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１．保 存 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

講 師 近藤 祥弘 歯内療法処置に応用される剤（材）品に関する研究

野呂 明夫 新規口腔リハビリ器具による表情筋（口輪筋・頬筋）機能療法の基礎と臨床

森山 貴史 口臭

助 手 渡部 光弘 歯髄―材（剤）品の接触界面に関する臨床的検討

高橋 潤一 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

廣瀬 理子 歯周炎局所のサイトカインおよび iNOS 発現と特定細菌に関する研究

２．成果の概要

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

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

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

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

を余儀なくされたり，手足や食事・会話が不自由となってしまった時は，できるだけ早く適切なリハビリを

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

らびに社会福祉行政の確立が必要と考える．

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

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

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

能が著しく低下し残存永久歯の減少と共に咀嚼力の低下ならびに脳血管障害等による後遺症のため摂食・嚥

下・構音障害や老人性痴呆症を併発する人も多い．このように中高齢者の多くは，老化に伴う脳血流量の低

下に起因する脳細胞の萎縮・変性による老人性痴呆ならびに血行障害による各種臓器・器官の機能低下，そ

して肥満や運動不足などによる高血圧症や脳血管障害・心疾患・糖尿病などの生活習慣病（成人病）を併発

している．これらは毎日の食生活や生活習慣を改善すれば，ある程度予防できる疾病である．最近，生活習

慣病と深く関係しているとして注目されている「閉塞型睡眠時無呼吸症候群」（OSAS）は，睡眠時に一時

的に呼吸が止まり，不整脈・高血圧症・脳血管障害（脳出血・脳梗塞）・心疾患（心筋梗塞・狭心症）を引

き起こし，機能障害から死に至るまでの疾病の最大の要因とも報告されている．大きな「いびき」をかく人

の約半数以上が，この疾病予備軍としての「閉塞型睡眠時の無呼吸」を引き起こしていると言われている．

今回開発された口腔リハビリ器具「パタカラ�」，表情筋（特に口輪筋・頬筋）に負荷を与える口腔筋機
能訓練用器具である．口をつぐむ動作により，オトガイ舌筋とオトガイ舌骨筋の収縮を促し舌が反射的に前

方に誘導され食物の送り込み機能の改善や睡眠時に舌全体を全上方へ引き上げ舌根の沈下を防ぎ，上気道を

確保し「いびき」の改善を期待するものである．すなわち，表情筋ならびに閉口筋郡（下顎挙上筋／内側翼

突筋・側頭筋・咬筋）や開口筋郡（下顎下制筋／顎舌骨筋・顎二腹筋・外側翼突筋）に働きかけ，脳血流の

増大を図りながら舌運動機能障害・摂食嚥下障害・構音発音障害の改善を目的として考案された口腔リハビ

リ器具である．また，同器具による表情筋機能療法の成果として，顔面神経を介しての大脳皮質前縁への刺

激が右側前頭葉の脳血流量を増加させる可能性が大きいことから「痴呆症」への効能が期待される．また，

口唇を閉じる筋力が回復すると睡眠時に上顎前歯部口蓋に舌尖が触れ続ける状態を維持することから，口呼

吸を鼻呼吸に戻すために口腔内の乾燥化が防止され唾液の生理作用が十分に発揮され，口腔乾燥症・舌痛

症・口内炎・歯肉炎・歯周炎・扁桃腺炎・口臭・アトピー症状などを改善させる可能性がある．そして，閉
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口筋郡と開口筋郡とのバランスが取れれば，歯牙および義歯による咀嚼機能の改善ならびに顔面神経麻痺・

左右表情筋のアンバランス・顔のゆがみ／よだれの改善も期待できる．

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

嚥下障害」３．「構音障害」４．「痴呆症」５．「閉塞型睡眠時無呼吸症候群」６．「いびき」７．「口呼吸」

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

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

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

成果を報告したいと考える．
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論 文

1. 野呂明夫，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Ⅱ， 水病・総合歯科， 保存Ⅲ

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Ⅱ， 水病・総合歯科， 保存Ⅲ

3. 野呂明夫 :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. 原著

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」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， 保存Ⅲ， 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. 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. 原著

そ の 他

1. 森山貴史 :健康パトロール お口の中をさわやかに！！，壽 20 ，59～63，2000.

2. 野呂明夫 :恥ずかしい病気の治し方，いびきを止める唇運動，サンデー毎日 79（40），20～21，2000.

3. 秋廣良昭 ，野呂明夫，北 進一 ，築山 節 ，渡辺英寿 :アトピーが改善 くちびる筋トレ，安心 18

，41～70，2001. 水病・総合歯科， 旭川医大・歯口外， 第三北品川病院， 東京警察病院脳神経外

科

4. 野呂明夫，高橋潤一，秋廣良昭 :注目のくちびる体操，安心 19 ，125～143，2001. 水病・総合歯

科

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Ⅱ，

水病・総合歯科， 保存Ⅲ

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Ⅱ， 水病・総合歯科， 保存Ⅲ
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3. Ishihara, K. ，Miura, T. ，Yamanaka, A. ，Kimizuka, R. ，Nakagawa, T. ，Takahashi, J. ，

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

pathic 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，Chiba, Japan） 微生物， 保存Ⅱ， 生化学， New York

State University at Buffalo

4. 石原和幸 ，三浦 直 ，山中あゆみ ，君塚隆太 ，中川種昭 ，高橋潤一 ，廣瀬理子，佐藤 裕 ，

谷本 豊 ，H. K. Kuramitsu : 歯周病原性菌の病原性のメカニズムと生体防御，歯科学報 100 ，

931～933，2000.（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， 保

存Ⅱ， 生化学， New York State Universuty at Buffalo

5. 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春季学会，

東京） 保存Ⅱ， 水病・総合歯科， 東京都， 保存Ⅲ

6. 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春季学会，大阪市）

保存Ⅱ， 水病・総合歯科， 保存Ⅲ， 東京都
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２．総 合 歯 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 槇石 武美 総合診療の進め方の検討

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

鈴木 聡 歯牙漂白の経過観察

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

病院助手 伊藤 義尚 総合歯科の臨床統計

大串 聡美

加藤美佐子

戸澤 希

益田 賢治

山中度紀子

市川 信明

大川 圭

大山 口譲

加藤 聖子

康 明美

福原 旬子

第一専修科生 小林 武士

２．成果の概要

総合診療を進めるにあたっては，�患者中心の診療を行うこと�計画診療を行うこと�診療の流れのパ
ターンを作ることが必要である。

そのためには診療内容の改革が必要と考えられ，受診者来院時からのステップをひとつひとつ検討してい

る。
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論 文

1. 槇石武美 :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（第一報）『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

2. 槇石武美 :「ボニートベルデ 」応用による開口度・前屈度に対する評価，日歯東洋医会誌 19，44～

54，2000. 原著

学 会 抄 録

1. 槇石武美 :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（第一報）「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），144，2000.（第112回日本歯科

保存学会，大阪市）

2. 槇石武美 :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（第二報）デイケ

ア施設における高齢者へのケア口腔ケアと「パタカラ 」の応用，日歯保存誌 43（春季特別），145，

2000.（第112回日本歯科保存学会，大阪）

3. 槇石武美 :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（第三報）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），188，2000.（第

113回日本歯科保存学会，東京）

4. 槇石武美 :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（第四報）若年者

（12～22歳）における口唇閉鎖力の評価，日歯保存誌 43（秋季特別），189，2000.（第113回日本歯科保存

学会，東京）
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３．補 綴 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

講 師 堀田 宏巳 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

助 手 三宅菜穂子 補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究（Ａ９１‐０５２０‐２）

野村 貴生 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

浅田 智宏 有床義歯の重合方法（Ａ９６‐０５１０‐２）

金井 由起 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究（Ａ９９‐０５２０‐１）

２．成果の概要

１）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

pH７．０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．

２）歯冠色修復材料の表面処理方法と接着に関する研究（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．

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. 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 補綴Ⅰ， 静岡県， 東京都

解 説

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

吉田 隆 ，野間智子 ，谷口 誠 ，野村 仰 ，高橋哲夫 :―教育ノート― 歯科治療による外傷性

知覚神経麻痺 ―病因，診断，対応および処置―，歯科学報 99 ，1102～1112，1999. 平成11年度分

水病・口外科， 水病・保存科， 水病・麻酔科， 水病・総合歯科， 歯麻， 東京都

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

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

学 会 抄 録

1. 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 ，609，2000.（第269回東京歯科大学学会例

会，千葉市） 口外Ⅰ， 水病・口外科， 補綴Ⅲ

2. 中島一憲 ，小川 透 ，深町元秀 ，保科早苗 ，島田 淳 ，武田友孝 ，石上惠一 ，安達 康 :かみ

締めとマウスガードの装着が頭部に生ずる加速度に及ぼす影響，歯科学報 100 ，1109，2000.（第

270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 水病・スポーツ歯科

3. 猪狩弓彦 ，関根秀志 ，安達 康，岸 正孝 :局部義歯の製作過程における重合および填入方法の差異

が床用レジン義歯床の変形および人工歯列の変位におよぼす影響に関する研究（第１報），歯科学報

100 ，1112，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）A-85-0530-1 補綴Ⅲ

4. 荒瀧友彦 ，塚田 威 ，関根秀志 ，安達 康，岸 正孝 :インプラント義歯における fixtureの埋入個

数と位置の条件が fixtureの圧負担に及ぼす影響について―遊離端ブリッジについての二次元有限要

素法解析 その２―，歯科学報 100 ，1159，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）

A83-0530-1 補綴Ⅲ

5. 柳 智哉 ，関根秀志 ，辻 吉純 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 :咀嚼筋筋力と顎関節の圧負担と

の関係についての力学的研究（第２報），顎顔面バイオメカニクス学会誌 6 ，44～46，2000.（第８回

顎顔面バイオメカニクス学会，北海道石狩郡）A-85-0530-2 補綴Ⅲ

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

（第２報），日補綴歯会誌 44 ，595，2000.（平成11年度日本補綴歯科学会東関東支部学術大会，東京）

A-85-0530-1 保情研 補綴Ⅲ
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7. 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，

文教大・教育

8. 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

補綴Ⅱ， 理工

9. 宮下有恒 ，森下亜矢子 ，野村貴生，鈴木浩樹 ，関根秀志 ，安達 康，岸 正孝 : Osseointegrated

Implantの東京歯科大学病院における術後成績，日補綴歯会誌 44（104回特別），195，2000.（第104回

日本補綴歯科学会学術大会，大阪市）A-83-0530-1 補綴Ⅲ

10. 小宮山彌太郎 ，野村貴生，鈴木浩樹 ，堀田宏巳，安達 康，岸 正孝 :即日インプラント療法“ブロー

ネマルク・ノヴァム”の補綴学的考察，日補綴歯会誌 44（104回特別），94，2000.（第104回日本補綴歯

科学会学術大会，大阪市） 補綴Ⅲ

11. 赤堀仁則 ，渋谷英介 ，安達 康，岸 正孝 ，井出吉信 : µ-CTを用いたイヌ下顎骨におけるインプ

ラント周囲歯槽部海綿骨の観察，日口腔インプラント会誌 14 ，94，2001.（第30回日本口腔インプラ

ント学会総会，東京）A-83-0530-1 分析生研 実動施設 補綴Ⅲ， 解剖

12. 柳 智哉 ，関根秀志 ，嶋村一郎 ，安達 康，岸 正孝 :咀嚼筋と顎関節の圧負担との関係について

の力学的研究（第３報）下顎頭に加わる応力の検討，日補綴歯会誌 45 ，373，2001.（平成12年度日本

補綴歯科学会東関東支部学術大会，東京）A-85-0530-1 補綴Ⅲ
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４．小 児 歯 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

望月 清志 永久歯萌出遅延歯の処置法

助 手 辻野啓一郎 乳歯癒合歯の永久歯列に及ぼす影響

病院助手 丘 芳美 歯牙の生理的動揺度に関する研究

２．成果の概要

上顎切歯部に左右対称性に癒合歯がみられた２例の長期観察

乳歯癒合歯は，小児歯科領域で比較的多くみられる形態異常である．一般に癒合歯の発現部位としては，

ほとんどの場合下顎前歯部にみられ，上顎前歯部では少ないとされている．また乳歯癒合歯は，単独に発現

する場合が多く，左右対称性に発現することは比較的まれである．上顎乳中切歯‐乳側切歯癒合歯では，後

継永久歯が先天性欠如するものと歯冠形態の異常などにより正常位置への萌出が望めないものがほとんどで

あり，上顎前歯部の排列や審美的な問題を生じる可能性が高いことが明らかになっている．上顎乳中・側切

歯に左右対称性に癒合歯をもつ極めてまれと思われる２例について長期観察を行った．

乳歯癒合歯の存在は後継永久歯の異常を疑い，長期的な管理と個々の症例の成長発育段階に応じた適切な

処置を行っていかなければならない．

小児歯科学雑誌 ３８，１１６２～１１６９，２０００
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論 文

1. 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 小児歯

2. 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， 小児歯

3. 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 小児歯

学 会 抄 録

1. 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） 小児歯

2. 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） 小児歯

3. 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， 小児歯

4. 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，第17回日本障害者歯科学会

総会および学術大会抄録集，117，2000.（第17回日本障害者歯科学会総会，千葉市） 小児歯

5. 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，第17回日本障害者歯科学会総会お

よび学術大会抄録集，67，2000.（第17回日本障害者歯科学会総会，千葉市） 東京都， 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

6. 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） 小児歯

7. 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.（The 2nd Conference of Pediatric

Dentistry Association of Asia, Shanghai, China） 小児歯

8. 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・障害者歯科学， 東京医歯大・大学院・麻酔生体管理学
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9. 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） 小児歯
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５．矯 正 歯 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 谷田部賢一 矯正術後の長期安定性について

講 師 古賀 正忠 Bracket Placement Diagram（BPD）について（Ａ７７‐０５９０‐２）

助 手 末石 研二 不正咬合の各種治療法における手順と期間ならびに効果に関する研究

（Ａ９１‐０５９０‐１）

助 手 宮崎 晴代 咬合状態がう蝕および歯周病におよぼす影響について

矯正治療後の歯列の安定性について（Ａ９０‐０５９０‐１）

２．成果の概要

１）Bracket Placement Diagram（BPD）について

Programmed and Preadjusted Appliance System（PPAS）は現代矯正歯科治療の質と効率化とを飛躍的

に向上させた．このシステムの効果を最大限に発揮させるための的確な bracket position を得るため，

Bracket Placement Diagramを開発した．このBPDは治療前に臨床歯冠長の計測を行い，上下顎中切歯と第

１大臼歯の bracket position を先に決定し，側切歯から第２小臼歯までの bracket position を diagram上に

記入する事によって平均値でなく個人化した bracket position をを決定する方法であり paper set up model

とも呼んでいる．本法は治療前に的確な bracket position を決定する上で極めて有用である．

International orthodontic congress and３５th Indian orthodontic conference program �，２０００

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

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

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

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

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

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

歯科学報 ９９，３０３～３１１，１９９９．

３）咬合状態がう蝕および歯周病におよぼす影響について

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

に貢献するかどうか解明することを研究目的とする．筆者は平成１０，１１，１２年度にわたり千葉市および千葉

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

い，８０２０達成者は歯並びが比較的整っているとの結論を得た．

Orthodontic Waves，６０，１１８～１２５，２００１．

３．研究活動の特記すべき事項

学会招待講演

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

古賀正忠 ２０００．１１．１６ Bracket Placement Diagram
and Quick-Indirect Bonding
System

３５th INDIANORTHODON-
TIC CONFERENCE

Jaipur, In-
dia
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論 文

1. 成瀬魅和子，土屋喜子，田中千元，山口秀晴 ，一色泰成 :習慣性姿勢により顎顔面に加わる側方荷

重の計測，東京矯正歯会誌 10 ，10～15，2000. 原著 矯正

2. 清本一成 ，末石研二，荒川幸雄 ，山口秀晴 ，一色泰成 :咬合異常，顎顔面と頭蓋形態の関連につ

いての研究，日本全身咬合学会雑誌 6 ，30～38，2000. 原著 矯正， 東京都

3. 神保千絵 ，丸山文恵 ，長谷部利一 ，末石研二，原崎守弘 ，一色泰成 : Bimler adaptor による反

対咬合の治癒機転，東京矯正歯会誌 10 ，17～23，2000. 原著 神奈川県， 東京都， 矯正

単 行 図 書

1. 古賀正忠 監訳 :共訳 :MBT Technique, The supplement of Revista Espanola De Ortodontia 特別日本

語版，3M Unitek，東京，2000.

2. 喜田賢司（a），加治初彦（b），末石研二（b），宮崎晴代（c）:著分担 :臨床家のための矯正 Year Book

2000（a）変形性顎関節をともなった上顎前突の治験例 144～157頁，（b）矯正歯科治療と TMDの関係

について 188～195頁，（c）8020達成者の歯列に学ぶこと 222～228頁，クインテッセンス出版，東京都，

2000. 東京都

学 会 抄 録

1. Suzuki, M. ，Ootsuka, W. ，saitou, a. ，jinnbo, y. ，Tairaku, T.，Torikai, T. ，Hayashi, M. ，

Sakamoto, T. ，Isshiki, Y. : Case report by post-graduate course : Class III malocclusion, On-site

program，216，2000.（American association of orthodontists 100th annual session, Chicago, USA） 矯正，
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６．口 腔 外 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 柿澤 卓 非進展口腔癌に対する予後推測因子（A９８‐０４７０‐８）

講 師 松井 隆 口腔外科領域における偶発症の検討

高野 正行 粘膜染色による口腔粘膜疾患の診断（A９８‐０４７０‐１３）

助 手 横山 葉子 症候群と顎嚢胞との関連（A９８‐０４７０‐１１）

高崎 義人 末梢神経の障害と再生に関する研究

渡辺 一 水道橋病院口腔外科における高齢者の臨床統計

松田 玉枝 顎変形症患者の術前術後の心理変化の比較

秋元 善次 顎変形症患者における咬合平面と頚椎との関連について

病院助手 野村 幸恵 口腔前癌病変の病態と診断

瀬田 修一 顎顔面外傷の原因による臨床的特徴

有明 大 水道橋病院口腔外科における口腔良性腫瘍の臨床統計

小橋 弘明 白板症の癌化に関する研究

長谷 修吾 上顎骨の急速拡大の術式に関する研究

池田 博康 顎骨良性腫瘍の臨床的研究

小泉 陽子 ヒト口腔カンジダ菌に関する検出・同定に関する研究

高久勇一朗 顎変形症患者におけるオトガイ神経知覚鈍麻に関する研究

野上 宏明 歯科入院患者の感染症に関する統計

深野 源太 外来口腔外科処置の臨牀統計

２．成果の概要

１）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見られた２例

口腔癌の診断と処置に際しての粘膜染色テストの有用性は以前より報告されており癌検診での腫瘍発見・

手術での切除範囲の決定などで用いられている。本研究においてはヨード・ヨードカリ溶液とトルイジンブ

ルー溶液を用いた粘膜染色テストが前癌病変の癌化と診断・治療に有用であった２例について報告した。

症例１：初診時右側舌縁部の白斑にヨード不染部を認めたがトルイジンブルー不染で細胞診が class�で
あった。１年２ヶ月後においてはヨード不染部の拡大とトルイジンブルー濃染部を認めたため切除を行い病

理組織学的診断にて早期浸潤癌との報告を得た。

症例２：初診時左側臼歯部舌側歯槽部粘膜の白斑においてヨード不染部を認めたがトルイジンブルー不染

で細胞診が class�であった。８ヵ月後に一部が肉芽化すると同時にトルイジンブルー濃染部を認めたため
切除を行い病理組織学的診断にて扁平上皮癌との報告を得た。

上記の２例はトルイジンブルー濃染部の出現が癌化の目安になった。また，異型上皮の範囲がヨード不染

部として明示されることにより切除範囲が確立され局所再発の予防に役立っていると考えられた。

日口腔外会誌 ４６，６６５～６６７
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11. 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，日口腔腫瘍会誌 12 ，141，

2000.（第18回日本口腔腫瘍学会総会，春日井市） 口外Ⅰ， 病理， 千葉大・医・歯口外

12. 秋元善次，柿澤 卓，高野正行，高崎義人 :当科における過去10年間の顎矯正手術症例の検討―上顎骨

移動症例―，日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，229，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，

大阪市）

13. 小橋弘明，柿澤 卓，高野正行，国府田英敏，高崎義人，山口一朗，野間弘康 ，矢島安朝 ，榎谷保

信 :顎嚢胞に関連して発生した疣贅癌の１例，日口腔科会誌 49，423～424，2000.（第54回日本口腔

科学会総会・学術大会，東京） 口外Ⅰ， 病理

14. 横山葉子，柿澤 卓，松田玉枝，秋元善次 :下顎後退症における下顎頭骨形態について（第一報），日口

外会誌 46 ，1084，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市）

15. 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） 口外Ⅰ， 病理

16. 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） 口外Ⅰ， 市病・オーラルメディシン， 病理

17. 瀬田修一，小宮善昭 ，内田育宏 ，吉田俊一 : Excisional Biopsy を行った表在型舌扁平上皮癌 T1T2

症例の臨床統計的観察―特に予後について―，日口外誌 46 ，847，2000.（第45回日本口腔外科学会

総会・学術大会，千葉市） 都立駒込病院・口外科， 都立駒込病院・口外科

18. 野上宏明，池田博康，深野源太，高崎義人，高野正行，柿澤 卓 :当科の入院患者における肝炎ウィル

スの陽性率について，日口外会誌 46 ，995～996，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千

葉市）

19. 有明 大，野村幸恵，高野正行，柿澤 卓，村上 聡 :ニフェジピン歯肉増殖症に併発した verruciform

xanthomaの１例，日口腔外会誌 47，207～208，2001.（第169回日本口腔外科学会関東地方会，埼玉県入

間郡） 病理

20. 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） 口外Ⅰ

21. 宮尾 孝 ，野間弘康 ，高木多加志 ，田村耕一郎 ，藤波 淳 ，藤川真紀 ，神尾 崇 ，柿澤 卓，

高崎義人，秋元善次，渡辺洋一 :上顎骨多分割を行った LeFortⅠ型骨切り術症例の検討，第59回

日本矯正歯科学会大会 プログラム抄録集，2001.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 口外Ⅰ，

千葉県
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７．歯 科 麻 酔 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 手 福田 謙一 神経因性疼痛に対するアデノシン三燐酸の鎮痛作用

助 手 野間 智子 高齢者におけるプロポフォール静脈内鎮静法

２．成果の概要

１）神経因性疼痛に対するアデノシン三燐酸の鎮痛作用

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

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

し，その鎮痛効果を visual analog scale によって判定した．幻歯痛，complex regional pain syndrome のほ

とんどの患者にその効果が認められた．

神経因性疼痛は多くの薬物に抵抗する極めて難治性疼痛だけに，アデノシン三燐酸の鎮痛効果は，今後大

いに期待できる．そのメカニズムや副作用などについて，現在検討中である．

日歯麻誌 ２０，６２０～６２４，２０００．

Lisa，７，６９４～７００，２０００．

２）高齢者におけるプロポフォール静脈内鎮静法

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

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

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

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

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

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

にも安全かつ快適なプロポフォール静脈内鎮静が行えると考えられた．

第２２回日本麻酔薬理学会抄録集，p７９，２０００．
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論 文

1. 野間智子，高北義彦，福田謙一，金子 譲 :プロポフォール麻酔中の尿中に多量の結晶性沈殿物を認

めた1症例，日歯麻会誌 28 ，279～280，2000. 症例 歯麻

2. 福田謙一，野間智子，村松 淳，高北義彦，金子 譲 ，湯本 衛 :各種31G歯科用注射針の操作性に関

する臨床的評価，日歯麻会誌 28 ，600～603，2000. 原著 歯麻， 富士銀行健康管理センター歯科

診療所

3. 福田謙一，金子 譲 :二ューロパシックぺインとは，どのような痛みか？，日歯麻会誌 28 ，620～

624，2000. 総説 歯麻

4. 雨宮 啓 ，野間智子，福田謙一，高北義彦，一戸達也 ，金子 譲 :プロポフォール・笑気全身麻酔中

の血圧下降によって心電図上陰性 T波を生じた高脂血症患者の1症例，日歯麻会誌 29 ，60～65，

2001. 症例 歯麻

解 説

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

吉田 隆 ，野間智子，谷口 誠 ，野村 仰 ，高橋哲夫 :―教育ノート― 歯科治療による外傷性知

覚神経麻痺 ―病因，診断，対応および処置―，歯科学報 99 ，1102～1112，1999. 平成11年度分

水病・口外科， 水病・補綴科， 水病・保存科， 水病・総合歯科， 歯麻， 東京都

2. 福田謙一 :顎関節症とペインクリニック，LiSA 7 ，694～700，2000.

3. 金子 譲 ，福田謙一 :歯痛・顎関節痛，臨と研 78 ，468～473，2001. 歯麻

単 行 図 書

1. 金子 譲（a），福田謙一（a）:著分担 :痛み読本（初版）（a）抜歯後疼痛症 152～156頁，永井書店，大

阪，2000. 歯麻

そ の 他

1. 福田謙一 :口腔顔面痛みセンター開設にあたって，東京歯科大学同窓会会報 320 ，14，2001.

学 会 抄 録

1. Fukuda, K.，Kasahara, M. ，Noma, T.，Ichinohe, T. ，Kaneko, Y. : Adenosine triphosphate

infusion for orofacial neuropathicpain，9th International Dental Congress on Modern Pain Control

Program & Abstracts，117，2000.（9th International Dental Congress on Modern Pain Control, Israel）

歯麻

2. 雨宮 啓 ，野間智子，福田謙一，高北義彦，加納美穂子 ，上谷陽一郎 ，野村 仰 ，一戸達也 ，

金子 譲 :東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科における手術室および多機能診療室症例の臨床統計

（1998年および1999年），歯科学報 100 ，585，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市） 歯麻
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3. 福田謙一，野間智子，村松 淳，高北義彦，野村 仰 ，金子 譲 :東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科

におけるぺインクリニック症例の臨床統計（1999年４月～2000年３月），歯科学報 100 ，588，2000.

（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市） 歯麻

4. Fukuda, K.，Kasahara, M. ，Ichinohe, T. ，Kaneko, Y. : Analgesic effect of adenosine tri-

phosphate for orofacial neuropathic pain, Asian journal of Oral and Maxillofacial Surgery Progams

and Abstracts 12，188，2000.（4th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Cheju, Korea）

歯麻

5. 福田謙一，野間智子，村松 淳，笠原正貴 ，一戸達也 ，金子 譲 :経口アデノシン三燐酸（ATP）とリ

ドカイン局所塗布とによって，コントロールされた口腔顔面神経因性疼痛の一症例，日本麻酔・薬理

学会総会講演抄録集，76，2000.（日本麻酔・薬理学会第22回学術大会，東京） 歯麻

6. 笠原正貴 ，福田謙一，野村 仰 ，一戸達也 ，金子 譲 :口腔顎顔面領域の慢性疼痛患者への漢方薬

の応用，日本麻酔・薬理学会総会講演抄録集，76，2000.（日本麻酔・薬理学会第22回学術大会，東

京） 歯麻

7. 野間智子，福田謙一，金子 譲 :高齢者におけるプロポフォール鎮静法の有用性，日本麻酔・薬理学

会総会講演抄録集，79，2000.（日本麻酔・薬理学会第22回学術大会，東京） 歯麻

8. 大門 忍 ，本間敬和 ，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

小児麻酔学会総会プログラム・講演抄録集 6 ，85，2000.（第６回日本小児麻酔学会，神戸市） 歯麻

9. 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） 歯麻

10. 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） 歯麻

11. 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，日歯医療管理会誌，

2000.（日本歯科医療管理学会，東京） 歯麻

12. 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，第17回日本障害者歯科学会総会および学術大会抄録集，104，2000.（第17回日本障害者歯科学会

総会・学術大会，千葉市） 歯麻

13. 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回口腔顔面痛懇談会プログラム，3，2000.（第１回口腔顔面痛懇談会，大阪市） 歯麻
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８．ス ポ ー ツ 歯 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 石上 惠一 咬合と重心動揺（Ａ９８‐０５０８‐１）

講 師 武田 友孝 マウスガードの衝撃吸収能について（Ａ００‐０７９０‐２）

島田 淳 顎関節症と全身状態との関連について（Ａ００‐０７９０‐６）

助 手 中島 一憲 咬合と運動パフォーマンス（Ａ９８‐０５０８‐２）

病院助手 小川 透 スポーツと咬合の関連について（Ａ００‐０７９０‐８）

小野寺久典 マウスガードの装着が身体運動反応時間に及ぼす影響（Ａ００‐０７９０‐１３）

深町 元秀 スポーツ選手の外傷認識度（Ａ００‐０７９０‐１０）

川村慎太郎 スポーツにおける身体運動時の口腔内状態（Ａ００‐０７９０‐１２）

小島 一郎 ガム咀嚼が全身運動能力に及ぼす影響（Ａ００‐０７９０‐７）

２．成果の概要

１）咬合と全身状態，スポーツパフォーマンスについて

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

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

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

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

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

腔系の状態の改善，適切なマウスガードの装着によるかみ締めが，頭頸部の固定の増強に寄与し，スポーツ

パフォーマンスの向上，頭頸部の損傷予防に有効と考えられる．

２）マウスガードの安全性について

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

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

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

なわち，不適切なタイプでは異物感が強く，会話等を阻害し使用が不可能であったり，また外傷の予防に十

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

マウスガードでは，顎関節症様症状を呈してしまうケースが多く認められ，外力が加わった際に早期接触部

位が支点となりかえって骨折の可能性を増大してしまう事になる．そこで，適切なマウスガードの普及が必

要と考えられる．

３）マウスガードの物性に関して

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

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

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

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

る．また，ラミネートタイプのマウスガードの耐久性は，材料そのものの機械的強度もさる事ながら十分な

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

いても多方面より検討している．
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３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべて事項

受 賞

シンポジウム

学会・研究会主催

学会招待講演

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 慶煕大学 韓国 崔大 均

石上 惠一 マウスガード材の開発とその衝撃吸
収能について

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎

石上 惠一 ラミネートマウスガードの接着強さ
について

モルテンメディカル 東京 播戸日出男

石上 惠一 聴性脳幹反応（ABR）と顎関節の
形態について

日本大学歯学部 東京 篠田 宏司

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

石上 惠一 ２０００．１２．２ 臨床家のためのスポーツ歯学 東京都中野区歯科医師会学術
講演会

東京都

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

島田 淳 ２０００．６．２９
～３０

展示優秀賞 聴性脳幹反応（ABR）と関節円
板の位置および形態との関連

日本顎関節学
会

研究代表者 研究課題 研究費

武田 友孝 マウスガードの種類，咬合挙上量および咬合関係の相違が
顎顔面頭蓋の衝撃吸収能に及ぼす影響

東京歯科大学学長奨励研究

中島 一憲 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響 平成１２年度 科学研究費

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

石上 惠一 ２０００．５．２９ スポーツ歯学
―２１世紀にむけて―

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

石上 惠一 ２０００．７．０３ スポーツ歯学―マウスガード
の必要性とその効果―

第９回茨城県歯科医学会 水戸市

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

石上 惠一 ２０００．６．２４ 第１１回日本スポーツ歯科医学会学術
大会

東京歯科大学TDCビル 東京
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６．教育講演等教育に関する活動

教育講演等

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

石上 惠一 ２０００．１１．１１ スポーツ歯学“お口を守るマウ
スガードの効果”

第１６回那覇市学校歯科保険大
会

那覇市
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単 行 図 書

1. 塩野英昭（a），（b），石上惠一（c），武田友孝（c）: 著分担 :最新歯科材料活用マニュアル（a）長期耐久性

テンポラリーレストレーションを可能とするビス-アクリル系コンポジットレジン 20～23頁，（b）簡

便な操作で高い保持力が得られる合着用レジン添加型グラスアイオノマーセメント（RMGI） 96～

99頁，（c）外傷から歯を守る ラミネートタイプのスポーツ用マウスガード 135～139頁，医歯薬出版，

東京，2000.

学 会 抄 録

1. 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 保存

Ⅲ

2. 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， 日大・歯・補綴Ⅱ， 保存Ⅲ

3. 島田 淳，武田友孝，中島一憲，小川 透，小野寺久典，深町元秀，保科早苗，石上惠一 :スポーツ歯学

研究室における顎関節症患者の１年間の動態，歯科学報 100 ，626，2000.（第269回東京歯科大学学

会例会，千葉市）

4. 小川 透，武田友孝，中島一憲，島田 淳，小野寺久典，深町元秀，保科早苗，石上惠一 :社会人ラグビー

チームにおけるスポーツ外傷に対するアンケート調査と臨床診査について，歯科学報 100 ，627，

2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A-00-0790-10

5. 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 保存Ⅲ， 日大・歯・補綴

Ⅱ

6. 小川 透，武田友孝，中島一憲，島田 淳，石上惠一 :社会人ラグビーチームにおけるスポーツ外傷の認

識度について，日本臨床スポーツ医学会誌 8 ，S72，2000.（第11回日本臨床スポーツ医学会学術集会，

宮崎市）A-00-0790-10

7. 中島一憲，小川 透，深町元秀，島田耕輔，保科早苗，島田 淳，武田友孝，石上惠一，佐野勇基 ，

安達 康 ，安藤武史 :かみ締めとマウスガードの装着が頭部に生ずる加速度に及ぼす影響，歯科学

報 100 ，1109，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）A-00-0790-11 水病・補綴科

8. 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），日補綴歯会誌 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 モルテンメディカル， 保存Ⅲ
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9. 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 保存Ⅲ

10. 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）

保存Ⅲ

11. 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， 保存Ⅲ， モルテンメディカ

ル

12. 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 保存Ⅲ

13. 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 保存Ⅲ

14. 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 保存

Ⅲ， 日大・歯・補綴Ⅱ， モルテンメディカル

15. 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） 保存Ⅲ

16. 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 保存Ⅲ， 補綴Ⅱ， 日大・歯・補綴Ⅱ

17. 島田 淳，小川 透，中島一憲，月村直樹 ，武田友孝，石上惠一，本田和也 ，篠田宏司 :Ⅳ-11 聴性

脳幹反応（ABR）と関節円板の位置および形態との関連，日顎関節会誌 13 ，90，2001.（第13回日本

顎関節学会総会・学術大会，福岡市）A-00-0790-6 日大・歯・補綴Ⅱ， 日大・歯・放射線

18. 小川 透，中島一憲，深町元秀，小島一郎，川村慎太郎，保科早苗，高田英記，塩野英昭，島田 淳，

武田友孝，石上惠一 :支台築造の違いが歯の破折に及ぼす影響，日補綴歯会誌 45 ，373，2001.（平

成12年度日本補綴歯科学会東関東支部総会・第4回学術大会，東京）A-00-0790-2
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９．眼 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 ビッセン宮島弘子 多焦点眼内レンズ挿入術の視機能と屈折矯正手術視機能の評価

助 手 高野 洋之 アレルギー性結膜炎とケモカイン

病院助手 加藤 志奈

三宅みのり

２．成果の概要

１）多焦点眼内レンズ挿入術の視機能と屈折矯正手術視機能の評価

多焦点眼内レンズは，白内障術後に遠方のみならず，近方視も可能にする新しいタイプの眼内レンズであ

る．しかし，同心円デザインのため，患者の瞳孔径が術後の視機能に関与するとされている．また，LASIK

（laser in situ keratomileusis）に代表される屈折矯正手術においても，瞳孔径がコントラスト視力や夜間視

力に影響することが示唆されている．現在，使用可能な瞳孔測定器は，検査装置のある場所か，一定の条件

下のみでしか使用できない．まず，種々の条件で瞳孔を観察できる装置の開発を試みた．光学系として，

ハーフミラーを用い，患者の固視画面と，瞳孔の両映像を反射させ，それをCCDカメラで撮影する pupillo-

meter を考案した．実際にコンピューターと接続して解析するソフトまで出来上がったので，今後，多焦点

眼内レンズ挿入後の視機能との関係，および LASIK 後のコントラスト視力への影響を調べていく予定であ

る．

２）アレルギー性結膜炎とケモカイン

重症アレルギー性結膜炎である春季カタルにおける結膜乳頭内に浸潤している helper T cell のサブタイ

プにつき検討した．乳頭内にはTh２細胞に特異的に発現がみられるCCR４陽性細胞が多数認められ，この

疾患にはTh２優位のメカニズムが関与していることが示唆された（現在投稿中）．

又現在は重症アレルギー性結膜炎における好中球の役割を涙液中の好中球の遊走因子などを測定しながら

検討している．
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３．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

学会招待講演

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

ビッセン宮島弘子 ２０００．５．２１ International challenges and
techniques in advanced
cataract

１１th Symposium on
AmericcanSociety of Cata-
ract and Refractive Sur-
gery

Boston, U.
S. A.

ビッセン宮島弘子 ２０００．５．２６ Soft shell tchnique and cor-
neal endothelium

Ophthalmic Society of
Northern Greece３３rd

Thessalo-
niki,
Greece

ビッセン宮島弘子 ２０００．６．９ 角膜混濁・角膜移植後眼に対
する白内障手術

第３９回日本白内障学会・第
１５回日本眼内レンズ屈折手
術学会ミニシンポジウム

東京

ビッセン宮島弘子 ２０００．９．３０ LASIK, step by step：落と
し穴と処理法

The １st Annual Ocular
Surgery News Sympo-
sium in Nagoya

名古屋市

ビッセン宮島弘子 ２０００．１０．１ マイクロケラトームのすべて The １st Annual Ocular
Surgery News Sympo-
sium in Nagoya

名古屋市

ビッセン宮島弘子 ２０００．１１．９ 角膜屈折矯正手術 第２１回日本レーザー医学会
総会シンポジウム

東京

ビッセン宮島弘子 ２００１．３．４ LASIK 治療を成功に導くた
めに

白内障，IOL，角膜屈折手
術セミナー安比クリスタル
倶楽部２００１

盛岡市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

ビッセン宮島弘子 ２０００．８．１８ 屈折矯正手術の現状 LASIK
を中心として

函館眼科医会学術講演会 函館市

ビッセン宮島弘子 ２０００．９．１４ LASIK の実際 第４４回獨協医大越谷眼科研
究会特別講演

越谷市

ビッセン宮島弘子 ２０００．１１．１１ LASIK ―術前から術後まで
の患者管理

九州山口屈折矯正手術研究
会特別講演

福岡市

ビッセン宮島弘子 ２０００．１１．１８ エキシマレーザーによる屈折
矯 正 手 術― PRKか ら LA-
SIK へ―

第２６回神戸眼科臨床懇話会 神戸市

ビッセン宮島弘子 ２００１．３．１０ 最近の白内障手術について 和歌山県眼科手術講演会 和歌山市
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４．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

ビッセン宮島弘子 ２０００．４．２２ ソフトシェルテクニックの実
際

アルコンイブニングセミ
ナー

札幌市

ビッセン宮島弘子 ２０００．５．２０ LASIK and its effects on the
ocular surface

１１th Symposium on
Americcan Society of
Cataract and Refractive
Surgery Advances in LA-
SIK Techniques Skills
Transfer

Boston, U.
S. A.

ビッセン宮島弘子 ２０００．５．２２ Visco ― Dynamics Solutions １１th Symposium on
Americcan Society of
Cataract and Refractive
Surgery Alcon Speakers'
Forum

Boston, U.
S. A.

ビッセン宮島弘子 ２０００．６．１０ LASIK“日頃の疑問にお答
えします”基礎編～アドバイ
ス編

第３９回日本白内障学会・第
１５回日本眼内レンズ屈折手
術学会ランチョンセミナー

東京

ビッセン宮島弘子 ２０００．１１．３ 第二部マイクロケラトーム
“私の選択”・第三部ケースレ
ポート“合併症”

第６回Vision Times Semi-
nar

東京

ビッセン宮島弘子 ２０００．１１．４ LASIK は難しい手術なの？ 第９回 JFC／VISX
セミナー

東京

ビッセン宮島弘子 ２０００．１２．１７ LASIK４年間の変遷 名古屋ファルマシア・アッ
プジョンセミナー

名古屋市

ビッセン宮島弘子 ２００１．２．２１ LASIK の実際 杏林大学眼科医局講演 東京

ビッセン宮島弘子 ２００１．３．２４ The Battle：強角膜切開VS
角膜切開

The Pharmacia Basic
Clinical Ophthalmology
Series

東京
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論 文

1. Nakamura, K. ，Bissen-Miyajima, H.，Toda, I. ，Hori, Y. ，Tsubota, K. : Effect of laser in situ

keratomileusis correction on contrast visual acuity，J Cataract Refract Surg 27，357～361，2001.

原著 慶大・医・眼科， 南青山アイクリニック， 市病・眼科

2. Nakamura, K. ，Kurosaka, D. ，Bissen-Miyajima, H.，Tsubota, K. : Intact corneal epithelium is

essential for the prevention of stromal haze after laser assisted in situ keratomileusis, Br J

Ophthalmol 85 ，209～213，2001. 原著 慶大・医・眼科， 市病・眼科

解 説

1. ビッセン宮島弘子 : LASIKの実際，日本の眼科 71 ，13～16，2000.

2. 高野洋之 :ここまで治る難病 オキュラーサーフェス，眼科ケア 2 ，442～445，2000.

3. ビッセン宮島弘子 :各種エキシマレーザーの特性，眼科手術 13 ，523～527，2000.

4. ビッセン宮島弘子 : LASIKの日本と世界の現状，あたらしい眼科 17 ，1465～1469，2000.

5. ビッセン宮島弘子 :経過観察でよい状況と処置を必要とする状況，IOL & RS 14 ，376～379，2000.

6. ビッセン宮島弘子 : LASIK術後の創傷治癒，炎症，合併症について，あたらしい眼科 17 ，1651～

1655，2000.
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