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

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

Title 東京歯科大学研究年報 : 平成13年度

Journal 東京歯科大学研究年報, (): -

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

Right



１．英 語 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 草野 重行 十九，二十世紀のイギリス詩の研究（Ａ９３‐１４５０‐１）

助 教 授 柴家 嘉明 歯科衛生士のための歯科英語教育（Ａ９９‐１４５０‐１）

２．成果の概要

１）英語の子音

英語の発音における子音の重要性を論述した．英詩の音声面からの考察の土台ともなる．

―３３９―



論 文

１．草野重行，ヘーゼリッグ Ｋ．メレディス�：英語の発音は子音だ，東歯教養紀要１８，２２～２８，２００２．原著

A９３－１４５０－１�立正大学

―３４０―



２．独 語 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 清水 真哉 ヨーロッパ（特にドイツ語圏）の交通問題

２．成果の概要

ヨーロッパ（特にドイツ語圏）の交通問題

ヨーロッパにおいては，環境問題への認識の深まり，バリアフリーなど障害者への配慮，高齢化社会の進

展などによって，交通政策の見直しが進んでいる．その具体的施策について調査している．

―３４１―



３．数 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 高際 睦 ウェーブレット変換の統計学への応用（Ａ０１‐１２００‐４）

環境データの統計解析（Ａ０１‐１２００‐５）

歯科医学データの統計解析（Ａ０１‐１２００‐６）

２．成果の概要

１）ウェーブレット変換の統計学への応用（Ａ０１‐１２００‐４）

以前提案していた，ウェーブレット変換を用いた周波数推定方法では，もとになるシグナルの振幅関数に

関して，かなり強い条件が必要であった．そこで，局所ウェーブレット変換をいくつかの時点に適用する新

しい推定方法を提案し，振幅関数の条件をかなり弱められること，また，得られた周波数推定量が一致推定

量になることを示した．

東歯大教養系研究紀要 １８，１～１２，２００２．

―３４２―



論 文

１．Takagiwa, M.：Frequency estimate based on localized sample wavelet transforms，東歯大教養系研究紀要

１８，１～１２，２００２．原著 A０１－１２００－４

―３４３―



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

望月 隆二 ２００１．７．１４
～１５

第３回カリキュラム研修ワーク
ショップ

参加者 木更津市

池上 健司 ２００１．１０．６
～７

第４回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 千葉市

４．物 理 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 望月 隆二 加速度系における量子輻射（Ａ９７‐１２４０‐１）

講 師 池上 健司 Black Hole に落ち込む粒子からの輻射（Ａ９７‐１２４０‐２）

２．成果の概要

１）加速度系における量子輻射（Ａ９７‐１２４０‐１，Ａ９７‐１２４０‐２）

Rindler 座標系では，Minkowski 座標系の真空は熱浴に見える効果をUnruh effect という．以前はエネル

ギー的な観点から矛盾を含んでいると議論されてきた．我々は前の研究で detector の response の原因がそ

れ自身の反跳であり，そのためには detector に外場が必要であることを示した．

今回はこのことの，別の計算例を示した．これらの結果から考慮すると，最低エネルギー状態である所の

真空が，ある座標系で定義されるためにはその座標系が stationary であることが必要条件である．言い換

えれば，stationary な座標系以外では真空は定義できないと言うことが分かる．

日本物理学会講演概要集 ５６，９，２００１．

２．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

―３４４―



学 会 抄 録

１．須賀孝之�，望月隆二，池上健司：Unruh effect の物理的意味と thermalization theoremとの関連，日本物

理学会講演概要集５６�，９，２００１．（日本物理学会２００１年秋季大会，宜野湾市）A９７－１２４０－１，A９７－１２４０－２
�千葉大・大学院・自然科学研究科

―３４５―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

三浦 直 Campylobacter rectusの歯周病原性表層抗原の分子生物学的
研究

科学研究費・基盤（C）

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

三浦 直 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

５．化 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 三浦 直 歯周病原性因子の分子生物学的解析（Ａ０１‐１３１０‐１）

講 師 中尾 和三

２．成果の概要

１）歯周病原性因子の分子生物学的解析（Ａ０１‐１３１０‐１）

歯周病の病巣には，圧倒的多数のグラム陰性嫌気性菌の増加が確認される．その中で Campylobacter rectus

や Bacteroides forsythus は，P. gingivalis や A. actinomycetemcomitans のような主要原因菌に比べて検出頻度が

少ない．また培養が難しいという理由から，本菌に対する研究は数少なく，その感染メカニズムについては

ほとんど知られていない．ところが最近になって，今までマイナーとされてきた嫌気性菌が，進行性の歯周

病局所に急増すると言われ始めてきた．そこでその実態を捉えることは意義のあることと考えた．これら病

原因子と考えられる，付着因子や菌体表層構造を解析する目的で，遺伝子クローニングを中心に試みてい

る．今回は菌体表層構造物に対するモノクローナル抗体を作製し，免疫学的，臨床的に検討を加えた．モノ

クローナル抗体を用いて歯周炎患者サンプルから菌の検出を行い，いくつかの臨床指標との関連性を解析し

た．その結果歯周病患者サンプルからの菌の検出率は臨床指標と統計学的に正の相関関係が認められ，マイ

ナー菌の感染も臨床症状と強い関わりがあることが示唆された．さらに病原因子の解明を分子生物学的にも

検討する必要があると思われる．

J Dent Res ８０，５８１，２００１．

３．科学研究費補助金

４．教育講演等教育に関する業績，活動

―３４６―



学 会 抄 録

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

oclonal antibodies for detecting B. forsythus in periodontal lesions, J Dent Res８０（Special Issue），５８１，

２００１．（７９th General Session of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）細形研，分子生研実動

施設 �保存Ⅱ，�微生物

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

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

sion of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）A８３－０１８０－１，HRC９９１A０１分子生研，細生研実

動施設 �微生物，�法歯，�日歯大・新潟歯・生化

３．Ishihara, K.�, Kuramitsu, H. K.�, Miura, T., Okuda, K.�：A Treponema denticola４３kDa protein is essential

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

ciation for Dental Research, Chiba, Japan）A８９－０１８０－１，HRC９８１A０２細形研，分子生研実動施設�微生物，�SUNY

at Buffalo

４．Yamanaka, A.�, Kimizuka, R.�, Miura, T., Kato, T.�, Okuda, K.�：Inhibitory effects of cranberry on adhe-

sion of oral bacterial species, J Dent Res 80（Special Issue），７２５，２００１．（７９th General Session of International

Association for Dental Research, Chiba,Japan）A９２－０１８０－１RI 研 分子生研，細生研 �微生物

５．Imatani, T.�, Miura, T., Ishihara, K.�, Kato, T.�, Okuda, K.�：Pathogenicity of Porphyromonas gingivalis

and protective role of salivary proteins, J Dent Res８０（Special Issue），７４９，２００１．（７９th General Session

of International Association for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９９１A０１分子生研，細生研 �微生物

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

tion by human and murine cells, J Dent Res８０�，１３３０，２００１．（４８th Annual Meeting of Japanese Association
for Dental Research, Chiba, Japan）A８３－０１８０－１，HRC９９１A０１分子生研，細生研実動施設 �微生物，�法歯，�

日歯大・新潟歯・生化

７．Imatani, T.�, Miura, T., Ishihara, K.�, Kato, T.�, Okuda, K.�：Pathogenicity of Porphyromonas gingivalis

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

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

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

tions in 2１st Century－，５７，２００１．（Modern Periodontology－New Directions in 2１st Century－, Hayama, Ja-

pan）A８１－０１８０－２，A８３－０１８０－１細形研，分子生研，細生研実動施設 �微生物

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

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

―３４７―



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

スタチンの検出，歯科学報１０１�，９３６，２００１．（第２７２回東京歯科大学学会総会，千葉市）A８３－０１８０－１分子
生研，細生研実動施設 �微生物，�法歯

１１．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，� Int. Med. Center, � Juntendo Univ., � Kanagawa

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

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

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

（８０th General Session of International Association for Dental Research, San Diego, USA）A９３－０１８０－１分子生研実

動施設 �微生物

―３４８―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

中村 弘明 下等脊椎動物の生体防御系に
関与する細胞・組織の比較形
態学的研究

北里大学水産学部水族病
理

岩手県三陸町 渡辺 翼

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

高畑 悟郎 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

参加者 木更津市 平成１２年度
追加分

中村 弘明 ２００１．１．１３
～１４

第２１回大学教員研修プログラム 参加者 東京 平成１２年度
追加分

中村 弘明 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

中村 弘明 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

６．生 物 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 高畑 悟郎 下等脊椎動物の消化管における内分泌現象の形態学的研究（Ａ７４‐１３８０‐３）

助 教 授 中村 弘明 下等動物の生体防御系に関与する細胞・組織の比較形態学的研究（Ａ９７‐１３８０‐５）

２．成果の概要

１）下等脊椎動物の消化管における内分泌現象の形態学的研究（Ａ７４‐１３８０‐３）

ウシガエルの胃腸粘膜上皮に散在する内分泌様細胞の検索を，電子顕微鏡によって行った．細胞質に存在

する分泌顆粒の大きさや形状を基準にして分類すると，５種類の内分泌様細胞が存在することが確認され

た．

東京歯科大学教養系研究紀要 １８，１３～２１，２００２．

２）下等動物の生体防御系に関与する細胞・組織の比較形態学的研究（Ａ９７‐１３８０‐５）

環境汚染物質の生物に対する内分泌撹乱作用についての報告は，近年多くなされているが，免疫系に与え

る影響についての報告は少ない．我々は，ベンゾピレンが小型魚類（キンギョ）の免疫系にどのような影響

を与えるかについて検討した．ベンゾピレンをキンギョの腹腔内に注射した後，免疫器官の変化を組織学的

に観察した結果，脾臓において異物捕捉能の若干の減少が見られた．このことから，ベンゾピレンが魚類の

免疫機能に対して抑制的作用を持つことが示唆された．

３．学外共同研究

４．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

―３４９―



論 文

１．中村弘明，菊池慎一：魚類の生体防御系，医のあゆみ１９９（１１・１２），７９７～８０１，２００１．総説A９７－１３８０－５細

形研

２．高畑悟郎：ウシガエルの胃腸粘膜に観察された内分泌様細胞，東歯大教養系研究紀要１８，１３～２１，２００２．

原著A７４－１３８０－３細形研

学 会 抄 録

１．古川豊和�，川島 悟�，鈴木幸弥�，厚田静男�，中村 修�，渡辺 翼�，中村弘明：マアナゴにおける異物

移行の微細形態，平成１３年度日本水産学会春季大会講演要旨集，１３１，２００１．（平成１３年度日本水産学会春季

大会，藤沢市）A９７－１３８０－５細形研�北里大・水産・水族病理

２．古川豊和�，鈴木幸弥�，厚田静男�，中村 修�，渡辺 翼�，中村弘明：マアナゴ脾臓のエリプソイドにお

ける動脈球注射したラテックスビーズ移行の電顕像，日本比較免疫学会第１３回学術集会講演要旨

集，２３，２００１．（日本比較免疫学会第１３回学術集会，札幌市）A９７－１３８０－５細形研 �北里大・水産・水族病理

３．菊池慎一，中村弘明，小林隆弘�，菅谷芳雄�：キンギョの免疫機能に対するベンツピレンの影響，日本比較

免疫学会第１３回学術集会講演要旨集，２４，２００１．（日本比較免疫学会第１３回学術集会，札幌市）A９７－１３８０－５

細形研 �環境研・環境健康，�環境研・化学物質環境リスク研究センター

―３５０―



７．体 育 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 中村 光博 バスケットボール，タイムアウトを考える（Ａ９９‐１５９０‐１）

２．成果の概要

１）バスケットボール，タイムアウトを考える（Ａ９９‐１５９０‐１）

９８年度教養系研究紀要において，タイムアウトの使用状況について発表．９９年度教養系研究紀要におい

て，試合への影響などについて，タイムアウトを考え発表．NBAのタイムアウトがどのように使われてい

るかを調査した．

―３５１―



学 会 抄 録

１．徳永謙次�，中村光博，真家和生�，川之上 豊�，佐々木三男�，田中身和子�：バスケットボールにおける

シュート打点の高さとボールの軌道に関する解析，日体育会５２回大会号，４６６，２００２．（第５２回日本体育学

会，札幌市）�大妻女子大，�慶大
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