
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 東京歯科大学研究年報 : 平成13年度

Journal 東京歯科大学研究年報, (): -

URL http://hdl.handle.net/10130/373

Right



１．解 剖 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の形態変化（Ａ９７‐００１０‐２）

助 教 授 阿部 伸一 鰓弓筋における筋蛋白質の特異性（Ａ００‐００１０‐１）

講 師 上松 博子 切端部象牙質の特異性に関する免疫組織化学的検索（Ａ９８‐００１０‐１）

坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）

原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）

助 手 時岡 孝寛 小児下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９５‐００１０‐２）

御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究（Ａ９６‐００１０‐３）

研究助手 五條 和郎 げっ歯類咀嚼筋の組織化学的，分子生物学的解析（Ａ００‐００１０‐２）

渋谷 英介 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９７‐００１０‐５）

大学院生 宇佐美敦司 マウス咀嚼筋における筋線維の発育・分化過程に関する研究（Ａ９８‐００１０‐３）

須藤健太郎 顎骨内部構造の研究― µCTによる立体構造と解析―（Ａ９８‐００１０‐４）

宇佐美晶信 小児顎骨内部構造の極微小焦点Ｘ線CT装置による観察（A９９‐００１０‐１）

大井 崇 歯牙内部構造の極微小焦点Ｘ線CT装置による観察（Ａ９９‐００１０‐２）

土居 知良 マウス咬筋における筋線維特性に関する研究（Ａ９９‐００１０‐３）

市川 淳 小児側頭骨内部構造の極微小焦点Ｘ線CT装置による観察（Ａ０１‐００１０‐２）

�山 浩司 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究（Ａ０１‐００１０‐３）

井若 芳郎 マイクロCTによる歯牙内部構造の観察

塩崎 一成 ヒト胸鎖乳突筋，僧帽筋に分布する副神経について

前島 昌世 マウス舌筋における筋線維特性に関する研究

高田 英記 下顎智歯部周囲内部構造のマイクロCTによる観察

専 攻 生 清水 泰 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）

松林 忠敏

志田 剛 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化の解析― µCTによる立体構築と解析―

（Ａ９７‐００１０‐２）

天野 牧人

吉井 正

李 元衡

鈴木 一成

平出百合子

添島 正和

２．成果の概要

１）µCTを用いた顎骨ならびに歯の内部構造の観察（Ａ９１‐００１０‐６，Ａ９４‐００１０‐２，Ａ９８‐００１０‐４，Ａ９９‐００１０‐１，

Ａ９９‐００１０‐２）

骨，歯などの内部構造を三次元的に観察する際には従来，連続切片を作製し，それを重ねることによって

像を得ていた．しかし，この方法では試料を破壊すること，観察視点が１つに限られるうえ，立体構造の把

握が困難であるという欠点があった．そこで，近年設置された µCTを用いて非破壊的に顎骨，歯の内部構

造を観察した．その結果，顎骨内部を占める海綿質骨梁は，これまでの二次元的な観察では棒状にみられた

が，µCTによる立体的観察では板状を呈するものも多数存在することが確認された．さらに，歯について
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

井出 吉信 解剖学実習における客観的評価の確立 高等教育研究改革推進経費

阿部 伸一 歯肉結合型インプラント開発の基礎的研究 科学研究費・基盤（Ｂ）

阿部 伸一 鰓弓筋の発育と筋蛋白質の分化 科学研究費・奨励（Ａ）

阿部 伸一 脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索 口腔科学研究センター

阿部 伸一 摂食・嚥下関連筋群の細胞生物学的特性の解析 学長奨励研究

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

原 俊浩
井出 吉信

２００１．４．４ µCTによる硬組織微細構造の
解析

第１０６回日本解剖学会総会・
全国学術集会

南国市

は，非破壊的に歯髄腔の形態ならびに体積，エナメル質の各部位における厚さなどについても検索すること

が可能であった．

日骨形態誌 １１，３７～４６，２００１．

小児歯誌 ４０，１９～３１，２００１．

２）歯の喪失に伴う顎骨の構造変化ならびに顎骨に分布する血管の走行変化（Ａ９６‐００１０‐３，Ａ９７‐００１０‐２）

顎骨は他の骨とは異なり，歯が植立しているため，筋を介して外力を受けるのみならず，歯を介して咬合

力を直接負担するという特殊な環境下におかれている．このことから顎骨の外部形態と内部構造は歯の植立

状況に大きな影響を受けることが考えられる．さらに，顎骨の形態変化に伴い，ここに分布する血管の走行

にも変化が生じることが推測される．そこで，有歯顎と無歯顎における下歯槽動脈の走行形態および分岐形

態について検索した．

下顎管内を走行する下歯槽動脈は無歯顎では有歯顎より相対的に上方に位置したが，水平的には位置に差

がみられなかった．血管内径は無歯顎では細くなる傾向が認められた．また，歯枝は無歯顎になると分岐す

る数の減少がみられたが，臼後領域に向かう臼後枝には変化が認められず，臼後枝は頬側方向に分岐してい

た．これらの変化は，歯牙喪失による歯槽骨の吸収，それに伴う内部構造，特に下顎管の構造の変化が大き

く関与していた．

歯基礎医会誌 ４４，２９～３９，２００２．

３）摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性の解析（Ａ９８‐００１０‐３，Ａ９９‐００１０‐３，Ａ００‐００１０‐１，Ａ００‐００１０‐２，Ａ０１

‐００１０‐３）

高齢者の嚥下障害による誤嚥性肺炎などが社会問題となっている．そこで，摂食・嚥下関連筋群の分子生

物学的な検索，特に分子量の大きい筋収縮タンパクであるミオシン重鎖に属する各アイソフォームの組成の

解明に焦点を絞り，それぞれの筋線維特性から，関連筋群のもつ摂食・嚥下に関する制御機構を解明するた

め研究を展開している．これら筋群のほとんどが口腔内，外より明視的に位置を同定することができ，医療

現場に対しての情報提供につなげたい．

Anat Histol Embryol ３１，１０５～１１２，２００２．

３．科学研究補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム
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講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 ２００１．６．１０ インプラント治療に際して知っ
ておきたい顎骨の構造と機能

第１９回日本歯周外科学学会 名古屋市

井出 吉信 ２００１．６．１７ 顎関節の解剖と臨床との接点 日本顎関節学会認定研修セミ
ナー

吹田市

井出 吉信 ２００１．１１．１１ 無歯顎者の下顎位に影響を与え
る解剖学的所見

日本顎咬合学会・咬合フォー
ラム

東京

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

井出 吉信 ２００１．６．２３ 日本歯科医学教育学会第２回歯
科医学教育者ワークショップ

タスクフォース 東京

井出 吉信 ２００１．７．１４
～１５

第３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 木更津市

井出 吉信 ２００１．１０．６
～７

第４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

井出 吉信 ２００１．１１．３
～４

第５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

井出 吉信 ２００１．１２．１５
～１６

第６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 千葉市

阿部 伸一 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

坂 英樹 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

原 俊浩 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

上松 博子 ２００１．１２．１５
～１６

第６回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

学会招待講演

５．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ワークショップ等
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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 ２００１．４．２１ 歯牙喪失による顎骨の構造変化 KIRG九州インプラント研究会 熊本市

井出 吉信 ２００１．５．２８ 第三大臼歯と顎骨の構造 東京歯科大学水道橋病院 東京

井出 吉信 ２００１．６．２８ 顎骨の構造と機能 千葉西警察署 千葉市

井出 吉信 ２００１．７．２６ 顎関節疾患を理解するための解
剖学

大津市歯科医師会 大津市

井出 吉信 ２００１．７．２９ インプラントに際して知ってお
きたい解剖学

北海道形成歯科研究会 札幌市

井出 吉信 ２００１．９．２３ 臨床に必要な解剖学 PTDC 千葉市

井出 吉信 ２００１．１０．２０ 臨床に必要な解剖学 茨城県鹿行歯科医師会 潮来市

井出 吉信 ２００１．１０．２８ 口腔・咽頭部の機能解剖 平成１３年度摂食・嚥下リハビ
リテーション研修会第１回基
礎コース

千葉市

井出 吉信 ２００１．１２．１ 摂食・嚥下を理解するための解
剖学

静岡県引佐郡歯科医師会 浜松市

井出 吉信 ２００１．１２．９ 摂食・嚥下を理解するための解
剖学

東京歯科大学同窓会茨城県支
部

水戸市

井出 吉信 ２００２．１．２０ インプラント，顎関節の診療を
行うにあたって知っておきたい
解剖学

ICD学術生涯研修会 千葉市

井出 吉信 ２００２．１．２７ 摂食・嚥を理解するための解剖学
インプラントに必要な解剖学

荒川歯科臨床研究会 熊谷市

井出 吉信 ２００２．３．１６ 老年患者の噛むことと食べるこ
とへの援助

埼玉県高等看護学校教務主任
協議会・埼玉県高等看護学校
看護教員研究会

さいたま市

阿部 伸一 ２００１．１２．３ 老年期における摂食・嚥下機能
療法―解剖学的基礎知識―

東京都立心身障害者口腔保健
センター

東京

阿部 伸一 ２００２．３．２０ 摂食・嚥下機能を考慮した義歯
作製のための解剖学

東京歯科大学同窓会千代田支
部

東京

担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

井出 吉信 ２００２．３．１ 歯の解剖CD－ROM 画像でみる歯の解剖

教育講演

教育ソフト開発
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論 文

１．渋谷英介，原 俊浩，井出吉信：マイクロCTを用いた顎骨オトガイ部内部構造の観察，日骨形態計測会誌，

１１�，３７～４６，２００１．原著 Ａ０１‐００１０‐１，学位論文 分析生研

２．Yamakura, K.�, Watanabe, H.�, Abe, S., Yanagisawa, T.� : Ultrastructural changes in calvarial osteoblast

cytoskeleton after prostaglandin E２ administration inrats, Anat Histol Embryol３０，３０１～３０７，２００１．原

著 細形研実動施設 �超微構造

３．Mitarashi, S., Abe, S., Watanabe, H.�, Yoshii, M., Hashimoto, M.�, Ide, Y. : Temporomandibular joint anky-

losis : A Case Report, Cranio２０�，６７～７１，２００２．症例 �超微構造，�法歯

４．飯田哲也，坂 英樹，井出吉信：Micro－CTによる下顎乳切歯歯根吸収と後継永久歯の位置に関する研究，

小児歯誌４０�，１９～３１，２００２．原著 Ａ９１‐００１０‐６，学位論文 分析生研

５．北野良英，原 俊浩，井出吉信：Micro－CTを用いた下歯槽動脈の三次元的観察，歯基礎医会誌４４�，２９
～３９，２００２．原著 Ａ９７‐００１０‐３，学位論文 分析生研

６．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in the masseter muscle of mice during postnatal

growth, Anat Histol Embryol３１，１０５～１１２，２００２．原著 Ａ００‐００１０‐１，学位論文 細形研 実動施設

解 説

１．阿部伸一，井出吉信：臨床解剖学講座歯科臨床で知っておきたい顎関節の歯牙喪失後の形態変化，日歯評論

６１�，９７～１００，２００１．

２．原 俊浩，井出吉信：臨床解剖学講座 －歯科臨床で知っておきたい口腔周囲の筋学１．表情筋，咀嚼筋－，

日歯評論６１�，９３～９６，２００１．

３．原 俊浩，井出吉信：臨床解剖学講座 －歯科臨床で知っておきたい口腔周囲の筋学２．頸部の筋－，日歯

評論６１�，７７～８０，２００１．

４．井出吉信，上松博子：ルートプレーニングのために知っておきたい解剖学，日歯医師会誌５４�，３４７～
３５６，２００１．細形研，分析生研

５．坂 英樹，井出吉信：臨床解剖学講座歯科臨床で知っておきたい頭頸部の脈管学，日歯評論６１�，９７～
１００，２００１．

６．時岡孝寛，井出吉信：歯科臨床で知っておきたい頭頸部の神経 １．上顎神経・下顎神経，日歯評論６１�，９７
～１００，２００１．

７．時岡孝寛，井出吉信：歯科臨床で知っておきたい頭頸部の神経 ２．顔面神経・星状神経節，日歯評論

６１�，８５～８８，２００１．

８．上松博子，井出吉信：歯科臨床で知っておきたい口腔粘膜の構造，日歯評論６１	，９１～９４，２００１．
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９．井出吉信，上松博子：歯科臨床で知っておきたい歯根形態，日歯評論６１�，１０１～１０４，２００１．

１０．井出吉信：摂食・嚥下障害を理解するために知っておきたい解剖，日歯評論６１�，１０１～１０４，２００１．

１１．阿部伸一，佐藤 亨�，井出吉信：咬合の再構成第３回下顎位と関連する頸椎の構造と機能，歯科技工２９

�，４４７～４５１，２００１．�補綴�

１２．深水皓三�，堤 嵩詩�，阿部伸一：パイロットデンチャーの性能を決定する重要操作，補綴臨３４�，５３６～
５６１，２００１．�東京都，�兵庫県

単 行 図 書

１．中島 功��，井出吉信�：著分担：最新・歯科局所麻酔ハンドブック �局所麻酔のための解剖９９～１０６
頁，ヒョーロンパブリッシャーズ，東京，２００１．�昭和大・歯・解剖	

２．井出吉信�，阿部伸一�：著分担：下歯槽神経麻痺 �下顎神経の臨床解剖 ７～１６頁，医歯薬出版，東
京，２００１．

３．井出吉信�，阿部伸一�：著分担：顎関節症入門 �顎関節の形態と機能 ２～６頁，医歯薬出版，東京，

２００１．

そ の 他

１．阿部伸一：歯科臨床のための解剖学第１回：歯の喪失に伴う顎骨の形態変化の特徴，八南歯科医師会雑誌

１３２，２４～２８，２００１．平成１２年度分

２．井出吉信：臨床に役立つ「解剖学」，アポロニア８８�，１５８～１５９，２００１．

３．阿部伸一：歯科臨床のための解剖学第３回：基本がわかれば解剖は面白い！，八南歯科医師会雑誌１３３，１３

～１８，２００１．

４．原 俊浩，井出吉信：µ－CTで覗く顎骨の三次元的構造，歯科学報１０１�，１１７３～１１７５，２００１．Ａ９４‐００１０‐
２，カラーアトラス分析生研

５．阿部伸一：歯科臨床のための解剖学第２回：外科的治療，インプラント治療などの際に理解しておきたい神

経の走行，八南歯科医師会雑誌１３３，８～１３，２００１．

６．坂 英樹，井出吉信：－カラーアトラス－µ－CTで覗く歯牙の三次元的構造，歯科学報１０２�，２２～
２４，２００２．

７．渋谷英介，井出吉信：µ－CTを用いた歯髄腔内部構造の観察，歯科学報１０２�，９５～９７，２００２．Ａ０１‐００１０‐１，
カラーアトラス分析生研

８．阿部伸一：歯肉結合型インプラント開発のための基礎的研究，平成１０年度～平成１３年度科学研究費補助金基

盤研究
 �研究成果報告書，２００２．文部省科学研究費１０５５７１６１
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学 会 抄 録

１．原 俊浩，井出吉信：µ－CTによる硬組織微細構造の解析，解剖誌７６�，５４，２００１．（第１０６回日本解剖学会
総会・全国学術集会，南国市）Ａ９４‐００１０‐２，平成１２年度分 分析生研

２．阿部伸一，井出吉信：脳磁図計による随意嚥下準備脳磁場に関する検討，解剖誌７６�，６６，２００１．（第１０６
回日本解剖学会全国学術集会，南国市）HRC３A０１，平成１２年度分 脳科学研

３．坂 英樹：下顎乳前歯歯根吸収に関する形態学的観察，解剖誌７６�，１０１，２００１．（第１０６回日本解剖学会総
会，南国市）Ａ９１‐００１０‐６，平成１２年度分 分析生研

４．坂 英樹，飯田哲也，井出吉信：下顎乳切歯歯根吸収に関する形態学的研究，小児歯誌３９�，３５１，２００１．
（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）Ａ９１‐００１０‐６分析生研

５．Ide, Y., Abe, S., Agematsu, H. : Morphological changes of the jaw bones with loss of teeth, J Dent Res８０

�,１３２４,２００１.（Japanese Association for Dental Research４８th Annual Meeting, Matsudo，Japan）A９７‐００１０‐２

６．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in mice masseter during a growth period, J Dent

Res８０�,１３２８,２００１.（Japanese Association for Dental Research４８th Annual Meeting, Matsudo, Japan）Ａ００‐００１０
‐２，Ａ００‐００１０‐１細形研 実動施設

７．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

面溝の三次元的観察，小児歯誌３９�，３５２，２００１．（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）Ａ９８‐００１０‐４
分析生研 �小児歯

８．須藤健太郎，滝澤光直，井出吉信：Micro－CTを用いた上顎乳臼歯の三次元的観察，小児歯誌３９�，
３５３，２００１．（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）Ａ９８‐００１０‐４分析生研

９．市川 淳，渋谷英介，原 俊浩，井出吉信：Micro－CTを用いた小児側頭骨関節結節内部構造の三次元的

観察，日骨形態計測誌１１�，ｓ２３，２００１．（第２１回日本骨形態計測学会，長野市）Ａ０１‐００１０‐２保情研，分析生研

１０．加藤広之�，林 恵美�，渡邊宇一�，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形態観察，特にNiTi 製器具による根管形成について，日歯保存誌４４（春季特別

号），１２０，２００１．（第１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）Ａ０１‐００１０‐１分析生研 �保存 I

１１．渋谷英介，清水 泰，井出吉信，渡邊宇一�，加藤広之�，淺井康宏�：マイクロCTを用いた根管の三次元

的形態計測，特に上顎第一小臼歯の根端孔付近について，歯科学報１０１�，５７４，２００１．（第２７１回東京歯科
大学学会例会，千葉市）Ａ０１‐００１０‐１分析生研 �保存 I

１２．土居知良，阿部伸一，井出吉信：大理石骨病モデルマウスを用いたマウス咬筋筋線維特性の検索，歯科学報

１０１�，５７５，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９９‐００１０‐３細形研，分子生研，細生研 実動施設

１３．大井 崇，市川 淳，井出吉信：Micro－CTを用いた小臼歯の三次元解析，解剖誌７６�，４１３，２００１．（日
本解剖学会第８８回関東支部学術集会，川崎市）Ａ９９‐００１０‐２分析生研
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１４．土居知良，五條和郎，阿部伸一，井出吉信：大理石骨病（mi／mi）マウスの咬筋筋線維特性について，解

剖誌７６�，４１４，２００１．（第８８回関東支部学術集会，川崎市）Ａ９９‐００１０‐３細形研，分子生研，細生研 実動施設

１５．宇佐美晶信，李 元衡，原 俊浩，井出吉信：マイクロCTによる上顎骨内部構造の三次元的解析，歯基礎

医会誌４３�，５３４，２００１．（第４３回歯科基礎医学会総会，さいたま市）Ａ９９‐００１０‐１分析生研

１６．土居知良，吉井正俊，阿部伸一，井出吉信：大理石骨病モデルマウスを用いたマウス咬筋筋線維特性の検

索，歯基礎医会誌４３�，５９６，２００１．（第４３回歯科基礎医学会総会，さいたま市）Ａ９９‐００１０‐３細形研，分子生研，
細生研 実動施設

１７．阿部伸一，井出吉信，下野正基�，石川達也�，山田好秋�：脳磁図計による嚥下関連脳磁場に関する検討，

歯基礎医会誌４３�，６３７，２００１．（第４３回歯科基礎医学会総会，さいたま市）HRC３A０１脳科学研 �病理，�保存
�，�新潟大・院・顎顔面機能，脳科学研究施設

１８．Shibuya, E., Katou, H.�, Ide, Y., Asai, Y.� : The change of roof canal morphology after preparation using

lightspeed Ni－Ti rotary instrument evaluated using the micro－CT,Int Endod J３４（abstracts）,３２～３３,

２００１.（１０th Congress of European Association of Endodontrogy, Munich, Germany）Ａ０１‐００１０‐１分析生研 �保存 I

１９．塩崎一成，時岡孝寛，井出吉信：ヒト胸鎖乳突筋に分布する副神経および頸神経について，歯科学報１０１�，
９２６，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）

２０．前島昌世，五條和郎，上松博子，阿部伸一，井出吉信：成獣マウスにおける舌筋の筋線維特性について，歯

科学報１０１�，９２７，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）細形研，細生研 実動施設

２１．原 麻子�，関口 浩�，藥師寺 仁�，須藤健太郎，井出吉信：マイクロCTを用いた上顎第一乳臼歯咬合

面溝の三次元的観察，歯科学報１０１�，９２８，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ９８‐００１０‐４分
析生研 �小児歯

２２．高田英記，原 俊浩，李 順基，井出吉信，武田友孝�，石上惠一�：マイクロCTを用いた下顎角部内部構

造の三次元的観察，歯科学報１０１�，９２９，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会例会，千葉市）脳科学研 分析生研
�水病・スポーツ歯科

２３．渋谷英介，清水 泰，井出吉信，加藤広之�，淺井康宏�：マイクロCTを用いた下顎第一大臼歯近心根端部

付近の計測，日歯保存誌４４（秋季特別号），８０，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学会，福岡市）Ａ０１‐００１０‐１

脳科学研分析生研 �保存 I

２４．時岡孝寛，市川 淳，原 俊浩，高野太刀雄�，井出吉信：ヒト下顎頭内部の力学的特性について，顎顔面

バイオメカ ７�，１３１～１３２，２００１．（第９回顎顔面バイオメカニクス学会，奈良市）Ａ９５‐００１０‐２分析生研 �東
大・大学院・情報理工

２５．Hara, T., Ide, Y. : The influence ofmicro－CT threshold variations on trabecular bone structure, J Dent

Res８０,７６４,２００１.（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９４‐００１０‐２分析生研
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２６．Abe, S., Gojo, K., Ide, Y. : Transient expression of myosin heavy chain slowprotein（MHCs）during devel-

opment and regeneration of the mouse masseter muscle, J Dent Res８０,７７７,２００１.（７９th General Session of

the IADR, Chiba, Japan）Ａ００‐００１０‐１細形研 実動施設

２７．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in masseter duringa growth period in mice, J Dent

Res８０,７７７,２００１.（７９th General Session of the IADR, Chiba, Japan）Ａ００‐００１０‐２，Ａ００‐００１０‐１細形研 実動施設

２８．土居知良，吉井正俊，阿部伸一，井出吉信：大理石骨病モデルマウス咬筋の筋線維特性，解剖誌７７（補冊），

２６，２００２．（第１０７回日本解剖学会総会・全国学術集会，浜松市）Ａ９９‐００１０‐３細形研，分子生研，細生研 実動施設

２９．大井 崇，平出百合子，井出吉信：上顎小臼歯における歯髄腔の加齢変化 －Micro－CTを用いた三次元解

析－，解剖誌７７（抄録号），２５，２００２．（第１０７回日本解剖学会総会・全国学術集会，浜松市）Ａ９９‐００１０‐２分析生研

３０．阿部伸一，渡邊 裕�，時岡孝寛，佐藤 亨�，田崎雅和�，松久保隆�，山根源之�，井出吉信，山田好秋�，

下野正基�，石川達也�：脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索，歯科学報１０２�，１８７～１８９，２００２．
（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，千葉市）HRC３A０１脳科学研 �市病・オーラルメ

ディシン，�補綴�，�生理，�衛生，�脳科学研究施設，�病理，�保存	

３１．市川 淳，渋谷英介，原 俊浩，井出吉信：Micro－CTを用いた小児関節結節の観察，日顎関節会誌１４

�，１３１，２００２．（第１４回日本顎関節学会総会，神戸市）Ａ０１‐００１０‐２保情研，分析生研
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２．口腔超微構造学講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 �澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究―特に高分解能電顕による琺瑯質結晶の解析―

（Ａ８５‐００２０‐１）

助 教 授 澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化―免疫組織細胞化学的研究―

（Ａ７９‐００２０‐１）

見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ９７‐００２０‐２）

講 師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンの分布と加齢についての免疫組織化学

的研究（Ａ９２‐００２０‐２）

渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）

大学院生 桑名 誠 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）

専 攻 生 古屋 一明 歯牙萌出後における琺瑯質の成熟・再石灰化と唾液

中島 修 歯牙萌出後における琺瑯質の成熟・再石灰化と唾液

２．成果の概要

１）萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ７９‐００２０‐１）

生体で最も硬い組織である歯牙は細胞増殖，分化，基質分泌，成熟といった非常に精密かつユニークな過

程を経て形成される．細胞外マトリックスである基底膜は発生や分化などの生命現象の調節に深く関与して

いることが知られている．そこで，歯牙の発生と分化，維持についてさらに理解を深めるために，歯牙の各

発育段階における歯胚基底膜の構造と組成及び機能について検討した．その結果，この基底膜は機能に応じ

た特徴ある構造を現すことが明らかにされ，それは他の組織の基底膜では希かあるいは全く見られない，特

異な存在であることが注目された．このような歯胚の基底膜の特殊性は取りも直さず歯牙の発生，分化，維

持に深く関与していることを示している．

機能歯においては，加齢に伴って内側基底板は肥厚しさらに厚い歯小皮がエナメル質の上に出現する．従

来これの性状と由来については不明であった．そこで，これの本態を明らかにする目的で高分解能電顕的に

検討した．その結果，歯小皮は歯齦接合上皮から産生された基底膜構成成分がエナメル質上で堆積重合した

もので，これに歯齦溝由来の物質が種々の程度に沈着することにより，歯小皮に特有の電子密度の高い無定

形構造を与えているものと推測される．

Int Rev Cytol ２０７，１５１～１９４，２００１．

J Periodontal Res ３６，１０１～１０７，２００１．

２）キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ９７‐００２０‐２）

実験的初期齲蝕エナメル質の再石灰化に及ぼすフノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリ

トール粒ガムの有効性を，oral device を用いたヒト試験でマルチトール粒ガムと比較し検討した．実験期

間は１週間で，１日７回２粒を咀嚼させた．再石灰化率は，コンタクトマイクロラジオグラムを撮影後，画

像解析によって算出した．その結果，キシリトール粒ガムは，初期齲蝕エナメル質において表層および深層

からの再石灰化を強化するとともに，脱灰層全層に及ぶ再石灰化を促進することが確認された．すなわち，

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粒ガムは齲蝕予防のみならず，初期齲蝕の病

態軽減に有効である可能性を示唆している．

歯科学報 １０１，１０３３～１０４２，２００１．
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担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

�澤 孝彰 キシリトールに関する一連の研究 ロッテ中央研究所 さいたま市 鈴木 義久

�澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究 広大・歯・歯科理工 広島市 岡崎 正之

澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超
微構造的変化

マッギル大・医・解
剖／細胞生物

カナダ S. Inoue

渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による骨芽
細胞，線維芽細胞の細胞骨格

岡山大・医・解剖� 岡山市 佐々木順造

渡邊 弘樹 骨芽細胞における細胞骨格遺伝子
actin mRNAの細胞内局在と輸送機構

マサチューセッツ
大・医・細胞生物

アメリカ合衆
国

S. C. Marks.
Jr.

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

�澤 孝彰 再石灰化に果たす唾液の役割に関する高分解能電子顕微鏡
的研究

科学研究費・基盤（Ｂ）

渡邊 弘樹 遺伝子操作マウスの歯周組織におけるフリーラジカル関連
酵素mRNAの発現

科学研究費・基盤（Ｃ）

澤田 隆 歯齦接合上皮―エナメル質界面の細胞生物学的特性とそ
の接着機構について

科学研究費・基盤（Ｃ）

見明 康雄 唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解明 口腔科学研究センター

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

渡邊 弘樹 ２００１．４．４ op／op マウス頭蓋骨骨芽細胞
におけるフリーラジカル関連酵
素mRNAと nitrotyrosine

１０６回日本解剖学会総会 南国市

３）In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）

PGE２がラット頭蓋骨周辺に高濃度で存在した場合に，骨芽細胞の細胞骨格が如何なる変化を起こすかを

研究した．検索するにあたり，細胞の形態を維持し且つ細胞骨格を選択的に観察する為に，Triton／Glutaral-

dehyde 混合液でラットを灌流した．その後，常法により試料を作製し透過電子顕微鏡的に観察した．その

結果，対照群の骨芽細胞では類骨層に接する細胞膜直下において，細胞長軸に平行に走るマイクロフィラメ

ントの太い束状構造が観察された．一方 PGE２投与群の骨芽細胞では，外形が星状もしくは不正形を呈する

ものが増加し，細胞質内には直径５～６nmのマイクロフィラメントが少量観察されたが，類骨に接する細

胞膜直下ではマイクロフィラメントの太い束状構造は断裂するか消失していた．この太い束状構造は接着機

能に関与すると考えられているので，PGE２投与後の骨芽細胞は接着機能が低下していたと考えられる．

Anat Histol Embryol ３０，３０１～３０７，２００１．

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
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

澤田 隆 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

見明 康雄 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

渡邊 弘樹 ２００１．１１．３
～４

第５回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

渡邊 弘樹 ２０００．１２．１ 口腔内活性酸素代謝特性 ライフサイエンスセミ
ナー

大阪市 平成１２年度
追加分

�澤 孝彰 ２００１．１１．８ 健康は噛むことから 平成１３年度労働衛生週
間労働衛生講座

千葉市

�澤 孝彰 ２００１．１１．１８ う蝕の超微構造と再石灰
化促進によるう蝕予防・
修復

日本フィンランドむし
歯予防研究会・第３回
ワークショップ

東京

�澤 孝彰 ２００１．５．２０ 齲蝕予防 キシリトール
とフッ素

平成１３年度第１回卒後
研修セミナー

東京

�澤 孝彰 ２００２．２．５ 再石灰化について 東京都大田区歯科医師
会・１４年度合同講演会

東京

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ワークショップ等

教育講演
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論 文

１．Sawada, T., Inoue, S.� : High resolution ultrastructural reevaluation of dental cuticle in monkey tooth, J

Periodontal Res３６�，１０１～１０７，２００１．原著 Ａ７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤� 細形研 �マッギル大・医・解
剖・細胞生物

２．中川洋一�，下田信治�，牧野弘治�，見明康雄，坂本春生�，石井久子�，石橋克禮�：上顎洞結石の成分分

析，日口腔科会誌５０�，３１５～３１９，２００１．症例 �鶴見大・歯・口外�，�鶴見大・歯・解剖�，�神奈川県，
�東海大・医・口外

３．Yamakura, K., Watanabe, H., Abe, S.�, Yanagisawa, T. : Ultrastructural changes in calvarial osteoblast cy-

toskeleton after prostaglandin E２ administration in rats, Anat Histol Embryol３０�，３０１～３０７，２００１．原
著 Ａ９３‐００２０‐１，科学研究費・基盤�，学位論文 細形研 実動施設 �解剖

４．高橋 満�，佐伯洋二�，藤本桂司�，松崎久雄�，見明康雄，	澤孝彰：実験的初期齲蝕病巣におけるフノリ
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粒ガムの再石灰化促進効果の in vivo 評価，歯科

学報１０１
，１０３３～１０４２，２００１．原著 保情研 �ロッテ・中央研究所

５．Fukae, M.�, Tanabe, T.�, Yamakoshi, Y.�, Yamada, M., Ujiie, Y.�, Oida, S.� : Immunoblot detection and ex-

pression of enamel proteins at the apical portion of the forming root in porcine permanent incisor tooth

germs, J Bone Miner Metab１９�，２３６～２４３，２００１．原著 �鶴見大・歯・口生化，�鶴見大・歯・保存�

６．Sawada, T., Inoue, S.� : Ultrastructure and composition of basement membranes in the tooth, Int Rev Cytol

２０７，１５１～１９４，２００１．総説 Ａ７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤� 細形研 �マッギル大・医・解剖・細胞生物

７．Mitarashi, S.�, Abe, S.�, Watanabe, H., Yoshii, M.�, Hashimoto, M.�, Ide, Y.� : Temporomandibular joint

ankylosis, Cranio２０�，６７～７１，２００２．症例 �解剖，�法歯

単 行 図 書

１．	澤孝彰�：著分担：口腔病理カラーアトラス（第２版）�第２章 齲蝕とその継発症２９～４６頁，医歯薬出
版，東京，２００１．

２．見明康雄�：著分担：やさしい説明，上手な治療［３］細菌から体を守るプラークコントロール（第１版）��
むし歯のお話，あれこれ４８～５０頁，永末書店，京都市，２００１．

そ の 他

１．	澤孝彰：齲蝕予防キシリトールとフッ素，木の実（２８），４～１１，２００１．

２．	澤孝彰：キシリトールで虫歯予防 むし歯のメカニズムと予防法，ザ・ファミリー（１６３６），６，２００１．

３．	澤孝彰：キシリトールで虫歯予防 ミュータンス菌に負けない歯を作る，ザ・ファミリー（１６３７），６，
２００１．

４．	澤孝彰：キシリトールで虫歯予防 キシリトール＋２で再石灰化アップ，ザ・ファミリー（１６３８），４，
２００１．
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５．澤田 隆：歯齦接合上皮 －エナメル質界面の細胞生物学的特性とその接着機構について，平成１３年度科学

研究費補助金（基盤研究Ｃ）研究実績報告書，２００２．Ａ７９‐００２０‐２細形研

６．渡邊弘樹：遺伝子操作マウスの歯周組織におけるフリーラジカル関連酵素mRNAの発現，平成１３年度科学

研究費補助金（基盤研究Ｃ）研究実績報告書，２００２．Ａ９３‐００２０‐１細形研 実動施設

７．�澤孝彰：再石灰化に果たす唾液の役割に関する高分解能電子顕微鏡的研究，平成１３年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｂ）研究実績報告書，２００２．細形研

学 会 抄 録

１．Watanabe, H., Kuwana, M., Sasaki, J.�, Yanagisawa, T. : Mn－SOD, iNOS and e－NOS mRNA in op／op

mice calvarial osteoblasts, J Dent Res８０（Special Issue），６３５，２００１．（７９th International Association for Den-

tal Research, Chiba, Japan）科学研究費・基盤� 細形研 実動施設 �岡山大・医・解剖

２．Kuwana, M., Watanabe, H., Sasaki, J.�, Yanagisawa, T. : Free－radical enzymes in maxillary osteoblasts of

osteopetrotic（op／op）mice, J Dent Res８０（Special Issue），６３５，２００１．（７９th International Association for

Dental Research, Chiba, Japan）科学研究費・基盤� 細形研 実動施設 �岡山大・医・解剖

３．Saeki, Y.�, Takahashi, M.�, Miake, Y., Yamada, S.�, Okuda, K.�, Yanagisawa, T. : Combined effects of xyli-

tol, Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on remineralization, J Dent Res８０（Spe-

cial Issue），７６４，２００１．（７９th International Association for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９６１B０１保情研

�ロッテ・中央研究所，�保存�，�微生物

４．Oida, S.�, Yamakoshi, Y.�, Yamada, M., Nagono, T.�, Fukae, M.� : Amelogenin gene expression in porcine

odontoblasts, J Dent Res８０（Special Issue），７９４，２００１．（７９th International Association for Dental Research,

Chiba, Japan）�鶴見大・歯・口生化

５．渡邊弘樹，桑名 誠，佐々木順造�，�澤孝彰：op／op マウス頭蓋骨骨芽細胞におけるフリーラジカル関
連酵素mRNAと nitrotyrosine，解剖誌７６�，６８，２００１．（第１０６回日本解剖学会総会，南国市）科学研究費・
基盤� 細形研 実動施設 �岡山大・医・解剖

６．桑名 誠，渡邊弘樹，佐々木順造�，�澤孝彰：フリーラジカル関連酵素と大理石骨病マウス上顎骨骨芽細
胞との関係，解剖誌７６�，１４８，２００１．（第１０６回日本解剖学会総会，南国市）科学研究費・基盤� 細形研 実動
施設 �岡山大・医・解剖

７．津守將充�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰，飯島洋一�：従来型グラスアイオノマーセメント

の脱灰抑制効果に及ぼす酸化亜鉛配合の影響，日歯保存誌４４（春季特別），１１６，２００１．（第１１４回日本歯科保

存学会，横須賀市）�保存�，�長崎大・歯・予防

８．Tashiro, K., Sawada, T., Yanagisawa, T., Inoue, S.� : Development of oxytalan fibers in the rat molar peri-

odontal ligament, TMD２００１Programme and Abstracts，１２０，２００１．（７th International Conference on Tooth

Morphogenesis and Differentiation, La Londe les Maures, France）Ａ７９‐００２０‐１細形研，保情研 実動施設 �マッギ

ル大・医・解剖・細胞生物
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９．津守將充�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰：酸化亜鉛配合による従来型グラスアイオノマー
セメントの脱灰抑制効果，歯科学報１０１�，５８９，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市） �保存�

１０．山内智博�，古谷義隆�，野村武史�，矢島安朝�，野間弘康�，小林健一郎�，安藤友彦�，杉山哲也�，櫻井 薫�，

和光 衛�，見明康雄：超薄膜HAコーティングインプラントの骨形成過程に関する実験的研究，第４６回

日本口腔外科学会総会プログラム・抄録集，１６３，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市） 実動施設

�口外�，�補綴�，�歯放

１１．津守將充�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰：酸化亜鉛配合グラスアイオノマーセメントの二
次齲蝕抑制効果－第２報，歯科学報１０１�，９４８，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）分析生研 �
保存�

１２．井原聡一郎�，天谷哲也�，春山親弘�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰：熱によるヒト象牙質
コラーゲンの形態学的変化について－第１報，歯科学報１０１�，９６２，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総
会，千葉市）細形研 �保存�

１３．井原聡一郎�，天谷哲也�，春山親弘�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰：熱によるヒト象牙質
コラーゲンの形態学的変化について－第一報，日歯保存誌４４（秋季特別），１６８，２００１．（第１１５回日本歯科保

存学会，福岡市）細形研 �保存�

１４．Watanabe, H., Kuwana, M., Yanagisawa, T., Sasaki, J.�, Kira, Y.�, Sato, E.� : The expression of Mn－SOD,

i－NOS and e－NOS mRNAs in KO mice gingiva, Acta Anatomica Nipponica７７（Supplement），３１～

３９，２００２．（第１０７回日本解剖学会総会，Hamamatsu）細形研 実動施設 �岡山大・医・解剖，�大阪市大・医・分

子病態

１５．吉成正雄�，井上 孝�，松坂賢一�，阿部伸一�，見明康雄，柴原孝彦	，加藤哲男
，平山明彦�：唾液タン

パク質の吸着特性を制御した生体新素材の開発，平成１３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，５６～５９，２００２．（平成１３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）HRC５A１０細形研，保情研 実動施設 �理工，�臨検査，�解剖，	口外�，
微生物，�RI 研

１６．見明康雄，�澤孝彰，中島 修，水口 清�，内山健志�：唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解

明，平成１３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，６０～

６１，２００２．（平成１３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）HRC５A１１細形研，保情研 �

法歯，�口外�

１７．�澤孝彰，水口 清�，内山健志�，見明康雄，加藤哲男�，古屋一明，中島 修：歯牙萌出後におけるエナ

メル質の成熟・再石灰化と唾液，歯科学報１０２�，１６６～１６８，２００２．（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，千葉市）HRC９６１B０１細形研，保情研 �法歯，�口外�，�微生物

１８．井上 孝�，下野正基�，松坂賢一�，村松 敬�，宮越照一�，村上 聡�，阿部伸一�，上松博子�，

�澤孝彰，見明康雄，田崎雅和�，加藤哲男	，石原和幸	，吉成正雄
，長谷川晃嗣
，新谷益朗�，

淺井康宏�，古澤成博�，吉田 隆�，鈴木道子，石川達也�，高瀬保晶�，青木 聡�，吉田元治�，

大多和由美�，久保周平�，矢島安朝�，柴原孝彦�，重松司朗�：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 １０２�，１７４～１７６，２００２．（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，千葉市）HRC９８２A０１細形研，保情研，細生研，生素研 実動施設 �病理，�解剖，�生理，	微生物，


理工，�法歯，�保存�，保存�，�保存�，�補綴�，�小児歯，�口外�，�口外�
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１９．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工高機能素材の開発，歯科学報１０２�，１７８～１８３，２００２．（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，千葉市）HRC９９２C０１ RI 研 細形研，保情研，分子生研，細生研，分析生研，

生素研 実動施設 �理工，�病理，�法歯，�微生物，�生理，�RI 研，�保存�，	口外�，
口外�，�衛生，

�解剖，市病・整外科，�補綴�，�PF
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３．生 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 鈴木 隆 ハムスター顎下神経節細胞のシナプス電流とその発現機序について（Ａ８４‐００９０‐１）

助 教 授 田� 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する研究（Ａ７９‐００９０‐１）

講 師 山本 哲 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代謝異常の影響

（Ａ９７‐００９０‐１）

遠藤 隆行 顎下神経節の興奮伝達におけるニューロペプチドの働きについて（Ａ９７‐００９０‐２）

助 手 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ９５‐００９０‐２）

大学院生 林 健太郎 ハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対するVIP の効果

（Ａ９９‐００９０‐１）

専 攻 生 池上 英明 顎下神経節シナプス伝達におけるアンギオテンシン�の作用
山田恵美子 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

阿部 光弘 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

阿部美奈子 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

釜石 秀明 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

２．成果の概要

１）顎下腺交感ニューロンの同定と電気生理学的特性の検討（Ａ８４‐００９０‐１）

ハムスター顎下腺を支配する上頸神経節ニューロンの同定とその電気生理学的特性の検討を行った．ガラ

ス管微小電極法を用い，顎下腺枝を逆向性刺激して，細胞を同定し膜特性を調べた．最後に，同電極からメ

チレンブルーを電気泳動法で注入して，神経節内の位置を確定した．顎下腺交感ニューロンは，上頸神経節

の外側表面で外頸動脈起始部と尾端の間，中央１／３に位置していた．細胞体は，全細胞中の小型および中型

に属した．伝導速度測定の結果，軸索はすべて無髄線維であった．電位依存性Na＋チャネル，Ca２＋チャネ

ル，遅延整流型Ｋ＋チャネル，Ａチャネル，BKチャネル，SKチャネル，ニコチン受容体チャネル，Ｍチャ

ネルの存在を確認した．

Bull Tokyo Dent Coll ４２，１５～３３，２００１．

２）咀嚼運動量の減少が海馬のシナプス密度および新生ニューロン数に及ぼす影響（Ａ９７‐００９０‐１）

生後３週で離乳させたＣ５７BL／６系マウスを，固形飼料で飼育する群（固形食群）と粉末飼料で飼育する

群（粉末食群）に分離して飼育し，生後６ヶ月で歯状回内側分子層およびCA３野明瞭層のシナプスを電子

顕微鏡で観察したところ，シナプス密度は固形食群に比べて粉末食群で有意に低かった．また，生後３ヶ月

で bromodeoxyuridine を腹腔内に注入し，抗BrdU 抗体および抗NeuN抗体を用いて，歯状回におけるそ

れぞれの陽性細胞を検出したところ，粉末食群の歯状回あたりのBrdU 陽性細胞数は固形食群のものより有

意に少なく，BrdU 陽性細胞中に占めるNeuN陽性細胞の割合も粉末食群で少なかった．これらの結果か

ら，咀嚼運動量の減少によって歯状回におけるシナプス密度が減少し，ニューロンの新生が抑制されること

が明らかになった．

Brain Research ９０２，２５５～２６３，２００１．

３）顎下神経節ニューロンのニューロペプチドによるカルシウムチャネルの調節作用（Ａ９７‐００９０‐２）

ハムスター顎下神経節のアンギオテンシン�応答を検討した．単離した顎下神経節細胞にアンギオテンシ
ン�を投与するとＬ型，Ｎ型，Ｐ／Ｑ型カルシウム電流は抑制され，その IC５０は０．８mMであった．この応
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担当者 研 究 課 題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

澁川 義幸
鈴木 隆

象牙質形成細胞の生理学的研究 １．山之内製薬
２．松本歯科大学

１．つくば市
２．松本市

１．天貝 裕地
２．熊井 敏文

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

鈴木 隆 大脳皮質における Penfield のコビトの顔面感覚領野は逆
位ではないか？

口腔科学研究センター

鈴木 隆 アンギオテンシン�は，顎下神経節の興奮伝達物質である 科学研究費・基盤（Ｃ）

澁川 義幸 象牙芽細胞の細胞膜情報伝達系と細胞機能
―容量性Ca２＋流入チャネルに着目して―

科学研究費・奨励（Ａ）

受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名

澁川 義幸 ２００１．７．２ Young Investigator
Award

象牙質形成細胞の生
理学的研究

The International Conference
on Dentin／Pulp Complex２００１

答はAT１受容体アンタゴニスト，ロサルタンで阻害され，また，細胞内にＧ蛋白の阻害剤であるGDP－β

－Sを充填すると阻害された．これらのことより，顎下神経節細胞においてAT１受容体はＧ蛋白を介して

Ｌ型，Ｎ型，Ｐ／Ｑ型カルシウムチャネルを抑制していることが明らかになった．

Neuroscience Research ４１，２２７～２３２，２００１．

４）ラット歯髄細胞の電位依存性一過性Ｋ＋電流（Ａ９５‐００９０‐２）

ラット歯髄細胞に緩徐な不活性化を示す電位依存性一過性Ｋ＋電流を同定した．このＫ＋電流は，－４０mV

で活性化し，その定常状態における不活性化は膜電位に依存し，細胞内Cs＋と４－aminopyridine に感受性

を示したが，tetraethylammonium, mast cell degranulating peptide，dendrotoxin－�，blood depressing sub-
stance－�に非感受性であった．
Japanese Journal of Physiology ５１，３４５～３５３，２００１．

５）VIP および PACAPは，副交感神経節ニューロンのＬ，ＮおよびＰ／Ｑ型カルシウムチャネルを電位非

依存性に抑制する（Ａ９９‐００９０‐１）

顎下神経節細胞の高閾値電位活性化型Ca２＋電流に対するVIP および PACAPの抑制効果を調べた．VIP

および PACAPはＧ蛋白が仲介する細胞内経路を介して高閾値活性化型総Ca２＋電流を電位非依存性および

濃度依存性に抑制した．それ故，ラット交感神経節ニューロンのＮ型カルシウムチャネルに対するVIP お

よび PACAPの抑制の機序とはことなっていた．

Bull Tokyo Dent Coll ４３，３１～３９，２００２．

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

受 賞
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

澁川 義幸 ２００１．７．２ Calcium Signaling Mediated by
IP３－Sensitive Ca２＋ Stores in
Odontoblasts Store－Operated
Ca２＋ Channels and Autonomic
Regulation

The International Conference
on Dentin／Pulp Complex２００１

市原市

シンポジウム
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論 文

１．Morita, M., Suzuki, T. : The identification of the sympathetic neurons innervating the hamster submandi-

bular gland and their electrophysiological membrane properties, Bull Tokyo Dent Coll ４２�，１５～
３３，２００１．原著 Ａ８４‐００９０‐１

２．Yamamoto, T., Hirayama, A.� : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the hippocampus and

parietal cortex of senescence－accelerated mice, Brain Res９０２，２５５～２６３，２００１．原著 Ａ９７‐００９０‐１，HRC

９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 �RI 研

３．Endoh, T., Yamada, E., Suzuki, T. : Kinetic analysis of prepulse facilitationof calcium currents in hamster

submandibular ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１８５～１９２，２００１．原著 Ａ９７‐００９０‐２

４．Ikegami, H., Endoh, T., Suzuki, T. : Angiotensin Ⅱ－induced inhibition of calcium currents in hamster

submandibular ganglion neurons, Neurosci Res４１，２２７～２３２，２００１．原著 Ａ８４‐００９０‐１

５．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : A voltage－dependent transient K+ current in rat dental pulp cells, Jpn J

Physiol５１�，３４５～３５３，２００１．原著 Ａ９５‐００９０‐２

６．Hayashi, K., Endoh, T., Shibukawa, Y., Yamamoto, T., Suzuki, T. : VIP and PACAP inhibit L－, N－ and

P/Q－type Ca２＋ channels of parasympathetic neurons in a voltage independent manner, Bull Tokyo

Dent Coll４３�，３１～３９，２００２．原著 Ａ９９‐００９０‐１

学 会 抄 録

１．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Kumai, T., Nakamura, Y.� : Distribution of jaw movement－related cortical

magnetic fields in humans, J Dent Res８０（Special Issue），５８３，２００１．（７９th General Session of the IADR,

Chiba, Japan）HRC３A０４脳科学研 �脳科学研究施設

２．Hayashi, K., Endoh, T., Suzuki, T. : Effects of VIP and PACAP on voltage－dependent calcium currents

in hamster submandibular ganglion cells, J Dent Res８０（Special Issue），７７３，２００１．（７９th General Session

of the IADR, Chiba, Japan）

３．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Depletion on IP 3－sensitive Ca２＋stores activates Ca２＋channels in odontoblasts,

J Dent Res８０（Special Issue），７９６，２００１．（７９th General Session of the IADR, Chiba,Japan）Ａ９５‐００９０‐２，科

研費 奨励研究�

４．Kawaguchi, M.�, Sawaki, K.�, Yamagishi, H.�, Okubo, M.�, Hara, R.�, Baum, B. J.�, Minaguchi, K.�, Mu-

ramatsu, T.�, Yamane, G.�, Yamamoto, T., Motegi, E.� : Molecular biological analysis ofthe functional

specificity of benzodiazepine receptors in salivary gland and brain tissues, Bull Tokyo Dent Coll４２

�，１１１～１１３，２００１．（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，Chiba）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６
‐０２１０‐２，HRC９６１B０５実動施設 �薬理，�法歯，�病理，�市病・オーラルメディシン，�矯正

５．Yamamoto, T., Hirayama, A.� : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the mouse cerebral

cortex, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１４～１１７，２００１．（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，Chiba）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６‐０２１０‐２，HRC９６１B０５ RI 研 実動施設 �RI 研
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６．Nakamura, Y.�, Shibukawa, Y., Kumai, T., Suzuki, T. : Magnetoencephalographic analysis of brain regions

involved in central programming of voluntary jaw movements in humans : Slow cortical magnetic

fields preceding voluntaryjaw movements, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１３２～１３５，２００１．（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，Chiba）HRC３A０４脳科学研 �脳科学研究施設

７．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Yamamoto, T., Kumai, T. : Is the face representation in the postcentral gyrus

of humans inverted related to the Penfield map？, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１３５～１３７，２００１．（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，Chiba）HRC３A０５脳科学研

８．Ichinohe, T.�, Kaneko, Y.�, Mamiya, H.�, Agata, H.�, Kasahara, M.�, Kawaguchi, M.�, Shibahara, T.�, Yo-

nezu, H.�, Shibukawa, Y. : Establishment of guidelines for the treatment of chronic intractable pain in

the maxillofacial region, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１３７～１３９，２００１．（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，Chiba） HRC３A０７脳科学研 �歯麻，�薬理，�口外�，�口外�

９．山田恵美子，阿部光弘，阿部美奈子，遠藤隆行，鈴木 隆：顎下神経節細胞におけるアデノシン３リン酸の

GTP結合蛋白質 bgサブユニットを介したカルシウムチャネル�－�ループおよびＣ末端領域に対する抑
制応答，歯科学報１０１�，１０６，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１０．池上英明，山田恵美子，林 健太郎，遠藤隆行，鈴木 隆：顎下神経節細胞カルシウム電流に対するアンギ

オテンシン�の電位依存性抑制作用と拮抗物質ロサルタンの効果，歯科学報１０１�，５５９，２００１．（第２７１
回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ８４‐００９０‐１

１１．澁川義幸，鈴木 隆：歯髄細胞の緩徐不活性化を示す電位依存性一過性カリウムチャネル，歯科学報１０１

�，５６０，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９５‐００９０‐２，科研費

１２．山本 哲，平山明彦�：咀嚼運動量減少による海馬のシナプス密度の変化，歯科学報１０１�，５９１，２００１．（第
２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９７‐００９０‐１，HRC９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 �RI 研

１３．Yamamoto, T. : Reduced masticatory work during development induces synaptic deficit in the adult

mouse hippocampus,３４th International Congress of Physiological Science Abstracts，１７１５，２００１．（３４th

International Congress of Physiological Science, Christchurch, New Zealand）Ａ９７‐００９０‐１、HRC９６１D０２ RI 研 細形

研，保情研 実動施設

１４．鈴木 隆，澁川義幸，熊井敏文，中村嘉男�，新谷益朗�：顎顔面部位電気刺激による大脳皮質活動部位の

マッピング，歯基礎医会誌４３�，６１８，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）HRC３A０５脳科学
研 �脳科学 研究施設

１５．遠藤隆行，山田恵美子，阿部光弘，阿部美奈子，鈴木 隆：顎下神経節細胞Ca電流に対するアデノシン３

リン酸の P２Y１受容体およびＧ蛋白 bgサブユニットを介した抑制作用，歯基礎医会誌４３�，６２３，２００１．
（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）

１６．澁川義幸，鈴木 隆：象牙芽細胞の細胞内 IP３に仲介されるCa２＋シグナリング，歯基礎医会誌４３�，６２３，
２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）Ａ９５‐００９０‐２，科研費 奨励研究Ａ
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１７．澁川義幸，林 健太郎，鈴木 隆：歯髄細胞の緩徐不活性化電位依存性一過性K＋チャネル，歯基礎医会誌

４３�，６２４，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）Ａ９５‐００９０‐２，科研費奨励研究Ａ

１８．澁川義幸，鈴木 隆：象牙芽細胞の細胞内 IP３と連関するCa２＋流入チャネル，歯科学報１０１�，９３７，２００１．
（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ９５‐００９０‐２，科研費 奨励研究Ａ

１９．阿部美奈子，遠藤隆行，鈴木 隆：顎下神経節細胞におけるアンギオテンシンⅡ１型受容体の蛋白キナーゼ

Ｃおよびカルシウム／カルモジュリンキナーゼ�を介した非選択性陽イオンチャネルに対する活性作用，
歯科学報１０１�，９３８，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ８４‐００９０‐１脳科学研

２０．阿部光弘，山田恵美子，遠藤隆行，鈴木 隆：顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対して抑制作用を有す

る P２Y型プリン受容体サブタイプの同定，歯科学報１０１�，９５８，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，
千葉市）

２１．遠藤隆行，鈴木 隆：新しいカルシウムチャネル阻害剤である ω－コノトキシンMVIIC の顎下神経節細胞

Ｐ型Ｑ型カルシウムチャネルに対する効果の検討，歯科学報１０１�，９５９，２００１．（第２７２回東京歯科大学学
会総会，千葉市）Ａ９７‐００９０‐２

２２．Endoh, T., Ikegami, H., Yamada, E., Yamada, T., Abe, M., Abe, M., Hayashi, K., Suzuki, T. : Angiotensin

Ⅱ type １（AT 1）receptor－mediated ion channel modulation in parasympathetic neurons, Societyfor

Neuroscience Abstracts ２７，９９０，２００１．（３１st Annual Meeting ofthe Society for Neuroscience, San Diego,

USA）

２３．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Regulation of Ca２＋ signaling in odontoblasts by store－operated Ca２＋ channels

and cholinergic／adrenergic systems, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ２２，２００１．（７８th Annual Meeting

of the Physiological Society of Japan, Kyoto）Ａ９５‐００９０‐２

２４．Endoh, T., Bushell, T.�, Bindokas, V.�, Miller, R.�, Suzuki, T. : Interactions between GFP－tagged µ－

opioid receptor/β－arrestin in acutely－transfected hippocampal neurons, Jpn J Physiol ５１（Supple-

ment），Ｓ１８４，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physiological Societyof Japan, Kyoto）�Dept. Biochem. Bio-

phys., Imperial Coll.，�Dept. Neurobiol. Pharmacol. Physiol., Univ. Chicago

２５．Hayashi, K., Suzuki, T. : Effects of VIP and PACAP on voltage－dependent Ca２＋ currents in hamster sub-

mandibular ganglion cells, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ１９０，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physi-

ological Society of Japan, Kyoto）Ａ９９‐００９０‐１

２６．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Kumai, T., Nakamura, Y.� : Slow cortical magnetic fields preceding voluntary-

jaw movements in humans, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ２３１，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physi-

ological Society of Japan, Kyoto）HRC３A０４脳科学研 �脳科学研究施設

２７．Yamamoto, T., Hirayama, A.� : Reduced masticatory work during development diminishes cell prolifera-

tionin the dentate gyrus of adult mice, JpnJ Physiol５１（Supplement），Ｓ２５７，２００１．（７８th Annual Meeting

of the Physiological Society of Japan, Kyoto）Ａ９７‐００９０‐１細形研，保情研 実動施設 �RI 研

―２２―



２８．澁川義幸，熊井敏文，新谷益朗�，鈴木 隆，中村嘉男�：随意性顎運動に関連する大脳皮質領域の脳磁場解

析，第２回脳磁場ニューロイメージング抄録集，２５，２００１．（平成１３年度生理学研究所研究会第２回脳磁場

ニューロイメージング，岡崎市）HRC３A０４脳科学研 �脳科学研究施設

―２３―



４．生 化 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

助 教 授 冨田友美子 歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）

佐藤 裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）

助 手 山本 康人 S. mutans 糖代謝系の鍵酵素であるピルビン酸ギ酸リアーゼ（PFL）の遺伝子ク

ローニングとその発現調節機構の解析（Ａ９５‐０１２０‐２）

谷本 豊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

太田 一正 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

唾液腺オステオポンチンの組織構築および唾液腺における機能解析

大学院生 岡本 和子 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）

２．成果の概要

１）細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

形態形成や生体防御に関連したアポトーシスは高度に制御されて引き起こされる．免疫系の細胞では自己

寛容の成立や活性化クローンの縮小に重要な役割を担っている．本研究では胸腺細胞とＴ細胞ハイブリドー

マを試料として，アポトーシス情報伝達の制御機構を PKCとプロテアソームの機能を中心に解析した．胸

腺細胞は特定の PKC阻害剤の存在下で一定期間培養し，その後阻害剤を取り除くと PKCの活性には変化

が認められないが，δ型のアイソザイムに新しいアイソフォームがアポトーシスの進行に先立って一過性に

発現することが明かになった．その遺伝子の cDNA構造を明らかにし，Cos 細胞に発現させて，それがア

ポトーシスの実行酵素カスパーゼに非感受性であることを明らかとした．Ｔ細胞ハイブリドーマを抗CD３

抗体で刺激するとERKの活性化によりFasL を発現してアポトーシスになる．このERK活性化とアポ

トーシスはプロテアソームの阻害剤で抑制された．この作用機序として遺伝子のプロモーター領域にプロテ

アソームにより制御される新しい転写因子の存在と，TCRからの刺激からERKの活性化にいたるシグナル

伝達系に未知のプロテアソーム感受性の因子が関わっていることが明らかにされた．

細胞に刺激が加わったあと，アポトーシスの進行に至る前に，細胞の適合反応が起きることが予想され

る．胸腺細胞をモデルにし，刺激による適合反応としてAMPKが関与し，その活性化があるとあらゆる刺

激によるアポトーシスが回避されることから，新しいアポトーシスの制御機構が存在することが示唆される

に至っている．

Biol Pharm Bull ２４，９７３～９７７，２００１．

J Biochem １３１，３１９～３２６，２００２．

２）口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）

S. mutans のプラーク定着因子の一つとしてグルカン依存性凝集機構がある．このグルカン依存性凝集に

関与する遺伝子をランダム変異導入法により検索し，新規遺伝子を同定した（gbpC 遺伝子）．更にこの gbpC

遺伝子が正常にもかかわらず，グルカン依存性凝集をおこさない変異株を多く分離していたので，それらの

変異遺伝子領域の解析を行い，gbpC の遺伝子発現調節を担っている新たな２成分制御系のレスポンスレ

ギュレータホモログ遺伝子 gcrR が同定された．２成分制御系のもう一つの成分である「センサー蛋白」か

らのシグナル受容サイトと考えられるGcrR 蛋白の５３番目に位置するアスパラギン酸をアラニンに変え

GbpC 発現の応答がどうなるかを調べたが，野生型の gcrR 遺伝子導入変異株とほとんど変わらなかった．

これらのことから，GcrR 蛋白は非リン酸化型が負の調節をしていると考えられた．

―２４―



担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

佐藤 裕
山本 康人

S. mutans ピルビン酸ギ酸リアーゼ
活性化酵素遺伝子（act）のクロー
ニングとその発現機構の解析

東北大・歯・口生化 仙台市 山田 正

太田 一正
木崎 治俊

抗菌タンパク質アカシンの細胞毒性
に関する研究

上智大・理工・化学 東京 土屋 隆英

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

佐藤 裕 S. mutansの新奇なグルカン結合蛋白質発現調節機構の解明 科学研究費・基盤（Ｃ）

佐藤 裕 Streptococcus macacae（サルミュータンス菌）はヒト口腔
に存在しうるだろうか？

口腔科学研究センター

谷本 豊 活性化T細胞アポトーシスにおけるFas リガンドの発現
機構とプロテアソームの関与

科学研究費・奨励（Ａ）

太田 一正 唾液腺オステオポンチンの組織構築および唾液腺における
機能解析

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

山本 康人 ２００１．９．２０ 歯科基礎
医学会賞

Characterization of the Streptococcus mutans

pyruvate formate－lyase（PFL）－activating
enzyme gene by complementary reconstitu-
tion of the in vitro PFL－reactivating system.

歯科基礎医学会

また細胞壁に発現しているGbpC 蛋白により，S. mutans の細胞がプラーク中のグルカンに結合できるか

否かを推定するモデルとして，固相表面に存在するグルカンに S. mutans の細胞がGbpC 蛋白質を介して結

合するか否かを，今までの実験で既に得られているGbpC 蛋白質欠失変異株や強発現変異株を供試して，

Biacore 装置を用いて調べた．欠失変異株と野生株の比較では明らかにGbpC 蛋白発現に応じた結合が観察

された．

３）歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）

歯牙エナメル質の脂質が抗う蝕作用を有することが示唆されう蝕エナメル質中の脂質含量の増加が認めら

れた．この脂質由来は唾液よりの関与が予想され，う蝕を有する耳下腺唾液中脂質が非う蝕のそれと比較し

て，脂質の増加がみられ，特にリン脂質組成とその脂肪酸組成の変動をきたし，唾液中タンパク質とともに

う蝕関与に重要な役割を演じている．次いで唾液分泌の大半を占める大唾液腺（耳下腺，顎下腺，舌下腺）

の脂質動態を検討するに至っている．

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

受 賞

―２５―



講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

山本 康人 ２００１．９．２０ Streptococcus mutans のピルビン酸・ギ酸
リアーゼ活性化酵素遺伝子（act）のク
ローニングとその機能について

第４３回歯科基礎医
学会学術大会

大宮市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

佐藤 裕 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

冨田友美子 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

太田 一正 ２００１．１２．１５
～１６

第６回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ワークショップ等

―２６―



論 文

１．丸山文惠�，太田一正，一色泰成�：骨芽細胞様細胞MC３T３－E１の分化におよぼすアクチビンＡとTGF－β１

の作用，歯科学報１０１�，５２１～５３２，２００１．原著 学位論文 分子生研，細生研 �矯正

２．Sakurai, Y., Onishi, Y.�, Tanimoto, Y., Kizaki, H. : Novel protein kinase Cδ isoform insensitive to caspase

－３, Biol Pharm Bull２４�，９７３～９７７，２００１．原著 Ａ９０‐０１２０‐１，学位論文 RI 研 分子生研，細生研 実動施設�
産業総合研究所

３．Tanimoto, Y., Kizaki, H. : Proteasomeinhibitors block Ras／ERK signaling pathway resulting in the

downregulation of Fas ligand expression during activation－induced cell death in T cells, J Biochem１３１

�，３１９～３２６，２００２．原著 Ａ９０‐０１２０‐１，科学研究費若手� RI 研 分子生研，細生研

解 説

１．山本康人：Streptococcus mutans におけるピルビン酸・ギ酸リアーゼ遺伝子（pfl）発現の解析とピルビン酸・

ギ酸リアーゼ活性化酵素（act）の機能解析，歯科学報１０１�，５０６～５１４，２００１．Ａ９５‐０１２０‐２分子生研

単 行 図 書

１．木崎治俊：著分担：新女性医学体系４１婦人科腫瘍の分子・細胞生物学�� アポトーシス８５～９６頁，中山
書店，東京，２００１．Ａ９０‐０１２０１‐１分子生研，細生研

学 会 抄 録

１．石川博美�，冨田友美子，山中すみへ�：Manuka に含まれる脂肪酸およびステロール成分，日衛誌５６�，
２９７，２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）Ａ８８‐０１２０‐１細形研，生素研 �文教大・教育，�衛生

２．Sato, Y., Kizaki, H. : A mutation detected in the S . mutans GS－５ gbpC gene, J Dent Res８０（Special Is-

sue），５７４，２００１．（International Association for Dental Research７９th General Session, Chiba, Japan）Ａ９５‐０１２０‐１，

科学研究費基盤	，HRC９８１A０２分子生研

３．太田一正，谷本 豊，木崎治俊：マウス胸腺細胞アポトーシスのAMP－activated protein kinase による制

御，生化学７３
，９８４，２００１．（第７４回日本生化学会大会，京都市）Ａ９０‐０１２０‐１RI 研 分子生研，細生研 実動施設

４．太田一正，谷本 豊，佐藤 裕，木崎治俊：AMP－activated protein kinase による胸腺細胞アポトーシス

の制御，アポトーシス研究会第１０回研究集談会抄録集，２１，２００１．（アポトーシス研究会第１０回研究集談会，

東京）Ａ９０‐０１２０‐１分子生研，細生研 実動施設

５．佐藤 裕，岡本和子，木崎治俊：Streptococcus mutans のグルカン依存性凝集とGbpC 蛋白の発現について，

歯基医会礎誌４３�，５５９，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，大宮市）Ａ９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤	，HRC
９８１A０２分子生研

６．丸山文惠�，太田一正，木崎治俊：骨芽細胞様細胞MC３T３－E１の分化におよぼすActivin A と TGF－β１

の作用，歯基礎医会誌４３�，５７８，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，大宮市）分子生研，細生研 �東京都

７．冨田友美子，三宅菜穂子�：ヒト耳下腺唾液中の脂質および脂肪酸，口腔衛会誌５１�，３７６～３７７，２００１．（第
５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）Ａ８９‐０１２０‐１細形研，生素研 �水病・補綴科

―２７―



８．Sato, Y., Senpuku, H.�, Okamoto, K., Hanada, N.�, Kizaki, H. : Expression of GbpC protein in S . mutans and

its glucan－binding, J Dent Res８１（Special Issue A），A－２８６，２００２．（８０th General Session of the Interna-

tional Association for Dental Research, San Diego, USA）Ａ９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤�，HRC５A１２分子生研 �

国立感染症研究所

―２８―



５．病 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 下野 正基 口腔粘膜および唾液腺の intercellular junctions に関する研究（Ａ７５‐０１６０‐６）

講 師 橋本 貞充 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７５‐０１６０‐１２）

村松 敬 歯髄組織の動態の解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）

助 手 榎谷 保信 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７９‐０１６０‐２３）

嶋 香織 口腔癌細胞の生物学的活性に関する分子生物学的検索（Ａ７９‐０１６０‐２３）

大 学 院 松木美和子 唾液腺腺房細胞におけるタイトジャンクションと細胞極性（Ａ７５‐０１６０‐６）

白鳥 清人 インプラント周囲組織の生体防御に関する研究―特に非免疫的機構の解明―

（Ａ８３‐０１６０‐３１）

小池 吉彦 上皮性タンパク（エナメルタンパク）の間葉系細胞分化に及ぼす影響・硬組織形成

能に関する遺伝子発現（Ａ８６‐０１６０‐３８）

２．成果の概要

１）唾液腺の intercellular junctions と唾液分泌機構に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究

（Ａ７５‐０１６０‐６，Ａ７５‐０１６０‐１２）

本研究の目的は，唾液腺組織の微細構造や機能を免疫組織化学的および超微構造的に解析し，唾液分泌に

おける細胞内の蛋白輸送機序や分泌機構を明らかにすることである．開口分泌に伴う分泌顆粒膜と細胞膜と

の癒合と膜の取り込み機構，および，分泌時のタイト結合構成蛋白の変化を検討するために，主として分泌

に伴う細胞小器官や細胞骨格および種々の junction の変化を共焦点レーザー顕微鏡や蛍光顕微鏡，免疫電

顕法，凍結超薄切片法等を用い，分泌に伴う腺房細胞内での変化を形態的に捉えることを試みている．共焦

点レーザー顕微鏡像や凍結超薄切片免疫電顕の所見から，開口分泌にともない，エンドサイトーシスを担う

クラスリンの局在が変化して腺腔側膜直下へ集簇することや，F－アクチンを主体とする細胞骨格の面構成

と，タイト結合構成蛋白の occludin, ZO－1, Claudin の機能や局在が変化して細胞間隙の透過性（Para cellu-

lar transport）が亢進する可能性が示唆された．

２）付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究（Ａ８３‐０１６０‐３６）

本研究は，付着上皮および歯周疾患罹患後に形成される長い付着上皮の生物学的特性を明らかにすること

を目的としており，付着上皮および長い付着上皮の微細構造の解析や，その発生，再生，あるいは形成過程

を通して，これら上皮の動態を把握することで，生体防御にどのような役割を果たしているかを検討してい

る．これらの上皮細胞の動態を把握するためには主としてラットを用いて，光学顕微鏡的，電子顕微鏡的あ

るいは共焦点レーザー顕微鏡的に細胞内小器官や，細胞骨格，細胞間接着装置などの変化を解析している．

長い付着上皮の細胞動態の解析では，実験的歯周炎形成後の露出根面に形成された長い付着上皮による上皮

性付着は，経時的に短小化し，結合織性付着に置換されること，長い付着上皮細胞の結合織側の細胞には増

殖能があることから，常にターンオーバーを起こしていることが示唆された．

３）歯髄組織の動態解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）

歯髄組織の発生，加齢変化，象牙芽細胞への分化，種々の薬剤に対する組織反応を検討をすることによ

り，歯髄組織の動態，象牙質形成能や歯髄組織保存の可能性を in vitro ならびに in vivo の系で検討する．こ

れらの研究を遂行するためには，組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした形態計測に加え，生化学

的検索やRNAの発現，局在を検索するための in situ hybridization や RT－PCR法，タンパク質の変化を
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下野 正基 歯髄内神経ペプチドの機能 ベローナ大学医学部 イタリア G. Fumagalli

下野 正基
橋本 貞充

分泌細胞におけるカルシウム分布と
細胞機能

ミラノ大学医学部 イタリア F. Clementi

橋本 貞充
村松 敬

唾液分泌の分子生物学的研究 エール大学 アメリカ合衆
国

P. D. Camilli

橋本 貞充
下野 正基

歯原性腫瘍の組織発生に関する免疫
組織化学的研究

延世大学校歯科大学 韓国 J. Kim
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橋本 貞充 歯周組織における付着上皮の防御機構と接着分子 科学研究費・基盤（Ｃ）

笹栗 健一 骨芽細胞に対する半導体レーザー照射効果の分子生物学的
解析（分担者）

科学研究費・基盤（Ｃ）

Western blot，免疫組織化学的検索，免疫電顕などの手法を用いる．具体的にはラット切歯象牙芽細胞やヒ

ト歯髄におけるギャップ結合構成タンパク質（connexin４３）や非コラーゲン性基質タンパク質のひとつで

ある osteocalcin の変化を上記の方法を用いて in vitro の系で検索し，connexin４３が象牙芽細胞の成熟と os-

teocalcin の産生に関与していることが明らかとなった．

Anat Embryol ２０３，３６７～３７４，２００１．

４）口腔腫瘍に関する免疫組織化学的および超微構造的研究（Ａ７９‐０１６０‐２３）

本研究は，東京歯科大学千葉病院および水道橋病院口腔外科において細胞診，組織診，手術材料として得

られた口腔腫瘍の検体を用いて，病理組織学的に検討すると共に，免疫組織化学的，超微構造的に検索し，

腫瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく．具体的には細胞骨格を構成する中間径フィラメントのサイ

トケラチンの局在，分布を免疫組織化学的に検索することにより，代表的な歯原性腫瘍であるエナメル上皮

腫の発生母組織と考えられている歯原性上皮組織との関係や，各組織型の特性や関連性の検討に役立つ可能

性が示唆された．

Bull Tokyo Dent Coll ４３�，１３～２１，２００２．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

橋本 貞充 ２００１．６．２２ 口腔再建に用いた前腕皮弁の形
態的変化

第２５回日本頭頸部腫瘍学会 札幌市

Miyakoshi, S.
Shimono, M.

２００１．７．３ Application of adhesive resin
to dental tissue for bioengi-
neering

The International Confer-
ence on Dentin／Pulp Com-
plex２００１

Kisarazu,
Japan

橋本 貞充
下野 正基

２００１．９．２７ 歯肉付着上皮の接着機構と細胞
間結合装置

第３３回日本臨床電子顕微鏡学
会総会ならびに学術講演会

長崎市

受講者 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

下野 正基 ２００１．７．１４
～１５

第３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

下野 正基 ２００１．１０．６
～７

第４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

千葉市

下野 正基 ２００１．１１．３
～４

第５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

千葉市

下野 正基 ２００１．１２．１５
～１６

第６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

千葉市

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
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General Seccion & Exhibition, Chiba, Japan）�Harvard school of Dntal Medicine

７．Miyakoshi, S., Inoue, T.�, Murakami, S., Matsuzaka, K.�, Shimono, M. : Influence of aqueous organic solu-

tions on dentin／pulp complex, J Dent Res８０（Special Issue），７０４，２００１．（IADR７９th General Session &

Exhibition, Chiba, Japan）Ａ８６‐０１６０‐４０，ＨＲＣ９８２Ａ０１細形研 実動施設 �臨検査

８．Suzuki, M.�, Inoue, T.�, Kobayashi, M.�, Shimono, M., Yamada, S.� : Expression of human beta－defencine

２ in epithelium of periodontal pocket, J Dent Res８０（Special Issue），７７０，２００１．（IADR７９th General Ses-

sion & Exhibition, Chiba, Japan）Ａ８６‐０１６０‐３６，Ａ８３‐０１６０‐３８細形研 �保存�，�臨検査

９．Ishizaki, K.�, Shimono, M., Tazaki, M.�, Sakurai, K.�, Inoue, T.� : The Changes on the merkel cells of den-

ture underlying mucosa, J Dent Res８０（Special Issue），７７３，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibi-

tion, Chiba, Japan）細形研 実動施設 �補綴�，�生理，�臨検査

１０．Tazaki, M.�, Tazaki, Y.�, Suzuki, M.�, Katakura, A.�, Inoue, T.�, Shimono, M., Kobayashi, T.�, Kato, T.�,

Kaneko, K.� : Distributionof merkel cells in the human interdental papilla, J Dent Res８０（Special Is-

sue），７７４，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）細形研 実動施設 �生理，�保存�，

�口外�，�臨検査，�ライオン�

１１．杉本真慈�，川井英敬�，渋川義宏�，関谷 栄�，榎谷保信，下野正基，山田 了�：エナメルマトリックス

タンパク質応用後の創傷治癒初期における細胞動態について，日歯周病会誌４３（春季特別号），９０，

２００１．（第４４回春季日本歯周病学会学術大会，新潟市）脳科学研 細形研 実動施設 �保存�

１２．柴原孝彦�，野間弘康�，神尾 崇�，武田栄三�，橋本貞充：口腔再建に用いた前腕皮弁の形態的変化，頭頸

部腫瘍２７�，３４７，２００１．（第２５回日本頭頸部腫瘍学会，札幌市） 細形研 �口外�
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１３．片倉 朗�，廬 靖文�，藥師寺 孝�，横尾恵子�，山本信治�，神山 勲�，野村武史�，柴原孝彦�，

野間弘康�，村松 敬：４－nitroquinoline 1－oxide（４NQO）誘発ラット舌癌を用いた癌抑制遺伝子産物

Doc－１の発現，頭頸部腫瘍２７�，５５５，２００１．（第２５回日本頭頸部腫瘍学会，札幌市）細形研 �口外�

１４．原田卓哉�，和光 衛�，黒柳錦也�，松木美和子，下野正基，藥師寺 孝�，高木 亮�，柴原孝彦�，

野間弘康�：特異な画像所見を呈した ameloblastoma の一例，歯放線４１�，１３８，２００１．（日本歯科放射線
学会第６回画像診断臨床大会，広島市）�歯放，�口外 I

１５．原田卓哉�，和光 衛�，黒柳錦也�，松木美和子，下野正基，藥師寺 孝�，高木 亮�，柴原孝彦�，

野間弘康�：Fibrous－osseous lesion に類似した画像所見を呈した ameloblastoma の一例，歯科学報１０１

�，５７１，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�歯放，�口外�

１６．仙波利寿�，川原由里香�，才藤純一�，井上 孝�，橋本貞充，下野正基，山本隆司�，大畠 仁�，内山健志�，

柴原孝彦�，野間弘康�：口蓋に発生し診断に苦慮した広範囲な好酸性細胞出現を伴う多形性腺腫の一例，

歯科学報１０１�，５７２，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）細形研 �千病・臨検，�臨検査，�口外
�，�口外�

１７．雨宮 啓�，一戸達也�，金子 譲�，井上 孝�，村松 敬，白鳥清人，下野正基：無グルコース、アシドー

シス環境下における歯髄細胞の活性，歯科学報１０１�，５８３，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉
市）実動施設 �歯麻，�臨検査

１８．松木美和子，橋本貞充，白鳥清人，小池吉彦，下野正基：ラット唾液腺形成過程におけるタイト結合構成蛋

白の発現，歯科学報１０１�，５８４，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ７５‐０１６０‐６脳科学研 細形
研 実動施設

１９．石崎 憲�，田崎雅和�，井上 孝�，下野正基，櫻井 薫�：義歯床下粘膜におけるメルケル細胞の形態学的

変化（第一報），歯科学報１０１�，５８５，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）細形研 実動施設 �補

綴�，�生理，�臨検査

２０．渡邊 裕�，山根源之�，高橋正憲�，阿部伸一�，井出吉信�，下野正基，石川達也�：随意運動における運動

準備脳磁場計測に関する研究，歯科学報１０１�，５９４，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市） HRC
３A０１�市病・オーラルメディシン，�市病・整外科，�解剖，�保存�

２１．西堀陽平�，塩見周平�，市ノ川義美�，内山健志�，野間弘康�，橋本貞充：エプーリスを思わせた無色素性

悪性黒色腫の１例，日口腔外会誌４７	，４７５，２００１．（第１７０回日本口腔外科学会関東地方会，東京）�口外
�，�口外�

２２．廬 靖文�，田村耕一郎�，笠原清弘�，矢島安朝�，野間弘康�，榎谷保信：鰓嚢胞より発生したと考えられ

た扁平上皮癌の一例，日口腔外会誌４７	，４７６，２００１．（第１７０回日本口腔外科学会関東地方会，東京）�口外�

２３．Inoue, T.�, Miyakoshi, S., Shimono, M. : Application of adhesive resin to dental tissue for bioengineering,

Program and Abstracts,２９，２００１．（The International Conference on Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Ja-

pan）HRC９８２A０１細形研 実動施設 �臨検査
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２４．Marumori, H.�, Hamano, H.�, Takeyama, M., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Inoue, T.�, Shimono, M. : Cer-

vical cementum tears related devitalization of dentin pulp in report of ５０ cases, Program and Ab-

stracts，４２，２００１．（The International Conference Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Japan）�神奈川県，�

臨検査

２５．Amemiya, K.�, Muramatsu, T., Ichinohe, T.�, Inoue,T.�, Shimono, M., Kaneko, Y.� : Dental pulp cell activ-

ity under glucose－free or acidic environment, Program and Abstracts，６１，２００１．（The International Con-

ference on Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Japan）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 �歯麻，�臨検査

２６．雨宮 啓�，一戸達也�，金子 譲�，下野正基，井上 孝�：低酸素環境下における歯髄細胞の活性，日歯麻

会誌２９�，５５１，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 �歯麻，�臨検査

２７．杉谷博士�，橋本貞充，吉垣純子�，古山俊介�：唾液腺におけるHPC－１／シンタキシン１Ａの局在，歯基

礎医会誌４３�，５８４，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，大宮市）Ａ７５‐０１６０‐１２�日大松戸・
歯・生理

２８．阿部伸一�，井出吉信�，下野正基，石川達也�，山田好秋�：脳磁図計による嚥下関連脳磁場に関する検討，

歯基礎医会誌４３�，６３７，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，大宮市）HRC３A０１脳科学研 �
解剖，�保存�，�脳科学研究施設・客員教授，新潟大・大学院・顎顔面機能

２９．原 宣道�，西堀陽平�，齋藤 力�，内山健志�，橋本貞充，山本一普�：診断に苦慮した下顎骨小円形細胞

腫瘍の１例，日口腔科会誌５０�，３４６，２００１．（第３４回日本口腔科学会関東地方部会，東京）�口外�，�歯放

３０．田中千早�，山本信治�，野村武史�，高木多加志�，野間弘康�，松坂賢一�，井上 孝�，下野正基：舌縁部

に発生したリンパ上皮性嚢胞と疑われた１例，日口腔科会誌５０�，３４７，２００１．（第３４回日本口腔科学会関
東地方部会，東京）�口外 I，�臨検査

３１．石川達也�，下野正基，石井拓男�，佐藤 亨�，吉田友明�，飯島国好�，安藤雄一�，宮崎秀夫	：口腔状態

と睡眠についての研究 ―第１報高齢者の口腔及び全身健康状態に関する疫学調査から―，口腔衛会誌５１

�，６９６～６９７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�保存�，�社会歯，�補綴�，�老年歯科医
学総合研究所，�東京都，�国立感染症研究所口腔科学部，	新潟大・大学院・口腔健康科学

３２．橋本貞充，下野正基：歯肉付着上皮の接着機構と細胞間結合装置，プログラム・予稿集，７０，２００１．（第３３

回日本臨床電子顕微鏡学会総会ならびに学術講演会，長崎市）Ａ７５‐０１１６０‐６細形研 実動施設

３３．片山明彦�，川井英敬�，渋川義宏�，白石友子�，榎谷保信，下野正基，山田 了�：エナメルマトリックス

タンパク質応用後の骨形成における細胞動態について，日歯周病会誌４３（秋季特別号），１４８，２００１．（第

４４回秋季日本歯周病学会学術大会，岡山市）細形研 実動施設 �保存�

３４．Shibukawa, Y.�, Kawai, H.�, Enokiya, Y., Shimono, M., Yamada, S.� : Cell kinetics during regeneration of

bone after application of Emdogain
, Program & Abstracts,２４，２００１．（The International Academy of Peri-

odontology ８th International Meeting and the New Zealand Society of Periodontology５０th Anniversary Meeting,

Auckland, New Zealand）細形研 実動施設 �保存�
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３５．吉成正雄�，小田 豊�，井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：Bisphosphonate を固定したチタンインプラン

トの骨反応，第２３回日本バイオマテリアル学会大会予稿集，２９，２００１．（第２３回日本バイオマテリアル学会大

会，京都市）Ａ８３‐０１１６０‐３１，HRC９８２A０１細形研，生素研 実動施設 �理工，�臨検査

３６．仙波利寿�，萩田恵子�，川原由里香�，秦 暢宏�，才藤純一�，松坂賢一�，井上 孝�，下野正基，

内山健志�，柿澤 卓�，野間弘康�：外築性発育を示す口腔粘膜病変からの細胞像の特徴，歯科学報１０１�，
９３１，２００１．（第２７２東京歯科大学学会総会，千葉市）�千病・臨検，�臨検査，�口外�，�口外�

３７．雨宮 啓�，一戸達也�，金子 譲�，村松 敬，下野正基，井上 孝�：低酸素環境下における歯髄の細胞応

答，歯科学報１０１�，９３２，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 �
歯麻，�臨検査

３８．小池吉彦，松木美和子，榎谷保信，村松 敬，橋本貞充，下野正基，鈴木道子�，山田 了�，松坂賢一�，

井上 孝�：歯根嚢胞裏装上皮における humanβ－defensin－２の発現，歯科学報１０１�，９３３，２００１．（第
２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）細形研 �保存�，�臨検査

３９．村松 敬，下野正基：増殖抑制遺伝子 p１２DOC－１はＳ期に増える核蛋白である，歯科学報１０１�，９３５，
２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）

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

山根源之�，下野正基：当講座における悪性唾液腺腫瘍の臨床的検討，日口腔科会誌５０�，４２９，２００１．（第
５５回日本口腔科学会総会・学術大会，盛岡市）�口外�，�市病・オーラルメディシン

４１．松坂賢一�，馬渕量平，下野正基：人為的歯牙移動時における歯根膜細胞の細胞増殖と細胞死に関する研

究，日口腔科会誌５０�，５７１，２００１．（第５５回日本口腔科学会総会・学術大会，盛岡市）Ａ８６‐０１６０‐４０細形研 実
動施設 �臨検査

４２．Koike, Y., Matsuki, M., Enokiya, Y., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Shimono, M., Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�

: The expression of human β－defensin－2 in the lining epitheliumof radicular cyst, Oral Med Pathol ６

�，１１５，２００１．（１２th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Kagoshima, Japan）細形研 �
臨検査

４３．藤川真紀�，野間弘康�，柴原孝彦�，山本信治�，橋本貞充：耳下腺嚢胞が疑われた基底細胞腺腫の１例，日

口腔外会誌４８�，６９，２００２．（第１７１回日本口腔外科学会関東地方会，松戸市）�口外�

４４．白鳥清人，小出直弘�：切歯管嚢胞摘出後，インプラント補綴を行った１症例 ―チタンメッシュ，β－TCP

を応用―，日口腔インプラント会誌１５�，１０８～１０９，２００２．（第３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大
会，福岡市）�神奈川県

４５．本郷貴士�，近藤 淳�，武居 純�，高松和広�，白鳥清人，重原 聡：前歯部インプラントにおける審美回

復のための有茎弁組織移植 ―Curl tucken technique ―，日口腔インプラント会誌１５�，１２３，２００２．（第
３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大会，福岡市）�神奈川県

―３７―



４６．Muramatsu, T., Amemiya, K.�, Kubo, K.�, Shimono, M. : Connexin４３and HSP７０in rat dental pulp under

heat condition, J Dent Res８１（Special Issue A）, A－１５５,２００２．（８０th General Session of the IADR３１st An-

nual Meeting of the AADR２６th Annual Meeting of the CADR, San Diego, USA）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 �

歯麻

４７．Amemiya, K.�, Kaneko, Y.�, Muramatsu, T., Shimono, M., Inoue, T.� : Pulp cellresponse in the condition of

hypoxia, JDent Res８１（Special Issue A），A－１８９，２００２．（８０th General Sessionof the IADR３１st Annual Meet-

ing of the AADR ２６th Annual Meeting of the CADR, SanDiego, USA）Ａ８７‐０１６０‐４０，HRC９８２A０１細形研 実動施

設 �歯麻，�臨検査

４８．Miyakoshi, S., Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Koike, Y., Shimono, M. : 4－META resin inhibits the prolifera-

tion of oral bacteria, J Dent Res８１（Special Issue A），A－２３５，２００２．（８０th General Session ofthe IADR３１

st Annual Meeting of the AADR２６th Annual Meeting of the CADR, San Diego, USA）Ａ８６‐０１６０‐３８，HRC９８２A０１

�臨検査

４９．Yoshinari, M.�, Seshima, H.�, Oda, Y.�, Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Shimono, M. : Effect ofmulti－grooved

Ssurfaces on fibroblast behavior, J Dent Res８１（Special Issue A），A－３１２，２００２．（８０th General Session of

the IADR３１st Annual Meeting of the AADR２６th Annual Meeting of the CADR, San Diego, USA）Ａ８６‐０１６０‐３１，

HRC９９２C０１細形研，細生研 �理工，�臨検査

５０．Shibukawa, Y.�, Enokiya, Y., Yamada, S.� : Cell kinetics in bone formation after application of enamel ma-

trix proteins, J Dent Res８１（Special Issue A），A－４５２，２００２．（８０th General Session of the IADR３１st Annual

Meeting of the AADR２６th Annual Meeting of the CADR, San Diego, USA）細形研 実動施設 �保存�

５１．渡邊 裕�，阿部伸一�，新谷益朗�，山根源之�，高橋正憲�，井出吉信�，山田好秋�，下野正基，

石川達也�：運動関連脳磁場計測の問題と展望，歯科学報１０２�，１５９～１６０，２００２．（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，千葉市）HRC３A０１脳科学研 �市病・オーラルメディシン，�解剖，�脳

科学研究施設，�市病・整外科，�脳科学研究施設・客員教授，新潟大・大学院・顎顔面機能，�保存�

５２．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液

および唾液分泌の分子機構に関する研究，歯科学報１０２�，１６８～１７０，２００２．（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，千葉市）Ａ７５‐０１６０‐１２，HRC９８１A０３�市病・眼科，�臨検査，�法歯，�生化

学，�生理，�口外�，	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

５３．川口 充�，澤木康平�，山岸久子�，大久保みぎわ�，原理枝子�，Bruce, B. J.�，水口 清�，村松 敬，

山根源之�，山本 哲�，茂木悦子�：唾液と中枢神経におけるベンゾジアゼピン受容体の機能特性に関す

る分子生物学的解析，歯科学報１０２�，１７０～１７４，２００２．（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，千葉市）HRC９６１B０５細形研 実動施設 �薬理，�法歯，�市病・オーラルメディシン，�生理，�矯正
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５４．井上 孝�，下野正基，松坂賢一�，村松 敬，宮越照一，村上 聡，阿部伸一�，上松博子�，�澤孝彰�，

見明康雄�，田崎雅和�，加藤哲男�，石原和幸�，吉成正雄�，長谷川晃嗣�，新谷益朗�，淺井康宏	，

古澤成博	，吉田 隆	，鈴木道子
，石川達也�，高瀬保晶�，青木 聡�，吉田元治�，大多和由美，

久保周平，矢島安朝�，柴原孝彦�，重松司朗�：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１０２�，１７４～１７６，２００２．（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，千葉
市）Ａ８６‐１６０‐３８，HRC９８２A０１細形研 実動施設 �臨検査，�解剖，�超微構造，�生理，�微生物，�理工，�脳

科学研究施設，	保存�，
保存�，�保存�，�補綴�，小児歯，�口外�，�口外�

５５．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，歯科学報１０２�，１７６～
１７８，２００２．（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，千葉市）HRC９６２B０１実動施設 �歯

麻，�保存�，�臨検査，�生化学，�水病・麻酔科

５６．山田 了�，北村秀和�，関口一実�，杉戸博記�，小川貴也�，難波 崇�，野間弘康�，下野正基：自己の歯

根膜由来細胞の再生，増殖システムの確立，歯科学報１０２�，１８３～１８５，２００２．（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，千葉市）HRC９７２C０４細形研 実動施設 �保存�，�口外�

５７．阿部伸一�，渡邊 裕�，時岡孝寛�，佐藤 亨�，田崎雅和�，松久保隆�，山根源之�，井出吉信�，

山田好秋�，下野正基，石川達也�：脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索，歯科学報１０２�，１８７～
１８９，２００２．（平成１２年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークッッショプ，千葉市）HRC３A０１�解剖，�市

病・オーラルメディシン，�補綴�，�生理，�衛生，�脳科学・客員教授，新潟大・大学院・顎顔面機能，�保存�
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６．微 生 物 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ８１‐０１８０‐２）

助 教 授 加藤 哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製（Ａ８３‐０１８０‐１）

講 師 石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ８９‐０１８０‐１）

助 手 山中あゆみ 歯周病原性 Porphyromonas gingivalis の付着因子の解析（Ａ９２‐０１８０‐１）

君塚 隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitans の溶血活性に関する研究（Ａ９３‐０１８０‐１）

本間 聖進 Bacteroides forsythus の歯周病原性の分子生物学的および免疫学的解析

（Ａ０１‐０１８０‐１）

研究助手 米澤 英雄 歯周病原菌感染予防DNAワクチンの開発（Ａ９８‐０１８０‐１）

大学院生 伊藤理恵子

奥村 繁

高橋 尚子

宮地 弘治

宮本 暦

２．成果の概要

１）歯周病原細菌DNAワクチンの開発（Ａ９８‐０１８０‐１，Ａ８９‐０１８０‐１，Ａ８１‐０１８０‐２）

合成ペプチドワクチンや特定の遺伝子を組み込んだDNAワクチンは，新世代ワクチンとして注目されて

いる．本研究では，Porphyromonas gingivalis の付着に関わる遺伝子を組み込んだDNAワクチンの開発に取

り組んだ．P. gingivalis のプロテアーゼArg－gingipain と Lys－gingipain は，宿主組織への付着とそれに

続く組織破壊，宿主免疫応答の変化などに密接に関係している．本研究ではArg－gingipain 遺伝子を含む

DNAワクチンを構築し，それをマウスに免疫することによって特異的な抗体の誘導を試みた．P. gingivalis

ATCC３３２７７株のArg－gingipain の遺伝子２，２１０塩基対を PCR法によって増幅し，サイトメガロウイルスの

プロモーターをもつ発現ベクター pBC１２／CMVに組み込んだ．得られた組換えプラスミド pBC１２／CMV

／rgp１を生理食塩水に懸濁し，BALB／c 系マウスに遺伝子銃を用いて注射した．このDNAワクチン注射

によって血清中に本プロテアーゼに対する抗体産生がみられることを確認した．得られた抗体は，P. gingivalis

の付着を抑制するだけでなく，病原性を抑えるはたらきがあることを明らかにした．

Infect Immun ６９，２８５８～２８６４，２００１．

２）宿主のサイトカインネットワークを乱す歯周病原細菌の菌体成分（Ａ８３－０１８０－１，Ａ８１－０１８０－２）

Actinobacillus actinomycetemcomitans の発育菌体を超音波破砕し，遠心で未破砕菌体を除去した後超音波破

砕上清を得た．得られた上清中に抗ヒト IL－１β，IL－２，IL－４，IL－５，IL－６，IL－１０，TNFαおよ

び IFNγ抗体と交差反応する成分があるかどうかサイトカインアッセイELISAキット（TiterZyme EIA

kit）を用いて検討した．また交差反応性を示した成分について，分子量などを知るためにWestern blot 法

を行った．その結果，A. actinomicetemcomitans 菌体の超音波破砕上清中に抗ヒト IL－１０抗体と反応する分

子量約６０kDa のタンパクが存在することがわかった．またこの反応性は，リコンビナント IL－１０レセプ

ターによって阻害された．IL－１０は，Th２タイプのサイトカインであり，Th１系の反応に抑制作用を示

す．A. actinomycetemcomitans の有する IL－１０様のタンパクは本菌の示す免疫抑制作用に関わっている可能

性が示唆された．

FEMS Microbiol Lett ２０４，２９３～２９７，２００１．
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

奥田 克爾 歯周病原因子の解析と歯周病
予防ワクチンの開発

Department of Oral Bi-
ology, State University
of New York at Buffalo

Buffalo,
New York, USA

R. J. Genco

奥田 克爾
石原 和幸
加藤 哲男
本間 聖

歯周病原因子の遺伝学的解析 Department of Oral Bi-
ology, State University
of New York at Buffalo

Buffalo,
New York, USA

H. K. Kura-
mitsu

奥田 克爾
君塚 隆太

歯周病原菌の生態学的特徴と
病原性の関係

Department of Oral Bi-
ology, State University
of New York at Buffalo

Buffalo,
New York, USA

J. J. Zambon

奥田 克爾
加藤 哲男

口腔細菌の分類学 Group de Rechercheen
Ecologie buccale, Fac-
ulte de Medecine den-
taire, Universite Laval

Quebec, Canada C. Mouton

石原 和幸 口腔スピロヘータの定着メカ
ニズムの解析

Dental Research Insti-
tute and Medical Re-
search Center, Group of
Periodontal Physiology,
Faculty of Dentistry

Toronto, Can-
ada

R. Ellen

本間 聖進 Bacteroides forsythus の分子
生物学的解析

Department of Oral Bi-
ology, State University
of New York at Buffalo

Buffalo,
New York, USA

A. Sharma

加藤 哲男 唾液タンパクシスタチンの機
能解析

日本歯科大学新潟歯学部
生化学講座

新潟市 斎藤 英一

３）歯周病原細菌の分類学的研究（Ａ８１－０１８０－２，Ａ８３－０１８０－１）

Porphyromonas gingivalis は，catalase 活性を指標にしてヒト型と動物型の２つの生物型が知られていた．

本研究では，イヌ，ネコ，オオカミ，クマなどの口腔から分離されたものとヒトから分離された P. gingivalis

について生化学的性状，産生酵素，DNA相同性および１６S rRNA sequence を比較した．その結果，動物か

ら分離されたものはヒト型のいわゆる P. gingivalis とは異なるため，Porphyromonas gulae という新種として

提唱した．標準菌株は，ATCC５１７００（Loup１またはNCTC１３１８０）である．

Int J Syst Evol Microbiol ５１，１１７９～１１８９，２００１．

３．学外共同研究
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

奥田 克爾 歯周病原性細菌の付着因子の分子生物学的・免疫学的解析 科学研究費・基盤（Ｂ）

奥田 克爾 口腔内嫌気性菌の誤嚥性肺炎起因性に関する解析 科学研究費・基盤（Ｂ）

奥田 克爾 歯周病原性グラム陰性菌による呼吸器感染症起因性に関す
る研究

科学研究費・萌芽

奥田 克爾 クランベリーの齲蝕原性菌・歯周病原菌に対する影響 クランベリー研究会寄付金

石原 和幸 Helicobacter pylori 感染経路の歯科学的視点からの解明 科学研究費・基盤（Ｂ）

石原 和幸 歯周病原性細菌の免疫抑制物質の分子生物学的解析 科学研究費・萌芽

君塚 隆太 歯周病原性細菌の病原性因子の生化学的分子生物学的解析 科学研究費・奨励（Ａ）

奥田 克爾 口腔内細菌のもつ潜在性病原因子に対する唾液の役割 口腔科学研究センター

加藤 哲男 唾液タンパクの抗菌活性と生体制御能 口腔科学研究センター

石原 和幸 唾液中抗体による生体制御機構―歯周病原性細菌に対す
る防御性 sIgA抗体の誘導―

口腔科学研究センター

本間 聖進 歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis のバイオフィルム
形成に関わる遺伝子解析

学長奨励研究

受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名

今谷 哲也 ２００１．６．２７ Hatton TravelAwards Pathogenicity of Porphyromonas gin-

givalis and protective role of sali-
vary proteins．

IADR

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

奥田 克爾 ２００１．１１．１８ 健康を損なう歯周病はどのよう
にして予防するか

第１回国際歯科研究学会日本
部会公開シンポジウム

東京

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

奥田 克爾 ２００１．６．３０ The role ofperiodontal bacteria
in vascular and stomach dis-
ease

Modern Periodontology ―
New Directions in２１st Cen-
tury ―

葉山町

石原 和幸 ２００１．４．２４ 歯周病原性細菌はさまざまな全
身性疾患に関与しうる

第４４回春季日本歯周病学会学
術大会

新潟市

奥田 克爾 ２００１．９．１５ 健康を脅かす口のバイ菌 日本歯周病学会中国地区主催
―歯周病を予防する―

津山市

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

受 賞

シンポジウム企画

シンポジウム
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

奥田 克爾 ２００１．９．２１ あなたの元気をこんなに支援し
ています

歯科基礎医学会主催―歯科
医学者と語ろう―

さいたま市

奥田 克爾 ２００１．１０．１１ 健康を脅かす歯周病 北陸歯科医学会主催―生命
と環境―

富山市

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

奥田 克爾 ２００１．１１．３０ バイオフィルム感染症 第１４回日本外科感染症研究
会

浦安市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

奥田 克爾 ２００１．４．２８ 命を狙う口の中のバイキン 東京歯科大学同窓会静岡県支
部

静岡市

奥田 克爾 ２００１．５．１９ 口腔細菌の病原性 ヨナミ会 横浜市

奥田 克爾 ２００１．７．１４ 命を狙う口の中のバイキン 東京歯科大学同窓会北海道支
部

室蘭市

奥田 克爾 ２００１．１０．２８ 健康を脅かす口腔細菌 平成１３年度第４回感染症予防
歯科衛生士講習会

長崎市

奥田 克爾 ２００１．９．２８ 命を狙う口腔細菌 亀田病院 鴨川市

奥田 克爾 ２００１．１０．８ 健康を脅かす歯周病原菌 ２００１年記念学術セミナー「２１
世紀・歯科医療の展望」歯科
医療の最前線，歯科医療の最
先端

東京

奥田 克爾 ２００１．１０．２０ 口腔内細菌の病原性 札幌市歯科医師会 札幌市

奥田 克爾 ２００１．１０．２６ 口腔内細菌の病原性 新宿歯科医師会 東京

加藤 哲男 ２００１．８．１ 口腔細菌の病原性因子と全身に
およぼす影響

�ライオン講習会 小田原市

加藤 哲男 ２００２．２．２０ 口腔細菌と全身の健康 東京松風歯科クラブ月例会 東京

石原 和幸 ２００１．９．８ 口腔ケアと全身疾患 介護保険等対応歯科保健医療
推進事業 医療従事者研修会

高知市

石原 和幸 ２００１．９．９ 健康を脅かす口腔細菌 平成１３年度第４回感染症予防
歯科衛生士講習会

高知市

石原 和幸 ２００２．２．１５ 口腔細菌と全身疾患 理工懇談会 東京

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―４３―



著 者 年月日 タイトル 発行所 所在地

奥田 克爾 ２００２．３．１０ 最新口腔微生物学―バイオフィルム感
染症とアレルギー疾患―（教科書）

一世出版 東京

講演者 年月日 タイトル メディア 備 考

奥田 克爾 ２００１．１１．２９ ご存じですか 日本テレビ テレビ出演

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

石原 和幸 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

加藤 哲男 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

君塚 隆太 ２００１．１２．１５
～１６

第６回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

教育資料の作成

啓蒙活動

教育ワークショップ等

―４４―



論 文

１．Fournier, D.�, Mouton, C.�, Lapierre, P.�, Kato, T., Okuda, K., Menard, C.� : Porphyromonas gulae sp. nov.,

an anaerobic, gram－negative coccobacillus from the gingival sulcus of variousanimal hosts, Int J Syst

Evol Microbiol５１，１１７９～１１８９，２００１．原著 Ａ８１‐０１８０‐２RI 研 分子生研 �Univ．Laval

２．石原和幸：Treponema denticola の表層成分の病原性解析，日細菌誌５６�，４１３～４２０，２００１．総説 Ａ８９‐０１８０‐１
細形研，分子生研 実動施設

３．Yonezawa, H., Ishihara, K., Okuda, K. : Arg－gingipain A DNA vaccine induces protective immunity

against infection by Porphyromonas gingivalis in a murine model, Infect Immun ６９�，２８５８～２８６４，
２００１．原著 Ａ９８‐０１８０‐１，HRC９９１A０１，HRC９８１A０２，学位論文 RI 研細形研，分子生研，細生研 実動施設

４．Sharma, A.�, Honma, K., Evans, R. T.�, Genco, R. J.�, Hruby, D. E.� : Oral immunization with recombinant

Streptococcus gordonii expressing Porphyromonas gingivalis FimA domains, Infect Immun６９�，２９２８～
２９３４，２００１．原著 �SUNY at Buffalo

５．Hirose, M.�, Ishihara, K., Saito, A.�, Nakagawa, T.�, Yamada, S.�, Okuda, K. : Expression of cytokines and

inducible nitric oxide synthase in inflamed gingival tissue, J Periodontol７２�，５９０～５９７，２００１．原著 分
子生研 �保存�

６．Honma, K., Kuramitsu, H. K.�, Genco, R. J.�, Sharma, A.� : Development of a gene inactivation system for

bacteroides forsythus : construction and characterization of a BspA mutant, Infect Immun６９�，４６８６～
４６９０，２００１．原著 Ａ０１‐０１８０‐１分子生研 �SUNY at Buffalo

７．Kato, T., Okuda, K. : Actinobacillus actinomycetemcomitans possesses an antigen binding to anti－human

IL－10 antibody,FEMS Microbiol Lett２０４，２９３～２９７，２００１．原著 Ａ８３‐０１８０‐１分子生研

８．石原和幸：新世紀の歯科医学と歯科医療 ―歯周病原菌と全身疾患―，日歯医師会誌２１，６～１０，２００２．総

説 Ａ８９‐０１８０‐１，HRC５A０１分子生研 実動施設

解 説

１．加藤哲男：口腔細菌がつくるコミュニティとコミュニケーション，歯界展望９８�，１９４～１９５，２００１．

２．加藤哲男：Streptococcus sanguis か Streptococcus sanguinis か ―変わっていく細菌の名前―，歯界展望９８�，
６４０～６４１，２００１．

３．加藤哲男：天然抗菌性物質を探す，歯界展望９９�，１７６～１７７，２００２．

単 行 図 書

１．石原和幸�，�，加藤哲男	，
：著分担：やさしい説明，上手な治療［３］細菌から体を守るプラークコン
トロール（第１版）�巻頭イラスト �～��頁，	２．むし歯３頁，�� お口の細菌は体をむしばみま
す４０～４４頁，
� むし歯になりやすい人って，どんな人？４７頁，永末書店，京都市，２００１．

２．奥田克爾�：著分担：最新肺炎ケアー �誤嚥性肺炎の原因菌５４～５６頁，照林社，東京，２００１．

―４５―



３．奥田克爾：単著：最新口腔微生物学 ―バイオフィルム感染症とアレルギー疾患―，一世出版，東京，

２００２．

そ の 他

１．奥田克爾：健康を脅かす口腔細菌，平成１３年度第４回感染症予防歯科衛生士講習会テキスト，７～１３，

２００１．Ａ８１‐０１８０‐２

２．石原和幸：専門的口腔清掃が要介護者の口腔細菌叢に与える影響，Quintessence２０，１４６１～１４６２，２００１．

３．石原和幸：歯肉上皮細胞が産生する抗菌物質，Quintessence２０，２１３５～２１３６，２００１．

４．奥田克爾：“善玉菌”“悪玉菌”を区別することへの疑問，アポロニア２１�，２６～３３，２００１．

５．石原和幸：歯肉上皮での樹状細胞の働き，Quintessence２１，６７１～６７２，２００２．

６．奥田克爾：歯周病原性細菌の付着因子の分子生物学的・免疫学的解析，平成１１－１３年度科学研究費補助金研

究成果報告書，２００２．科学研究費補助金（基盤研究Ｂ２）１１４７０３８１細形研，分子生研 実動施設

学 会 抄 録

１．Yonezawa, H., Ishihara, K., Kato, T., Okuda, K. : A DNA vaccine induces protective effects against P . gin-

givalis infection, J Dent Res８０（Special Issue），５７６，２００１．（７９thGeneral Session of International Association

for Dental Research, Chiba, Japan）Ａ９８‐０１８０‐１，HRC９９１A０１，HRC９８１A０２細形研，分子生研 実動施設

２．Kosugi, M., Ishihara, K., Okuda, K. : Relationship between pustulosis palmaris et plantaris and chronic oral

disease,J Dent Res８０（Special Issue），５７６，２００１．（７９th General Session of International Association for Dental

Research, Chiba, Japan）分子生研

３．Ihara, H.�, Miura, T., Kato, T., Ishihara, K., Nakagawa, T.�, Yamada, S.�, Okuda, K. : Usefulness of mono-

clonal antibodies for detecting B. forsythus in periodontal lesions, J Dent Res ８０（Special Issue），

５８１，２００１．（７９th General Session of International Associationfor Dental Research, Chiba, Japan）細形研，分子生

研 実動施設 �保存�

４．Kato, T., Miura, T., Minaguchi, K.�, Saitoh, E.�, Okuda, K. : Analysis of antigenic characteristics of cys-

tatins using murine monoclonal antibodies, J Dent Res８０（Special Issue），６０１，２００１．（７９th General Session

of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）Ａ８３‐０１８０‐１，HRC９９１A０１分子生研，細生研 実動施

設 �法歯，�日歯大・新潟歯・生化

５．Adachi, M.�, Ishihara, K., Okuda, K., Ishikawa, T.� : Effect of professional oral health care on elderly living

in a nursing home, J Dent Res８０（Special Issue），６１１，２００１．（７９th General Session of International Associa-

tion for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９８１A０２�府中市民医療センター，�保存�

６．Sumida, S.�, Ishihara, K., Kishi, M.�, Okuda, K. : Transmission of periodontal disease associated bacteria

from teeth to osseointegrated implant regions, J Dent Res８０（Special Issue），６１３，２００１．（７９th General

Session of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）分子生研 �補綴�
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７．Ishihara, K., Kuramitsu, H. K.�, Miura, T., Okuda, K. : A Treponema denticola４３kDa protein is essential for

dentilisin activity,J Dent Res８０（Special Issue），６４４，２００１．（７９th General Session of International Association

for Dental Research, Chiba, Japan）Ａ８９‐０１８０‐１，HRC９８１A０２細形研，分子生研 実動施設 �SUNY at Buffalo

８．Inagaki, S.�, Ishihara, K., Takahashi, J.�, Nakagawa, T.�, Yamada, S.�, Okuda, K. : Antibody responses

togingipain R of Porphyromonas gingivalis in periodontitis patients, J Dent Res８０（Special Issue），６５０，

２００１．（７９th General Session ofInternational Association for Dental Research, Chiba, Japan）分子生研 �保存�

９．Okuda, M.�, Kaneko, Y.�, Ichinohe, T.�, Okuda, K., Ishihara, K. : Reduction ofpotent respiratory pathogens

by hygienic treatment in patients undergoing endotracheal anesthesia, J Dent Res８０（Special Issue），

６６７，２００１．（７９th General Session of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）分子生研 �歯麻

１０．Washizu, M., Ishihara, K., Okuda, K. : Mixed infection by Porphyromonas gingivalis and Treponema denticola

in mice, J Dent Res８０（Special Issue），６７８，２００１．（７９th General Session of International Association for Den-

tal Research, Chiba, Japan）HRC９８１A０２分子生研 実動施設

１１．Honma, K., Kuramitsu, H. K.�, Genco, R. J.�, Sharma, A.� : Construction and characterization of a BspA

mutant of Bacteroides forsythus , J Dent Res８０（Special Issue），６７８，２００１．（７９th General Session of Interna-

tional Association for Dental Research, Chiba, Japan）�SUNY at Buffalo

１２．Sharma, A.�, Honma, K., Hajishengallis, G.�, Genco,R. J.� : Bacteroides forsythus BspA, a leucine－rich repeat

cell－surface protein, induces release of inflammatory cytokines by monocytic cells, J Dent Res８０（Spe-

cial Issue），６７８，２００１．（７９th General Session of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）�

SUNY at Buffalo

１３．Asano, H.�, Ishihara, K., Takahashi, J.�, Nakagawa, T.�, Yamada, S.�, Okuda, K. : Analysis for Porphy-

romonas gingivalis infections between family members, J Dent Res８０（Special Issue），６８２，２００１．（７９th

General Session of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）分子生研 �保存�

１４．Yamanaka, A., Kimizuka, R., Miura, T., Kato, T., Okuda, K. : Inhibitory effects of cranberry on adhesion of

oral bacterial species, J Dent Res８０（Special Issue），７２５，２００１．（７９th General Session of International Asso-

ciationfor Dental Research, Chiba, Japan）Ａ９２‐０１８０‐１RI 研 分子生研，細生研

１５．Imatani, T., Miura, T., Ishihara, K., Kato, T., Okuda, K. : Pathogenicity of Porphyromonas gingivalis and pro-

tectiverole of salivary proteins, J Dent Res８０（Special Issue），７４９，２００１．（７９th General Session of Interna-

tionalAssociation for Dental Research, Chiba,Japan）HRC９９１A０１分子生研，細生研

１６．Saeki, Y.�, Takahashi, M.�, Miake, Y.�, Yamada, S.�, Okuda, K., Yanagisawa, T.� : Combined effects of

xylitol, Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate onremineralization, J Dent Res８０

（Special Issue），７６４，２００１．（７９th General Session of International Association for Dental Research, Chiba, Ja-

pan）細形研 ��ロッテ，�超微構造，�保存�

１７．石原和幸：歯周病原性細菌はさまざまな全身性疾患に関与しうる，日歯周病会誌４３（春季特別号），４７，２００１．

（第４４回春季日本歯周病学会学術大会，新潟市）Ａ８９‐０１８０‐１，HRC９８１A０２細形研，分子生研，細生研 実動施設
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１８．浅野裕之�，石原和幸，高橋潤一�，中川種昭�，奥山慶子�，奥田克爾，山田 了�：Porphyromonas gingivalis

家族内感染の解析，日歯周病会誌４３（春季特別号），７７，２００１．（第４４回春季日本歯周病学会学術大会，新潟

市）分子生研 �保存�

１９．稲垣 覚�，石原和幸，高橋潤一�，中川種昭�，大島みどり�，奥田克爾，山田 了�：Porphyromonas gingivalis

Arg－gingipain に対する歯周炎患者の免疫応答の解析，日歯周病会誌４３（春季特別号），１３８，２００１．（第４４回

春季日本歯周病学会学術大会，新潟市）分子生研 �保存�

２０．加藤哲男，君塚隆太，奥田克爾：新生仔マウスへの歯周病原細菌 LPS 投与が成育後の免疫応答におよぼす

影響，日細菌誌５６�，１６３，２００１．（第７４回日本細菌学会総会，岡山市）Ａ８３‐０１８０‐１，HRC９９１A０１分子生研 実
動施設

２１．西久保周一�，小原 勝�，川本 亨�，藤原 環�，小松澤 均�，奥田克爾，栗原英見�，菅井基行�：Actino-

bacillus actinomycetemcomitans の臨床分離株の細胞致死膨化毒素産生性についての研究，日細菌誌５６�，
１８１，２００１．（第７４回日本細菌学会総会，岡山市）�広島大・歯

２２．池野谷 肇，石原和幸，奥田克爾：Actinobacillus actinomycetemcomitans の免疫抑制因子の解析，日細菌誌

５６�，２６７，２００１．（第７４回日本細菌学会総会，岡山市）分子生研

２３．米澤英雄，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾：rgpA DNAワクチンによる Porphyromonas gingivalis 感染防

御，日細菌誌５６�，３１２，２００１．（第７４回日本細菌学会総会，岡山市）HRC９９１A０１，HRC９８１A０２細形研，分子生
研 実動施設

２４．Yamanaka, A., Saeki, Y.�, Seki, T.�, Kato, T., Okuda, K. : Adsorption of oral bacteria to porous type cal-

cium carbonate, J Dent Res８０�，１３２６，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Re-
search, Chiba, Japan）Ａ９２‐０１８０‐１RI 研 ��ロッテ

２５．Okuda, K., Ishihara, K., Nakagawa, T.�, Hirayama, A.� : Detection of Treponema denticola in atherosclerotic

vascular lesions, J Dent Res８０�，１３２７，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Re-
search, Chiba, Japan）Ａ８１‐０１８０‐２細形研，分子生研 �保存�，�RI 研

２６．Kato, T., Imatani, T., Miura, T., Minaguchi, K.�, Saitoh, E.�, Okuda, K. : Cystatins induce IL－６production

by human and murine cells, J Dent Res８０�，１３３０，２００１．（４８th Annual Meetingof Japanese Association for
Dental Research, Chiba, Japan）Ａ８３‐０１８０‐１，HRC９９１A０１分子生研，細生研 実動施設 �法歯，�日歯大・新潟

歯・生化

２７．Imatani, T., Miura, T., Ishihara, K., Kato, T., Okuda, K. : Pathogenicity of Porphyromonas gingivalis and pro-

tectiverole of salivary proteins, J Dent Res８０�，１３３４，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association
for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９９１A０１分子生研，細生研

２８．Okuda, K., Ishihara, K. : The role of periodontal bacteria in vascular and stomach disease, Modern Peri-

odontology ―New Directions in２１st Century ―，３３，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in

２１st Century ―, Hayama, Japan）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８３‐０１８０‐１細形研，分子生研

―４８―



２９．Kimizuka, R., Kato, T., Ishihara, K., Miura, T.�, Okuda, K. : Mixed infection with periodontopathic anaer-

obes causes strongly pulmonary inflammation response in mice, Modern Periodontology ― New Direc-

tions in２１st Century ―，５７，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in２１st Century ―, Hayama, Ja-

pan）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８３‐０１８０‐１細形研，分子生研，細生研 実動施設 �化学

３０．Ishihara, K., Kosugi, M., Okuda, K. : Immune responses against heat shock proteins of the periodonto-

pathic bacteria are associated with pustuloris palmaris et plantaris, Modern Periodontology ― New Di-

rections in２１st Century ―，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in２１st Century ―, Hayama, Ja-

pan）分子生研，細生研

３１．浅野裕之�，高橋潤一�，中川種昭�，山田 了�，石原和幸，奥田克爾：Porphyromonas gingivalis 家族内感染

の解析，歯科学報１０１�，５６１，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）分子生研 �保存�

３２．本間聖進：Bacteroides forsythus のBspAタンパクのノックアウトミュータントによる解析，歯科学報１０１

�，５６２，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ０１‐０１８０‐１分子生研 実動施設

３３．石原和幸，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin associated gene B の分子生物学的解析，歯基礎医会

誌４３�，５３１，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研

３４．浅野裕之�，石原和幸，山田 了�，奥田克爾：Porphyromonas gingivalis 家族内感染の解析，歯基礎医会誌

４３�，６１２，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）分子生研 �保存�

３５．君塚隆太，加藤哲男，石原和幸，三浦 直�，奥田克爾：マウス肺炎モデルにおける歯周病原性嫌気性菌混

合接種の影響，歯基礎医会誌４３�，６１４，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）Ａ９３‐０１８０‐１
分子生研 実動施設 �化学

３６．米澤英雄，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾：Porphyromonas gingivalis rgpA DNAワクチンによる感染防御

効果，第８４回日本細菌学会関東支部総会講演抄録集，３９，２００１．（第８４回日本細菌学会関東支部総会，横浜市）

分子生研 実動施設

３７．加藤哲男，君塚隆太，奥田克爾：新生仔マウスへの LPS 投与が成育後の免疫系へおよぼす影響，第８４回日

本細菌学会関東支部総会講演抄録集，４４，２００１．（第８４回日本細菌学会関東支部総会，横浜市）Ａ８３‐０１８０‐１分

子生研，細生研 実動施設

３８．石原和幸，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin－associated gene B の解析，第８４回日本細菌学会関

東支部総会講演抄録集，５２，２００１．（第８４回日本細菌学会関東支部総会，横浜市）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研

３９．奥田克爾：バイオフィルム感染症，第１４回日本外科感染症研究会抄録集，２００１．（第１４回日本外科感染症研究

会，浦安市）Ａ８１‐０１８０‐２RI 研 細形研，分子生研，細生研 実動施設

４０．加藤哲男，奥田克爾，水口 清�，三浦 直�：シスタチンに対するモノクローナル抗体の作製と唾液中シス

タチンの検出，歯科学報１０１�，９３６，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ８３‐０１８０‐１分子生
研，細生研 実動施設 �法歯，�化学
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４１．今谷哲也，加藤哲男，奥田克爾：Porphyromonas gingivalis 産生タンパク質の浮遊発育時と付着発育時の違

い，歯科学報１０１�，９３９，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）分子生研，細生研

４２．Ishihara, K., Kuramitsu, H. K.�, Okuda, K. : Cloning and characterization of the dagB gene from Treponema

denticola , J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－４０，２００２．（８０th General Session of International Association for

Dental Research, San Diego, USA）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研 �SUNY at Buffalo

４３．Ellen, R. P.�, Grove, D. A.�, Wang, Q.�, Ishihara, K., Fenno, J. C.� : Actin－binding protein complexes in

gingival fibroblasts exposed to Treponema denticola outer membrane and Msp, J Dent Res８１（Special Is-

sue），Ａ－１１３，２００２．（８０th General Session of International Association for Dental Research, San Diego, USA）

�Univ. of Toronto，�Univ. of Michigan

４４．Chattin－Kacouris, B., Ishihara, K., Miura, T.�, Oka, S.�, Matsumoto, T.�, Ikeda, M.�, Rowland, R. W.�,

Ishikawa, T.�, Okuda, K. : Identification and characterization of oral mycoplasma species in HIV in-

fected patients, J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－３６６，２００２．（８０th General Session of International Associa-

tion for Dental Research, San Diego, USA）分子生研 �化学，�Int. Med. Center，�Juntendo Univ.，�Kanagawa

Children’s Med. Center，�Univ. of California at San Francisco，�保存�

４５．Kimizuka, R., Kato, T., Ishihara, K., Miura, T.�, Okuda, K. : Mixed infection with periodontopathic anaer-

obes causes pulmonary inflammation responses in mice, J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－４０６，２００２．（８０

th General Session of International Association for Dental Research, San Diego, USA）Ａ９３‐０１８０‐１分子生研 実動施

設 �化学
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７．薬 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 川口 充 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制効果（Ａ９３‐０２１０‐６）

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

講 師 澤木 康平 ベンゾジアゼピン類の細胞内情報伝達系への影響（Ａ９４‐０２１０‐２）

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

矢崎 欽也 歯科専用薬の活性酸素フリーラジカル消去作用（Ａ９５‐０２１０‐１）

王 久子 唾液腺腺房細胞における唾液分泌抑制機構の解析（Ａ９６‐０２１０‐１）

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

助 手 大久保みぎわ ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

助 手 補 原 理枝子 ベンゾジアゼピン類の慢性投与と唾液分泌機能回復に関する研究（Ａ９５‐０２１０‐４）

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

専 攻 生 大野 勝己 GABAA受容体と末梢型ベンゾジアゼピン受容体の情報伝達メカニズムの解析

（Ａ９６‐０２１０‐２）

宮本 一彦 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）

内田 仁志 唾液腺における β３アドレナリン受容体の存在と特性に関する研究（Ａ００‐０２１０‐４）

大金 誠 唾液腺におけるGABA受容体のサブタイプと唾液分泌効果の検索（Ａ０１‐０２１０‐１）

２．成果の概要

１）糖尿病モデル動物における唾液分泌抑制作用と機能解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

本研究は，ストレプトゾトシン（STZ）６０mg／kg を腹腔内投与してから１４日後に尿糖値が強陽性を示

した個体について，組織の変化，多尿と唾液分泌機能の関係，唾液腺細胞におけるムスカリン受容体の感

受性の変化について解析し次の結果を得た．

� 絶水状態では，糖尿病ラットにおいてピロカルピン刺激および無刺激時の唾液分泌量は，正常ラット

に比べて有意に減少した．この期間中の尿量と唾液分泌量の間に負の相関が認められた．

� 無刺激での唾液分泌量において糖尿病ラットと正常ラットの間に差はみとめられなかった．しかし，

ピロカルピン刺激時の唾液分泌量は糖尿病ラットで明らかに減少し，感受性の低下が示唆された．イン

スリンは約５０％の回復効果があった．

� ［３H］QNBを用いたムスカリン受容体の膜結合実験の結果から，糖尿病ラットの耳下腺では受容体

数の減少，顎下腺では親和性の低下が認められた．また，ピロカルピンとカルバコールによる結合阻害

実験から，糖尿病ラットの唾液腺では，ムスカリン受容体の感受性の低下が示唆された．

� 糖尿病ラットの唾液腺の組織学的な検索の結果，耳下腺では脂肪変性を生じた細胞が数多く観察され

たが，顎下腺では形態的な変化および脂肪変性のいずれも認められなかった．

以上の結果から，STZ糖尿病ラットにみられる唾液分泌量の減少は，唾液腺細胞膜のムスカリン受容

体の質的，量的減少による感受性の低下と糖尿病に付随して起こる多尿が大きく関与していることが明ら

かにされた．

―５１―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

川口 充
矢崎 欽也

歯科専用薬物の活性酸素・フ
リーラジカルの消去作用につ
いて

科学技術庁放射線医学総
合研究所第一研究グルー
プ（生体制御）

千葉市 小澤 俊彦

川口 充
王 久子

歯科口腔領域における遺伝子
治療

Gene Therapy & Thera-
peutics Branch, NIDCR,
NIH

Bethesda, Mary-
land, USA

B. J. Baum

王 久子 カンジダ症に対するヒスタチ
ン治療の効果

１．Pediatric Branch, N-
CI, USA
２．Department of Re-
storative Dentistry ,
Scholl of Dental Sci-
ence, Trinity College

１．Bethesda ,
Maryland, U-
SA
２．Dublin 2,
IRELAND

１．T. J.
Walsh

２．B. O’
Connell

川口 充
王 久子

唾液腺におけるアミノ酸トラ
ンスポーターの存在について
の分子生物学的解析

杏林大学医学部薬理学講
座

三鷹市 遠藤 仁

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

川口 充 唾液腺の機能診断・検査技術の展開および機能回復を目的
とした基礎的研究

大学院重点特別経費研究科共
同研究経費

川口 充 唾液腺と中枢神経におけるベンゾジアゼピン受容体の機能
特性に関する分子生物学的解析

口腔科学研究センター

大久保みぎわ ラット耳下腺腺房細胞における末梢型ベンゾジアゼピン受
容体の機能に関する解析―ミトコンドリアからのカルシ
ウムイオン遊離におよぼす影響―

科学研究費・奨励（Ａ）

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

川口 充 ２００２．２．２３ 第５回唾液腺機能診断・回復を目的
とした若手研究者の集い

東京歯科大学水道橋校
舎・血脇記念ホール

東京

オーガナイザー 年月日 演 題 学 会 名 開催地

川口 充 ２００１．６．８
～９

けいれんと局所麻酔薬 麻酔・薬理学会第２３回学術大会 千葉市

川口 充 ２００１．６．２７
～３０

Recovery of Function in Sali-
vary Glands

IADR ７９th General Session
and Exhibition

千葉市

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

学会・研究会主催

シンポジウム企画
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シンポジスト 年月日 講 演 演 題 学 会 名 開催地

澤木 康平 ２００１．６．８
～９

局所麻酔薬けいれんにおける
GABAニューロンの関与

麻酔・薬理学会第２３回学術大会 千葉市

王 久子 ２００１．６．２７
～３０

Characterization of Isoquino-
line Binding Site on Periheral
Type Benzodiazepine Recep-
tor

IADR ７９th General Session
and Exhibition

千葉市

シンポジウム
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論 文

１．Watanabe, M., Yamagishi－Wang, H., Kawaguchi, M. : Lowered susceptibility of muscarinic receptor in-

volved in salivary secretion of streptozotocin－induced diabetic rats, Jpn J Pharmacol ８７�，１１７～
１２４，２００１．原著 Ａ９３‐０２１０‐２，HRC９６１B０５，学位論文 分子生研 実動施設

解 説

１．川口 充：口腔領域に症状を現す常用薬とその臨床対応 ―口腔領域に症状を現す薬剤―，歯界展望９８�，７２２
～７２８，２００１．

そ の 他

１．池田英治�，池田 作�，石川達也�，石橋克禮�，大浦 清�，坂上 宏�，坂本春生�，佐藤田鶴子�，

澤木康平	，下村博武�，鈴木長明
，須田英明�，成瀬 悟�，野間弘康�，山根源之�：特集痛みを和らげ

るためのくすりと対処法，日歯医会誌５４�，８～４８，２００１．�東医歯大・大学院・保存，�日本歯科医師会
薬剤部会委員，�保存，�鶴見大・歯・口外，�大歯大・薬理，�明海大・歯・薬理学，�東海大・医・歯口外，

�日歯大・口外，	日本歯科医師会機材薬剤室，
東医歯大・大学院・疼痛制御，�口外�，�市病・オーラルメ

ディシン

２．大久保みぎわ：ラット耳下腺腺房細胞における末梢型ベンゾジアゼピン受容体の機能に関する解析 ―ミト

コンドリアからのカルシウムイオン遊離におよぼす影響―，平成１３年度科学研究費補助金実績報告書奨励

研究�，２００２．Ａ９５‐０２１０‐１，HRC９６１B０５分子生研 実動施設

学 会 抄 録

１．Hara, R., Yamagishi, H., Okubo, M., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Recovery effects of kampo medicine

against drug－induced xerostomia, J Dent Res８０（Special Issue），６１８，２００１．（IADR７９th General Session

and Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９３‐０２１０‐１実動施設

２．Kawaguchi, M., Okubo, M., Sawaki, K.,Yamagishi, H., Hara, R. : Comparison of GABA receptor subtypes

on inhibitory effect of salivation, J Dent Res８０（Special Issue），６７６，２００１．（IADR７９th General Session and

Exhibition, Chiba, Japan）Ａ０１‐０２１０‐１実動施設

３．Yamagishi, H., Watanabe, M., Yazaki, K., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Characterization of isoquinoline bind-

ing site onperipheral type benzodiazepine receptor, J Dent Res８０（Special Issue），６７６，２００１．（IADR

７９th General Session and Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９６‐０２１０‐１RI 研 実動施設

４．Kawaguchi, M., Baum, B. J. : Symposium : Recovery of function in salivary glands, J Dent Res８０（Special-

Issue），７７８，２００１．（IADR７９th General Session and Exhibition, Chiba, Japan）

５．Kawaguchi, M., Sawaki, K., Yamagishi, H., Okubo, M., Hara, R., Baum, B. J., Minaguchi, K.�, Muramatsu,

T.�, Yamane, G.�, Yamamoto, T.�, Motegi, E.� : Molecular biological analysis of the functional specific-

ity of benzodiazepine receptors in salivary gland and brain tissues, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１１～
１１３，２００１．（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，Chiba, Japan）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６‐０２１０

‐２，HRC９６１B０５実動施設 �法歯，�病理，�市病・オーラルメディシン，�生理，�矯正

―５４―



６．Ichinohe, T.�, Kaneko, Y.�, Mamiya, H.�, Agata, H.�, Kasahara, M.�, Kawaguchi, M., Shibahara, T.�, Yo-

nezu, H.�, Shibukawa, Y.� : Establishment of guidelines for the treatment of chronic intractable pain in

the maxillofacial region, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１３７～１３９，２００１．（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，Chiba, Japan）HRC３A０７脳科学研 �歯麻，�口外�，�口外�，�生理

７．王 久子：唾液腺におけるGABAA受容体による分泌抑制機構の検索，歯科学報１０１�，５５８，２００１．（第
２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）平成１２年度学長奨励研究 分子生研 実動施設

８．澤木康平，川口 充，王 久子，原 理枝子，大久保みぎわ，矢崎欽也：成長に伴う唾液分泌の抑制性調節

機構と促進性調節機構の変移，歯基礎医会誌４３�，１０２，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会ならびに総
会，さいたま市）HRC９６１B０５実動施設

９．大久保みぎわ，川口 充，王 久子，原 理枝子，澤木康平：局所麻酔薬誘発性けいれんと大脳皮質GABA

	受容体クロライドチャネル，歯基礎医会誌４３�，１６８，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会ならびに総
会，さいたま市）HRC９６１B０５分子生研 実動施設

１０．山岸久子，澤木康平，矢崎欽也，大久保みぎわ，原 理枝子，和泉正丈�，川口 充：唾液分泌抑制調節機

構の存在と意義に関する研究，歯薬物療２０�，２３４～２３５，２００１．（第２０回日本歯科薬物療法学会，東京）Ａ９５
‐０２１０‐４，HRC９６１B０５実動施設 �矯正

１１．川口 充，大野勝己，大久保みぎわ，澤木康平，原 理枝子，王 久子：けいれんと局所麻酔薬，日本麻

酔・薬理学会誌１４�，６７～６８，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，千葉市）

１２．澤木康平，川口 充：局所麻酔薬けいれんにおけるGABAニューロンの関与，日本麻酔・薬理学会誌１４�，７２
～７３，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，千葉市）分子生研 実動施設

１３．大久保みぎわ，川口 充，澤木康平，王 久子，矢崎欽也，原 理枝子：局所麻酔薬誘発性けいれんにおけ

る大脳皮質GABA受容体クロライドチャネル複合体の関与，臨薬理３３�，１６１Ｓ～１６２Ｓ，２００２．（第２２
回日本臨床薬理学会年会，横浜市）実動施設

１４．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Kashiwabara, R., Okubo, M. : Molecular target of psychotropic

drugs induced xerostomia, First International Congress on Salivary Gland Diseases Program, ６，

２００２．（First International Congress on Salivary Gland Diseases, Geneva, Switzerland）HRC９６１B０５実動施設

１５．Kawaguchi, M., Kashiwabara, R., Okubo, M., Yamagishi－Wang, H. : Recovery effects of kampo medicine

against drug－induced xerostomia, First International Congress on Salivary Gland Diseases Program,

７，２００２．（First International Congress on Salivary Gland Diseases, Geneva, Switzerland）HRC９６１B０５ RI 研 実動

施設

１６．Motegi, E.�, Nomura, M.�, Kaneko, Y.�, Simizu, T.�, Yamaguchi, T.�, Yamaguchi, H.�, Ishihara, K.�,

Okuda,K.�, Kawaguchi, M., Inoue, T.�, Hirai, M.�, Sekiguchi, M.�, Ishii, T.� : Dentition and oral environ-

ment of elderly with more than twenty teeth, 5 th Young Researchers Meeting for Diagnosis and Re-

covery of Function in Salivary Gland Program, ９，２００２．（５th Young Researchers Meeting for Diagnosis and

Recovery of Function in Salivary Gland, Tokyo, Japan）�矯正，�微生物，�臨検査，�東京都，�千葉県，�沖縄

県
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１７．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Kashiwabara, R., Okubo, M. : Molecular target of psychotropic

drugs induced xerostomia, The５th Young Researchers Meetingfor Diagnosis and Recovery of Function

in Salivary Gland Program,１１，２００２．（5 thYoung Researchers Meeting for Diagnosisand Recovery of Function

in Salivary Gland, Tokyo, Japan）実動施設

１８．大久保みぎわ，川口 充，澤木康平，王 久子，原 理枝子：GABA�受容体クロライドチャネル複合体の
局所麻酔薬誘発性痙攣への関与，日薬理誌１１９�，３３Ｐ，２００２．（第１０５回日本薬理学会関東部会，東京）Ａ９５
‐０２１０‐２，HRC９６１B０５，科学研究費・奨励� 実動施設

１９．王 久子，宮本一彦，大久保みぎわ，原 理枝子，川口 充：唾液腺における βアドレナリン受容体のサ

ブタイプと機能，日薬理誌１１９�，３５Ｐ，２００２．（第１０５回日本薬理学会関東部会，東京）Ａ９６‐０２１０‐２，Ａ００‐０２１０
‐４，HRC９６１B０５ RI 研 分子生研 実動施設

２０．Okubo, M., Miyamoto, K., Ogane, M., Yamagishi－Wang, H., Hara, R., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Localiza-

tion and function of β adrenoceptor subtypes inrat parotid glands, Jpn J Pharmacol８８（Suppl 1），１５７

Ｐ，２００２．（７５th Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, Kumamoto,Japan）Ａ００‐０２１０‐４RI 研

分子生研 実動施設

２１．Sawaki, K., Okubo, M., Hara, R., Yamagishi－Wang, H., Yazaki, K., Kawaguchi, M. : Effects of continuous

administration of diazepam on phosphatidylinositide metabolic pathway in rat salivary glands,Jpn J

Pharmacol８８（Suppl 1），１６９Ｐ，２００２．（７５th Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, Ku-

mamoto, Japan）HRC９６１B０５実動施設

２２．一戸達也�，金子 譲�，間宮秀樹�，縣 秀栄�，笠原正貴�，川口 充，柴原孝彦�，米津博文�，

渋川義幸�：顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療指針の検討，歯科学報１０２�，１５３～１５４，２００２．（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）�歯麻，�口外�，�口外�，�生理

２３．川口 充，澤木康平，山岸久子，大久保みぎわ，原 理枝子，Bruce, B. J.，水口 清�，村松 敬�，

山根源之�，山本 哲�，茂木悦子�：唾液と中枢神経におけるベンゾジアゼピン受容体の機能特性に関す

る分子生物学的解析，歯科学報１０２�，１７０～１７４，２００２．（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，千葉市）HRC９６１B０５細形研 実動施設 �法歯，�病理，�市病・オーラルメディシン，�生理，�矯正

２４．一戸達也�，金子 譲�，間宮秀樹�，縣 秀栄�，笠原正貴�，川口 充，柴原孝彦�，米津博文�，

渋川義幸�：顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療指針の検討，歯科学報１０２�，１９６～１９８，２００２．（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，千葉市）脳科学研 �歯麻，�口外�，�口外�，�生

理
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８．歯 科 理 工 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 小田 豊 粉末冶金の歯科応用に関する研究（Ａ８１‐０２４０‐７）

歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）

助 教 授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）

高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）

吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）

Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化（Ａ０２‐０２４０‐２）

講 師 長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究（Ａ９６‐０２４０‐２）

助 手 服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）

松本まき子 In を添加した低カラット金合金の物性についての研究（Ａ０１‐０２４０‐１）

大学院生 劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究（Ａ９９‐０２４０‐２）

高木 亮 チタン粉末（パウダーメタル）を用いたチタンの接合に関する研究（Ａ９９‐０２４０‐３）

阿部 智行 チタンおよびチタン合金補綴物の変色と腐食（Ａ００‐０２４０‐１）

勢島 尚 Bisphosphonate を固定したハイドロキシアパタイトの破骨細胞活性化抑制効果に

関する研究（Ａ０１‐０２４０‐２）

専 攻 生 今西 泰彦 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）

２．成果の概要

１）歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）

快削チタン合金の電気化学的耐食性評価を行い，快削チタン合金の耐食性は従来のチタンおよびチタン合

金に比較して顕著に劣るものではないが，Ｓ，Ce，La の溶出が推定されるため，歯科用合金としての使用

は更に検討を要すると考えられる．

チタンの変色の実態と変色の原因について明らかとするために，義歯洗浄剤および義歯洗浄剤成分につい

て検討したところ，強アルカリ領域の義歯洗浄剤で変色が多いことが解明された．変色の原因として化合物

の付着ではなく腐食による表面の粗�化と酸化膜が考えられ，変色の度合いは酸化膜の厚さに依存するもの
と推定された．

歯科材料・器械 ２０�，２４９～２５５，２００１
歯科材料・器械 ２０�，３６６～３７１，２００１

２）高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）

１９９８年よりわが国において有髄変色歯の漂白を目的にしたHi－Lite（３５％過酸化水素水含有）が認可市

販されるようになった．これに伴い，漂白効果とともに術後の為害性が懸念されるようになった．そのため

日本歯科医師会から委託研究を受け，漂白効果と為害性の原因についての調査を行った．

漂白効果については歯質の表面処理を行わない場合，シェードガイドでおよそ１段階の色調の変化が，酸

処理を行った場合，２～３段階の色調の変化を認めた．為害作用の原因については過酸化水素の歯髄への到

達を想定し，ルミノール反応を応用した実験を組み立てた．その結果，漂白操作で過酸化水素が歯髄まで到

達することが判明し，多い場合０．１mMに達した．この濃度は非常に高く術後疼痛を起こすには十分な量と

考えられた．

漂白効果の出現は過酸化水素の浸透に大きく関与していると考え，歯面の処理，作用時間，光の影響，作

用回数等の条件を種々与え歯髄腔への過酸化水素の到達量を定量化したいと考えている．
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３）セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）

ドライプロセス法による薄膜形成技術を生体材料，特に歯科インプラントに応用すべく，各種薄膜を付与

しそれらの物性を調査するとともに，それらに骨粗鬆症治療薬Bisphosphonate を固定し，骨形成能，細菌

付着抑制能を検討した．その結果，Bisphosphonate を固定したチタン表面は in vivo 試験で骨形成能に優れ

ることが明らかとなり，本剤を固定したインプラントは骨形成に有効な微小環境を提供することが期待でき

た．また，歯周病原菌の付着を抑制するには，アルミナ薄膜およびフッ素イオン注入が有効であることが明

らかとなった．

Biomaterials ２２，７０９～７１５，２００１．

Biomaterials ２２，２０４３～２０４８，２００１．

４）Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化―タンパク質固定化技術の確立―（Ａ０２‐０２４０‐２）

Tissue Engineering における Scaffold は，組織形成のための細胞の単なる足場としてではなく，細胞の

増殖・分化にとって重要な役割を果たす．このなかで各種タンパク質，生理活性物質，薬剤を Scaffold へ固

定するとともにそれらの徐放性を制御する技術はTissue Engineering おけるキーテクノロジーになると考

えられる．本研究はタンパク質固定化技術を確立し，Tissue Engineering による歯根膜，口腔粘膜，顎骨

の再生に応用することを目的とした．リン酸カルシウム膜に赤外線急速加熱処理を施し，結晶性と溶解性を

検討した結果，比較的低温の熱処理で膜とチタン基板との密着性を損なわずに，膜の溶解性をコントロール

できることが明らかとなった．この技術は，リン酸カルシウムと affinity のあるタンパク質や薬剤を材料に

固定し，それらを徐放させることが可能であることを示した．

Biomaterials ２２，２２６３～２２７１，２００１．

Biomaterials ２３，１０２５～１０３１，２００２．

Metallurgical and Materials Transactions ３３Ａ，５１１～５１９，２００２．

５）歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）

チタンは耐食性や生体親和性に優れる反面，融点が高く，活性が高い金属であることが知られている．１９７０

年代後半よりチタン専用の鋳造機の開発によってチタン鋳造体による歯科修復物や補綴物の作製が可能にな

り，現在までに様々な研究開発が行われている．本研究では，新しい歯冠修復用の鋳造用チタン合金の開発

を目的とし，添加元素として第一にCuに着目し，配合比を変えたTi－Cu 二元合金を作製し，臨床応用へ

の検討を行った．試作Ti－３．０mass％Cu，Ti－５．０mass％Cu 合金を作製し，これらの鋳造精度をフルキャ

ストクラウン，MODインレー金型を用い評価した結果，試作チタン合金鋳造体は純チタン鋳造体と比較

し，やや適合性が劣る傾向を示したが有意な差異は認められず，埋没材の種類を変化させることで鋳造体表

面の粗さが改善された．またTi－Cu 合金に Si，Cr を添加した試作三元合金の評価を行った結果，Cr を少

量添加することで機械的性質が向上することを明らかにした．

J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－１７０，２００２．
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

小田 豊
服部 雅之

歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開
発

ベイラー歯科大学・生体
材料

ダラス（USA） 岡部 徹

河田 英司 乳歯象牙質へのコンポジット
レジンの接着強さ

長崎大学・歯・小児歯科 長崎市 細矢由美子

吉成 正雄 骨 粗 鬆 症 治 療 薬Bisphos-
phonate のインプラントへの
応用

九州大学・歯・解剖� 福岡市 田中 輝男

吉成 正雄 リン酸カルシウム薄膜形成に
よる歯科インプラント材の表
面改質

ナイメヘン大学・生体材
料

ナイメヘン
（オランダ）

John A Jan-
sen

吉成 正雄 口腔粘膜疾患発症と歯科用金
属の関連についての臨床的検
討

慶応大学・医学部・歯科
口腔外科

東京 永井 哲夫

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

小田 豊 歯科用チタンおよびチタン合金の変色機構の解明と防食 科学研究費・基盤（Ｂ）

小田 豊 コンピュータ支援による対話型授業の構築 高等教育研究改革推進経費

小田 豊 金合金の成分元素の溶出試験評価 日本歯研工業委託研究費

小田 豊 唾液に含まれる無機イオン成分と唾液腺機能の解析 大学院重点研究特別経費

小田 豊 金銀パラジウム合金にかわる材料の研究・開発について 日本歯科医師会委託研究費

吉成 正雄 口腔内細菌の付着を抑制するインプラント材の開発 科学研究費・基盤（Ｃ）

長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）

服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発 科学研究費・奨励（Ａ）

劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究 大学院重点特別経費研究科特
別経費（学生分）

受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名

劉 佳 ２００２．１０．１９ 日本歯科理工学会研
究奨励賞

破折歯の接着強度に関する研究（第
４報）：４－META／MMA－TBB
系接着性レジンによる歯根象牙質の
接着強さに与えるサーマルサイクル
の影響

日本歯科理工学
会

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

受 賞
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

小田 豊 ２００２．３．１６ チタンおよびチタン合金の歯科
応用

第１５回チタン学会 東京

劉 佳 ２００１．３．３１ 歯科理工学教育と接着歯学 第３７回日本歯科理工学会学術
講演会

東京

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

小田 豊 ２００１．８．２３ コアカリキュラムと東京歯科大学
の歯科理工学講義・実習

日本歯科理工学会関東支部
夏期セミナー

東京

小田 豊 ２００１．１０．２０ チタンおよびチタン合金の応用と
進展

第３８回日本歯科理工学会 福岡市

小田 豊 ２００１．１０．２６ 代用合金開発の可能性 第１０６回日本補綴歯科学会
学術大会

盛岡市

河田 英司 ２００１．５．３１ コンポジットレジンシステム 群馬県歯科医学会 公開講
座

前橋市

河田 英司 ２００１．６．２１ 硬質レジン，硬質レジン歯 群馬県歯科医学会 公開講
座

前橋市

河田 英司 ２００１．７．２６ 上手なセメントの使い方 群馬県歯科医学会 公開講
座

前橋市

河田 英司 ２００１．８．２３ 生活歯の漂白の問題点 群馬県歯科医学会 公開講
座

前橋市

吉成 正雄 ２００１．１１．２６ ドライプロセスによる歯科インプ
ラントの表面改質

新潟大学大学院歯学研究科
セミナー講演

新潟市

長谷川晃嗣 ２００１．４．１４ Ti－Ni 形状記憶合金の理工学的
性質

TDC卒後研修セミナー
２００１

東京

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

河田 英司 ２００１．６．８ 歯の漂白 東京歯科大学港区支部 東京

シンポジスト

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

河田 英司 ２００１．７．１４
～１５

第３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

河田 英司 ２００１．１０．６
～７

第４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

河田 英司 ２００１．１１．４
～５

第５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

河田 英司 ２００１．１２．１５
～１６

第６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

吉成 正雄 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

吉成 正雄 ２００１．１２．１７ 平成１３年度第４学年OSCE ステーション
２ 責任者

千葉市

長谷川晃嗣 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

服部 雅之 ２００１．１２．１５
～１６

第６回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

教育ワークショップ等

―６１―



論 文

１．小田 豊，北村 隆，河田英司，吉成正雄，長谷川晃嗣，服部雅之，松本まき子：快削チタン合金の電気化

学的耐食性評価，歯科材料・器械２０�，２４９～２５５，２００１．原著 Ａ９５‐０２４０‐１細形研，分析生研

２．阿部智行，松本まき子，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：義歯洗浄剤によるチタン

の変色について，歯科材料・器械２０�，３６６～３７１，２００１．原著 Ａ００‐０２４０‐１細形研，分析生研

３．Yoshinari, M., Oda, Y., Kato, T.�, Okuda, K.� : Influence of surface modifications to titanium on antibacte-

rial activity in vitro, Biomaterials２２�，２０４３～２０４８，２００１．原著 �微生物

４．Okumura, A.�, Goto, M.�, Goto, T.�, Yoshinari, M., Masuko, S.�, Katsuki, T.�, Tanaka, T.� : Substrate af-

fects the initial attachment and subsequent behavior ofhuman osteoblastic cell（Saos－2）, Biomaterials

２２�，２２６３～２２７１，２００１．原著 細形研 �佐賀医大・口外，�九歯大・解剖，�佐賀医大・解剖，�九大院・歯・
口腔常態

５．Hayakawa, T.�, Yoshinari, M., Nemoto, K.�, Wolke, J.�, Jansen, J.� : Trabecular bone response to surface

roughened and calcium phosphate（Ca－P）coated titanium implants, Biomaterials ２３�，１０２５～
１０３１，２００２．原著 �日大・松戸歯・理工，�オランダ・ナイメヘン大

６．Ikeda, H.�, Shiraiwa,.�, Yamaza, T.�, Yoshinari, M., Kido, M.�, Ayukawa, Y.�, Inoue, T.�, Koyano, K.�,

Tanaka, T.� : Difference in the penetration of horseradish peroxidase tracer as a foreign substance

into the peri－implant epithelium or junctional epithelium of rat gingivae, Clin Oral Impl Res１３，２４３～

２５１，２００２．原著 細形研 �九大・大学院・補綴，�九大・大学院・保存，�九大・大学院・口腔常態，�臨検査

７．吉成正雄，小田 豊，井上 孝�，松坂賢一�，下野正基�：ドライプロセス法によるチタンインプラントの

表面改質，生体材料２０�，１０～２２，２００２．総説 �臨検査，�病理

８．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T.�, Shimono, M.� : Dry－Process surface modification for titanium dental

implants, Metallurgical and Materials Transactions３３，５１１～５１９，２００２．総説 �臨検査，�病理

９．Kameyama, A.�, Oda, Y., Hirai, Y.�, Kawada, E., Takizawa, M.� : Resin bonding to Er : YAG laser－irra-

diated dentin : combined effects of pre－treatments with citric acid and glutaraldehyde, Eur J Oral Sci

１０９，３５４～３６０，２００２．原著 細形研，分析生研 �保存�

解 説

１．吉成正雄：インプラント材料とその表面（その１）インプラント材としてのチタン，日歯先技研会誌 ７�，２６
～３１，２００１．

２．吉成正雄：インプラント材料とその表面（その２）インプラント材としてのアパタイト，日歯先技研会誌 ７

�，８２～９０，２００１．

３．吉成正雄：インプラント材料とその表面（その３）インプラント表面と生体，日歯先技研会誌 ７�，１３５～
１４３，２００１．

―６２―



４．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，静岡県歯報，３１

～４１，２００１．�保存�

５．吉成正雄：インプラント材料とその表面（その４）これからのインプラント材，日歯先技研会誌 ７�，２３１～
２４１，２００１．

６．小田 豊：歯科用チタン系合金およびCo－Cr－Ni 系合金の現状と近未来展，金属７２�，１０７～１１１，
２００２．

単 行 図 書

１．吉成正雄�：著分担：界面ハンドブック�材料の表面改質およびその応用１１９０～１１９６頁，エヌ・ティーエ
ス，東京，２００１．

２．浜中人士有�，宮崎 隆�，小田 豊，仁科匡生�：著分担：チタンの歯科技工 Part２，クインテッセンス出

版，東京，２００２．RI 研 �東医歯大・金属材料，�昭和大・歯・理工，�神歯大・付属歯科技工専門学校

調 査 報 告

１．小田 豊�：第３７回 ISO／TC１０６リレハンメル会議報告 �補綴材料４１～４６頁，日本歯科材料研究協議
会，２００２．

そ の 他

１．吉成正雄：骨粗鬆症に対応できるインプラント材の開発－表面改質による骨形成促進－，平成１０年度～１１年

度科学研究費補助金（基盤研究C１０６７１８４５）研究成果報告書，２００１．平成１２年度分

２．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�，ピケロカティウ

スカ佐藤 亨�：口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素材の開発，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，２９７～９１０，２００１．平

成１２年度分 �病理，�法歯，�超微構造，�微生物，�生理，	RI 研，
保存�，�口外�，�水病・口外科，口

外�，�衛生，�解剖，�市病・整外科，�補綴�，�補綴�

３．小田 豊：歯科用ファイバー（繊維）材料の種類，歯科学報１０１	，５１５～５１７，２００１．細形研 ID：０００００４９８

４．河田英司，高木 亮，小田 豊：歯の漂白の効果と安全性，歯科学報１０１
，６２９～６３１，２００１．

５．吉成正雄，小田 豊，井上 孝�，佐藤 徹�：歯齦（歯肉）・歯痕の変色，歯科学報１０１�，７３３～７３５，２００１．
�臨検査，�新潟県

６．長谷川晃嗣：倣い加工による人工歯根モデルの製作，歯科学報１０１�，８１９～８２１，２００１．

７．服部雅之，小田 豊：チタン合金，歯科学報１０１，８９７～８９９，２００１．Ａ９９‐０２４０‐１細形研，分析生研

８．小田 豊，阿部智行：チタン補綴物の変色について，歯科学報１０１�，１０１９～１０２１，２００１．細形研，分析生研

―６３―



９．劉 佳：歯科理工学教育と接着歯学，歯科材料・器械２０（特別号），１３，２００１．

１０．小田 豊：チタン鋳造と加工方法 理工２１世紀研究チーム報告 グループ８ チタンおよびチタン合金の応用

と進展，歯科材料・器械２０（特別号），７２，２００１．

１１．吉成正雄：リン酸カルシウム薄膜の応用 理工２１世紀研究チーム報告 グループ４ 次世代の骨再生・再建材

料，歯科材料・器械２０（特別号），５０～５１，２００１．

１２．吉成正雄：次世代の人工歯根 －現状と展望－ 理工２１世紀研究チーム報告 グループ６ 次世代の人工歯根，

歯科材料・器械２０（特別号），６３～６４，２００１．

１３．吉成正雄，服部雅之，長谷川晃嗣，河田英司，小田 豊，井上 孝�，松坂賢一�，下野正基�：軟組織接着

を可能とするチタンインプラント材の表面改質，歯界展望（増刊号），３４１，２００１．�臨検査，�病理

学 会 抄 録

１．Oda, Y., Kitamura, T., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E. : Electrochemical behavior of

coupled dental implant alloys, J Dent Res８０（Special Issue），５４６，２００１．（IADR７９th General Session & Ex-

hibition, Chiba,Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細形研

２．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�,Shimono, M.� : Bone response to surface modified tita-

nium implantswith thin calcium phosphate and bisphosphonate, J Dent Res８０（Special Issue），５９６，

２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）HRC９９２C０１細形研，分析生研 実動施設 �臨検査，

�病理

３．Ide, K., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : The effect of fluoride and albumin

on corrosion of titanium, J Dent Res８０（Special Issue），６６３，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibi-

tion, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１分析生研

４．Bae, J.�, Kim, N.�, Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Cytotoxicity of free ma-

chining titanium and experimental Ti－10 Cu alloys, J Dent Res８０（Special Issue），６６４，２００１．（IADR

７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９９‐０２４０‐２細形研，細生研 �延世大・歯・理工

５．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari,M., Kawada, E., Oda, Y. : Miniature extractor for fractured endodontic

instruments, J Dent Res８０（SpecialIssue），７１０，２００１．（IADR ７９th General Session&Exhibition, Chiba, Ja-

pan）分析生研

６．劉 佳，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：破折歯の接着強度に関する研究（第３

報）－４－META／MMA－TBB系接着性レジンによる歯根象牙質の接着強さに及ぼす接着間隙，形状の

影響－，歯科材料・器械２０（特別号３７），９２，２００１．（第３７回日本歯科理工学会学術講演会，東京）Ａ９９‐０２４０‐２

細形研，分析生研

７．阿部智行，服部雅之，長谷川晃嗣，河田英司，吉成正雄，小田 豊：チタンの変色について －義歯洗浄剤

およびその成分による電気化学的検討－，歯科材料・器械２０（特別号３７），１０５，２００１．（第３７回日本歯科理

工学会学術講演会，東京）Ａ００‐０２４０‐１分析生研

―６４―



８．小田 豊，服部雅之，吉成正雄：歯科用合金とチタンの組み合わせによる電気化学的挙動，日歯産会誌１５

�，５８，２００１．（第１６回日本歯科産業学会総会ならびに学術講演会，新潟市）Ａ９５‐０２４０‐１細形研

９．Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Yoshinari, M., Shimono,M.� : Effect of surface geometry on titanium implant

－tissue interface, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry，２３，

２００１．（５th International Symposium onTitanium in Dentistry, Chiba, Japan）�臨検査，�病理

１０．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Ti－Ni miniature extractor for fractured

endodontic instruments, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry，

３９，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）分析生研

１１．Takagi, A., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Application of a cast－on tech-

nique to the titanium superstructure of implants, Proceedings of The Fifth International Symposium on

Titanium in Dentistry,５４，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）

１２．Bae, J.�, Kim, K.�, Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Cytotoxicity of free ma-

chining titanium and experimental Ti－10 Cu alloys, Proceedings of The Fifth International Symposium

on Titanium in Dentistry,５５，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）細

生研 �延世大・歯・理工

１３．Doi, H., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Application of sintered titanium al-

loys to metal denture base－a study of titanium powder sheets for complete denture base－,Proceed-

ings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,６２，２００１．（５th International Sympo-

sium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ８１‐０２４０‐７細形研，分析生研

１４．Kitamura, T., Hattori, M., Hasegawa,K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Corrosion behavior of coupled

dental implant alloys, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,

１０９，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細形研

１５．Ide, K., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : The Influence of fluoride and albu-

min on corrosion resistance of titanium, Proceedings of The Fifth International Symposiumon Titanium

in Dentistry,１１４，２００１．（５th International Symposium on Titanium inDentistry, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細

形研

１６．Abe, T., Hattori, M., Hasegawa, K., Kawada, E., Yoshinari, M., Oda, Y. : Discoloration of titanium induced

by denture cleaner, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,１１５，

２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ００‐０２４０‐１細形研，分析生研

１７．鈴木雅亨�，三穂乙暁�，佐藤 亨�，野坂祐介�，相原一之�，腰原 好�，河田英司，小田 豊：歯冠用硬質

レジンの各研磨面における滑走磨耗についての検討，歯科学報１０１�，５７７，２００１．（第２７１回東京歯科大学
学会例会，千葉市）�補綴�

１８．劉 佳，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：破折歯の接着強度に関する研究 －歯根

象牙質の引張強さと４－META／MMA－TBB系接着性レジンによる接着強さ－，歯科学報１０１�，５７８，
２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９９‐０２４０‐２
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１９．阿部智行，服部雅之，長谷川晃嗣，河田英司，吉成正雄，小田 豊：チタンの変色について －義歯洗浄剤

およびその成分による電気化学的検討－，歯科学報１０１�，５７９，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千
葉市）Ａ００‐０２４０‐１細形研，分析生研

２０．亀山敦史�，天谷哲也�，春山親弘�，瀧澤雅一�，平井義人�，河田英司，小田 豊：Er：YAGレーザー照

射象牙質に対する４－META／MMA－TBBレジンの接着特性，歯科学報１０１�，５８８，２００１．（第２７１回東
京歯科大学学会例会，千葉市）�保存�

２１．服部雅之，阿部智行，高木 亮，長谷川晃嗣，河田英司，小田 豊：歯科鋳造用チタン合金の開発 －Ti－

Cu 系合金について－，歯科材料・器械２０（特別号３８），５０，２００１．（第３８回日本歯科理工学会学術講演会，福

岡市）Ａ９９‐０２４０‐１細形研，分析生研

２２．吉成正雄，今西泰彦，勢島 尚，松本まき子，小田 豊：チタンをコーティングしたカーボンフォームの物

性，歯科材料・器械２０（特別号３８），５１，２００１．（第３８回日本歯科理工学会学術講演会，福岡市）HRC５A１０細形

研，細生研，分析生研

２３．劉 佳，河田英司，小田 豊：破折歯の接着強度に関する研究（第４報）－４－META／MMA－TBB系接着

性レジンによる歯根象牙質の接着強さに与えるサーマルサイクルの影響－，歯科材料・器械２０（特別号

３８），５８，２００１．（第３８回日本歯科理工学会学術講演会，福岡市）Ａ９９‐０２４０‐２細形研，分析生研

２４．松本まき子，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊，侭田浩一�：低カラット金合金の物

性について その２．電気化学的腐食挙動と変色，歯科材料・器械２０（特別号３８），７３，２００１．（第３８回日本

歯科理工学会学術講演会，福岡市）Ａ９５‐０２４０‐１分析生研 ��ジーシー

２５．早川 徹�，吉成正雄，根本君也�：高分子フィルム上での石灰化制御 その１，歯科材料・器械２０（特別号

３８），１１８，２００１．（第３８回日本歯科理工学会学術講演会，福岡市）�日大・松戸歯・理工

２６．吉成正雄，小田 豊，井上 孝�，櫻井善明�，下野正基�：Bisphoshonate を固定したチタンインプラント

の骨反応，日本バイオマテリアル学会大会予稿集，２９，２００１．（第２３回日本バイオマテリアル学会大会，京都

市）HRC９９２C０１細形研，分析生研 実動施設 �臨検査，�病理

２７．早川 徹�，吉成正雄，根本君也�：上皮付着機構を有するチタンインプラント材の開発 その１ トレシルク

ロリドの反応性，日本バイオマテリアル学会大会予稿集，１８６，２００１．（第２３回日本バイオマテリアル学会大

会，京都市）�日大・松戸歯・理工

２８．白岩 昌�，吉成正雄，後藤哲也�，井手貴治�，古谷野潔�，田中輝男�：チタン上における口腔上皮細胞の

初期接着とその後の動態について，第２３回日本バイオマテリアル学会大会予稿集，１８８，２００１．（第２３回日

本バイオマテリアル学会大会，京都市）分析生研 �九大院・口腔機能修復学，�九歯大・解剖�，�九大院・口腔顎

顔面病態学，�九大院・口腔常態制御学

２９．勢島 尚，松本まき子，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：青色高輝度発光ダイオー

ドを用いた光照射器の特性，歯科学報１０１	，６４，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）

３０．服部雅之，松本まき子，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：歯科鋳造用Ti－Cu 系合金の開発，

歯科学報１０１	，９４１，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ９９‐２４０‐１細形研，分析生研
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３１．亀山敦史�，武藤由剛�，津守將充�，杉山節子�，平井義人�，河田英司，小田 豊：樹脂未含浸脱灰象牙質

の再石灰化が in vitro での長期接着性に及ぼす影響，歯科学報１０１�，９４２，２００１．（第２７２回東京歯科大学学
会総会，千葉市）�保存�

３２．久門哲也�，竹内芳美�，河合知彦�，沢田 潔�，吉成正雄：超精密複合マイクロ溝加工，２００１年度精密工学

会秋季大会講演集，２００１．（２００１年度精密工学会秋季大会，東京）細形研，細生研，分析生研 �電気通信大，�

ファナック�

３３．後藤哲哉�，梶原 浩�，吉成正雄，小林 繁�，田中輝男�：カルシウムイオン注入チタン上へのBisphosphonate

固定による骨形成促進作用，北九州医工学術者協会誌，２００１．（第２３回北九州医工学術者会議講演会，北九州

市）細形研，分析生研 �九歯大・解剖�，�九大院・口腔常態

３４．Hayakawa, T.�, Nemoto, K.�, Sakae, T.�, Yoshinari, M. : Calcium phosphate deposition on dentin bonding

agent in electrolyte solution, Proceedings of Int Conference on Dentin/Pulp Complex ２００１，１４０～

１４２，２００１．（Int Confrence on Dentin／Pulp Complex 2001, Kisaradzu,Japan）細形研，分析生研 �日大・松戸歯・

理工，�日大・松戸歯・解剖

３５．Liu, J., Kawada, E., Oda, Y. : Bond strengths of adhesively repaired fracture root, J Dent Res８１（Special

Issue），７１，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego, USA）Ａ９９‐０２４０‐２細形研，分析生研

３６．Hattori, M., Matsumoto, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Development of experimen-

tal Ti－Cu－Cr alloys for dental castings, J Dent Res８１（Special Issue），１７０，２００２．（80 th General Session

of the IADR, SanDiego, USA）Ａ９９‐０２４０‐１ 細形研，分析生研

３７．Yoshinari, M., Seshima, H., Oda, Y.,Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Shimono, M.� : Effect of multi－grooved sur-

faces on fibroblast behavior, J Dent Res８１（Special Issue），３１２，２００２．（８０th General Session of the IADR,

San Diego,USA）HRC５A１０細形研，細生研，分析生研 �臨検査，�病理

３８．Hosoya, Y.�, Kawada, E., Liu, J., Oda, Y., Goto, G.� : Tensile strength of sound primary dentin measured

with TDC Jig, J Dent Res８１（Special Issue），４１５，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego,

USA）�長崎大・歯・小児歯科

３９．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Febrication of an artificial dental root

model by copy grinding, J Dent Res８１（Special Issue），４２９，２００２．（８０th GeneralSession of the IADR, San

Diego, USA）分析生研

４０．石川達也�，下野正基�，小田 豊，佐藤 亨�，村松 敬�，松坂賢一�，三宅菜穂子	，服部雅之，高橋 賢�：

唾液腺房細胞の活性化の機序におよぼすレーザーの影響，平成１３年度東京歯科大学口腔科学研究センター

ワークショップ抄録集，４２～４３，２００２．（平成１３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）HRC５A０３脳科学研細形研，分子生研，細生研 �保存�，�病理，�補綴
，�臨検査，	水病・補綴科

４１．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基�，吉成正雄，山中すみへ�，田崎雅和�，石川達也	，山田 了�，

久保周平�，関根秀志，茂木悦子�，矢島安朝�，石崎 憲�：唾液検査とオーダーメード治療，平成１３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抄録集，５２～５３，２００２．（平成１３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）HRC５A０８細形研，細生研，分析生研，生素研 �臨検査，�病理，�衛

生，�生理，	保存�，�保存
，�小児歯，補綴�，�矯正，�口外�，�補綴�
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４２．吉成正雄，井上 孝�，松坂賢一�，加藤哲男�，平山明彦�，柴原孝彦�，阿部伸一�：唾液タンパク質の吸着

特性を制御した生体新素材の開発，平成１３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抄録

集，５６～５９，２００２．（平成１３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）HRC５A１０細形研，

分子生研，細生研，分析生研，生素研 実動施設 �臨検査，�微生物，�RI 研，�口外�，�解剖

４３．松坂賢一�，吉成正雄，井上 孝�，下野正基�：multi－groove の骨芽細胞様細胞に対する影響，日口腔イ

ンプラント会誌１５�，２６１，２００２．（第２１回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部総会，東京）細形研，細
生研，分析生研 �臨検査，�病理
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嘱託教員
（名誉教授）

９．衛 生 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ９２‐０２６０‐４）

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（Ａ９２‐０２６０‐５）

助 教 授 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針

（Ａ７７‐０２６０‐１，Ａ８６‐０２６０‐１，Ａ８７‐０２６０‐２，Ａ９０‐０２６０‐１）

高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ８７‐０２６０‐３）

助 教 授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（Ａ９１‐０２６０‐１，Ａ９１‐０２６０‐３）

講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ８４‐０２６０‐２）

杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（Ａ８８‐０２６０‐１）

助 手 古賀 寛 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ８７‐０２６０‐３）

大学院生 小関真理子 ドライアイ，ドライマウスと唾液分泌に関する研究（Ａ００‐０２６０‐１）

２．成果の概要

１）フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ８７‐０２６０‐３）

フッ化物の全身的応用である齲蝕予防効果と過剰摂取による歯のフッ素症を防ぐためには一日フッ化物摂

取量を推定しておくことが重要である．本年度は，微量拡散－Ｆイオン電極法によるフッ化物定量法の信頼

性と妥当性を検証するために他の研究機関とのコラッボレーションスタデイを実施した．その結果，灰化を

行わない微量拡散法ではF値の統計的差は認められなかったが，灰化の有無について両法で比較して，そ

の傾向性を把握しておく必要性を認めた．さらに成人を対象として食事献立に基づいたフッ化物の出納実験

を行い，食事献立中フッ化物の再現性を検討した．その結果，４種類の献立の内１種類のみが変動が大き

かったが他の３種類は低位（１１．３～２０．６％）に安定することが認められた．さらに尿中と糞便中フッ化物を

測定することにより，フッ化物の出納とそのリテンションを評価する．

厚生科学研究費補助金：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究，平成１３年度

研究報告書，２２～３６，５７～７０．

２）咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ９２‐０２６０‐４）

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A９２‐０２６０‐５）

本年度は，成人における食品受容状況の主観的評価を用いて食品咀嚼機能を調査票から評価する方法を検

討することを研究目的とした．

本研究は，平成１０年度に千葉市で行われた歯科疾患実態調査結果を用いて行った．対象者は２０歳～６０歳台

までの成人２，４５０名（女性１，２５２名，男性１，１９８名（表１））で，５歳間隔で９群に分けて検討した．３１種の食

品受容状況の調査結果と口腔診査および咬合診査から得られた指標を用いた．３１種の食品について，それぞ

れ１～５のスコアを与えた．食品ごとのスコアを合計（最大値１５５，最小値３１）し，個人の食品受容応答ス

コアとした．男女別に５歳間隔で３，１０，２５，５０，７５％タイル値を計算し，パーセンタイル曲線とその多項

式近似曲線を求めた．対象者を近似曲線での２５％タイル値以上とそれ未満の２群に分け，上記の口腔状態の

指標の比較を行った．

食品受容応答スコアが近似曲線の２５％タイル値未満のものとそれ以上の値の２群間にはDMFT index，

一人平均現在歯数，喪失歯数，健全歯数に男女ともに有意差が認められ，男性の６０歳台の一人平均現在歯数

は２５％タイル以下のものが平均で５歯以上の差であった．一方，歯根面う蝕歯数は男性の３５歳台を除いてす

べての年齢群で有意差を認めなかった．歯周疾患の一人平均有病部位数は男女で３５歳台まではスコアが２５％
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未満のものが高い傾向を示し，男女ともに５０歳台以上では応答スコアが低い者の有病部位数が有意に低かっ

た．また，咬合接触面積，咬合力，最大咬合圧および平均咬合圧についても，応答スコアが低い者で有意に

低かった．重回帰分析の結果によると，男性では４５～５０歳台においては歯数との関連性が強いが，５５歳台で

は歯数よりも咬合診査の結果との関連性がより強く示されていた．女性は歯数よりも咬合診査の結果との関

連性が強かった．

食品受容応答スコアのパーセンタイル曲線は，成人における食品受容状況の自己評価に有用であると考え

られた．食品受容応答スコアが２５％タイル以下の者は，健全歯数ならびに現在歯数が有意に低い値を示すこ

とから，食品の咬合咀嚼機能に何らかの問題をもつものと考えられる．３１種の食品に対する食品応答の問診

票は，成人における咀嚼に関する保健指導を行う際の評価方法として有用であると考えられた．

３）歯科用素材の安全性評価に関する研究（Ａ９１‐０２６０‐１，Ａ９１‐０２６０‐３）

歯科用素材を始めとした歯科用素材の安全性を評価するために，とくに歯科金属によるアレルギー発現の

スクリーニング法を検討している．実験動物による歯科金属の感作性評価法としてマウスやモルモットを用

いた感作性試験を行い，ヒトによるアレルギーのスクリーニング法として，パッチテストとリンパ球刺激試

験，機能検査を行った．マウスによる感作性試験では，水銀は感作し易い金属であるが免疫寛容も引き起こ

しやすいことを示した．またヒトでのリンパ球刺激試験では，クロムやコバルト，金，チタンは，in vivo の

症状発現と有意な関係を示したが，水銀とニッケルはいずれも陽性反応を示し，症状の発現と免疫寛容によ

る抑制の判別ができなかった．さらに in vitro での刺激後にリンパ球の機能検査として，T細胞表面のCD

４＋や CD８＋，インターロイキン－２（IL－２）レセプターの発現や，培養液中の IL－２活性やγ－イン

ターフェロン活性を調べたが，これらは免疫寛容の状態を判別して，ヒトにおけるアレルギー発現をスク

リーニングできる可能性が示された．

口腔衛会誌 ５１，６９～７６，２００１．

Dentistry in Japan ３８，１８７～１９４，２００２．

４）歯根面齲蝕の要因と予防指針（Ａ７７‐０２６０‐１，Ａ８６‐０２６０‐１，Ａ８７‐０２６０‐２，Ａ９０‐０２６０‐１）

本講座では１９９０年以来歯根面齲蝕の疫学的な研究を展開し，その細菌学的なリスク要因，年代別・男女別

の分布，歯周治療後のリスクの増大と Supportive Periodontal Therapy としての予防手段など，多面的な

分析を行ってきた．平成１０年度はこれらの成果を整理する作業とともに，特に歯根面部の齲蝕と齲蝕以外の

要因による欠損にかかわる咬合接蝕状態について分析した．この結果，平均咬合圧と咬合接蝕面積の関与が

示唆されたが，各年齢群に共通する一定の傾向を明確に得ることはできなかった．しかしながら，歯根面部

の齲蝕と齲蝕以外の要因による欠損（くさび状欠損など）に関する疫学的な調査から，その要因が明らかに

異なることを推測した．平成１１年度は歯根面齲蝕に対する予防手段として，フッ化物の応用を中心に研究活

動を展開し，歯周病治療後や補綴処置後の露出歯根面に対するフッ化物の効果を評価した．平成１２年度は

フッ化物応用の総合的評価に関する厚生科学研究の一環として，ライフステージにおけるフッ化物応用の意

義として，歯根面齲蝕の予防を技術的な側面のみならず，社会経済的な面からの分析を行った．平成１３年度

は，引き続き厚生科学研究の中で，本学補綴第１講座とともにフッ化物バーニッシュの臨床応用によるオー

バーデンチャーの支台歯の維持に関する臨床評価を開始した．また，フッ化物応用のガイドラインとマニュ

アルを成人・老年者の視点からまとめた．

J Dent Res ７８，１１１４，１９９９．

５）歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ８４‐０２６０‐２）

歯科治療では，歯牙切削や超音波スケーリング時に血液，唾液を伴ったエアロゾルが飛散する作業環境の

特殊性からみて，他の医療施設に比べて歯科診療室内の空気清浄度は低いことが予想された．しかし，現在

のところ，歯科診療室も含め一般診療室における空気清浄度を評価する際に必要な「空中浮遊菌測定方法」

ならびに「基準」は明確ではない．
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

松久保 隆 フッ化物，唾液および糖アル
コールによる in vivo および
in vitro における動的再石灰
化に関する研究

ソウル大学歯学部 韓国 Dai－il Paik

山中すみへ 医薬品等の安全性確保の基礎
となる研究

国立医薬品衛生研究所・
安全性生物試験研究セン
ター

東京 川崎 靖

山中すみへ 危険物の国際基準策定に関す
る調査研究

日本海事検定協会 東京 八十川 欣勇

眞木 吉信 歯科衛生士の養成教育３年制
カリキュラムの作成

朝日大学歯学部 岐阜県 可児 徳子

眞木 吉信 歯根面齲蝕の疫学，病因およ
び予防手段

イエテボリ大学歯学部ハ
ルムシュタッド総合病院

スウェーデン Dowen Birk-
hed

そこで，歯科診療室内の空中浮遊菌の存在状態を経過時間ごとに計測が可能なサンプリング装置を開発

し，歯科臨床における診療室内の空気清浄度を詳細に調査する事が可能となった．またモデル実験および臨

床での作業に伴う発塵と空中浮遊菌の存在状態を調査した結果，歯科診療室内の環境気中に浮遊する口腔レ

ンサ球菌は，口腔内由来で存在し，空気清浄度の指標となる事が示された．本研究ではその指標を用い，診

療室内環境汚染の対策として，すでに市販されている歯科用空気清浄装置および各種の空気清浄機の効果に

ついても検討する．それらの結果を総合して，歯科診療室における空気清浄度の指針を提案すると共に実践

的な診療室内汚染の対策について検討した．現在までに実施してきた実験データを基に空気清浄度の基準値

を算出した．歯科医院の診療室内における空中浮遊菌の種類とその割合と経時的変動のデータを総合的に解

析した結果を空気感染の発生危険度として表現すると，空気中細菌濃度（Ｃ）の時間積分が被曝量：Ｄ

（ｔ）＝∫C（dt）となり，空中浮遊菌の経時的変動を測定することが必要であることが示された．

６）老年者の歯科保健に関する研究（Ａ８８‐０２６０‐１）

平成１２年４月から施行された介護保険制度においては，歯科医学の果たす役割についての明確な位置付け

がなされていないのが現状である．そこで口腔保健ケア状況についてのこれまでの調査研究を踏まえて，そ

れらから示される介護保険制度における口腔保健ケアの今後の課題と方策についての考察を行った．

要介護高齢者についての口腔保健ケアのニーズは高いが，要介護者自身やその介護者の口腔保健ケアに関

する情報が不足しているのが現状である．その問題を解決する為に必要な�専門領域別の分類，�口腔アセ
スメント作成の為の口腔保健指標の開発，�口腔介護用品の開発と評価，及び�地域における連携システム
の確立の必要性が挙げられる．

口腔保健ケアについては，医療職・看護職・介護職の分担で進めて行く必要があり，専門領域別の口腔保

健ケア分類を事前に作成する必要から，今回その試案を作成した．また介護保険の現場において口腔保健ケ

アのアセスメントを行うためには，咀嚼能力や摂食・嚥下などの評価の必要性が挙げられ，今後介護現場で

必要な口腔指標について考察した．さらに，口腔介護用品については情報提供を目的としたマニュアルの作

成や有効性と為害性の評価が必要であり，その条件や評価のための課題について解説した．最後に連携シス

テムでは地域における組織づくり，医師会やケアマネジャーとの連携が挙げられ，実践的役割を果たす歯科

衛生士の立場を明確にしておく必要性から今後の連携システムでの問題点や課題についての考察を行った．

日歯医学会誌 ２１，６８～７３，２００２．

３．学外共同研究
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

眞木 吉信 乳幼児における至適フッ化物
摂取量の評価

チェンマイ大学歯学部 タイ Chalerm
Pong Chittai-
song

眞木 吉信 精神障害者施設における口腔
ケアの支援

昭和大学歯学部口腔衛生
厚木保健福祉事務所 相
州病院

東京
厚木市

向井 美惠
渡辺 晃子

眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学，歯学部 ミャンマー

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

高江洲義矩 歯科疾患の予防技術治療評価に関するフッ化物応用の総合
的研究

厚生科研費医療技術評価総合
研究事業

松久保 隆 咬合・咀嚼機能の維持増進を目指した新しい成人歯科健診
システム

科学研究費・基盤（Ｂ）

山中すみへ 歯科用金属によるアレルギー発現のスクリーニングに関す
る研究

科学研究費・基盤（Ｃ）

古賀 寛 微量拡散法による食品中フッ化物濃度の分析指針に関する
研究

科学研究費・基盤（Ｃ）

杉原 直樹 介護保険制度における口腔ケアサービス体制に関する調査
研究

平成１２年度日本歯科医学会総
合研究推進費

眞木 吉信 精神障害者の口腔環境の実態とその対応 日本障害者歯科学会（宿題研
究委託）

須山 祐之 老人医療施設ならびに介護施設における臭気の除去法に関
する研究

平成１３年度財団法人フランス
ベッド・メディカルホームケ
ア研究・事業助成

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

眞木 吉信 ２００１．７．１９ 歯根面齲蝕の動向 第１８期日本学術会議・齲蝕学・
歯周病学 研連シンポジウム

東京

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

眞木 吉信 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

杉原 直樹 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市

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

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ワークショップ等
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論 文

１．鏡 宣昭，高江洲義矩：歯科保健にかかわる養護教諭の役割についてのDelphai 法による評価，口腔衛会誌

５０�，３１～３９，２０００．原著 平成１１年度分

２．友利隆俊，古賀 寛，眞木吉信，高江洲義矩：乳児用食品中フッ化物分析と一日フッ化物摂取量の推定，口

腔衛会誌５１�，１５６～１６７，２００１．原著

３．長坂 斉：低周波領域における聴力と咀嚼部位との関係，日全身咬合会誌 ８�，７３～８１，２００１．原著

４．長坂 斉：歯科処置によって変動する聴力値とオージオグラムの変化パターン，日全身咬合会誌 ８�，８２
～９０，２００１．原著

５．長坂 斉，松久保 隆，高江洲義矩，小林義昌，佐藤 亨�，石川達也�：歯科処置および左右均等噛み指導

による聴力の変化と均衡化，日全身咬合会誌 ８�，９１～９７，２００１．原著 �補綴�，�保存�

６．Sano, H.�, Shibazaki, K.�, Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Comparison of the acyivity of four chitosan deriva-

tives in reducing initialadherence of oral bacteria onto tooth surfaces, Bull Tokyo Dent Coll４２�，２４３～
２４９，２００１．原著 �Oral－Care Research Laboratories, Lion Corporation

７．Sano, H.�, Shibazaki, K.�, Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Effect of rinsing with phosphorylated chitosan on

four－day plaque regrowth,Bull Tokyo Dent Coll４２�，２５１～２５６，２００１．原著 �Oral－Care Research Labo-
ratories, Lion Corporation

８．古賀 寛，眞木吉信，松久保 隆，高江洲義矩：市販フッ化物洗口剤使用後のエナメル質および歯根面への

Fluoride Uptake の in vitro における検討，口腔衛会誌５２�，２８～３５，２００２．原著

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

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

長田 斎
：介護保険制度における口腔保健ケア・サービス体制に関する調査研究，日歯医会誌２１，６８～

７３，２００２．原著 �市病・オーラルメディシン，�歯麻，�東北大・大学院・加齢歯科，�東北大・大学院・顎口腔

機能解析，�鶴見大・歯・高齢者歯科，�新潟大・歯・保存�，	東京都多摩老人医療センター，口外，
杉並区保

健福祉部

１０．Yamanaka, S. : Metal allergy and itsscreening methods associated with dental practice, Dentistry in Japan

３８，１８７～１９４，２００２．原著 Ａ９１‐０２６０‐１，Ａ９１‐０２６０‐３生素研

解 説

１．眞木吉信：根面齲蝕の病因に関する疫学と予防指針，デンタルダイヤモンド２６�，３４～４０，２００１．

２．眞木吉信：カリエスリスクテストでむし歯予防，母推さん（母子保健推進員だより）８５，４，２００１．

３．眞木吉信：成人・老年者へのフッ化物応答とその意義 ―歯根面齲蝕の予防手段としてのフッ化物応用とそ

の効果を中心に―，歯界展望９８，６１７～６２２，２００１．
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４．眞木吉信：シーラントとカリオロジー －シーラントの機能を理解するために－，DE１４０，２９～３２，２００１．

５．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，日歯評論６１�，１３３～１４１，
２００２．�補綴�，�保存�

単 行 図 書

１．石川達也�監訳，下野正基�監訳，井上 孝�，安彦善裕�，松久保 隆：共訳：クリティカルに考える，クイ

ンテッセンス出版�，東京，２００１．�保存�，�病理，�臨検査，�北医療大・歯・病理

２．高江洲義矩監訳，飯島洋一�，稲葉大輔�，岡本 浩�，川口陽子�，高江洲義矩，白田チヨ�，花田信弘	，

眞木吉信，松久保 隆，宮崎秀夫
，米山武義�：共訳：リスクに応じた予防歯科学：入門，クインテッセ

ンス出版�，東京，２００１．脳科学研 �長崎大・歯・予防歯科，�岩手医大・歯・予防歯科，�奥羽大・歯・保存
�，�東医歯大・大学院・健康推進歯学，�東京都中野区北部保健福祉相談所，	国立感染症研究所口腔科学部，


新潟大・大学院・口腔健康科学，�広島大・大学院・口腔機能修復

３．松久保 隆，吉野浩一：著分担：８０２０地域歯科保健活動の現場から 成人（職域）歯科保健における口腔
保健指標２６５～２７３頁，ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，２００１．

４．眞木吉信：著分担：予防歯科・成功への道 －ライフステージから捉えたアプローチ ６ 高齢者（６０歳～）
歯根面齲蝕の予防とその意義１０２～１０５頁，デンタルダイヤモンド社，東京，２００１．

５．眞木吉信：著分担：クインテッセンスYEAR BOOK ２００１カリエス・リスク１６７頁，�カリエス・リス
ク・テスト１６７～１６８頁，�フッ化物洗口剤１６８～１６９頁，�非齲蝕誘発性甘味料１７０～１７１頁，�キシリ
トール１７１～１７２頁，�CPP－ACP１７３頁，�初期齲蝕の診断法１７４～１７５頁，�Minimal Intervention Den-
tistry １７６～１７７頁，クインテッセンス出版�，東京，２００１．

６．高江洲義矩 監修，眞木吉信，杉原直樹：著分担：一目でわかる口腔保健統計グラフ，一世印刷�，東京，
２００１．

７．眞木吉信：著分担：フロリデーション問答集，代創，新潟，２００１．

プロシーディングス

１．Koga, H., Maki, Y., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Fluoride uptake to root surface with fluoride mouthrinses

in vitro , Cariology Today ２，３７～４６，２００２．（２nd Workshop of Cariology Today inJapan, Tokyo）

調 査 報 告

１．眞木吉信協力編集：精神障害者施設における痴呆老年者を対象とした口腔保健ケアの支援 －痴呆性老人へ

の口腔ケア支援事業報告書－，神奈川県厚木保健福祉事務所，２００２．

２．高江洲義矩編集，眞木吉信編集：う蝕予防のためのフッ化物洗口実施要領，厚生科学研究「フッ化物応用に

関する総合的研究」班，２００２．

３．高江洲義矩，松久保 隆，石川達也�：平成１２年度老年歯科医学研究所報告書 偏位性咀嚼習癖に起因する
聴力障害４３～４６頁，�老年歯科医学研究所，２００２．脳科学研 �保存�
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そ の 他

１．高江洲義矩，田中 栄�，西牟田 守�，中村修一�，筒井昭仁�，佐藤 勉�，佐久間汐子�，中村宗達�，

古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（Ｈ１２－医療－００３）Project

－１フッ化物の適正摂取量（AI）の推定と水道水フッ化物添加の技術的安全性の検討，厚生科学研究費補

助金（医療技術評価総合研究事業）平成１２年度研究報告書，９～１０５，２００１．�東大・医・整形外科，�国立健

康・栄養研究所健康増進部，�九州歯大・生理学，�福岡歯大・予防歯科，�日歯大・衛生学，�新潟大・歯・予防

歯科，�静岡県健康福祉部健康増進室

２．高江洲義矩，眞木吉信，古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（Ｈ

１２－医療－００３），厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１２年度総括研究報告書，２００１．

３．中垣晴男�，可児徳子�，荒川浩久�，飯島洋一�，稲葉大輔�，眞木吉信，八木 稔�：歯科疾患の予防技術・

治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（Ｈ１２－医療－００３）Project－２フッ化物の予防技術の検討と

開発，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１２年度研究報告書，１０７～２１９，２００１．�愛

知学院大・歯・口腔衛生，�朝日大・歯・社会口腔保健，�神奈川歯大・口腔衛生，�長崎大・歯・予防歯科，�岩

手医大・歯・予防歯科，�新潟大・歯・予防歯科

４．山中すみへ：質疑応答「義歯に用いられるコバルト・クロム合金の生体影響」，日本医事新報（４０２６），

１１２，２００１．Ａ９１‐０２６０‐１

５．Yamanaka, S. : New approach to the assesment of acute systemic toxicity－Screening assessment of acute

toxicity of chemicals by using cultures cell lines : with special reference to cytotoxicity andinduction of

apoptosis, Alternatives toAnimal Testing and Experimentation ７，１１５～１１６，２００１．Ａ９１‐０２６０‐３生素研

６．山中すみへ：危険物の国際基準策定に関する調査研究，平成１３年度報告書，日本海事検定協会，２００１．生素研

７．松久保 隆，兼平 孝�，石井拓男�：保育園児の父母における齲蝕に関係する食品表示の意識調査，平成１３

年度厚生科学研究費補助金 医療技術評価総合研究事業低・非・抗う蝕性食品の検定評価法の確立とその

応用・普及に関する研究（Ｈ１２－医療－００５）平成１３年度総括分担研究報告書，１９～２０，２００２．�北大・歯・

保存，�社会歯

８．古賀 寛，眞木吉信，高江洲義矩：微量拡散法による食品中フッ化物濃度の分析指針に関する検討，科学研

究費補助金基盤研究Ｃ２ 平成１１年～１３年度科学研究費補助金研究成果報告書１１６７２０５９，２００２．

９．松久保 隆，平井義人�，佐藤 亨�，田崎雅和�，高木多加志�，杉原直樹：咬合・咀嚼機能の維持増進を目

指した新しい成人歯科健診システム（課題番号：１０４７０４５２），平成１０年度～１３年度科学研究費補助金基盤研

究�� 研究成果報告書，２００２．�保存	，�補綴
，�生理，�口外�

１０．Koseki, M. : Measurement of salivaryflow rate and treatment of dry mouth byautologous serum applica-

tion, The５th Young Researchers Meeting for Diagnosis and Recovery of function in Salivary Gland,

２００２．

１１．山中すみへ：歯科用金属によるアレルギー発現のスクリーニングに関する研究，平成１１年度～平成１３年度科

学研究費補助金基盤研究�� 研究成果報告書，２００２．Ａ９１‐０２６０‐１生素研
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１２．可児徳子�，矢尾和彦�，松井恭平�，眞木吉信，嶋野浪江�，合場千佳子�，松田裕子�：今後の歯科衛生士に

対する養成方策に関する総合的研究，平成１２年度厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）事業

実績報告書，２００２．�朝日大・歯・社会口腔保健，�大阪歯大・歯科衛生士専門学校，�千葉県立衛生短期大学，

�湘南短大，�日歯大・附属歯科専門学校，�鶴見大・短期大学部

学 会 抄 録

１．鈴木啓介，野村登志夫，山中すみへ，高江洲義矩：成人における欠損歯列状況と食生活状況との関連性につ

いて，日衛誌５６�，１６７，２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）Ａ９４‐０２６０‐１生素研

２．石川博美�，冨田友美子�，山中すみへ：Manuka に含まれる脂肪酸およびステロール成分，日衛誌５６�，
２９７，２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）Ａ９１‐０２６０‐３�文教大学・教育，�生化学

３．山中すみへ，太田 薫，野村登志夫，高江洲義矩：ヒト・リンパ球 in vitro 抗原刺激による活性変化，日衛

誌５６�，３４９，２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）Ａ９１‐０２６０‐１生素研，生素研

４．野村登志夫，山中すみへ，鈴木啓介，高江洲義矩：若年者の踵骨骨密度と関連因子，日衛誌５６�，４１７，
２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）

５．須山祐之，村松 淳�，高久 悟�，山田裕司�，中根偕夫�，青木正人�，岩崎孝仁�，岩崎元晴�：歯科診療

室におけるバイオエアロゾルによる環境汚染とその対策（Part３），第１９回空気清浄とコンタミネーション

コントロール研究大会予稿集，３０９～３１１，２００１．（第１９回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大

会，東京）Ａ８４‐０２６０‐１�水病・麻酔科，�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�放射線医学研究所，�日大・生産

工・電気工，��北里環境科学センター，��ダイレクトジャパン

６．須山祐之，高橋義一�，村松 淳�，高久 悟�，大川由一�，小林美香�：歯科診療室における空中浮遊菌の

低減に関する検討（その２），日歯医療管理会誌３６�，８８～８９，２００１．（第４２回日本歯科医療管理学会総会・
学術大会，大阪市）Ａ８４‐０２６０‐１�社会歯，�水病・麻酔科，�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�千葉県立衛生短

大・歯科衛生，�東京都

７．松久保隆：唾液検査から何がわかるか，日補綴歯会誌４５（１０５回特別号），２６，２００１．（第１０５回日本補綴歯科学

会学術大会，東京）

８．Maki, Y., Koseki, M., Sugihara, N., Takaesu, Y., Mukai, Y.�, Ohtsuka, Y.�, Watanabe, K.�, Kitahara, M.� :

Oralhealth status and eating functional disorder in Japanese elderly with dementia, J Dent Res８０（Spe-

cial Issue），５９５，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）�昭和大・口腔衛生，�神奈川県

９．Koga, H., Maki, Y., Takaesu, Y. : Daily fluoride intakes during children in non fluoridated area, J Dent Res

８０（Special Issue），６１２，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）

１０．Koseki, M., Maki, Y., Takaesu, Y. : The measurements of salivary flow rates of dry eye patients, J Dent

Res８０（Special Issue），６１７，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba,Japan）

１１．Suyama, Y., Muramatsu, J.�, Takaku, S.�, Ohkawa, Y.�, Takahashi, Y.� : Proposal of the control standard-

sof aircleanliness in dental clinics, J Dent Res.８０（Special Issue），６２１，２００１．（IADR７９th General Session

&Exhibition, Chiba,Japan）�水病・麻酔科，�埼玉大・短大部・歯科衛生，�千葉県立衛生短大・歯科衛生，�社会歯
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１２．Yamanaka, S., Nomura, T., Oota, K., Takaesu, Y. : Screening method for allergy associated with dental

metals, J DentRes８０（Special Issue），６６４，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９１

‐０２６０‐１

１３．Sugihara, N., Maki, Y., Takaesu, Y.,Kurokawa, A.�, Tsuchiya, S.�, Musha, Y.� : A cohort study of coronal

and root caries incidence in adults, J Dent Res８０（Special Issue），６７５，２００１．（IADR７９th General Session

& Exhibition, Chiba, Japan）��ライオン歯科衛生研究所

１４．Matsukubo, T., Kobayashi, Y., Satou,T.�, Nagasaka, H., Yumoto,M.�, Takaesu, Y., Ishikawa, T.� : Quantita-

tive detemination of audiory evoked response by means of whole－scalp 306－channel magnetoen-

cephalography, J Dent Res８０（Special Issue），７３４，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Ja-

pan）脳科学研 �補綴�，�東大，脳科学研究施設・客員教授，�保存�

１５．Fukai, K., Maki, Y., Sugihara, N., Takaesu, Y. : Choice of dental provider in relation to patient satisfaction,

J Dent Res８０（Special Issue），７６１，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）

１６．馬場里奈�，古川真由�，合原 愛�，伊多波怜子�，竹下陽子�，岩崎美和�，藤平弘子�，蔵本千夏�，

森崎重規�，森本光明�，山根源之�，今井光枝，小関真理子，杉原直樹，眞木吉信，松久保 隆，

宮越 敬�，冨永英一郎�，黒島正子�，佐久間雄一�，赤星晃一�，兼子 智�，郡山 智�，田邊清男�：妊

婦の口腔内所見と低体重児早産の関連，歯科学報１０１�，５７０，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉
市）�市病・オーラルメディシン，�市病・産婦人科

１７．須山祐之，高橋義一�，村松 淳�，高久 悟�，大川由一�，小林美香	：歯科医療施設での空気感染に対す

る実践的な感染対策（その１），口腔衛会誌５１�，４５６～４５７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋
市）�社会歯，�水病・麻酔科，�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�千葉県立衛生短大・歯科衛生，	東京都

１８．石田 瞭�，
島弘之�，向井美惠�，大塚義顕�，小関真理子，杉原直樹，眞木吉信，渡辺晃子�，

堀 正子�，飯澤智子�，北原 稔�，中川律子	：精神障害者施設における口腔ケア支援 ５．精神障害者（成

人）の摂食・嚥下機能の実態，口腔衛会誌５１�，４６８～４６９，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会総会， 名古屋

市）�昭和大・歯・口腔衛生，�国立療養所千葉東病院歯科，�神奈川県厚木福祉保健事務所，�神奈川県秦野保健

福祉事務所，	神奈川県歯科衛生士会

１９．眞木吉信，小関真理子，杉原直樹，石田 瞭�，
島弘之�，向井美惠�，大塚義顕�，渡辺晃子�，

堀 正子�，飯澤智子�，北原 稔�，中川律子	：精神障害者施設における口腔ケア支援 ６．精神障害者（成

人）の口腔環境，口腔衛会誌５１�，４７０～４７１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会総会，名古屋市）�昭和大・
歯・口腔衛生，�国立療養所千葉東病院歯科，�神奈川県厚木福祉保健事務所，�神奈川県秦野保健福祉事務所，

	神奈川県歯科衛生士会

２０．深井穫博，眞木吉信，高江洲義矩：歯科衛生士学校新入生の口腔保健にかかわる認知と行動，口腔衛生会誌

５１�，４８２～４８３，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）

２１．鈴木啓介，野村登志夫，山中すみへ，松久保 隆：歯列の欠損状況と食生活および骨密度との関連性，口腔

衛会誌５１�，５００～５０１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会総会，名古屋市）Ａ９４‐０２６０‐１生素研
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２２．古賀 寛，眞木吉信，松久保 隆，高江洲義矩：１歳～９歳児までの一日フッ化物摂取量（DFls）の評価試

案 －market－basket 方式による評価－，口腔衛会誌５１�，５３２～５３３，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・
総会，名古屋市）

２３．山中すみへ，太田 薫，野村登志夫：歯科用金属によるアレルギー発現とリンパ球刺激反応，口腔衛会誌

５１�，５６０～５６１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）Ａ９１‐０２６０‐１生素研

２４．野村登志夫，山中すみへ，太田 薫：歯科用消毒剤の細胞毒性評価，口腔衛会誌５１�，５６２～５６３，２００１．（第
５０回日本口腔衛生学会総会，名古屋市）Ａ９１‐０２６０‐３生素研

２５．松本優子�，小林諭美子�，山内幸司�，岡田淳一�，松久保 隆：モノクローナル抗体を応用した S. mutans

の迅速検出キットにおける検出力の評価，口腔衛会誌５１�，６０４～６０５，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・
総会，名古屋市）��ジーシー，�東京都

２６．小林義昌，兼平 孝�，櫻井みわ，小林佳代�，大久保留加�，森田 学�，松久保 隆，石井拓男�：齲蝕に

関係する食品表示の意識調査，口腔衛会誌５１�，６１８～６１９，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋
市）�北大・大学院・口腔健康科学，�東京都，�社会歯

２７．小山安徳�，青野正宏�，中澤玲子�，龍崎直仁�，松久保 隆：職域における歯科保健活動に関する評価方法

について，口腔衛生会誌５１�，６６０～６６１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�三井生命保険
（相）歯科診療所

２８．杉原直樹，眞木吉信，松久保 隆，中澤 章�，黒川亜紀子�，武者良憲�：日本人成人集団における口腔内

にみられる骨隆起の発現状況，口腔衛会誌５１�，６６６～６６７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋
市）�東京都，��ライオン歯科衛生研究所

２９．吉野浩一�，松久保 隆，高江洲義矩：成人歯科検診にみられる乳歯残存の実態，口腔衛会誌５１�，６７０～
６７１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）脳科学研 �横浜銀行健康管理センター

３０．小関真理子，眞木吉信，松久保 隆：ドライアイの症状を伴う眼科疾患患者の唾液分泌速度と口腔カンジダ

菌の検出，口腔衛会誌５１�，６８０～６８１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会，名古屋市）

３１．渡辺晃子�，北原 稔�，堀 正子�，飯沢智子�，橋本久美子�，石田 瞭�，�島弘之�，向井美惠�，

眞木吉信，杉原直樹，小関真理子，中川律子�，大塚義顕	：精神障害者施設における口腔ケア支援 ４．

精神病棟患者の状況，口腔衛生会誌５１�，６８６～６８７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会総会，名古屋市）�神
奈川県厚木福祉保健事務所，�神奈川県秦野保健福祉事務所，�神奈川県茅ヶ崎福祉保健事務所，�昭和大・歯・口

腔衛生，�神奈川県歯科衛生士会，	国立療養所千葉東病院歯科

３２．松久保 隆，小林義昌，佐藤 亨�，長坂 斉，古賀 寛，高江洲義矩，石川達也�：筋マニュピレーション

の聴覚応答に与える影響，口腔衛会誌５１�，６８８～６８９，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）
脳科学研 �補綴
，�保存�

３３．今井光枝，小関真理子，眞木吉信，松久保 隆：Mutans streptococci と Lactobacilli の菌数測定試験キット

の比較検討，口腔衛会誌５１�，７１８～７１９，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）

―７８―



３４．櫻井みわ，多田章夫�，杉原直樹，眞木吉信，松久保 隆：成人における食品咀嚼機能の主観的評価と口腔

状態の関連，口腔衛会誌５１�，７４４～７４５，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�千葉市保健所

３５．黒川亜紀子�，土屋維男�，武者良憲�，小関真理子，杉原直樹，眞木吉信：産業歯科検診事業における齲蝕

発病性の追跡調査３－２０歳代男女の１年後・５年後のセミコホート調査，口腔衛会誌５１�，７４６～
７４７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）��ライオン歯科衛生研究所

３６．Koga, H., Maki, Y., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Estimation of mean daily fluoride intake in Japan,２４th

World Conference of the ISFR Program and Abstract,２２，２００１．（International Fluoride Research（ISFR)

２４th Meeting, Ohtsu, Shiga, Japan）

３７．長坂 斉，松久保 隆，佐藤 亨�，小林義昌，高江洲義矩，石川達也�：歯科処置に関連して変動する聴力

値，第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４４，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，

千葉市）�補綴�，�保存�

３８．松久保 隆，佐藤 亨�，小林義昌，長坂 斉，石川達也�：筋・筋膜マニュピレーションの聴覚応答に与え

る影響，第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４５，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大

会，千葉市）脳科学研 �補綴�，�保存�

３９．小林義昌，松久保 隆，長坂 斉，佐藤 亨�，石川達也�：聴力と喪失歯との関係，第１１回日本全身咬合学

会学術大会プログラム・抄録集，４６，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）脳科学研 �補綴�，

（�保存�

４０．眞木吉信，小関真理子，杉原直樹，高江洲義矩，大塚義顕�，向井美惠�，渡辺晃子�，北原 稔�：痴呆老年

者における口腔環境の変化と口腔カンジダ菌検出の推移，老年歯医１６�，４１３～４１４，２００１．（第１２回日本
老年歯科医学会大会，大阪市）�昭和大・歯・口腔衛生，�神奈川県

４１．伊藤 卓�，白鳥 修�，松岡秀明�，喜多詰規雄�，地主明弘�，土田和由�，篁 一則�，衣松勍生�，

横山世明�，宍倉邦明�，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

における在宅要介護高齢者歯科診療事業定点・訪問両方式の現状，老年歯医１６�，４３９～４４０，２００１．（第
１２回日本老年歯科医学会大会，大阪市）�千葉市歯科医師会，�歯麻

４２．松久保 隆，佐藤 亨�，長坂 斉，古賀 寛，小林義昌，湯本真人�，高江洲義矩，石川達也�：プロジェ

クト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？－ ２．第一次聴覚野応

答の測定方法の検討，歯科学報１０２�，１５４～１５６，２００２．（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，千葉市）脳科学研 �補綴�，�脳科学研究施設・客員教授，�保存�

４３．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，ピケロカティウスカ�：

口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素材の開発，歯科学報１０２�，１７８～１８３，２００２．（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，千葉市）HRC９９２C０１，Ａ９１‐０２６０‐１生素研 �理工，�病理，�

法歯，�超微構造，	微生物，
生理，�RI 研，�保存�，口外�，�口外�，�解剖，�市病・整外科，�補綴

�，�補綴�

―７９―



４４．阿部伸一�，渡邊 裕�，時岡孝寛�，佐藤 亨�，田崎雅和�，松久保 隆，山根源之�，井出吉信�，

山田好秋�，下野正基�，石川達也�：脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索，歯科学報１０２�，１８７～
１８９，２００２．（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，千葉市）HRC３A０１脳科学研 �解

剖，�市病・オーラルメディシン，�補綴�，�生理，�新潟，�病理，�保存	

４５．松久保 隆，佐藤 亨�，長坂 斉，古賀 寛，湯本真人�，高江洲義矩，石川達也�：咀嚼筋位・咬合位・

顎関節頭位の変化と聴覚野応答，歯科学報１０２�，２００～２０１，２００２．（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，千葉市）HRC３A１０脳科学研 �補綴�，�脳科学研究施設・客員教授，�保存	

４６．佐藤 亨�，石川達也�，高江洲義矩，湯本真人�，松久保 隆，腰原 好�，長坂 斉：咀嚼習癖と聴力変化

との関連性について，歯科学報１０２�，２０１～２０２，２００２．（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，千葉市）HRC３A１１脳科学研 �補綴�，�保存	，�脳科学研究施設・客員教授

―８０―



１０．法 歯 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 水口 清 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）

講 師 橋本 正次 顔面頭蓋のビデオスーパーインポーズ法に関する研究（Ａ８５‐０３００‐４）

花岡 洋一 硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ９０‐０３００‐１０）

助 手 羽賀 俊明 唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）

大学院生 宇津野 創 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

丸山 澄 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

野中 育 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

野平 千鶴 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

２．成果の概要

１）Ｙ染色体多型DYS３９０の塩基配列多型検出と非ヒト霊長類との比較（Ａ９３‐０３００‐１１）

２０６人の男性および２８頭の非ヒト霊長類の試料を用いてDYS３９０ locus の塩基配列の多型を調査した．１００

例のヒトのDYS３９０ locus の塩基配列を決定したところ，（CTGT）ｍ（CTAT）ｎの繰り返しmotif のｍおよ

び nの繰り返し数に個人的変異が存在し，１１型に分類された．これらを SSCP 法により比較したところ，

総ての型を識別することができた．そこでさらに１０６例の資料を SSCP 法により型判定し，allele 頻度を算出

したところ，gene diversity は８０．８％となり，Y－STRではDYS３８５に次いで変異の度合いが高かった．ま

た他人種のデータと比較したところ，繰り返し数には人種差が認められ，人種比較に応用可能と考えられ

た．非ヒト霊長類の検査では，類人猿のチンパンジーとオランウータンの雄に類似の座位が存在したが，ゴ

リラからは増幅されなかった．特にオランウータンにはこの座位を持つものと持たないものが存在し，この

座位を持つものがチンパンジーに分岐し，持たないものがゴリラに分岐したものと考えられた．

DNA多型 ９，２３０～２３３，２００１．

２）ディジタルＸ線撮影装置を用いた個人識別（Ａ９４‐０３００‐１３）

ディジタルＸ線撮影装置（Compuray）を法歯学実際面の事例に応用した．本装置は持ち運びが簡単で，

Ｘ線の被爆量が少なく，画像が見えるまでの時間が短く，取り直しが容易なところから，法歯学的な検査の

際に実際の現場に持ち込み，迅速に検査をできる，極めて重要な利点がある．さらに生前に撮影されたフィ

ルムとの比較に関しても，拡大精査が容易で，遠隔地への画像転送，資料保存などについてもアナログ写真

に勝る便利さを持つ．

J Forens Odonto－Stomato １９，２２～２５，２００１．

３）法歯学的検査における口腔内CCDカメラの有用性（Ａ９４‐０３００‐１３）

口腔内CCDカメラを法歯学的検査に応用した．本装置は口の開けにくい遺体の検査や，充分な照明が得

られない様な場面で有用性が高いと考えられた．口腔内CCDカメラにより撮影された画像と，通常の口腔

内写真と比較したところ，齲蝕，歯牙の変色，歯冠色修復などの検査については注意が必要であった．本装

置の画像もディジタル化されているため，画像転送，資料保存に関する利点が有る．

Legal Med ４，４０～４６，２００１．

―８１―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

水口 清 シスタチンの分子生物学的・
機能的研究

日本歯科大学新潟歯学
部・口腔生化学

新潟市 斎藤 英一

水口 清 唾液塩基性プロリンリッチプ
ロテインの個人的変異に関す
る研究

Department of Bioche-
mistry

Toronto，Canada Anders Ben-
nick

花岡 洋一 デジタル機器の身元確認への
応用

杏林大学医学部法医学教
室

三鷹市 佐藤 喜宣

水口 清 非ヒト霊長類のDNA多型 京都大学霊長類研究所 犬山市 竹中 修

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

花岡 洋一 歯科補綴物をDNA源とした新しい個人識別法の開発 科学研究費・基盤（Ｃ）

水口 清 DNA多型を用いた歯科法医学的個人識別における実用度
の高い検査法の開発

科学研究費・基盤（Ｃ）

水口 清 唾液腺特異的なタンパクの組織発現の解析 大学院高度化推進特別経費研
究

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

花岡 洋一 ２００１．８．２５ 全国組織化への展望と提言 第６回全国警察歯科フォーラ
ム

東京

４）唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）

Cystatin gene family に関連する SAC１ RFLP を見いだした．多型部位はCST２座位の３’側０．９kbに存在

し，CST１の exon２ probe を用いたサザン法により，３．５kbと８．３kbのバンドを有する allele に分類され

た．８６人の検査でそれぞれの allele 頻度は０．３２６，０．６７４と算出された．この多型はすでに我々が報告した，

CST２の唾液タンパクの多型と相関していなかった．

Bull Tokyo Dent Coll ４３，４１～４４，２００２．

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

オーガナイザー

―８２―



講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

水口 清 ２００１．８．１０ Forensic Odontology and its ap-
plication to human identifyica-
tion

台湾法医学会第三季法医科
学学術検討会

台北

水口 清 ２００１．８．１２ The update of Forensic Odontology
The prospective of Forensic Odonto-
logy

歯科法医学現在及び未来の
応用検討会

台北

花岡 洋一 ２００２．２．２４ 歯科的個人識別の落とし穴と新技
術

日本歯科大学交友会学術
フォーラム２００２

東京

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

花岡 洋一 ２００１．７．１ 歯科的個人識別の最前線
―落とし穴と最新技術

石川県歯科医師会平成
１３年度第１回学術講演
会

金沢市

花岡 洋一 ２００１．７．２７ 新世紀の法歯学―その落
とし穴と新技術―

長野県警察協力歯科医
会総会

長野市

花岡 洋一 ２００１．９．５ 歯科的個人識別―その落
とし穴と最先端技術―

平成１３年度航空自衛隊
歯科医官等集合訓練

入間市 集合訓練特
別講師

花岡 洋一 ２００１．９．６ 大規模災害時における身元
確認について

埼玉県歯科医師会身元
確認班研修会

さいたま
市

花岡 洋一 ２００１．１０．１ 歯科的個人識別の実際―
現場でうろたえないために
も―

更級歯科医師会平成１３
年度第３回学術講演会

長野市

花岡 洋一 ２００１．１０．２４ 新世紀の法歯学 東京都昭島市警察歯科
医会・昭島警察署合同
研修会

東京 研修会講師

花岡 洋一 ２００１．１１．２１ 歯型からの身元確認？ 東京豊島東ロータリー
クラブ第７５７回例会

東京

花岡 洋一 ２００１．１２．１１ 大規模災害における個人識
別の実際

東京都世田谷区歯科医
師会学術研修会

東京

花岡 洋一 ２００２．２．１７ 医事紛争の最新動向―イ
ンフォームドコンセントは
必要か？―

香川県歯科医師会医療
管理研修セミナー

東京

花岡 洋一 ２００２．２．２７ 最新法歯学事情―落とし
穴と新技術―

東京都台東区浅草歯科
医師会

東京

花岡 洋一 ２００２．３．２ 新世紀法歯学事情―歯型
からの身元確認？―

みゆき野学術講演会 下高井郡

水口 清
花岡 洋一
丸山 澄
野中 育

２００１．３．２８ 災害時歯科医療救護におけ
る身元確認作業の実務

身元確認に関する歯科
医師研修会

東京 研修会講師

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―８３―



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

花岡 洋一 ２００１．７．１４
～１５

第３回カリキュラム研修ワーク
ショップ

参加者 木更津市

教育ワークショップ等

―８４―



論 文

１．Hanaoka, Y., Ueno, A.�, Minaguchi, K., Kajiwara, M.�, Sato, Y.�, Oshida, M.� : Advantages of the digital X

－ray system in dental identification ofpersons with reference to two murder cases, J Foren Odont－

Stomato１９�，２２～２５，２００１．原著 Ａ９４‐０３００‐１３�杏林大・医・法医学，��ヨシダ

２．Minaguchi, K., Kiriyama, T., Saitoh, E.�, Isemura, S.�, Sanada, K.� : SAC I restriction fragment length

polymorphism（RFLP）related to the humen CST 2 gene, Bull Tokyo Dent Coll４３�，４１～４４，２００２．原
著 Ａ７５‐０３００‐２，大学院高度化推進特別経費研究 分子生研 �日歯大・新潟・歯・口腔生化，�日歯大・新潟短大，

�日歯大・生化

３．Tsuzuki, T.�, Ueno, A.�, Kajiwara, M.�, Hanaoka, Y., Uchiyama, H.�, Agawa, Y.�, Takagi, T.�, Sato, Y.� :

Evaluaion of intraoral CCD camera for dental examination in forensic inspection, Legal Med ４�，４０～
４６，２００２．原著 Ａ９４‐０３００‐１３�日歯大・歯科法医学センター，�杏林大・医・法医学

解 説

１．花岡洋一：歯科的個人識別の最前線 シリーズ１，石歯会報（４７０），８，２００１．Ａ９０‐０３００‐１０，Ａ９４‐０３００‐１３

２．花岡洋一：歯科的個人識別の最前線 シリーズ２，石歯会報（４７１），５～６，２００１．Ａ９０‐０３００‐１０，Ａ６４‐０３００‐１３

３．花岡洋一：歯科的個人識別の最前線 シリーズ３，石歯会報（４７２），１３，２００１．Ａ９０‐０３００‐１０，Ａ９４‐０３００‐０３

４．花岡洋一：歯科的個人識別の最前線 シリーズ４，石歯会報（４７３），１１～１２，２００１．Ａ９０‐０３００‐１０，Ａ９４‐０３００‐１３

単 行 図 書

１．野中 育，水口 清：共著：DNA多型，Vol.９，DYS３９０の塩基配列多型と SSCP／HD analysis による多

型検出および非ヒト霊長類との比較２３０－２３３頁，東洋書店，東京，２００１．Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

調 査 報 告

１．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～２１頁，東京歯科大学法歯学講座，２００１．道路交通法

違反被疑事件における写真鑑定 保情研

２．水口 清：鑑定書（警視庁公安第１課からの鑑定嘱託）１～２３頁，東京歯科大学法歯学講座，２００１．有印私文

書偽造・同行使，旅券不実記載，旅券法違反被疑事件における写真鑑定 保情研

３．水口 清：鑑定書（警視庁公安第１課からの鑑定嘱託）１～２１頁，東京歯科大学法歯学講座，２００１．強盗傷人

被疑事件における写真鑑定 保情研

４．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～２４頁，東京歯科大学法歯学講座，２００１．殺人並びに

死体遺棄事件におけるビデオ鑑定� 保情研

５．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～１３頁，東京歯科大学法歯学講座，２００１．殺人並びに

死体遺棄事件におけるビデオ鑑定� 保情研
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６．水口 清，花岡洋一：鑑定書（警視庁公安第１課からの鑑定嘱託）１～３４頁，東京歯科大学法歯学講座，

２００１．犯人蔵匿被疑事件における写真鑑定 分子生研

７．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～１７頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．営利目的略

取被疑事件におけるDNA鑑定 分子生研

８．水口 清：鑑定書（鹿児島海上保安本部からの鑑定嘱託）１～２０頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．被疑者

不詳殺人未遂被疑事件における人種推定鑑定� 分子生研

９．水口 清：鑑定書（鹿児島海上保安本部からの鑑定嘱託）１～１２頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．被疑者

不詳殺人未遂被疑事件における人種推定鑑定� 分子生研

そ の 他

１．水口 清，花岡洋一，羽賀俊明：DNA多型を用いた歯科法医学的個人識別における実用度の高い検査法の

開発，平成１２年度～平成１３年度科学研究費補助金基盤研究� 研究成果報告書，２００２．Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

学 会 抄 録

１．Maruyama, S., Minaguchi, K. : Application of mitochondrial DNA polymorphism for personal identifica-

tion, J Dent Res８０（Special Issue），５２９，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition,Chiba, Japan）Ａ９３‐０３００

‐１１，文部省科学研究費基盤研究� 分子生研

２．Nonaka, I., Minaguchi, K. : Y－chromosome DNA polymorphisms for male identification in Forensic Odon-

tology, J Dent Res８０（Special Issue），５２９，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９３

‐０３００‐１１，文部省科学研究費基盤研究� 分子生研

３．Kato, T.�, Miura, T.�, Minaguchi, K., Saitoh, E.�, Okuda, K.� : Analysis of antigenic characteristics of cys-

tatins using murine monoclonal antibodies, J Dent Res８０（Special Issue），６０１，２００１．（IADR７９th General

Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ７５‐０３００‐２，HRC９９１A０１分子生研，細生研，分子生研，細生研，分子生研，細

生研 実動施設 �微生物，�日歯大・新潟歯・口腔生化

４．Sekiguchi, H.�, Alaluusua, S.�, Minaguchi, K., Yakushiji, M.� : A new mutaion in the amelogenin gene

cause X－linked amelogenesis imperfecta, J Dent Res８０（Special Issue），６１７，２００１．（IADR７９th General

Session&Exhibition, Chiba, Japan）分子生研 �小児歯，�Institute of Dentistry，University of Helsinki

５．Hanaoka, Y., Maruyama, S., Minaguchi,K. : STR and mtDNA analysis from contaminated dental materi-

als, J Dent Res８０（Special Issue），６３３，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９０‐０３００

‐１０分子生研

６．Minaguchi, K., Saitoh, E.�, Bennick, A.� : Polymorphic basic PRPs completely associated with the Ps pro-

tein polymorphism, J Dent Res ８０（Special Issue），７６５，２００１．（IADR ７９th General Session&Exhibition,

Chiba, Japan）Ａ７５‐０３００‐２，大学院高度化推進特別経費研究 分子生研 �日歯大・新潟歯・口腔生化，�Department

of Biochemistry, University of Toronto

７．野中 育，水口 清：Ｙ染色体上の単塩基多型の SSCP 法による検出とその法医学的有用性，日法医誌５５

�，７２，２００１．（第８５次日本法医学会総会，久留米市）Ａ‐９３‐０３００‐１１分子生研
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８．花岡洋一，丸山 澄，水口 清：歯科補綴材料を用いたDNA分析 ―手指の接触による汚染について（第２

報）―，日法医誌５５�，１２５，２００１．（第８５次日本法医学会総会，久留米市）Ａ９０‐０３００‐１０，Ａ９３‐０３００‐１１

９．丸山 澄，水口 清：変性DNAからのmitochondria DNA多型の検出法，日法医誌５５�，１２６，２００１．（第
８５次日本法医学会総会，久留米市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

１０．上野麻夫�，花岡洋一，都築民幸�，梶原正弘�，高木徹也�，水口 清，佐藤喜宣�：Web を活用したデジタ

ルデンタルチャート構築への試み，日法医誌５５�，１６１，２００１．（第８５次日本法医学会総会，久留米市）Ａ９４‐
０３００‐１３�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

１１．Kato, T.�, Imatani, T.�, Miura, T.�, Minaguchi, K., Saitoh, E.�,Okuda, K.� : Cystatins induce IL－6 produc-

tion by human and murine cells, J Dent Res８０�，１３３０，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association
for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９９１A０１分子生研，細生研実動施設 �微生物，�日歯大・新潟歯・口腔生化

１２．野中 育，丸山 澄，水口 清：歯牙及び血痕から得られた変性DNAを試料としたＹ染色体多型およびミ

トコンドリアDNA多型の検出，歯基礎医会誌４３�，１８８，２００１．（第４３回歯科基礎医学会総会，さいたま
市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

１３．水口 清：塩基性プロリンリッチプロテインをコードする PRB３ locus と塩基性多型性 PRPの Gl 型との関

連，歯基礎医会誌４３�，１８８，２００１．（第４３回歯科基礎医学会総会，さいたま市）Ａ７５‐０３００‐２，大学院高度化推
進特別経費研究 分子生研

１４．斉藤英一�，関口 浩�，水口 清，藥師寺 仁�：ヒトアメロゲニン発現分泌ベクターの構築と大腸菌によ

る発現，生化学７３�，７４６，２００１．（第７４回日本生化学会大会，京都市）大学院高度化推進特別経費研究 分子生
研，細生研 �日歯大・新潟歯・口腔生化，�小児歯

１５．上野麻夫�，花岡洋一，都築民幸�，梶原正弘�，高木徹也�，水口 清，佐藤喜宣�：Web を活用したデジタ

ルデンタルチャート構築への試み，第６回全国警察歯科フォーラム抄録集，１９，２００１．（第６回全国警察歯

科フォーラム，東京）Ａ９４‐０３００‐１３�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

１６．梶原正弘�，上野麻夫�，花岡洋一，高木徹也�，佐藤喜宣�，水口 清：歯科法医学・法歯学のメーリングリ

スト「F－odont」開設について，第６回全国警察歯科フォーラム抄録集，２０，２００１．（第６回全国警察歯科

フォーラム，東京）�杏林大・医・法医学

１７．花岡洋一，水口 清：大規模防災訓練における歯科身元確認班の重要性について，第６回全国警察歯科

フォーラム抄録集，２２，２００１．（第６回全国警察歯科フォーラム，東京）

１８．Utsuno, H., Minaguchi, K., Miyazawa,H.�, Yanagisawa, M.�, toshino, M.� : Facial soft tissue thickness in

Japanese children, Congress program of INPALMS,１２０，２００１．（７th Indo－Pacific Congress on Leagal Medi-

cine and Forensic Sciences, Melbourne, Australia）�松本歯大・小児歯，�東京都，�科警研・第１法科

１９．Hanaoka, Y., Maruyama, S., Minaguchi, K. : STR and mt DNA from dental materials comtaminated

through finger contact,Congress program of INPALMS,１８７，２００１．（７th Indo－Pacific Congress on Legal

Medicine and Forensic Sciences, Melbourne, Australia）Ａ９０‐０３００‐１０分子生研
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２０．花岡洋一，上野麻夫�，都築民幸�，梶原正弘�，高木徹也�，水口 清，佐藤喜宣�：歯科的個人識別のため

のデジタルデンタルチャート構築と IT networks の活用について，日本鑑識科学技術学会誌 ６，９５，

２００１．（日本鑑識科学技術学会第７回学術集会，東京）�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

２１．窪田 聡�，厚地 将�，今泉和彦�，野口加寿美�，近藤 圭�，宇都野 創，山崎一樹�，吉野峰生�：資料

頭蓋を用いたブラインドテストによる復顔像の評価，日本鑑識科学技術学会誌 ６，９８，２００１．（日本鑑識

科学技術学会第７回学術集会，東京）�科学警察研究所，�昭和大・医・法医学，�神奈川県警科学捜査研究所

２２．花岡洋一，水口 清：大規模災害時の歯科的個人識別におけるデジタル機器の有用性について，歯科学報

１０１�，９３０，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ９４‐０３００‐１３

２３．宇都野 創，水口 清：塩基置換多型（ABOおよびHLA－DQA１）の SSCP 法による検出および物体検査へ

の応用，歯科学報１０１�，９３４，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会，千葉市）Ａ９３‐０３００‐１１，文部省科学研究費基
盤研究� 分子生研

２４．加藤哲男�，奥田克爾�，水口 清，三浦 直�：シスタチンに対するモノクローナル抗体の作製と唾液中シ

スタチンの検出，歯科学報１０１�，９３６，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）分子生研，細生研 実
動施設 �微生物，�化学

２５．梶原正弘�，上野麻夫�，花岡洋一，都築民幸�，高木徹也�，佐藤喜宣�，水口 清：歯科法医学・法歯学領

域におけるメーリングリスト「F－odont」の活用について，日法医誌５５�，３６５，２００１．（第７０回日本法医学
会関東地方会，横浜市）�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

２６．野中 育，水口 清：Ｙ染色体上の SNPs とハプロタイプ解析，日本DNA多型学会第１０回学術集会抄録

集，４８，２００１．（日本DNA多型学会第１０回学術集会，岡山市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

２７．丸山 澄，水口 清，斉藤成也�：日本人のmtDNAのハプロタイプと他人種との比較，日本DNA多型学

会第１０回学術集会抄録集，１０８，２００１．（日本DNA多型学会第１０回学術集会，岡山市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

�国立遺伝学研究所進化遺伝学研究部門

２８．加藤哲男�，水口 清，山中あゆみ�，君塚隆太�，本間聖進�：唾液タンパクの抗菌活性と生体制御能，平成

１３年度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，４４～４５，２００２．（平成１３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）HRC９９１A０１分子生研，細生研 実動施設 �微生物

２９．見明康雄�，�澤孝彰�，中島 修�，水口 清，内山健志�：唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の

解明，平成１３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，６０～

６１，２００２．（平成１３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）HRC５A１１細形研，保情研

�超微構造，�口外�

３０．花岡洋一：歯科的個人識別の落とし穴と新技術，日本歯科大学交友会・歯学会会報２７�，４３，２００２．（学術
フォーラム２００２，東京）招待講演
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１１．社 会 歯 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）

住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心と

して―（Ａ０１‐０３１０‐８）

助 教 授 岡田 眞人 歯科医療施設および担当者と歯科患者数の地域分布に関する研究（Ａ９７‐０３１０‐５）

２．成果の概要

１）要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）

要介護高齢者の摂食嚥下障害は，原因疾患の発生後１年以内に生ずる割合が高いことが認められたことか

ら，急性期入院患者に対する口腔ケアの実施状況，病院の関心度，歯科領域との連携等を把握することを目

的に全国の病院に対し口腔ケアについての調査を実施した．また脳血管障害で入院した患者のその後を追正

調査し症例を検討することとした．さらに口腔ケアの効果を客観的に判定する事を目的に口腔ケアを施行し

た被験者に対して唾液および細菌についての検査を予備的に実施した．精神病院を除いた病院８，０８９施設の

うち２，４４４施設（３０．０％）から有効回答を得られた．今回回答を寄せてきた病院の９６．５％が口腔ケアの必要

性を感じており，約９０％の病院が日常看護業務の一貫として口腔ケアを実施していたが，看護職員へ歯科衛

生教育を実施している病院は３０％に満たず，歯科衛生教育が必要であるとする病院は約９０％もあり，必要な

ことは解っているが実施できないという現状が明らかとなった．今回紹介した症例は６例であったが，摂食

に対する援助及びQOLを高める口腔ケアを進めるには，入院中患者にベッドサイドで最も長く接触する看

護婦の研鑚はもちろんであるが，歯科医師・歯科衛生士を中心に理学療法士や言語療法士などの関連職種と

の連携を密に取っていくことが大切であることが示唆された．口腔ケア開始時から２週後までに各検体採取

部位で，わずかに菌数の減少が認められたが，この変化は歯牙の有無や口腔内の部位により異なることが推

察された．

平成１３年度厚生科学研究・長寿科学総合研究事業

要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究 研究報告書 １～５４，２００２．

口腔衛生学会雑誌 ５２�，２１３～２２０，２００２．

２）住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心として―（Ａ０１‐０３１０‐８）

健康日本２１の推進において求められる住民参加型の地域保健活動について，先駆的な地域から提示事例を

分析し，市町村保健センター，保健所と郡市区歯科医師会を対象に住民参加型の保健事業の実態調査を実施

し，岩手県の市町村における歯科保健事業について調査をおこなった．その結果，住民参加地域保健活動を

実施している先駆的事業では各々成果を上げていることが確認されたが，これらの保健活動には地域特性の

存在することが推察され，行政と専門団体の住民参加型の事業における位置づけと役割をどのように捉える

のか，という点が今後の課題として確認された．また，現在の全国的な状況は従来型の行政主導による健診

や講演事業を住民参加と捉える傾向が強く，住民参加型保健活動の形を明確にすると共に，その効果を周知

する必要性が確認された．

平成１３年度厚生科学研究・健康科学総合研究事業

住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心として 研究報告書 １

～１７９，２００２．

―８９―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

石井 拓男 歯周疾患の予防，治療技術の
評価に関する研究

日歯大・歯周 東京 鴨井 久一

石井 拓男 低・非・抗う蝕性食品による
予防技術の応用並びに普及開
発に関する研究

新潟大・歯・口細 新潟市 星野 悦郎

石井 拓男 口腔保健と全身的な健康状態
の関係―咀嚼と肥満の関連
性に関する研究―

和洋女子大 市川市 小林 修平

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究 厚生科学研究費・長寿科学総合

石井 拓男 住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究
―歯科保健対策を中心として―

厚生科学研究・健康科学総合
研究事業

石井 拓男 歯科医療機関と歯科医療費の地域差について 医療保険業務研究協会委託研
究

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

石井 拓男 ２００１．１０．３１ 第２０回地域歯科保健フォーラム
「在宅歯科保健医療の展望と課
題」

第６０回日本公衆衛生学会総会 高松市

石井 拓男 ２００２．２．２３ ２１世紀の口腔衛生学―現場か
らのNeeds は何か―

第４９回日本口腔衛生学会関東
地方会学術大会

浦安市

２）歯科医療施設および担当者と歯科患者数の地域分布に関する研究（Ａ９７‐０３１０‐５）

―歯科医療機関と歯科医療費の地域差について―

都道府県別に１請求歯科医療機関あたり保険点数と人口１０万対請求歯科医療機関数との相関関係の年次推

移を分析した．その結果，昭和３０年から負の相関係数が増大してきたことから，歯科医療機関数が１歯科医

療機関あたりの保険点数に影響を及ぼすことが明確になり，これが歯科医療費の地域差を拡大したことが推

察された．相関関係の変化が昭和６０年以降プラトーとなったことは，医療機関数は明らかに増加しているこ

とから興味深い結果であった．また，散布状態をみると高点数地域の点数は減少傾向にある一方，低点数地

域ではそれほどの減少は認められなかった．

平成１３年度医療保険業務研究協会委託研究

現行医療保険の今後のあり方

―歯科医療機関と歯科医療費の地域差について― 調査研究報告書 １～４５，２００１．

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

シンポジウム企画

―９０―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

石井 拓男 ２００１．１０．８ 口腔の状態と睡眠についての研
究

平成１３年度厚生科学研究シン
ポジュウム口腔保健と全身的
な健康状態の関係について

東京

石井 拓男 ２００１．１０．２１ 歯科衛生士業務の将来像 フォーラム「求められる歯科
衛生士」

仙台市

石井 拓男 ２００１．１１．１１ かかりつけ歯科医と新たな歯科
医療の展開

第１回シンポジュウム病診・
診診連携が「かかりつけ歯科
医機能」をかえる

福岡市

石井 拓男 ２００１．１２．１ 歯科医師臨床研修の現状 厚生科学研究事業シンポジュ
ウム―医療技術評価総合・
歯科医師臨床研修―

東京

石井 拓男 ２００１．３．１０ かかりつけ歯科医と新たな歯科
医療の展開

第２回シンポジュウム病診・
診診連携が「かかりつけ歯科
医機能」をかえる

名古屋市

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

岡田 眞人 ２００１．４．８ BUSINESS MANAGEMENT OF
DENTAL CHAIN CLINICS－
HISTORY， PRESENT AND
FUTURE IN JAPAN

The ２３rd Asia Pacific
Dental Congress The １３
rd Annual Scientific Meet-
ing and General Assembly
of ADS－ROC

Taipei

石井 拓男 ２００１．１０．１３ 医療保険制度をとりまく諸事情 １１都道府県歯科医師会役員
連絡協議会

京都市

石井 拓男 ２００１．１１．２５ 訪問歯科診療の現状と将来性 第１回日本訪問歯科医学会 東京

石井 拓男 ２００２．２．１７ 健康日本２１と８０２０運動～国民の健
康づくりと８０２０の里作り～

財団法人８０２０推進財団学術
集会フォーラム「８０２０と健
康日本２１」

東京

石井 拓男 ２００２．２．２０ かかりつけ歯科医と医療連携の今
後

社団法人東京都東村山市歯
科医師会

東村山市

石井 拓男 ２００２．３．３ 歯科医師を取り巻く諸事情・医療
保険制度改革と歯科医医院経営

岐阜県歯科医師会医療管理
講演会

岐阜市

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

石井 拓男 ２００１．３．１５ 医療圏からの地域歯科保健 尾張北部歯科医療圏連絡協
議会

小牧市

シンポジウム

学会招待講演

平成１２年度追加分

―９１―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

石井 拓男 ２００１．１．１２ ８０２０運動の意義について 平成１２年度千葉県８０２０
運動実践指導者講習会

千葉市 平成１２年度
追加分

石井 拓男 ２００１．１．２９ 災害時の歯科保健医療 防衛歯科懇話会 東京 平成１２年度
追加分

石井 拓男 ２００１．２．９ かかりつけ歯科医と病診
連携の現状とシステム構
築に向けて

埼玉県歯科医療連携推
進小委員会

さいたま市 平成１２年度
追加分

石井 拓男 ２００１．７．２７ 研究方法 平成１３年度歯科衛生士
専任教育講習会

千葉市

石井 拓男 ２００１．７．２８ 歯科衛生士教育の展望 平成１３年度全国歯科衛
生士教育協議会 近畿
北陸信越地区大会

大阪市

石井 拓男 ２００１．１０．２３ 地域歯科保健における歯
科衛生士の役割

国立公衆衛生院平成１３
年度歯科衛生士研修

東京

石井 拓男 ２００１．１１．８ ２１世紀における歯科衛生
士像

平成１３年度地域保健医
療推進歯科衛生士研修

さいたま市

石井 拓男 ２００２．２．１５ 歯科医学教育における
Faculty Development
―共用試験と臨床研修
の必修化を目前にして―

東北大学 歯学研究
科・歯学部教官・職員
等研修セミナ

仙台市

石井 拓男 ２００２．３．１４ 歯科病院と医科病院の連
携について

新潟大学歯学部 新潟市

石井 拓男 ２００２．３．２１ かかりつけ歯科医の役割 平成１３年度宮城県歯科
保健推進啓発事業・
歯ッピーフォーラム

石巻市

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―９２―



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

石井 拓男 ２００１．６．２３
～２４

第２回歯科医学教育者ワーク
ショップ（歯科医学教育学会）

タスクフォー
ス

東京

石井 拓男 ２００１．７．１４
～１５

第３回東京歯科大カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・タ
スクフォース

木更津市

石井 拓男 ２００１．７．１６
～１７

第１回岩手医科大学歯学部歯科
医学教育者のためのワーク
ショップ

タスクフォー
ス

安代町

石井 拓男 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・タ
スクフォース

千葉市

石井 拓男 ２００１．１１．３
～４

第５回東京歯科大カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・タ
スクフォース

千葉市

石井 拓男 ２００１．１２．１０
～１３

第４回歯科医師臨床研修指導医
ワークショップ

コ・ディレク
ター

裾野市

石井 拓男 ２００１．１２．１５
～１６

第６回東京歯科大カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・タ
スクフォース

千葉市

石井 拓男 ２００２．２．１８
～１９

第１回神奈川歯科大学臨床教育
に関するワークショップ

タスクフォー
ス

横須賀市

教育ワークショップ等

―９３―



論 文

１．石井拓男，岡田眞人，大川由一，高橋義一，村居正雄，宮武光吉：歯学部学生への講義における SBOs の設

定と形成的評価の試み，日歯医教会誌１７�，５６～５９，２００１．原著

２．Morishita, M.�, Takaesu,Y.�, Miyatake, K., Shinsho, H.�, Huzioka, M.� : Oral health care status of home-

bound elderly in Japan, J Oral Rehabil２８，７１７～７２０，２００１．原著 �広島大・歯・予防歯科，�衛生，�阪

大・医・公衛，�日本歯科医師会

３．恒石美登里�，小椋正之�，森田 学�，渡邊達夫�，岡田眞人，宮武光吉�，梅村長生�：社会保険診療報酬明

細書をもとにした歯周治療の推移，口腔衛会誌５２�，２２～２７，２００２．原著 �岡山大・大学院・口腔保健，
�厚労省・医政局・歯科保健，�北大・大学院・口腔健康科学，�鶴見大・歯，�愛知三の丸病院・歯口外

４．岡田眞人，宮武光吉�，石井拓男：歯科診療所における医療法人の開設状況について －チェーン型歯科診療

所の動向－，日歯医療管理会誌３６�，３２６～３３７，２００２．原著 �鶴見大・歯

解 説

１．石井拓男：診療室に複数の歯科衛生士を，デンタルハイジーン２１�，６４４～６４７，２００１．

２．石井拓男：常勤歯科衛生士の増加は医業収入の増加をもたらす？ －医療経済実態調査と歯科衛生士－，歯

界展望９８�，６～７，２００１．

３．石井拓男：８０２０データバンク・口腔と全身，The Quintessence Year Book２００１，３１０～３１１，２００１．

４．石井拓男：疾病構造の変化と歯科医療の変遷，デンタルハイジーン 別冊オーラルサポーティブ・プログラ

ム，１０～１３，２００１．

５．石井拓男：歯科における予防給付の導入と効果を左右するもの，日歯評論６２�，９１～９８，２００２．

６．安藤雄一�，石井拓男，瀧口 徹�：市町村における歯科医療費の分布と関連要因，日歯評論６２�，１６６～
１６９，２００２．�感染研・口腔科学，�厚労省・医政局・歯科保健課

７．石井拓男：共用試験・CBT・OSCEとは，Quintesence２１�，１４０～１４１，２００２．

単 行 図 書

１．石井拓男：編集：著分担：コミュニティーと歯科医療をつなぐ連携システムの実践病診連携で変わるかかり

つけ歯科医機能 �病診連携を軸にした歯科医療のあり方 ２～２０頁，医歯薬出版，東京，２００１．

２．石井拓男：著分担：イラストレイテッド・クリニカルデンティストリー�診療録（カルテ）とは１０～１３
頁，医歯薬出版，東京，２００１．

３．石井拓男：編集：著分担：８０２０地域保健活動の現場から �葉山ワークショップと第２０回全国歯科保健大会
シンポジウムから１５～１９頁，�ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，２００１．

―９４―



４．石井拓男�：著分担：高齢者・障害者の口腔ケアと治療 �介護保険と歯科３６１～３７５頁，永末書店，東
京，２００２．

そ の 他

１．石川達也�，下野正基�，石井拓男，佐藤 亨�，吉田友明�，飯島国好�，安藤雄一�，宮崎秀夫�，

小林修平	：口腔の状態と睡眠についての研究，平成１３年度厚生科学研究シンポジウム口腔保健と全身的

な健康状態の関係について －小林修平班の５年と今後の展望－，３２～３３，２００１．�保存
，�病理，�補

綴�，�老年歯科医学総合研究所，�東京都，�国立感染症研究所，�新潟大・歯・予防歯科，	和洋女子大

２．石井拓男，箱崎守男�，池主憲夫�，矢澤正人�，坂井 剛�，安井利一�：「８０２０」地域歯科保健活動の現場か

ら本質を理解し，８０２０推進を効果的に実施させるために，８０２０地域歯科保健活動の現場から，２０～３６，

２００１．�岩手県，�新潟県，�東京都，�愛知県，�明海大・歯・口腔衛生

３．梅田昭夫�，新井誠四郎�，池主憲夫�，石井拓男�，光安一夫�，花田信弘�，梅村長生�：８０２０は歯科学と生

活文化をむすぶ掛け橋８０２０推進財団のめざすもの，８０２０１�，１６～２８，２００２．�８０２０推進財団，�８０２０推
進財団 地域保健活動評価委員会，�８０２０推進財団 情報収集・提供システム委員会，�８０２０推進財団 調査研究企画・

評価委員会，�感染研・口腔科学部，�８０２０推進財団 会誌編集委員会

４．石井拓男，上田敏雄�，新井誠四郎�，岡 宏�，小川冬樹�：介護保険制度と歯科 －現状と今後の展望－，

日歯医師会誌５４�，３３～４６，２００２．�佐賀県，�日本歯科医師会

５．石井拓男：日常習慣に「変革」をもたらす条件とは母親みがきはなぜ普及したか，アポロニア ，５０～
５５，２００２．

６．石井拓男，宮武光吉�，山根源之�，岡田眞人，今村嘉宣�：要介護老人の摂食障害発生要因に関す研究，平

成１３年度厚生科学研究・長寿科学総合研究事業要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究，１～５４，

２００２．�鶴見大・歯，�市病・オーラルメディシン，�補綴


７．石井拓男：健康日本２１と８０２０運動 ～国民の健康づくりと８０２０の里づくり～，�８０２０推進財団学術集会 第１
回フォーラム「８０２０と健康日本２１」～健康日本２１計画への地域保健の取り組み～ 報告書，１１～１９，

２００２．

８．松久保 隆�，兼平 孝�，石井拓男，小林義昌�，櫻井美和�，小林佳代�，大久保留加�，森田 学�：保育

園児の父母における齲食に関係する食品表示の意識調査，厚生科学研究費 医療技術評価総合研究事業

低・非・抗う蝕性食品の検定評価法の確立とその応用・普及に関する研究（Ｈ１２－医療－００５）平成１３年度

総括・分担研究報告書，１９～２０，２００２．�衛生，�北大・歯・予防歯科，�東京都，�北大・歯・口腔健康科学

９．鴨井久一�，桐村和子�，米満正美�，石井拓男，安藤雄一�，青山 旬�，鳥山佳則�：歯周疾患の予防，治療

技術の評価に関する研究 －歯周疾患の経済的評価に関する研究；市町村における老人保健事業の実施状

況と歯科医療費データの関連－，平成１３年度厚生科学研究歯周疾患の予防，治療技術の評価に関する研

究，４４～４９，２００２．�日歯大・歯・保存学，�日歯大・歯，�岩手医大・歯・予防歯科，�感染研・口腔科学，�

国立公衆衛生院・疫学，�東医歯大・歯・総合診断
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１０．石川達也�，下野正基�，石井拓男，佐藤 亨�，吉田友明�，飯島国好�，巽 浩一郎�：口腔保健と全身的な

健康状態の関係について 口腔の状態と睡眠についての研究，平成１３年度厚生科学研究費補助金 口腔保健

と全身的な健康状態の関係について，１５５～１６６，２００２．�保存�，�病理，�補綴�，�老年歯科医学総合研

究所，�東京都，�千葉大・医

学 会 抄 録

１．Okada, M. : Business management of dental chain clinics－history, Present and Future in Japan, New

Frontiers of Multidisciplinary Dentistry for the 21 st Century,２９～３２，２００１．（２３rd Asia Pacific Dental Con-

gress,１３rd Annual Scientific Meeting and General Assembly of ADS－ROC, Taipei）

２．小林義昌�，兼平 孝�，櫻井美和�，小林佳代�，大久保留加�，森田 学�，松久保 隆�，石井拓男：齲蝕

に関係する食品表示の意識調査，口腔衛会誌５１�，６１８～６２９，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名
古屋市）�衛生，�北大・大学院・口腔健康科学，�東京都，�北大・大学院・口腔健康科学

３．佐々木良紀�，山田 毅�，松永直樹�，坂田浩一郎�，高橋義一：海上自衛隊員を対象としたOral Health Pro-

motion －Epigallo Catechin Gallate による歯周組織への洗口効果－，口腔衛会誌５１�，６７４～６７５，
２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�海上自衛隊佐世保衛生隊

４．石川達也�，下野正基�，石井拓男，佐藤 亨�，吉田友明�，飯島国好�，安藤雄一�，宮崎秀夫	：口腔状態

と睡眠についての研究 －第１報高齢者の口腔及び全身健康状態に関する疫学調査から－，口腔衛会誌５１

�，６９６～６９７，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�保存�，�病理，�補綴�，�老年歯科医学
総合研究所，�東京都，�感染研・口腔科学部，	新潟大・大学院・口腔健康科学

５．石井拓男，岡田眞人，大川由一�，今村嘉宣�，山根源之�，宮武光吉�：要介護高齢者の歯科疾患発生要因に

関する研究 －第１報歯科疾患の主訴発生時期－，口腔衛会誌５１�，７００～７０１，２００１．（第５０回日本口腔衛
生学会・総会，名古屋市）�千葉衛短・歯衛，�補綴�，�市病・オーラルメディシン，�鶴見大・歯

６．武井典子�，伊藤謙三�，渋谷耕司�，小笠原妙子�，石井拓男：就業者の食習慣と肥満と生活習慣病のリスク

要因との関連性について，口腔衛会誌５１�，７０２～７０３，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）
�ライオン歯科衛生研究所，�ライオン健康管理室

７．安藤雄一�，石井拓男，瀧口 徹�：市町村における歯科医療費の分布と関連要因 －全国国民健康保険デー

タによる解析－，口腔衛会誌５１�，７４０～７４１，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・総会，名古屋市）�感染
研・口腔科学部，�厚労省・医政局・歯科保健課

８．青山 旬�，福田雅臣�，高久 悟�，尾崎哲則�，長田 斉�，岡田眞人，安井利一�，宮武光吉	：市町村に

おける成人・老人歯科保健事業実施に決算・衛生費・人口の与える影響，日公衛誌４８
，３８３，２００１．（第
６０回日本公衆衛生学会総会，高松市）�公衆衛生院・疫学，�日歯大・衛生，�埼玉県立大・短大部，�日大・歯・

衛生，�杉並区保健衛生部，�明海大・歯・口腔衛生，	鶴見大・歯

９．岡田眞人，石井拓男，大川由一�，宮武光吉�：要介護高齢者の歯科疾患発生要因に関する研究 －第２報，

要介護状態と歯科疾患，日公衛誌４８
，７４８，２００１．（第６０回日本公衆衛生学会総会，高松市）�千葉衛短・歯
衛，�鶴見大・歯

―９６―



１０．石井拓男：訪問歯科診療の現状と将来，第１回日本訪問歯科医学会抄録，２００１．（第１回日本訪問歯科医学

会，東京）
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

平山 明彦 生体内の石灰化物の電子線，
エックス線回折による解析

昭和大学歯学部口腔第二
解剖学講座

東京 小高 鉄夫

１２．アイソトープ研究室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 手 平山 明彦 歯科医学における放射性同位元素の利用について

２．成果の概要

１）歯科医学における放射性同位元素の利用について

細胞数の測定，細胞増殖能の解析には３H－Tymidin を用いる方法が用いられてきたが，アイソトープを

使う煩雑さから，アイソトープを使用しないで測定する方法が開発されている．その代表的なものはBrdU

法である．ところがアイソトープを用いた場合とBrdU 法では解析結果が一致しないことがある．そこで，

顕微鏡で直接カウントする方法を用いて，骨芽細胞，繊維芽細胞，筋細胞につき両方法を用いて，細胞数を

測定した比較検討を行った．その結果，継代初期の細胞がコンフレントにならない状態では骨芽細胞，繊維

芽細胞では顕微鏡による直接法とほぼ一致した結果がえられたが，筋細胞においては直接法より低い値を示

した．細胞がコンフレントになり基質をはじめると骨芽細胞，繊維芽細胞においてもBrdU 法では直接法よ

り低い値を示しました．BrdU 法を用いた細胞数の測定を行う場合には，その適用に注意を要することが示

唆された．

第３８回理工学における同位元素研究発表会要旨集 ２００１．７

３．学外共同研究

―９８―



論 文

１．Yamamoto, T.�, Hirayama, A. : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the hippocampus and

parietal cortex of senescence－acceleratedmice, Brain Res９０２，２５５～２６３，２００１．原著 Ａ９７‐００９０‐１，HRC

９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 �生理

学 会 抄 録

１．Okuda, K.�, Ishihara, K.�, Nakagawa, T.�, Hirayama, A. : Detection of Treponema denticola in atheroscle-

rotic vascularlesions, J Dent Res８０�，１３２７，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association for Dental-
Research, Chiba, Japan）Ａ８１‐０１８０‐２細形研，分子生研 �微生物，�保存�

２．Yamamoto, T.�, Hirayama,A. : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the mouse cerebral

cortex, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１４～１１７，２００１．（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，Chiba）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６‐０２１０‐２，HRC９６１B０５ RI 研 実動施設 �生理

３．Yoshinari, M.�, Hattori,M.�, Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Minaguchi, K.�, Miake, Y.�, Yanagisawa, T.�,

Kato, T.�, Tazaki, M.�, Tazaki, Y.�, Suzuki, T.�, Hirayama, A., Hirai, Y.�, Shibahara, T.	, Yajima, Y.	,

Yama, M.	, Yamauchi, T.	, Furuya, Y.	, Takagi, T.	, Oohata, H.
, Ikumoto, H.
, Yamanaka, S.�, Mat-

sukubo, T.�, Maki, Y.�, Sugihara, N.�, Abe, S.�, Ide, Y.�, Shibuya, E.�, Takahashi, M., Satou, T.�,

Nomura, T.�, Katiuska, P.� : Development of Smart Biomaterials for Oral and Maxillofacial Implants,

BullTokyo Dent Coll４２�，１２０～１２４，２００１．（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，
Chiba）HRC９９２C０１�理工，�臨検査，�法歯，�超微構造，�微生物，�生理，�保存�，	口外�，
口外�，

�衛生，�解剖，市病・整外科，�補綴�，�補綴�

４．山本 哲�，平山明彦：咀嚼運動量減少による海馬のシナプス密度の変化，歯科学報１０１�，５９１，２００１．（第
２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９７‐００９０‐１，HRC９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 �生理

５．平山明彦�：細胞数測定における諸問題，第３８回理工学における同位元素研究発表会要旨集，２００１．（第３８回

理工学における同位元素研究発表会，東京）RI 研 �RI 研

６．Yamamoto, T.�, Hirayama, A. : Reduced masticatory work during development diminishes cell prolifera-

tion in the dentate gyrus of adult mice, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ２５７，２００１．（７８th Annual Meet-

ing of the Physiological Society of Japan, Kyoto）Ａ９７‐００９０‐１細形研，保情研 実動施設 �生理

７．吉成正雄�，井上 孝�，松坂賢一�，加藤哲男�，平山明彦，柴原孝彦�，阿部伸一�：唾液タンパク質の吸着

特性を制御した生体新素材の開発，平成１３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抄録

集，５６～５９，２００２．（平成１３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）HRC５A１０細形研，

分子生研，細生研，分析生研，生素研 実動施設 �理工，�臨検査，�微生物，�口外�，�解剖
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８．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，佐藤 亨�，

K. Piquero�：口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素材の開発，歯科学報１０２�，１７８～１８３，
２００２．（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，千葉市）HRC９９２C０１ RI 研 細形研，保情

研，分子生研，細生研，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，�

保存�，	口外�，
口外�，�衛生，�解剖，市病・整外科，�補綴�，�PF
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