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嘱託教員
（名誉教授）

１．歯科保存学第一講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

淺井 康宏 歯内療法処置に応用される剤（材）品に関する研究

外科的歯内療法処置に関する基礎・臨床的研究

歯科インプラントに関する研究

助 教 授 伊藤 彰人 根管の器械的拡大・形成に関する研究

講 師 近藤 祥弘 歯内療法処置に応用される剤（材）品に関する研究

中川 寛一 根管形態に関する歯内療法学的検討

NiTi 根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究

インプラント―骨界面の微細構造・接触強度

森永 一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究

加藤 広之 根管の器械的拡大・形成に関する研究

歯内療法処置に応用される材（剤）品に関する研究

歯髄腔形態の三次元的解析

助 手 古澤 成博 歯髄－材（剤）品の接触界面に関する検討

市之川 浩 外科的歯内療法処置に関する研究 自家歯牙移植について

渡部 光弘 歯内療法処置に応用される材（剤）品に関する研究

土倉 康 根管処置に伴う歯根膜組織の傷害と，その保護に関する研究

八ッ橋孝彰 歯内療法処置に応用される材（剤）品に関する研究

萩原 領一 根管の器械的拡大・形成に関する研究

藤井玄一郎 根管の器械的拡大・形成に関する研究

大学院生 末原 正崇 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究

専 攻 生 春木 洋 外科的歯内療法処置に関する研究 自家歯牙移植について

渡辺 英弥 歯内療法処置に応用される材（剤）品に関する研究

山崎 裕司 根管処置時のYAPレーザーの応用に関する研究

２．成果の概要

１）歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究

歯内療法処置は直視不可能な根管系を対象とするため，不可抗力的な偶発症の発生を惹起することが少な

くない．その中でも髄床底部における穿孔は，その予後が最も劣り，時として患歯保存の可否にも大なる影

響を与える可能性がある．最近，水硬性のセメント状材品であるMineral Trioxide Aggregate（MTA：

Dentsply 社製）が，Root Canal Repair Material として開発され，歯髄処置，根管処置，またそれらの再治

療や外科的歯内療法処置への応用が試みられている．そこで今回，髄床底穿孔部創傷面やその周囲組織の修

復に及ぼす影響を病理組織学的見地から検索し，その応用価値を鮮明にすることを企図したものである．

被験歯としては，生後１年以上を経過した体重１０乃至１５kgの健康な成犬９頭から得られた上下顎前・後

臼歯３０歯を用いた．各動物に対し全身麻酔，局所浸潤麻酔を施し，通法に従って抜髄・根管充填を行った．

次いで滅菌等張食塩液を滴下しつつ，髄床底部を意図的に直径１mmで穿孔後，MTAおよび S－EBAを

填塞応用した．実験動物は２，８および１６週間経過後，全身麻酔下に屠殺，被験歯を顎骨と共に鋸断，シオ

ジリン包埋切片を作成し，ヘマトキシリン・エオジン複染色ならびにアザン染色を施し，光学顕微鏡下に病

理組織学的に検索を行った．また穿孔部に何ら材品を填塞せず，髄室部にガッタパーチャのみを充填したも

のを対照群とした．さらに，走査型電子顕微鏡による各被験材の表面性状の観察および分析ため，湿潤下（３７℃
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寒天上）に各被験材の硬化体を作製した．さらに各材品の組織接触界面の観察のため，各実験群の１６週間経

過例より応用材品を摘出した．その後，各被験材を乾燥，蒸着し，観察ならびに分析を行った．なお本研究

は，東京歯科大学動物実験指針に基づいて行われた．

対照群では短期例において化膿および細胞浸潤および歯質・歯槽骨の吸収が，長期例では肉芽組織による

該部の補填が認められた．またMTAおよび EBA応用群ともに短期例では炎症性反応が認められたが，期

間の経過と共に消退傾向を示していた．MTA応用群の８週間経過例以降では，材品に接する白亜質様新生

硬組織が形成され，既存の白亜質とそれらとの間に歯根膜組織の再生が認められた．一方，EBA応用群で

は，新生硬組織形成や歯根膜組織の再生は認められないが，肉芽組織による該部の補填と，線維性結合組織

による材品の被包とが観察された．従って両被験材は，穿孔部周囲組織の修復に対し，その治癒を何ら阻害

するものではなく，さらにMTAは新生硬組織による該部の生物学的な閉鎖と，歯根膜組織の再生が期待

でき得ることが確認された．

日歯保存誌 ４４，７５５～７７５，２００１．

２）外科的歯内療法処置・自家歯牙移植に関する研究

歯牙再植法・歯牙移植法を念頭に置いた歯根膜組織の創傷治癒に関する研究が進捗するに伴い，臨床的成

功例の増加に伴って，歯根未完性歯のみならず完成しにおいても，歯牙移植が注目を集めている．特に形成

歯槽内移植については，抜歯後時日の経過した欠損部位の補綴・機能回復を目的とした治療のオプションと

して，臨床の実際に取り入られている．自家歯牙移植後の治癒経過については，移植歯周囲組織を中心とし

て歯根膜組織，周囲歯槽骨，の治癒と動態，移植歯歯髄の変化などについて若干の報告が行われている．し

かしながら欠損部位に新たな移植窩を形成して行う形成歯槽内移植後の治癒過程を病理組織学的，微細構造

学的に検索した研究は少ない．本研究ではイヌ下顎の歯牙欠損部に移植窩を形成，該部に同一個体の下顎前

歯を移植し，その治癒過程を光学ならびに透過型顕微鏡を用いて検索した．

本研究は，以下に示すような術式下で実施した．東京歯科大学動物実験指針に基き，各動物に対し全身麻

酔を施し，さらに浸潤麻酔を行った後に，移植歯牙を脱臼，抜去した．歯根長および歯根の幅径を計測・記

録を行った後，髄室開拡および根管を拡大・形成し，根管充填を行った．また残余の開拡窩洞には，銀アマ

ルガム充填処置を施した．一方，同一個体の移植部位に採用した歯槽部に対して，粘膜骨膜弁を形成し，滅

菌等帳食塩液を注下しつつ，予め計測しておいた移植歯の記録を参考に移植床の形成を行った．移植床内を

洗浄後，歯牙保存液中に保存しておいた移植歯を植立し，粘膜骨膜弁を旧位に復し縫合するとともに，移植

歯に対して縫合しによる固定を行った．なお対照例では，移植歯の歯根膜組織の除去を行い，動揺の処置を

施した．また抜去から移植までの操作時間は，歯根膜組織への障害を可及的に抑える目的から約２０分間以内

とした．

歯牙移植後のＸ線的観察では，時日の経過とともに移植￥歯周囲に連続した歯根膜空隙および歯槽硬線の

形成が認められた．また本所見は，病理組織所見と一致していた．病理組織的に移植歯周囲には，残存する

歯根膜組織に接して歯槽の形成が認められ，また歯根膜組織が存在しない対照例では，歯槽骨との間に骨性

癒着が生じていた．さらに再生歯根膜組織は歯根に対して平行に配列し，部分的には乱れも観察された．な

お電顕的には，コラーゲン線維束の歯槽骨中への投錨は認められなかった．

以上のように抜歯により部分的な歯牙喪失領域を作成し，これらに対し骨窩洞を形成して，自家歯牙移植

を行った場合，新たな歯槽の形成と，その周囲における新たな歯根膜空隙の形成には，移植歯の歯根膜組織

が関与することが明らかとなった．

日口腔インプラント誌 １５，３４～５０，２００２．
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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

中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics Re-
search Foundation

SanDiego, USA G. B. Carr

中川 寛一
淺井 康宏

YAP Laser Tuluse Univ. Tuluse, France P. L. Calas

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

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

平成１２年度日本歯科医師会委
託研究費

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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論 文

１．中川寛一，山崎裕司，荒木謙太郎，井上智恵，富岡朝夏，藤井理絵，八ッ橋孝彰，淺井康宏：２種の垂直加

圧根管充填法のヒト歯牙透明根管標本による評価，日歯保存誌４４�，４５７～４６３，２００１．原著

２．末原正崇，森永一喜，中川寛一：Mineral Trioxide Aggregate および強化型亜鉛華ユージノールセメント

が髄床底穿孔部周囲の組織に及ぼす影響，日歯保存誌４４�，７５５～７７５，２００１．原著 実動施設

３．山崎裕司，中川寛一：Nd：YAPレーザー照射と根管清掃剤の併用が根管壁象牙質の変化に及ぼす影響，日

歯保存誌４４�，８６９～８８０，２００１．原著

４．春木 洋，市之川 浩，中川寛一：自家歯牙移植後の歯周組織の変化に関する実験病理学的研究，日口腔イ

ンプラント会誌１５�，３４～５０，２００２．原著 実動施設

５．Furusawa, M., Asai, Y. : SEM observations of resected root canal ends following apicoectomy, Bull Tokyo

Dent Coll４３�，７～１２，２００２．原著

６．古澤成博，渡部光弘，佐藤章子，長谷川美穂，淺井康宏，平井義人�：シアノアクリレート系レジンセメン

トの逆根管充填材としての臨床応用価値，日歯保存誌４５�，１００～１０５，２００２．原著 �保存Ⅲ

解 説

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

填用ポイントをコア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充填法について，デンタルダイヤモン

ド２６�，９４～９６，２００１．

２．中川寛一，萩原領一：さまざまなテーパーを持つNiTi ロータリーファイルの特徴と臨床応用，Quintessence

２０�，９５～１０２，２００１．

単 行 図 書

１．淺井康宏，中川寛一：著分担：インプラント評価基準の新しいコンセンサス―トロント会議の全容― �年
齢，植立位置，顎骨の状態が口腔インプラントの予後に及ぼす影響について１０３～１２４頁，クインテッセ

ンス出版�，東京都，２００１．

２．淺井康宏，中川寛一，市之川 浩，眞田浩一�：著分担：Autotransplantation of Teeth �Wound Healing in
Transplantation and Replantation ２１～５６頁，Quintessence Publishing, Cicago，２００１．�三重県

３．伊藤彰人：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２歯・歯髄・歯周組織の疾患 �根
管長（作業長）測定法１２８～１３１頁，医歯薬出版�，東京，２００１．

プロシーディングス

１．Ichinokawa, H., Nakagawa, K., Asai, Y. : PDL healing of autotransplanted teeth, Proceedings of５th World

Congress for Oral Implantology, ３０６～３０７，２００１．（５th World Congress for Oral Implantology, Tokyo）実動施

設
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そ の 他

１．市之川 浩，土倉 康：国際外傷歯学会参加レポート，Quintessence２０�，１６０～１６１，２００１．

２．中川寛一，八ッ橋孝彰：歯牙保存液にはどのようなものがありますか，デンタルフロンティア１８，６２～

６３，２００２．

３．末原正崇：MTAについて，クインテッセンスイヤーブック，１９６，２００２．実動施設

学 会 抄 録

１．中川寛一，市川博彰，土倉 康，末原正崇，荒木謙太郎，市之川 浩，淺井康宏：System B を用いた垂直

加圧根管充填法に関する検討（第３報）特に歯根表面温度と歯根周囲組織の変化について，日歯保存誌４４（春

季特別号），５１，２００１．（第１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）

２．中川寛一，市川博彰，土倉 康，末原正崇，荒木謙太郎，市之川 浩，淺井康宏：System B を用いた垂直

加圧根管充填法に関する検討（第３報）特に歯根表面温度と歯根周囲組織の変化について，日歯保存誌４４（春

季特別号），５１，２００１．（第１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）

３．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）�解剖

４．中川寛一，大澤一浩，萩原領一，八ッ橋孝彰，淺井康宏，長谷川晃嗣�，小田 豊�：Ni－Ti ロータリー

ファイルの破断原因と破断面の走査型電子顕微鏡的観察，日歯保存誌４４（春季特別号），１２１，２００１．（第

１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）�理工

５．加藤広之，市之川 浩：ポリプロピレン製ポイントをコア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充

填法について，第２２回日本臨床歯内療法学会学術大会抄録集，５６，２００１．（第２２回日本臨床歯内療法学会学術

大会，名古屋市）

６．Ichinokawa, H., Tokura, Y., Nakagawa, K., Asai, Y. : PDL Healing of replanted teeth stored in various

storage media, World Congress on Sports Dentistry and Dental Traumatology, ２７～２８，２００１．（World

Congress on Sports Dentistry and Dental Traumatology Official Program, Boston, USA）実動施設

７．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

的形態観察，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）�解剖

８．末原正崇，淺井康宏：髄床底穿孔部の処置に関する実験病理学的検討，―特に Super-EBAの応用につい

て―，歯科学報１０１�，５８０，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）実動施設

９．Shibuya, E.�, Ide, Y.�, Katou, H., Asai, Y. : The change of root canal morphology after root canal prepara-

tion by the Ni-Ti rotary instrument using the micro-CT, Int Endod J 34（Abstracts），３２～３３，２００１．

（１０th European Association of Endodontorogy, Munich, Germay）�解剖
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１０．末原正崇，弓削田友子，八ッ橋孝彰，森永一喜，中川寛一，淺井康宏，平井義人�：髄床底穿孔部の処置に

関する実験病理学的検討，MTAを長期間応用した場合について，日歯保存誌４４（秋季特別号），

７７，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学会，福岡市）実動施設 �保存Ⅲ

１１．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）�解剖

１２．中川寛一，難波 徹，市川博彰，萩原領一，藤井玄一郎，土倉 康，淺井康宏，平井義人�：NiTi ロータ

リーインスツルメントの根管壁切削特性に関する研究，日歯保存誌４４（秋季特別号），１８４，２００１．（第１１５

回日本歯科保存学会秋季学会，福岡市）�保存Ⅲ

１３．山田 考，加藤広之，市之川 浩，土倉 康，伊藤彰人，淺井康宏，平井義人�：ポリプロピレン製根管充

填用ポイントをコア・キャリアーに用いた加温軟化ガッタパーチャ充填法の填塞性について，日本歯保存

誌４４（秋季特別号），１９４，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学会，福岡市）�保存Ⅲ

１４．古澤成博，松橋精二郎，淺井康宏，平井義人�：歯根端切除手術後の吸収性膜の応用に関する臨床的検討，

歯科学報１０１�，９４９，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�保存Ⅲ

１５．加藤広之，市之川 浩，土倉 康，山田 考，澁谷涼子，伊藤彰人，淺井康宏，平井義人�：加温軟化ガッ

タパーチャ根管充填法の填塞性，特に Polypropylene Point を用いたコア・キャリアー法について，歯科

学報１０１�，９６１，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）�保存Ⅲ

１６．山田 考，市之川 浩，土倉 康，中川寛一，淺井康宏，磯野珠貴�，齋藤一太�：歯根端切除手術後の骨創

腔に対する吸収性膜の応用とその病理組織所見，日口腔インプラント会誌１５�，２６９，２００２．（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）実動施設 �再建歯学研究所

１７．林 範昭�，武田太之�，栗本武俊�，吉田浩幸�，寺本修久�，和田貴美代�，井関 繁�，春木 洋，

中川寛一：X線写真のデジタル化とレタッチソフトの活用，日口インプラント会誌１５�，２６４，２００２．（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）�臨床和歌山インプラント研究会（WIPA）

１８．和田貴美代�，和田昭子�，南 良尚�，溝端将泰�，高橋俊晴�，小倉 耐�，井関 繁�，林 範昭�，

樋出 誠，中川寛一：バイオセラム長期経過症例の臨床的検討（第１報），日口腔インプラント会誌１５�，
２６７，２００２．（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）�臨床和歌山インプラント研究会

（WIPA）

１９．井関 繁�，前田佳英�，松本春司�，沼田恵次�，大河内博司�，和田貴美代�，林 範昭�，市川博彰，

中川寛一：バイオセラム長期経過症例の臨床的検討（第２報），日口腔インプラント会誌１５�，２６８，
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）�臨床和歌山インプラント研究会（WIPA）

２０．市川博彰，八ッ橋孝彰，湯澤邦裕，黒田政俊，中川寛一，塩野目章一�，高階光博�：Early Loading を与え

たポスト一体型ハイドロキシアパタイト被覆骨内インプラントの病理組織所見，日口腔インプラント会誌

１５�，２６９，２００２．（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）実動施設 �再建歯学研究所
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２１．久永竜一�，高橋俊之�，山田敏勝�，三穂乙暁�，鈴木雄太�，佐藤 亨�，腰原 好�，中川寛一，淺井康

宏：バイオセラム・ポーラス・インプラントの臨床経過，日口腔インプラント会誌１５�，２７５～
２７６，２００２．（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）�補綴Ⅱ
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２．歯科保存学第二講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 山田 了 歯周療法全般

助 教 授 角田 正健 口臭

講 師 森山 貴史 GTR法の骨再生に関する研究（Ａ９６‐０４１０‐４９）

中川 種昭 歯周病原性細菌に対するワクチンの開発（Ａ００‐０４１０‐６０）

関口 一実 GTR法の吸収性膜露出が新生組織に及ぼす影響（Ａ９７‐０４１０‐５３）

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

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

助 手 小宮 明代 簡便DNAプローブ法の開発と臨床応用（Ａ９８‐０４１０‐５４）

伊藤 太一 咬合性外傷が歯周組織に及ぼす影響（Ａ９８‐０４１０‐５６）

杉戸 博記 再生歯根膜の分化・誘導に関する研究（Ａ９７‐０４１０‐５２）

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

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

小川 貴也 再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

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

難波 崇 再生歯根膜の分化・誘導に関する研究（Ａ９７‐０４１０‐５２）

稲垣 覚 歯周病原性細菌に対する線毛抗体（Ａ００‐０４１０‐６０）

鈴木 道子 歯周組織の発生

大学院生 川井 英敬 EMDと歯周組織再生について

浅野 裕之 歯周病原性細菌の家族内感染（Ａ００‐０４１０‐６０）

増田 浩之 サルにおける咬合性外傷に関する研究（Ａ９９‐０４１０‐５７）

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

杉本 真慈 再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

矢崎有里子 歯周病原性細菌に対する線毛抗体（Ａ００‐０４１０‐６０）

専 攻 生 島 信博 骨移植材併用GTR法（Ａ９６‐０４１０‐４９）

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

２．成果の概要

１）再生組織における組織応答に関する研究（Ａ００‐０４１０‐５９）

e－PTFE膜を用いて形成された歯根膜組織の治癒過程における硬組織形成能について検索した，その結

果，e－PTFE膜を用いて形成された歯根膜組織は，高い硬組織形成能を伴う，歯周組織再性能を有するこ

とが示唆された．

日歯周病会誌 ４４，３～２０，２００２．

２）再生歯根膜の分化・誘導に関する研究（Ａ９７‐０４１０‐５２）

e－PTFE膜を用いて再生される組織の誘導，増殖期間が，歯周組織の再生能に及ぼす影響を検索した．

その結果，膜応用期間４週の新生組織は，再生セメント質の形成能が高く，アンキローシスを誘発しにくい

組織であることが示唆された．

日歯周病会誌 ４３，３７４～３８７，２００１．
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

山田 了
杉戸 博記

ティッシュエンジニアリングを用いた組織再構築に関する
総合的研究

科学研究費・基盤（Ａ）

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

関口 一実 エナメル基質タンパクを用いた組織誘導による歯周組織再
建に関する研究

科学研究費・基盤（Ｂ）

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

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

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

中川 種昭 ２００１．１１．９ ２１世紀の歯周組織再生を考える
―吸収性面部連を用いたGTR，
GBRの現状と未来―

第１１５回日本歯科保存学会秋
季学会

福岡市

担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

山田 了 ２００１．４．１ スケーリング・ルートプレーニング
の臨床シュミレーション教育用シス
テムの開発

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

３）EMDと歯周組織再生について

歯周組織の創傷治癒過程における上皮細胞の再生に対するエナメルマトリックスタンパク質（EMD）の

影響を検索した．その結果，EMDは，上皮細胞の増殖抑制因子として作用し，上皮の根端側方向への増殖

を抑制することが示唆された．

日歯周病会誌 ４３，３９６～４０８，２００１．

４）歯周病原性細菌に対する線毛抗体（Ａ００‐０４１０‐６０）

RgpAの各機能ドメインに対する歯周炎患者の血清 IgG 産生について解析した．その結果，成人性歯周

炎患者ではRgpAの catalytic domain に対して抗体が産生されにくいことが示唆された．

日歯周病会誌 ４３，２４０～２５０，２００１．

３．科学研究費補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

５．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ソフト開発
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論 文

１．Okuda, K.�, Ishihara, K.�, Nakagawa, T., Hirayama, A.�, Inayama, Y.� : Detection of treponema denticola in

atherosclerotic lesions, J Clin Microbiol３９�，１１１４～１１１７，２００１．原著 �微生物，�RI 研

２．Hirose, M., I shihara, 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A
９９‐０４１０‐５８�微生物

３．小宮明代，齋藤 淳，北村秀和，関口一実，高橋潤一，渋川義宏，天野恭彦，山田 了：軽度歯周炎患者に

おけるオウバクエキス，トラネキサム酸，β－グリチルリチン酸配合歯磨剤の臨床効果，日歯保存誌４４

�，２０４～２０８，２００１．臨床

４．角田正健，清水和正�，前田裕一�，大澤謙二�，志村 進�：カカオポリフェノールのメチルメルカプタンに

対する消臭効果，日食工会誌４８�，２３８～２４５，２００１．原著 �ロッテ中央研究所
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teristics of antibodies induced by Arg-gingipain（HRgpA）and Lys-gingipain（Kgp）from porphyromonas

gingivalis , Oral Microbaiol Immunol１６�，２０２～２１１，２００１．原著 �Department of periodontics,School of den-
tistry, University of Washington

７．稲垣 覚：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

�，２４０～２５０，２００１．原著 分析生研

８．伊藤太一，渋川義宏，川井英敬，天野恭彦，山田 了：水酸化カルシウムペースト剤の骨形成に及ぼす影

響，日口腔インプラント会誌１４�，５５７～５６２，２００１．原著A９８－０４１０－５５細形研，保情研 実動施設

９．難波 崇：e-PTFE膜を用いて形成された組織における歯周組織再生能の経時的変化に関する研究，日歯周

病会誌４３�，３７４～３８７，２００１．原著 細形研 実動施設

１０．川井英敬：歯周組織創傷治癒過程におけるエナメルマトリックスタンパク質の上皮細胞の動態に及ぼす影

響，日歯周病会誌４３�，３９６～４０８，２００１．原著 細形研 実動施設

１１．小川貴也：e-PTFE膜を用いて形成した歯根膜組織の骨組織およびセメント質の再生における免疫組織科学

的分析，日歯周病会誌４４�，３～２０，２００２．原著 細形研 実動施設

解 説

１．渋川義宏，山田 了：エナメルマトリックスタンパク質（エムドゲイン）による再生療法を行った１０症例の

ヒト組織学的評価，Int J Perio Rest Dent Japan ９�，９０～９１，２００１．

２．森山貴史�，山田 了：即時植立インプラントにおける裂開型骨欠損の臨床的被覆：初期軟組織閉鎖を得る

ための３つの外科術式，Quintessence Dent Imp ８�，３３３～３４３，２００１．�水病・保存科
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３．小宮明代，山田 了：インプラント使用を含む口腔内応用におけるリコンビナントヒトBMP２の評価：ヒ
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Int J Perio Rest Dent Japan ９�，８６～８７，２００１．

６．高橋潤一，山田 了：２種類のチタンインプラントの表面トポグラフィと骨および軟組織へのインテグレー

ション：イヌにおける実験報告，Quintessence Dent Imp ８�，８３～９３，２００１．

７．伊藤明代，山田 了：歯周炎の骨欠損に対するフラップ手術とエナメルマトリックスデリバティブ応用との

比較に関する研究：リエントリー１２ヶ月時の調査，Int J Perio Rest Dent Japan ９�，９４～９５，２００１．

８．杉戸博記，山田 了：臨床治療におけるアストラ・スタンダード歯科用インプラントの５年間の前向きフォ

ローアップ報告，Quintessence Dent Imp ９�，９７～１０３，２００２．

９．稲垣 覚，山田 了：吸収性・非吸収性膜を応用した組織再生誘導法の長期的観察Ⅰ，Ⅱ級分岐部への応

用，Int J Perio Rest Dent Japan１０�，８８～８９，２００２．

１０．森山貴史�，山田 了：音波歯ブラシおよび電動歯ブラシが歯肉縁下細菌叢に及ぼす効果 走査型電子顕微鏡

を用いた被検者８名に対する臨床比較研究，Quintessence２１�，４２９～４３７，２００２．�水病・保存科
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実動施設
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４２．Shibukawa, Y., Enokiya, Y.�, Yamada, S. : Cell kinetics in bone formation after application of enamel ma-

trix proteins, J Dent Res８１（Special Issue），４５２，２００２．（８０th IADR, San Diego, California, USA）細形研，保

情研 実動施設 �病理

４３．高橋潤一，石原和幸�，杉戸博記，太田幹夫，松坂賢一�，中川種昭�，山田 了，下野正基�：象牙質知覚

過敏症に伴う歯髄感覚の高次中枢機能との関連，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，３３，２００２．（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）脳科学研 �微生物，�臨検査，�慶大・医・歯口外，�病理

４４．石原和幸�，君塚隆太�，山中あゆみ�，本間聖進�，米澤英雄�，佐藤 裕�，高橋潤一，稲垣 覚：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 slgA 抗体の誘導，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，３８，２００２．（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）�微生物，�生化学

４５．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
，新谷益朗�，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プログラム，５２，２００２．（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）�臨検査，�病理，�理工，�衛生，�生理，�保存

Ⅲ，�小児歯，�補綴Ⅲ，	矯正，
口外Ⅰ，�脳科学研究施設，�補綴Ⅰ
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３．歯科保存学第三講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 石川 達也 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究

平井 義人 歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療

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

講 師 野呂 明夫 歯科医療における飛沫感染対策に関する研究

高瀬 保晶 新規歯冠修復用CAD／CAM装置の検討

牛木 猛雄 歯科用CAD／CAM装置の検討

瀧澤 雅一 Er：YAGレーザーの臨床応用に関する研究

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

助 手 杉山 節子 高強度グラスアイオノマーセメントの臨床応用に関する研究

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

キング効果について

高橋 賢 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究

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

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

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

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

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

キング効果について

井原聡一郎 象牙質コラーゲンの熱変性について

津守 將充 グラスアイオノマーセメントの二次齲蝕抑制について

篠原 崇 DIAGNOdent と極微小焦点Ｘ線CT撮影装置の比較，検討

五十嵐章浩 繰り返し速度を変化させたEr：YAGレーザーの応用

２．成果の概要

１）試作吸収性コラーゲン膜の生体内吸収速度および歯周組織の観察

タンニン酸で架橋した試作コラーゲン膜をGTR法に利用できる生体材料膜として応用し，歯周組織の再

生程度，ならびに膜の吸収時期に付いて病理組織学的に検索し，その有用性を検討した．

体重２０kg前後の雑種成犬８頭の両側下顎第２，３，４前臼歯，第１後臼歯の近心根に頬側裂開型歯槽骨

欠損を作製し，本試作膜および市販の高分子共重合体膜，コラーゲン膜を応用した膜応用対照群，ならびに

非膜応用群を設定し，術後８，１２週に標本を採集した．

採取した資料を脱脂，脱灰，脱水後，通法に従いシオジリン包埋を施し，厚さ２４µmの頬舌断連続切片を

作成した．これらにヘマトキシリン・エオジン複染色およびテトラクロム染色を施し，光学顕微鏡下にて試

作膜応用群と膜応用対照群，膜非応用対照群を比較して病理組織学的検索を行い，統計学的に分析した．

結果として，試作コラーゲン膜のGTR法への応用は，歯肉上皮のポケット内侵入を阻止し，セメント

質，歯槽骨の新生を促す生体材料膜として，GTR法での応用が有用であることが示唆された．

歯科学報 １０１�，３７８～３８７，２００１．
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

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

高瀬 保晶 ニューロ理論を応用したCAD／CAMシステムにおける
修復物マージン位置の最適化

科学研究費・基盤（C）

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

平井 義人 ２００１．９．２９ 歯の形成異常と変色，特色とそ
の効果

日本歯科保存学会主催 市民
フォーラム

木更津市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

石川 達也 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

ディレクター 木更津市

石川 達也 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

ディレクター 千葉市

石川 達也 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

ディレクター 千葉市

石川 達也 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

ディレクター 千葉市

３．科学研究費補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

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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論 文

１．牟田具城，緒方 毅�，西山令生，龍崎直仁，杉山利子，平井義人：セルフエッチングプライマー応用レジ

ン接着システムに関する研究歯髄反応及び接着界面観察，日歯保存誌４４�，３０１～３１０，２００１．原著 �岡
山県

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

テムに関する研究（第１報）『ABF』のウシ象牙質に対する初期接着強さ，日歯保存誌４４�，３１１～
３１７，２００１．原著

３．杉山利子，牟田具城，平井義人：組織再生誘導法におけるタンニン酸架橋コラーゲン膜の有用性，歯科学報

１０１�，３７８～３８７，２００１．原著

４．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 �衛生，�補綴Ⅱ

５．Abe, S.�, Watanabe, Y.�, Tokioka, T.�, Satou, T.�, Tazaki, M.�, Matsukubo, T.�, Yamane, G.�, Ide, Y.�,

Yamada, Y.�, Shimono, M.�, Ishikawa, T. : Investigation of gentral control during voluntary deglutition,

Bull Tokyo Dent Coll ４２�，１２８～１３０，２００１．原著 脳科学研 �解剖，�市病・オーラルメディシン，�補綴

Ⅱ，�生理，�衛生，�新潟大・大学院・顎顔面機能，�病理

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

の注水量が象牙質切削に及ぼす影響，日レーザー歯会誌１２�，８４～９１，２００１．原著 �総合歯科医療研究所

７．武田友孝�，石上惠一�，ドルネィブレット�，島田 淳�，中島一憲�，小川 透�，保科早苗�，深町元秀�，

月村直樹�，石川達也，佐藤 亨�：改良２層タイプラミネートマウスガードの製作法，臨床スポーツ医学

９�，２１０～２１８，２００１．総説 �水病・スポーツ歯科，�ピムデントノミニース，N. S. W, Australia, �日大・歯・
補綴Ⅱ，�補綴Ⅱ

８．Kameyama, A., Oda,Y.�, Hirai, Y., Kawada, E.�, Takizawa, M. : Resin bonding to Er : YAG laser-

irradiated dentin : combined effects of pre-treatments with citric acid and glutaraldehyde, Eur J Oral

Sci１０９�，３５４～３６０，２００１．原著 �理工

９．早川浩太郎�，原崎守弘�，西村 亮�，海老原 環�，山口秀晴�，高橋 賢，平井義人，石川達也：体重４

分割バランサーによる重心変動値と咬合状態との関連―骨格性下顎前突症患者を対象として―，日全身咬

合会誌 ８�，３７～４８，２００２．原著 �矯正

１０．Ishigami, K.�, Takeda, T.�, Ishikawa, T. : Sports dentistry : For the future, Dent Jpn３８，１９５～２０２，

２００２．原著 �水病・スポーツ歯科

解 説

１．Ishikawa, T., Tokiwa, O.�, Aoki, S.�, Sato, S.� : Correspondence to an occlusion-related syndorome found-

ing the future, Bull Kanagawa Dent Coll２９�，１３１～１３８，２００１．�東京都，�水病・総合歯科，�神歯大・
矯正１
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２．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�，８～３９，２００１．�東医歯大・大学院・保存，�日本歯科医師会薬剤部会委
員，�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 I，�市病・オーラルメディシン

３．長坂 斉�，佐藤 亨�，高江洲義矩�，石川達也：聴力は咬合のセンサーか，日歯評論６１�，１３３～１４１，
２００２．�衛生，�補綴Ⅱ

そ の 他

１．五十嵐章浩：歯の形成異常と変色，特色とその効果，日本歯科保存学会主催 市民フォーラム自然の歯を美

しく保つために―着色歯・変色歯の原因とその処置法―，２００１．

学 会 抄 録

１．Adachi, M.�, Ishihara, K.�, Okuda, K.�, Ishikawa, T. : Effect of professional oral health care on elderly liv-

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

sociation for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９８１A０２�府中市民医療センター，�微生物

２．Kameyama, A., Kawada, E.�, Amagai, T., Oda, Y.�, Hirai, Y. : Effect of glutaraldehyde on resin bonding to

Er : YAG laser-irradiated dentin, J Dent Res８０（Special Issue），６５９，２００１．（IADR７９th General Session

& Exhibition, Chiba, Japan）�理工

３．西山令生，杉山利子，牟田具城，津守將充，井原聡一郎，平井義人：吸収性膜に試作コラーゲンスポンジを

併用した歯周組織再生について，日歯保存誌４４（春期特別），１３８，２００１．（第１４４回日本歯科保存学会春季大

会，横須賀市）脳科学研

４．Inoue, T.�, Shimono, M.�, Matsuzaka, K.�, Muramatsu, T.�, Miyakoshi, S.�, Murakami, S.�, Abe, S.�, Age-

matsu, H.�, Yanagisawa, T.�, Miake, Y.�, Tazaki, M.�, Kato, T.�, Ishihara, K.�, Yoshinari, M.�, Hasegawa,

K.�, Shintani, M.�, Asai, Y.	, Furusawa, N.	, Yoshida, T.	, Suzuki, M.
, Ishikawa, T., Takase, Y., Aoki, S.,

Yoshida, M.�, Ootawa, Y.�, Kubo, S.�, Yajima, Y., Shibahara, T., Shigematsu, T.� : Development of

smart biomaterials for the dentin/pulp complex，Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１７～１１８，２００１．（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）HRC９８２A０１�臨検査，�病理，�解剖，�超微構

造，�生理，�微生物，�理工，�脳科学研究施設，	保存Ⅰ，
保存Ⅱ，�補綴Ⅰ，�小児歯，口外Ⅰ，�口外

Ⅱ

５．Kaneko, Y.�, Ishikawa, T., Shimono, M.�, Inoue, T.�, Kizaki, H.�, Ichinohe, T.�, Fukuda, K.�, Tanaka, T.�, Mi-

yachi, K.� : The effect of hypoxia induced by Vasoconstrictors Contained in a Local Anesthetic Solu-

tion on Dental Pulp, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１８～１２０，２００１．（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）HRC９６２B０１�歯麻，�病理，�臨検査，�生化学，�水病・麻酔科
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６．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, Bull Tokyo

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）HRC
９９２C０１�理工，�臨検査，�法歯，�超微構造，�微生物，�生理，�RI 研，�口外Ⅰ，	口外Ⅱ，
衛生，�解

剖，�市病・整外科，補綴Ⅱ，�補綴Ⅰ

７．Noma, H.�, Takagi, T.�, Uchiyama, T.�, Isshiki, Y.�, Nojima, K.�, Nishii, Y.�, Hirai, Y., Ishikawa, T.,

Takase, Y., Koshihara, Y.�, Satou, T.�, Kishi, M.�, Kuroyanagi, K.�, Aoyagi, Y.�, Tonogi, M.�, Ide, Y.	 :

Three-dimensional Evaluation of Growth and Dysfunction in the Oral and Maxillofancial Region : Re-

covery and Forecast Treatment, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１２６～１２８，２００１．（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）�口外Ⅰ，�口外Ⅱ，�矯正，�補綴Ⅱ，�補綴Ⅲ，�歯放，�市

病・放科，�市病・オーラルメディシン，	解剖

８．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）�超微構造，�長崎大・歯・予防

９．西本幸仁�，高橋潤一�，野呂明夫�，秋廣良昭�，細川伊平，槇石武美�，平井義人：新規口腔リハビリ器具

による表情筋（口輪筋・頬筋）機能療法の基礎と臨床（第５報）社会人から老人までの口唇閉鎖力の評価，日

歯保存誌４４（春季特別号），１０８，２００１．（第１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）�東京都，�保存Ⅱ，

�水病・保存科

１０．野呂明夫�，高橋潤一�，秋廣良昭�，西本幸仁�，槇石武美�，平井義人：新規口腔リハビリ器具による表情

筋（口輪筋／頬筋）機能療法の基礎と臨床（第６報）『パタカラR』の使用による口唇閉鎖力の変化と効能，日

歯保存誌４４（春季特別号），１０９，２００１．（第１１４回日本歯科保存学会春季学会，横須賀市）�水病・保存科，�保

存Ⅱ，�東京都

１１．Takahashi, J.�, Noro, A.�, Akihiro, Y.�, Hirai, Y. : Evaluation of lip-closedown-strength in young persons, J

Dent Res８０（Special Issue），７７６，２００１．（７９th IADR, Chiba, Japan）�保存Ⅱ，�水病・保存科，�東京都

１２．春山親弘，天谷哲也，亀山敦史，篠原 崇，瀧澤雅一，高瀬保晶，平井義人：Er : YAGレーザー窩洞に対

するグラスアイオノマーセメント修復に関する研究―歯髄反応及び窩壁適合性―，歯科学報１０１

�，５８１，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１３．西山令生，杉山利子，牟田具城，津守將充，井原聡一郎，平井義人：吸収性膜に試作コラーゲンスポンジを

併用した歯周組織再生について，歯科学報１０１�，５８７，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１４．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）�理工

―１２１―



１５．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）�超微構造

１６．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）脳科
学研 �市病・オーラルメディシン，�市病・整外科，�解剖，�病理

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回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，さいたま市）HRC３A０１脳科学
研 �解剖，�病理，�脳科学研究施設・客員教授，新潟大・大学院・顎顔面機能

１８．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：筋マニピュレー

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 �衛生，�補綴Ⅱ

１９．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）�病理，�社会歯，�補綴Ⅱ，�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

２０．島田 淳�，中島一憲�，保科早苗�，小島一郎�，清川由紀�，武田友孝�，石上惠一�，石川達也：耳鼻科受

診患者における歯科的アンケート調査，日補綴歯会誌４５（１０６回特別号），１４９，２００１．（第１０６回日本補綴歯

科学会学術大会，盛岡市）�水病・スポーツ歯科

２１．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）�理工

２２．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 �

超微構造

２３．青木 聡�，大多和由美�，谷田部賢一�，柿澤 卓�，槇石武美�，安達 康�，石上惠一�，福田謙一
，

井出吉信�，石井拓男	，金子 譲�，石川達也：東京歯科大学水道橋病院における歯科臨床研修医に対す

る客観的臨床能力試験（OSCE）の実施 第１報 評価結果とその分析，歯科学報１０１	，９５６，２００１．（第２７２
回東京歯科大学学会例会，千葉市）�水病・総合歯科，�水病・小児歯科，�水病・矯正科，�水病・口外科，�水

病・保存科，�水病・補綴科，�水病・スポーツ歯科，
水病・麻酔科，�解剖，	社会歯，�歯麻

２４．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 �超微構造

２５．高瀬保晶，牛木猛雄，牟田具城，篠原 崇，石川達也，平井義人：CAD/CAMシステムにおける修復物

マージンの適合性について，歯科学報１０１	，９６３，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）
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２６．篠原 崇，高瀬保晶，天谷哲也，瀧澤雅一，平井義人：齲蝕診断に関する研究―レーザーと歯科用エックス

線CT装置の関連について―，歯科学報１０１�，９６７，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）

２７．牛木猛雄，天谷哲也，春山親弘，篠原 崇，井原聡一郎，平井義人：フッ素徐放性コンポジットレジンの実

験病理学的研究，日歯保存誌４４（秋季特別），１０１，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会春期学会，福岡市）

２８．篠原 崇，高瀬保晶，天谷哲也，瀧澤雅一，平井義人：齲蝕診断に関する研究―レーザーと歯科用エックス

線CT装置の関連について―，日歯保存誌４４（秋季特別），１０７，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学

会，福岡市）

２９．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回日本保存学

会，福岡市）細形研 �超微構造

３０．高橋潤一�，野呂明夫�，秋廣良昭�，西本幸仁�，加藤嘉哉�，細川壮平�，槇石武美�，平井義人：新規口腔

リハビリ器具による表情筋（口輪筋／頬筋）機能療法の基礎と臨床（第７報）若年者（幼児から成年）口唇閉鎖

力の成長発育，日歯保存誌４４（秋季特別号），１１４，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学会，福岡市）�保

存Ⅱ，�水病・保存科，�東京都，�水病・総合歯科

３１．野呂明夫�，高橋潤一�，秋廣良昭�，西本幸仁�，保坂 誠，細川壮平�，槇石武美�，平井義人：新規口腔リ

ハビリ器具による表情筋（口輪筋／頬筋）機能療法の基礎と臨床（第８報）成人における口唇閉鎖力の経年変

化と疾病との関連性，日歯保存誌４４（秋季特別号），１１５，２００１．（第１１５回日本歯科保存学会秋季学会，福岡

市）�水病・保存科，�保存Ⅱ，�東京都，�水病・総合歯科

３２．相原一之�，佐藤 亨�，平地正茂�，野口祐輔�，松久保 隆�，石川達也，平井義人，高橋 賢，吉田 実�：

水泳を日常スポーツとしている人の自然立位正面贈の観察，日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録

集，３０，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）�補綴Ⅱ，�衛生，�朋友柔道整復専門学校

３３．島田 淳�，中島一憲�，小川 透�，武田友孝�，石上惠一�，石川達也：耳疾患と歯科との関連，第１１回日

本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４３，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）�水

病・スポーツ歯科

３４．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，日本全身咬合学会，４４，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）�衛生，�補綴Ⅱ

３５．海老原 環�，原崎守弘�，西村 亮�，早川浩太郎�，山口秀晴�，高橋 賢，平井義人，石川達也：４分割

バランサー体重計による骨格性下顎前突症患者における重心の変動値について，日本全身咬合学会学術大

会プログラム・抄録集，４８，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）�矯正

３６．篠原 崇，高瀬保晶，天谷哲也，瀧澤雅一，平井義人：齲蝕診断に関する研究―レーザーと歯科用エックス

線CT装置の関連について―，日レーザー歯会誌 １３�，１８～１９，２００２．（第１３回日本レーザー歯学会，郡山
市）
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３７．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 �微生物，�化学，�Int. Med. Center, �Juntendo Univ., �

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

３８．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�，下野正基�，

石川達也：脳磁図計による中枢嚥下誘発部位の検索，東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ

プ，１～２，２００２．（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）�解剖，�市病・

オーラルメディシン，�補綴Ⅱ，�生理，�衛生，�病理

３９．杉山哲也�，ピケロカティウスカ�，櫻井 薫�，丸山剛郎�，赤澤勇人�，安藤友彦�，三澤壮太郎�，

高橋 賢：下顎位認知および下顎随意運動における脳活動部位の解析，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，１５，２００２．（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）３A０８脳科学研 �補綴 I，�脳科学研究施設

４０．高橋 賢，武藤由剛，平井義人，石川達也，仁科牧子�，加藤元一郎�：顎顔面領域の経絡機能と中枢制御に

関する研究，平成１２年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッププログラムおよび抄録

集，１７，２００２．（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）３A０９脳科学研 �市

病・内科，�市病・精神・神経科

４１．佐藤 亨�，石川達也，松久保 隆�，湯本真人�，吉村浩一�，小林義昌�，長坂 斉�：咀嚼習慣と聴力変化

の関連性について，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プログラムおよび抄録

集，２１，２００２．（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）A００－０５２０－１脳科学研 �補

綴Ⅱ，�衛生，�脳科学研究施設客員教授

４２．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 �病理，�理工，�補綴Ⅱ，�臨検査，�水

病・補綴科

４３．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
，新谷益朗�，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プログラムおよび抄録集，５２，２００２．（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）�臨検査，�病理，�理工，�衛生，�生理，�保存

Ⅱ，�小児歯，�補綴Ⅲ，	矯正，
口外Ⅰ，�脳科学研究施設，（１２）補綴Ⅰ

４４．松久保 隆�，小林義昌�，佐藤 亨�，長坂 斉�，古賀 寛�，湯本真人�，石川達也：咀嚼筋位，咬合位お

よび顎関節頭位の変化と聴覚野応答，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，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）脳科学研

�衛生，�補綴Ⅱ，�脳科学研究施設・客員教授
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４５．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，�病理

４６．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，�病理，�解剖，�超微構造，�生理，�微生物，�理工，	脳科学研

究施設，
保存Ⅰ，�保存Ⅱ，�補綴Ⅰ，小児歯，�口外Ⅰ，�口外Ⅱ

４７．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，�病理，�臨検

査，�生化学，�水病・麻酔科

４８．野間弘康�，高木多加志�，内山健志�，一色泰成�，野嶋邦彦�，西井 康�，石川達也，平井義人，高瀬保晶，

腰原 好�，佐藤 亨�，岸 正孝�，黒柳錦也�，西川慶一�，青柳 裕�，外木守雄	，井出吉信
：口腔・

顎顔面の形態，機能異常の３次元的評価ならびに回復，治療予測，歯科学報１０２�，１８５～１８７，２００２．（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）�口外Ⅰ，�口外Ⅱ，�矯正，�補綴Ⅱ，�

補綴Ⅲ，�歯放，�市病・放科，	市病・オーラルメディシン，
解剖

４９．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Ⅱ，�生理，�衛生，�脳科学研究施設・客員教授，�病理

５０．杉山哲也�，ピケロカティウスカ�，櫻井 薫�，丸山剛郎�，赤澤勇人�，安藤友彦�，三澤壮太郎�，

高橋 賢：下顎位認知および下顎随意運動における脳活動部位の解析，歯科学報１０２�，１９８～
１９９，２００２．（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Ⅰ，�脳科

学研究施設

５１．高橋 賢，村田有史，牛木猛雄，平井義人，石川達也，海老原洋子�，仁科牧子�，加藤元一郎�：顎顔面領

域の経絡機能と中枢制御に関する研究，歯科学報１０２�，１９９～２００，２００２．（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）３A０９脳科学研 �千病・内科，�市病・内科，�市病・精神・神経科

５２．佐藤 亨�，本間留美果�，平地正茂�，野口祐輔�，相原一之�，石川達也，吉田 実�，宮田右京�：自然立

位正面像の観察―青年男子と，水泳を日常スポーツとしている者との比較―，日補綴歯会誌４６�，
４２６，２００２．（日本補綴歯科学会学術大会東関東支部，水戸市）A００－０５２０－１ �補綴Ⅱ，�朋友柔道整復専門学

校，�岩手県
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５３．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�，

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）�理工，�臨検査，�法歯，�超微構造，�微生物，�生理，�RI 研，	口外Ⅰ，


口外Ⅱ，�衛生，�解剖，市病・整外科，�補綴Ⅱ，�補綴Ⅰ
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４．小 児 歯 科 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

講 師 関口 浩 ヒト琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子構造の解明（Ａ９６‐０４５０‐２）

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

久保 周平 窩底象牙質厚径と電気抵抗値の関連性（Ａ９０‐０４５０‐３）

助 手 林 芳裕 細胞成長因子が乳歯歯髄に及ぼす影響（Ａ９４‐０４５０‐３）

黒須 美佳 ３歳児の摂食上の問題点と背景因子（Ａ９８‐０４５０‐３）

氏家真由子 歯牙の生理的動揺に関する研究（Ａ０１‐０４５０‐３）

今井 裕樹 咬合彎曲の累年的変化（Ａ９８‐０４５０‐２）

病院助手 福山 達郎 乳・永久犬歯の位置の累年的変化（Ａ９４‐０４５０‐２）

原 麻子 マイクロCTを用いた乳臼歯咬合面溝の三次元的観察

大学院生 恩田 尚余 歯間空隙の累年的変化（Ａ９７‐０４５０‐１）

２．成果の概要

１）乳犬歯，犬歯の排列位置の変化に関する累年的研究（Ａ９４‐０４５０‐２）

永久歯列完成時の歯列・咬合状態を左右する極めて重要な役割を担っていると考えられる乳犬歯あるいは

犬歯の排列位置の累年的変化を観察し，次の結論を得た．１）乳犬歯は正常歯列群，叢生歯列群ともに歯列

の成長に伴って前外方へ移動し，その移動量は正常群で大きく，叢生群では小さかった．２）正常歯列群の

犬歯は，ごく僅かな内方移動を伴う前方移動がみられたが，叢生歯列群では，前後的にはほとんど移動せ

ず，内方へ大きく移動していた．３）脱落直前の乳犬歯の位置と永久歯列安定期の犬歯の位置を比較する

と，正常歯列群では犬歯は乳犬歯より前方にあったが，叢生歯列群では前後的にはほとんど変化がみられな

かった．

小児歯誌 ３９�，６１４～６３６，２００１．

２）切端・尖頭・咬頭頂連続曲線の累年的変化に関する研究（Ａ９８‐０４５０‐２）

将来の永久歯列の形成に大きくかかわっていると考えられる咬合彎曲の累年的変化を観察し，次の結論を

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

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

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

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

と変化していた．

小児歯誌 ３９�，６３７～６５７，２００１．
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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

米津 卓郎 Effect of feeding methods on
dental arch parameters

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

U. S. A Levy, Steven
M.

藥師寺 仁
久保 周平

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

１）船橋さざんか歯科診
療所

２）�船橋歯科医師会

船橋市 谷口 和義

前田 耕作
今井 裕樹
林 芳裕
町田 幸雄
藥師寺 仁

The incidence of dental car-
ies of denciduous dentition
in relationship to normal oc-
clusion and deep overbite

Dept.of Pedodon －tics,
School of Sto －matol-
ogy, Shanghai Tiedao
University

China Shi, Sizen

米津 卓郎 Attrition patterns in the pri-
mary dentition

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

U. S. A Levy, Steven
M.

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

関口 浩 ヒトアメロジェニン蛋白の合成と歯周組織再生能の評価 萌芽的研究

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

藥師寺 仁 ２００１．７．４ 咀嚼の発達 在宅栄養士講習会 東京

藥師寺 仁 ２００１．７．７ ２１世紀の歯科医学・医療 －ラ
イフステージを考えた口腔管理
－成長発達期の口腔管理と展望

日本歯科医学会 平成１３年度
学術講演会

福岡市

藥師寺 仁 ２００１．７．１２ 咀嚼の発達 在宅栄養士講習会 東京

藥師寺 仁 ２００１．９．１９ 障害者歯科診療の実際 さざんか歯科講演 船橋市

藥師寺 仁 ２００１．１０．１４ ２１世紀の歯科医学・医療 －ラ
イフステージを考えた口腔管理
－成長発達期の口腔管理と展望

日本歯科医学会 平成１３年度
学術講演会

松江市

藥師寺 仁 ２００１．１０．２１ 子どもの口の健康 第３３回東歯祭 千葉市

藥師寺 仁 ２００２．１１．３０ 乳歯歯髄腔の臨床解剖 長崎大学大学院歯学研究科セ
ミナー

長崎市

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演
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論 文

１．石 四箴�，町田幸雄：日中歯科医学用語の比較，日中医学１６�，２～４，２００１．原著 �客員教授

２．福山達郎，藥師寺 仁：上顎乳犬歯，犬歯の排列位置の変化に関する累年的研究―乳歯列完成期から永久歯

列安定期まで―，小児歯誌３９�，６１４～６３６，２００１．原著A９４－０４５０－２保情研

３．今井裕樹，藥師寺 仁：乳歯列完成期から永久歯列安定期までの切端・尖頭・咬頭頂連続曲線の累年的変化

に関する研究―正常永久歯列と叢生永久歯列の比較―，小児歯誌３９�，６３７～６５７，２００１．原著A９８－０４５０
－２

４．石 四箴�，梁 勤�，� 清�，藥師寺 仁，林 芳裕，町田幸雄：三種齲活躍性検測的追踪研究（中国

語），上海医学２４（増刊），８～１３，２００１．原著 �同済大・歯・小児歯

５．Mochizuki, K.�, Ootawa, Y.�, Kubo, S., Machida, Y., Yakushiji, M. : Bifurcation，birooted primary canines

: A case report, Int J Paediatr Dent１１�，３８０～３８５，２００１．症例 �水病・小児歯科

６．辻野啓一郎�，藥師寺 仁：上顎洞内に萌出した過剰歯の１例，小児歯誌３９�，９０１～９０７，２００１．症例 �水
病・小児歯科

７．Warren, J. J.�, Bishara, S. E.�, Steinbock, K. L.�, Yonezu, T., Nowak, A. J.� : Effects of oral habits’duration

on dental characteristics in the primary dentition, J Am Dent Assoc１３２�，１６８５～１６９３，２００１．原著 �
The University of Iowa

８．Yonezu, T., Warren, J. J.�, Bishara, S. E.�, Steinbock, K. L.� : Comparison of tooth size and dental arch

widths in contemporary japanese and american preschool children, World Journal of Orthodontics ２

�，３５６～３６０，２００１．原著 �The University of Iowa

９．今村治代�，辻野啓一郎�，望月清志�，大多和由美�，藥師寺 仁：歯科大学病院小児歯科における平成８－

１０年度初診患児の実態調査，小児歯誌４０�，１４８～１５４，２００２．臨床 �水病・小児歯科

１０．辻野啓一郎�，望月清志�，大多和由美�，藥師寺 仁，井上 孝�：乳歯に由来した線維性骨形成性エプーリ

スの２例，小児歯誌４０�，１９８～２０３，２００２．症例 �水病・小児歯科，�臨検査

解 説

１．藥師寺 仁，関口 浩，米津卓郎，久保周平：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―１．少子社会における保育環境の状況，歯科学報１０１�，４８５～４９０，２００１．

２．米津卓郎，関口 浩，久保周平，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―２．無歯期、乳歯崩出期における口腔健康管理，歯科学報１０１	，６１３～６２１，２００１．

３．米津卓郎，関口 浩，久保周平，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―３．乳歯列期における口腔健康管理，歯科学報１０１
，７０９～７２３，２００１．

４．米津卓郎：ゴム乳首は推奨できるか，小児歯科臨床 ６�，２６～３３，２００１．
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５．関口 浩，米津卓郎，久保周平，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―４．混合歯列前期における口腔健康管理，歯科学報１０１�，８０５～８１０，２００１．

６．関口 浩，米津卓郎，久保周平，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―５．混合歯列中期における口腔健康管理，歯科学報１０１（１０），８７７～８８６，２００１．

７．久保周平，関口 浩，米津卓郎，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―６．混合歯列後期における口腔健康管理（Ⅰ），歯科学報１０１（１１），９７９～９９０，２００１．

８．久保周平，関口 浩，米津卓郎，藥師寺 仁：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―７．混合歯列後期における口腔健康管理（Ⅱ），歯科学報１０１（１２），１１５５～１１６４，２００１．

９．藥師寺 仁，関口 浩，米津卓郎，久保周平：少子社会における小児期の口腔健康管理―８０２０は小児から

―８．永久歯列完成期の口腔健康管理，歯科学報１０２�，１～７，２００２．

単 行 図 書

１．久保周平，藥師寺 仁：著分担：小児歯科患者の臨床的対応 �非協力児の分類５７～５９頁，�非協力な小児
への対応６０～６１頁，�非協力な保護者に対する対応６２～６４頁，クインテッセンス出版，東京，２００１．

そ の 他

１．藥師寺 仁：第２回アジア小児歯科学会議，日中医学１６�，１１～１２，２００１．

学 会 抄 録

１．Sekiguchi, H., Alaluusua, S.�, Minaguchi, K.�, Yakushiji, M. : A new mutation in the amelogenin gene

causes X-linked amelogenesis imperfecta, J Dent Res８０（Special Issue），６１７，２００１．（７９th General Session

& Exhibition of the IADR, Chiba, Chiba）分子生研 �Institute of Dentistry, University of Helsinki, Finland, �法歯

２．三穂蓉子，久保周平，塩見恭代，島 典子，藥師寺 仁：アンケート調査による歯磨剤の使用状況と齲蝕罹

患状態との関連性について，小児歯誌３９�，２９６，２００１．（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）

３．関口 浩，町田幸雄，藥師寺 仁：無汗型外胚葉異形成症の遺伝子診断，小児歯誌３９�，３２３，２００１．（第
３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）

４．久保周平，氏家真由子，丘 芳美，藥師寺 仁：歯牙の生理的動揺度に関する研究―特に上顎乳中切歯，中

切歯について―，小児歯誌３９�，３５０，２００１．（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）

５．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）�解剖

６．氏家真由子，久保周平，丘 芳美，藥師寺 仁：歯牙の生理的動揺度に関する研究―特に上顎乳側切歯，側

切歯について―，小児歯誌３９�，４７２，２００１．（第３９回日本小児歯科学会大会および総会，豊中市）

７．斎藤英一�，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）脳科学研 �日歯大・新潟歯・生化学，�

法歯

―１３０―



８．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）分析生研 �解剖

９．久保周平，氏家真由子，藥師寺 仁：齲蝕診断機器DIAGNOdent を用いた小窩列溝填塞法の適応症の判定

に関する研究，歯科学報１０１�，９５０，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会（総会），千葉市）

１０．北村智子�，辻野啓一郎�，望月清志�，大多和由美�，藥師寺 仁：平成１２年度における東京歯科大学水道橋

病院小児歯科来院患者の実態調査，歯科学報１０１�，９７１，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会（総会），千葉
市）�水病・小児歯科

１１．望月清志�，辻野啓一郎�，藥師寺 仁，土屋喜子�，末石研二�，山口秀晴�：Osteopathia striata with cranial

sclerosis-megalencephaly の歯科学的所見，障害者歯２２�，３６２，２００１．（第１８回日本障害者歯科学会総会お
よび学術大会，宜野湾市）�水病・小児歯科，�水病・矯正科，�矯正

１２．Yamamoto, K.�, Sekiguchi, H., Kousuge, Y.�, Mori, T.�, Hayakawa, Y.�, Farman, A. G.� : Evaluation of di-

agnostic information yield obtained from tuned-aperture computed tomography and conventional dento-

alveolar imaging modalities for assessing impacted teeth，Radiology２２１�，６８９，２００１．（８７th Scientific
Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, USA）�歯放，�Div.

of Radiol. and Imaging Sci.

１３．Steinbock, K. L.�, Warren, J. J.�, Bishara, S. E.�, Levy, S. M.�, Kanellis, M. J.�, Yonezu, T. : Occlusal and

dental arch characteristics in the primary dentition, J Public Health Dent６１�，５９～６０，２００１．（AAPHD
６３rd Annual Session, Chicago, Illinois, USA）�University of Iowa

１４．藥師寺 仁：２１世紀の歯科医学・医療―ライフステージを考えた口腔管理―成長発達期の口腔管理と展望，

日本歯科医学会平成１３年度学術講演会事前抄録，８～９，２００１．（日本歯科医学会平成１３年度学術講演会，松

江市）

１５．藥師寺 仁：２１世紀の歯科医学・医療―ライフステージを考えた口腔管理―成長発達期の口腔管理と展望，

日本歯科医学会平成１３年度学術講演会事前抄録，８～９，２００１．（日本歯科医学会平成１３年度学術講演会，福

岡市）

１６．小川 学�，望月三香�，望月清志�，藥師寺 仁：バイオリン演奏が小児と成人の顎関節に及ぼす影響につ

いての比較，第１６回日本小児歯科学会関東地方会・大会および平成１３年度・総会，２５，２００１．（第１６回日本

小児歯科学会関東地方会・大会および平成１３年度・総会，東京）�東京都，�水病・小児歯科

１７．Mochizuki, K.�, Fujii, H., Mizuguchi, Y.�, Machida, Y., Yakushiji, M. : An element analyses from prenatal

period to early childfood : Tetracycline-teeth interaction, American Academy of Pediatric Dentistry.

５４th Annual Session.２００１，２９，２００１．（American Academy of Pediatric Dentistry.５４th Annual Session.２００１，

Atlanta, Georgia, USA）�水病・小児歯科，�東京都

１８．辻野啓一郎�，藥師寺 仁：上顎洞内に萌出した過剰歯の１例，第１３回日本小児口腔外科学会総会 プログラ

ム・抄録集，４０，２００１．（第１３回日本小児口腔外科学会総会，札幌市）�水病・小児歯科
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１９．辻野啓一郎�，望月清志�，大多和由美�，藥師寺 仁：乳歯に由来した線維性骨形成性エプーリスの２例，

第１３回日本小児口腔外科学会総会 プログラム・抄録集，６３，２００１．（第１３回日本小児口腔外科学会総会，札幌

市）�水病・小児歯科

２０．Mochizuki, M.�, Ogawa, M.�, Mochizuki, K.�, Yakushiji, M. : Camparison of T. M. J of children and adults

affected by violin practice,１８th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Final

Programme/Abstracts, １１５，２００１．（１８th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry,

Paris, France）�東京都，�水病・小児歯科

２１．Sekiguchi, H., Yakushiji, M. : A novel point mutation of the EDA gene in a japanese family with X-linked

anhidrotic ectodermal dysplasia,１８th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry

Final Programme/Abstracts, １１９，２００１．（１８th Congress of the International Association of Paediatric Den-

tistry, Paris, France）

２２．Yonezu, T., Warren, J. J.�, Bishara, S. E.�, Steinbock, K.�, Amarshall, T.�, Broffitt, B.� : Correlation of den-

tal arch and anthropometric measurements in pre-school children, J Dent Res８１（Special Issue

A），１３４，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego, California, USA）�University of Iowa

２３．Warren, J. J.�, Slayton, R.�, Yonezu, T., Kanellis, M. J.�, Levy, S. M.� : Interdental spacing patterns and

dental caries in the primary dentition, J Dent Res８１（Special Issue A），３４６，２００２．（８０th General Session

of the IADR, San Diego, California, USA）�University of Iowa

２４．望月清志�，久保周平，黒須美佳，藥師寺 仁，田崎雅和�，阿部伸一�，山倉大紀�，末石研二�，坂本輝雄�，

中野洋子�：成長発達期における口腔内圧受容と大脳皮質感覚野の関連について，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，２４～２５，２００２．（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）脳科学研 �水病・小児歯科，�生理，�解剖，�補綴Ⅲ，�水

病・矯正科，�矯正，�口外Ⅱ

２５．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
，新谷益朗�，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プログラムおよび抄録集，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）�臨検査，�病理，�理工，�衛生，�生理，�保

存Ⅲ，�保存Ⅱ，�補綴Ⅲ，	矯正，
口外Ⅰ，�脳科学研究施設，�補綴Ⅰ
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５．口腔外科学第一講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 野間 弘康 マイクロアレイを用いた口腔癌の診断および治療

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

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

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

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

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

片倉 朗 ラット舌癌の腫瘍血管構築の変化とその抗腫瘍効果についての実験的研究

（Ａ９８－０４７０－７）

頭頸部癌における重粒子線治療の抗腫瘍効果に対する実験的研究（Ａ９４‐０４７０‐５）

助 手 山 満 下顎後退症患者における顎位と顎関節に関する実験的研究（Ａ９５‐０４７０‐９）

畑田 憲一 ４NQO誘発ラット舌癌モデルの発癌過程におけるテロメラーゼ活性の推移につい

て（Ａ９８－０４７０－５）

顎・顔面・口腔領域の疾患に対する内視鏡を使用した新しい検査・手術法の研究

（Ａ９４‐０４７０‐６）

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

横山 葉子 術前後の下顎頭の位置変化に対する研究（Ａ９８‐０４７０‐１１）

笠原 清弘 口腔癌手術における SIRS と術後合併症についての検討

山内 智博 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研究

武田 栄三 口腔再建と機能評価（Ａ９８‐０４７０‐１）

秋元 善次 第２頸椎突起と咬合平面との関係について（Ａ９５‐０４７０‐１）

野村 武史 口腔癌における顎骨浸潤のメカニズムに関する研究

病院助手 花上 健一 下顎骨の骨割線（骨目）に関する臨床・組織学的研究

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

田村耕一郎 顎変形症患者の咬合圧分布に関する研究（Ａ９８‐０４７０‐１２）

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

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

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

効果（Ａ９６‐０４７０‐２）

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

（Ａ９６‐０４７０‐４）

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

藤波 淳 顔面非対称の術後の安定性に関する研究（Ａ９７‐０４７０‐３）

椎木さやか 下顎後退症の顎位安定性に関する形態学的研究（Ａ９９‐０４７０‐３）

山本 信治 口腔癌の第２１番染色体における LOH解析と癌抑制遺伝子の検索（Ａ９９‐０４７０‐４）

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

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

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

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

（Ａ０１‐０４７０‐０２）
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廬 靖文 ヒト口腔悪性腫瘍ならびに境界病変におけるバイオマーカーの検索

（Ａ０１‐０４７０‐０３）

沼澤 秀之 口腔癌の第３番染色体における LOH解析と癌抑制遺伝子の検索

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

大越 学 下顎枝矢状分割術後の下顎頭長軸角の変化（Ａ９６‐０４７０‐７）

２．成果の概要

１）顎変形症

口腔外科において行われている外科的矯正手術の中でも下顎枝矢状分割法は多用されている手術法であ

る．本術式は下顎枝を矢状方向に分割するものであるがこの操作を可能にしている背景には骨においても木

の木目に相当するような構造が存在する可能性を示唆している．しかし緻密骨におけるこのような構造の存

在を追究した報告はみられない．本研究では，これはハバース層板の走行方向と関係があるとの仮説のもと

に緻密骨に外力を加えた際の破断線の方向とハバース管，ハバース層板の関係について多角的に解析した．

実験�としてウサギ大腿骨に対し骨ノミを用いて長軸方向への分割および長軸方向に対して直角方向への分
割を行い，肉眼による観察と光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察を行った．次に実験�として日本人屍
体から摘出した下顎骨に対して下顎枝矢状分割法を行い実験�と同様な方法で観察し，これに加えて三次元
再構築画像を用いて観察した．これらの実験から，衝撃に対する骨破断線の方向はハバース管やハバース層

板，介在層板あるいは接合線といった層板骨を構成する構造物によって影響を受け，これらの物理的結合力

の弱い部分を走行していく傾向が認められた．また下顎枝矢状分割法における骨ノミの作用方向はこの流れ

に沿った，理にかなったものであることが確認された．

日口腔外会誌 ４８，１５４～１６０，２００２．

日口腔外会誌 ４８，１６１～１６７，２００２．

２）口腔癌におけるヨードを用いた生体染色法の開発（Ａ８９‐０４７０‐１３）

口腔扁平上皮癌周囲には肉眼的に正常粘膜と区別のつきにくい異形上皮の広がり見られることが多く，こ

れらの取り残しが局所再発や二次性癌発現に深く関わっているのではないかと考えられている．一方テロメ

ラーゼはテロメア長を維持する酵素で，その活性は癌組織において特異的にみられ，発癌に関わっているこ

とや活発な癌細胞の増殖，維持に必要であることなどが明らかとなっている．そこでわれわれは口腔扁平上

皮癌およびその周囲にヨード生体染色をおこない，ヨード不染部として現れる種々の程度の異形上皮を描出

し，テロメラーゼ活性定量値と病理組織所見を比較した．その結果，ヨード不染部は病理組織学的に扁平上

皮癌およびその周囲に広がる種々の程度の異形上皮として認められた．またテロメラーゼ活性陽性率や活性

率で健常部と腫瘍部，健常部と不染部の間に有意差が認められ，口腔癌の切除範囲の決定にヨード染色が有

用である可能性が示唆された．

日口腔外会誌 ４７，５９３～５９９，２００１

３）顎骨浸潤性口腔扁平上皮癌の特性に関する研究

口腔癌に対する最も確実な治療法は切除手術である．特に下顎骨の処理に関しては，辺縁切除により下顎

骨の連続性が温存できるか，あるいは区域切除や半側切除により連続性を犠牲にするか否かで術後のQOL

が大きく変わる．それゆえ術前に腫瘍の浸潤範囲を正確に評価することが極めて重要と考える．我々は下顎

歯肉癌におけるレントゲン所見と病理組織学的所見を詳細に解析した結果，両者の臨床診断が必ずしも浸潤

範囲を的確に表しているとはいえず，新しい診断手法の開発が必要であると考えられた．そして現在我々

は，顎骨浸潤に関わる種々のサイトカインとその機構について解析を進めている．

日口腔外会誌 ４８，１２９～１３４，２００１
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４）口腔癌関連遺伝子（Ａ９９‐０４７０‐４，Ａ０１‐０４７０‐０１，Ａ０１‐０４７０‐０２，Ａ０１‐０４７０‐０３）

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

関連遺伝子の異常を未知遺伝子を含めた染色体の構造解析と，単一遺伝子の機能解析の両面からアプローチ

している．

�ヒト第２１番染色体長腕（２１ｑ）上のヘテロ接合性消失（LOH）の状況と，最近２１ｑ１１．２～２１．１で同定
された新規癌抑制遺伝子ANA（Abundant In Neuroepithelium Area）のmRNAの発現レベルを検索し

た．その結果，２１ｑ上のANA遺伝子領域近傍には少なくとも２種類の未知癌抑制遺伝子が存在する一方

で，早期癌よりも進行癌においてANA遺伝子機能の低下，喪失が多く認められ，本遺伝子が口腔扁平上皮

癌の発生過程に深く関与している可能性が強く示唆された．

�ヒト第３番染色体短腕上のヘテロ接合性消失（LOH）の状況を検索した結果，４０症例中２４例（６０％）
に少なくとも１つ以上の LOHが認められた．また３つの共通欠失領域が同定され，新規癌抑制遺伝子の存

在が示唆された．

�口腔癌に強く関係していると思われるｐ１６／CDKN２遺伝子の変異機構を解析した結果，メチル化によ
り不活化されることが示唆された．

Bull Tokyo Dent Coll ４２，１５１～１５７，２００１．

Bull Tokyo Dent Coll ４２，１５９～１６８，２００１．

Bull Tokyo Dent Coll ４２，２１１～２２３，２００１．

５）下歯槽神経麻痺（Ａ９７‐０４７０‐２）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

度の障害の場合には動的触覚の検査を併用する必要性が示唆された．

日口腔外会誌 ４７，４９５～５０６，２００１．
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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

高木多加志
外木 守雄

口腔・顎顔面形態の３次元計
測の標準化に関する研究

１．佐賀医科大学
２．大阪大学

１．佐賀市
２．大阪市

１．後藤昌昭
２．森 悦秀

高崎 義人
�木多加志
外木 守雄

下顎枝矢状分割術後のオトガ
イ神経知覚障害検査方法の標
準規格化に関する研究

１．佐賀医科大学
２．大阪大学

１．佐賀市
２．大阪市

１．後藤昌昭
２．森 悦秀

�木多加志
神尾 崇

顎顔面変形症の形態，機能異
常の３次元的評価と治療予測

株式会社ユニスン 大阪市 村本 陸司

柴原 孝彦
野村 武史

口腔扁平上皮癌における顎骨
浸潤発現のメカニズムに関す
る研究

徳島大学 徳島市 佐藤 光信

柴原 孝彦
山本 信治

口腔癌の第２１番染色体におけ
る LOH解析と癌抑制遺伝子
の検索

千葉大学 千葉市 丹沢 秀樹

柴原 孝彦
薬師寺 孝

口腔扁平上皮癌におけるｐ１６
／CDKN２の hypermethyla-
tion と発現原弱

千葉大学 千葉市 丹沢 秀樹

柴原 孝彦
田中 千早

口腔扁平上皮癌におけるアポ
トーシス阻害蛋白 Survivin
の過剰発現

千葉大学 千葉市 丹沢 秀樹

片倉 朗
�木 亮

フローサイトメトリーを用い
た口腔扁平上皮癌の核DNA
量解析

北海道大学 札幌市 井上 勝一

片倉 朗
�木 亮

口腔癌における第９，１１，１７番
染色体のFISH 法による解析

大塚アッセイ研究所 徳島市 江沢 英俊

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

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

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

科学研究費・基盤（Ｃ）

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

畑田 憲一 口腔癌における組織学的悪性度とテロメラーゼ活性の関係
について

科学研究費・基盤（Ｃ）

山内 智博 癌抑制遺伝子産物Doc－１による口腔白板症の癌化の予測
に関する検討

科学研究費・基盤（Ｃ）

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

科学研究費・基盤（Ｃ）

野村 武史 飲酒による口腔内常在菌叢の変化ならびにアセトアルデヒ
ドの発癌機構に関する研究

科学研究費・奨励（Ａ）

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―１３６―



受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名

藤川 真紀 ２００１．５．１１ 学会ポスター賞 下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関
する臨床的研究―静的触覚と動的
触覚について―

第１１回日本顎変
形症学会総会

山内 智博 ２００１．１０．２５ 学会ポスター賞 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研究

第４６回日本口腔
外科学会総会

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

野間 弘康 ２００１．５．１０
～１１

第１１回顎変形症学会総会 日本教育会館 東京

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

矢島 安朝 ２００１．１．２５ Excisional biopsyその適応と限界 第４５回日本口腔外科学会総会 千葉市

高木多加志 ２００１．５．１０ 外科的矯正手術の三次元シュミ
レーションによる治療経過シス
テムの臨床展開

第１１回日本顎変形症学会総会 東京

柴原 孝彦 ２００１．６．２１ 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総
会

札幌市

野間 弘康 ２００１．１０．２５ ２１世紀の口腔外科を考える 第４６回日本口腔外科学会総会 鹿児島市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

柴原 孝彦 ２００１．４．２６ Free flap のトラブルと対応 第５回顎顔面手術手技研究会 盛岡市

矢島 安朝 ２００１．７．１５ 新素材インプラントの臨床治験
を行って

プラトンインプラント臨床症
例セミナー２００１

東京

野間 弘康 ２００１．７．１９ 下顎智歯抜歯時の偶発症 平成１３年度卒後研修口腔外
科・歯科麻酔科学

東京

野間 弘康 ２００１．１０．１８ 難治性口腔粘膜疾患の考え方と
対応

日本綜合歯科協会月例会 東京

野間 弘康 ２００１．１１．１１ ２１世紀を迎えて新しい歯科医療
の動向を探る

神奈川県歯科医師会講演 横浜市

矢島 安朝 ２００２．２．１７ 不利な母床へ使用するインプラ
ント新素材

プラトンインプラント臨床症
例セミナー２００２

東京

野間 弘康 ２００２．２．３ 歯科病診連携とその活用 千葉県歯科医師会臨床研修シ
ンポジウム

千葉市

柴原 孝彦 ２００２．３．１９ 最新の口腔外科 夷隅郡歯科医師会学術講演会 夷隅郡

５．研究活動の特記すべき事項

受 賞

学会・研究会主催

シンポジウム

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演
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論 文

１．Hatada, K., Noma,H., Katakura, A., Yama, M., Takano, M., Ide, Y., Takagi, T., Yajima, Y., Shibahara, T.,

Kakizawa, T., Tonogi, M.�, Yamane, G.� : Clinicostatistical study of ameloblastoma treatment, Bull To-

kyo Dent Coll４２�，８７～９５，２００１．臨床 �市病・オーラルメディシン

２．佐々木研一�，田村英俊�，綿引隆一郎�，小倉 基�，佐々木善郎�，野間弘康，矢島安朝，山根源之�，

内山健志�，山崎康夫�，佐々木次郎�：医療用X線不透過性メジャーテープ（羅針盤）のインプラントへの

応用，歯会展望９７�，１３５７～１３６３，２００１．臨床 �亀田総合病院・歯口外，�市病・オーラルメディシン，�口
外Ⅱ，�千葉県，�東海大・医・口外

３．Arai, K.�, Shibahara, T., Yamamoto, N., Yakushiji ,T., Tanaka, C., Noma, H. : Frequent allelic loss/imbal-

ance on the short arm of chromosome３in tongue cancer, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１５１～
１５７，２００１．原著 �東京都

４．Yakushiji, T., Noma, H., Shibahara, T., Arai, K.�, Yamamoto, N., Tanaka, C., Uzawa, K.�, Tanzawa, H.� :

Analysis of a role for p１６/CDKN２expression and methylation patterns in human oral squamous cell

carcinoma, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１５９～１６８，２００１．原著A０１－０４７０－０１�東京都，�千葉大・医・歯
口外

５．Yamamoto, N., Noma, H., Shibahara, T. : Allelic imbalance on the long arm of chromosome２１ in human

oral squamous cell carcinoma : relationship between allelic imbalances（LOH and MSI）and clinicopath-

logic features, Bull Tokyo Dent Coll４２�，２１１～２２３，２００１．原著A９８－０４７０－４

６．Shibahara, T., Noma, H., Furuya, Y. ,Takagi, R. : Fracture of mandibular reconstruction plates used after

tumor resection, J Oral Maxillofac Surg６０�，１８２～１８５，２００２．臨床

７．Uzawa, K.�, Ono, K.�, Suzuki, H.�, Tanaka, C., Yakushiji, T., Yamamoto, N., Yokoe, H.�, Tanzawa, H.� :

High prevalence of decreased expression of KAI１metastasis suppressor in human oral carcinogenesis,

Clin Cancer Res ８，８２８～８３５，２００２．原著 �千葉大・医・歯口外，�千葉大・医・泌尿器

８．花上健一，野間弘康，柴原孝彦：緻密骨の破断線に関する実験的研究―第１報ウサギ大腿骨の分割における

破断線の走行について―，日口腔外会誌４８�，２６～３２，２００２．原著A９３－０４７０－１

９．柴原孝彦，野間弘康，新井一男�，野村武史，横尾恵子，山本信治，橋本貞充�，大鶴 洋�：下顎骨切除法

別にみた下顎歯肉扁平上皮癌の顎骨浸潤に関する臨床・病理組織学的検討，日口腔外会誌４８�，１２９～
１３４，２００２．原著 �東京都，�病理，�国立東京医療センター・口外

１０．花上健一，野間弘康，柴原孝彦：緻密骨の破断線に関する実験的研究―第２報ヒト下顎骨を用いた下顎枝矢

状分割法における破断線の走行について―，日口腔外会誌４８�，１６１～１６７，２００２．原著A９３－０４７０－１細
形研

１１．藤川真紀，野間弘康，高崎義人：下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関する臨床的研究，日口腔外会誌４７

�，４９５～５０６，２００２．原著A９７－０４７０－２
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１２．矢島安朝，野間弘康，横尾恵子，山本信治，野村武史，畑田憲一，井上 孝�：口腔扁平上皮癌周囲にひろ

がるヨード不染部のテロメラーゼ活性定量と組織学的所見，日口腔外会誌４７�，５９３～５９９，２００２．原著
�臨検査

単 行 図 書

１．野間弘康�，片倉 朗�：著分担：最新・歯科局所麻酔ハンドブック７知っておきたい処置別にみた局所麻
酔のポイント �抜歯と膿瘍切開の局所麻酔１３１～１３７頁，日本歯科評論社，東京，２００１．

２．矢島安朝�：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１患者の診かたと歯科診療 �
感染症１４２～１４５頁，医歯薬出版，東京，２００１．

そ の 他

１．高木多加志，野間弘康：外科的矯正治療への仮骨延長法の応用，歯界展望９７�，４１６～４１７，２００１．

２．高木多加志，野間弘康，柴原孝彦，野村武史，田村耕一郎：カラーアトラス口腔・顎・顔面再建術 ７．仮

骨延長法の応用，歯科学報１０１�，２２３～２２５，２００１．平成１２年度分
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覚について―，日顎変形会誌１１�，１５８，２００１．（第１１回日本顎変形症学会総会，東京）A９７－０４７０－２

３５．野村真弓�，茂木悦子�，山口大輔�，成宮幸枝�，一色泰成�，齋藤 力�，鶴木 隆�，高木多加志：歯牙欠

損を伴う下顎前突症の外科的矯正治療症例，日顎変形会誌１１�，１６４，２００１．（第１１回日本顎変形症学会総
会，東京）�矯正，�口外Ⅱ

３６．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１２回日本口腔科学会近畿地方
部会，大阪市）�病理

３７．野村武史，藥師寺 孝，高木 亮，神山 勲，原田耕志�，片倉 朗，岡本正人�，柴原孝彦，佐藤光信�，

野間弘康：マウス顎骨浸潤癌モデルの作製ならびに顎骨浸潤の機序に関する研究，日本癌学会総会記事

９２，４６６，２００１．（第６０回日本癌学会総会，横浜市）細生研 実動施設 �徳島大・歯・２口外，�徳島大・歯・２口

外

３８．田中千早，鵜澤一弘�，横江秀隆�，柴原孝彦，野間弘康，丹沢秀樹�：口腔扁平上皮癌におけるアポトーシ

ス阻害蛋白 survivin の発現状況，日本癌学会総会記事，３２８，２００１．（第６０回日本癌学会総会，横浜市）A０１－

０４７０－０２�千葉大・口外

３９．野村武史，柴原孝彦，野間弘康，大森 泰�：口腔癌患者における上部消化管癌のリスクファクターに関す

る研究，日口腔診断会診誌１４�，５７６，２００１．（第１４回日本口腔診断学会総会，東京）細生研 �市立川崎病院・
外科

４０．新井一男�，藥師寺 孝，山本信治，柴原孝彦，野間弘康：口腔扁平上皮癌における第３番染色体短腕上の

ヘテロ接合性消失と遺伝子不安定性の解析，日口腔診断会誌１４�，５８０，２００１．（第１４回日本口腔診断学会
総会，東京）�東京都

４１．仙波寿利�，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�，
５５，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）�臨検査，�病理，�口外Ⅱ

４２．川田一郎�，寺嶋 毅�，今井直彦�，斎木厚人�，関口康宣�，細江伸央�，岸川 浩�，中野 雅�，野本佳子�，

福谷英成，荒川幸喜�，仁科牧子�，笠谷知宏�，西田次郎�，田中陽一，古谷義隆，笠原清弘，矢島安朝，

野間弘康：若年発症の舌癌と肺癌の重複癌の１例，歯科学報１０１�，７７，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会
総会，千葉市）�市病・内科，�市病・臨検

４３．野村武史，藥師寺 孝，高木 亮，神山 勲，片倉 朗，柴原孝彦，野間弘康，渋谷英介�，井出吉信�：マ

ウス顎骨浸潤モデルの作製ならびに顎骨浸潤の機序に関する研究，歯科学報１０１�，８４，２００１．（第２７２回
東京歯科大学学会総会，千葉市）細生研実動施設 �解剖
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４４．森 俊道�，山本一普�，和光 衛�，米津博文�，内山健志�，野間弘康：多列検出器型X線 CT装置の臨床

応用―とくに顎関節疾患を対象として―，歯科学報１０１�，９３，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千
葉市）�歯放，�口外Ⅱ

４５．藥師寺 孝，廬 靖文，椎木さやか，山本信治，横尾恵子，高木 亮，藤川真紀，神山 勲，古谷義隆，

野村武史，武田栄三，山内智博，笠原清弘，畑田憲一，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，

野間弘康：当科における過去１０年間の口腔癌検診についての検討，歯科学報１０１�，９６，２００１．（第２７２回
東京歯科大学学会総会，千葉市）

４６．山田真英，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康：BMPを用いた顎骨再建に関する実験的研究―吸収性膜の応用

について第４報―，日口腔科会誌５０�，４９０，２００１．（第５５回日本口腔科学会総会・学術大会，盛岡市）A９５－
０４７０－４実動施設

４７．古谷義隆，山内智博，高野正行，矢島安朝，柴原孝彦：血管柄付移植骨内へのインプラント埋入実験に関す

る検討，第５回日本顎顔面インプラント学会総会プログラム集，３１，２００１．（第５回日本顎顔面インプラント

学会総会，京都市）A９６－０４７０－４実動施設

４８．山内智博，古谷義隆，野村武史，矢島安朝，野間弘康，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５回日本顎顔面インプラント学会プログラム集，３６，２００１．（第５

回日本顎顔面インプラント学会総会，京都市）A９３－０４７０－２実動施設 �超微構造

４９．野間弘康：シンポジウム「２１世紀の口腔外科を考える」，日口腔外会誌４７�，１２，２００１．（第４６回日本口腔外科
学会総会，鹿児島市）

５０．畑田憲一，山本信治，横尾恵子，神山 勲，野村武史，矢島安朝，野間弘康：口腔癌における組織学的悪性

度とテロメラーゼ活性との関係について，日口腔外会誌４７�，４２，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，
鹿児島市）

５１．笠原清弘，武田栄三，矢島安朝，柴原孝彦，柿澤 卓，野間弘康：口腔癌手術における SIRS と術後合併症

についての検討，日口腔外会誌４７�，５０，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）

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

香月 武�，渡邊 裕�，外木守雄�，山根源之�：下顎枝矢状分割法術後のオトガイ神経知覚検査に関する

臨床的研究，日口腔外会誌４７�，６３，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９７－０４７０－２ �水
病・口外科，�阪大・大学院・口外２，�佐賀医大・口外，�市病・オーラルメディシン

５３．武田栄三，片倉 朗，高木多加志，矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康，田村英俊�，佐々木研一�：前腕皮弁採

取法の一工夫，日口腔外会誌４７�，６７，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�亀田総合病院・口
外

５４．椎木さやか，高木多加志，野間弘康：外科的矯正手術による下顎後退症の顎位安定性に関する研究，日口腔

外会誌４７�，１９９～２００，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９８－０４７０－２
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５５．古谷義隆，山内智博，高野正行，矢島安朝，野間弘康：血管柄付再植骨内へのインプラント埋入後の骨形成

過程に関する実験的研究，日口腔外会誌４７�，２０７，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９６－
０４７０－４実動施設

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

香月 武�，渡邊 裕�，外木守雄�，山根源之�：下顎矢状分割法術後のオトガイ神経知覚障害に関する臨

床的研究－知覚障害程度の違いによる触圧覚閾値回復過程，日口腔外会誌４７�，１０５２～１０５３，２００１．（第
４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９４－０４７０－１ �阪大・歯・口外２，�佐賀医大・口外，�市病・オーラル

メディシン

５７．菊地徹行�，高久勇一朗�，藤川真紀，秋元善次�，松田玉枝�，横山葉子�，高崎義人�，高野正行�，

柿澤 卓�，野間弘康：オトガイ神経支配領域における知覚検査法についての臨床的研究－第２報：動的

触覚検査と二点識別閾検査の正常値について，日口腔外会誌４７�，１０５３，２００１．（第４６回日本口腔外科学会
総会，鹿児島市）�水病・口外科

５８．神尾 崇，椎木さやか，田村耕一郎，秋元善次�，高木多加志，野間弘康，村本睦司�：顔面軟組織形態の三

次元分析・評価システムの開発－第２報・計測用頭部固定用ジグの精度検証，日口腔外会誌４７

�，１０５４，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A０１－０４７０－０４�水病・口外科，��ユニスン

５９．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，日口

腔外会誌４７�，１０６６，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９３－０４７０－２ �補綴Ⅰ，�歯放，�
超微構造

６０．矢島安朝，古谷義隆，野村武史，山内智博，野間弘康，三澤壮太郎�，石崎 憲�，杉山哲也�，櫻井 薫�，

和光 衛�：超薄膜HAコーティングインプラントの臨床使用経験，日口腔外会誌４７�，１０６６，２００１．（第
４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９５－０４７０－５ �補綴Ⅰ，�歯放

６１．小泉陽子�，柿澤 卓�，高野正行�，池田博康�，野村幸恵�：高感度ELISA法による口腔唾液中のカンジ

ダマンナン抗原の疾患特異性に関する研究，日口腔外会誌４７�，１０７８，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総
会，鹿児島市）�水病・口外科，�口外１

６２．幾本英之�，成田真人�，西堀陽平�，大畠 仁�，内山健志�，野間弘康，井上 孝�，溝江純悦�：下顎に発

生した悪性繊維性組織球腫の１例，日口腔外会誌４８�，６５，２００２．（第１７１回日本口腔外科学会関東地方会，
松戸市）口外Ⅱ，�臨検査，�放射線医学総合研究所重粒子治療センター

６３．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）�病理

６４．横尾恵子，矢島安朝，野間弘康，井上 孝�，下野正基�：上皮異形成とヨード不染に関する研究，第２０回日

本口腔腫瘍学会総会プログラム・抄録集，８９，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会，岡山市）A８９－０４７０－１３

�臨検査，�病理
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６５．片倉 朗，藥師寺 孝，横尾恵子，野村武史，武田栄三，山内智博，笠原清弘，畑田憲一，高木多加志，

矢島安朝，柴原孝彦，野間弘康：当科において行っている口腔癌検診―１０年間の検討―，第２０回日本口腔

腫瘍学会総会プログラム・抄録集，１０４，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会，岡山市）

６６．Yakushiji, T., Uzawa, K.�, Tanaka, C., Yamamoto, N., Shibahara, T., Noma, H., Tanzawa, H.� : Methylation

status of p１６/CDKN２A in oral squamous cell carcinoma and correlation with DNA methytransferases

expression, J Dent Res８１，A－２０１，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego, California, USA）A

０１－０４７０－０１�千葉大・口外

６７．Tanaka, C., Uzawa, K.�, Yakushiji, T., Yamamoto, N., Shibahara, T., Noma, H., Tanzawa, H.� : Express of

apoptosis inhibitor, Survivin, in human oral squamous cell careinoma, J Dent Res８１，A－２０１，２００２．（８０

th General Session of the IADR, San Dego, California, USA）A０１－０４７０－０２�千葉大・口外

６８．Hatada, K., Noma, H., Katakura, A., Yama, M., Takano, M., Takagi, T., Yajima, Y., Shibahara, T., Kaki-

zawa, T. : Clinicostatistical study of ameloblastoma treatment, J Dent Res８１，A－２８８，２００２．（８０th Gen-

eral Session of the IADR, San Diego, California, USA）

６９．Furuya, Y., Yamauchi, T., Takano, M., Yajima, Y., Noma, H. : Experimental studies on the osteogenesis

process around dental implants in vascularized bone replantations, J Dent Res８１，A－３６７，２００２．（８０th

General Session of the IADR, San Diego, California, USA）A９６－０４７０－４細形研 実動施設

７０．矢島安朝，田崎雅和�，武田栄三，阿部伸一�，井上 孝�，片倉 朗，佐藤 亨�，柿澤 卓，井出吉信�：

MEG計測による大脳皮質味覚野の特定，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，抄録集，３～４，２００２．（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）

脳科学研 �生理，�解剖，�臨検査，�補綴Ⅱ

７１．一戸達也�，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，東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ

プ，１３～１４，２００２．（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）脳科学研 �歯麻，

�薬理，�口外Ⅱ，�生理

７２．片倉 朗，柴原孝彦，石原和幸�：唾液タンパクが口腔癌に与える影響の解析，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，抄録集，５０～５１，２００２．（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）�微生物

７３．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，新谷益朗�，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プログラム，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）�臨検査，�病理，�理工，�衛生，�生理，�保存Ⅲ，

�保存Ⅱ，�小児歯，	補綴Ⅲ，
矯正，�脳科学研究施設，�補綴Ⅰ

７４．海老原洋子�，石原和幸�，三浦 直�，君塚隆太，片倉 朗，野間弘康，奥田克爾�：Helicobacter pylori の

生態と粘膜疾患の相互関係の解析，歯科学報１０２�，１７２，２００２．（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）�内科，�微生物，�化学

―１４６―



７５．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）A
８６－１６０－３８，HRC９８２A０１細形研 実動施設 �臨検査，�病理，�解剖，�超微構造，�生理，�微生物，�理工，

	脳科学研究施設，
保存Ⅰ，�保存Ⅱ，�保存Ⅲ，補綴Ⅰ，�小児歯，�口外Ⅱ

７６．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

根膜由来組織の再生，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）実動施設 �保存Ⅱ，�病理

７７．野間弘康，高木多加志，内山健志�，一色泰成�，野嶋邦彦�，西井 康�，石川達也�，平井義人�，高瀬保晶�，

腰原 好�，佐藤 亨�，岸 正孝�，黒柳錦也�，西川慶一�，青柳 裕�，外木守雄	，井出吉信
：口腔・

顎顔面の形態，機能異常の３次元的評価ならびに回復，治療予測，歯科学報１０２�，１８５～１８７，２００２．（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）細形研 �口外Ⅱ，�矯正，�保存Ⅲ，�補綴

Ⅱ，�補綴Ⅲ，�歯放，�市病・放科，	市病・オーラルメディシン，
解剖

７８．矢島安朝，武田栄三，片倉 朗，田崎雅和�，井上 孝�，阿部伸一�，井出吉信�，佐藤 亨�，柿澤 卓：

MEG計測による大脳皮質味覚野の特定―味質，刺激濃度，温熱刺激による応答部位の違いと潜時の差を

中心に―，歯科学報１０２�，１８９～１９０，２００２．（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 �生理，�病理，�解剖，�補綴Ⅱ

７９．一戸達也�，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，�薬理，�口外Ⅱ，�生理

８０．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�，４２９，２００２．（第５５回日本口
腔科学会総会・学術大会，盛岡市）�市病・オーラルメディシン，�病理

８１．高木多加志，神尾 崇，椎木さやか，藤川真紀，田村耕一郎，秋元善次�，片倉 朗，高野正行�，矢島安朝，

柴原孝彦，柿澤 卓�，野間弘康：外科的矯正治療の臨床的検討，日口腔外会誌４７�，１０５８，２００２．（第
４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）A９８－０４７０－２ �水病・口外科

８２．Nomura, T., Shibahara, T., Katakura, A., Akimoto, Y.�, Kamiyama, I., Takagi, R., Yamamoto, N.,

Yakushiji, T., Numasawa, H., Noma, H. : Establishment of bone invasion model by oral cancer in mice,

J Dent Res８１，A－２０３，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego, California, USA）細生研，細生研

実動施設 �水病・口外科

８３．西井 康�，野嶋邦彦�，高根ユミ�，高木多加志，野間弘康，山口秀晴�：顔面非対称症例の三次元的形態分

析の一考案，第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４９，２００２．（第１１回日本全身咬合学

会，千葉市）�矯正
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８４．田村耕一郎，山内智博，高木多加志，野間弘康，萩原玲子�：インプラントアンカーを固定源とした下顎埋

伏第二大臼歯の外科的牽引―プレート・スクリュウタイプの併用―，日矯歯会誌，２６３，２００２．（第６０回日

本矯正歯科学会総会，東京）�千葉市

８５．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�，

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）�理工，�臨検査，�法歯，�超微構造，�微生物，�生理，�RI 研，	保存Ⅲ，


口外Ⅱ，�衛生，�解剖，市病・整外科，�補綴Ⅱ，�補綴Ⅰ
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６．口腔外科学第二講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学ならびに機能学的研究

助 教 授 鶴木 隆 顎変形症に対する診断ならびに外科的治療に関する研究

齊藤 力 骨結合インプラントの力学的研究

講 師 松井 隆 口蓋裂発生に関する実験的研究

大畠 仁 口蓋裂発生に関する実験的研究

助 手 中野 洋子 口蓋裂患者の音声言語学的研究

市ノ川義美 各種処理同種骨の経時的強度変化に関する研究（Ａ９８‐０４８０‐２）

米津 博文 顎関節鏡視下剥離授動術前後の顎運動に関する研究（Ａ９８‐０４８０‐３）

木住野義信 微細径顎関節鏡を用いる関節腔内病態の診断的研究

重松 司朗 口蓋裂発生に関する実験的研究

小枝 弘実 口蓋裂患者の音声に関する音響学的研究（Ａ００‐０４８０‐４）

須賀賢一郎 顎変形症患者の治療前後における顎運動機能に関する研究（Ａ９７‐０４８０‐２）

渡辺 一 口蓋裂患者の音声言語学的研究

花井淳一郎 仮骨延長法を用いた下顎歯槽部の幅経増大に関する実験的研究

西堀 陽平 二次口蓋発生における正中上皮索消失に関する実験的研究（Ａ００‐０４８０‐５）

病院助手 本橋 佳子 完全口唇顎口蓋裂児の顎発育ならびに咬合に関する研究（Ａ９５‐０４８０‐１）

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

山本 隆司 顎裂部骨移植術前後における３Ｄ－CTを用いた経時的変化に関する計測学的研究

（Ａ０１‐０４８０‐２）

原 宣道 器官培養法によるマウス口蓋発生に関する実験的研究（Ａ９７‐０４８０‐１）

石井 建 外科的顎矯正手術に関わる臨床解剖学的研究（Ａ００‐０４８０‐１）

塩見 周平 口腔内異常感覚が音声に及ぼす影響―下顎孔伝達麻酔後の音声変化について―

（Ａ００‐０４８０‐２）

吉村 元 下顎孔伝達麻酔における音声言語変化について（Ａ０１‐０４８０‐１）

大島 崇宏 マウス顎関節発生に関する実験的研究

渡邊 章 口蓋裂遺伝子に関する解析

２．成果の概要

下顎枝矢状分割法施行前後における下顎頭の位置に関する研究（Ａ９６‐０４８０‐２）

骨格性下顎前突症患者における下顎枝矢状分割法施行前後の下顎枝前縁を含めた近位骨片全体の位置変化

を明確にし，さらに遠位骨片の後方移動量と近位骨片の位置変化との関係を明らかにするために種々の頭部

エックス線規格写真を用いて経時的な計測学的研究を行った．その結果，偏位側下顎枝前縁は術後，内側に

位置し非偏位側下顎枝前縁は術後，前下外方に位置する傾向を示したが，両者ともに術後１２カ月時までの経

時的変化は示さなかった．また，偏位側および非偏位側下顎頭は術後，遠心骨片と同じ方向へ回転する傾向

を示したが，両者ともに術後１２カ月時までには術前とほぼ同じ位置に変化する傾向を示した．そして，遠心

骨片の後方移動量の差と術後の非偏位側下顎頭長軸角の位置変化との間のみに有意な関係を認めた．下顎枝

矢状分割法により非偏位側下顎頭は，非対称度に関わらず，術前とほぼ同じ位置に変化しうることが示唆さ

れた．

歯科学報 １０１�，４４３～４５６，２００１．
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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

内山 健志
中野 洋子
西堀 陽平

口唇・口蓋裂発現と母体環境
要因に関する全国調査―第
２子発生予防の試み―

愛知学院大学歯学部口腔
外科学第二講座

名古屋市 河合 幹

内山 健志 口蓋裂言語の音響学的研究
―とくに韓国語音声と日本
語音声との比較について―

全北大学歯科大学 韓国 辛 暁根

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

花井淳一郎 仮骨延長法を用いた下顎歯槽部の幅経増大に関する実験的
研究

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

幾本 英之 ２００１．１０．２５
～２６

優秀ポスター賞 リン酸カルシウムセラミックス表面
における初期石灰化についての研究

第４０回日本口腔
外科学会

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

内山 健志 ２０００．１０．２６ Perko 法による二段階口蓋形成
術の功罪

第４６回日本口腔外科学会総会 鹿児島市

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

内山 健志 ２００２．２．２ 当教室における口唇裂・口蓋裂の
治療と研究

日本産科婦人科学会千葉地
方部会平成１３年度冬期学術
講演会

市川市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

内山 健志 ２００２．８．２３ 臨床歯科医学・口腔外科学 第４回言語聴覚士指定
講習会

東京都

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

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

―１５０―



受講者 年月日 研修会名 主催者 開催地 備 考

内山 健志 ２００１．９．２ 摂食・嚥下に関わる音声言
語の知識

千葉県歯科医師会
摂食・嚥下リハビリ
テーション研修会

千葉市

内山 健志 ２００２．３．１７ 摂食・嚥下に関わる音声言
語の知識

千葉県歯科医師会 摂
食・嚥下リハビリテー
ション研修会

千葉市

教育研修
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論 文

１．田中潤一�，伊藤亜希�，相川 弦�，松崎英雄�，高野伸夫�，木住野義信，渡辺和也�：片側下顎頭過形成に

よる顔面非対称症の１例，日顎変形会誌１０�，１３９～１４４，２０００．症例 �都立大塚病院・口腔科，�東京都

２．山本隆司，齋藤 力，内山健志：下顎枝矢状分割法を施行した下顎前突症患者における近位骨片の位置変

化，歯科学報１０１�，４４３～４５６，２００１．原著A９６－０４８０－２学位論文

３．島田 淳�，横山葉子�，小川欽也�，福田謙一，野間智子�，渡辺 一�，望月清志�，辻野啓一郎�，末石研二�，

喜田賢司�，山 満�，堀田宏巳�，武田友孝�，村松 淳�，石上惠一�，中沢勝宏�：顎関節症診査，診断

および治療（その２），歯科学報１０１�，４９１～５０５，２００１．臨床 �水病・スポーツ歯科，�水病・口外科，�
水病・麻酔科，�水病・小児歯科，�水病・矯正科，�千葉大・医・歯口外，�水病・補綴科，�東京都

４．金子 剛�，中島龍夫�，曽根清昭�，一色泰成�，坂本輝雄�，中野洋子，後藤慶子�，浅野和海�：慶應義塾

大学病院における口唇裂，口蓋裂のチーム医療の現況と問題点，形成外科４５�，１３１～１４０，２００２．総説
�慶大・医・形成外科，�済生会宇都宮病院・形成外科，�矯正，�慶大・医・耳鼻科

解 説

１．佐々木研一�，田村英俊�，綿引隆一郎�，小倉 基�，佐々木義郎，野間弘康�，矢島安朝�，山根源之�，

内山健志，山崎康夫�，佐々木次郎�：医療用X線不透過性メジャーテープ（羅針絆）のインプラントへの

応用，歯界展望９７�，１３５７～１３６３，２００１．�亀田総合病院・歯口外，�口外Ⅰ，�市病・オーラルメディシ
ン，�東京都

単 行 図 書

１．齋藤 力	：著分担：最新・歯科局所麻酔ハンドブック 	歯科インプラントの局所麻酔１４３～１４７頁，
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	５．術中・術後の管理 １）治療後の指導 �観血処置後２５８～２５９頁，�５．術中・術後の管理 ２）
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Dent Coll４２�，１０８～１０９，２００１．（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）細形
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３３．一戸達也�，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，東京歯科大学口腔科学研究センター

ワークショップ，１３～１４，２００２．（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）�歯

麻，�薬理，�口外Ⅰ，�生理

３４．望月清志�，久保周平�，黒須美佳�，藥師寺 仁�，田崎雅和�，阿部伸一�，山倉大紀�，末石研二�，

坂本輝雄�，中野洋子：成長発育期における口腔内圧受容と大脳皮質感覚野の関連について，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プログラムおよび抄録集，２４～２５，２００２．（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）脳科学研 �小児歯，�生理，�解剖，�補綴Ⅲ，�水病・矯正

科，�矯正

３５．内山健志，吉村 元，塩見周平，加藤 隆�，加藤元一郎�，新谷益朗�：下顎孔伝達麻酔後の口腔内異常感

覚に対する言語中枢の制御に関する研究，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プロ

グラムおよび抄録集，３２，２００２．（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）東京歯科

大学口腔科学研究センター脳科学研 �市病・精神・神経科，�脳科学研究施設

３６．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センターワークショップ，千葉市）細形研，保情研 �超微構造，�法

歯

３７．一戸達也�，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，�薬理，�口外Ⅰ，�生理

３８．�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�：萌出後の歯牙硬組織の

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）細形研，保情研 �超微構造，�法歯，�微生物
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３９．坪田一男�，橋本貞充�，井上 孝�，村松 敬，落合 聡�，水口 清�，佐藤 裕�，田崎雅和�，中野洋子，

竹内 勤�，斉藤一郎�，津坂憲政	，吉野健一�，藤田広己�，只野貴示枝�，白石清乃�，片桐重雄
，

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

腺および唾液分泌の分子機構に関する研究，歯科学報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，�病理，�臨検査，�

法歯，�生化学，�生理，�市病・内科，�徳島大・歯・口病，	埼玉医大・総合医センター・２内科，
市病・

オーラルメディシン

４０．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）細形研，保情研，細生研，生素研 実動施設 �病理，�解剖，�超微構造，�生理，�微生物，�理工，�法

歯，�保存Ⅰ，	保存Ⅱ，
保存Ⅲ，�補綴Ⅰ，小児歯，�口外Ⅰ

４１．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．Piquer�：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）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，�RI 研，�保存Ⅲ，	口外Ⅰ，
衛生，�解剖，市病・整外科，�

補綴Ⅱ，�PF

４２．野間弘康�，高木多加志�，内山健志，一色泰成�，野嶋邦彦�，西井 康�，石川達也�，平井義人�，高瀬保晶�，

腰原 好�，佐藤 亨�，岸 正孝�，黒柳錦也�，西川慶一�，青柳 裕�，外木守雄�，井出吉信	：口腔・

顎顔面の形態，機能異常の３次元的評価ならびに回復，治療予測，歯科学報１０２�，１８５～１８７，２００２．（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）�口外Ⅰ，�矯正，�保存Ⅲ，�補綴Ⅱ，�

補綴Ⅲ，�歯放，�市病・放科，�市病・オーラルメディシン，	解剖

４３．一戸達也�，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）�歯麻，�薬理，�口外Ⅰ，�生理

４４．須賀賢一郎，齋藤 力，内山健志：下顎枝矢状分割法を施行した下顎非対称患者の三次元顎運動解析，日顎

変形会誌１１�，１２９，２００２．（第１１回日本顎変形症学会総会，東京）A９７－０４８０－１

４５．内山健志：口腔外科における口蓋裂手術の取り組み Perko 氏法による二段階口蓋形成術の功罪，日口腔外

会誌４７�，８６７，２００２．（第４６回日本口腔外科学会総会・学術大会，鹿児島市）
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７．歯 科 麻 酔 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 金子 譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果判定法―局所麻酔薬の局在の光学的計

測―（Ａ９９‐０５００‐１０）

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

（Ａ９５‐０５００‐１）

講 師 櫻井 学 アミノフィリンの全静脈麻酔からの覚醒促進作用に対する研究（Ａ９９‐０５００‐２）

阿部耕一郎 快適な歯科治療をめざして―自律神経解析からみた歯科治療が患者におよぼす影

響―（Ａ０１‐０５００‐３）

間宮 秀樹 炭酸ガスが口腔血流と疼痛閾値に及ぼす影響（Ａ９９‐０５００‐５）

助 手 野村 仰 側位頭部Ｘ線規格写真分析から求めた数値による咽頭形態の評価ならびに体表の目

標点を用いた経鼻挿管難易度の予測（Ａ０１‐０５００‐４）

福田 謙一 幻歯痛の病態分析（Ａ０１‐０５００‐１１）

縣 秀栄 動脈硬化モデル動物の心筋酸素受給バランスに対する歯科用血管収縮薬の影響

（Ａ０１‐０５００‐６）

笠原 正貴 口腔外科手術後の神経麻痺治療における直線偏光近赤外線星状神経節照射の有用性

の検討（Ａ０１‐０５００‐１２）

中田 真理 高齢者歯科治療時の安全な管理法について（Ａ９９‐０５００‐８）

奥田みのり 周術期における呼吸器感染症に関する細菌学研究

五十嵐朋子 近赤外線分析によって測定した脳内総ヘモグロビン濃度とETCO２との関係

（Ａ９９‐０５００‐９）

大学院生 塩崎由美子 プロポフォール鎮静法における精神運動機能の回復について

雨宮 啓 低酸素および再酸素化環境における歯髄細胞の活性について

加納美穂子 要介護老人の歯科治療に関する循環変動について

上谷陽一郎 局所麻酔薬の細胞毒性

松木由起子 プロポフォール鎮静法における精神運動機能の回復について

松浦 信幸 痛み刺激に対する鎮痛薬の効果の脳磁図による解析

半田 俊之 ATP持続静脈内投与による術後鎮痛効果

稲川 元明 顎変形症手術に対する麻酔管理法の変遷と呼吸器合併症の関係

半田麻里子 歯髄の麻酔効果と血流からみた望ましい局所麻酔薬と血管収縮薬の組合せの検討

２．成果の概要

１）全身麻酔

揮発性麻酔薬セボフルランに血小板凝集抑制作用のあることは知られているが，静脈麻酔薬プロポフォー

ルでは統一した見解がないため，プロポフォールの血小板凝集能におよぼす影響をコラーゲンコートビーズ

管による押し出し法を用いた血小板停滞率検査により検討した．セボフルラン麻酔群（GOS群）とプロポ

フォール麻酔（AOP群）で，全身麻酔導入前，局所麻酔薬投与直前，投与終了５分後を比較した．血小板

停滞率は麻酔導入後GOS群で有意に低下，GOP群で変化がないことから，プロポフォールは血小板停滞率

にほとんど影響を与えず，局所麻酔薬投与前後の比較からプロポフォールがエピネフリンの血小板停滞率に

及ぼす影響はセボフルランと同等と考えられた．

日歯麻会誌 ２９，１６８～１７２，２００１．
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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

櫻井 学 抗炎症を目的としたアデノシ
ン三リン酸（ATP）製剤の
口腔外科手術への臨床応用

岡山大学大学院歯科麻酔
学分野

岡山市 宮脇 卓也

市販の未開封局所麻酔薬バイアル，全身麻酔薬バイアルおよび輸液ボトルのゴム栓の無菌性と消毒用アル

コールによるゴム栓清拭の意義について検討した．バイアルカバーを取り除いた直後のゴム栓には細菌およ

び真菌は検出されなかった．しかし，アルコール綿で清拭した後では２０％に真菌集落が検出された．Staphy-

lococcus aureus ならびに Candida albicans をリドカインバイアルおよびプロポフォールバイアルに播種した

ところ，リドカインバイアルでは経時的に生菌数は減少したが，プロポフォールバイアルでは２４時間以降有

意に増加した．

日臨麻会誌 ２１，１５６～１５９，２００１．

２）局所麻酔

血管収縮薬が組織を低酸素状態にすることはよく知られ，この低酸素ストレスによる歯髄への障害が危惧

されている．歯髄細胞を低酸素環境下で培養した結果，細胞の生存率に変化は認められなかった．しかし，

細胞増殖能，硬組織形成能そしてVEGF発現量は対照群と比較して有意に増加した．このことから，低酸

素環境に対する細胞応答機構が歯髄に存在すると考えられた．

日歯麻会誌 ２９，５５１，２００１．

J Dent Res ８１，１８９，２００２．

３）患者管理

顎変形症患者は，外科的顎矯正術によって生来の顔面の輪郭と咬合が変化するために，特別な術前の急性

不安の状態にあると推察される．下顎前突症の患者の術前の急性不安とその性差の有無を見いだすために，

STAI 日本語版とVASにより不安度を測定した．また，術前の急性不安に対するVASの妥当性について

は STAI の状態不安のスコアとの相関性から検討した．結果は術直前の不安度は性差がみられなかった．

VAS値は状態不安のスコアと正の相関関係がみられた．しかし，急性不安に対するVASの信頼性は女性

が男性よりも高かった．女性の顎変形症患者は男性より不安に陥りやすい性格傾向にあることが示唆され

た．

日歯麻会誌 ２９，２２９～２３２，２００１．

右上腕をオシロメトリック法の血圧計，左手指基部を容積振動法の血圧計で測定し，手指基部の血圧の値

が上腕の値の代用として臨床で使用できるかを上腕の値を基準として検討した．測定開始時の差は，０．１

mmHgであったが，測定ごとに１９mmHgの高値や２１mmHgの低値までその差は大きく，測定期間を通して

その差が一定となることもなかった．手指基部の値から上腕の値を予測することは困難であり，血圧測定は

上腕で行うべきであると考えられた．

日歯麻会誌 ２９，３３６～３３９，２００１．

３．学外共同研究
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

金子 譲 局所麻酔添加血管収縮薬による低酸素が歯髄に及ぼす影響 東京歯科大学口腔科学研究セ
ンター

金子 譲 在宅寝たきり高齢者，障害者歯科診療の運営方法及び患児
の取り扱い方法に関する研究並び練馬区歯科医師会会員に
対する指導，協力

練馬区歯科医師会より奨学研
究費

金子 譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果の判定法 科学研究費・基盤（Ｂ）

金子 譲 歯科医師の麻酔科研修のガイドライン策定に関する研究 厚生科学研究費補助金

一戸 達也 口腔外科手術のための全静脈麻酔の検討―正常血圧者と
高血圧者での比較

科学研究費・基盤（Ｃ）

櫻井 学 抗炎症を目的としたアデノシン三シン酸（ATP）製剤の
口腔外科手術への臨床応用

科学研究費・基盤（Ｂ）

櫻井 学 口腔外科手術における麻酔から安全で快適な回復の検討
―アミノフィリンの効果―

東京歯科大学学長奨励研究

阿部耕一郎 快適な歯科治療をめざして―自律神経解析からみた歯科
治療が患者におよぼす影響―

科学研究費・基盤（Ｃ）

雨宮 啓 低酸素状態における歯髄細胞の活性 大学院教育研究特別経費―
研究科特別経費

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

金子 譲 ２００１．６．２８ IADR７９th General Session Group
business meeting“Dental Anesthe-
siology Research”

幕張メッセ 千葉市

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

金子 譲 ２００１．６．３０ Pre－emptiveanalgesia in den-
tistry

IADR７９th General Session 千葉市

金子 譲 ２００１．９．２１
～２２

第２回歯科医師臨床研修指導医
全身管理講習会

東京歯科大学水道橋病院 東京

４．科学研究費補助金・各種補助金

学会・研究会主催

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム企画
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

一戸 達也 ２００１．６．９ 口腔外科手術の麻酔における
フェンタニルの立場

日本麻酔・薬理学会第２３回学
術大会

東京

中田 真理 ２００１．６．１６ 女性麻酔科医の現状と将来 第５回千葉麻酔科医会 千葉市

一戸 達也 ２００１．６．３０ Preemptive analgesia for ma-
jor oral and maxillofacial sur-
gery

IADR７９th General Session 千葉市

一戸 達也 ２００１．９．７ 亜酸化窒素（笑気）の将来 第５回日本医療ガス学会総会 東京

一戸 達也 ２００１．１０．４ 歯科麻酔におけるプロポフォー
ルの使用について

第２９回日本歯科麻酔学会総会 福岡市

福田 謙一 ２００１．１１．１８ ニューロパシー性歯痛 口腔顔面痛懇談会 第２回研
究会

東京

笠原 正貴 ２００２．３．１ 顎顔面領域の慢性難治性疼痛に
対する治療指針の検討

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

一戸 達也 ２００２．３．９ 後天的身体障害者の歯科治療と
モニタリング

歯科医師のためのモニタリン
グ講座（第２回）

横浜市

一戸 達也 ２００２．３．１５ Developmentof Japanese medi-
cal and dental anesthesiology

ASDA／JDSA／SOBA Sci-
entific Session,２００２

San Diego,
USA

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 ２００１．１１．２４ The historyof dental anesthesiol-
ogy in japan and korea

The first annual meeting
of korea society of dental
anesthesiology

Seoul, Ko-
rea

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 ２００１．５．２０ 患者診査，検査（全身的，局所
的），麻酔と全身管理
実習：静脈確保，バイタルサイ
ン（心電図，血圧，経皮的動脈
血酸素飽和度，脈拍），救急蘇
生法と救急薬品

九州インプラント研究会 熊本市

一戸 達也 ２００１．７．１２ 在宅高齢者と歯科医療 埼玉県歯科医師会 平成１３年
度介護保険等対応歯科保健医
療推進研究会

さいたま市

一戸 達也 ２００１．８．５ アドバンスコース「全身管理と
救急医療」

千葉県歯科医師会 平成１３年
度摂食・嚥下リハビリテー
ション研修会

千葉市

シンポジウム

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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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

金子 譲 ２００１．９．１８ 救急蘇生法 京橋歯科医師会 東京

金子 譲 ２００１．９．２１ 基本的身体診察法と血圧，脈拍
等の意味

厚生労働省・歯科医療研修振
興財団 第２回歯科医師臨床
研修指導医全身管理講習会

東京

一戸 達也 ２００１．９．２２ 在宅歯科診療における全身管理
の実践例

厚生労働省・歯科医療研修振
興財団 第２回歯科医師臨床
研修指導医全身管理講習会

東京

一戸 達也
櫻井 学
阿部耕一郎
間宮 秀樹

２００１．９．２２ 実習：「静脈路の確保と点滴
セットの取り扱い」，「モニタリ
ングの実施」，「救急蘇生法」，「酸
素ボンベの取り扱い」

厚生労働省・歯科医療研修振
興財団 第２回歯科医師臨床
研修指導医全身管理講習会

東京

金子 譲 ２００１．１１．１０ 安全な歯科医療と麻酔 東京歯科大学同窓会船橋支部 船橋市

一戸 達也 ２００２．２．２４ アドバンスコース「全身管理と
救急医療」

千葉県歯科医師会 平成１３年
度摂食・嚥下リハビリテー
ション研修会

千葉市

金子 譲 ２００２．３．２４ 在宅診療時の全身管理上の問題
点とその対策―実際例を中心に

兵庫県歯科医師会 兵庫県

一戸 達也 ２００２．３．３１ 新しい時代の歯科衛生士に求め
られること―歯科医療を通じ
て患者のQOLを向上するため
に―

千葉県歯科衛生士会 平成１３
年度介護保険等対応歯科保健
医療推進研究会

千葉市
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

一戸 達也 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

間宮 秀樹 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 千葉市

一戸 達也 ２００１．７．３０
～８．１

日本私立大学連盟 ２００１年度
「大学の教育・授業を考える
ワークショプ」

参加者 浜松市

一戸 達也 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

櫻井 学
縣 秀栄

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

一戸 達也 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

タスクフォース 千葉市

金子 譲 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

一戸 達也 ２００１．１１．２３
～２４

平成１３年度共用試験歯学OSCE
ワークショップ

参加者 東京

一戸 達也 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

野村 仰 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
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論 文

１．奥田みのり，一戸達也，金子 譲：局所麻酔薬バイアルおよび輸液ボトルのゴム栓の無菌性，日臨麻会誌

２１�，１５６～１５９，２００１．原著

２．林 三美，縣 秀栄，一戸達也，金子 譲：プロポフォールの血小板停滞率に及ぼす影響，日歯麻会誌２９

�，１６８～１７２，２００１．原著

３．間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：電極式血糖測定器と全自動血液ガス分析器による血糖測定値の臨床比較，

日歯麻会誌２９�，２２４～２２８，２００１．臨床

４．櫻井 誠�，一戸達也，野村 仰，高北義彦�，金子 譲：顎変形症患者における術前不安の心理学的評価に

ついて，日歯麻会誌２９�，２２９～２３２，２００１．臨床 �千葉県，�水病・麻酔科

５．笠原正貴，松木由起子，一戸達也，金子 譲：悪性症候群既往患者に対する全身麻酔経験，日歯麻会誌２９

�，２４５～２４６，２００１．症例

６．加納美穂子，笠原正貴，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：東

京歯科大学千葉病院麻酔科外来における麻酔症例の臨床統計―１９９７年１月～１９９９年１２月―，歯科学報１０１

�，４７１～４７８，２００１．臨床

７．阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲：測定部位の異なる血圧測定値の検討―上腕と手腕基部の比較―，日歯麻

会誌２９�，３３６～３３９，２００１．原著

８．Tanaka, T., Kaneko, Y. : Measurement of pulpal blood flow in dogs with nonradioactive colored micro-

spheres, Bull Tokyo Dent Coll４２�，２０１～２１０，２００１．原著

９．嶋田昌彦�，宮脇卓也�，高田耕司�，見崎 徹�，岡秀一郎�，吉村 節�，鮎瀬卓郎�，大井久美子�，

瀬尾憲司�，染矢源治�，一戸達也，金子 譲，市原清志�，伊藤弘通�，海野雅浩�：浸潤麻酔，伝達麻酔

における３％塩酸メピバカイン（NSY－１０１）の臨床的有用性，日歯麻会誌３０�，４８～６１，２００２．臨床 �
岡山大・大学院・歯麻，�日大・歯・歯麻，�昭和大・歯・歯麻，�長崎大・歯・歯麻，�新潟大・大学院・歯科侵

襲管理，�川崎医大・検査診断，�東医歯大・大学院・麻酔・生体管理

１０．雨宮 啓，福田謙一�，加納美穂子，上谷陽一郎，野村 仰，野間智子�，高北義彦�，金子 譲：東京歯科

大学水道橋病院における手術室および多機能診療室症例の臨床統計―１９９８年および１９９９年―，歯科学報

１０２�，５０～５６，２００２．臨床 �水病・麻酔科

１１．雨宮 啓，下野正基�，井上 孝�：長期凍結保存が歯根膜細胞の活性に及ぼす影響―ビーグル犬の歯根膜細

胞を用いた in vitro による研究―，日口腔インプラント会誌１５�，１０～１１，２００２．原著 �病理，�臨検査

解 説

１．一戸達也：局所麻酔－怖くなく，痛くなく，確実な効果を得るために５具体的対策，デンタルダイヤモンド

２６，７４～７７，２００１．
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２．一戸達也：局所麻酔－怖くなく，痛くなく，確実な効果を得るために４方法の選択２伝達麻酔，デンタルダ

イヤモンド２６，８４～８８，２００１．

３．福田謙一�，金子 譲：口腔顔面領域における難治性疼痛の診断と治療，東歯医師会誌４９�，１５９～
１７１，２００１．�水病・麻酔科

４．一戸達也：快適な歯科医療を目指して４患者のからだ３）薬剤の予防的投与，歯界展望９７�，７９１～
７９６，２００１．

５．一戸達也：快適な歯科医療を目指して５患者のからだ４）見逃されやすいいくつかのサイン，歯界展望９７

�，９８７～９９３，２００１．

６．一戸達也：局所麻酔－怖くなく，痛くなく，確実な効果を得るために６理屈どおりにいかない場合，デンタ

ルダイヤモンド２６，８８～９２，２００１．

７．一戸達也：快適な歯科医療を目指して６不安の軽減，歯界展望９７�，１２７１～１２７５，２００１．

８．一戸達也：快適な歯科医療を目指して７痛くない歯科治療１）痛みの原因，歯界展望９８�，９６～１００，
２００１．

９．一戸達也：快適な歯科医療を目指して８痛くない歯科治療２）先制鎮痛，歯界展望９８�，３５３～３５７，２００１．

１０．一戸達也：快適な歯科医療を目指して９痛くない歯科治療３）局所麻酔に使用する器具，歯界展望９８�，５６３
～５６７，２００１．

１１．一戸達也：Preemptive Analgesia，日歯麻会誌２９�，６４１～６４３，２００１．

１２．一戸達也：口腔領域に症状を現す常用薬とその臨床対応感染防御機構の抑制，歯界展望９８�，７５８～
７６２，２００１．

１３．一戸達也：快適な歯科医療を目指して１０痛くない歯科治療４）局所麻酔のための薬剤の知識，歯界展望９８�，
７９５～８００，２００１．

１４．一戸達也：快適な歯科医療を目指して１１痛くない歯科治療５）局所麻酔のテクニック，歯界展望９８�，１００１
～１００６，２００１．

１５．一戸達也：快適な歯科医療を目指して１２痛くない歯科治療６）局所麻酔のテクニック応用編，歯界展望９８�，
１２７１～１２７６，２００１．

１６．縣 秀栄，金子 譲：歯根膜注射器の正しい扱い方－ヘンケ社５種の製品を用いて，Dental Review６２�，
１０３～１０６，２００２．

１７．一戸達也：歯科麻酔科領域におけるプロポフォールの応用，日歯麻会誌３０�，７～１５，２００２．

１８．一戸達也：歯科臨床とモニタリング，DE１３８，３１～３４，２００２．
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単 行 図 書

１．間宮秀樹�，金子 譲�：著分担：麻酔科診療プラクティス １．まれな疾患の麻酔 �顎関節強直症２３０～
２３１頁，文光堂，東京，２００１．

２．西宮 寛��，小川克昌��，須佐昭彦�，原岡研二��，塚越完子��，小山 亨��，佐久間千春��，
五十嵐 治��，大曽根 洋��，金子 譲�，	，
，�，�，，一戸達也�，高北義彦�，櫻井 学

�，間宮秀樹�，櫻井 誠
：著分担：日本歯科評論増刊／２００１最新・歯科局所麻酔ハンドブック �臨
床歯科医の局所麻酔についての実態は？ー開業歯科医に対するアンケート調査 ９～３０頁，	局所麻酔の
歴史ーハルステッドの貢献とその後３１～４０頁，
薬剤管理の基礎知識４９～５２頁，�局所麻酔薬の種類と
特徴６０～６５頁，�血管収縮薬ーその罪と功罪９０～９８頁，�局所麻酔薬のファーマコキネティックス（薬
物動態）６６～７４頁，�術前評価と偶発症の予防対策（Ⅰ）－循環器系疾患，糖尿病，甲状腺機能亢進症，
副腎皮質機能亢進症１７３～１８２頁，�術前評価と偶発症の予防対策（Ⅱ）－脳貧血様発作，過換気症候
群，アレルギー１８３～１９１頁，危険を避けるための患者管理１７０～１７２頁，�ヒョーロン・パブリッ
シャーズ，東京，２００１．�千葉県，�岡山県，埼玉県，�北海道，�都立豊島病院・歯口外，�東京都，�都立墨

東病院・歯口外

３．金子 譲�：著分担：顎変形症治療アトラス第１版 �顎矯正外科の麻酔１００～１１８頁，医歯薬出版，東
京，２００１．

４．Kaneko, Y.�：著分担：Management of Pain and Anxiety in the Dental Office �Overcoming Pain and
Anxiety in Dentistry ２～１３頁，W. B. SAUNDERS COMPANY, Philadelphia, ２００１．

プロシーディングス

１．Kaneko, Y. : Preemptive analgesia in dentistry, Program, １１４，２００１．（IADR７９th General session & exhibi-

tion, Chiba）シンポジウム

２．一戸達也：口腔外科手術の麻酔におけるフェンタニールの立場，Pharmacoanesthesiology１４�，９７～
９９，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）

そ の 他

１．福田謙一�，金子 譲：非歯原性疼痛の発生メカニズムと治療，東歯医会誌４９�，２００１．�水病・麻酔科

２．雨宮 啓，井上 孝�：ブローネマルクシステムチタンインプラント処置患者における早期インプラント失

敗－後ろ向き研究，Quintessence Dent Imp ８�，９５～１０２，２００１．�臨検査

３．雨宮 啓，井上 孝�：表面性状の異なるインプラントへの骨細胞接着，Quintessence Dent Imp ９�，９１
～１０１，２００２．�臨検査

４．一戸達也：歯科麻酔２術後痛のコントロール，日歯広報（１２５３），５，２００２．

５．金子 譲：歯科麻酔３局所麻酔のコツ，日歯広報（１２５６），６，２００２．
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６．金子 譲，平川方久�，海野雅浩�，住友雅人�，花岡一雄�，澄川耕二�：歯科医師の麻酔科研修のガイドラ

イン策定に関する研究，平成１３年度総括報告書，２００２．厚生科学研究費補助金（厚生科学特別研究事業）H１３

－特別－０５７�岡山大・大学院・麻酔・蘇生，�東医歯大・大学院・麻酔・生体管理，�日歯大・総合診療科，�東

大・大学院・麻酔，�長崎大・大学院・麻酔

７．金子 譲：基本的身体診察法，第２回歯科医師臨床研修指導医全身管理講習会の記録，１３～１８，２００２．

８．一戸達也：在宅・高齢者歯科診療における全身管理の実践例，第２回歯科医師臨床研修指導医全身管理講習

会の記録，５０～５８，２００２．

９．一戸達也，金子 譲：口腔外科手術のための全静脈麻酔の検討－正常血圧者と高血圧者での比較，平成１３年

度科学研究費補助金実績報告書基盤研究��，２００２．課題番号１１６７２０１０，２００２．

１０．金子 譲，一戸達也，間宮秀樹：痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果の判定法－組織内局所麻酔薬の

光学的計測，平成１３年度科学研究費補助金実績報告書基盤研究��，２００２．課題番号１２４７０４４９，２００２．

１１．阿部耕一郎，金子 譲，一戸達也：快適な歯科治療を目指して―自律神経解析からみた歯科治療が患者にお

よぼす影響―，平成１３年度科学研究費補助金実績報告書基盤研究��，２００２．課題番号１３６７２１２１，２００２．

学 会 抄 録

１．縣 秀栄，中田真理，一戸達也，金子 譲：血液型がA２B型の高齢悪性腫瘍患者に対する希釈式自己血輸

血の経験，老年歯医誌１６�，４５９，２００１．（第１２回日本老年歯科医学会総会・学術大会，大阪市）

２．Fukuda, K.�, Kasahara, M.�, Noma, T.�, Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Analgesic effect of adenosine for phan-

tom tooth pain, J Dent Res８０，６６６，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）脳科学研 �水

病・麻酔科

３．Kasahara, M.�, Fukuda, K.�, Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Effect of kampo medicine on chronic oral pain, J

Dent Res８０，６６６，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）脳科学研 �水病・麻酔科

４．Nomura, K., Kasahara, M., Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Stellate ganglion block for improving symptoms of

acute myofacial pains, J Dent Res８０，６６６，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）

５．Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Postoperative emesis after nitrous oxide-propofol-fentanyl anesthesia., J Dent

Res８０，６６７，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）

６．Sakurai, S., Fukunaga, A.�, Kaneko, Y., Ichinohe, T. : Aminophylline reduced recovery time from propofol

/nitrous oxide anesthesia, J Dent Res８０，６６７，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）�UCLA

Harbor Medical Center

７．Okuda, M., Kaneko, Y., Ichinohe, T., Okuda, K.�, Ishihara, K.� : Reduction of potent respiratory pathogens

by hygienic treatment in patients undergoing endotracheal anesthesia, J Dent Res８０，６６７，２００１．（IADR

７９th General session & exhibition, Chiba） �微生物
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８．Noma, T.�, Fukuda, K.�, Ichinohe, T., Koukita, Y.�, Kaneko, Y. : Is propofol effective for intravenous con-

scious sedation in elderly patients？, J Dent Res８０，６６７，２００１．（IADR７９th General session & exhibition,

Chiba）�水病・麻酔科

９．Agata, H., Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Cromakalim prevents felypressin-induced reduction in myocardial tis-

sue oxygen tention, J Dent Res８０，６６７，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）

１０．笠原正貴�，福田謙一�，一戸達也，金子 譲：口腔内慢性疼痛患者に対する疼痛治療－漢方薬の応用につい

ての考察，J Anesth１５，４１，２００１．（日本麻酔科学会第４８回大会，神戸市）脳科学研 �水病・麻酔科

１１．福田謙一�，笠原正貴�，高北義彦�，一戸達也，金子 譲：口腔顔面神経因性疼痛に対するアデノシン三燐

酸持続静脈内投与の鎮痛効果，J Anesth１５，４４，２００１．（日本麻酔科学会第４８回大会，神戸市）脳科学研 �水

病・麻酔科

１２．塩崎由美子，松木由起子，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：プロポフォールによる静脈内鎮静法からの回復

過程の検討，臨床モニター１２，２８，２００１．（第１２回日本臨床モニター学会総会，東京）

１３．Kaneko, Y., Ishikawa, T.�, Shimono, M.�, Inoue, T.�, Kizaki, H.�, Ichinohe, T., Fukuda, K.�, Tanaka, T., Mi-

yachi, K. : The effect of hypoxia induced by vasoconstrictors contained in a local anesthetic solution on

dental pulp, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１１８～１２０，２００１．（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）HRC９６２B０１�保存Ⅲ，�病理，�臨検査，�生化学，�水病・麻酔科

１４．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�薬理，�口外Ⅰ，�口外Ⅱ，�生理

１５．笠原正貴�，福田謙一�，村松 淳�，半田俊之，一戸達也，金子 譲：下歯槽神経ニューロパチーが舌神経

へ拡大した一症例，口腔顔面痛懇談会第２回研究会プログラム・抄録集，２００１．（口腔顔面痛懇談会第２回

研究会，東京）�水病・麻酔科

１６．福田謙一�，野間智子�，笠原正貴�，一戸達也，金子 譲：非定型歯痛はニューロパシックペインか，日本

麻酔・薬理学会プログラム１３�，９７，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）脳科学研 �水病・

麻酔科

１７．笠原正貴�，福田謙一�，村松 淳�，一戸達也，金子 譲：口腔顎顔面痛に対して漢方薬を応用した１症

例，日本麻酔・薬理学会プログラム１３�，９８，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）脳科学研
�水病・麻酔科

１８．縣 秀栄，相田英孝，一戸達也，金子 譲：エピネフリン添加リドカイン投与時の血清リドカイン濃度：口

腔内投与時と皮下投与時の比較，日本麻酔・薬理学会プログラム１３�，１００，２００１．（日本麻酔・薬理学会
第２３回学術大会，東京）

１９．Mamiya, H., Ichinohe, T., Kaneko, Y. : The effect of the injection speed of local anesthesia, J Dent Res

８０，６６７，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）
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２０．間宮秀樹，奥田みのり，阿部耕一郎，笠原正貴�，松木由起子，一戸達也，金子 譲：全身麻酔後に肺水腫

がみられた一症例，第１８回関東臨床歯科麻酔懇話会抄録集，４，２００１．（第１８回関東臨床歯科麻酔懇話会，東

京）�水病・麻酔科

２１．笠原正貴�，一戸達也，五十嵐朋子，中川寛一�，金子 譲：根管治療によって生じたオトガイ神経麻痺の一

症例，第１８回関東臨床歯科麻酔懇話会抄録集，２００１．（第１８回関東臨床歯科麻酔懇話会，東京）�水病・麻酔

科，�保存Ⅰ

２２．中田真理：女性麻酔科医の現状と将来，第５回千葉麻酔科医会プログラム，２００１．（第５回千葉麻酔科医会，

千葉市）シンポジウム

２３．Ichinohe, T. : Pre-emptive analgesia for major oral and maxillofacial surgery, IADR７９th General session

& exhibition Program,１１４，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）シンポジウム

２４．Kaneko, Y. : Preemptive analgesia in dentistry, IADR ７９th General session & exhibition Program,

１１４，２００１．（IADR７９th General session & exhibition, Chiba）シンポジウム

２５．半田俊之，野間智子�，福田謙一�，高北義彦�，松浦信幸，雨宮 啓，笠原正貴，一戸達也，金子 譲：東

京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科管理症例の臨床統計―特に歯科恐怖症，異常絞扼反射の管理について

―，歯科学報１０１�，５６５，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�水病・麻酔科

２６．稲川元明，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：東京歯科大学千

葉病院手術室における麻酔症例の臨床統計（２０００年１月～１２月），歯科学報１０１�，５６６，２００１．（第２７１回
東京歯科大学学会例会，千葉市）

２７．川村慎太郎�，小川 透�，武田友孝�，小島一郎�，深町元秀�，塩野英昭�，中島一憲�，島田 淳�，

石上惠一�，保科早苗，高田和明�：試作マウスガード用材の衝撃吸収ならびに拡散能について，歯科学報

１０１�，５６９，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�水病・スポーツ歯科，�株式会社クラレ

２８．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）細形研実動施設 �臨検査，�病理

２９．島田 淳�，小島一郎�，川村慎太郎�，深町元秀�，小川 透，中島一憲�，武田友孝�，石上惠一�，

保科早苗：顎関節症における顎関節症状と重心動揺との関係，歯科学報１０１�，５９２，２００１．（第２７１回東京
歯科大学学会例会，千葉市）�水病・スポーツ歯科

３０．中田真理，阿部耕一郎，間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：高齢者に対する静脈内鎮静法施行時の酸素投与に

ついての検討，日有病歯誌１０�，６５，２００１．（第１０回日本有病者歯科医療学会総会，横浜市）

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

深山治久�：平成１１年度練馬区障害者（児）歯科診療所におけるモニター使用状況，日有病歯誌１０�，
６６，２００１．（第１０回日本有病者歯科医療学会総会，横浜市）�東京都練馬区歯科医師会，�小児歯，�東京医歯大・

大学院・障害者歯科，�東京医歯大・大学院・麻酔生体管理
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３２．笠原正貴�，福田謙一�，野村 仰，一戸達也，金子 譲：口腔顎顔面領域の慢性疼痛患者への漢方薬の応

用，Pharmacoanesthesiology１３�，１２４～１２６，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２２回大会，東京）�水病・麻酔
科

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

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

ogy１３�，１２７～１２９，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２２回大会，東京）�水病・麻酔科

３４．阿部耕一郎，一戸達也，金子 譲：静脈内鎮静法の抜歯時の自律神経活動への影響，日臨麻会誌２１，２５０，

２００１．（日本臨床麻酔学会第２１回大会，横浜市）

３５．塩崎由美子，松木由起子，一戸達也，金子 譲：プロポフォール鎮静における帰宅時期の判定に関する研

究，日臨麻会誌２１，２５０，２００１．（日本臨床麻酔学会第２１回大会，横浜市）

３６．中田真理，一戸達也，金子 譲：口腔外科患者のMallampati, Cormack による気管内挿管難易度評価，日

歯麻会誌２９�，４８６，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

３７．野村 仰，一戸達也，金子 譲：盲目的経鼻挿管法における挿管用枕の高さの重要性について，日歯麻会誌

２９�，４８９，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

３８．櫻井 学，塩崎由美子，松浦信幸，福永敦翁�，一戸達也，金子 譲：アミノフィリンのプロポフォール／

フェンタニール（持続投与）麻酔からの回復への影響，日歯麻会誌２９�，５００，２００１．（第２９回日本歯科麻酔
学会総会，福岡市）�UCLA Harbor Medical Center

３９．塩崎由美子，松木由起子，一戸達也，金子 譲：プロポフォール鎮静における帰宅時期の判定に関する研

究，日歯麻会誌２９�，５０４，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

４０．加納美穂子，松木由起子，野村 仰，一戸達也，金子 譲：上顎大臼歯部に発生した動静脈奇形患者の全身

麻酔経験，日歯麻会誌２９�，５０８，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

４１．福田謙一�，野間智子�，一戸達也，金子 譲：口腔内ステントを用いたカプサイシン局所塗布によって除痛

し得た難治性口腔顔面神経因性疼痛の一症例，日歯麻会誌２９�，５１９，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総
会，福岡市）�水病・麻酔科

４２．五十嵐朋子，一戸達也，金子 譲：近赤外線分析によって測定した脳内ヘモグロビン濃度とETCO２との

関係，日歯麻会誌２９�，５３７，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

４３．松木由起子，五十嵐朋子，加納美穂子，塩崎由美子，一戸達也，金子 譲：歯科口腔外科患者の全身麻酔６０００

例から観察した呼吸器系の問題点，日歯麻会誌２９�，５３９，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

４４．間宮秀樹，一戸達也，金子 譲：笑気－イソフルラン麻酔下に投与したニトロプルシドナトリウム，アデノ

シン三リン酸が兎の舌粘膜血流に及ぼす影響，日歯麻会誌２９�，５４５，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総
会，福岡市）
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４５．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）実動施設 �病理，�臨検査

４６．縣 秀栄，中田真理，塩崎由美子，笠原正貴，金子 譲：フェリプレッシンは血小板停滞率を亢進させな

い，日歯麻会誌２９�，５５２，２００１．（第２９回日本歯科麻酔学会総会，福岡市）

４７．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）細形研実動施設 �病理，�臨検査

４８．松浦信幸，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：２０００年１月～１２

月の１年間に東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来において麻酔科管理下に診療を行った症例の臨床統

計，歯科学報１０１�，９５２，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）

４９．青木 聡�，大多和由美�，谷田部賢一�，柿澤 卓�，槇石武美�，安達 康�，石上惠一�，福田謙一	，

井出吉信
，石井拓男�，金子 譲，石川達也�：東京歯科大学水道橋病院における歯科臨床研修医に対す

る客観的臨床能力試験（OSCE）の実施第一報評価結果とその分析，歯科学報１０１�，９５６，２００１．（第２７２回
東京歯科大学学会総会，千葉市）�水病・総合歯科，�水病・小児歯科，�水病・矯正科，�水病・口外科，�水

病・保存科，�水病・補綴科，�水病・スポーツ歯科，	水病・麻酔科，
解剖，�社会歯，�保存Ⅲ

５０．大多和由美�，青木 聡�，鈴木 聡�，島田 淳�，望月清志�，高野正行�，堀田宏巳�，末石研二�，

近藤祥弘�，古賀正忠�，金子 譲：東京歯科大学水道橋病院における歯科臨床研修医に対する客観的臨床

能力試験（OSCE）の実施第二報ポストアンケートとその結果についての検討，歯科学報１０１

�，９５７，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�水病・小児歯科，�水病・総合歯科，�水病・スポー
ツ歯科，�水病・口外科，�水病・補綴科，�水病・矯正科，�水病・保存科

５１．五十嵐朋子，本間敬和�，一戸達也，金子 譲：水無脳症患者に対する歯科治療のための全身麻酔経験，障

害者歯誌２２�，３５３，２００１．（第１８回日本障害者歯科学会総会および学術大会，那覇市）�千葉県

５２．平山 明�，武田 康�，荒井泰子�，村山秀雄�，岩城 順�，斉藤 浩�，細井裕介�，武井裕一�，

村田洋之�，武田 岳�，西内千明�，横山世明�，宍倉邦明�，湯浅太郎�，騎馬博美�，宇恵野加代子�，

福田謙一�，金子 譲：障害者外来全身麻酔下歯科治療の内容と予後に関する検討，障害者歯誌２２

�，３５３，２００１．（第１８回日本障害者歯科学会総会および学術大会，那覇市）�千葉市歯科医師会，��千葉市保健
医療事業団，�水病・麻酔科

５３．福田謙一�，平山 明�，武田 康�，荒井泰子�，村山秀雄�，岩城 順�，斉藤 浩�，細井裕介�，

武井裕一�，村田洋之�，武田 岳�，西内千明�，横山世明�，宍倉邦明�，湯浅太郎，騎馬博美�，

宇恵野加代子�，金子 譲：障害者外来全身麻酔のおける笑気－セボフルランと笑気－プロポフォール麻

酔の比較，障害者歯誌２２�，３５３，２００１．（第１８回日本障害者歯科学会総会および学術大会，那覇市）�水病・
麻酔科，�千葉市歯科医師会，��千葉市保健医療事業団

５４．本間敬和�，田中 大�，山本隆司�，津久井 優�，大畠 仁�，一戸達也，金子 譲：精神遅滞・慢性アル

コール症を有する患者でWernicke 脳症を発症した一症例，障歯誌２２�，４３６，２００１．（第１８回日本障害者
歯科学会総会および学術大会，那覇市）�セコメディック病院・歯口外，�千葉県，�口外Ⅱ
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５５．白鳥清人�，小池吉彦�，下野正基�，雨宮 啓，鈴木雄太�，松坂賢一�，井上 孝�：インプラント治療にお

ける喫煙のリスク－臨床成績および in vivo での実験的考察，日本口腔インプラント学会第２１回関東甲信

越支部総会学術大会，２４，２００１．（日本口腔インプラント学会第２１回関東甲信越支部総会学術大会，東京）細形研

実動施設 �病理，�臨検査，�補綴Ⅱ

５６．雨宮 啓，下野正基�，金子 譲：凍結保存が歯根膜細胞に及ぼす影響，日本口腔インプラント学会第２１回

関東甲信越支部総会学術大会プログラム・抄録集，３６，２００１．（日本口腔インプラント学会第２１回関東甲信越

支部総会学術大会，東京）細形研実動施設 �病理

５７．Amemiya ,K., Muramatsu, T.�, Ichinohe, T., Inoue, T.�, Shimono, M.�, Kaneko, Y. : Dental pulp cell activity

under glucose free or acidic environment, The International Conference on Dentin/Pulp Complex２００１

Program and Abstracts,２００１．（The International Conference on Dentin/Pulp Complex２００１，Chiba）細形研実

動施設 �病理，�臨検査

５８．福田謙一�，笠原正貴�，村松 淳�，半田俊之，一戸達也，金子 譲：東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔

科・口腔顔面痛みセンターにおける診療の動向，口腔顔面痛懇談会第２回研究会プログラム・抄録

集，２００１．（口腔顔面痛懇談会第２回研究会，東京）�水病・麻酔科

５９．Sakurai, S., Kaneko, Y., Ichinohe, T., Abe, K. : Aminophylline expedites postoprerative recovery after

propofol-fentanyl-nitrous oxide anesthesia, Anesthesiology program with abstracts-on-disk２０００ and

２００１，２００１．（Annual Meeting American Society of Anesthesiologists, New Orlands, USA）

６０．松木由起子，塩崎由美子，一戸達也，金子 譲：静脈内鎮静法の帰宅判定にBIS モニターは有用か？，臨

床モニタ１３，２８，２００２．（第１３回日本臨床モニター学会総会，横浜市）

６１．一戸達也：口腔外科手術の麻酔におけるフェンタニルの立場，Pharmacoanesthesiology１４�，９７～９９，
２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）シンポジウム

６２．中田真理，加納美穂子，一戸達也，金子 譲：東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来における過去７年間の

静脈内鎮静法適応状況の検討，Pharmacoanesthesiology１４�，１３８～１３９，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３
回学術大会，東京）

６３．阿部耕一郎，松木由起子，一戸達也，金子 譲：下顎枝矢状分割法の術中管理－１９９０年から隔年の６年の比

較，Pharmacoanesthesiology１４�，１４２～１４４，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）

６４．野村 仰，高北義彦�，一戸達也，金子 譲：プロポフォールは喘息発作の引き金となるか，Pharmacoanes-

thesiology１４�，１４８～１４９，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）�水病・麻酔科

６５．櫻井 学，一戸達也，金子 譲，阿部耕一郎：アミノフィリンはプロポフォール麻酔からの回復を促進する

―笑気併用・非併用の比較―，Pharmacoanesthesiology１４�，１５０～１５２，２００２．（日本麻酔・薬理学会第２３
回学術大会，東京）
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６６．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，老年歯科１６�，４３９～４４０，２００２．（第
１２回日本老年歯科医学総会，大阪市）�千葉市歯科医師会，�衛生

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

heart condition, J Dent Res８１，１５５，２００２．（８０th General session of IADR, San Diego, USA）�病理

６８．Kamiya, Y., Kizaki, H.�, Kaneko, Y. : Lidocaine induced apotosis in U９３７ cells, J Dent Res８１，１８９，

２００２．（IADR, San Diego, USA）�生化学

６９．Shiozaki, Y., Matsuki, Y., Ichinohe, T., Kaneko, Y. : How to better assess street fitness after propofol con-

scious sedation, J Dent Res８１，１８９，２００２．（８０th General session of IADR, San Diego, USA）

７０．Amemiya, K., Kaneko, Y., Muramatsu, T.�, Shimono, M.�, Inoue, T.� : Pulp cell response in the condition

of hypoxia, J Dent Res８１，１８９，２００２．（８０th General session of IADR, San Diego, USA）細形研実動施設 �病

理，�臨検査

７１．一戸達也，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�，澁川義幸�：

顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療方針の検討，平成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，１３～１４，２００２．（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）HRC３A０７脳科学研 �水病・麻酔科，�薬理，�口外Ⅰ，�口外Ⅱ，�生理

７２．笠原正貴�，一戸達也，金子 譲，間宮秀樹，縣 秀栄，松浦信幸，川口 充�，柴原孝彦�，米津博文�，

澁川義幸�，新谷益朗�：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でなにがわ

かったか？PARTII－顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療方針の検討，平成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，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シンポジウム，千葉市）HRC３A０７脳科学研 �水病・麻酔科，�薬理，�口外Ⅰ，�口外

Ⅱ，�生理，�脳科学研究施設

７３．一戸達也：亜酸化窒素（笑気）の将来歯科麻酔と亜酸化窒素，Medical Gases ４�，３３～３５，２００２．（第５回日
本医療ガス学会学術大会，東京）シンポジウム
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８．歯科補綴学第一講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 櫻井 薫 頬粘膜圧痕の成因（Ａ９７‐０５１０‐２），歯科医師臨床研修システムについて

講 師 杉山 哲也 下顎位認知のメカニズム（Ａ９９‐０５１０‐４）

助 手 石崎 憲 義歯床による床下粘膜へ機械刺激が口腔粘膜上皮の触覚細胞に及ぼす影響

（Ａ００‐０５１０‐５）

赤澤 勇人 クレンチングの条件と咬筋筋疲労の関係について（Ａ００‐０５１０‐２）

浅田 智宏 有床義歯の重合方法（Ａ９６‐０５１０‐２）

安藤 友彦 総義歯装着者における非就眠時ブラキシズムの頻度の調査（Ａ００‐０５１０‐６）

三澤壮太郎 人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

谷口 詩穂 模型観察による咬耗と骨隆起の調査（Ａ９９‐０５１０‐１）

廣瀬 直己 義歯の安定を考慮して製作された人工歯について（Ａ９９‐０５１０‐２）

長谷川洋人 無口蓋義歯の適応基準（Ａ００‐０５１０‐１）

丸山 淑子 上下顎総義歯装着後の患者への対応

病院助手 鴨打 雅之 模型観察による咬耗と骨隆起の調査（Ａ９９‐０５１０‐１）

山口 元嗣 総義歯装着者における非就眠時ブラキシズムの頻度の調査（Ａ００‐０５１０‐６）

小林健一郎 オーバーデンチャーにおける支台歯の臨床評価

廣瀬 立剛 高齢患者における機能歯数と健康習慣とに関する調査

伏屋 昇 無口蓋義歯の適応基準（Ａ００‐０５１０‐１）

山口 岳志 人工歯の被着色性について（Ａ００‐０５１０‐４）

早野 圭吾 オーバーデンチャーにおける支台歯の臨床評価

大学院生 高木 一郎 頬粘膜圧痕と舌圧痕の成因（Ａ９７‐０５１０‐２）

石井 治仲 クレンチングの条件と咬筋筋疲労の関係について（Ａ００‐０５１０‐２）

上田 貴之 咀嚼回数を決定する因子の探究

大神浩一郎 口唇腺における刺激唾液量測定法の確立（Ａ００‐０５１０‐３）

角 大輔 義歯床の表面性状と清掃性について

小平 順可 口蓋部義歯床が嚥下に及ぼす影響について

田原 靖章 ストレスと唾液との関係について

２．成果の概要

１）歯科医師臨床研修システムについて

歯科医師臨床研修システムの中でも，特に研修施設の適正な指定基準の設定および当該施設についての客

観的な第三者評価のあり方についての調査・研究を行っている．

本年度は昨年実施したアンケートを分析し，歯科医師臨床研修施設は，募集人数を明確にして公募し，研

修プログラムを公表すること，各研修医専用の診療台が確保されていること，さらには適当数の歯科衛生士

や患者が確保されていることなどの結論を得た．

日歯医教会誌 １７，３９５～４００，２００２．

２）義歯の安定を考慮して製作された人工歯について（Ａ９９‐０５１０‐２）

有床義歯に用いられる臼歯部人工歯は数多くの種類のものが発売されているが，我々は一歯対一歯咬合で

リンガライズドオクルージョンを付与する人工歯（ジーシー製リンガライズド），一歯対二歯咬合でフルバ
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

杉山 哲也 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

石崎 憲 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

赤澤勇人
安藤友彦

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

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

石崎 憲 ２００１．１１．２６ 教育用コンテンツ（教育用
Web）について

第６回歯科医学教育セミ
ナー

千葉市

ランスドオクルージョンを付与する人工歯（松風製エンデュラ）および一歯対一歯咬合を有し，側方運動時

には上顎頬側咬頭内斜面の接触がない人工歯（山八歯材工業社製シンプラー）の３種類を用いて，咬合接触

様式と食品破砕時の義歯の安定および負担圧について模型実験において検討した．

試験食品は燻製いか，レーズンおよびピーナッツで，下顎義歯の動きはナソヘキサグラフを用い，歯槽堤

にかかる圧は圧力センサーを応用して計測した．食品破砕時の最大変位量，移動面積，歯槽堤にかかる圧力

について分析したところ，一歯対一歯咬合を有し，側方運動時には上顎頬側咬頭内斜面の接触がない臼歯部

人工歯を用いた場合が義歯の安定に有利であることが示唆された．

歯科学報 １０１，８２５～８３３，２００１．

３）上下顎総義歯装着後の患者への対応

総義歯装着後の患者への適切な対応を検討するために，東京歯科大学千葉病院補綴科で１９９０年から１９９７年

に総義歯を製作し，２年以上未来院となっている患者の実態調査を行った．上下顎無歯顎患者１３６名（男性

５６名，女性８０名，年齢５０～９２歳，平均７５歳）に対し，電話による来院およびアンケート調査の依頼を行い，

来院した患者には，口腔内と義歯の診査を行った．

連絡がついた患者は１３６名中７６名（５５．８％）で，アンケートに答えたのは６０名（回収率７８．９％），来院した

のは１５名（１１．０％）であった．アンケート有効回答者５７名中，現在も当科製作義歯を使用していたのは４９名

（８５．９％）で，うち６名が義歯安定剤を使用していた．定期診査の必要性を感じていたのは，義歯安定剤不

使用者では４３名中２２名（５１．２％）いたのに対し，義歯安定剤使用者では１人もいなかった．来院した１５名に

よる義歯に対する評価と術者による評価の関連性を調べた結果，上顎義歯の維持の評価以外は関連がなく，

患者の主観的評価は的確でないことがわかった．

本調査から患者は義歯に対する不的確な評価と，身体的理由や通院環境などの要因から未来院となってい

ることがわかった．総義歯装着後の患者への対応として，患者教育および病診連携や在宅診療の重要性が示

唆された．

老年歯医 １６，１８６～１９５，２００１．

３．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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受講者 年月日 研修会名 主催者 開催地 備 考

櫻井 薫 ２００１．６．２５ 歯科医師臨床研修の必須化
に向けての諸制度の整備に
関する研究―指定基準と
その運用の見直しについて
―

第２０回日本歯科医学教
育学会

東京

櫻井 薫 ２００１．８．２３ 可撤性義歯の臨床基礎実習
の観点から

平成１３年度日本歯科理
工学会関東支部夏季学
術講演会

東京

櫻井 薫 ２００１．１２．１ 指定基準の見直し案提示 厚生科学研究事業公開
シンポジウム

東京

教育研修
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論 文

１．山口雅庸�，依田知久�，佐々木貴子�，齋藤美香�，高原幸恵，平野浩彦，石山直欣�，三澤壮太郎，石崎 憲，

林 秀俊�，新井幸代�，加藤恵子�，森山規子�，守屋理子�，飯田智子�，水野正一�：外来での総義歯製

作クリティカルパスの検討，平成１２年度研究開発報告書，５４～５７，２００１．原著 �東京都老人医療センター，

歯口外，�東京都老人総合研究所情報科学部門

２．廣瀬直己，杉山哲也，石崎 憲，田中伸典�，櫻井 薫：咬合接触様式の異なる臼歯部人工歯の比較―食品

破砕時の義歯の動きと歯槽堤にかかる圧について―，歯科学報１０１�，８２５～８３３，２００１．原著 �東京都

３．丸山淑子，長谷川洋人，杉山哲也，石崎 憲，三澤壮太郎，小林健一郎，櫻井 薫：上下顎総義歯装着後の

患者への対応―未来院となった患者への調査から―，老年歯学１６�，１８６～１９５，２００１．原著

４．櫻井 薫，岩久正明�，橋本弘一�，住友雅人�，中原 泉�：歯科医師臨床研修の必須化に向けての諸制度の

整備に関する研究―臨床研修施設の指定基準およびその運用の見直し―，日歯医教会誌１７�，３９５～
４００，２００２．原著 �新潟大・大学院，�日歯大，��歯科医療研修振興財団

５．丸山淑子，杉山哲也，櫻井 薫：顎堤の傾斜によって下顎義歯の安定を得ることに苦慮した総義歯の一症

例，歯科学報１０２�，２２７～２３５，２００２．原著

単 行 図 書

１．石崎 憲�，三澤壮太郎�，安藤友彦�：著分担：高齢者・障害者の口腔ケアと治療 �第２部高齢者歯科
における感染対策 第９章義歯装着者の口腔清掃１４９～１５８頁，�第１部高齢者の特徴 第２章高齢障害

者の実態２５～４１頁，�第５部訪問歯科診療 第１９章日常的自立度の判定３０１～３１１頁，永末書店，東

京，２００２．

２．櫻井 薫，黒崎紀正�，小野瀬英雄�，住友雅人�，井上 宏	，古郷幹彦	，寺下正道
：編集：イラストレ

テッド・クリニカルデンティストリー１患者の診かたと歯科診療，医歯薬出版，東京，２００２．�東医歯

大・大学院，�日大・歯，�日歯大・歯，	大阪大・歯，
九歯大・歯

３．櫻井 薫，黒崎紀正�，小野瀬英雄�，住友雅人�，井上 宏	，古郷幹彦
，寺下正道�：編集：イラストレ

テッド・クリニカルデンティストリー２歯・歯髄・歯周組織の疾患，医歯薬出版，東京，２００２．�東医歯

大・大学院，�日大・歯，�日歯大・歯，	大歯大・歯，
大阪大・歯，�九歯大・歯

４．櫻井 薫，黒崎紀正�，小野瀬英雄� ，住友雅人�，井上 宏	，古郷幹彦	，寺下正道
：編集：イラストレ

テッド・クリニカルデンティストリー３咬合・咀嚼障害・顎口腔疾患，医歯薬出版，東京，２００２．�東医

歯大・大学院，�日大・歯，�日歯大・歯，	大阪大・歯，
九歯大・歯

そ の 他

１．櫻井 薫：特集「先生！口の中が変なんです」それって正常ですか？異常ですか？口腔粘膜の白斑（頬咬

み），日歯評論６１�，５４～５７，２００１．

２．丸山淑子，杉山哲也，櫻井 薫：カラーアトラス歯槽堤の傾斜によって下顎義歯の安定を得ることに苦慮し

た総義歯の一症例，歯科学報１０２�，２１３～２１５，２００２．
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３．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）移行義歯，老年歯医１６�，１１６，２００２．

４．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）Nd：YAGレーザー，老年歯医１６�，１１６，２００２．

５．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）オーバーレーデンチャー，老年歯医１６�，１１６，２００２．

６．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）顎関節症，老年歯医１６�，１１８，２００２．

７．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）義歯調整，老年歯医１６�，１１８，２００２．

８．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）義歯の安定，老年歯医１６�，１１８～１１９，２００２．

９．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）義歯の維持，老年歯医１６�，１１９，２００２．

１０．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）筋電図（EMG），老年歯医１６�，１１９，２００２．

１１．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）楔状欠損，老年歯医１６�，１２０，２００２．

１２．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）クリック音，老年歯医１６�，１２０，２００２．

１３．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）即時義歯，老年歯医１６�，１２４，２００２．

１４．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）咀嚼障害，老年歯医１６�，１２４，２００２．

１５．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）咀嚼能率，老年歯医１６�，１２４，２００２．

１６．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）不随意運動，老年歯医１６�，１２４，２００２．

１７．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）テレスコープ義歯，老年歯医１６�，１２５，２００２．

１８．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）粘膜調整材，老年歯医１６�，１２７，２００２．

１９．櫻井 薫：用語解説（歯科治療ほか）バイタルサイン，老年歯医１６�，１２７，２００２．

学 会 抄 録

１．Misawa, S., Sakurai, K., Sugiyama, T. : Staining and protein sorption on artificial teeth，J Dent Res８０

（special issue），５５４，２００１．（IADR７９th General Session and Exhibition, Chiba）分析生研

２．Ishizaki, K., Inoue, T.�, Shimono, M.�, Tazaki, M.�, Sakurai, K. : The changes on the Merkel cells of den-

ture underlying mucosa, J Dent Res８０（special issue），７７３，２００１．（IADR７９th General Session and Exhi-

bition, Chiba）細形研，細生研 �病理，�生理
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３．櫻井 薫，岩久正明�，橋本弘一�，住友雅人�，中原 泉�：「歯科医師臨床研修の必須化に向けての諸制度

の整備」に関する研究―指定基準とその運用の見直しについて―，第２０回日本歯科医学教育学会抄録

集，４４，２００１．（第２０回日本歯科医学教育学会・総会・学術大会，東京）�新潟大・歯，�日歯大・歯，��歯科医

療研修振興財団

４．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，歯科学報１０１�，５８５，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�生理，�病理

５．塚田 威�，山内智博�，八ッ橋孝彰�，綱島浩二�，保科紀子�，橋本香澄�，櫻井 薫：平成１２年度第５回沖

縄県歯科巡回診療―阿嘉島，慶留間島の実績報告―，歯科学報１０１�，６０４，２００１．（第２７１回東京歯科大学
学会例会，千葉市）�補綴Ⅲ，�口外Ⅰ，�保存Ⅰ，�千病・中央技，�千葉県

６．上田貴之，櫻井 薫，杉山哲也：咀嚼回数を決定する因子の探求（第１報），日補綴歯会誌１０５（特別），

８２，２００１．（第１０５回日本補綴歯科学会学術大会，東京）

７．櫻井 薫：可撤性義歯の臨床基礎実習の立場から，平成１３年度日本歯科理工学会関東支部夏季学術講演会プ

ログラム集，３７，２００１．（平成１３年度日本歯科理工学会関東支部夏季学術講演会，東京）

８．安藤友彦：非就眠時ブラキシズムの特性について，歯科学報１０１�，９２４，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会
総会，千葉市）学長奨励研究

９．伏屋 昇，長谷川洋人，丸山淑子，小林健一郎，杉山哲也，櫻井 薫：無口蓋義歯の適応基準の検討（第２

報），歯科学報１０１�，９４７，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）保情研

１０．石井治仲，ピケロカティウスカ，櫻井 薫：持続的な弱いクレンチングによる咬筋筋疲労について（第２報

休止時間の違いによる検討），日補綴歯会誌１０６（特別），４８，２００１．（第１０６回日本補綴歯科学会総会・学術

大会，盛岡市）

１１．石崎 憲，田崎雅和�，井上 孝�，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，日補綴

歯会誌１０６（特別），１０２，２００１．（第１０６回日本補綴歯科学会総会・学術大会，盛岡市）細形研 �生理，�病理

１２．Akazawa, H., Sakurai, K. : Changes of blood flow in the mucosa underlying mandiblar denture under

pressure assumed as a result of light clenching, J Prosth Dent１０６（special issue），６７，２００１．（第１０６回日

本補綴歯科学会総会・学術大会，Morioka）

１３．Takagi, I., Sakurai, K. : Is clenching relate to the formation of buccal mucosa ridging？, Kor J Prost,

８５，２００１．（２００１Anual Fall Scientific Meeting of the Korean Academy of Prostodontics, Seoul, Korea）

１４．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，日口

腔外会誌４７	，１０６６，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�口外Ⅰ，�歯放，�超微構造

１５．矢島安朝�，古谷義隆�，野村武史�，山内智博�，野間弘康�，三澤壮太郎，石崎 憲，杉山哲也，

櫻井 薫，和光 衛�：超薄膜HAコーティングインプラントの臨床使用経験，日口腔外会誌４７

	，１０６６，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�口外Ⅰ，�歯放
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１６．杉山哲也，ピケロカティウスカ，櫻井 薫，加藤元一郎�：MEGによる下顎随意運動の脳活動部位の解

析，日本全身咬合学会抄録集，４２，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）脳科学研 �市病・精

神・神経科

１７．櫻井 薫：指定基準の見直し案提示，厚生科学研究事業公開シンポジウムプログラム集，２００１．（厚生科学研

究事業公開シンポジウム，東京）シンポジウム

１８．上田貴之，櫻井 薫，杉山哲也：咀嚼回数を決定する因子の探求（第２報），日咀嚼会誌１１�，１８６～１８７，
２００２．（第１２回日本咀嚼学会学術大会，新潟市）

１９．丸山淑子，長谷川洋人，杉山哲也，石崎 憲，三澤壮太郎，小林健一郎，櫻井 薫：上下顎総義歯装着後未

来院となった患者の実態調査，老年歯医１６�，４１９，２００２．（第１２回日本老年歯科医学会総会・学術大会，大
阪市）

２０．山口雅庸�，依田知久�，佐々木貴子�，高原幸恵�，斉藤美香�，平野浩彦�，石川直欣，三澤壮太郎，石崎 憲，

浅井智司�，小泉智也�：閉口障害を契機に診断された高齢発症の重症筋無力症の一例，老年歯医１６

�，４２７，２００２．（第１２回日本老年歯科医学会総会・学術大会，大阪市）�東京都老人医療センター・歯口外，�東
京都板橋区歯科医師会，�千葉県

２１．大神浩一郎，櫻井 薫，安藤友彦：下唇線における唾液量測定法の確立，老年歯医１６�，４２９～
４３０，２００２．（第１２回日本老年歯科医学会総会・学術大会，大阪市）

２２．Takagi, I., Sakurai, K. : Investigation of the factors related to the formation of the buccal mucosa ridging,

J Dent Res８１（special issue），A－２３１，２００２．（８０th Genelal session of the IADR, San Dioego, USA）

２３．杉山哲也，新谷益朗�，ピケロカティウスカ，櫻井 薫，丸山剛郎�，赤澤勇人，安藤友彦，三澤壮太郎，

高橋 賢�：Go／no－go 課題による下顎随意運動の脳活動部位の解析，歯科学報１０２�，１５７～
１５９，２００２．（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 �法歯，�脳科学

研究施設，�保存Ⅲ

２４．石井治仲，ピケロカティウスカ，櫻井 薫：持続的な弱いクレンチングによる咬筋筋疲労について（第１

報），日顎関節会誌１４�，１３６～１３７，２００２．（第１４回日本顎関節学会総会・学術大会，神戸市）

２５．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２報），日補綴歯会誌４６�，４２７，２００２．（日本補綴歯科学会東関東支部総会・第５回学術大会，水戸
市）細形研，細生研 �生理，�病理
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嘱託教員
（名誉教授）

９．歯科補綴学第二講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 佐藤 亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

（Ａ００‐０５２０‐１）

歯科用材料の接着性に関する研究（Ａ８６‐０５２０‐４）

腰原 好 顎機能障害者の咬合接触点の診査・診断法と治療法に関する研究（Ａ９２‐０５２０‐１）

助 教 授 齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ９６‐０５２０‐１）

講 師 高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置（Ａ８６‐０５２０‐３）

助 手 吉村 浩一 歯科領域における情報伝達（Ａ９６‐０５２０‐４）

久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ９７‐０５２０‐１）

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

相原 一之 各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究（Ａ９６‐０５２０‐５）

山田 敏勝 ブリッジの適合性（Ａ９５‐０５２０‐２）

三穂 乙暁 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ９８‐０５２０‐１）

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

平地 正茂 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

鈴木 雅亨 歯冠色修復材料の表面処理方法と接着性に関する研究

大学院生 菊池 建司 咬合点の違いによる下顎頭の運動変化に関する研究（Ａ９６‐０５２０‐６）

沼澤 成文 咀嚼運動に同期した頭部運動の三次元的様相（Ａ００‐０５２０‐２）

鈴木 雄太 インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究

病院助手 野口 祐輔 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

本間留美果 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

２．成果の概要

１）全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究（Ａ００‐０５２０‐１）

本年度は，前年度計測した全身，顎口腔系及び平衡機能障害に自他覚的異常のない青年男子４３名に加え，

同じく水泳を日常スポーツとしている者２８名について，全身写真撮影により体の形態的状態を観察し，比較

検討した．測定条件は，開眼時と閉眼時における歯牙接触位と咬頭嵌合位とし，重力線を基準に，肩（左右

肩峰），腰（左右上前腸骨棘）の高さの差と偏位量，頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）

の傾斜と偏位量，頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）と下顎（人中下点と頤下点を結んだ

線）の角度差の測定を行った．両者の各条件における，Ｑ１，Ｑ３区間（中央５０％区間）では，青年男子に

おいて，肩は若干右が高く，中心は左にずれる傾向で，腰も右が高い傾向にあるが，中心は肩に比較してほ

ぼ重力線に近いという結果であった．また，水泳スポーツ者においては，肩は右が高く，腰はほぼ水平にな

る傾向で，中心は，肩は重力線に近く，腰は右側偏位の傾向であった．また，顔面部では，各計測値ともに

水泳スポーツ者の方が，青年男子に比較して傾きやずれが少ないという結果であった．また開眼咬頭嵌合位

の条件では，他の条件に比較して，Ｑ１，Ｑ３区間は最も小さいという結果であった．

第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム抄録集 ３０，２００１．

日補綴歯会誌 ４５，１１５，２００２．

２）インプラント施術後の補綴処置に関する研究（Ａ８６‐０５２０‐３）

昭和５９年９月より多孔質アルミナセラミックインプラントを臨床応用し，単独あるいは天然歯と連結した
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形で上部補綴物を装着し，その経過を各種診査法を用いて追っている．現在最長経過例は１７年以上になる．

また，ハイドロキシアパタイト被覆２回法インプラントを平成元年３月より約４０症例に応用した．現在最長

経過例は１２年以上になる．これらの研究を本学歯科保存学第一講座と共同で行っている．

また，平成１１年よりウメオ大学歯学部補綴科の Johan Gunne 教授（スウェーデン）らと，上部補綴物の

適合性に関する共同研究も開始した．さらに，Branemark システムとAnkylos システムについても，同様

の検討を行う予定である．

３タイプの上部構造を応用したいずれのインプラント体も，臨床的に良好な経過を示している．

インプラント連結・術者可撤式タイプの１症例において，フィクスチャーの近心側歯頸部に骨吸収がみら

れた症例については，処置後骨のさらなる吸収は認められず落ち着いた経過を取っている．

８年以上経過した３症例４本のアバットメントに破折を認めたが，交換修理し現在問題なく経過してい

る．しかし，なお今後も十分な経過観察が必要と思われる．

日本口腔インプラント学会プログラム抄録集 １５，１００，２００１．

日口腔インプラント会誌 １５，２７５，２００１．

３）新しいシェードガイドの色彩学的特徴（Ａ９６‐０５２０‐４）

歯科領域における審美性の要求の高まりに伴い，天然歯の色を可及的に網羅するために色彩学的な配慮が

なされた新しいシェードガイドVITA－３Ｄマスターシェードガイド，および松風ヴィンテージハローレッ

ドシフトシェードガイドが最近発表された．そこで従来使われているVITAルミンバキュームシェードガ

イドに対するこれらのシェードガイドの色空間における位置的関係について比較し，従来の陶材の応用の可

能性を検討したところ以下のような結果が得られた．

ルミンバキュームが均等な分布を示さないのに対し，３Ｄマスターはほぼ均等分布を示していた．３Ｄマ

スターに対し最も色差の小さいルミンバキュームを検索したところ，色差２以内に存在するものが２６タブ中

３タブのみであった．以上より３Ｄマスターに従来のVITA陶材を応用するには，ステイニングや配分比

等の考慮が必要であることが示唆された．

４）補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究（Ａ９１‐０５２０‐２）

これまで補綴材料表面に対する口腔内細菌の吸着の機序を明らかにすることを目的とし，口腔内細菌と補

綴材料の界面化学的性質をゼータ電位の測定によって調べ，補綴材料への吸着実験によって，界面における

口腔内細菌の初期挙動を明らかにしそれぞれのゼータ電位の所見との関連を考察してきた．本年度は口腔内

細菌のゼータ電位の測定を行った．本学衛生学講座保存の１７種類を供試菌株とし，Brain Heart Infusion 液

体培地で３７℃静地培養し，それぞれの発育曲線を描き，静止期初期から菌体を集め実験に供した．菌体を pH

７．０のリン酸緩衝生理食塩液で３回洗浄後，同液に懸濁させ菌体表面のゼータ電位を電気泳動光散乱光度計

（ELS－８００大塚電子社製）で測定した．今後は補綴材料と相互作用をもつと考えられる血清アルブミンを添

加することによって，補綴材料へのタンパク質の吸着性の評価，コーティングによる吸着防止などについて

検討したい．

平成１３年度文部省科学研究費奨励研究（A）研究実績報告書，２００２．

５）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

我々は現在まで歯冠用硬質レジンについて，測定環境や保存期間が機械的性質に及ぼす影響や，金属に対

する耐磨耗性に及ぼす影響について検討を行ってきた．今回はフィラー含有量が高く，臼歯部に応用されて

いる硬質レジンの４種材料を選択し，金銀パラジウム合金との滑走磨耗を硬質レジン研磨面およびガラス圧

接面との関連性について比較検討を行った．

硬質レジンは，GC社製グラディア，クラレ社製エステニア，ヘレウスクルツァー社製アートグラス，サ

イブロン・デンタル社製ベルグラスを用いた．磨耗試験は，当教室財部の方法に従い上部試料に金属，下部

試料に硬質レジンを設定した．その結果，臨床において，硬質レジンの選択基準としてレジンのどのような
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

三宅菜穂子 pHタイトレーションを用いた補綴材料への口腔内細菌の
吸着性および洗浄効果

科学研究費・奨励（Ａ）

金井 由起 陶材と硬質レジンの接着力の向上および陶材へのレジン系
セメントの接着力に関する研究

科学研究費・奨励（Ａ）

佐藤 亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニピュレーション法の
有効性に関する研究

科学研究費・基盤（Ｂ）

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

佐藤 亨 ２００１．７．２３ 国家試験出題基準 第３回歯科医学教育セミ
ナー

千葉市

佐藤 亨 ２００１．７．２４ 臨床教育におけるリクアイ
アメントと卒後教育

平成１３年度教育ワーク
ショップ

千葉市

佐藤 亨 ２００１．１２．２ ブリッジの形成からテンポ
ラリーまで

TDC卒後研修セミナー
２００１ベーシックセミナー

東京

性質を考慮すべきかを検討する必要が示唆された．

歯科学報 １０１，５７７，２００１．

６）歯冠色修復材料の表面処理方法と接着に関する研究（Ａ９８‐０５２０‐１，Ａ９９‐０５２０‐１）

これまで硬質レジンに関しての基礎的性質として金属の接着性，とりわけ金属表面処理法の違いによる接

着強さの検討，および陶材表面の粗さと表面処理の違いによる陶材と硬質レジンとの接着強さの検討を行っ

てきた．金属と硬質レジンとの接着強さでは，被着金属面に処理を施すことで高い接着強さを得られること

が認められ，特にメタルプライマー処理とスズ電析処理との併用で安定した接着強さを認めた．また，陶材

と硬質レジンとの接着強さでは，接着操作６０分後においては陶材表面にシランカップリング剤とボンディン

グ材を併用することで高い接着強さが得られたが，ボンディング材の併用はサーマルサイクル５，０００回負荷

後では接着強さの低下に繋がることが認められた．今後は陶材と硬質レジンの接着力に関する研究につい

て，さらに長期保存後の接着力に関して検討を加えたい．

日補綴歯会誌 ４５（１０５回特別号）１１５，２００２．

３．科学研究費補助金・各種補助金

４．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

佐藤 亨 ２００１．５．２６
～２７

総合講義カリキュラム研修ワー
クショップ

参加者 千葉市

佐藤 亨 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

佐藤 亨 ２００１．８．２６ 東京歯科大学同窓会カリキュラ
ム学術委員ワークショップ

参加者 千葉市

吉村 浩一 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

久永 竜一 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
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解 説

１．阿部伸一�，佐藤 亨，井出吉信�：咬合の再構成下顎位決定のプロセス第３回下顎位と関連する頚椎の構造

と機能，歯科技工２９�，４４７～４５１，２００１．�解剖

２．長坂 斉�，佐藤 亨，高江洲義矩�，石川達也�：聴力は咬合のセンサーか，日歯評論６１�，１３３～１４１，
２００２．�衛生，�保存Ⅲ

そ の 他

１．金井由起：陶材と硬質レジンの接着力の向上および陶材へのレジン系セメントの接着力に関する研究，平成

１３年度文部省科学研究費奨励研究�研究実績報告書，２００１．文部省科学研究費１２７７１１９８，A９９－０５２０－１細形
研

２．三宅菜穂子：pHタイトレーションを用いた補綴材料への口腔内細菌の吸着性および洗浄効果，平成１３年度

文部省科学研究費奨励研究�研究実績報告書，２００２．文部省科学研究費１２７７１１９６，A９１－０５２０－２

学 会 抄 録

１．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）細形研 �理工

２．山田敏勝，高橋俊之，久永竜一，三穂乙暁，鈴木雄太，佐藤 亨，腰原 好，吉成正雄�：ハイドロキシア

パタイト被覆２回法インプラントに関する研究，第３１回日本口腔インプラント学会プログラム抄録集１５

�，１００，２００１．（第３１回日本口腔インプラント学会学術大会，福岡市）A８６－０５２０－４細形研 �理工

３．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）�生化学

４．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�：筋マニピュレー

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 �衛生，�保存Ⅲ

５．石川達也�，下野正基�，石井拓男�，佐藤 亨，吉田友明�，飯島国好�：口腔状況と睡眠についての研究―

第１報高齢者の口腔およ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Ⅲ，�病理，�社会歯，�東京都

６．鈴木雄太，井上 孝�，田崎雅和�，下野正基�，佐藤 亨：インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究

―メルケル細胞および神経組織の動態―，日補綴歯会誌４５（１０６回特別号），６５，２００１．（第１０６回日本補綴歯

科学会学術大会，盛岡市）細形研実動施設 �病理，�生理

７．相原一之，佐藤 亨，平地正茂，野口祐輔，松久保 隆�，石川達也�，平井義人�，高橋 賢�，

吉田 実�：水泳を日常スポーツとしている人の自然立位正面像の観察，第１１回日本全身咬合学会学術大

会プログラム・抄録集，３０，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，千葉市）�衛生，�保存Ⅲ，�朋友柔道

整復専門学校
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８．佐藤 亨，石川達也�，湯本真人�，吉村浩一，小林義昌�，長坂 斉�：咀嚼習癖と聴力変化との関連性につ

いて，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，

２１，２００２．（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）A００－０５２０－１ �保存Ⅲ，�

脳科学研究施設，�衛生

９．久永竜一，高橋俊之，山田敏勝，三穂乙暁，鈴木雄太，佐藤 亨，腰原 好，中川寛一�，淺井康宏�：バイ

オセラム・ポーラスインプラントの臨床経過，日口腔インプラント会誌１５�，２７５，２００２．（日本口腔イン
プラント学会第２１回関東甲信越支部学術大会，東京）A８６－０５２０－３細形研 �保存Ⅰ

１０．野坂祐介，相原一之，三穂乙暁，金井由起，鈴木雅亨，佐藤 亨，腰原 好，河田英司�，小田 豊�：陶材

焼付鋳造冠の陶材面破折修理における一考表面粗さと処理の違いが接着に及ぼす影響，日補綴歯会誌４５

（１０５回特別号），１１５，２００２．（第１０５回日本補綴歯科学会学術大会，東京）A８６－０５２０－４細形研 �理工

１１．佐藤 亨，本間留美果，平地正茂，野口祐輔，相原一之，石川達也�，吉田 実�，宮田右京�：自然立位正

面像の観察―青年男子と，水泳を日常スポーツとしている者との比較―，日補綴歯会誌４６�，４２６，
２００２．（日本補綴歯科学会東関東支部第５回学術大会，水戸市）A００－０５２０－１ �保存Ⅲ，�朋友柔道整復専門学

校，�岩手県
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１０．歯科補綴学第三講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 岸 正孝 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

安達 康 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

助 教 授 嶋村 一郎 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

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

山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

辻 吉純 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

関根 秀志 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

助 手 鈴木 浩樹 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

野村 貴生 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

塚田 威 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

森下亜矢子 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

荒瀧 友彦 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

病院助手 高崎美喜夫 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

赤堀 仁則 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

井上 敬介 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

安達 亮 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

山崎 宙 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

大学院生 猪狩 弓彦 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

高梨 聖敏 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

武藤 功英 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

山田 淳 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

神庭 光司 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

早川 正哉 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ８５‐０５３０‐２）

本間 慎也 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

２．成果の概要

１）骨結合インプラントの基礎的，臨床的研究（Ａ８３‐０５３０‐１）

Osseointegrated implant の被圧変位量は天然歯のそれと比較してきわめて小さいことが知られている．

そのため適合性の高い上部構造を製作することが臨床上の課題となる．そこで，上部構造の適合性向上を目

的とした鑞付け法について検討を行った．その結果，一塊鋳造においては，gold cylinder が４個を越える

と，上部構造の不適合が顕著に認められた．そのような一塊鋳造体について，鑞付け法により適合の改善を

試みたところ，鑞付けにより両端の gold cylinder の適合性は向上するが，中間の適合性の向上は僅かであ

ること，鑞付け部位を含む gold cylinder 間距離が約１０２±５６µm収縮することが認められた．したがって，

鑞付けにより適合性の向上を図るならば，４個以上の gold cylinder を含む比較的大型の上部構造において

効果的であり，しかも，鑞付け箇所をできるだけ増やさないことがよりよい結果を期待できるということが

示唆された．

日口腔インプラント会誌 １４�，１９７～２０４，２００１．
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

関根 秀志 ２００２．３．１ 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？
PART�―
３．口腔内触圧刺激の脳磁場計
測と今後の展望

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

骨結合インプラントにおいて，fixture 周囲緻密骨の剛性の部位差が該当骨周囲の応力値にどのような影

響を及ぼすかについて，二次元有限要素法を用いて検討を行った．その結果，fixture 周囲骨の剛性に著し

い部位差が認められる場合には，剛性の乏しい部分で許容応力値を超える危険性があり，支持能力に対応し

たインプラント上部構造の設計が必要とされることが示唆された．

歯科学報 １０２，２１９～２２６，２００２．

３）可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ８５‐０５３０‐１）

局部義歯症例を用い，埋没・重合の過程に生じる人工歯間および支台装置間の変位を究明し，埋没法の差

異について検討した．その結果，１．埋没・重合過程における人工歯間距離の変化は，アメリカ法での平均

寸法変化率は－０．２４％で，アメリカ・フランス併用法の平均寸法変化率は－０．１０％といずれも収縮傾向を示

し，埋没法間による有意差は認められなかった．２．埋没・重合過程におけるクラスプ間距離の寸法変化率

はアメリカ法で－０．１７％，アメリカ・フランス併用法では－０．１９％といずれも収縮傾向を示し，埋没法間に

有意差は認められなかった．３．クラスプに対する人工歯の垂直的な変化は，アメリカ法では０．０７±０．０３

mm，アメリカ・フランス併用法においては０．０７±０．０２mmといずれも浮上傾向を示したが，埋没法間によ

る有意差は認められなかった．

歯科学報 １０２，１０１～１１４，２００２．

部分的歯牙欠如症例において咬合条件の変化に伴う筋放電量比率について検討を行った．その結果，１０例

の被験例において，１．筋力発揮条件の変化に伴う筋放電量比率の変化として，変化の大きなタイプ２例，

変化の小さなタイプ３例およびその中間のタイプ５例に大別できた．２．下顎位の前方偏位に伴い，咬筋放

電量は増大し，側頭筋放電量は減少した．また，側方偏位に伴い，咬筋放電量は減少し，側頭筋放電量は増

大した．３．下顎位の４mm偏位に対して，筋力発揮時の筋放電量比率には統計的な有意差は現れなかっ

た．以上のことから，下顎位は若干の水平的な変化が生じても，粘膜支持による咬合力発揮時の条件におい

ては，筋活動にはほとんど変化が現れないことが判明した．

歯科学報 １０２，１１５～１２８，２００２．

３．研究活動の特記すべき事項

シンポジスト
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論 文

１．佐藤雄大，堀田宏巳�，岸 正孝：直接リライニングによる適合性の改善に関する研究，歯科学報１０１�，
３８８～４０３，２００１．原著A８５－０５３０－１，学位論文保情研 �水病・補綴科

２．赤堀仁則，安達 康�：マイクロCTを用いたイヌ下顎骨内部構造の観察―チタンインプラント周囲海綿骨

の形態学的評価―，歯科学報１０１�，４５７～４７０，２００１．原著A８３－０５３０－１，HRC９６１D０１，HRC９９２C０１，学位
論文 分析生研 実動施設 �水病・補綴科

３．森下亜矢子，鈴木浩樹，宮下有恒，野村貴生�，堀田宏巳�，嶋村一郎，安達 康�，岸 正孝：Osseointegrated

implant における上部構造の適合性向上に対する鑞付け法の評価，日口腔インプラント会誌１４�，１９７～
２０４，２００１．原著A８３－０５３０－１ �水病・補綴科

４．柳 智哉，辻 吉純，岸 正孝：閉口筋筋力と咬合部位が下顎頭の負荷に及ぼす影響，歯科学報１０１�，６４９
～６６６，２００１．原著A８５－０５３０－２，学位論文

５．井上敬介，嶋村一郎，岸 正孝：食品性状の差異が咀嚼運動速度に及ぼす影響，歯科学報１０１�，７３９～
７５３，２００１．原著A８５－０５３０－１，学位論文

６．猪狩弓彦，関根秀志，岸 正孝：局部床義歯の変位に及ぼす重合操作の影響，歯科学報１０２�，１０１～
１１４，２００２．原著A８５－０５３０－１，学位論文

７．塚田 威，山倉大紀，岸 正孝：粘膜支持義歯における咬合点の水平的変化が閉口筋の筋放電量に及ぼす影

響，歯科学報１０２�，１１５～１２８，２００２．原著A８５－０５３０－１，学位論文

８．矢野慎二�，高崎美喜夫，熱田俊一�，鈴木浩樹，辻 吉純，堀田宏巳�，嶋村一郎，安達 康�，岸 正孝：

骨結合インプラント周囲骨の剛性の部位差と応力分布，歯科学報１０２�，２１９～２２６，２００２．原著A８３－０５３０
－１ �愛媛県，�千葉県，�水病・補綴科

プロシーディングス

１．Akahori, Y., Adachi, Y.�, Kishi, M., Abe, S.�, Ide, Y.� : Observation of internal structure of the canine man-

dible by microcomputed tomography, Proceedings of５th World Congress for Oral Implantology, Biome-

chanics and Tissue Engineering, ２２６～２２９，２００１．（５th World Congress for Oral Implantology, Tokyo, Ja-

pan）A８３－０５３０－１，HRC９６１D０１，HRC９９２C０１分析生研実動施設 �水病・補綴科，�解剖

２．Miyashita, Y., Nomura, T.�, Suzuki, H., Adachi, Y.�, Kishi, M. : A１５－year retrospective study of osseointe-

grated implants in Tokyo Dental College Chiba Hospital, Proceedings of５th World Congress for Oral

Implantology, Biomechanics and Tissue Engineering,４７０～４７１，２００１．（５th World Congress for Oral Implan-

tology, Tokyo, Japan）A８３－０５３０－１ �水病・補綴科

そ の 他

１．小宮山彌太郎：インプラントを成功させるためのベーシックスメーカーのマニュアルにはないテクニカルポ

イント第２３回偶発症：その予防と対処法－その２，Quintessence Dent Imp ８�，３５７～３６２，２００１．
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２．小宮山彌太郎，石川明寛�，石川美保�，小林俊之�，田辺久憲�，真木宏明�，松林忠敏�，宮嶋和代�：Advanced

Technique ブローネマルク教授によるインプラントの新しいコンセプトその１：文献からみるブローネ

マルク・ノヴァム・システム，Quintessence Dent Imp ８�，４１９～４２３，２００１．�Club２２

３．小宮山彌太郎：インプラントを成功させるためのベーシックスメーカーのマニュアルにはないテクニカルポ

イント第２４回偶発症：その予防と対処法－その３，Quintessence Dent Imp ８�，４８９～４９２，２００１．

４．小宮山彌太郎：インプラント手術に関連した知覚障害（訳），別冊Quintessence Dental Implantology インプ

ラント評価基準の新しいコンセンサス―トロント会議の全容―，９３～１０１，２００１．

５．小宮山彌太郎，石川明寛�，石川美保�，小林俊之�，田辺久憲�，真木宏明�，松林忠敏�，宮嶋和代�：Advanced

Technique ブローネマルク教授によるインプラントの新しいコンセプトその２：ブローネマルク・ノ

ヴァム・システムの臨床術式，Quintessence Dent Imp ８�，５４９～５５７，２００１．�Club２２

６．小宮山彌太郎：インプラントを成功させるためのベーシックスメーカーのマニュアルにはないテクニカルポ

イント第２５回質問にお答えして，Quintessence Dent Imp ８�，７５６～７５９，２００１．

７．小宮山彌太郎：インプラントを成功させるためのベーシックスメーカーのマニュアルにはないテクニカルポ

イント第２６回質問にお答えして－その２，Quintessence Dent Imp ９�，１２８～１３１，２００２．

８．小宮山彌太郎：インプラントを成功させるためのベーシックスメーカーのマニュアルにはないテクニカルポ

イント第２７回質問にお答えして－その３，Quintessence Dent Imp ９�，２７２～２７５，２００２．

学 会 抄 録

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

from teeth to osseointeglated implant regions, J Dent Res８０（Special Issue），６１３，２００１．（IADR７９th Gen-

eral Session and Exhibition, Chiba）A８３－０５３０－１ �微生物

２．猪狩弓彦，関根秀志，安達 康�，岸 正孝：重合・填入方法の差異が局部義歯床の変形及び人工歯の変位

に及ぼす影響に関する研究，日補綴歯会誌４５（１０５回特別），５３，２００１．（第１０５回日本補綴歯科学会学術大

会，東京）A８５－０５３０－１ �水病・補綴科

３．塚田 威，山内智博�，八ッ橋孝彰�，綱島浩二�，保科紀子�，橋本香澄�，櫻井 薫�：平成１２年度第５回沖

縄県歯科巡回診療―阿嘉島・慶良間島の実績報告―，歯科学報１０１�，６０４，２００１．（第２７１回東京歯科大学
学会例会，千葉市）�口外Ⅰ，�保存Ⅰ，�千病・中央技，�千葉県，�補綴Ⅰ

４．猪狩弓彦，関根秀志，安達 康�，岸 正孝：重合・填入方法の差異が局部義歯床の人工歯の変位に及ぼす

影響に関する研究，日補綴歯会誌４５（１０６回特別），５３，２００１．（第１０６回日本補綴歯科学会学術大会・総会，東

京）A８５－０５３０－１ �水病・補綴科

５．望月清志�，久保周平�，黒須美佳�，藥師寺 仁�，田崎雅和�，阿部伸一�，山倉大紀，末石研二�，

坂本輝雄�，中野洋子�：成長発育期における口腔内圧受容と大脳皮質感覚野の関連について，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，２４～２５，２００２．（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）HRC３B０１脳科学研 �小児歯，�生理，�解剖，�水

病・矯正科，�矯正，�口外Ⅱ
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６．関根秀志，荒瀧友彦，嶋村一郎，岸 正孝，澁川義幸�，鈴木 隆�：歯牙への被圧状態の認識に関わる中枢

の活動，平成１３年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，３４，

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）HRC３B０８脳科学研 �生理

７．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
，新谷益朗�，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プログラムおよび抄録集，５２，２００２．（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�臨検査，�病理，�理工，�衛生，�生理，

�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，�小児歯，	矯正，
口外Ⅰ，�脳科学研究施設，�補綴Ⅰ

８．鈴木浩樹，赤堀仁則，森下亜矢子，宮下有恒，野村貴生�，辻 吉純，堀田宏巳�，安達 康�，岸 正孝：

インプラントの印象における手技の改良印象精度の確保と患者のストレス軽減，日口腔インプラント会誌

１５�，２７５，２００２．（日本口腔インプラント学会第２１回関東甲信越支部学術大会，東京）A８３－０５３０－１ �水病・補
綴科

９．荒瀧友彦，関根秀志，辻 吉純，堀田宏巳�，嶋村一郎，岸 正孝，川越元久�：咬合面を介して伝達される

衝撃とその緩和―衝撃緩和シートの力学的特性について―，日補綴歯会誌４６�，４２４，２００２．（平成１３年度
日本補綴歯科学会東関東支部総会第５回学術大会，水戸市）A８５－０５３０－２ �水病・補綴科，�東京都

１０．早川正哉，荒瀧友彦，野村貴生�，嶋村一郎，安達 康�，岸 正孝：咬合面を介して伝達される衝撃とその

緩和―衝撃吸収シートの有用性について―，日補綴歯会誌４６�，４２４，２００２．（平成１３年度日本補綴歯科学会
東関東支部総会第５回学術大会，水戸市）A８５－０５３０－２ �水病・補綴科

１１．Akahori, Y., Adachi, Y.�, Kishi, M., Abe, S.�, Ide, Y.� : Observation of internal structure of the canine man-

dible by micro computed tomography, ５th World Congress for Oral Implantology Program and Ab-

stracts, ８１，２００２．（５th World Congress for Oral Implantology, Tokyo）A８３－０５３０－１実動施設 �水病・補綴

科，�解剖

１２．Miyashita, Y., Nomura, T.�, Suzuki, H., Adachi, Y.�, Kishi, M. : A１５－year retrospective study of osseoin-

tegrated implants in Tokyo Dental College Chiba Hospital,５th World Congress for Oral Implantology

Program and Abstracts,１３２，２００２．（５th World Congress for Oral Implantology, Tokyo）A８３－０５３０－１ �水

病・補綴科

１３．井上敬介，山倉大紀，嶋村一郎，岸 正孝：食品性状の差異が咀嚼運動の速度に及ぼす影響，顎顔面バイオ

メカニクス学会誌 ７�，１５２～１５５，２００２．（第９回顎顔面バイオメカニクス学会大会，奈良市）A８５－０５３０－１

１４．Suzuki, H., Baek, S., Miyashita, Y., Yamakura, D., Shimamura, I., Adachi, Y.�, Kishi, M. : An Improved im-

pression procedure in implant prostheses for edentulous jaw,２００１The Korea Academy of Prosthodon-

tics,９４，２００２．（２００１The Korea Academy of Prosthodontics, Seoul, Korea）A８３－０５３０－１�水病・補綴科
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１１．歯 科 矯 正 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 山口 秀晴 顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ９９‐０５９０‐２）

谷田部賢一 矯正術後の長期安定性について

助 教 授 原崎 守弘 レーザー照射による歯科審美治療の導入（Ａ９９‐０５９０‐４）

講 師 古賀 正忠 矯正歯科治療における咬合学的研究（Ａ７７‐０５９０‐２）

茂木 悦子 下顎頭変形と骨密度，ホルモンとの関連に関する研究

末石 研二 不正咬合の各種治療法における手順と期間ならびに効果に関する研究

（Ａ９１‐０５９０‐１）

助 手 宮崎 晴代 矯正治療後の歯列の安定性について（Ａ９０‐０５９０‐１）

野嶋 邦彦 嚥下，発語時における舌および軟口蓋の運動解析

坂本 輝雄 唇顎口蓋裂を有する矯正患者に関する統計的観察（Ａ９４‐０５９０‐２）

片田 英憲 矯正力荷重時の顎顔面頭蓋の変形様相に関する研究（Ａ７９‐０５９０‐１）

野村 真弓 TMJ Scale を用いた顎関節症を伴う不正咬合者の心理的要因について

西井 康 ３Ｄコンピュータシミュレーションによる歯牙排列と前歯被蓋関係に関する研究

（Ａ９６‐０５９０‐１）

長谷部利一 胸腺細胞のアポトーシスにおけるプロテアソームの機能について（カルモジュリン

の関与）

根岸 史郎 コンピューター・シミュレーションによる第１大臼歯の咬合接触に関する研究

病院助手 大塚 和華

松村 栄治

山口 大輔

今井 利明

高根 ユミ

成宮 幸枝

佐々木美央

副島 詩子

大学院生 小林 誠 三次元顎顔面頭蓋画像の統合モデルを使った顎運動表示システムの開発

福井 健之 歯科用レーザーの矯正歯科臨床における応用について

吉井賢一郎 Ｘ線VTRによる低位舌を有する成人不正咬合者の嚥下時の舌運動に関する研究

早川浩太郎 Nd：YAGレーザーによる初期カリエスに対する齲蝕進行抑制効果について

西村 文邦

鶴木 太郎

和泉 正丈

２．成果の概要

１）前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に与える影響に関する歯科矯正学的研究

―三次元画像コンピュータシミュレーションによる検討―

前歯の形態および排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響を検討するため，歯牙模型を非接触型三次元形状計測

装置で計測し，得られた歯牙画像モデルを用いてプリアジャステッドアプライアンス法を想定した三次元コ

ンピュータ排列シミュレーション法で定量的に分析した．
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これにより前歯の形態，排列各因子が前歯水平被蓋に及ぼす影響度は，上顎前歯辺縁隆線厚径，歯冠幅

径，インクリネーション，アンギュレーション，アーチフォームの順で大きかった．また，矯正治療術前に

歯牙形態，骨格の不調和が確認された場合，正常な前歯水平被蓋を獲得するための各因子の調整法，調整量

の予測が可能となった．

歯科学報 １０１�，３５９～３７７，２００１．

２）歯牙刺激による体性感覚誘発電位（SEP）に関する研究

―機械的圧刺激と電気刺激による初期成分と後期成分について―

本研究の目的は，歯根膜圧受容器由来の SEPの特性を明らかにすることである．成人男子９名を対象と

し，機械的圧刺激および電気刺激を上下顎右側側切歯に与えた．そしてＴ３，Ｔ４，Czから，初期成分と

後期成分を導出し，比較検討した．その結果，初期成分では，両刺激方法，刺激部位とも３峰性の波形パ

ターンを示した．潜時は刺激方法，刺激部位により有意差が認められた．振幅は電気刺激では導出部位によ

る有意差を認めた．後期成分では，機械的圧刺激は４峰性，電気刺激では３峰性の波形パターンを示した．

刺激部位による波形パターンの差異はなかった．刺激部位による潜時の差や導出部位による振幅の差につい

ては，ほとんど有意差を認めなかった．以上より，歯髄電気刺激による SEPと同様，歯根膜圧刺激による

SEPは三叉神経体性感覚の求心路のモニターとして有効であり，歯根膜感覚受容器の客観的検討の手段と

しての有用性が示唆された．

歯科学報 １０１�，６３５～６４７，２００１．

３）頭部エックス線規格写真分析による片側性唇顎口蓋裂（女子）の顎顔面頭蓋の成長に関する研究

片側性唇顎口蓋裂者における顎顔面形態の特徴および成長発育様相について，前歯部反対咬合者（Gr

�）と正常被蓋者（Gr�）による違い，および非裂者で反対咬合者（Gr�）との違いを６歳から２０歳代の
女性のセファロの統計的解析ならびにロジスティック曲線によって検討して次の結論をえた．１）多重比較

と単回帰分析より，Gr�は上顎の劣成長および上顎の後退を認め，Gr�により上顎骨の成長量は小さかっ
た．２）因子分析によると３Group 共に大きく寄与する因子は，下顎骨の大きさと前頭蓋底ならびに上顎

骨の長さに関する因子，上下顎の前後的関係に関する因子であり，約５０％の累積寄与率であった．３）下顎

骨長，下顎骨体長，下顎枝長，前顔面高などの成長変化はロジスティック曲線によくあてはまり，Gr�の
成長変化は３Group 中もっとも成長量が大きく，成長期間が長かった．Gr�は３者の中間で，Gr�は比較
的成長量が小さかった．

歯科学報 １０１�，７５５～７７４，２００１．

４）上顎前突者の座位，仰欧位における下顎安静位に関する研究

本研究は，体位の変化が下顎安静位に与える影響のうち，咬合関係の違いとの関連性を知る目的で，上顎

前突者と正常咬合者の下顎位や咽頭部における変化を側面頭部エックス線規格写真と筋電図を用いて比較，

検討した．その結果，エックス線規格写真では，上顎前突者，正常咬合者ともに下顎頭，オトガイ部は仰臥

位の方が後下方に位置し，舌骨，軟口蓋は，後上方に向かうことにより，咽頭部の断面積を減少させた．正

常咬合者との比較では，上顎前突者のオトガイ部は，座位における下顎安静位でばらつきを認め，また，仰

臥位では，舌骨がより後上方に位置することにより，中咽頭部における断面積を減少させた．筋電図測定で

は，上顎前突者，正常咬合者ともに体位の変化において座位よりも仰臥位で開，閉口筋の筋活動が減少し

た．また正常咬合者との比較では，上顎前突者の顎二腹筋の筋活動は座位と仰臥位の両姿勢において高く，

筋の緊張が認められた．

歯科学報 １０１�，９０３～９１６，２００１．

５）咽頭扁桃肥大を伴ったAngle�級１類不正咬合患者における舌および軟口蓋の運動解析
本研究の目的は，Ｘ線テレビを用いて咽頭扁桃肥大を伴ったAngle�級１類不正咬合患者の舌および軟口
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

山口 秀晴 ２００１．５．１０ 顎変形症患者の機能変化 第１１回日本顎変形症学会総会 東京

末石 研二 ２００１．５．１０ 口腔周囲筋の姿勢位について 第１１回日本顎変形症学会総会 東京

西井 康 ２００１．５．１０ Skeletal ClassII をいかに診断
し治療計画を立案するか

第１１回日本顎変形症学会総会 東京

蓋の嚥下運動を解析することである．被験者は咽頭扁桃肥大を伴ったAngle�級１類不正咬合患者（以下ア
デノイド群とする）１０名（平均年齢１１歳５カ月）である．対照群はAngle�級で，顎顔面形態および口腔機
能異常を認めない１０名（平均年齢１３歳５カ月）である．被験者の舌尖および舌背部に金属マーカーを貼付

し，頭頸部用ＣアームＸ線テレビ撮影装置で嚥下運動を撮影し，その嚥下過程を７期に分類して舌および軟

口蓋の運動解析を行った．その結果，多くのアデノイド群では舌尖部が積極的に運動を行う第１期～第３期

において前方偏位傾向を認めた．さらに第５期において軟口蓋の移動量が少なく，舌背の後上方への運度運

も乏しい傾向を認めた．

東京矯正歯科学会誌 １１�，１４５～１５３，２００１．

体重４分割バランサーによる重心変動値と咬合状態との関連―骨格性下顎前頭患者を対象として―

骨格性下顎前突者を対象に咬合の不調和と全身状態との関係を検索すべく骨格的咬合不全が，身体の平行

感覚とどのような関連を有するかを検討した．体重４分割バランサーを用いて足底圧を計測しその均衡部を

もとめ，これが経時的にどれだけ移動するかを評価し，正常咬合者との比較検討を行った．また，咬合接触

状態を記録し，足底圧均衡部移動距離とどのような関連がみられるかを検討した．その結果，骨格性下顎前

突者は正常咬合者に比べ，計測条件に関係なく，足底圧均衡部移動距離の増加が認められた．しかし，咬合

接触状態と足底圧均衡移動距離との間に有効な相関関係は認められなかった．

日全身咬合会誌 ８�，３７～４８，２００１．

３．研究活動の特筆すべき事項

シンポジスト

―１９４―



論 文

１．宮崎晴代�，茂木悦子，斉藤千秋�，原崎守弘，一色泰成，鈴木伸宏�，関口 基�，湯浅太郎�：８０２０達成

者の口腔内模型および頭部X線規格写真分析結果について，日矯歯会誌６０�，１１８～１２５，２００１．原著 �
水病・矯正科，�千葉県歯科医師会

２．西井 康：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に与える影響に関する歯科矯正学的研究，歯科学報１０１�，３５９
～３７７，２００１．原著 保情研

３．Harazaki, M., Hayakawa, K., Fukui, T., Isshiki, Y., Lynn, P. G.� : The Nd－YAG laser is useful in preven-

tion of dental caries during orthodontic treatment, Bull Tokyo Dent Coll４２�，７９～８６，２００１．原著 �USA

４．Ichimura, K.�, Harazaki, M., Yanagi, K.�, Isshiki, Y. : Effect of weak electric current on reducing oral bac-

teria in vitro, Bull Tokyo Dent Coll４２�，９７～１００，２００１．原著 �東京都，�大阪府

５．丸山文恵，太田一正�，一色泰成：骨芽細胞様細胞MC３T－E１の分化におよぼすアクチビンAとTGF－β

１の作用，歯科学報１０１�，５２１～５３２，２００１．原著 �生化学

６．小野恭介，原崎守弘，一色泰成：メタルプレート・レジン併用の矯正用リテーナーの試作，歯科学報１０１

�，５３３～５４１，２００１．臨床

７．伊藤 綾�，喜田賢司�，宮崎晴代�，末石研二�，古賀正忠�，坂本輝雄，野嶋邦彦，原崎守弘，谷田部賢一�，

一色泰成：東京歯科大学水道橋病院矯正歯科における過去１０年間の新規来院患者の動向について，歯科学

報１０１�，５４２～５５０，２００１．原著 �埼玉県，�水病・矯正科

８．鳥養智子，野嶋邦彦，一色泰成：歯牙刺激による体性感覚誘発電位（SEP）に関する研究―機械的圧刺激によ

る初期成分と後期成分について―，歯科学報１０１�，６３５～６４７，２００１．原著

９．村木一規�，原崎守弘，坂本輝雄，鳥養智子，一色泰成：歯列矯正治療時の歯牙移動に起因する疼痛に関す

る研究―咬合力測定用感圧シートとアンケート調査による評価―，歯科学報１０１�，６６７～６７２，２００１．原
著 �神奈川県

１０．原崎守弘，安部輝美，斉藤政治�，一色泰成：手術を回避した骨格性反対咬合の２治験例，歯科学報１０１

�，６７３～６８６，２００１．臨床 �千葉県

１１．Nojima, K., Komatsu, K.�, Isshiki, Y., Ikumoto, H.�, Hanai, J.�, Saitou, C.� : The use of an osseointegrated

implant for orthodontic anchorage to a class Ⅱ div１malocclusion, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１７７～
１８３，２００１．症例 �水病・矯正科，�口外Ⅱ

１２．Nojima, K., McLaughlin, R. P.�, Isshiki, Y., Sinclair, P. M.� : A comparative study of caucasian and Japa-

nese mandibular clinical arch forms, Angle Orthod７１�，１９５～２００，２００１．原著 �Sandiego U.S.A., �U.

S.C.

１３．林 明賢：頭部X線規格写真分析による片側唇顎口蓋裂（女子）の顎顔面頭蓋の成長に関する研究，歯科学

報１０１�，７５５～７７４，２００１．原著 学位論文
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１４．林 正樹，一色泰成，西川慶一�：顔面非対称患者の下顎骨についてのX線 CT画像による形態的および質
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�群馬県，�水病・矯正科

１９．松村栄治，野嶋邦彦，西井 康，一色泰成，山口秀晴：咽頭扁桃肥大を伴ったAngle Ⅱ級１類不正咬合患

者における舌および軟口蓋の運動解析，東京矯正歯科学会雑誌１１�，１４５～１５３，２００１．原著A００－０５９０－４

２０．神保芳之�，三代真義，原崎守弘：矯正治療単独か外科手術かのボーダーラインと思われる骨格性反対咬合

の治験例，東京矯正歯科学会雑誌１１�，１７６～１７９，２００１．臨床 �神奈川県
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２００１．症例 �保存Ⅲ

２２．高根ユミ，一色泰成，西川慶一�：顔面非対称のX線 CT３次元画像診断における距離計測の信頼性，歯科

学報１０１�，１１９５～１２０６，２００１．原著 学位論文 �歯放
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割バランサーによる重心変動値と咬合状態との関連―骨格性下顎前突症患者を対象として―，日全身咬合

会誌 ８�，３７～４８，２００２．原著 �保存Ⅲ

２４．Soejima, U., Motegi, E., Sasaki, M., Nomura, M., Kaneko, Y., Simizu, T., Takeuchi, H., Yamaguchi, T., Ebi-

hara, T., Yamaguchi, H. : Broadband ultrasonic attenuation of children and young adults in Japan, Bull

Tokyo Dent Coll４３�，１～５，２００２．原著

２５．望月清志�，辻野啓一郎�，藥師寺 仁�，土屋喜子�，末石研二�，山口秀晴：線状骨症―頭蓋骨硬化症―大

脳症の歯科学的所見，小児歯誌４０�，５７１～５７５，２００２．臨床 �水病・小児歯科，�小児歯，�水病・矯正科

２６．Nomura, M., Motegi, E., Yamaguchi, D. : Psychological factors of patients with TMD under orthodontic

treatment, J Dent Res８０，６８４，２００２．原著
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２７．Yata, R., Motegi, E., Ueda, K., Torikai, T., Harazaki, M., Isshiki, Y. : A lip seal study of Japanese children

with malocclusion, Bull Tokyo Dent Coll４２�，７３～７８，２００２．原著
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１．山口秀晴：不正咬合と口腔習癖との関連―MFT（筋機能療法，訓練）で何を治せるのか？―，日本一般臨床

医矯正研究会会誌１３，５～１５，２００１．

２．坂本輝雄：矯正治療による歯根吸収，歯界展望９７�，１２８５～１２９０，２００１．

３．一色泰成：高齢化社会の歯科医療について，日美容外会報２３�，５５～６０，２００１．
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臨床家のための矯正Year Book’０１，２４１～２４７，２００１．
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―２０２―



５９．荒川幸雄�，山口秀晴：舌突出癖を有する開咬患者の下顎運動について，第６０回日本矯正歯科学会大会プロ

グラム・抄録集，２７４，２００２．（第６０回日本矯正歯科学会大会，東京）�東京都

６０．山崎康博，原崎守弘，坂本輝雄，三代真義，西村 亮，福井健之，野村真弓，茂木悦子，山口秀晴：東京歯

科大学学生における不正咬合の発現状況，歯科学報１０１�，９５５，２００２．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千
葉市）
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１２．歯 科 放 射 線 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 和光 衛 薄膜性骨内インプラントと骨との親和性に関する３次元構造解析（Ａ００‐０６１０‐１）

マイクロCTを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析（Ａ９９‐０６１０‐１）

嚢胞性疾患における病巣辺縁部骨構造の３次元的抽出の試み（Ａ９７‐０６１０‐２）

講 師 早川 吉彦 回転パノラマＸ線撮影法に応用できるデジタル方式のＸ線画像診断システムにおけ

る画像処理アルゴリズム（Ａ００‐０６１０‐２）

小児ファントムを使用した歯科Ｘ線撮影時の被曝量測定（Ａ００‐０６１０‐３）

山本 一普 Tuned－Aperture Computed Tomography（TACT�）の歯科応用に関する研究

（Ａ９９‐０６１０‐２）

助 手 西川 慶一 リージョングローイング法を応用した骨領域抽出によるＸ線CT骨３次元画像の改

善（Ａ９７‐０６１０‐６）

澁谷 仁志 口内法ディジタルＸ線画像診断システムに対するＫ殻吸収端フィルターの有効性の

検討（Ａ９９‐０６１０‐３）

原田 卓哉 上顎に発生し隔壁様構造を伴った不透過性病変の画像診断学的検討

（Ａ０１‐０６１０‐０１）

山田 正幸 歯周疾患の診査における臨床所見と口内法Ｘ線写真所見との相関性について

（Ａ９７‐０６１０‐９）

森 俊道 口内法ディジタルＸ線画像診断システムにおける各種画像処理技術の診断能改善効

果（Ａ９９‐０６１０‐４）

専 攻 生 槙原 政博

２．成果の概要

回転パノラマＸ線撮影における小児の被曝線量（Ａ００‐０６１０‐３）

増感紙フィルム系および輝尽性蛍光体を用いた回転パノラマＸ線撮影における小児の被曝線量を測定し

た．小児頭頚部ファントムを用いた．吸収線量は２つの回転パノラマＸ線装置，すなわちOrthophos�（Sirona

Dental Systems, Bensheim, Germany）と PM２００２CC�（Planmeca Oy, Helsinki, Finland）において増感紙

フィルム系と輝尽性蛍光体の２つの場合で小児用設定のある場合とない場合の組み合わせで測定した．水晶

体の吸収線量は５から２４µGy の範囲であった．Orthophos では口腔領域の線量は大人用設定で５０から５５５

µGy，小児用設定で２７から４３６µGy の範囲であった．PM２００２CCでは口腔領域の線量は大人用設定で５６か

ら１０４０µGy，小児用設定で６０から８９０µGy の範囲であった．どちらの回転パノラマＸ線装置でも小児用設定

は線量を減少させた．最大線量はＸ線束の回転軸付近で得られた．Orthophos の小児用設定は結果として甲

状腺で５０％以上の線量減少をもたらしたが PM２００２CCではそうならなかった．低い管電圧と管電流が用い

られるとすべての回転パノラマＸ線装置，設定プログラムおよび検出系の組み合わせで線量は有効に減少し

た．検出器や装置に関わらず回転パノラマＸ線撮影において小児用の特別なプログラム設定は吸収線量を減

少させることがわかった．

Dentomaxillofac Radiol ３０，２８５～２９２，２００１．

―２０４―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

早川 吉彦 歯牙のディジタル画像表示シ
ステム（日本放射線技術学会
学術委員会）

日本大学歯学部，他 東京都，他 丸橋 一夫

早川 吉彦
和光 衛

Image quality of rotational-
panoramic radiography with
digital readout

The Univ. of Louisville Louisville,
Kentucky,
USA

Farman,
Allan G.

早川 吉彦 小児のＸ線撮影における被曝
線量

独立行政法人放射線医学
総合研究所

千葉県千葉市 西澤かな枝

早川 吉彦 Digital image processing for
rotational panoramic radiog-
raphy

Kalolinska Institutet Stockholm,
Sweden

Welander, Ulf

山本 一普
早川 吉彦
和光 衛

Diagnostic information yield
from tuned－aparture com-
puted tomography for as-
sessing impacted teeth

The Univ. of Louisville Louisville,
Kentucky,
USA

Farman,
Allan G.

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

和光 衛 薄膜ハイドロオキシアパタイトと顎骨骨梁との親和性に
関する三次元画像解析

科学研究費・基盤（Ｃ）

和光 衛 超薄膜性プラトンインプラントの臨床治験 株式会社ヨシオカ研究費補助金

山本 一普 Tuned aperture computed tomography の歯科応用 科学研究費・基盤（Ｃ）（平成
１２年度分）

講演者 年月日 講演題名 学会・研究会名 主催地 備 考

黒柳 錦也 ２０００．１１．４ 歯科領域におけるＸ線画像の
ディジタル化について
―その現状と将来―

第２７０回東京歯科大学
学会（総会）

千葉市 平成１２年
度分

和光 衛 ２００２．２．１７ インプラント治療術前画像検
査における断層撮影法の有用
性

International College
of Dentistry 日本部会
冬期学会

東京

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

学会招待講演

―２０５―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

早川 吉彦 ２０００．１１．２２ 歯科診療所のためのデジタ
ルＸ線画像診断システム
―イメージングプレート
の活用―

株式会社吉田製作所
「社内研修会」

東京 平成１２年度
分

早川 吉彦 ２００１．４．１ イメージングプレートを
活用した歯科用デジタルＸ
線画像診断システム

内外歯材�主催，�吉
田製作所及びクロス
フィールド�協賛によ
る講演会

大阪市

和光 衛 ２００２．７．１４ 新素材インプラントの臨床
治験を行って―画像検査
の立場から―

�プラトンジャパン・
口腔医学トレーニング
センター主催による講
演会

東京

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２０６―



論 文

１．Hayakawa, Y., Kobayashi, N., Kuroyanagi, K., Nishizawa, K.� : Paediatric absorbed doses from rotational

panoramic radiography, Dentomaxillofac Radiol３０�，２８５～２９２，２００１．原著A００－０６１０－３ �Medical Ex-
posure Assessment Section, Department of Medical Physics

２．林 正樹�，一色泰成�，西川慶一：顔面非対称患者の下顎骨についてのX線 CT画像による形態的および

質的特徴解析，歯科学報１０１�，８３５～８４８，２００１．原著 �矯正

３．槙原政博，西川慶一，黒柳錦也：歯科インプラント術前画像診断のための回転パノラマX線撮影装置によ

る顎骨横断面断層像―一般断層像およびX線 CT像との画像特性の比較―，歯科学報１０１�，１１７９～
１１９３，２００１．原著

４．高根ユミ�，一色泰成�，西川慶一：顔面非対称のX線 CT３次元画像診断における距離計測の信頼性，歯科

学報１０１�，１１９５～１２０６，２００１．原著 �矯正

解 説

１．森 俊道，早川吉彦，山本一普：X線イメージングプレート（IP）読み取り装置「Combi－X」について，日歯

評論６１�，８１～８４，２００１．

２．和光 衛：ディジタル口内法画像診断システム―アナログからディジタルへ―，DE１３８，１３～１６，２００１．

３．和光 衛，早川吉彦：歯科用ディジタルX線画像診断システムに関するアンケート調査，DE１３８，１７～

２０，２００１．

単 行 図 書

１．西川慶一�，�，�，	：著分担：医学・生物学研究のための画像解析テキストNIH Image，Scion Image
実践講座改訂第２版 �第３章第３節X線写真の解析１０１～１１６頁，�第３章第３節コラムスキャナで白
黒画像情報を取り込む際のスキャン条件の設定方法１１６～１１９頁，�第３章第６節X線 CT３次元画像の
構築１５２～１６３頁，	第３章第６節コラム３次元画像による分析を行う際の注意事項１６４～１６６頁，羊土
社，東京，２００１．小島清嗣，岡本洋一編

プロシーディングス

１．Farman, A.�, Sheetz, J. P.
, Eleazer, P. D.
, Edge, M. J.
, Gettleman, L.
, Morant, R. D.
, Limractamorn, S.
,

Yamamoto, K. : Tuned－Aperture Computed Tomography accuracy in tomosynthetic assessment of

dental procedures., Proceedings of the１５th International Congress and Exhibition of Computer assisted

radiology and surgery CARS２００１１，６５４～６５８，２００１．（The１５th International Congress and Exhibition of

Computer assisted radiology and surgery CARS ２００１, Berlin, Germany）Lemke, H. U., Vannier, M.W., Inamura, K.,

Farman, A. G. and Doi, K．（editors）�Div. of Radiol. and Imaging Sci., 
School of Dent., Univ. of Louisville

２．早川吉彦，森 俊道，山本一普，和光 衛，A. G. Farman� : Computed Radiography スキャナーシステム

の Performance Assessment, 医学物理２１（Suppl.３），２５０～２５１，２００１．（第８２回日本医学物理学会，大阪

市）�ルイビル大・歯
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そ の 他

１．早川吉彦：歯科診療所のためのデジタルX線画像診断システム―イメージングプレートの活用―，株式会

社吉田製作所「社内研修会」，２０００．平成１２年度分

２．和光 衛，杉山哲也�，山内智博�，野村武史�：薄膜ハイドロオキシアパタイトと顎骨骨梁との親和性に関

する三次元画像解析，平成１３年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究��）研究実績報告書，２００１．研
究課題番号１３６７１８９０�補綴Ⅰ，�口外Ⅰ

３．神田重信�，古跡養之真�，佐々木武仁�，岡野友宏�，和光 衛，大喜雅文�，吉浦一紀�，徳森謙二�，

小林 馨�：歯科用デジタルX線画像診断システムの性能評価と至適運用に関する調査研究，平成１３年度

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究��）研究実績報告書，２００１．研究課題番号１３８９７０１５�九州大・大学
院・画像情報，�大歯大・歯放，�東医歯大・大学院・口腔放射線医学，�昭和大・歯放，�九州大・医短・数学・

情報科学，�鶴見大・歯放

４．和光 衛：超薄膜性プラトンインプラントの臨床治験，平成１３年株式会社ヨシオカ研究費補助金，２００１．

５．山本一普：Tuned aperture computed tomography の歯科応用，平成１２年度科学研究費補助金基盤研究��
研究成果報告書，２００１．研究課題番号１２６７１８３９（平成１２年度分）

６．早川吉彦：イメージングプレートを活用した歯科用デジタルX線画像診断システム，内外歯材�主催，�
吉田製作所及びクロスフィールド�協賛による講演会，２００１．大阪市

７．和光 衛：新素材インプラントの臨床治験を行って―画像検査の立場から―，プラトンミーティング臨床症

例セミナー２００１，プログラム・抄録集，１３～１５，２００１．櫻井 薫，和光 衛，矢島安朝（講演分担）

８．小林 顕�，早川吉彦，田中 清�：座談会「デジタルX線撮影の現状と展望」，Dental Today４０，６～

７，２００１．�東京都，�クロスフィールド�

９．Wakoh, M., Kuroyanagi, K. : Digital imaging modalities for dental practice, Dental Medium１０�，１１～
１８，２００２．論文紹介として翻訳・掲載

学 会 抄 録

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

伊藤彰人�，黒柳錦也：歯学部学生を対象とした歯科衛生士の業務に関する認知度調査，歯科学報１００

�，６０７，２０００．（第２６９回東京歯科大学学会総会，千葉市）平成１２年度分 �衛校，�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，�衛生，
�保存Ⅰ

２．黒柳錦也：歯科領域におけるX線画像のディジタル化について―その現状と将来―，歯科学報１００

	，１０３，２０００．（第２７０回東京歯科大学学会総会，千葉市）特別講演（平成１２年度分）

３．石井 建�，山本隆司�，齋藤 力�，内山健志�，井出吉信�，森 俊道，小林紀雄，黒柳錦也：顎動脈およ

びその分枝の走行に関する研究（第一報），歯科学報１００	，１１２９，２０００．（第２７０回東京歯科大学学会総会，
千葉市）平成１２年度分 �口外Ⅱ，�解剖

―２０８―



４．原田卓哉，和光 衛，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�，１３８～１３９，２００１．（日本歯科放射線学会第６回画像
診断臨床大会，広島市）�病理，�口外Ⅰ

５．林 正樹�，一色泰成�，西川慶一：X線 CT画像による顎変形症下顎骨の解析―皮質骨の厚さおよびCT値

分布の左右比較―，第１１回日本顎変形症学会総会プログラム・抄録集，８２，２００１．（第１１回日本顎変形症学

会総会，東京）�矯正

６．Hayakawa, Y., Kobayashi, N., Kuroyanagi, K., Nishizawa, K.� : Child patient exposure with rotational

panoramic radiography, J Dent Res８０（Special Issue），６４２，２００１．（７９th General Session and Exhibition of

the International Association for Dental Research, Chiba, Japan）�放射線医学総合研究所医療被ばく防護研究室

７．原田卓哉，和光 衛，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）�病理，�口外Ⅰ

８．米津博文�，須賀賢一郎�，木住野義信�，齋藤 力�，内山健志�，森 俊道，山本一普，和光 衛：マルチ

スライス・エックス線CTの顎関節疾患への応用（予報），第１４回日本顎関節学会総会・学術大会プログラ

ム・抄録集，１３９，２００１．（第１４回日本顎関節学会総会・学術大会，神戸市）�口外Ⅱ

９．小林紀雄，西川慶一，和光 衛：マルチスライスCT検査における被曝低減の試み―Somatom Plus４

VolumeZoomについて―，歯放線４１（増刊号），１０１，２００１．（第４２回日本歯科放射線学会総会，東京）

１０．西川慶一，光菅裕治，小林紀雄，藤森久雄，和光 衛，黒柳錦也：回転パノラマX線撮影装置による顎骨

横断面断層像の画像特性，歯放線４１（増刊号），１０５，２００１．（第４２回日本歯科放射線学会総会，東京）

１１．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，日口腔外会誌４７�，１０６６，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�口外Ⅰ，�補綴Ⅰ，�超
微構造

１２．矢島安朝�，古谷義隆�，野村武史�，山内智博�，野間弘康�，三澤壮太郎�，石崎 憲�，杉山哲也�，

櫻井 薫�，和光 衛：超薄膜HAコーティングインプラントの臨床使用経験，日口腔外会誌４７�，
１０６６，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�口外Ⅰ，�補綴Ⅰ

１３．Hayakawa, Y., Mori, T., Yamamoto, K., Wakoh, M., Farman, A.� : Computed radiography scanner sys-

tems’performance assessment in dental office usage, Abstracts of ５２nd Annual Session of American

Academy of Oral and Maxillofacial Radiology,３６，２００１．（５２nd Annual Session of American Academy of Oral

and Maxillofacial Radiology, Portland, Oregon, USA）�Div. of Radiol. and Imaging Sci.

１４．末広淳史，小林紀雄，西川慶一，森 俊道，和光 衛：多列検出器型X線 CT装置 SOMATOM Plus４Volume-

Zoomの画質評価―硬組織撮影における被曝低減を目的として―，歯科学報１０１�，９６８，２００１．（第２７２回
東京歯科大学学会総会，千葉市）

―２０９―



１５．森 俊道，山本一普，和光 衛，米津博文�，内山健志�，野間弘康�：多列検出器型X線 CT装置の臨床応

用―とくに顎関節疾患を対象として―，歯科学報１０１�，９６９，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉
市）�口外Ⅱ，�口外Ⅰ

１６．Yamamoto, K., Sekiguchi, H.�, Kousuge, Y., Mori, T., Hayakawa, Y., Farman, A.� : Evaluation of diagnostic

information yield obtained from tuned－aperture computed tomography and conventional dento－alveo-

lar imaging modalities for assessing impacted teeth, Radiology２２１（Suppl），６８９，２００１．（８７th Scientific

Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, USA）�小児歯，�

Div. of Radiol. and Imaging Sci.

１７．Hayakawa, Y., Mori, T., Kobayashi, N., Yamamoto, K., Wakoh, M., Farman, A. G.� : Advanced image－

processing procedures applied for computed radiography scanner systems in dental office and assess-

ing the image quality, Radiology２２１（Suppl），６９１，２００１．（８７th Scientific Assembly and Annual Meeting of

the Radiological Society of North America, Chicago, Illinois, USA）脳科学研 �Div. of Radiol. and Imaging Sci.

１８．藥師寺 孝�，廬 靖文�，神尾 崇�，山田真英�，笠原清弘�，柴原孝彦�，野間弘康�，山本一普：上顎歯

槽部に発生した動静脈奇形により大量出血をきたした１例，第１７２回�日本口腔外科学会関東地方会プロ
グラム・抄録集，４，２００１．（第１７２回日本口腔外科学会関東地方会，東京）�口外Ⅰ

１９．山本一普，早川吉彦，光菅裕治，和光 衛，A. G. Farman� : Tuned－Aperture Computed Tomography

（TACT�）の歯科応用，歯放線４２�，６０，２００２．（第１８９回日本歯科放射線学会関東地方会，東京）�ルイビ
ル大歯学部

２０．和光 衛：インプラント治療術前画像検査における断層撮影法の有用性，２００１年度国際歯科学士会（ICD）

日本部会第３２回冬期学会プログラム集，６～７，２００２．（International College of Dentistry 日本部会冬期学

会，東京）特別講演

―２１０―



１３． 臨 床 検 査 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 井上 孝 歯髄・歯根膜組織およびDental implant 周囲組織細胞の分化の解析

講 師 松坂 賢一 Dental implant の基礎的研究

２．成果の概要

１）歯髄・歯根膜組織およびDental implant 周囲組織細胞の分化の解析

本研究の目的は，歯根膜組織および歯槽骨の持つ特性やその動態を検索し，歯根膜細胞のセメント芽細胞

への分化を引き起こす因子の解析や，歯槽骨新生のための要因を検討するとともに，歯科インプラント等の

生体材料に対する生体の組織反応を検討し，歯根膜誘導の可能性を探ることである．歯根膜組織および歯槽

骨の動態を検討するため，in vivo の実験系では移植や創傷治癒過程を検討するとともに，in vitro では，培

養細胞を用いて，歯根膜組織および歯槽骨細胞の特性を検討して，骨芽細胞への分化増殖因子を検索してい

る．さらに，インプラント材料や移植材料に対する反応を同様の実験系によって検討している．

インプラント材料表面の微細構造が細胞動態に与える影響を検索したところ，骨芽細胞では，深さと幅が

数 µmの微細溝を有する材料上で，溝に沿って増殖，配列するとともに，石灰化能が上昇する．微細な溝を

インプラント表面に応用することで，インプラント周囲の細胞動態を制御することが可能となった．

Bull Tokyo Dent Coll ４２，２２５～２３４，２００１．

J Periodontal Res ３７，１１８～１２４，２００２．

Metallurgical and Materials Transactions A ３３，５１１～５１９，２００１．

２）歯髄組織の動態解析

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 vivo ならびに in vitro 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west-

ern blot，免疫組織化学的検索，免疫電顕などの手法を用いる．平成１３年度にはビーグル犬の歯牙に対して

４－META－TBBレジンを応用することによって歯髄細胞の動態を検索した．

Adv Dent Res １５，１０１～１０７，２００１．

日歯保存誌 ４４，４０１～４０７，２００１．

接着歯会誌 １９，１８８～１９９，２００１．

日歯保存誌 ４４，８４７～８５３，２００１．

３）口腔内病変に関する臨床研究

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

られた口腔病変の検体を用いて，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．歯原性腫瘍のアメロジェニンの発現について明らかになっ

た．

Med Electron Microsc ３４，１８５～１８９，２００１．

―２１１―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

井上 孝 象牙質・歯髄複合体の病態生
理

アラバマ大学バーミンガ
ム校・歯学部

アメリカ合衆国 S. Suzuki

井上 孝 ポーラスタイプインプラント
の組織親和性

トロント大学・歯学部 カナダ D. A. Deporter

井上 孝
松坂 賢一

歯根膜細胞の発生とその機能 ブリテイシュコロンビア
大学・歯学部

カナダ D. M. Brunette

松坂 賢一 インプラントと組織界面 ナイメーヘン大学・歯学部 オランダ J. A. Jansen

井上 孝
松坂 賢一

インプラントと組織界面 日本大学・歯学部 東京 小木曽文内

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

井上 孝 唾液検査とオーダーメード治療 口腔科学研究センター

岩久 正明 新たな歯科治療技法等による治療技術開発に関する総合研究 厚生省科学研究費

下野 正基 歯肉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）

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

井上 孝
下野 正基

２００１．７．１
～３

Dentin／Pulp complex２００１ Kazusa Academia Park 木更津市

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

井上 孝 ２００１．６．３０ Effect of surface geometry on
titanium implant－tissue inter-
face

The Fifth International Sympo-
sium on Titanium in Den-
tistry

千葉市

井上 孝 ２００１．７．３ Application of Bioengineered
Adhesive Resins to Dental Tis-
sue ― BMP Bound to ４－ME-
TA／MMA―TBB Resin

Dentin／Pulp Complex２００１ 木更津市

井上 孝 ２００２．３．１６ 即時・早期負荷と抜歯即時イン
プラント

ITI
congress２００２

東京

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

シンポジスト

―２１２―



講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

井上 孝 ２００１．６．１０ Implant Surface Geometry ７th Annual Implant Sym-
posium

Soul, Korea

井上 孝 ２００１．１０．１３ インプラントと先端医療の病理学 日本口腔インプラント学
会・第２２回中部支部総会

岐阜市

井上 孝 ２００１．１０．２１ クローン技術とインプラント治療 日本口腔インプラント学会
関東甲信越支部・２５周年記
念講演会

東京

井上 孝 ２００１．１０．２８ インプラント周囲骨組織の変化 第５４回栃木歯科医学会 宇都宮市

井上 孝 ２００２．２．１０ 長期経過例を示すインプラントの
舞台裏

日本補綴歯科学会・関東支
部総会学術大会

水戸市

井上 孝 ２００２．２．１６ インプラントの組織反応 International college of den-
tists

東京

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

井上 孝 ２００１．４．１４ 歯科疾患の病態と治療 宮崎県保険医協会 宮崎市

井上 孝 ２００１．４．２１ インプラントと生体反応 東京歯科大学同窓会・宮城支
部総会

仙台市

井上 孝 ２００１．４．２２ 口腔粘膜の治癒と骨の治癒およ
び骨代謝

九州インプラント研究会 熊本市

井上 孝 ２００１．５．１９ インプラントに対する生体反応 日本歯科先端技術研究所 東京

井上 孝 ２００１．５．２０ 天然歯・インプラント・電脳の科学 新潟再生医療研究会 新潟市

井上 孝 ２００１．６．１７ インプラントの病理学 北海道形成歯科研究会 札幌市

井上 孝 ２００１．６．２４ インプラントにおける病理学的
な基礎知識

日本インプラント臨床研究会 東京

井上 孝 ２００１．７．１４ インプラント周囲組織の病理学 大阪インプラント研究会 大阪市

井上 孝 ２００１．７．１５ 細胞の声 プラトンインプラント臨床症
例セミナー

東京

井上 孝 ２００１．７．１８ 象牙質・歯髄複合体と接着性レ
ジン

横浜歯科臨床座談会 横浜市

井上 孝 ２００１．７．２２ 病理の目でみた歯科臨床 茨城歯科医師会 水戸市

井上 孝 ２００１．７．２８ 歯髄・根尖組織の病理 東京医科歯科大学大学院歯髄
生物学分野同門会

東京

井上 孝 ２００１．８．２６ インプラントの病理学的考察 名古屋臨床研修会 名古屋市

井上 孝 ２００１．９．２ 口腔粘膜病変 明海大学歯学部同窓会学術研
修会

東京

井上 孝 ２００１．９．２９ 歯周組織と治療 茨城県歯科医師会 水戸市

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２１３―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

井上 孝 ２００１．１０．２０ インプラントの病理学 総合インプラント研究セン
ター

東京

井上 孝 ２００１．１０．２１ 歯肉のささやき 東京都歯科衛生士会 東京

井上 孝 ２００１．１１．８ インプラント組織界面のでき方
と壊れ方

愛知学院大学歯科理工学講座
懇話会

名古屋市

井上 孝 ２００１．１１．１１ 歯肉の本音 東京都歯科衛生士会 東京

井上 孝 ２００１．１１．１４ 過去・現在・未来の歯科治療 練馬歯科医師会講演 東京

井上 孝 ２００１．１１．１９ 歯科臨床検査学 北海道医療大学 石狩郡

井上 孝 ２００１．１２．５ 歯周病の病理 千葉市歯科医師会 千葉市

井上 孝 ２００２．１．２７ 象牙質・歯髄複合体と接着性レ
ジンについて

コバック 東京

井上 孝 ２００２．２．１７ 歯科学について 横浜市青葉区歯科医師会 横浜市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

松坂 賢一 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

井上 孝 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

タスクフォース 千葉市

井上 孝 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

担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

井上 孝 ２００１ 日本歯科医師会／生涯研修ライブラリー 治癒と再生のメカニズム

教育ワークショップ等

教育ソフト開発

―２１４―



論 文

１．宮越照一�，井上 孝，村上 聡�，松坂賢一，下野正基�：有機溶液および含水有機溶液の象牙質／歯髄複

合体への浸透について，日歯保存誌４４�，４０１～４０７，２００１．原著HRC９８２A０１実動施設 �病理

２．Inoue, T., Miyakoshi, S.�, Shimono, M.� : The in vitro and in vivo influence of４－META／MMA－TBB

resin components on dental pulp tissues, Adv Dent Res１５，１０１～１０４，２００１．原著HRC９８２A０１実動施設

�病理

３．Abiko, Y.�, Murata, M.�, Ito, Y.�, Taira, T.�, Nishimura, M.�, Arisue, M.�, Inoue, T., Shimono, M.�,

Kuboki ,Y.�, Kaku, T.� : Immunohistochemical localization of amelogenin in human odontogenic tu-

mors, using a polyclonal antibody against bovine amelogenin, Med Electron Microsc３４，１８５～

１８９，２００１．原著 �北医療大・歯・口腔病理，�北医療大・歯・口外，�神歯大・口腔病理，�サンギ�，�病理，

�北大・大学院

４．井上 孝，松坂賢一，下野正基�：４－META系ボンディング剤／TMPTフィラー含有コンポジットレジン

と象牙質・歯髄複合体の反応，―ビーグル犬を用いた実験的研究―，接着歯学１９�，１８８～１９９，２００１．
原著HRC９８２A０１�病理

５．Tazaki, M.�, Tazaki, Y.�, Inoue, T., Shimono, M.� : Calcium inflow of isolated single Merkel cells in re-

sponse to direct mechanical stimulation, Biomed Res２２�，２５３～２５６，２００１．原著 �生理，�病理

６．矢島安朝�，野間弘康�，横尾恵子�，山本信治�，野村武史�，畑田憲一�，井上 孝：口腔扁平上皮癌周囲に

ひろがるヨード不染部のテロメラーゼ活性定量と組織学的所見，日口腔外会誌４７�，５９３～５９９，２００１．
原著 �口外Ⅰ

７．Tazaki, Y.�, Tazaki, M.�, Inoue, T., Shimono, M.� : Observation of the single Merkel cell surface after eso-

lation of the hamster oral mucosa under scanning electron microscopy, Biomed Res２２�，１７９～
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