ，酒井逸子 :平成11年度第

５回沖縄県歯科巡回診療の実績報告 ―座間味島における報告―，歯科学報 100 ，620，2000.（第

269回東京歯科大学学会，千葉市） 口外Ⅱ, 補綴Ⅱ, 千病・中央技, 千葉県

17. 春山親弘，瀧澤雅一，天谷哲也，亀山敦史，村田有史，梶井泰樹，高瀬保晶，平井義人 : Er:YAGレー

ザー窩洞と修復材料の適合性 ―SEM による界面観察―，歯科学報 100 ，622，2000.（第269回東京

歯科大学学会，千葉市）細形研 実動施設

18. 牟田具城，高橋 賢，高瀬保晶，西山令生，保坂 誠 ，緒方 毅 ，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，歯科学報 100 ，623，2000.（第269回東京歯科大学学会，千葉市）

細形研 実動施設 千葉県立衛生短期大学, 岡山県

19. 武藤由剛，瀧澤雅一，佐塚浩章，周東左起子，宮本一代，保坂 誠，平井義人 :各種仮封材に関する検

討―第２報 抗菌性について―，歯科学報 100 ，625，2000.（第269回東京歯科大学学会，千葉市）

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

石上惠一 ，石川達也，月村直樹 :マスメディアと噛み合わせ異常患者の臨床症状，日補綴歯会誌

44（103回特別），152，2000.（第103回日本補綴歯科学会学術大会，大宮市）A-00-0790-6 水病・スポーツ

歯科, 日大・歯・補綴Ⅱ

21. 石川達也 :歯科臨床からみた先端研究の方向性，歯科学報 100 ，901～906，2000.（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）
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22. 井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮越照一 ，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 :口腔・顎顔

面機能再構築のための生物高機能素材の開発，歯科学報 100 ，940～942，2000.（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） 病理, 生理, 超微構造, 理工, 解剖, 保存

Ⅱ， 小児歯, 口外Ⅰ

23. 金子 譲 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，一戸達也 ，福田謙一 ，宮地建次 :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 ，942～943，2000.（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）HRC962B01 実動施設 歯麻, 病理,

生化学, 水病・麻酔科

24. 亀山敦史，河田英司 ，小田 豊 ，平井義人 : Er:YAGレーザー照射ウシ象牙質への4-META/MMA-

TBBレジンの初期接着性に及ぼすグルタールアルデヒド処理効果，歯科材料・機器 19（Special

36），157，2000.（第36回日本歯科理工学会学術講演会，岡山市）細形研 理工

25. 武藤由剛，津守將充，春山親弘，西山令生，井原聡一郎，亀山敦史，平井義人 :MDPB配合試作接着

システム「ABF」について ―第１報 抗菌性と短期歯髄反応―，日歯保存誌 43（秋季特別），66，

2000.（第113回日本歯科保存学会，東京）

26. 武藤由剛，津守將充，春山親弘，西山令生，井原聡一郎，亀山敦史，平井義人 :MDPB配合試作接着

システム「ABF」について―第１報 抗菌性と短期歯髄反応―，歯科学報 100 ，1138，2000.（第270

回東京歯科大学学会，千葉市）実動施設

27. 天谷哲也，春山親弘，亀山敦史，篠原 崇，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人，井上 孝 ，下野正基 :

繰り返し速度を増加させた Er:YAGレーザーの応用 ―歯肉切除およびメラニン色素沈着除去―，歯

科学報 100 ，1148，2000.（第270回東京歯科大学学会，千葉市）細形研 病理

28. 牛木猛雄，天谷哲也，牟田具城，高橋 賢，杉山利子，平井義人 :フッ素徐放性修復材料の臨床経過，

歯科学報 100 ，1151，2000.（第270回東京歯科大学学会，千葉市）

29. 周東左起子，佐塚浩章，牛木猛雄，武藤由剛，亀山敦史，平井義人 :MDPB配合試作接着システム

『ABF』について ―第２報 象牙質初期接着性と F-徐放性―，歯科学報 100 ，1152，2000.（第270

回東京歯科大学学会（総会），千葉市）細形研

30. 戸田忠夫 ，畠 銀一郎 ，岡田 宏 ，島袋善夫 ，天野義和 ，五十畑正憲 ，西川博文 ，久保田 稔 ，

川嶋敏弘 ，伊藤彰人 ，土倉 康 ，平井義人，龍崎直仁 :新規根管充填用ポイントの臨床経過，日

歯保存誌 43（秋季特別），105，2000.（第113回日本歯科保存学会，東京）実動施設 大阪歯大・口腔治療

学, 阪大・歯・口腔分子免疫学・口腔治療学教室, 奥羽大・歯・保存Ⅱ, 明海大・歯・歯内療法, 岩手

医科大・歯・保存一, 保存Ⅰ

31. 春山親弘，天谷哲也，亀山敦史，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人，熊崎 護 : Er:YAGレーザーの照

射条件の違いによる反応，日歯保存誌 43（秋季特別），131，2000.（第113回日本歯科保存学会・春季学

会，東京）細形研 実動施設 総合歯科医療研究所
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32. 天谷哲也，春山親弘，亀山敦史，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人，熊崎 護 :繰り返し速度を増加さ

せた Er:YAGレーザーの軟組織への応用，日歯保存誌 43（秋季特別），132，2000.（第113回日本歯科保

存学会，東京都）細形研 総合歯科医療研究所

33. 牛木猛雄，天谷哲也，牟田具城，高橋 賢，杉山利子，平井義人 :フッ素徐放性修復材料の臨床経過 ―

第１報 フルオロボンド・ビューティフィルの応用―，日歯保存誌 43（秋季特別），86，2000.（第113

回日本歯科保存学会学術大会，東京）

34. 野呂明夫，高橋潤一 ，秋廣良昭 ，神作信義 ，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第３報）幼稚園児・保育園児（３歳～５歳）に

おける口唇閉鎖力の評価，日歯保存誌 43（秋季特別号），188，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学

会，東京） 保存Ⅱ, 水病・総合歯科, 東京都

35. 高橋潤一 ，野呂明夫，秋廣良昭 ，細川伊平，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/頬筋）機能療法の基礎と臨床（第４報）若年者（12歳～22歳）における口唇閉鎖

力の評価，日歯保存誌 43（秋季特別号），189，2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，大阪市） 保

存Ⅱ, 水病・総合歯科, 東京都

36. 周東左起子，佐塚浩章，牛木猛雄，武藤由剛，亀山敦史，平井義人 :MDPB配合試作接着システム

『ABF』について ―第２報 象牙質初期接着性と F-徐放性―，日歯保存誌 43（秋季特別号），76，

2000.（第113回日本歯科保存学会秋季学会，東京）細形研

37. 中島一憲 ，深町元秀 ，小川 透 ，保科早苗 ，島田 淳 ，武田友孝 ，石上惠一 ，開内正則 ，石

川達也 :マウスガードの衝撃吸収能 衝撃性閉口に対して:その2，補綴誌 44（104回特別），207，

2000.（第104回日本補綴歯科学会学術大会，大阪市）A-00-0790-9 水病・スポーツ歯科, モルテンメディ

カル

38. 深町元秀 ，武田友孝 ，高田英記 ，保科早苗 ，小川 透 ，中島一憲 ，島田 淳 ，石上惠一 ，

高橋 賢，石川達也 :ラミネートマウスガードの接着性向上について，日補綴歯会誌 44（104回特

別），208，2000.（第104回日本補綴歯科学会学術大会，大阪市）A-00-0790-3 水病・スポーツ歯科

39. 石川達也，平井義人，吉田 実 ，高橋 賢，村田有史，牛木猛雄，佐藤 亨 :新規体重計（八分割バラ

ンサー）による体重バランスと実験的咬合接触状態との関連について，第10回日本全身咬合学会学術

大会プログラム・抄録集，51，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）保情研 朋友柔道整

復専門学校, 補綴Ⅱ

40. 武田友孝 ，中島一憲 ，小川 透 ，島田 淳 ，石上惠一 ，石川達也 :ラミネートマウスガードの作

製法（咬合接触領域の付与方法について），全身咬合，61，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙

台市） 水病・スポーツ歯科

41. 石川達也，平井義人，高橋 賢，村田有史，牛木猛雄，梶井泰樹，佐藤 亨 ，吉田 実 :新規体重計（八

分割バランサー）による体重バランスと実験的咬合接触状態との関連について，歯科学報 100 ，

1160，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）保情研 補綴Ⅱ, 朋友柔道整復専門学校
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42. 吉田友明 ，石川達也，後藤重則 :咬合関連症候群における月経異常の症例について，第10回日本全

身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，26，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市） 老

年歯科医学総合研究所, 日本免疫治療学研究会

43. 長坂 斉 ，松久保 隆 ，佐藤 亨 ，高江洲義矩 ，石川達也 :偏位性咀嚼習癖者の聴覚動態に関する

統計的検討，第10回日本全身咬合学会プログラム・抄録集，27，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大

会，仙台市） 衛生, 補綴Ⅱ

44. 三村義昭 ，佐藤恭子 ，石川達也 :咬合と直立ニ足歩行 第３報 歯列弓幅と足座位，第10回日本全身

咬合学会プログラム・抄録集，36，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市） 大阪, 埼玉

45. 佐藤恭子 ，三村義昭 ，石川達也 :咬合と直立ニ足歩行 第4報 犬歯と直立ニ足歩行，第10回日本全身

咬合学会プログラム・抄録集，37，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市） 埼玉, 大阪

46. 佐藤 亨 ，國近 献 ，平地正茂 ，相原一之 ，腰原 好 ，石川達也，高橋 賢，平井義人，吉田 実 :

新規体重計（８分割バランサー）による体重８分割値の変動について，第10回日本全身咬合学会プログ

ラム・抄録集，39，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）A-00-0520-1 補綴Ⅱ, 朋友柔道

整体専門学校

47. 早川浩太郎 ，西村 亮 ，海老原 環 ，原崎守弘 ，一色泰成 ，村田有史，高橋 賢，平井義人，

石川達也 :顎変形症患者における４分割バランサー体重計による重心の変動値について，第10回日本

全身咬合学会プログラム・抄録集，49，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市） 矯正

48. 海老原洋子 ，加藤元一郎 ，高橋正憲 ，仁科牧子 ，平井義人，石川達也 :日本全身咬合学会用の健

康調査質問表作成への試み，第10回日本全身咬合学会プログラム・抄録集，58，2000.（第10回日本全

身咬合学会学術大会，仙台市） 千病・内科, 市病・精神・神経科, 市病・整外科, 市病・内科

49. 山岸東太郎 ，森山徳長 ，長谷川正康 ，石川達也 :麹町区内幸町における藤島太麻夫新築治療所の詳

細，日歯医史会誌 24 ，60，2001.（第28回日本歯科医史学会総会，東京） 千病事務部, 東京都, 名

誉教授

50. 高田英記 ，武田友孝 ，中島一憲 ，長谷川英美 ，片山幸太郎 ，石上惠一 ，石川達也，開内正則 ，

播戸日出男 :ラミネートマウスガードの接着強さについて（その２），スポーツ歯 4 ，47，2001.

（第11回日本スポーツ歯科医学会学術大会，東京）A-00-0790-3 陸上自衛隊, 水病・スポーツ歯科, モル

テンメディカル

51. 保科早苗 ，武田友孝 ，長谷川英美 ，深町元秀 ，小野寺久典 ，小川 透 ，中島一憲 ，島田 淳 ,

石上惠一 ，石川達也 :マウスガード製作時の厚径変化について，スポーツ歯 4 ，62～63，2001.（第

11回日本スポーツ歯科医学会学術大会，東京）A-00-0790-5 水病・スポーツ歯科

52. 中島一憲 ，長谷川英美 ，武田友孝 ，島田 淳 ，小川 透 ，小野寺久典 ，深町元秀 ，保科早苗 ,

石上惠一 ，石川達也 :マウスガードの変形に関する研究，スポーツ歯 4 ，63，2001.（第11回日本

スポーツ歯科医学会学術大会，東京）A-00-0790-4 水病・スポーツ歯科
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53. 武田友孝 ，中島一憲 ，島田 淳 ，小川 透 ，小野寺久典 ，深町元秀 ，保科早苗 ，石上惠一 ，

石川達也，月村直樹 ，開内正則 ，播戸日出男 :顎顔面頭蓋の安全性に及ぼすマウスガードデザイ

ンからの検討，スポーツ歯 4 ，64，2001.（第11回日本スポーツ歯科医学会学術大会，東京）

A-00-0790-14 水病・スポーツ歯科, 日大・歯・補綴Ⅱ, モルテンメディカル

54. 石上惠一 ，石川達也 :マウスガードの作り方，スポーツ歯 4 ，67～68，2001.（第11回日本スポーツ歯

科医学会学術大会，東京） 水病・スポーツ歯科

55. 春山親弘，天谷哲也，亀山敦史，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人，熊崎 護 : Er:YAGレーザーの照

射条件の違いによる歯髄反応，日レーザー歯会誌 12 ，43，2001.（第12回日本レーザー歯学会，浜松

市）細形研 総合歯科医療研究所

56. 天谷哲也，春山親弘，亀山敦史，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人，熊崎 護 :繰り返し速度を増加さ

せた Er:YAGレーザーによる歯肉切除およびメラニン色素沈着除去について，日レーザー歯会誌 12

，49，2001.（第12回日本レーザー歯学会，浜松市）細形研 総合歯科医療研究所

57. 天谷哲也，亀山敦史，井原聡一郎，篠原 崇，春山親弘，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人 : Er:YAGレー

ザー照射象牙質に対する表面処理と接着強さ，日レーザー歯会誌 12 ，51，2001.（第12回日本レー

ザー歯学会，浜松市）細形研

58. 亀山敦史，瀧澤雅一，天谷哲也，春山親弘，平井義人 : Er:YAGレーザー照射ウシ象牙質への前処理が

4-META/MMA-TBBレジンの初期接着性に及ぼす影響，日レーザー歯会誌 12 ，52，2001.（第12

回日本レーザー歯学会総会・学術大会，東京）細形研

59. Kaneko, Y. ， Ishikawa, T.， Shimono, M. ， Inoue, T. ， Kizaki, H. ， Ichinohe, T. ， Fukuda,

K. ，Tanaka, T. ，Miyachi, K. : The effcts of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in

a local anesthetic solution on dental pulp, Bull Tokyo Dent Coll 42 ，118～120，2001.（2001

Warkshop in the Oral Health Science Center, Chiba, Japan）HRC962B01 歯麻, 病理, 生化学, 水病・

麻酔科

60. Kameyama, A.，Kawada, E. ，Amagai, T.，Oda, Y. ，Hirai, Y. : Effect of glutaraldehyde on resin

bonding to Er : YAG laser-irradiated dentin，J Dent Res 80（Special Issue），659，2001.（IADR 79th

General Session & Exhibition, Chiba, Japan）細形研 理工

61. 金子 譲 ，石川達也，下野正基 ，井上 孝 ，木崎治俊 ，一戸達也 ，福田謙一 ，田中大平 ，

宮地建次 :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，平成12年度東京歯科大学

口腔科学センターワークショッププログラムおよび抄録集，18～20，2001.（平成12年度東京歯科大学

口腔科学センターワークショップ，千葉市）シンポジウム 歯麻, 病理, 生化学, 水病・麻酔科

62. 中島一憲 ，武田友孝 ，石上惠一 ，島田 淳 ，小川 透 ，石川達也，佐藤 亨 ，月村直樹 :マウ

スガードの衝撃吸収能（衝撃性閉口に対して），日顎関節会誌 13 ，104，2001.（第13回日本顎関節学

会総会・学術大会，福岡市）A-00-0790-9 水病・スポーツ歯科, 補綴Ⅱ, 日大・歯・補綴Ⅱ
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63. 佐藤 亨 ，國近 献 ，平地正茂 ，三穂乙暁 ，相原一之 ，吉村浩一 ，腰原 好 ，石川達也，

吉田 実 :８分割バランサーによる左右脚足底圧の対称者と正面姿勢との関連，日補綴歯会誌 45

，372，2001.（日本補綴歯科学会東関東支部学術大会，東京）A-00-0520-1 補綴Ⅱ, 朋友柔道整復専門

学校
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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 ヒト琺瑯質蛋白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）

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）

助 手 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

和田 麗

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 歯間空隙の累年的変化（Ａ９７‐０４５０‐１）

２．成果の概要

１）ヒト琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子構造の解明（Ａ９６‐０４５０‐２）

日本人のＸ連鎖性琺瑯質形成不全症家系のアメロジェニン遺伝子を解析した．その結果，健常者と比較す

ると発病者の第２エクソン内にはＧからＡの一塩基置換をしており，この置換によって，Ｘ連鎖性琺瑯質形

成不全症家系の４番目のコドンがストップコドンに変化していることを確認した．すなわち，この変異がア

メロジェニンのシグナルペプライドの機能を阻害し，琺瑯質の減形成を生じると考えられた．

Dentistry in Japan ３７，１０９～１１２

２）乳歯の歯列・咬合不正と齲蝕罹患状況（Ａ９９‐０４５０‐１）

乳歯の歯列・咬合不正と齲蝕罹患との関連性について，上海市小児を対象に調査を行ったところ，歯列・

咬合不正を有する小児の方が，正常咬合の小児に比較して，齲蝕罹患傾向が低い結果であった．従って，必

ずしも歯列・咬合不正が齲蝕の誘発因子ではなく，その他の因子による影響が強いのではないかと考えられ

た．

歯科学報 ９９，２２７

３）歯列・咬合の累年的変化（Ａ９７‐０４５０‐１，Ａ９８‐０４５０‐２）

将来の永久歯列の形成に大きくかかわっていると考えられる歯間空隙，および咬合彎曲の累年的変化を観

察し，次の結論を得た．
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乳歯列期における歯間空隙は，霊長空隙部である乳側切歯―乳犬歯間で最大の空隙量を示し，中切歯出齦

４年前から３年６か月前までは１．００mmで，その後漸次減少し，出齦１年６か月後に消失した．また，乳歯

列安定期から永久歯列安定期までの最大総空隙量は，中切歯出齦２か月前の２．５８mmであった．

また，永久歯列安定期で正常咬合となった症例の咬合彎曲は，上顎では，最下点が乳犬歯から第二乳臼歯

遠心咬頭，第一小臼歯頬側咬頭へと移動する凹彎状を呈し，下顎では，乳側切歯を頂点に凸彎し，第一乳臼

歯遠心頬側咬頭を最下点に凹彎するＳ字状彎曲から，最下点を第二乳臼歯遠心咬頭から第一大臼歯遠心咬頭

へと移動する凹彎状を経て，犬歯を頂点に凸彎し，第一大臼歯近心頬側咬頭を最下点に凹彎するＳ字状彎曲

へと変化していた．

小児歯科学雑誌 ３８，２７２．２７３．
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３．学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

大多和由美 先天性無痛無汗症の歯科的所見―歯
列模型分析―

１）神奈川県立こど
も医療センター・
歯科
２）みどり歯科
３）東医歯大・大学
院口腔機能育成学
分野
４）愛院大・歯・小児歯科
５）阪大・歯・小児歯科

１）横浜市
２）横浜市
３）東京都
４）名古屋市
５）吹田市

１）池田正一
２）伊藤勝雄
３）高木裕三
４）土屋友幸
５）祖父江鎭雄

米津 卓郎 Effect of feeding methods on den-
tal arch parameters

Dept. of preventive
and Community
Dentistry, Univer-
sity of Iowa, Col-
lege of Dentistry

U. S. A Levy, Steven
M.

大多和由美
望月 清志
辻野啓一郎

地区の障害者（児）歯科診療所にお
ける５年間の診療状況について

１）東京都練馬区歯
科医師会
２）東医歯大・大学
院・障害者歯科学
３ ） 東医歯大・大学
院・麻酔生体管理学
４）練馬つつじ歯科
診療所

東京 １）佐藤貞彦
２）山崎統資
３）海野雅浩
４）佐藤貞彦

藥師寺 仁
久保 周平

障害者診療所６年間の歩み（第２
報）―歯科衛生士業務日誌からみ
た来院障害児の行動変容について―

１）船橋さざんか歯
科診療所
２）�船橋歯科医師
会

船橋市 谷口 和義

前田 耕作
今井 裕樹
林 芳裕
町田 幸雄
藥師寺 仁

The incidence of dental caries of
denciduous dentition in relation-
ship to normal occlusion and deep
overbite

Dept.of Pedodon ―
tics, School of Sto ―
matology, Shanghai
Tiedao University

China Shi, Sizen

大多和由美 平成１１年度練馬区障害者（児）歯科
診療所におけるモニター使用状況

１）東京都練馬区歯
科医師会
２）東医歯大・大学
院・医歯学総合研
究科障害者歯科学
分野
３ ） 東医歯大・大学
院・医歯学総合研究
科麻酔生体管理学

東京 １）佐藤貞彦
２）山崎統資
３）海野雅浩

米津 卓郎 Attrition patterns in the primary
dentition

Dept. of preventive
and Community
Dentistry, Univer-
sity of Iowa, Col-
lege of Dentistry

U. S. A Levy, Steven
M.
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４．研究活動の特記すべき事項

受 賞

５．教育講演等教育に関する活動

教育講演

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

藥師寺 仁 ２０００．７．１ 小児期の歯科健康管理
―８０２０は小児から―

市川総合病院公開講座 市川市

藥師寺 仁 ２０００．７．１８ 咀嚼の発達 在宅栄養士教育研修 東京

藥師寺 仁 ２０００．７．１９ ２１世紀に向けての小児歯科医療 松風講演 東京

藥師寺 仁 ２０００．７．２６ 咀嚼の発達 在宅栄養士教育研修 東京

藥師寺 仁 ２０００．８．３ 歯牙外傷の診断と処置 東京都歯科医師会卒後研修 東京

藥師寺 仁 ２０００．１０．１４
～１５

歯科衛生士のためのリフレッ
シュ講座「刷掃指導再考」

第１７回日本障害者歯科学会総
会および学術大会

千葉市

藥師寺 仁 ２００１．１．１９ 口腔保健の現状 年齢階級的 千葉県８０２０運動講習会 千葉市

藥師寺 仁 ２００１．３．１１ 刷掃指導を考える～適正歯磨圧
について～

神奈川県学術研修会 横浜市

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

関口 浩 ２０００．６．２２ 日本小児歯科学会奨
励賞

琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子
構造の解明と遺伝子診断への応用

日本小児歯科
学会
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論 文

1. 石内千恵，関口 浩，藥師寺 仁 :本学千葉病院小児歯科紹介患児の実態調査，歯科学報 100 ，339～

347，2000. 原著

2. 関口 浩，原 麻子，吉田昊哲，藥師寺 仁 :下顎乳臼歯舌側溝展開角と窩洞外形について，歯科学報

100 ，367～374，2000. 原著

3. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導12 乳歯抜歯後の歯槽部の変化と咬合誘導，日歯評

論 690，157～167，2000. 総説

4. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導13 保隙の前に天然歯の保存を，日歯評論 691，

157～166，2000. 総説

5. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導14 保隙の前に天然歯の保存を，日歯評論 693，

155～164，2000. 総説

6. Sekiguchi, H.，Ishiuchi, C.，Yakushiji, M. : Survey of dental treatments for pediatric patients re-

ferred to the pediatoric dental clinic of a dental school hospital, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，127～

133，2000. 原著

7. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導15 乳歯列期の保隙と成長発育，日歯評論 694，

159～166，2000. 総説

8. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導16 乳歯列期の保隙と成長発育，日歯評論 695，

183～192，2000. 総説

9. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導17 乳歯列期の保隙と成長発育，日歯評論 696，

163～172，2000. 総説

10. 望月清志，辻野啓一郎，黒須美佳，藥師寺 仁 :下顎第一大臼歯濾胞性歯牙嚢胞開窓後に牽引を行った

１例，小児歯誌 38 ，1157～1161，2000. 症例

11. 辻野啓一郎，望月清志，田中丸治宣 ，藥師寺 仁 :上顎側切歯部に左右対称性に癒合歯が見られた２

例の長期観察，小児歯誌 38 ，1162～1169，2000. 症例 静岡県立大短大部・歯科衛生学科

12. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導18 乳歯列期の保隙と成長発育，日歯評論 697，

173～180，2000. 総説

13. 町田幸雄 :成長発育を考慮したこれからの咬合誘導19 乳歯列期の保隙と成長発育，日歯評論 699，

151～158，2001. 総説
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14. Sekiguchi, H.，Tanakamaru, H. ，Minaguchi, K. ，Machida, Y. : A case of amelogenesis imper-

fecta of deciduous and all permanent teeth, Bull Tokyo Dent Coll 42 ，45～50，2001. 症例 分子生

研 静岡県立大短大部・歯科衛生学科, 法歯

15. Sekiguchi, H.，Minaguchi, K. ，Yakushiji, M. : DNA diagnosis of X-linked amelogenesis imperfecta

using PCR detection method of the human amelogenin gene, Dentistry in Japan 37，109～112，

2001. 原著 分子生研 法歯

16. 丘 芳美，氏家真由子，久保周平，藥師寺 仁 :乳歯の生理的動揺度に関する研究―上顎乳切歯につい

て―，小児歯誌 39 ，35～41，2001. 原著

調 査 報 告

1. 関口 浩: 小児の歯の外傷 歯冠破折永久歯に対する破折片接着法の実際，日本小児歯科学会，2000.

そ の 他

1. 吉田昊哲，吉原正彦 ，千羽達也 ，丸山進一郎 :特集 何を勧めますか、子どもの歯ブラシ，小児歯

科臨床 5 ，11～39，2000. 大阪府, ライオン, 歯科材（株）

2. 久保周平 : Q51 乳歯列完成前の口腔内の異常，日歯評論 別冊 2000，206～209，2000.

3. 関口 浩 : Q54 口腔習癖の治療，日歯評論 別冊 2000，218～221，2000.

4. 町田幸雄 : Q55 発育期歯列の説明の仕方は？，日歯評論 別冊 2000，222～225，2000.

5. 藥師寺 仁 : Q & A 嘔吐反射する子どもへの対応，デンタルダイヤモンド 25 ，140～141，2000.

6. 藥師寺 仁 :歯科衛生士のためのリフレッシュ講座「刷掃指導再考」，第17回日本障害者歯科学会総会お

よび学術大会抄録集，2000.

7. 米津卓郎 :アメリカ“七転び八起き”そして飛翔，歯科学報 101 ，5～12，2001.

学 会 抄 録

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

Levy, M.S. : Effect of feeding methods on dental arch parameters, J Dent Res 79（Special Issue），

498，2000.（78th General Session of the International Association for Dental Reseach, Washingtoh, DC.

USA） University of Iowa

2. 丘 芳美，氏家真由子，久保周平，藥師寺 仁 :乳歯の生理的動揺度に関する研究―特に上顎乳切歯につ

いて―，歯科学報 100 ，83，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

3. 恩田尚余，米津卓郎，藥師寺 仁 :乳歯列期から永久歯列期にいたる歯列周長と歯間空隙の変化に関す

る累年的研究，小児歯誌 38 ，272，2000.（第38回日本小児歯科学会総会，札幌市）A-97-0450-1

4. 今井裕樹，藥師寺 仁 :切端・尖頭・咬頭頂連続曲線の累年変化に関する研究―正常咬合となった症例

について―，小児歯誌 38 ，273，2000.（第38回日本小児歯科学会総会，札幌市）A 98-0450-1
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5. 望月清志，辻野啓一郎，黒須美佳，藥師寺 仁 :濾胞性歯牙嚢胞開窓後に牽引を行った1症例について，

小児歯誌 38 ，432，2000.（第38回日本小児歯科学会総会，札幌市）

6. 辻野啓一郎，望月清志，田中丸治宣 ，藥師寺 仁 :上顎切歯部に左右対称性に癒合歯がみられた 2症

例の長期観察，小児歯誌 38 ，446，2000.（第38回日本小児歯科学会総会，札幌市） 静岡県立大短大部・

歯科衛生学科

7. 林 芳裕，村松慶一郎，藥師寺 仁 :下顎側方拡大装置により叢生改善を試みた1例，小児歯誌 39 ，

752～753，2000.（第15回日本小児歯科学会関東地方会大会総会，土浦市）

8. 久保周平，藥師寺 仁 : 2000年現在の小児歯髄保存治療の現状と問題点，歯科学報 100 ，926～927，

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）

9. 井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮越照一 ，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 :口腔・顎顔面

機能再構築のための生物高機能素材の開発，歯科学報 100 ，940～942，2000.（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） 病理, 保存Ⅲ, 生理, 超微構造, 理工, 解剖,

保存Ⅱ, 口外Ⅰ

10. 久保周平，望月清志，藥師寺 仁 :化学物質過敏症患者の歯科治療経験，障害者歯 22 ，103，2000.（第

17回日本障害者歯科学会総会および学術大会，千葉市）

11. 久保寺友子 ，池田正一 ，伊藤勝雄 ，大多和由美，三輪全三 ，河合利方 ，福田 理 ，秋山茂久 ,

森崎市治郎 :先天性無痛無汗症の歯科的所見－歯列模型分析－，障害者歯 22 ，106，2000.（第17

回日本障害者歯科学会総会・学術大会，千葉市） 神奈川県こども医療センター・歯科, みどり歯科, 東

京医歯大・大学院口腔機能育成学分野, 愛知学院大・歯・小児歯, 阪大・歯・障害者歯科

12. 西村滋美 ，櫛淵武久 ，田中賦彦 ，南 誠二 ，杉田 廣 ，小池 修 ，一戸達也 ，大多和由美，

望月清志，辻野啓一郎，篠塚 修 ，深山治久 ，小長谷 光 ，山下知佐子 ，中田妙子 ，佐藤貞彦 :

地区の障害者（児）歯科診療所における５年間の診療状況について，障害者歯 22 ，60，2000.（第17

回日本障害者歯科学会総会・学術大会，千葉市） 東京都練馬区歯科医師会, 歯麻, 東京医歯大・大学院・

障害者歯科学, 東京医歯大・大学院・麻酔生体管理学, 練馬つつじ歯科診療所

13. 皆川順子 ，川口康子 ，遠田静江 ，長岡宮子 ，大城規子 ，木澤典子 ，北尾良子 ，平川玉枝 ，

山田真理 ，長谷川茂子 ，谷口和義 ，赤井淳二 ，中須賀祐介 ，藥師寺 仁，久保周平 :障害者診

療所６年間の歩み（第２報）―歯科衛生士業務日誌からみた来院障害児の行動変容について―，障害者

歯 22 ，72～73，2000.（第17回日本障害者歯科学会総会・学術大会，千葉市） 船橋さざんか歯科診療所，

（社）船橋歯科医師会

14. 氏家真由子，丘 芳美，久保周平，藥師寺 仁 :永久歯の生理的動揺度に関する研究―特に成人上顎切歯

について―，歯科学報 100 ，1107，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）

15. 原 麻子，関口 浩，藥師寺 仁，須藤健太郎 ，井出吉信 :マイクロ CTを用いた上顎第二乳臼歯咬合

面の裂溝形態の三次元的観察，歯科学報 100 ，1130，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）

分析生研 解剖
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16. 佐々木美央 ，副島詩子 ，茂木悦子 ，野村真弓 ，海老原 環 ，鳥養智子 ，山口大輔 ，金子幸生 ，

清水貴子 ，竹内史江 ，山口尊生 ，一色泰成 ，山中すみへ ，関口 浩，藥師寺 仁 :超音波骨密

度測定装置計測による骨密度と全身成熟度評価について，歯科学報 100 ，1155，2000.（第270回東

京歯科大学学会総会，千葉市） 矯正, 衛生

17. 副島詩子 ，佐々木美央 ，茂木悦子 ，野村真弓 ，海老原 環 ，鳥養智子 ，山口大輔 ，金子幸生 ，

清水貴子 ，竹内史江 ，山口尊生 ，一色泰成 ，山中すみへ ，関口 浩，藥師寺 仁 :超音波骨密

度測定装置計測による健常若年者から成人（５～29歳）の骨密度について，歯科学報 100 ，1157，

2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 矯正, 衛生

18. Tsujino, K.，Mochizuki, K.，Kurosu, M.，Yonezu, T.，Yakushiji, M. : Fused decuduous teeth and

their effects on the permanent successors in Japasese, The 2nd Conference of Pediatric Dentistry

Association of Asia Programs & Abstracts，80～81，2000.（2nd Conference of Pediatric Dentistry

Association of Asia, Shanghai,China）

19. Maeda, K.，Imai, H.，Hayashi, Y.，Machida, Y.，Yakushiji, M.，Shi, S. : The incidence of dental

caries of deciduous dentition in relationship to normal occlusion and deep overbite, The 2nd

Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia Programs & Abstracts，80，2000.（2nd

Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia, Shanghai,China）A-99-0450-1 Dept.of Pedodont-

ics, School of Stomatology, Shanghai Tiedao University

20. Imai, H.，Yakushiji, M. : Longitudinal observation of chanfes in the consecutive curve of incusal

edge,tip and cusp tips -Compare of normal occlusion cases with crowding cases-，The 2nd

Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia Programs & Abstracts, 97，2000.（2nd

Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia, Shanghai,China）A-98-0450-1

21. 田中賦彦 ，西村滋美 ，南 誠二 ，櫛淵武久 ，小池 修 ，一戸達也 ，大多和由美，篠塚 修 ，

深山治久 :平成11年度練馬区障害者（児）歯科診療所におけるモニター使用状況，第10回日本有病者

歯科医療学会総会抄録集，2001.（第10回日本有病者歯科医療学会総会，横浜市） 東京都練馬区歯科医師

会, 歯麻, 東京医歯大・大学院・医歯学総合研究科障害者歯科学分野, 東京医歯大・大学院・医歯学総合

研究科麻酔生体管理学

22. Yonezu, T.，Warren, J.J. ，Bishara, E.S. ，Steinbock, L.K. : Attrition patterns in the primary

dentition, J Dent Res 80（Special Issue），230，2001.（30th Annual Meeting of the American Association

for Dental Research, Chicago, USA） University of Iowa

23. 大多和由美，丘 芳美，辻野啓一郎，望月清志，藥師寺 仁 :外傷後の根端病巣による回避現象により偏

位した下顎切歯歯胚の動きについて，小児歯誌 39 ，751，2001.（第15回日本小児歯科学会関東地方会

大会総会，土浦市）
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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）

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）

助 手 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（Ａ９５‐０４７０‐９）

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）

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）

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

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（Ａ９３‐０４７０‐２）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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 口腔扁平上皮癌におけるヨード不染部の病理組織学的研究（Ａ８９‐０４７０‐１３）

神尾 崇 外科的矯正治療による顔面軟組織形態の三次元解析（Ａ０１‐０４７０‐０４）

薬師寺 孝 口腔癌における細胞周期調節遺伝子 p１６の検索（Ａ０１‐０４７０‐０１）

田中 千早 口腔扁平上皮癌におけるアポトーシス阻害蛋白 Survivin の過剰発現
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（Ａ０１‐０４７０‐０２）

廬 靖文 ヒト口腔悪性腫瘍ならびに境界病変におけるバイオマーカーの検索

（Ａ０１‐０４７０‐０３）

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）顎変形症（Ａ８８‐０４７０‐６，Ａ９６‐０４７０‐７，Ａ９７‐０４７０‐１，Ａ９８‐０４７０‐１２，Ａ９９‐０４７０‐３，Ａ０１‐０４７０‐０４）

これまで我々は，Sassouni 弧線分析法を用いて顎変形症の分類と個々の変形程度の評価を行ってきた．

その過程において，「良好な顎顔面形態を持つものは，咬合平面が歯突起内を通過する」ことを見出した．

方法として個性正常咬合を有する群７３名と顎変形症患者１０６名の側貌X線規格写真を用い，歯突起と咬合平

面との位置関係を検討した．その結果，�歯突起長は，上下顎骨の変形の種類により差はなかった，�個性
正常咬合者においては，男女ともに歯突起基部中点から歯突起長の１／４部を中心に通過していた，�下顎前
突症の咬合平面は，男女ともに個性正常咬合者より下方を通過していた．�女性の下顎後退症の咬合平面
は，個性正常咬合者より上方を通過していた，ことが明らかとなり，考案した歯突起指数は顎矯正手術にお

いて診断上有用であると考えられた．

日顎変形会誌 １０，８９～９８，２０００．

２）飲酒と口腔癌

我々は疫学的に知られているが，未だ解明されていない飲酒による口腔癌の発癌メカニズムについて研究

を進めてきた．主な研究項目として，１ 口腔癌患者を対象とした疫学調査（飲酒との関連性を証明），２

口腔癌患者におけるアルデヒド脱水素酵素２（ALDH２）遺伝子型の解析，３ 動物実験におけるアル

コールおよびアセトアルデヒドが口腔粘膜に及ぼす病理組織学的研究（飲酒と口腔癌の関係）について調査

した．結果として飲酒量，飲酒期間，飲酒する酒の濃度のいずれが増加しても，口腔癌の発癌リスクを高め

ていることが分かった．また新たな知見として，ALDH２遺伝子欠損者の常習飲酒で口腔癌の発癌リスクを

高めていることが判明し，さらに動物実験により，アルコール摂取により生じた分解産物であるアセトアル

デヒドが飲酒発癌の鍵となる物質であることなどが明らかとなった．

Oral Oncology ３６，４２～４６，２０００

日口腔外会誌 ４６，３１７～３２９，２０００

３）口腔癌関連遺伝子

口腔癌は未知のものを含め，様々な遺伝子が蓄積した結果，発生するものと考えられている．我々は，口

腔扁平上皮癌患者５２名のDNA試料を用いてヒト第２１番染色体長腕（２１q）上のヘテロ接合性消失（LOH）

の状況と，最近２１q１１．２～２１．１で同定された新規癌抑制遺伝子ANA（Abundant In Neuroepithelium

Area）のmRNAの発現レベルを検索した．しかし，ANA遺伝子領域には高頻度の LOHは検出されな

かった．一方で，同遺伝子の発現は検索した口腔扁平上皮癌（ｎ＝２０）の６０％で減弱していた（口腔扁平上

皮癌由来細胞では８９％で減弱）．以上の結果，２１q上のANA遺伝子領域近傍には少なくとも２種類の未知

癌抑制遺伝子が存在する一方で，早期癌よりも進行癌においてANA遺伝子機能の低下，喪失が多く認めら

れ，本遺伝子が口腔扁平上皮癌の発生過程に深く関与している可能性が強く示唆された．

Oncol Reports ６，１２２３～１２２７，１９９９

頭頸部腫瘍 ２７，２２５～２３１，２００１

Br J Cancer ８４，７５４～７５９，２００１
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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，機能的な観点からより一層のQOLの向上を図る必要がある．そこで我々は再建移植後の病理組織を

用いた形態的検討，神経再生に関する免疫組織化学的検討，神経生理学的検討をおこなった．また臨床的な

形態学的評価として，皮弁の色調，温度，血流などについても経時的な変化を調べた．対象症例は遊離皮弁

１１０例，遊離筋皮弁６例，有茎筋皮弁４０例，分層植皮６０例として，遊離皮弁を他の移植群と比較した．検査

機器としては熱痛覚計，SW知覚テスター，振動覚計を用いた．結果として，遊離皮弁の知覚機能は移植６０

ヶ月以降で回復傾向がみられた．また移植した前腕皮弁から採取した移植組織の形態的変化は移植後１ヶ月

から７５ヶ月まで観察した結果，移植１０ヵ月後より粘膜様の形態的変化を示した．またアンケート調査を用い

て構音・咀嚼機能を判定した結果，ほとんどの患者で概ね満足のいく結果が得られ，術後の経過時間に併せ

て回復していった．以上より，前腕皮弁の応用は形態的のみならず機能面においても優れた皮弁であると考

えられた．

J Oral Maxillofac Surg ５８，４９５～４９９，２０００．

J Oral Maxillofac Surg ５８，７１４～７１７，２０００．

Bull Tokyo Dent Coll ４０，１８１～１８５

４）下歯槽神経麻痺（A９７‐０４７０‐２）

下顎枝矢状分割法は口腔外科領域で最も広く行われている術式であるが，術後にオトガイ神経知覚障害が

生じるという欠点が挙げられる．また，日常の歯科治療においても同様の知覚障害が発現することもしばし

ばあり，診療上のトラブルに発展するケースもある．そこで我々は，当講座において下顎枝矢状分割法を施

行した患者について手術前，手術１，４，８，１２，１４，２４週後に知覚検査を施行得た８４名１６８側を対象と

し，患者の自覚症状を聴取するとともに SW知覚テスターによる触圧覚検査を，動的触覚の検査として SMV

― ５型振動覚計による振動覚検査をおこなった．結果として，SW test の閾値の経時的推移では，手術４

週後には術前値との有意差がなくなった．振動覚検査の閾値の経時的推移では，手術２４時間後でも術前値と

の有意差があり，動的触覚は静的触覚に比べ回復が遅いことが示唆された．自覚症状の経時的推移をみる

と，手術２４週後に回復傾向が認められた．静的触覚の検査は障害程度や経時的検査の観察には有効である

が，軽度の障害の場合には動的触覚の検査を併用する必要性が示唆された．

日口腔外会誌 ４６，５３３～５３５，２０００．
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３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

担当者 研究課題
学外研究施設

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
野村 武史

口腔扁平上皮癌における顎骨浸潤発
現のメカニズムに関する研究

徳島大学 徳島市 佐藤 光信

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

柴原 孝彦
薬師寺 孝

口腔扁平上皮癌における p１６／
CDKN２の hypermethylation と 発
現原弱

千葉大学 千葉市 丹沢 秀樹

研究代表者 研究課題 研究費

片倉 朗 舌癌モデルにおける血管新生阻害剤の影響に関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）

柴原 孝彦 口腔悪性腫瘍における第２１番染色体上の LOHの検索 科学研究費・基盤（Ｃ）

高崎 義人 下顎枝矢状分割法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

科学研究費・基盤（Ｃ）

武田 栄三 口腔癌におけるメチル化による転移関連・細胞接着因子遺
伝子発現の解析：カドヘリン，カテニン，インテグリン，
APC遺伝子の構造異常と発現頻度

科学研究費・基盤（Ｃ）

矢島 安朝 顎顔面再建症例のためのDiopside-BMP複合インプラント
の開発

科学研究費・基盤（C）

畑田 憲一 舌癌モデルの発癌過程におけるテロメラーゼ活性の変化 科学研究費・奨励（Ａ）
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５．研究活動の特記すべき事項

受 賞

学会・研究会主催

シンポジウム

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

椎木さやか ２０００．４．１１ 学会ポスター賞 下顎後退症の顎位安定性に関する
形態学的研究

日本顎変形症
学会

矢島 安朝 ２０００．６．１０ Best Poster Award The investigation of lesions ex-
tended around oral squamous
cell carcinoma unstained with io-
dine solution ― Comparison be-
tween telomerase activity and
pathological findings ―

アジア顎顔面
外科学会

矢島 安朝 ２０００．１０．１３ 学会ポスター賞 第４６回日本口腔外科学会総会 日本口腔外科
学会

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

柴原 孝彦 ２０００．５．２７ 口腔癌－診断・治療の最前線
―日本における口腔癌診断と
治療の最前線―

第１９回日本歯科医学会総会 東京

高木多加志 ２０００．５．２７ 顎矯正手術の治療計画
―コンピュータグラフィック
ス・シュミレーションを中心と
して―

第１９回日本歯科医学会総会 東京

矢島 安朝 ２０００．１０．１２ 摘除生検の切除範囲はどのよう
に決めるか
―癌周囲の異形上皮の取り扱
いも含めて―

第４５回日本口腔外科学会総会 千葉市

高木多加志 ２０００．１０．１２ 癌浸潤様式と三次元画像表示の
関係からみた切除範囲

第４５回日本口腔外科学会総会 千葉市

柴原 孝彦 ２０００．１０．１３ 口腔軟組織の再建 第４５回日本口腔外科学会総会 千葉市

矢島 安朝 ２００１．１．２５ Excisional Biopsy その適応と
限界

第１９回日本口腔腫瘍学会総会 宇都宮

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

野間 弘康 ２０００．１０．１２
～１３

第４６回日本口腔外科学会総会 幕張メッセ 千葉
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論 文

1. Nomura, T.，Noma, H.，Shibahara, T.，Yokoyama, A. ，Muramatsu, T. ，Ohmori, T. : Aldehyde

dehydrogenase 2 and glitathione S-transferase M1 polymorphisms in relation to the risk for oral

cancer in Japanese drinkers, Oral Oncol 36，42～46，2000. 原著 国立療養所久里浜病院・内科,

慶大・医・精神神経科, 市立川崎病院・外科

2. Kasahara, K.，Noma, H.，Shibahara, T. : Anatomical study of the design of the pectoralis major

musculocutaneous flap, Dent Jpn 36，69～72，2000. 原著

3. Yamamoto, N.，Uzawa, K. ，Yakushiji, T.，Shibahara, T.，Noma, H.，Tanzawa, H. : Analysis of the

ANA gene as a candidate for the chromosome 21q oral cancer susceptibility locus, Br J Cancer 8

4，754～759，2000. 原著 A-99-0470-1 千葉大・医・歯口外

4. Shibahara, T.，Noma, H.，Takeda, E.，Hashimoto, S. :Morphologic changes in forearm flaps of the

oral cavity, J Oral Maxillofac Surg 58，495～499，2000. 原著 A-98-0470-1 病理

5. 山内智博，古谷義隆，横山葉子 ，高崎義人 ，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，柿澤 卓 ，

野間弘康，高崎美喜夫 ，鈴木浩樹 ，嶋村一郎 ，安達 康 ，岸 正孝 :広範囲な口底癌切除後イ

ンプラントにより咬合の回復を行った１例，歯科学報 100 ，608，2000. 原著 水病・口外科, 補

綴Ⅲ, 水病・補綴科

6. 野村武史，野間弘康，柴原孝彦 :エタノールおよびアセトアルデヒドの長期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，日口腔外会誌 46 ，317～329，2000. 原著 実動施設

7. 矢島安朝，野間弘康，神尾 崇，野村武史，花上健一，笠原清弘，石川維範，畑田憲一，片倉 朗，

内山健志 :悪性腫瘍 follow-up外来開設1年間の結果報告，歯科学報 100 ，689～698，2000. 原著

口外Ⅱ

8. Shibahara, T.，Noma, H.，Takasaki, Y. ，Nomura, T. : Repair of the inferior alveolar nerve with a

forearm cutaneous nerve graft after ablative surgery of the mandible, J Oral Maxillofac Surg

58，714～717，2000. 原著 A-98-0470-1 水病・口外科

9. 秋元善次 ，野間弘康，高木多加志 :頭部Ⅹ線規格写真分析による軸椎歯突起と咬合平面との関係に関

する研究―個性正常咬合と顎変形症患者について―，日顎変形会誌 10 ，89～98，2000. 原著 水

病・口外科

10. 小枝弘実 ，本橋佳子 ，須賀賢一郎 ，大畠 仁 ，齋藤 力 ，野間弘康 :歯性上顎洞炎から継発した

眼窩蜂窩織炎の１例，日口腔外会誌 46 ，539～541，2000. 症例 口外Ⅱ

11. 藤川真紀，野間弘康，高崎義人 ，高木多加志，宮尾 孝 ，玉田八束 ，田村英俊 ，秋元善次 ，

山口晋一 : SMV-5型振動覚計による下顎枝矢状分割法術後のオトガイ神経知覚障害の検出，日口腔

外会誌 46 ，533～535，2000. 原著 A-97-0470-2 水病・口外科, 東京医療センター・口腔外科, 都

立墨東病院・歯科, 亀田病院・口外
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12. Yajima, Y.，Noma, H.，Kasahara, K.，Takeda, E. : Systemic inflammatory response syndrome and

postoperative complications after oral cancer surgery，Bull Tokyo Dent Coll 41 ，187～194，

2000. 原著

13. 野村幸恵 ，高野正行 ，柿澤 卓 ，渡辺 一 ，野間弘康，村松 敬 :口腔前癌病変の癌化に伴ってヨー

ド・トルイジンブルー染色テストに変化のみられた２例，日口腔外会誌 46 ，665～667，2000. 症

例 水病・口外科, 病理

14. 山本信治，藥師寺 孝，鵜沢一弘 ，柴原孝彦，丹沢秀樹 ，野間弘康 :口腔扁平上皮癌における癌抑制

遺伝子 ANA遺伝子異常の解析，頭頚部腫瘍 27 ，225～231，2001. 原著 A-99-0470-1 千葉大・医・

歯口外

単 行 図 書

1. 野間弘康（a）,（b）,（c）編集,柴原孝彦（c）,矢島安朝（c）: 著分担 :口腔顎顔面外科学 各論（a）Ⅲ口腔軟

組織の疾患、3.損傷 142～148頁,（b）Ⅳ顔面頚部の疾患、1.構造と機能 193～199頁,（c）Ⅳ顔面頚部

の疾患、3.損傷 205～216頁，医歯薬出版，東京，2000.

2. 矢島安朝（a）,（b）,（c）,高木多加志（d）,（e）,（f）,柴原孝彦（g）: 著分担 :歯科診療における出血 その原

因、止血・対処法、Ⅰ..C.（a）口唇裂傷 90～91頁,（b）頬粘膜裂傷 92～93頁,（c）歯槽骨骨折、歯肉

裂傷 94～95頁,（d）歯科器械、器具による歯肉・舌・口腔粘膜損傷 96～97頁,（e）小児の口蓋部刺傷

98～99頁,（f）顎骨骨折 100～103頁,（g）線溶系出血 120～123頁，デンタルダイヤモンド社，東京，

2000.

プロシーディングス

1. 高木多加志 :顎変形症の診断はどうあるべきか，日顎変形会誌 10 ，213～214，2000.（第10回日本顎変

形症学会総会イブニングフォーラム，大津市）

2. 高木多加志 :テーブルクリニック 顎矯正手術の治療計画 ―コンピュータグラフィックス・シュミレー

ションを中心として―，歯界展望増刊号，301，2001.（第22回日本歯科医学会総会，東京）

3. 柴原孝彦 :シンポジウム 日本における口腔癌診断と治療の最前線，歯界展望増刊号，392～393，2001.

（第22回日本歯科医学界総会，東京）

そ の 他

1. 柴原孝彦，野間弘康，矢島安朝，高木多加志，片倉 朗，畑田憲一，笠原清弘，武田栄三 :カラーアト

ラス 口腔・顎・顔面再建術 1.口腔再建の基本概念，歯科学報 100 ，731～733，2000.

2. 柴原孝彦，野間弘康 :口腔癌の DNA診断法，歯界展望 96 ，392～393，2000.

3. 柴原孝彦，野間弘康，藤川真紀，山口晋一 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 2.口腔内における

有茎移植―頬脂肪体と舌背中央弁有茎移植―，歯科学報 100 ，827～829，2000.

4. 野間弘康，柿澤 卓 :第100巻特別記事（その10）口腔外科で活躍された方々と歯科学報，歯科学報

100 ，1015～1021，2000. 水病・口外科
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5. 柴原孝彦，野間弘康，笠原清弘，阿部伸一 ，井出吉信 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 3.

口腔外からの有茎移植―大胸筋皮弁―，歯科学報 100 ，971～973，2000. 解剖

6. 柴原孝彦，野間弘康，玉田八束 ，阿部伸一 ，井出吉信 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 4.

血管柄付き遊離移植―腹直筋皮弁よ前腕皮弁―，歯科学報 100 ，1045～1047，2000. 都立墨東病

院・歯科, 解剖

7. 柴原孝彦，野間弘康，神山 勲，野村武史 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 5.Tissue expander

による口腔再建，歯科学報 100 ，1207～1209，2000.

8. 矢島安朝，野間弘康 :口腔悪性腫瘍切除後に用いられた骨内インプラントの長期治療成績，歯界展望

96 ，1336～1337，2000.

9. 山内智博，野間弘康，柴原孝彦，矢島安朝，古谷義隆 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 6.骨移

植―下顎骨再建―，歯科学報 101 ，13～15，2001.

学 会 抄 録

1. 花上健一，野村武史，笠原清弘，畑田憲一，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，柿澤 卓 ，

野間弘康 :舌癌症例における頸部リンパ節転移に関する検討，日口腔腫瘍会誌 12 ，134，2000.（第

18回日本口腔腫瘍学会総会，名古屋市） 水病・口外科

2. Hatada, K.， Yamamoto, N.， Yokoo, K.， Nomura, T.， Katakura, A.， Yajima, Y.， Noma, H. : Te-

lomerase activity in tongue carcinoma, J Dent Res 79，397，2000.（78th General Session of the IADR,

Washington DC, USA）A-98-0470-5 実動施設

3. Yamamoto, N.，Uzawa, K. ，Shibahara, T.，Tanzawa, H. ，Noma, H. : Abnormalities of the Abun-

dant in Neuroepithelium Area（ANA）locus in human oral cancer, J Dent Res 79，397，2000.（78th

General Session of the IADR, Washington DC, USA）A-99-0470-1 千葉大・医・歯口外

4. Nomura, T.，Shibahara, T.，Noma, H. : Aldehyde dehydrogenase 2 and glutathione S-transferase M

1 polymorphisms in relation to the risk for oral cancer in Japanese drinkers, J Dent Res 79，397，

2000.（78th General Session of the IADR, Washington DC, USA）分子生研

5. 柴原孝彦 :マイクロサージェリー「微小血管吻合術の基礎と実際」，第54回日本口腔科学会総会ポスト

コングレスセミナー ，2000.（第54回日本口腔科学会総会，東京）

6. 柴原孝彦 :シンポジウム 口腔癌―診断・治療の最前線― 日本における口腔癌診断と治療の最前線，日

本歯科医学会抄録，2000.（第19回日本歯科医学会総会，東京）

7. 高木多加志 :テーブルクリニック 顎矯正手術の治療計画 ―コンピュータグラフィックス・シュミレー

ションを中心として―，日本歯科医学会抄録，2000.（第19回日本歯科医学会総会，東京）
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8. 仙波利寿 ，萩田恵子 ，川原由里香 ，秦 暢宏 ，才藤純一 ，井上 孝 ，橋本貞充 ，下野正基 ，

神尾 崇，田村耕一郎，野村武史，笠原清弘，片倉 朗，野間弘康 :穿刺吸引細胞診において診断に苦

慮した一例―肝細胞癌の下顎骨転移症例―，歯科学報 100 ，608，2000.（第269回東京歯科大学学会例

会，千葉市） 千病・臨検, 病理

9. 山本信治，藥師寺 孝，鵜沢一弘 ，柴原孝彦，丹沢秀樹 ，野間弘康 :口腔扁平上皮癌における癌抑制

遺伝子 ANA遺伝子異常の解析，日本頭頸部腫瘍学会抄録 27 ，225～231，2000.（第24回日本頭頸部

腫瘍学会，東京） 千葉大・医・歯口外

10. 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，日口腔外会誌 46 ，398，2000.（第168回日本口腔外科

学会関東地方会，東京）

11. 野村武史，山本信治，花上健一，柴原孝彦，野間弘康，内山健志 ，秋元善次 ，海老原洋子 ，

大森 泰 :口腔癌患者における上部消化管癌のリスクファクターに関する研究，日本頭頚部腫瘍学

会抄録，2000.（第24回日本頭頚部腫瘍学会，東京） 口外Ⅱ, 水病・口外科, 千病・内科, 市立川崎病

院・外科

12. Takasaki, Y. ，Shibahara, T.，Noma, H. : Repair of the inferior alveolar nerve by autogenous

grafting after mandiblectomy, Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery，2000.（4th Asian

Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Cheju Island, Korea） 水病・口外科

13. Akimoto, Y. ，Takagi, T.，Noma, H. : A study of the inclination of the occlusal plane, Asian

Congress on Oral and Maxillofacial Surgery，2000.（4th Asian Congress on Oral and Maxillofacial

Surgery, Cheju Island, Korea） 水病・口外科

14. Katakura, A.，Takagi, R.，Kamiyama, I.，Hatada, K.，Takagi, T.，Noma, H. : Effect of sex hormons

on induction of rat tongue carcinoma by 4-Nitroquinoline 1-Oxide（4NQO），Asian Congress on

Oral and Maxillofacial Surgery，2000.（4th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Cheju

Island, Korea）実動施設

15. Yajima, Y.， Yokoo, K.， Yamamoto, N.， Nomura, T.， Hatada,K.， Noma,H.， Inoue,T. : The

investig- ation of lesions extended around oral squamous cell carcinoma unstained with iodine

solution -Comparison between telomerase activity and pathological findings-，Asian Congress on

Oral and Maxillofacial Surgery，2000.（4th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Cheju

Island, Korea） 病理

16. 秋元善次 ，椎木さやか，田村耕一郎，藤波 淳，宮尾 孝，高木多加志，野間弘康 :側貌セファロⅩ線

写真による咬合平面傾斜に関する研究（第一報），日顎変形会誌 10 ，173，2000.（第10回日本顎変形

症学会総会，大津市） 水病・口外科

17. 田村耕一郎，宮尾 孝，高木多加志，野間弘康，秋元善次 :顎変形症患者の咬合力分布に関する研究（第

四報）―下顎後退症症例について―，日顎変形会誌 10 ，181，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，

大津市）A-98-0470-12 水病・口外科
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18. 宮尾 孝，神尾 崇，田村耕一郎，高木多加志，野間弘康，高崎義人 ，秋元善次 :側貌セファロ X線

写真による咬合平面傾斜に関する研究（第二報）―術後の安定性について―，日顎変形会誌 10 ，

206～207，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市） 水病・口外科

19. 高崎義人 ，藤川真紀，高木多加志，野間弘康，清水英孝 ，京本博行 ，森 悦秀 ，野口信宏 ，

後藤昌昭 ，香月 武 :下顎枝矢状分割術後のオトガイ神経知覚障害に関する臨床的研究（第３報）知

覚障害程度の違いによる触圧覚閾値回復過程，日顎変形会誌 10 ，211～212，2000.（第10回日本顎変

形症学会，大津市） 水病・口外科, 大阪大・歯・口外, 佐賀医大・口外

20. 椎木さやか，田村耕一郎，高木多加志，野間弘康，高崎義人 ，秋元善次 :下顎後退症の顎位安定性

に関する形態学的研究（第二報）―顎矯正手術前後の顎位変化について，日顎変形会誌 10 ，222～

223，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市）A-99-0430-3 水病・口外科

21. 榎谷保信 ，松木美和子 ，松坂賢一 ，橋本貞充 ，井上 孝 ，下野正基 ，才藤純一 ，野間弘康 :

右側下顎角部腫瘍の１例，日本口腔病理学会抄録，2000.（第11回日本口腔病理学会，横浜市） 病理,

千病・臨検

22. 渡辺直美，藤川真紀，片倉 朗，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，井上 孝 ，下野正基 :口腔領域に

転移した他臓器癌の６例，口腔腫瘍 12 ，118，2000.（第18回日本口腔腫瘍学会総会，春日井市） 病理

23. 高野正行 ，野村幸恵 ，柿澤 卓 ，藤川真紀，野村武史，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，村松 敬 ，

井上 孝 ，山 満 :診断に苦慮した下顎腺様嚢胞癌の１例，口腔腫瘍 12 ，141，2000.（第18回日本

口腔腫瘍学会総会，春日井市） 水病・口外科, 病理, 千葉大・医・歯口外

24. 海老原洋子 ，石原和幸 ，三浦 直 ，奥田克爾 ，片倉 朗，野間弘康 : Helicobacter pylori の生体と

粘膜疾患の相互関係の解析，歯科学報 100 ，937～939，2000.（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） 千病・内科, 微生物

25. 内山健志 ，本橋佳子 ，山本貴和子 ，野間弘康，高木多加志，一色泰成 ，野嶋邦彦 ，西井 康 ，

高瀬保晶 ，腰原 好 :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（第

１編）二段階口蓋形成術を施行した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の顔面と上顎の計測学的研究（会議

録），平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センター 100 ，948～950，2000.（東京歯科大学学会，千

葉市） 口外Ⅱ, 矯正, 保存Ⅲ, 補綴Ⅱ

26. 柴原孝彦 :シンポジウム「口腔軟組織に再建」，日口腔外会誌 46 ，10，2000.（第45回日本口腔外科学

会総会，千葉市）

27. 武田栄三，野村武史，山口晋一，笠原清弘，畑田憲一，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，

野間弘康 :口腔軟組織再建後の味覚回復に関する検討，日口腔科会誌 49 ，540～541，2000.（第54

回日本口腔科学会総会，東京）

28. 藥師寺 孝，山本信治，上杉尚子 ，河崎謙士 ，小野可苗 ，鵜澤一弘 ，柴原孝彦，丹沢秀樹 ，

野間弘康 :口腔扁平上皮癌における p16/CDKN2の hypermethylationと発現減弱，日本癌学会総会

記事 91，327，2000.（第59回日本癌学会総会，横浜市） 千葉大・医・歯口外
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29. 山本信治，藥師寺 孝，鵜澤一弘 ，柴原孝彦，丹沢秀樹 ，野間弘康 :口腔扁平上皮癌の第21番染色体

長腕における LOH解析と癌抑制遺伝子（ANA ）異常の検索，日本癌学会総会記事 91，518～519，

2000.（第59回日本癌学会，横浜市） 千葉大・医・歯口外

30. 野村武史，岡本正人 ，原田耕志 ，宇山佳代 ，西川英知 ，佐藤光信 ，横尾恵子，柴原孝彦，

野間弘康 :顎骨浸潤性口腔扁平上皮癌における破骨細胞活性化因子の発現;免疫組織学的検討，日本

癌学会総会記事 91，535～536，2000.（第59回日本癌学会総会，横浜市） 徳島大・歯・2口外

31. 佐々木研一 ，田村英俊 ，綿引隆一郎 ，小倉 基 ，野間弘康，矢島安朝，山根源之 ，内山健志 ，

山崎康夫 :メジャーテープ（羅針絆）のインプラントへの応用，歯科学報 100 ，1117，2000.（東京

歯科大学学会，千葉市） 亀田総合病院, 市病・オーラルメディシン, 口外Ⅱ, 東京都

32. 神尾 崇，山口富美子，柴原孝彦，野間弘康，小林秀樹 :顎変形症手術における手術侵襲と生体反応

の臨床研究，歯科学報 100 ，1118，2000.（第270会東京歯科大学学会総会，千葉市） 補綴Ⅰ

33. 佐々木研一 ，田村英俊 ，綿引隆一郎 ，小倉 基 ，野間弘康，山根源之 :顎関節鏡視下バルーンパ

ンピングカテーテルの開発と臨床応用，歯科学報 100 ，1119，2000.（第370回東京歯科大学学会総会，

千葉市） 亀田総合病院, 市病・オーラルメディシン

34. 秦 暢宏 ，萩田恵子 ，川原由里香 ，仙波利寿 ，才藤純一 ，井上 孝 ，吉成正雄 ，下野正基 ，

野間弘康 :東京歯科大学千葉病院におけるパッチテストの統計学的検討，歯科学報 100 ，1120，

2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 千病・臨検, 病理, 理工

35. 仙波利寿 ，萩田恵子 ，川原由里香 ，秦 暢宏 ，才藤純一 ，井上 孝 ，橋本貞充 ，下野正基 ，

野間弘康 :口腔扁平上皮癌の臨床視診型と捺過細胞診像の関連について，歯科学報 100 ，1121，

2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 千病・臨検, 病理

36. 川原由里香 ，萩田恵子 ，秦 暢宏 ，仙波利寿 ，才藤純一 ，井上 孝 ，下野正基 ，眞木吉信 ，

高江洲義矩 ，野間弘康 :東京歯科大学千葉病院における齲触活動性試験の検討，歯科学報 100 ，

1158，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 千病・臨検, 病理, 衛生

37. 花上健一，柴原孝彦，野間弘康 :緻密骨の破断線に関する実験的研究，日口腔科会誌 49 ，466，

2000.（第54回日本口腔科学会総会，東京）

38. 柴原孝彦，神尾 崇，武田栄三，花上健一，笠原清弘，野間弘康 :口腔再建に用いた前腕皮弁の形態学

的変化に関する検討，日口腔科会誌 49 ，502，2000.（第54回日本口腔科学会総会，東京）A-98-0470-2

39. Tamura, K.，Takagi, T.，Noma, H. : A study of occlusal force in jaw deformity, The Korean

Association of Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons，85，2000.（2000 Congress of

Korean Association of Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons, Seoul, Korea）

40. Takagi, T.，Tamura, K.，Noma, H. : A technique of genioplasty at our department, Korean Assoc

MAXILLOF PLASTIC RECONSTR SURGEONS，2000.（2000 Congress of Korean Association of

Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons, Seoul, Korea）
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41. 高崎義人，野間弘康，藤川真紀，高木多加志，清水英孝 ，京本博行 ，森 悦秀 ，野口伸宏 ，

後藤昌昭 ，香月 武 ，渡邊 裕 ，外木守雄 ，山根源之 :下顎枝矢状分割法術後のオトガイ神経

知覚検査に関する臨床的研究（第１報）SW 知覚テスタを用いた検査方法と報告様式の検討，日顎変形

会誌 10 ，290～299，2000.（第10回日本顎変形症学会，大津市） 大阪大・歯･口外Ⅱ, 佐賀医大・口外，

市病・オーラルメディシン

42. 藤波 淳，神尾 崇，椎木さやか，田村耕一郎，高木 亮，宮尾 孝，高木多加志，野間弘康 :口腔 歯列

石膏模型の三次元計測ソフトウエアの開発，日口腔外会誌 46 ，109～200，2000.（第45回日本口腔外

科学会誌，千葉市）

43. 畑田憲一，山本信治，横尾恵子，神山 勲，野村武史，矢島安朝，野間弘康 :舌癌モデルの発癌過程に

おけるテロメアーゼ活性の変化，日口腔外会誌 46 ，199～200，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，

千葉市）

44. 矢島安朝 :シンポジウム「摘除生検の切除範囲はどのように決めるか―癌周囲の異形細胞の取り扱いを

含めて―」，日口腔外会誌 46 ，5，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，千葉市）

45. 高木多加志 :シンポジウム「癌浸潤様式と三次元画像表示の関係から見た切断範囲」，日口腔外会誌 46

，6，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，千葉市）

46. 矢島安朝，横尾恵子，山本信治，野村武史，畑田憲一，野間弘康，井上 孝 :口腔扁平上皮癌および

その周囲に広がる異型上皮のテロメアーゼ活性定量，日口腔外会誌 46 ，200，2000.（第45回日本口

腔外科学会誌，千葉市） 病理

47. 片倉 朗，神尾 崇，田村耕一郎，野村武史，笠原清弘，野間弘康，橋本貞充 ，井上 孝 :下顎骨に転

移した肝細胞癌の一例，日口腔外会誌 46 ，202，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，千葉市） 病理

48. 横尾恵子，矢島安朝，野間弘康，井上 孝 ，下野正基 :上皮異形成とヨード不染に関する研究，日口

腔外会誌 46 ，23，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，千葉市） 病理

49. 山内智博，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，高野正行 ，柿澤 卓 ，下野正基 :

当講座における歯原性腫瘍の臨床的観察，日口腔外会誌 46 ，67，2000.（第45回日本口腔外科学会誌，

千葉市） 水病・口外科, 病理

50. 武田栄三，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，柿澤 卓 ，小澤靖弘 ，山根源之 ，

下野正基 :当講座における唾液腺腫瘍の臨床的検討，日口腔外会誌 46 ，72，2000.（第45回日本口

腔外科学会総会，千葉市） 水病・口外科, 市病・オーラルメディシン, 病理

51. 神尾 崇，田村耕一郎，野村武史，笠原清弘，片倉 朗，野間弘康，井上 孝 :下顎骨に転移した肝細

胞癌の一例，日口腔外会誌 47 ，216，2001.（第169回日本口腔外科学会関東地方会，埼玉県入間郡）

病理

52. 山内智博，古谷義隆，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，横山葉子 ，高崎義人 ，

柿澤 卓 :広範囲な口底切除後のインプラントによる咀嚼機能の回復を試みた１例，日本顎顔面イ

ンプラント学会誌 100 ，404，2001.（第4回日本顎顔面インプラント学会，横浜市） 水病・口外科
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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（Ａ９８‐０４８０‐２）

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（Ａ９８‐０４８０‐３）

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

重松 司朗 口蓋裂発生に関する実験的研究

小枝 弘実 口蓋裂患者の音声に関する音響学的研究（Ａ００‐０４８０‐４）

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（Ａ９７‐０４８０‐１）

渡辺 一 口蓋裂患者の音声言語学的研究

花井淳一郎 仮骨延長法を用いた下顎歯槽部の幅経増大に関する実験的研究

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（Ａ００‐０４８０‐５）

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（Ａ９５‐０４８０‐２）

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（Ａ９５‐０４８０‐１）

鈴木 君和 下顎後退症における上下顎移動術術後長期安定性について

相川 弦

羽田野敬彦

近藤 千恵

大学院生 幾本 英之 歯科インプラントの矯正治療への応用に関する実験的研究（Ａ９６‐０４８０‐１）

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（Ａ９６‐０４８０‐２）

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（Ａ９７‐０４８０‐１）

石井 建 外科的顎矯正手術に関わる臨床解剖学的研究（Ａ００‐０４８０‐１）

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（Ａ００‐０４８０‐２）

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

（Ａ００‐０４８０‐３）

２．成果の概要

１）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（Ａ９７‐０４８０‐１）

下顎非対称患者の顎運動機能の特徴を明らかにするため，光学系非接触型６自由度顎運動測定システムを

用いて，切歯点および偏位側と非偏位側の下顎頭点における３次元顎運動路を同時測定し，正常咬合者のそ

れと比較するとともに，下顎枝矢状分割法施行後の経時的変化についても比較検討した．その結果，下顎非

対称患者の前方および側方運動における下顎頭の運動量は，正常咬合者よりも少なかった．また，非偏位側

下顎頭の運動量は偏位側下顎頭より明らかに少なく，顎運動においても非対称性を示していた．術後には，

非偏位側下顎頭の前方および側方運動量は増加し，術後１２ヵ月時における偏位側と非偏位側下顎頭は，ほぼ

同じ運動量を示すようになった．下顎枝矢状分割法によって，下顎枝，下顎体および咀嚼筋，靭帯など周囲

軟組織の位置ならびに形態が改善されることから，下顎非対称患者の非対称性を示す顎運動は，改善し得る
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ことが明らかになった．

歯科学報 １００�，１０５１～１０６５．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

内山 健志 口唇・口蓋裂発現と母体環境要因に
関する全国調査
―第２子発生予防の試み―

愛知学院大学歯学部
口腔外科学第二講座

名古屋市 河合 幹

内山 健志 口蓋裂言語の音響学的研究
―とくに韓国語音声と日本語音声
との比較について―

全北大学歯科大学 韓国 辛 暁根

研究代表者 研究課題 研究費

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
―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）

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）

中野 洋子 口蓋裂患者の開鼻声および異常構音の音響学的解析
―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―

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）

花井淳一郎 仮骨延長法を用いた下顎歯槽部の幅径増大に関する実験的
研究

科学研究費・奨励研究（A）

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

内山 健志 ２０００．１０．１２ 口腔外科における口唇裂手術の
取り組み，基調講演，口蓋裂一
次手術における問題点

第４５回日本口腔外科学会総会 千葉市

齊藤 力 ２０００．４．２０ 外科的矯正治療におけるリスク
とベネフィット―外科の立場
から―

第１０回日本顎変形症学会総会 大津市

齊藤 力 ２０００．９．９ 顎発育期へのインプラントの適
応
１．顎骨発育とインプラント

第３０回日本口腔インプラント
学会総会

東京
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論 文

1. 矢島安朝 ，野間弘康 ，神尾 崇 ，野村武史 ，花上健一 ，笠原清弘 ，石川維範 ，畑田憲一 ，

片倉 朗 ，内山健志 :悪性腫瘍 follow-up外来開設1年間の結果報告，歯科学報 100 ，689～698，

2000. 原著 口外Ⅰ

2. 渋谷智明 ，木野孔司 ，儀武啓幸 ，米津博文 :新しい顎関節外側癒着剥離子の開発，関節鏡 25 ，

123～125，2000. 原著 東京医歯大・大学院医歯学総合研究科顎顔面頸部機能再建学系顎顔面機能修復学

顎顔面外科学

3. Wakoh, M. ，Saitou, C.，Kitagawa, H. ，Suga, K.，Ushioda, R. ，Kuroyanagi, K. : Computed

tomo graphy of emphysema following tooth extraction, Dentomaxillofac Radiol 29 ，201～208，

2000. 原著 歯放, 足利赤十字病院放射線科

4. 小枝弘実，本橋佳子，須賀賢一郎，大畠 仁，齋藤 力，野間弘康 :歯性上顎洞炎から継発した眼窩蜂

窩織炎の１例，日口腔外会誌 46 ，539～541，2000. 症例 口外Ⅰ

5. 本橋佳子，内山健志 :二段階口蓋形成術を施行した片側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，歯科学報 100 ，93～113，2000. 原著 保情研

6. 齋藤 力 :北原白秋作詞による歯学，医学の歌，歯科医史会誌 23 ，291～302，2000. 原著

7. 山本貴和子，内山健志 :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，日口蓋誌 25 ，239～259，2000. 原著

8. 須賀賢一郎，齋藤 力，内山健志 :下顎枝矢状分割法を施行した下顎非対称患者の３次元顎運動解析，

歯科学報 100 ，1051～1065，2000. 原著 A-97-0480-2

9. 本田和也 ，新井嘉則 ，加島正浩 ，澤田久仁彦 ，江島堅一郎 ，米津博文，杉崎正志 ，篠田宏司 :

歯科用小照射野 X線 CT（Ortho-CT）を使用した顎関節造影検査法の１例，日顎関節会誌 12 ，349～

352，2000. 臨床 日大・歯・放射線, 東京慈恵医大・歯科

10. Kino, K. ，Shibuya, T. ，Amagasa, T. ，Yonezu, H.，Sugisaki, M. : Instrument for lateral release

in temporomandibular joint, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 89 ，398～401，2001. 臨床

Tokyo Medical and Dental University, Jikei University School of Medicine

単 行 図 書

1. 重松知寛（a），内山健志（a），重松司朗（a），花井淳一郎（a）:著分担 :MGH口腔外科マニュアル（a）第

８章，補綴のための口腔・顎顔面外科手術 180～217頁，医学書院，東京，1999.

2. 米津博文（a）: 著分担 :わたしの難抜歯ストーリー（a）難抜歯後の注意事項 68～70頁，デンタルダイヤ

モンド社，東京，2000.
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3. 鶴木 隆（a）,（j）,（k）,（n）,（o）,（p），齋藤 力（b）,（c）,（d）,（e）,（f）,（h）,（i）,（l）,（m）,（q），内山健志（g）,（r）:

著分担 :顎変形症治療アトラス（a）上顎後退症（小上顎症）の手術 207～218頁,（b）口唇裂・口蓋裂

患者の顎矯正手術 261～270頁,（c）上顎後方歯槽部骨切り術と下顎枝矢状分割法を施行した上下顎歯

列幅径の異なった下顎前突症 314～315頁,（d）上下顎前方歯槽部骨切り術，下顎枝矢状分割法，オト

ガイ部水平骨切り術を施行した開咬を伴う小下顎症 324～325頁,（e）下顎前方歯槽部骨切り術とオト

ガイ形成を施行した下顎非対称 332～333頁,（f）Le Fort Ⅰ型骨切り術，下顎枝矢状分割法およびオ

トガイ形成術を施行した上顎前突症 356～357頁,（g）歯槽間中隔切除後に補綴治療を行った上顎前突

症 360頁,（h）Le Fort Ⅰ型骨切り術を施行した上顎後退症 362～363頁,（i）Le Fort Ⅰ型骨切り術を

行った多数歯欠損を伴った上顎後退症 370～371頁,（j）Le Fort Ⅰ型骨切り法と下顎矢状分割法を施

行した下顎前突症と上顎後退症 390頁,（k）Le Fort Ⅰ型骨切り法と下顎矢状分割法を施行した上顎前

突症と下顎後退症状 392～393頁,（l）下顎前方歯槽部骨切り術を施行した片側唇顎口蓋裂 402～403頁

,（m）インプラント手術と下顎枝矢状分割法を同時に施行した下顎前突症 416～417頁,（n）第１第２鰓

弓症候群 422頁,（o）Le Fort Ⅲ型とⅠ型骨切り術を施行した Crouzon症候群 426頁,（p）Le Fort Ⅱ型

骨切り術と下顎枝矢状分割法を施行した Crouzon症候群 428頁,（q）Mobius 症候群（先天性両側性

顔面神経麻痺） 432～433頁,（r）外胚葉異形症（多数歯歯牙欠如症） 436～436頁，医歯藥出版，東京，

2001.

そ の 他

1. 齋藤 力 :乳歯がぐらついている，すこやかファミリー（434），25，2000.

2. 齋藤 力，高野伸夫 :術中・術後の腫脹，歯界展望 96 ，1047～1051，2000. 都立大塚病院・口腔科

3. 内山健志 :言語治療と口蓋裂，日歯医師会誌 53 ，15～24，2001.

4. 木住野義信 :開口障害，歯界展望 97 ，347～353，2001.

5. 須賀賢一郎 :気腫，日本歯科評論 61 ，64～65，2001.

学 会 抄 録

1. 米津博文，石井 建，山本貴和子，西堀陽平，須賀賢一郎，木住野義信 :関節円板動態異常に起因する

閉口障害，日顎関節会誌 12 ，147，2000.（第12回日本顎関節学会総会，京都市）

2. 米津博文，石井 建，山本貴和子，西堀陽平，須賀賢一郎，木住野義信 :関節円板動態異常に起因する

閉口障害（症例追加），日顎関節会誌 12 ，147，2000.（第12回日本顎関節学会総会，京都市）

3. 小枝弘実，塩見周平，幾本英之，本橋佳子，須賀賢一郎，大畠 仁，齋藤 力，野間弘康 :眼窩蜂窩織

炎を継発した歯性上顎洞炎の１例，日口腔外会誌 46 ，242，2000.（第67回日本口腔外科学会九州地方

会，福岡市） 口外Ⅰ

4. 青木秀啓 ，神林由美子 ，齋藤 力 : Le Fort I 型骨切り術における歯肉縁切開の有用性，交通医 54

（1.2），44，2000.（第54回日本交通医学会総会，東京） JR東京総合病院・歯口外

5. 吉村 元，須賀賢一郎，北村信隆，中野洋子，齋藤 力，内山健志 :顎裂部骨移植におけるエムドゲイン

（EMD）の応用について，日口蓋裂会誌 25 ，103，2000.（第24回日本口蓋裂学会総会，東京）

A-00-0480-3
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6. 山本貴和子，本橋佳子，中野洋子，齋藤 力，内山健志 :未手術片側口唇裂児における破裂の位置と程

度について，日口蓋裂会誌 25 ，170，2000.（第24回日本口蓋裂学会総会・学術集会，東京）

7. 中野洋子 :イブニングセミナー、4.Hotz床の長期管理例から学ぶ，日口蓋裂会誌 25 ，88，2000.（第

24回日本口蓋裂学会総会・学術集会，東京）

8. 瀧澤雅一 ，平井義人 ，花井淳一郎，相原一之 ，谷口敏信 ，保科紀子 ，酒井逸子 :平成11年度第

5回沖縄県歯科巡回診療の実績報告 ―座間味島における報告―，歯科学報 100 ，620，2000.（第269

回東京歯科大学学会例会，千葉市） 保存Ⅲ, 補綴Ⅱ, 千病・中央技, 千葉県

9. 本橋佳子，西堀陽平，内山健志，田中葉子 ，小柳貴裕 ，高橋正憲 ，梅村直治 ，瀧野善夫 ，

蔵本千夏 ，外木守雄 ，山根源之 ，笠原正貴 ，間宮秀樹 ，金子 譲 :持続的に高 CK血症を呈

した右側口唇顎口蓋裂に対する集学治療例，歯科学報 100 ，95，2000.（第269回東京歯科学会例会，

千葉市） 市病・小児科, 市病・整外科, 市病・麻酔科, 市病・オーラルメディシン, 歯麻

10. 吉村 元，幾本英之，本橋佳子，須賀賢一郎，大畠 仁，内山健志，松坂賢一 :咀嚼嚥下時に違和感を

示した口蓋垂過長症の１例，日口腔外会誌 46，391，2000.（第168回日本口腔外科学会関東地方会，東京）

病理

11. 野村武史 ，山本信治 ，花上健一 ，柴原孝彦 ，野間弘康 ，内山健志，秋元善次 ，海老原洋子 ，

大森 泰 :口腔癌患者における上部消化管癌のリスクファクターに関する研究，日本頭頚部腫瘍学

会抄録，2000.（第24回日本頭頚部腫瘍学会，東京） 口外Ⅰ, 水病・口外科, 千病・内科, 市立川崎病

院・外科

12. Motohashi, Y.，Yamamoto, K.，Nakano, Y.，Saitou, C.，Uchiyama, T. : The morphological study of

the growth and development of palate in unilateral cleft lip and palate children undergoing two-

stage palatoplasty, J Craniomaxillofai Surg 28（Suppl.1），54，2000.（1st World Cleft Congress,

Switzerland, Zurich）保情研

13. 齋藤 力 :シンポジウム1 外科的矯正治療におけるリスクとベネフィット－外科の立場から－，日顎変

形会誌 10 ，165，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市）

14. 渋澤龍之 ，石橋 薫 ，任 剛一 ，篠原 親 ，柴崎好伸 ，齋藤 力 :単一歯牙歯槽部骨切り術の基礎

的検討，日顎変形会誌 10 170，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市） 昭和大・歯・矯正

15. 小倉有美子 ，矢野圭介 ，篠原 親 ，柴崎好伸 ，齋藤 力 :顔面非対称を伴う顎変形症の形態的特徴

と機能に関する研究，日顎変形会誌 10 ，191，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市） 昭和

大・歯・矯正

16. 山本隆司，幾本英之，花井淳一郎，須賀賢一郎，大畠 仁，齋藤 力，内山健志 :下顎枝矢状分割法施行

前後における近位骨片の位置変化に関する計測学的研究（第３報），日顎変形会誌 10 ，202，2000.

（第10回日本顎変形症学会総会，大津市）

― 148 ―



― 149 ―

17. 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 ，斉藤一郎 ，津坂憲政 ，吉野健一 ，藤田広己 ，只野貴示枝 ，白石清乃 ，

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

のメカニズムと涙腺および唾液分泌の分子機構に関する研究，歯科学報 100 ，935～936，2000.（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）A75-0160-12，HRC981A03 市病・

眼科, 病理, 法歯, 生化学, 生理, 市病・内科, 徳島大・歯・口病, 埼玉医大・総合医センター・2

内科, 市病・オーラルメディシン

18. 内山健志，本橋佳子，山本貴和子，野間弘康 ，高木多加志 ，一色泰成 ，野嶋邦彦 ，西井 康 ，

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・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,第１編 二段階口蓋形成術を施行し

た片側口唇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

未手術片側安全口唇口蓋裂児の顔面と上顎の計測学的研究，歯科学報 100 ，948～950，2000.（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）保情研,保情研 口外Ⅰ, 矯正, 保存Ⅲ, 補綴

Ⅱ， 補綴Ⅲ, 歯放, 市病・放科, 市病・オーラルメディシン, 解剖

19. 澤孝彰 ，水口 清 ，内山健志，見明康雄 ，加藤哲男 ，松宮春彦 :萌出後の歯牙硬組織の成熟・

再石灰化と唾液，歯科学報 100，933～935，2000.（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）HRC972C04 細形研 超微構造, 法歯, 微生物

20. 吉成正雄 ，服部雅之 ，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄 ， 澤孝彰 ，加藤哲男 ，

田崎雅和 ，田崎裕紀 ，鈴木 隆 ，平山明彦 ，平井義人 ，柴原孝彦 ，矢島安朝 ，山 満 ，

山内智博 ，古谷義隆 ，高木多加志 ，大畠 仁，幾本英之，山中すみへ ，松久保 隆 ，眞木吉信 ，

杉原直樹 ，阿部伸一 ，井出吉信 ，渋谷英介 ，高橋正憲 ，佐藤 亨 ，野村登志夫 ，K.Piquero :

口腔・顎顔面機能再構築のための人口高機能素材の開発，歯科学報 100，943～946，2000.（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）A86-160-38，HRC992C01 細形研,分析生

研，生素研 実動施設 理工, 病理, 法歯, 超微構造, 微生物, 生理, RI研, 保存Ⅲ, 口外Ⅰ,

衛生, 解剖, 市病・整外科, 補綴Ⅱ, PF

21. 斉藤千秋 ，山口秀晴 ，谷田部賢一 ，一色泰成 ，中野洋子，齋藤 力 :先天性小眼症を伴う両側唇

顎口蓋裂の長期外科的矯正治験例，日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，271，2000.（第59

回日本矯正歯科学会，大阪市） 水病・矯正科, 矯正

22. 宮崎晴代 ，中野洋子，坂本輝雄 ，浅野一海 ，金子 剛 ，谷田部賢一 ，一色泰成 :著しい顔面非

対称を伴う成人唇顎口蓋裂の治験例，日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，256，2000.（第59

回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 水病・矯正科, 矯正, 慶大・医・耳鼻科, 慶大・医・形成外科

23. 塩見周平，小枝弘実，内山健志 :口腔内異常感覚が音声におよぼす影響に関する研究（第1報）―下顎孔

伝達麻酔前後の音声の音響学的解析―，歯科学報 100 ，1111，2000.（第270回東京歯科大学学会，千

葉市）A-00-0480-2

24. 佐々木研一 ，田村英俊 ，綿引隆一郎 ，小倉 基 ，野間弘康 ，矢島安朝 ，山根源之 ，内山健志,

山崎康夫 :メジャーテープ（羅針絆）のインプラントへの応用，歯科学報 100 ，1117，2000.（第270

回東京歯科大学学会，千葉市） 亀田総合病院・歯口外, 口外Ⅰ, 市病・オーラルメディシン, 東京都
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25. 山本貴和子，本橋佳子，中野洋子，齋藤 力，内山健志 :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，日口腔科会誌 49 ，491，2000.（第54回日本口腔科学会総

会・学術大会，東京）

26. 相川 弦 ，中田樹海 ，伊藤亜希 ，松崎英雄 ，田中潤一 ，高野伸夫 ，高橋庄二郎 ，木住野義信 :

術後に Clostridium difficile 腸炎をきたした４例，日口腔科会誌 49 ，481，2000.（第54回日本口腔

科学会総会・学術大会，東京） 都立大塚病院・口腔科

27. 渡辺 一，本橋佳子，小枝弘実，中野洋子，大畠 仁，齋藤 力，内山健志 :正常児の X線テレビシステ

ムによる構音器官動態の解析，日口腔科会誌 49 ，495，2000.（第54回日本口腔科学会総会・学術大会，

東京）

28. Uchiyama, T.，Oohata, H.，Watanabe, H. : Sequential, multidisciplinary treatment for cleft lip and

palate patient, Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery 12 ，175～176，2000.（4th Asian

Congress on Oral and Maxillofacial Surgery in Conjunction with 41st Congress of Korean Association of

Oral and Maxillofacial Surgeons, The Shilla Cheju,Cheju Island,Korea）

29. 杉崎正志 ，福本英樹 ，渡辺千秋 ，藤田善教 ，齋藤 力 :歯性側頭部膿瘍に継発した顎関節強直症

の１例，日口外誌 46 ，1073，2000.（第45回 日本口腔外科学会総会，千葉市） 慈恵医大・歯科, 国

立水戸病院・歯口外

30. 内山健志 :シンポジウム２ 口腔外科における口唇裂手術の取り組み 基調講演 口蓋裂一次手術におけ

る問題点，日口腔外会誌 46 ，841，2000.（第45回日本口腔外科学会総会，千葉市）

31. 小枝弘実，塩見周平，渡辺 一，中野洋子，内山健志 :口蓋裂患者の Nasometerによる経鼻音声の音響

分析，日口腔外会誌 46 ，858，2000.（第45回日本口腔外科学会総会，千葉市）

32. 原 宣道，西堀陽平，重松司朗，市ノ川義美，大畠 仁，松井 隆，内山健志 :器官培養法によるマウス

口蓋発生に関する実験的研究（第４報），日口腔外会誌 46 ，878，2000.（第45回日本口腔外科学会総

会，千葉市）細形研 実動施設

33. 米津博文，西堀陽平，花井淳一郎，須賀賢一郎，齋藤 力，内山健志 :下顎骨即時再建術施行患者の三

次元顎運動解析，日口腔外会誌 46 ，887，2000.（第45回日本口腔外科学会総会，千葉市）

34. 齋藤 力 :シンポジウム２，顎発育期へのインプラントの適応，1.顎骨発育とインプラント，日口腔イ

ンプラント会誌 14 ，78，2001.（第30回日本口腔インプラント学会総会，東京）

35. 幾本英之，内山健志，松坂賢一 ，井上 孝 ，吉成正雄 :リン酸カルシウム系セラミックス表面での

初期石灰化についての研究，日口腔インプラント会誌 14，89，2001.（第30回日本口腔インプラント学

会・総会学術大会，東京）細形研,細生研 実動施設 病理, 理工

36. 石井 建，山本隆司，齋藤 力，内山健志，井出吉信 ，森 俊道 ，小林紀雄 ，黒柳錦也 :顎動脈お

よびその分枝の走行に関する研究（第一報），歯科学報 100 ，112，2001.（第270回東京歯科大学学会，

千葉市）A00-0480-1 解剖, 歯放
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37. 本橋佳子，山本貴和子，渡辺 一，中野洋子，齋藤 力，鶴木 隆，内山健志 :二段階口蓋形成術施行患

児における口蓋の成長発育に関する研究，日口腔科会誌 49 ，491，2001.（第54回日本口腔科学会総

会・学術大会，東京）
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７．歯 科 麻 酔 学 講 座

プロフィール

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

（Ａ９５‐０５００‐１）

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 側位頭部Ｘ線規格写真分析と体表から求めた指標を用いた盲目的経鼻挿管法

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 プロポフォールの血小板停滞率に及ぼす影響

病院助手 五十嵐朋子 近赤外線分析によって測定した脳内総ヘモグロビン濃度とETCO２との関係

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 低酸素および再酸素化環境における歯髄細胞の活性について

加納美穂子 全静脈麻酔と吸入麻酔の麻酔薬におけるストレスのおよぼす影響の比較検討

上谷陽一郎 局所麻酔薬の細胞毒性

松木由起子 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

松浦 信幸

半田 俊之

２．成果の概要

１）全身麻酔

下顎枝矢状分割手術を対象として，preemptive multimodal analgesia が得られるか否かについて検討し

た．全身麻酔薬と執刀前にジクロフェナックナトリウムの直腸内投与，酒石酸ブトルファノールの静脈内投

与，リドカインの浸潤麻酔と下顎孔伝達麻酔を行った群と，全身麻酔薬のみの群では，術後創部痛の程度と

術後鎮痛薬要求量に差がなかった．preemptive multimodal analgesia の臨床的な効果は明確には得られな

かった．

Anesth Prog．４７�，１１９～１２４，２０００．

２）局所麻酔

兔を使用し，歯髄電気刺激に対する開口反射時の顎二腹筋誘発筋電図を指標として，歯科用局所麻酔薬

（アーティカイン，リドカイン，プロピトカイン）の局所麻酔効果判定を行った．その結果，局所麻酔薬は

投与量増加により効果発現が早まること，持続時間が延長すること，局所麻酔薬の効力はアーティカイン，

リドカイン，プロピトカインの順に弱くなることが判明した．
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Anesth Prog．４７�，３５～４１，２０００．
フェリプレシン（Fely）は薬物動態に不明な点が多く，いくつかの副作用（心筋虚血など）が報告され

ている．そこで対応策を検討すべきと考え，アデノシン三リン酸（ATP），ニトログリセリン，アムリノン

（AM）の持続投与が，Fely の副作用を改善するか否かを，犬を用いて検討した．

Fely 投与によって減少した心拍出量，冠血流量，心筋組織酸素分圧はATP，AMの投与によって回復し

た．ATPとAMは Fely の副作用に対し，予防もしくは改善できる可能性が示唆された．

Can J Anes．４７�，１１０７～１１１３，２０００．

兔を使用し，歯髄電気刺激に対する開口反射時の顎二腹筋誘発筋電図を指標として局所麻酔薬の効果判定

を行った．エピネフリン添加リドカイン製剤のそれぞれの濃度を変化させ，局所麻酔効果への影響を調べ

た．その結果，エピネフリン濃度が減少すると局所麻酔効果は減少し，リドカインの濃度を増加させてもエ

ピネフリン濃度減少により減弱した局所麻酔効果を代償できないことが判明した．

Anesth Prog．４８�，１６～２０，２００１．

局所麻酔における注射針の刺入時に生じる痛みを軽減させるため，従来の３０Ｇ針より外径が細い３１Ｇ針が

開発され，現在市販されている．そこで，内径，内厚，針長の異なる各種３１Ｇ針の局所麻酔注射時操作性お

よび強度について，術者による主観的な評価と使用後の損傷などを比較した．その結果，肉厚を小さくして

も内径を大きく保つ針が操作性の点で適切で，強度の点でも問題はなかった．針長は，１５mm以上が適切で

あった．

日歯麻会誌，２８�，６００～６０３，２０００．

３）鎮静法

過去５年間の高齢者外来患者の静脈内鎮静管理症例について検討を行った．その結果，高齢になるほど処

置前の緊張による血圧上昇や，処置中のストレスによる合併症（主に血圧上昇，心拍数増加などの循環亢

進）が発生する頻度が高くなっていた．そのため高齢者外来患者においては，鎮静薬の滴定投与及び呼吸循

環の変化の観察を行うことにより重篤な合併症を未然に防ぐこと，そして確実な除痛をはかることが安全な

歯科治療を行っていくために重要である．

日歯麻会誌，２８�，４８７，２０００．

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

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

金子 譲
一戸 達也
間宮 秀樹

痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果の判定法 科学研究費・基盤（Ｂ）

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）
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学会・研究会主催

４．研究活動の特記すべき事項

受 賞

シンポジウム企画

シンポジウム

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

金子 譲 ２０００．１０．１４
～１５

第１７回日本障害者歯科学会学術大会 東京歯科大学千葉校舎 千葉市

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

一戸 達也
縣 秀栄
三吉 俊弘
相田 英孝
金子 譲

１９９９．１０．６ 中久喜学術賞 急激な血圧低下と大脳皮質組織血
流量および酸素分圧との関係

日本歯科麻酔
学会

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学会名 開催地

金子 譲 ２０００．５．２９ 痛くない歯科治療を目指して 第１９回日本歯科医学会総会 東京

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

金子 譲 ２０００．５．５ Sedation for the specialists in
dentistry the geriatric patient

９th International Dental
Congress on Mordern Pain
Control

イ ス ラ エ
ル，エルサ
レム

一戸 達也 ２０００．５．２９ 痛くなくて，よく効く局所麻酔
のポイント

第１９回日本歯科医学会総会 東京

金子 譲 ２０００．６．８ Advancement of anesthesia
for the oral and maxillo ― facial
surgery ―Stress reduction
by the positive use of local an-
esthesia during general
aneshtesia

４th Asian Congress on Oral
and Maxillofacial Sugery

大韓民国，
斉州

一戸 達也 ２０００．１０．１４ 障害者歯科臨床と最近の全身麻
酔

第１７回日本障害者歯科学会学
術大会

千葉市

一戸 達也 ２００１．２．２５ 有病者と血管収縮薬 第１０回日本有病者歯科医療学
会

横浜市

一戸 達也 ２００１．３．３ 口腔・顎顔面機能の中枢制御に
関する研究―MEGで何がわ
かったか？―
１．顎顔面領域の慢性難治性疼
痛に対する治療方針の検討

平成１２年度東京歯科大学口腔
科学センターワークショップ

千葉市
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学会招待講演

５．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

教育講演

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 ２０００．４．６ 麻酔科領域における血管収縮薬
の役割と他の機能への影響

日本麻酔学会第４７回大会 東京

金子 譲 ２０００．５．３ Global development of
safety and confortable dental
treatment and contribution of
quality of life of dental pa-
tients through science and art
of anesthesia

９th International Dental
Congress on Mordern Pain
Control

イ ス ラ エ
ル，エルサ
レム

金子 譲 ２００１．２．２５ 局所麻酔薬添加エピネフリンの
安全性について
―原則禁忌の意味―

第１０回日本有病者歯科医療学
会

横浜市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 ２０００．６．１７ 公開講座「麻酔科の仕事，いろ
いろ」２．歯の治療の麻酔

第４回千葉麻酔懇話会 千葉市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

一戸 達也 ２０００．１１．１８
～１９

第２回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

タスクフォース 千葉市
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論 文

1. Nagatsuka, C.，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Preemptive effects of a combination of preoperative

diclofenac, butorphanol, and lidocaine on postoperative pain management following orthognathic

surgery, Anesthesia Progress 47 ，119～124，2000. 原著 学位論文

2. 間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，杉山あや子，一戸達也，金子 譲 :歯学部学生に対する心

肺蘇生術教育の評価，蘇生 19 ，56～58，2000. 臨床

3. 奥田みのり，阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲 : ABPAが疑われた患者の麻酔経験，日歯麻会誌 28 ，

243～246，2000. 臨床
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16. 松木由起子，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲 :頸神経原発の悪性腫瘍切除術に対する全身麻

酔経験，第17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，2000.（第17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）

17. 塩崎由美子，野村 仰，間宮秀樹，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲 :障害者の日帰り麻酔に

対するプロポフォールの有用性，第17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，2000.（第17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）

18. 金子 譲 :歯の治療の麻酔，第4回千葉麻酔科医会 プログラム，2000.（第４回千葉麻酔科医会 市民公開講

座「麻酔」，千葉市）

19. Fukuda, K. ，Kasahara, M.，Noma, T. ，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Adenosine triphosohate infu-

sion for cranofacial neuropathic pain, Anesth Prog 47 ，100，2000.（9th International Dental

Congress on Modern Pain Control, Jeruselem, Israel） 水病・麻酔科

20. Okuda, M.，Ishihara, K. ，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Detection of potential respiratory pathogens in

oral surgical patients, Anesth Prog 47 ，109，2000.（9th International Dental Congress on Modern

Pain Control, Jeruselem, Israel） 微生物

21. Kasahara, M.，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Effects of coronary vasodilators on felypressin-induced

depression of myocardial tissue oxygen tension in dogs, Anesth Prog 47 ，110，2000.（9th

International Dental Congress on Modern Pain Control, Jeruselem, Israel）

22. Kaneko, Y. : Sedation for the specialist in dentistry the geriatric patient, Anesth Prog 47 ，115，

2000.（9th International Dental Congress on Modern Pain Control, Jeruselem, Israel）

23. Kaneko, Y. : Global development of safety and comfortable dental treatment and contribution to

quality of life of dental patients through the scince and art of anesthesia, Anesht Prog 47 ，47～4

8，2000.（9th International Dental Congress on Modern Pain Control, Jeruselem, Israel）
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24. Sakurai, S.，Fukunaga, a. ，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Aminophylline expedites recovery from pro-

pofol sedation, Anesth Prog 47 ，97，2000.（9th International Dental Congress on Modern Pain

Control, Jeruselem, Israel） Dept. Anes. Harbor-UCLA Med.

25. Abe, K.，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Analusis of the autonomic nervous activities during tooth

extraction, Anesth Prog 47 ，97，2000.（9th International Dental Congress on Modern Pain Control,

Jeruselem, Israel）

26. Nagatsuka, C.，Fukuda, K. ，Ichinohe, T.，Kaneko, Y. : Is the characteristics related to the intensity

of postoperative pain after orthognathic surgery?，Anesth Prog 47 ，99，2000.（9th International

Dental Congress on Modern Pain Control, Jeruselem, Israel） 水病・麻酔科

27. 大門 忍，福田謙一 ，一戸達也，金子 譲 : 4p-症候群を有する患者の麻酔経験，日本小児麻酔学会誌

6 ，85，2000.（第６回日本小児麻酔学会，神戸市） 水病・麻酔科

28. 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，日有病歯誌 8 ，70～71，

2000.（第8回日本有病者歯科医療学会総会，栃木県河内郡） 船橋歯科医師会

29. 野村 仰，一戸達也，金子 譲 :側位頭部 X線規格写真分析から求めた数値による咽頭形態の評価とそ

れを用いた経鼻挿管の難易度の予測，日臨麻会誌 20 ，S236，2000.（第20回日本臨床麻酔学会，佐賀

市）

30. 山崎信也 ，杉田俊博 ，奥秋 晟 ，一戸達也，金子 譲 :市販表計算ソフトを用いた統計学的有意差の

検討，日臨麻会誌 20 ，S270，2000.（第20回日本臨床麻酔学会，佐賀市） 奥羽大・歯・歯科麻酔

31. 阿部耕一郎，中田真理，大門 忍，一戸達也，金子 譲 :高齢歯科患者への静脈内鎮静法の適応について―

合併症の加齢による影響―，日臨麻会誌 20 ，S294，2000.（第20回日本臨床麻酔学会，佐賀市）

32. 笠原正貴，野村 仰，一戸達也，金子 譲 :三叉神経痛および顔面痙攣における漢方薬の応用，日臨麻会

誌 20 ，S308，2000.（第20回日本臨床麻酔学会，佐賀市）

33. 上谷陽一郎，野間智子 ，福田謙一 ，高北義彦 ，金子 譲 :精神分裂症患者のプロポフォール全身麻

酔経験，日歯麻会誌 28 ，469，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市） 水病・麻酔科

34. 中田真理，大門 忍，阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲 :歯科麻酔科外来における過去5年間の高齢者に

対する静脈内鎮静法の検討，日歯麻会誌 28 ，487，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）

35. 笠原正貴，松木由起子，一戸達也，金子 譲 :悪性症候群の既往を持つ患者の propofol麻酔，日歯麻会

誌 28 ，493，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）

36. 林 三美，大門 忍，縣 秀栄，一戸達也，金子 譲 :プロポフォールの血小板停滞率に及ぼす影響，日歯

麻会誌 28 ，496，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）
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37. 間宮秀樹，一戸達也，金子 譲 :笑気―プロポフォール麻酔下に投与したニトロプルシドナトリウム,ア

デノシン三リン酸が兎の舌粘膜血流量に及ぼす影響，日歯麻会誌 28 ，512，2000.（第28回日本歯科

麻酔学会総会，仙台市）

38. 縣 秀栄，笠原正貴，一戸達也，金子 譲 : Cromakalimは Felypressinによる心筋組織分圧の低下を予

防する，日歯麻会誌 28 ，513，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）

39. 櫻井 学，福永敦翁 ，林 三美，雨宮 啓，松木由起子，一戸達也，金子 譲 :アミノフィリンはプロポ

フォール/フェンタニール麻酔からの回復時間を短縮する，日歯麻会誌 28 ，521，2000.（第28回日

本歯科麻酔学会総会，仙台市） Dept. Anes. Harbor-UCLA Med.

40. 福田謙一 ，野間智子 ，高北義彦 ，金子 譲 : Phantom tooth pain 患者15症例の病態比較分析，日歯

麻会誌 28 ，529，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市） 水病・麻酔科

41. 一戸達也，金子 譲 :外科的顎矯正後の悪心・嘔吐の予防に対するプロポフォール―フェンタニール全

静脈麻酔の効果と笑気併用の影響，日歯麻会誌 28 ，535，2000.（第28回日本歯科麻酔学会総会，仙台

市）

42. 嶋田昌彦 ，宮脇卓也 ，高田耕司 ，見崎 徹 ，岡 秀一郎 ，吉村 節 ，鮎瀬卓郎 ，大井久美子 ，

瀬尾憲司 ，染矢源治 ，一戸達也，金子 譲，伊藤弘通 ，海野雅浩 : 3%メピバカイン（NSY-101）

の浸潤麻酔・伝達麻酔における有用性の検討，日歯麻会誌 28 ，541，2000.（第28回日本歯科麻酔学

会総会，仙台市） 岡山大・歯・歯麻, 日大・歯・歯麻, 昭和大・歯・歯麻, 長崎大・歯・歯麻, 新潟

大・歯・歯麻, 東京医歯大・大学院・口腔機能再建学講座麻酔・生体管理学

43. 相田英孝，縣 秀栄，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲 :歯科用局所麻酔薬 LD100量の口腔組織内浸潤麻

酔時に発現する中毒症状と死因のメカニズムと救命対策の検討，日歯麻会誌 28 ，543，2000.（第28

回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）

44. Sakurai, S.，Fukunaga, A.F. ，Kaneko, Y.，Ichinohe, T.，Hayashi, M. : Aminophylline reduces re-

covery time from propofol/fentanyl anesthesia, Anesthesiology 93（3A），A-76，2000.（2000 Annual

Meeting American Society of Anesthesiologists, San Francisco, USA） UCLA Harbor Medical Center

45. 笠原正貴，福田謙一 ，一戸達也，金子 譲 :神経損傷（麻痺）と神経因性疼痛，平成12年度日本歯科医

療管理学会関東支部総会第６回学術大会プログラム・抄録集，10，2000.（第６回日本歯科医療管理学会

関東支部総会，東京） 水病・麻酔科

46. 縣 秀栄，一戸達也，櫻井 学，阿部耕一郎，野村 仰，間宮秀樹，福田謙一 ，金子 譲 :歯科用チェアー

上での心マッサージの有用性の検討，蘇生 19 ，234，2000.（第19回日本蘇生学会，東京） 水病・麻

酔科

47. 一戸達也 :「障害者の歯科治療に全身麻酔は必要か」障害者歯科臨床と最近の全身麻酔，第17回日本障

害者歯科学会学術大会総会抄録集，49，2000.（第17回日本障害者歯科学会学術大会，千葉市）ディベイト
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48. 加納美穂子，笠原正貴，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲 :

1999年１月～12月の１年間に東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来にて麻酔科管理下に診療を行った

症例の臨床統計とペインクリニックについての検討，歯科学報 100 ，1124，2000.（第270回東京歯科

大学学会，千葉市）

49. 福田謙一 ，笠原正貴，一戸達也，金子 譲 :アデノシン三燐酸の口腔顔面神経因性疼痛に対する鎮痛

効果，第１回口腔顔面痛懇話会プログラム，2000.（第１回口腔顔面痛懇話会，大阪市） 水病・麻酔科

50. 赤岩けさ子 ，吉田正一 ，小柴宏明 ，安藤 徹 ，兼元妙子 ，羽場千砂子 ，飯島美智子 ，

赤井淳二 ,谷口和義 ，金子 譲，高橋喜久雄 :在宅要介護老人歯科診療施設における５年間の実

態，障害者歯 22 ，59，2001.（第17回日本障害者歯科学会学術大会，千葉市） 船橋歯科医師会

51. 西村滋美 ，櫛淵武久 ，田中賦彦 ，南 誠二 ，杉田 廣 ，小池 修 ，一戸達也，大多和由美 ，

望月清志 ，辻野啓一郎 ，篠塚 修 ，深山治久 ，小長谷 光 ，山下知佐子 ，中田妙子 ，

佐藤貞彦 :地区の障害者（児）歯科診療所における5年間の診療状況について，障害者歯 22 ，60，

2001.（第17回日本障害者歯科学会学術大会，千葉市） 練馬区歯科医師会, 水病・小児歯科, 東京医歯

大・大学院・医歯学総合研究科障害者歯科, 東京医歯大・大学院・医歯学総合研究科麻酔・生体管理学,

練馬区

52. 和田昌美 ，中野里香 ，野村 仰，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲 :全身麻酔下歯科治療後に,より軽度

な行動管理で歯科治療が可能になった自閉症患者についての検討，障害者歯 22 ，73，2001.（第17

回日本障害者歯科学会総会・学術大会，千葉） 東京歯科大学・千葉病院・歯科衛生士部

53. 間宮秀樹，本間敬和 ，福田謙一 ，野村 仰，一戸達也，金子 譲 : 4p-症候群を有する患者の麻酔経験，

障害者歯 22 ，92，2001.（第17回日本障害者歯科学会総会・学術大会，千葉市） セコメディック病院口

腔外科, 水病・麻酔科

54. 金子 譲 :局所麻酔薬添加エピネフリンの安全性について―原則禁忌の意味―，第10回日本有病者歯科

医療学会総会抄録集，26～27，2001.（第10回日本有病者歯科医療学会総会，横浜市）ランチョンセミナー

55. 一戸達也 :有病者と血管収縮薬，第10回日本有病者歯科医療学会総会抄録集，28～29，2001.（第10回日

本有病者歯科医療学会総会，横浜市）シンポジウム

56. 篁 一則 ，地主明弘 ，喜多詰規雄 ，土田和由 ，衣松勍生 ，宍倉邦明 ，加藤隆教 ，湯浅太郎 ，

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用介護高齢者歯

科診療事業 訪問歯科診療のスタート，老年歯医 15 ，345，2001.（第11回日本老年歯科医学会総会・

学術大会，横浜市） 千葉市歯科医師会, 衛生, 水病・麻酔科
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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 頬粘膜圧痕の成因（Ａ９７‐０５１０‐２）

講 師 杉山 哲也 下顎位認知のメカニズム（Ａ９９‐０５１０‐４）

助 手 石崎 憲 義歯床による床下粘膜へ機械刺激が口腔粘膜上皮の触覚細胞に及ぼす影響

（Ａ００‐０５１０‐５）

赤澤 勇人 クレンチングの条件と咬筋筋疲労の関係について（Ａ００‐０５１０‐２）

浅田 智宏 有床義歯の重合方法（Ａ９６‐０５１０‐２）

安藤 友彦 総義歯装着者における非就眠時ブラキシズムの頻度の調査（Ａ００‐０５１０‐６）

三澤壮太郎 人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

谷口 詩穂 模型観察による咬耗と骨隆起の調査（Ａ９９‐０５１０‐１）

廣瀬 直己 義歯の安定を考慮して製作された人工歯について（Ａ９９‐０５１０‐２）

長谷川洋人 無口蓋義歯の適応基準（Ａ００‐０５１０‐１）

丸山 淑子 マルチメディアを用いた老人医療病院疑似体験実習（Ａ９８‐０５１０‐２）

病院助手 鴨打 雅之 模型観察による咬耗と骨隆起の調査（Ａ９９‐０５１０‐１）

山口 元嗣 総義歯装着者における非就眠時ブラキシズムの頻度の調査（Ａ００‐０５１０‐６）

小林健一郎 高齢患者における機能歯数と健康習慣とに関する調査

廣瀬 立剛 高齢患者における機能歯数と健康習慣とに関する調査

伏屋 昇 人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

山口 岳志 人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

大学院生 高木 一郎 頬粘膜圧痕と舌圧痕の成因（Ａ９７‐０５１０‐２）

石井 治仲 クレンチングの条件と咬筋筋疲労の関係について（Ａ００‐０５１０‐２）

上田 貴之 咀嚼回数を決定する因子の探究

大神浩一郎 口唇腺における刺激唾液量測定法の確立（Ａ００‐０５１０‐３）

角 大輔 義歯床の表面性状と清掃性について

小平 順可 口蓋部義歯床が嚥下に及ぼす影響について

田原 靖章 ストレスと唾液との関係について

２．成果の概要

１）有床義歯の精密重合システムに関する検討

精密重合システムのスパッドシステム（三金工業株式会社）とDSシステム（トーワ技研株式会社）の２

種類を選択し，重合時に生じる歪みと重合後のレジンのたわみ量および吸水量を計測した．リマウンティン

グ後のインサイザルピンの浮き上がり量は，スパッドシステムが湿熱重合法より有意に大きくなった．重合

後の床と模型との間隙は，両精密重合システムとも湿熱重合法より小さく，良好な適合性が認められた．

咬合面部における重合後の垂直的変化は，スパッドシステムが湿熱重合法より大きくなり，DSシステム

は湿熱重合法と有意差はなかった．曲げたわみ試験ではDSが有意に小さい値をとったが，吸水試験では重

合方法による差はなかった．本実験結果より精密重合システム（特にDSシステム）は，床粘膜面の適合性

やたわみ量から見て，湿熱重合システムに優る重合システムであるといえた．

歯科学報 １００，１２１３～１２１９，２０００
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２）頬粘膜圧痕の成因

欠如歯のない上下顎天然歯列者２１名を対象として，臼歯部全体に圧痕の認められる群と，大臼歯部のみに

圧痕の認められる群および圧痕の認められない群に分けた．第一小臼歯頬面中央部および第二大臼歯頬面遠

心部に圧力センサーを組み込んだ実験床を製作し，頬粘膜を介して歯牙頬面に加わる圧力を計測した．計測

条件は，１０分間の読書安静時，１分間の軽いクレンチング時，１０秒間の最大クレンチング時，１分間の軽い

クレンチングを行いながらの頬部緊張時，１分間の歯牙接触のない状態での頬部緊張時，１分間の軽いクレ

ンチングを行いながらの口角後方牽引時，１分間の歯牙接触のない状態での口角後方牽引時および空嚥下時

の８項目とした．また頬部厚径を計測し，比較検討した．

歯牙頬面にかかる頬粘膜の圧力は，空嚥下時のみに圧痕の認められる群と認められない群との間に有意な

差が存在した（Ｐ＜０．０５）．しかしその他の計測項目では，各群間に有意な差は認められなかった．特に頬

粘膜圧痕の成因として考えられているクレンチング時では，歯牙頬面にかかる頬粘膜の圧力は，安静時の圧

力と同等であった．頬部厚径に関しては，臼歯部後方になるほど増加傾向は認められたが，各群に有意な差

は認められなかった．

日本顎関節学会雑誌 １３，１０９～１１０，２０００

３）口蓋義歯の適応基準の検討

上下顎総義歯装着者１５名を対象として，使用中の義歯床粘膜面の模型をシリコーン印象材で製作し，上下

顎模型を咬合器に付着した．この模型上の実験用義歯の第一小臼歯部および第二大臼歯部に荷重をかけたと

きの非荷重側の義歯の浮き上がりを計測した．義歯の浮き上がり量と，歯槽堤の高さや幅，アンダーカット

量，歯槽頂間距離，歯槽頂間線の角度および歯槽堤の傾斜との関係について，スピアマン順位相関係数の検

定を行って相関をみた．第一小臼歯部荷重時には第一小臼歯部歯槽頂間線傾斜度，第二大臼歯部荷重時には

第二大臼歯部歯槽堤の高さ，第一小臼歯部および第二大臼歯部における歯槽頂間距離との相関が認められ

た．

日補綴歯会誌 ４４，５９６，２０００

４）下顎位認知のメカニズム（Ａ９９‐０５１０‐４）

MEGを用いて go／no ― go 課題による下顎運動時の脳活動部位を計測し，手指タッピングの場合をコン

トロールとして検討を加えた．Go／no ― go 課題としては，視覚刺激を用いた．被験者は，エジンバラ質問

紙で右利きと判定された２０歳代の健常成人有歯顎男性５名とし，静かなシールドルーム内でイスに座った状

態で実験を行った．脳磁場の計測は１０－２０法に基づいて計測部位が規定されているwhole head magnetoen-

cephalogram system（Neuromag，Finland）にて行い，記録されたデータは０．１０Hz～２００Hzでバンドパス

フィルターをかけ，サンプリングレート６００Hzでデジタル化してハードディスクに保存した．No ― go 応答

による手指タッピングおよび下顎運動時のグランドアベレージ，すなわち３０６ch すべての波形を重ね合わせ

た結果の一例を見ると，手指タッピング時には約１４０ms，下顎運動時には約１６０msの潜時で波形の振幅が大

きくなり，何らかの反応が起きていることが認められた．電流双極子は，下顎運動では手指タッピングのと

きよりも前方で腹側の前部前頭野付近において推定された．

平成１２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 ４５，２０００．

５）人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

人工歯の被着色性に影響を与える因子を解明するための基礎データを集めることを目的に，直接的な被着

色性だけではなく，タンパクの人工歯への吸着しやすさについても比較検討した．使用した人工歯はレジン

歯（Ｒ），特殊アクリルポリマーを使用したレジン歯（FX），硬質レジン歯（EF）および含フッ素モノマー

の量を増やした硬質レジン歯（PX）である．直接的な被着色性の評価ではカレーおよび塩基性フクシンの

各溶液を用い，タンパクの吸着しやすさの評価ではヒト耳下腺唾液とウシ血清タンパク溶液を用いた．カ

レー液への浸漬では，レジン歯よりも硬質レジン歯の方が着色性が有意に大きく，フクシン溶液への浸漬で
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はRの被着色性が最も有意に小さかった．タンパクの吸着のしやすさにおいては，すべての人工歯におい

てコントロールよりも強く染色された．

日補綴歯会誌 特別号，４７，２０００．

６）口蓋隆起と下顎隆起（Ａ９７‐０５１０‐２）

有歯顎者を対象として咬合接触面積，咬合接触点数および咀嚼運動経路と下顎隆起の有無との関係を調査

した．被験者は２０歳代の東京歯科大学学生および講座員のうち，第三大臼歯以外の欠如のない上下顎天然歯

列者１８名とした．咬合接触面積の広さが，下顎隆起の発現に関与しているが，咬合接触点数および咀嚼運動

経路は下顎隆起の発現に関与していないことが判明した．また，本実験条件下では咬合接触面積の左右差と

下顎隆起との関連を調査したところ関連があるとはいえなかった．

歯科学報 １００，１１１４，２０００．

３．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

教育研修

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

櫻井 薫 ２０００．１１．２３ 臨床研修施設指定基準の見直し 厚生科学研究事業公開シンポ
ジウム

東京

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

櫻井 薫 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

タスクフォース 木更津市
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論 文

1. Tezuka, T.，Sugiyama, T.，Sakurai, K. : Influence on myoelectric discharges of anteroposterior

displacement of the mandibular position near the tapping point, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，59～7

1，2000. 原著

2. Katiuska, P.，Sakurai, K. : A clinical diagnosis of diurnal（non-sleep）bruxism in denture wearers, J

Oral Rehabil 27 ，473～482，2000. 原著

3. 浅田智宏，杉山哲也，横井太郎 ，吉田元治 ，石崎 憲，櫻井 薫 :有床義歯の精密重合システムに関

する検討，歯科学報 100 ，1213～1219，2000. 原著 静岡県, 東京都

4. 岩久正明 ，櫻井 薫，橋本弘一 ，住友雅人 ，中原 泉 :歯科医師臨床研修の必修化に向けての諸制

度の整備に関する研究―臨床研修施設の指定基準および第三者評価について―，日歯教誌 16 ，

294～301，2001. 原著 新潟大・歯・保存1, 日歯大・歯・理工, 日歯大・歯・歯科麻, 歯科医療研修

振興財団

解 説

1. 櫻井 薫 :特集・インプラントのための咬合と総義歯の咬合 2.総義歯に与える咬合 ―解剖学的人工

歯（フルバランスド オクルージョン）を用いる立場から―，歯科医療 14 ，14～21，2000.

単 行 図 書

1. 櫻井 薫（a）,（b）,（c）: 著分担 :カラーアトラス 咬合・咀嚼障害の臨床 ―症例別に見た歯科補綴学的

対応―（初板）（a）Ｉ編 基本（初期）治療 4 治療用義歯による咬合治療を行った症例 症例2

コンプリートデンチャーによる咬合治療を行った症例① 32～33頁,（b）Ⅳ編 無歯顎に対する治療

5 義歯装着後に問題が生じた症例 症例4 上顎義歯の維持・安定不良が認められた症例 212～215

頁,（c）Ⅳ編 無歯顎に対する治療 5 義歯装着後に問題が生じた症例 症例6 嘔吐反射が認められ

た症例 218～219頁，医歯薬出版，東京，2001.

そ の 他

1. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）ニューロパチー，老年歯医 15 ，221，2000.

2. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）脳死，老年歯医 15 ，221，2000.

3. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）パーキンソン病，老年歯医 15 ，221，2000.

4. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）Barthel Index，老年歯医 15 ，222，2000.

5. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）貧血，老年歯医 15 ，222，2000.

6. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）閉塞性動脈硬化症，老年歯医 15 ，222～223，2000.

7. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）無呼吸，老年歯医 15 ，223，2000.

8. 櫻井 薫 :用語解説（全身的疾患）リエゾン外来，老年歯医 15 ，223，2000.
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学 会 抄 録

1. 安藤友彦，ピケロカティウスカ，櫻井 薫 :非就眠時ブラキシズムの検知法及び呼吸法による抑制効果，

日歯医会誌 52 ，118，2000.（第19回日本歯科医学会総会，東京）

2. 安藤友彦，石崎 憲，三澤壮太郎，鴨打雅之，山口元嗣，櫻井 薫 :上下顎総義歯装着者における非就眠

時ブラキシズムの調査，老年歯医 15 ，377，2000.（第11回日本老年歯科医学会，横浜市）

3. Ando, T.，Katiuska, P.，Sakurai, K. : Influence of breathing method on the occurence of non-sleep

bruxism, J Dent Res 79（special issue），586，2000.（78th General Session of the IADR, Washington

D.C., USA）

4. 鴨打雅之，谷口詩穂，高木一郎，杉山哲也，櫻井 薫 :下顎隆起と咬合接触状態との関係について，歯

科学報 100 ，1114，2000.（第270回東京歯科大学学会例会，千葉市）

5. 神尾 崇 ，山口富美子 ，柴原孝彦 ，野間弘康 ，小林秀樹 :顎変形症手術における手術侵襲と生体

反応の臨床研究，歯科学報 100 ，88，2000.（第270回東京歯科大学学会例会，千葉市） 口外Ⅰ

6. 三澤壮太郎，櫻井 薫，杉山哲也 :人工歯の被着色性について―直接的な被着色性とタンパクの吸着―，

日補綴歯会誌 44（104回特別），47，2000.（第104回日本補綴歯科学会，大阪市）

7. 櫻井 薫 :臨床研修施設指定基準の見直し，なし，2000.（厚生科学研究事業公開シンポジウム「歯科医師臨

床研修の必須化に向けて」，東京）

8. 高木一郎，櫻井 薫，安藤友彦，井出吉信 :クレンチングの診断に用いられる頬粘膜圧痕の有用性に

ついて，歯科学報 100 ，613，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市） 解剖

9. 丸山淑子，杉山哲也，櫻井 薫 :歯槽堤の傾斜による下顎義歯の偏位に苦慮した総義歯の一症例，日補

綴歯会誌 44（103回特別），134，2000.（第103回日本補綴歯科学会学術大会，大宮市）

10. 高木一郎，櫻井 薫，安藤友彦，井出吉信 :クレンチングと頬粘膜圧痕の関係について―解剖学的観

察を含めて―，日補綴歯会誌 44（103回特別），157，2000.（第103回日本補綴歯科学会学術大会，大宮市）

解剖

11. 高木一郎，櫻井 薫，安藤友彦 :頬粘膜圧痕の成因についての検討（第２報），日顎関節会誌 13 ，109～

110，2001.（第13回日本顎関節学会，福岡市）

12. 三澤壮太郎，櫻井 薫，杉山哲也，伏屋 昇，山口岳志 :人工歯の被着色性について―表面性状の与える

影響―，日補綴歯会誌 45 ，371，2001.（日本補綴歯科学会東関東支部第4回学術大会，東京）

13. 赤澤勇人，山口元嗣，小林健一郎，小林秀樹，廣瀬立剛，杉山哲也，櫻井 薫 :高齢者における機能歯

数と健康習慣とに関する調査，日補綴歯会誌 45 ，372，2001.（日本補綴歯科学会東関東支部第4回学

術大会，東京）

― 169 ―



― 170 ―

14. 山口雅庸 ，石山直欣 ，平野浩彦 ，高原幸恵 ，斎藤美香 ，佐々木貴子 ，石崎 憲，三澤壮太郎，

小泉智也 ，依田知久 :高齢者の下顎骨骨髄炎の１例，板橋医師会誌 15，216～218，2001.（第5回板

橋区医師会医学会，東京） 東京都老人医療センター歯口外, 千葉県

15. 荻原俊美，玉井久貴，金山 昇，安藤友彦，櫻井 薫 :職域における義歯装着者の健康に関する意識調査，

日補綴歯会誌 45 ，540，2001.（日本補綴歯科学会西関東支部学術大会，横浜市）
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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 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

（Ａ００‐０５２０‐１）

歯科用材料の接着性に関する研究（Ａ８６‐０５２０‐４）

助 手 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 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）

沼澤 成文 咀嚼運動に同期した頭部運動の三次元的様相（Ａ００‐０５２０‐２）

鈴木 雄太 インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究

病院助手 平地 正茂 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

野坂 祐介 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究

國近 献 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

鈴木 雅亨 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究

２．成果の概要

１）全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究（Ａ００‐０５２０‐１）

本年度はまず８分割バランサーを購入し，全身および咬合等に特記すべき自覚症状を訴えない者の全身バ

ランスを把握することを目標とした．

全身写真撮影による体の形態的状態を観察においては，４３名の正常者を計測した結果，肩（左右肩峰）の

高さの差と肩（左右肩峰間）の中心の重力線からの変位量，腰（左右前上腸骨棘）の高さの差と腰（左右前

上腸骨棘間）の中心の重力線からの変位量，頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）と重力線

のなす角度，頭蓋（ナジオン相当の鼻根部）の重力線からの変位量，頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下

点を結んだ線）と下顎（人中下点と頤下点を結んだ線）の角度差において，平均および中央５０％区間が明ら

かになった．また同一の正常者について８分割バランサーを用いて体重８分割値の変動について検討した結

果，左右脚の体重偏向傾向が同一のものは左右脚がともに体重の均衡を示したものはなく，４分割体重で前

方傾向を示したものが多く現れる結果を示した．また両脚および片脚での体重均衡点の偏位は半数以上に認

められたが，均衡点が動揺するものは少なく，またその動揺は前後的動揺であった．自然立位正面像での形

態バランスと体重８分割バランスとの関係を検討した結果，今回計測した４３名の被検者のうち，左右脚足底

圧の対称性を持つものは１６～１９名（３７．２％～４４．２％）であり，左右脚足底圧の対称性と正面姿勢との関連に

おいて，とくにすべての条件で左右脚足底圧の対称性を持つものは，左右肩峰間の中心が重心線に近い位置

にあることが認められた．
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２）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ヶ月の間に

臨床応用した，３８症例４５本について，約９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．

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．

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歯頸部に骨吸収がみら

れた症例については，処置後骨のさらなる吸収は認められず落ち着いた経過を取っている．

８年以上経過した３症例４本のアバットメントに破折を認めたが，交換修理し現在問題なく経過してい

る．しかし，なお今後も十分な経過観察が必要と思われる．

３）新しいシェードガイドの色彩学的特徴（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．

４）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）

これまで補綴材料表面に対する口腔内細菌の吸着の機序を明らかにすることを目的とし，口腔内細菌と補

綴材料の界面化学的性質をゼータ電位の測定によって調べ，補綴材料への吸着実験によって，界面における

口腔内細菌の初期挙動を明らかにしそれぞれのゼータ電位の所見との関連を考察してきた．本年度は口腔内

細菌のゼータ電位の測定を行った．本学衛生学講座保存の１７種類を供試菌株とし，Brain Heart Infusion 液

体培地で３７℃静地培養し，それぞれの発育曲線を描き，静止期初期から菌体を集め実験に供した．菌体を pH

７．０のリン酸緩衝生理食塩液で３回洗浄後，同液に懸濁させ菌体表面のゼータ電位を電気泳動光散乱光度計

（ELS ―８００ 大塚電子社製）で測定した．今後は補綴材料と相互作用をもつと考えられる血清アルブミンを

添加することによって，補綴材料へのタンパク質の吸着性の評価，コーティングによる吸着防止などについ

て検討したい．

５）歯冠色修復材料の表面処理方法と接着に関する研究（Ａ９８‐０５２０‐１，Ａ９９‐０５２０‐１）

これまで硬質レジンに関しての基礎的性質として金属の接着性，とりわけ金属表面処理法の違いによる接

着強さの検討，および陶材表面の粗さと表面処理の違いによる陶材と硬質レジンとの接着強さの検討を行っ

てきた．金属と硬質レジンとの接着強さでは，被着金属面に処理を施すことで高い接着強さを得られること

が認められ，特にメタルプライマー処理とスズ電析処理との併用で安定した接着強さを認めた．また，陶材

と硬質レジンとの接着強さでは，接着操作６０分後においては陶材表面にシランカップリング剤とボンディン

グ材を併用することで高い接着強さが得られたが，ボンディング材の併用はサーマルサイクル５０００回負荷後

では接着強さの低下に繋がることが認められた．今後は陶材と硬質レジンの接着力に関する研究について，

さらに長期保存後の接着力に関して検討を加えたい．
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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

三宅菜穂子 pHタイトレーションを用いた補綴材料への口腔内細菌の
吸着性および洗浄効果

科学研究費・奨励（Ａ）

金井 由起 陶材と硬質レジンの接着力の向上および陶材へのレジン系
セメントの接着力に関する研究

科学研究費・奨励（Ａ）
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論 文

1. 長坂 斉 ，佐藤 亨，高江洲義矩 ，石川達也 :咀嚼習癖に起因する聴力の変化，歯科学報 100 ，491～

498，2000. 臨床 A-00-0520-1 衛生, 保存Ⅲ

2. 佐藤 亨 :接着を応用した歯冠補綴治療，接着歯学 18 ，177～182，2000. 臨床 A-86-0520-3

3. Satou, T.，Hannak, W. ，Ishikawa, T. : Der Einflus von Okklusionsänderungen auf die Körper-

haltung, ZWR 109 ，147～153，2000. 原著 A-00-0520-1 W. B. Freesmeyer, 保存Ⅲ

4. 高橋 賢 ，石川達也 ，平井義人 ，村田有史 ，佐藤 亨，吉田 実 ，吉田友明 :体重4分割連続値と

咬合接触状態および習慣性咀嚼側との関連について―正常者群と顎関節症群の比較―，全身咬合

6 ，137～146，2000. 原著 A-00-0520-1 保存Ⅲ, 朋友柔道整復専門学校, （財）老年歯科医学総合研

究所

5. 長坂 斉 ，佐藤 亨，高江洲義矩 ，石川達也 :咀嚼習癖に関連する聴力動態，全身咬合 6 ，147～

152，2000. 臨床 A-00-0520-1 衛生, 保存Ⅲ

解 説

1. 高橋俊之，久永竜一，山田敏勝，腰原 好 :ブリッジの適合性，歯科医療 15，83～90，2001.

A-95-0520-2

2. 長坂 斉 ，佐藤 亨，高江洲義矩 ，石川達也 :聴力は咬合のセンサーか，歯科評論 61 ，133～141，

2001. A-00-0520-1 衛生, 保存Ⅲ

プロシーディングス

1. 佐藤 亨 : 2.接着歯学は歯冠修復をここまで改善した 5.接着を応用した歯冠補綴治療，接着歯学 18 ，

177～182，2000.（第18回日本接着歯学学術大会，東京）A-86-0520-3

そ の 他

1. 三宅菜穂子 : pHタイトレーションを用いた補綴材料への口腔内細菌の吸着性および洗浄効果，平成

12年度文部省科学研究費 奨励研究（A）研究実績報告書，2001. 文部省科学研究費12771196，

A-91-0520-2 水病・補綴科

2. 金井由起 :陶材と硬質レジンの接着力の向上および陶材へのレジン系セメントの接着力に関する研

究，平成12年度文部省科学研究費 奨励研究（A）研究実績報告書，2001. 文部省科学研究費12771198，A

-99-0520-1 水病・補綴科

3. 高橋俊之 :海外研究レポート インプラント治療の新たな展開 ―ウメオ大学において―，歯科学報 100

，429～430，2001.

学 会 抄 録

1. 瀧澤雅一 ，平井義人 ，花井淳一郎 ，相原一之，谷口敏信 ，保科紀子 ，酒井逸子 :平成11年度第

5回沖縄県歯科巡回診療の実績報告，歯科学報 100 ，108，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千

葉市） 保存Ⅲ, 口外Ⅱ, 千病・中央技, 千葉県
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2. 高橋俊之，腰原 好，山田敏勝，久永竜一，J. Gunne : インプラントフレームワークの適合性に関す

る実験的研究―2種類の製作方法の比較―，歯科学報 100 ，592，2000.（第269回東京歯科大学学会例

会，千葉市）A-86-0520-3 ウメオ大学・歯・補綴

3. Tomita, Y. ，Miyake, N. ，Ishikwa ,H. : Lipid composition of human tooth enamel and saliva,

Japan oil chemists'society American oil chemists'society world congress 2000 joint with the 39th

annual meeting of JOCS program & abstracts，189，2000.（Japan oil chemists'society American oil

chemists'society world congress 2000 joint with the 39th annual meeting of JOCS, Kyoto）A-89-0120-1

生化学, 水病・補綴科, 文教大・教育

4. 佐藤 亨，國近 献，平地正茂，相原一之，腰原 好，石川達也 ，高橋 賢 ，平井義人 ，吉田 実 :

新規体重計（8分割バランサー）による体重8分割値の変動について，第10回日本全身咬合学会雑誌プロ

グラム・抄録集，39，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）A-00-0520-1 保存Ⅲ, 朋友柔

道整体専門学校

5. 腰原 好 :顎口腔系における機能と形態との調和を求めて―クラウンブリッジの立場から―，歯科学報

100 ，1101，2000.（第270回東京歯科大学総会，千葉市）

6. 鈴木雄太，高橋俊之，腰原 好，山田敏勝，久永竜一，三穂乙暁，吉成正雄 ，小田 豊 :破折したイ

ンプラントアバットメントの表面分析，歯科学報 100 ，1115，2000.（第270回東京歯科大学学会例会，

千葉市）A-86-0520-3 細形研 理工

7. 佐藤 亨，井出吉信 ，渋谷英介 :Micro-CTを用いた上顎前歯部内部構造の観察，第16回アジア口腔

インプラント学会抄録集，27，2000.（第16回アジア口腔インプラント学会シンポジウム，東京） 解剖

8. 長坂 斉 ，松久保 隆 ，佐藤 亨，高江洲義矩 ，石川達也 :偏位性咀嚼習癖者の聴力動態に関する

統計学的検討，第10回日本全身咬合学会雑誌プログラム・抄録集，28，2000.（第10回日本全身咬合学

会学術大会，仙台市）A-00-0520-1 衛生, 保存Ⅲ

9. 石川達也 ，平井義人 ，吉田 実 ，高橋 賢 ，村田有史 ，牛木猛雄 ，佐藤 亨 :新規体重計（8分割

バランサー）による体重バランスと実験的咬合接触状態との関連について，第10回日本全身咬合学会

雑誌プログラム・抄録集，51，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）A-00-0520-1 保存Ⅲ，

朋友柔道整体専門学校

10. 金井由起 ，相原一之，三穂乙暁，鈴木雅亨，野坂祐介，佐藤 亨，腰原 好，河田英司 ，小田 豊 :

陶材における表面の粗さと処理の違いが接着強さに及ぼす影響，接着歯学 18 ，322～323，2000.（第

19回日本接着歯学会学術大会，東京）A-86-0520-4，A-96-0520-5，A-99-0520-1 細形研 水病・補綴科,

理工

11. 佐藤 亨，國近 献，平地正茂，三穂乙暁，相原一之，吉村浩一，腰原 好，石川達也 ，吉田 実 : 8分

割バランサーによる左右脚足底圧の対称者と正面姿勢との関連，日補綴歯会誌 45 ，372，2001.（日

本補綴歯科学会東関東支部学術大会，東京）A-00-0520-1 保存Ⅲ, 朋友柔道整復専門学校
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12. 平地正茂，佐藤 亨，國近 献，三穂乙暁，吉村浩一，腰原 好，湯浅慶一郎 ，吉田 実 :自然立位正

面像からみた骨盤，両上肢帯，頭蓋の左右対称性について，日補綴歯会誌 44（104回特別号），110，

2001.（第104回日本補綴歯科学会学術大会，大阪市）A-00-0520-1 東京支部, 朋友柔道整復専門学校
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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）

武藤 功英 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

高梨 聖敏 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

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三次元的な形態観察および抜歯後の歯槽部海綿骨に対してインプラントの埋入

が及ぼす影響についての調査を行った．非破壊で立体的な構造解析が可能であるマイクロCTを利用し，イ

ンプラント周囲における骨梁構造と抜歯後の下顎骨内部骨梁構造の変化との定量的な比較検討を試みた．マ

イクロCTを用いた顎骨内部構造の観察により，インプラント周囲を走行する海綿骨梁のプレート状構造の

可視化および複数の断面からの観察が可能となり，インプラント ―骨界面を含むインプラント周囲骨組織の

形態観察方法として有用であると思われた．また計測結果よりインプラント埋入後３ヵ月時および６ヵ月時

における埋入側の骨体積率（BV／TV）と骨表面密度（BS／BV）は，抜歯したのみでインプラントの埋入

を行わなかった対照側と比較していずれも有意な差を認めなかった．インプラントに近接した部位では骨の

新生が認められたが，静的条件下にある埋入側の歯槽部海綿骨は抜歯後の海綿骨の変化と同程度の吸収傾向

を示すことが明らかになった．

また部分的歯牙欠如症例に骨結合型インプラントを適用した１５症例に対して，残存歯の歯周ポケットおよ

びインプラント周囲ポケットからの歯周病原性細菌の検出を行い，両者間の比較検討を行った．調査対象と

した歯周病原性細菌は Porphyromonas gingivalis，Actinobacillus actinomycetemcomitans，Bacteroides for-

sythus，Prevotella intermedia および Treponema denticola の５種であり，さらに P. gingivalis および P. interme-

dia の２菌については PCR法による菌の同定を行い残存歯からインプラントへの感染の有無を明らかにす
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ることを試みた．その結果，１）全被験例のうち P . ginglvalis で８０％，A. actinomycetemcomitans で４７％，B.

forsythus で６０％，T. denticola で５３％および P. intermedia で４０％の被験者から検出された．２）P . gin-

givalis，A. actinomycetemcomitans および T. denticola では天然歯部とインプラント部との検出率がほぼ同等

であるが，B. forsythus および P. intermedia ではインプラント部の方がより高頻度の検出率を示した．３）

P. gingivalis および P. intermedia において天然歯周囲とインプラント周囲とで検出された細菌の泳動パター

ンが一致する例が認められること，等が判明した．

２）可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

咀嚼筋の筋力は，咬合部位と顎関節により支持され，顎関節への負荷は，個々の咀嚼筋の筋力と解剖学的

な条件に伴う槓桿作用とによって決定されると思われるが，要因の複雑さから単純な槓桿作用に基づく推定

の域を出ておらず，不明な点が多い．そこで二次元有限要素法解析により咬合部位および左右咀嚼筋筋力の

三次元的な作用が，顎関節の圧負担に及ぼす影響について検討を行った．その結果，１）総筋力が一定の場

合，�側頭筋（Tm）と咬筋（Mm）の筋力比は，同側の下顎頭の変位方向を決定する．�左右側の筋力比
は下顎頭の変位量を決定し，咬合点の位置が後方に移ると，その変位量は減少する．�左右の下顎頭の変位
量が等しくなる筋力比が存在する．２）総筋力が一定で作業側の筋力が均衡側より大きい（１．４倍以上）場

合には，咬合点の位置が後方に移ると，下顎頭の変位角度は均衡側では減少し，作業側では増大する．３）

筋力比が均衡側Tm：均衡側Mm：作業側Mm：作業側Tm＝１．５：０．５：１．５：２．５の場合には，咬合点の位

置が後方へ移るほど下顎頭への応力値は減少すること，等が明らかになり，下顎骨の形態に近似した力学的

条件では，咬合部位の変化および咀嚼筋筋力比の変化によって，左右下顎頭への負荷が著しく変化すること

が認められたので，顎関節に対する過負荷が，咀嚼筋筋力の調整により防止される可能性が示唆された．

３）可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

閉口筋と開口筋とのリズミカルな交代制収縮により行われる咀嚼運動において，食品性状が運動速度に及

ぼす影響について検討した．１）切歯点垂直最大速度で開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２とに４区

分した場合，経過時間は，開口相２および閉口相１においては，食品性状の相違による差異がなく，開口相

１および閉口相２においては，一部に食品性状の相違による差異が認められ，切歯点垂直開閉口運動は，

チューインガムについてはすべての相において，グミゼリーとピーナッツについては開口相２および閉口相

１においてのみ等加速度運動に類似した．２）下顎位の変化で，前側方咬合期と側方咬合期とに２区分した

場合，終末相の切歯点垂直閉口運動は，いずれの食品においても２つの期を通して等加速度運動に類似し，

筋放電量は，作業側，均衡側いずれにおいても前側方咬合期と側方咬合期とがおよそ１：２の比率を示し

た．

また，装着後１年以上経過した下顎片側遊離端義歯２５例を被験対象とし，直接リライニングによる適合性

の改善状態を定量的に検討した．床粘膜間適合記録は，リライニング前およびリライニング後，さらにリラ

イニング後の義歯咬合面間に金属箔を介在させたときの適合状態について採得し，多目的画像処理装置によ

り適合試験材の厚径１００µm未満の面積比率を求めた．その結果，１）直接リライニングにより床粘膜間近

接域の面積比率が増大し，リライニング前後で面積比率に有意差が認められた．２）リライニング前に床面

積の約５０％を示した適合試験材の厚径１００µm未満の部位の面積比率は，リライニング後約７０％に達し

た．３）リライニング後の床粘膜間の近接域面積は咬合条件の若干の変化ではほとんど変化は認められな

かった．４）リライニング前の床粘膜間の近接域面積が小さいほど，リライニングによる近接域面積の増大

傾向は高くなるが，リライニング後の近接域面積は，術前の床粘膜間の近接域面積が大きいほど大きく，リ

ライニング前後では，床粘膜間の近接域面積比率の大きさの順位に相関が認められた．
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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）

谷田部賢一 矯正術後の長期安定性について

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）

講 師 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）

古賀 正忠 矯正歯科治療における咬合学的研究（Ａ７７‐０５９０‐２）

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コンピュータシミュ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

２．成果の概要

１）顎整形力による蝶形骨・鋤骨・口蓋骨の変形に関する力学的検討―三次元有限要素法による解析―

本研究は矯正臨床において顎整形力による効果を期待するヘッドギア，上顎前方牽引装置，上顎急速拡大

装置の矯正力の作用を想定して，上顎第一大臼歯に後方，前方，外側方の３方向へ荷重し，顎整形力が蝶形

骨，鋤骨，口蓋骨にどのような影響を与えるか，三次元有限要素法を用いて検討した．その結果，上顎第一

大臼歯からの３荷重により，蝶形骨，鋤骨，口蓋骨はそれぞれ荷重方向へ変位した．その際，蝶形骨翼状突

起部と口蓋骨錐体突起部に応力集中がみられ，両突起部での曲げ変形が示された．このことから上顎骨から
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の顎整形力は，この部位で力を受けることにより，頭蓋の内部への力を緩衝することが示唆された．またセ

ファロ分析との関連では，後方荷重では基準平面は時計回り回転，前方荷重では反時計周りに回転し，上顎

骨も同じ方向に回転することから，上顎骨の純粋な回転量は少なく表示されると考えられた．

歯科学報 １０１，２９３～３０８

２）顔面CT，歯列模型，顔の三次元統合画像と矯正および顎変形症手術のシミュレーション

当教室で開発した，顔面CT，歯列模型，顔の３Ｄ画像統合システムの臨床応用として，顎変形症患者の

３D術前矯正シミュレーション及び顎外科手術の３Ｄシミュレーションを行った．

従来，顎変形症患者の３次元的な治療予測は，術前矯正治療が終了した時点で，顎顔面３Ｄ― CT画像を

利用して手術シミュレーションを行っていた．しかしCT画像の歯牙部分での低解像度やアーチファクト等

により，治療予測精度に問題があった．今回，演者らが開発した方法により，初診時より術前矯正治療後の

歯牙の三次元的移動が予測でき，咬合関係を重視したより精度の高い顎外科矯正手術の３次元予測が可能と

なった．

歯界展望 増刊号，２８７

３）下顎頭変形と骨密度，ホルモンとの関連性について

骨密度，ホルモンを顎関節症におけるホストアダプティブキャパシティーの因子とする仮説を立て，下顎

後退症に多く認められる下顎頭変形症患者の骨密度，病理組織像，ホルモンバランスを検討した．

歯科学報 １００，３２３～３３２，２０００．

４）片側性唇顎口蓋裂矯正治療患者の頭部Ｘ線規格写真分析による下口唇突出に関する検討

本研究は，片側性唇顎口蓋裂に伴う反対咬合患者の矯正治療前後における側貌軟組織形態と，下顎前歯の

舌側移動に対する下唇の変化を目的とした．その結果，唇顎口蓋裂を伴う反対咬合患者の矯正治療では，側

貌軟組織の審美的な改善は健常反対咬合患者に比べ困難であることが示唆された．

歯科学報 １００，４５５～４６４，２０００．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

野嶋 邦彦 The comparative study of Cauca-
sian and Japanese in the shape of
the mandibualr dental arch

Department of Or-
thodontics , Univer-
sity of Southern
California

Los Angeles,
USA

Peter M Sin-
clair

野嶋 邦彦 The Teflon ― Coated Orthodontic
Wire and Bracket

The WeintraubCen-
ter for Reconstruc-
tive Biotechnology,
University of Cali-
fornia

Los Angeles,
USA

Ichiro
Nishimura

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
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24. 野村真弓，茂木悦子，山口大輔，勝村さくら，成宮幸枝，宮崎晴代 ，加治初彦 ，渡辺和也 ，原崎守

弘,一色泰成 : TMJ Scale を用いた当科における“TMD特別外来”受診者の心理的要因について，第

59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，236，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市）

水病・矯正科, 東京都
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25. 根津麻里子，安部輝美，茂木悦子，氏家真紀 ，野村真弓，宮崎晴代 ，原崎守弘，一色泰成 :叢生症

例における抜歯,非抜歯の長期観察，第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，240，

2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 東京都, 水病・矯正科

26. 市村賢二 ，原崎守弘，一色泰成 :矯正治療に於ける口腔内細菌のコントロールについて「第一報

ATP検査を利用した電気制菌法の効果について」，第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録

集，242，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 東京都

27. 鈴木 基，西村文邦，坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成 : Hemifacial microsomia の顎運動機能（顎運動と

筋電図及び咬合力検査での検討），第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，244，2000.

（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市）

28. 長谷部利一，三田起代恵，茂木悦子，新谷益朗 ，原崎守弘，一色泰成 :ネットワークを利用した学生

実習システム，第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，254，2000.（第59回日本矯正歯科

学会大会，大阪市） 法歯

29. 今井利明，高根ユミ，田中千元，土屋喜子，早川浩太郎，福井健之，松村栄治，村木一規 ，山口大輔，

和知 学，金 仁銖 ，野村真弓，一色泰成 :卒後研修課程第23期生による症例展示―リテンションケー

ス―，第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，255，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，

大阪市） 川崎市, Seoul

30. 宮崎晴代 ，中野洋子 ，坂本輝雄，浅野一海 ，金子 剛 ，谷田部賢一 ，一色泰成 :著しい顔面非対

称を伴う成人唇顎口蓋裂の治験例，第59回日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，256，2000.

（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 水病・矯正科, 口外Ⅱ, 慶大・医・耳鼻科, 慶大・医・形成

外科

31. 斉藤千秋 ，山口秀晴，谷田部賢一 ，一色泰成，中野洋子 ，齋藤 力 :先天性小眼症を伴う両側唇

顎口蓋裂の長期外科的矯正治験例，日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，271，2000.（第59

回日本矯正歯科学会，大阪市） 水病・矯正科, 口外Ⅱ

32. 小泉和浩 ，末石研二 ，谷田部賢一 ，一色泰成，田中葉子 :毛髪・鼻・指節症候群Ⅰ型の１矯正治

験，日本矯正歯科学会大会・プログラム・抄録集，273，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市）

東京都, 水病・矯正科, 市病・小児科

33. 西井 康，野嶋邦彦，一色泰成 :三次元コンピューターセットアップシミュレーションによる前歯の形

態,排列が前歯水平被蓋に与える影響についての研究，歯科学報 100 ，1108，2000.（第270回東京歯

科大学学会総会，千葉市）

34. 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２報）―機械的刺激と電気刺激を用いて―，歯科学報 100 ，1132，2000.（第270回東京歯

科大学学会総会，千葉市）

35. 福井健之，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２ ―同一測定条件下におけるレーザー照射・非照射患者での比較―，歯科学報 100 ，

1150，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）
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36. 白石 圭，西井 康，野嶋邦彦，一色泰成 :上顎第一大臼歯側方拡大による歯列弓幅径,長径への影響に

関する研究，歯科学報 100 ，1153，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）保情研

37. 小貫暁美，西井 康，野嶋邦彦，一色泰成 :下顎前突症の外科的矯正治療前後の顔面軟組織変化につい

ての三次元的解析（第１報），歯科学報 100 ，1154，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）保

情研

38. 佐々木美央，副島詩子，茂木悦子，野村真弓，海老原 環，鳥養智子，山口大輔，金子幸生，清水貴子,

竹内史江，山口尊生，斉藤猛博 ，一色泰成，山中すみへ ，野村登志夫 ，関口 浩 ，藥師寺 仁 :

超音波骨密度測定装置計測による骨密度と全身成熟度評価について，歯科学報 100 ，1155，2000.

（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 千葉県, 衛生, 小児歯

39. 副島詩子，佐々木美央，茂木悦子，野村真弓，海老原 環，鳥養智子，山口大輔，金子幸生，清水貴子,

山口尊生，斉藤猛博 ，一色泰成，山中すみへ ，野村登志夫 ，関口 浩 ，藥師寺 仁 :超音波骨

密度測定装置による健常若年者から成人（５歳～29歳）の骨密度について，歯科学報 100 ，1157，

2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 千葉県, 衛生, 小児歯

40. 今井利明，高根ユミ，田中千元，土屋喜子，早川浩太郎，福井健之，松村栄治，村木一規 ，山口大輔，

和知 学，金 仁銖 ，野村真弓，一色泰成 :矯正学講座卒後研修課程第23期生による症例展示，歯科

学報 100 ，1161，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 神奈川県, Seoul

41. 丸山文恵 ，大塚和華，長谷部利一，一色泰成，太田一正 ，木崎治俊 :リアルタイム RT-PCRによ

る骨芽細胞様細胞MC3-E1におけるオステオポンチンmRNA，歯科学報 100 ，598，2000.（第267

回東京歯科大学学会総会，千葉市） 東京都, 生化学

42. 今井利明，坂本輝雄，原崎守弘，一色泰成 :下顎安静位に関する筋電図および側面頭部エックス線規格

写真による研究―上顎前突者の座位と仰臥位の比較―，第10回日本全身咬合学会学術大会 プログラ

ム・抄録集，47，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）

43. 早川浩太郎，西村 亮，海老原 環，原崎守弘，一色泰成 :顎変形症患者における４分割バランサｰ体重

計による重心の変動値について，第10回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，49，2000.

（第10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）

44. 成宮幸枝，勝村さくら，山口大輔，野村真弓，茂木悦子，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 ―第３報 現病歴ならびに習癖を中心に―，第

10回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，52，2000.（第10回日本全身咬合学会学術大会，

仙台市）

45. 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 :不正咬合者の Lipseal

度について Ⅰ若年者の検討，第10回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，53，2000.（第

10回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）

46. 上田起望子，矢田亮子，茂木悦子，野村真弓，鳥養智子，原崎守弘，一色泰成 :不正咬合者の Lipseal

度についてⅠ成人の検討，第10回日本全身咬合学会学術大会 プログラム・抄録集，54，2000.（第10

回日本全身咬合学会学術大会，仙台市）
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47. 坂本輝雄，西村文邦，西井 康，一色泰成，奥本隆行 ，金子 剛 ，中嶋英雄 ，中島龍夫 : Hemifa-

cial microsomia に対する下顎骨延長法の3D-CT画像による予測，日頭蓋顎顔面外会誌 17 ，64，

2001.（第18回日本頭蓋顎顔面外科学会，東京）保情研 藤田保健衛生大・医・形成外科, 慶大・医・形成

外科

48. 坂本輝雄，一色泰成，野嶋邦彦，西井 康，小林 誠 :顎顔面3D-CT，歯列，顔表面の三次元統合画像

を応用した口蓋裂矯正および外科的矯正治療のシミュレーション，慶應医学 78 ，38，2001.（第3回

慶応義塾大学形成外科同門会学術集会，東京）

49. 佐藤博子 ，緒方寿夫 ，金子 剛 ，中島龍夫 ，坂本輝雄，一色泰成 : Treacher Collins 症候群に対

する下顎骨延長術，日形成外会誌 21 ，516，2001.（第225回日本形成外科学会関東支部東京地方会，東

京） 平塚市民病院・形成外科, 慶大・医・形成外科

50. 坂本輝雄，西村文邦，西井 康，一色泰成 : Hemifacial microsomia に対する下顎骨延長法の3D-CT画

像による予測（第２報），慶應医学 78 ，144～145，2001.（第4回慶応大学形成外科同門会学術学会，東

京）保情研
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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 歯科用デジタル画像診断システムのソフトウェアにおける画像処理機能の相互比較

（Ａ９８‐０６１０‐１）

助 教 授 和光 衛 薄膜性骨内インプラントと骨との親和性に関する３次元構造解析（Ａ００‐０６１０‐１）

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）

嚢胞性疾患における病巣辺縁部骨構造の３次元的抽出の試み（Ａ９７‐０６１０‐２）

講 師 早川 吉彦 回転パノラマX線撮影法に応用できるデジタル方式のＸ線画像診断システムにお

ける画像処理アルゴリズム（Ａ００‐０６１０‐２）

小児ファントムを使用した歯科Ｘ線撮影時の被曝量測定（Ａ００‐０６１０‐３）

シンクロトロン放射光によるエネルギーサブトラクションイメージング

（Ａ００‐０６１０‐４）

回転パノラマＸ線撮影装置 PM２００２CCにおけるトランスバーサルスライシングシ

ステムの評価（Ａ９７‐０６１０‐４）

山本 一普 Tuned ― Aperture Computed Tomography（TACT�）の歯科応用に関する研究（Ａ

９９‐０６１０‐２）

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 口内法CCD（Charged Coupled Device）センサーを用いたシステムから得られた

ディジタルX線画像と，それを元にして得られた画像処理を施した画像との間で

の視覚的画像評価およびその臨床学的意義（Ａ００‐０６１０‐５）

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 Tuned Aperture Computed Tomography の歯科応用（Ａ００‐０６１０‐６）

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 槙原 政博

原田 功一

２．成果の概要

１）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）

電荷結合素子（Charge ― Coupled Device，CCD）センサーを用いた口内法ディジタルＸ線画像診断シス

テムの画質に関するK殻吸収端フィルターの有効性を検討した．NIOBI ― X，Dental X ― ray Beam Filter

Kit，ならびにKEY Filter が厚さ１mmのアルミニウムフィルターとともに用いられた．半価層と対応する

実効エネルギーが計測された．ディジタルＸ線画像はComputed Dental Radiography（CDR）によって得

られた．各々のフィルターに対して感度とコントラストが比較された．検出能を評価するために２種類の

ファントムを用いた視覚的試験が行われた．KEY Filter において最も高い実効エネルギーが得られた．ま

たこの高い実効エネルギーによりCDRの感度上昇の傾向が見られた．KEY Filter によって最も高いコント
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ラストと最も良い描出能が得られた．CCDセンサーを用いた口内法ディジタルＸ線画像診断システムと付

加フィルターを適切に組み合わせることにより患者の被曝線量低減と診断情報の増加が可能であることがわ

かった．

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod ９０：３７７～３８４

２）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．今回はX線束の投

影方向を水平，垂直ならびに水平垂直の組み合わせで直線的に変化した場合と円錐状の場合で被写体の深さ

識別能を比較した．最初に用いたテストオブジェクトは金属の網で computed digital radiography size №

１センサー表面に３０度の角度で固定した．次にテストオブジェクトとしてヒト乾燥下顎骨を用いた．水平お

よび垂直なX線束に対して自由かつ精密な角度付けができるように工夫された回転台にセンサーを固定し

た．Ｘ線束各投影方向に対して得られたTACT再構成像上の水平および垂直方向の鋼線のぼけの程度が観

察された．直線的な水平方向の投影X線束では下顎管のように水平方向に平行な構造物の深さを決定する

ことは困難であった．直線的な垂直方向の投影X線束では水平方向に平行な構造物の深さを決定すること

は困難であった．円錐状投影X線束はすべてのTACT再構成像上被写体の深さ識別に最も適当であった．

次に適当だったのは水平垂直組み合わせの直線的投影X線束であった．TACT再構成像上で被写体の深さ

識別を行う際にはX線束の投影方向が重要であることがわかった．円錐状投影Ｘ線束が理想的である．

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod ８９：７６６～７７０

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

早川 吉彦 歯牙のディジタル画像表示システム
（日本放射線技術学会学術委員会）

日本大学歯学部，他 東京都，他 丸橋 一夫

早川 吉彦
黒柳 錦也

小児のＸ線撮影における被曝線量 文部科学省
放射線医学総合研究
所

千葉県千葉市 西澤かな枝

早川 吉彦
黒柳 錦也

Digital image processing for rota-
tional panoramic radiography

Kalolinska Institutet Stockholm,
Sweden

Welander,
Ulf

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）
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論 文

1. Yamamoto, K.，Nishikawa, K.，Kobayashi, N.，Kuroyanagi, K.，Farman, A.G. : Evaluation of tuned

aperture computed tomography depth discrimination for image series acquired variously with linear

horizontal, linear vertical and conical beam projection arrays, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral

Radiol Endod 89，766～770，2000. 原著 Div. Radiol. Imaging Sci.， Dept. Diagn. Gen Dent. U.
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