
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14年度

Journal 東京歯科大学研究年報, (): -

URL http://hdl.handle.net/10130/387

Right



１．解 剖 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

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

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

坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）

原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）

助 手 御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究（Ａ９６‐００１０‐３）

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

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

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

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

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

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

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

�山 浩司 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究

（Ａ０１‐００１０‐３）

井若 芳郎 マイクロCTによる歯牙内部構造の観察（Ａ０２‐００１０‐４）

塩崎 一成 ヒト胸鎖乳突筋，僧帽筋に分布する副神経について（Ａ０２‐００１０‐１）

前島 昌世 マウス舌筋における筋線維特性に関する研究（Ａ０２‐００１０‐２）

高田 英記 下顎智歯部周囲内部構造のマイクロCTによる観察（Ａ０２‐００１０‐３）

�澤 伸彰 実験的舌癌発症マウスの病巣周囲筋線維特性の変化

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

（Ａ９７‐００１０‐２）

天野 牧人

吉井 正

李 元衡

鈴木 一成

平出百合子 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）

添島 正和

２．成果の概要

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

Ａ９９‐００１０‐２）

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

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

握が困難であるという欠点があった．そこで，µCTを用いて非破壊的に顎骨，歯の内部構造を観察した．

その結果，顎骨内部を占める海綿質骨梁の明瞭な立体的構造を得ることができ，海綿質骨梁の体積率など三

次元的な骨形態計測を行うことができた．さらに，µCTのデータをもとに有限要素法を用いて力学的な解

析を試みた．歯については，外形の立体構築像とともにX線透過度の違いからエナメル質，象牙質，歯髄

腔それぞれの形態を観察した．さらに，それぞれの体積率，各部位の厚さなどについても検索することが可
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研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

井出 吉信 解剖学実習における客観的評価の確立 高等教育研究改革推進経費

井出 吉信 摂食・嚥下関連筋群の分子機構の解析 大学院重点特別経費研究科共同
研究経費

阿部 伸一 嚥下障害解明にむけた嚥下関連筋群の細胞生物学的特性の
解析

科学研究費・若手（A）

阿部 伸一 脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索 口腔科学研究センター

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

井出 吉信 ２００２．１０．３ Clinical Oriented Curriculum
とは

第４４回歯科基礎医学会学術大会 東京

阿部 伸一 ２００２．７．６ 鰓弓筋の発育と筋蛋白質の分化 解剖学会第１１回関東支部学術
集会懇話会

新潟市

能であった．

Bone ３１，１０７～１０９，２００２．

小児歯誌 ４０，５４１～５４８，２００２．

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

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

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

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

にも変化が生じることが推測される．そこで，有歯顎と無歯顎における顎骨の形態および動脈の走行形態お

よび分岐形態について検索することを計画した．

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

Ａ０１‐００１０‐３，Ａ０２‐００１０‐４）

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

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

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

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

現場に対しての情報提供につなげたい．

Anat Sci Int ７７，１４５～１４８，２００２．

日顎関節会誌 １４，２６９～２７５，２００２．

歯科学報 １０２，６２０～６２７，２００３．

Bull Tokyo Dent Coll ４３，１９９～２０３，２００２．

Cranio ２１，４６～４９，２００３．

３．科学研究補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

井出 吉信 ２００２．６．８
～９

第７回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員 千葉市

井出 吉信 ２００２．１１．２
～３

第８回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員 千葉市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 ２００２．６．２０ 補綴臨床で知っておきたい筋学 群馬県歯科医学会公開講座 前橋市

井出 吉信 ２００２．７．１１ 顎骨の構造，機能と形態変化 群馬県歯科医学会公開講座 前橋市

井出 吉信 ２００２．８．４ インプラント治療に際して知って
おきたい顎骨の構造

AMERICAN COLLEGE OF
PROSTHODONTISTS 日 本
部会第３回学術講演会

東京

井出 吉信 ２００２．８．１４ 口腔解剖と嚥下のメカニズム 摂食指導臨床研究会 さいたま市

井出 吉信 ２００２．８．２９ 顎関節疾患を理解するための
解剖学

群馬県歯科医学会公開講座 前橋市

井出 吉信 ２００２．９．８ 摂食・嚥下を理解するための
解剖学

所沢市歯科医師会 所沢市

井出 吉信 ２００２．９．１２ 摂食・嚥下を理解するための解剖学 群馬県歯科医学会公開講座 前橋市

井出 吉信
阿部 伸一

２００２．９．２８ インプラント治療に関する知識
・術式

国際歯科学士会日本部会 千葉市

井出 吉信 ２００２．１０．６ 摂食・嚥下を理解するための
解剖学

東京歯科大学同窓会三重県支部
学術講演会

津市

井出 吉信 ２００２．１０．１２ 摂食・嚥下を理解するための
解剖学

東京歯科大学同窓会島根県支部
学術講演

松江市

井出 吉信 ２００２．１０．１３ 摂食・嚥下障害の解剖 平成１４年度神奈川県摂食・嚥下
障害歯科医療担当者研修会

横浜市

井出 吉信 ２００２．１０．２５ 咬合に必要な解剖学 R・G・P講演会 千葉市

井出 吉信 ２００２．１１．１７ 摂食・嚥下を理解するための
解剖学

埼玉県歯科医師会平成１４年度
摂食・嚥下障害研修会

さいたま市

阿部 伸一 ２００２．６．１７ 摂食・嚥下機能障害における
基本的知識―解剖学的知識とは―

東京都立心身障害者口腔保健
センター平成１４年度口腔保健
研修会

東京

阿部 伸一 ２００２．１２．１５ 摂食・嚥下機能障害における
基本的知識―解剖学的知識とは―

東京都立心身障害者口腔保健
センター平成１４年度口腔保健
研修会

東京

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

教育講演

― ３ ―



担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

井出 吉信 ２００３．３．１ 人体解剖学２．筋学（頭頸部） 筋学総論，頭頸部の筋のCD－ROM

井出 吉信 ２００３．３．１ 摂食・嚥下のメカニズム―解剖・
生理編―

摂食・嚥下の解剖と生理を解説した
CD－ROM

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

井出 吉信 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT 運営委員 千葉市

井出 吉信 ２００２．５．１１ 平成１４年度第５学年OSCE 副運営委員長 千葉市

井出 吉信 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副運営委員長 千葉市

阿部 伸一 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 進行責任者 千葉市

教育ソフト開発

共用試験等

― ４ ―



論 文

１．Abe, S., Maejima, M., Watanabe, H.�, Shibahara, T.�, Agematsu, H., Doi, T., Sakiyama, K., Usami, A., Gojo, K.,

Hashimoto, M.�, Yoshinari, M.�, Ide, Y. : Muscle－fiber characteristics in the adult mouse tonguemus-

cles, Anat Sci Int ７７�，１４５～１４８，２００２．原著 Ａ‐００‐００１０‐１，科学研究費・若手�，HRC５A１０細形研
実動施設 �超微構造，�口外 I，�法歯，�理工

２．Shibahara, T.�, Noma, H.�, Hatada, K.�, Takeda, E.�, Tanaka, C.�, Abe, S., Ide, Y. : Anterolateral thigh

flap, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１８７～１９１，２００２．原著 �口外Ⅰ

３．Abe, S., Kaneko, H.�, Nakamura, Y.�, Watanabe, H.�, Shintani, M.�, Hashimoto, M.�, Yamane, G.�, Ide, Y.,

Shimono, M.�, Ishikawa, T.�, Yamada, Y.�, Hayashi, T.� : Experimental device to detect laryngeal

movement accompanying swallowing, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１９９～２０３，２００２．原著 Ａ‐００‐００１０‐１
�新潟大・工学部・福祉人間工学科，�超微構造，�脳科学研究施設，�法歯，�市病・オーラルメディシン，�病理，

�保存Ⅲ

４．須藤健太郎，坂 英樹，井出吉信：Micro－CTを用いた上顎第二乳臼歯根管口部の三次元的観察，小児歯誌

４０�，５４１～５４８，２００２．原著 Ａ‐９８‐００１０‐４分析生研

５．阿部伸一，井出吉信：顎関節症を見直す ２．顎関節の形態と機能，歯科学報１０２	，６４９～６５８，２００２．総説

６．滝澤光直，阿部伸一，井出吉信：日本人・外側翼突筋の筋線維特性について，日顎関節会誌１４�，２６９～
２７５，２００２．原著 Ａ‐００‐００１０‐１細形研

７．阿部伸一：摂食・嚥下機能解明へのアプローチ，歯科学報１０２
，９２７～９３２，２００２．総説 脳科学研 細形研
実動施設

８．Hara, T., Tanck, E.�, Homminga, J.�, Huiskes, R.� : The influence of microcomputed tomography thresh-

old variation on the assessment of structural and mechanical trabecular bone properties, Bone３１，１０７

～１０９，２００２．原著 Ａ‐９４‐００１０‐２�Orthopaedic Research Lab, University of Nijmegen, �Dept. of Biomedical En-

gineering, Eindhoven University of Technology

９．Abe, S., Watanabe, H.�, Shintani, M.�, Tazaki, M.�, Takahashi, M.�, Yamane, G.�, Ide, Y., Yamada, Y.�,

Shimono, M.�, Ishikawa, T.	 : Magnetoencephalographic study of the starting point of voluntary swal-

lowing, Cranio ２１�，４６～４９，２００３．原著 脳科学研 �超微構造，�法歯，�生理，�市病・整外科，�市病・
オーラルメディシン，�脳科学研究施設，�病理，	保存Ⅲ

１０．五條和郎，阿部伸一，井出吉信：マウス咬筋および前頚骨筋の出生直後における筋線維特性の変化，歯科学報

１０２�，６２０～６２７，２００３．原著 Ａ‐００‐００１０‐１二次出版 細形研 実動施設

解 説

１．井出吉信：下顎位に影響を与える下顎骨および顎関節の形態変化，日顎咬合会誌２２�，３６０～３６９，２００２．
Ａ‐９７‐００１０‐２
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２．原 俊浩，井出吉信：Micro－CTでのぞく顎骨・歯牙の３次元的構造，日歯医師会誌５５�，１７～２７，２００２．
Ａ‐９４‐００１０‐２分析生研

３．井出吉信：診療録記載のための要点 ３－１．口腔内の解剖学的名称と記載要点，日歯医師会誌５５�，１０５６
～１０５９，２００３．

４．井出吉信：加齢による口腔機能変化を理解するための解剖学，群馬県歯科医学会雑誌 ７，１～１２，２００３．

単 行 図 書

１．井出吉信�，�，�，原 俊浩�，�，上松博子�：著分担：歯科審美学基礎編 �第４章 審美歯科の

基礎 １．形 １）歯３４～４０頁，�第４章 審美歯科の基礎 １．形 ２）歯周組織４１～４５頁，�第４章 審美
歯科の基礎 １．形 ３）歯列４６～５１頁，永末書店，京都市，２００２．脳科学研

２．井出吉信：著分担：顎関節症 �１．解剖学 １）硬組織３３８～３４６頁，永末書店，京都市，２００３．

３．井出吉信，阿部伸一，上松博子，坂 英樹，原 俊浩，�澤伸彰：著分担：医学大辞典，医学書院，東京，
２００３．

４．井出吉信，阿部伸一，上松博子，坂 英樹，原 俊浩，御手洗 智：共著：人体解剖学 ２．筋学（頭頸部）

附顎関節改訂第２版，わかば出版，東京，２００３．CD－ROM書籍

５．井出吉信，阿部伸一，上松博子，坂 英樹，原 俊浩，御手洗 智，山根源之�，渡邊 裕�：共著：摂食・

嚥下のメカニズム，医歯薬出版，東京，２００３．CD－ROM書籍 �市病・オーラルメディシン

そ の 他

１．井出吉信，山田好秋�，小野高裕�，近藤 弘	：今，明らかになった摂食・嚥下の生理学・機能解剖学から

総義歯治療の本質を問い直す―これからの総義歯治療のための診査・診断の第１歩―，補綴臨床３５
，
３７０～３９４，２００２．�脳科学研究施設，�阪大・大学院・顎口腔機能再建，	静岡県

２．井上 孝�，阿部伸一，中村弘明�，橋本貞充	，関口 浩
，渡邊弘樹�，大畠 仁�，太田一正�：発生学，

平成１４年度教育ワークショップ報告書，１１～１８，２００２．�臨検査，�生物，	病理，
小児歯，�超微構造，

�口外Ⅱ，�生化学

３．石井拓男�，櫻井 薫�，松久保 隆	，草野重行
，井上 孝�，佐藤 亨�，一戸達也�，河田英司，阿部伸一，

岡田眞人�，柴原孝彦�，高際 睦�，加藤広之�，久保周平�：コミュニケーション学，平成１４年度教育
ワークショップ報告書，１９～２６，２００２．�社会歯，�補綴Ⅰ，	衛生，
英語，�臨検査，�補綴Ⅱ，�歯麻，

理工，�口外Ⅰ，�数学，�保存Ⅰ，�小児歯

学 会 抄 録

１．阿部伸一，前島昌世，五條和郎，清水 泰，井出吉信：マウス内舌筋の筋線維特性，解剖誌７７

（Suppl），２７，２００２．（第１０７回日本解剖学会総会，浜松市）平成１３年度分 細形研 実動施設

２．崎山浩司，宇佐美敦司，五條和郎，阿部伸一，井出吉信：マウス咬筋の成長過程に出現するmeltrin について，

解剖誌７７（Suppl），２９，２００２．（日本解剖学会第８９回関東支部学術集会，府中市）Ａ‐０１‐００１０‐３細形研，細生研
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３．加藤順久�，木津康博�，山根源之�，井出吉信：マイクロCTを用いた日本人頬骨の内部構造の観察，日骨

形態計測会誌１２�，S４５，２００２．（日本骨形態計測学会，東京）�市病・オーラルメディシン

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

Shimono, M.�, Ishikawa, T.� : Investigation of central control during voluntary deglutition, Bull Tokyo

Dent Coll４３�，１０４～１０６，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）
HRC３A０１脳科学研 �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，�病理，

�保存Ⅲ

５．Yajima, Y.�, Tazaki, M.�, Takeda, E.�, Abe, S., Inoue, T.�, Katakura, A.�, Ide, Y., Satou, T.�, Kakizawa, T.�

: The primary gustatory area in the human cerebral cortex examined by magnetoencephalography

（MEG）: Differences caused by gustatory qualities, stimulus densities, thermal stimulus in active loca-

tion and variation in reaction time, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１０６～１０７，２００２．（Workshop２００２Oral Health
Science Center Tokyo Dental College, Chiba）HRC３A０２脳科学研 �口外Ⅰ，�生理，�臨検査，�補綴Ⅱ，�水病・

口外科

６．Mochizuki, K.�, Kubo, S.�, Kurosu, M.�, Yakushiji, M.�, Tazaki, M.�, Abe, S., Yamakura, D.�, Sueishi, K.�,

Sakamoto, T.�, Nakano, Y.� : Magnetoencephalographic analysis of the somatosensory area, during the

growth and development of the human cerebral cortex, relevant to the intraoral presso receptor, Bull

Tokyo Dent Coll４３�，１２５～１２７，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College,
Chiba）HRC３B０１脳科学研 �水病・小児歯科，�小児歯，�生理，�補綴Ⅲ，�水病・矯正科，�矯正，�口外Ⅱ

７．Yoshinari, M.�, Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Abe, S., Miake, Y.�, Shibahara, T.�, Kato, T.�, Hirayama, A.� :

Development of smart biomaterials modified with salivary proteins, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１４８～
１５１，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）HRC５A１０細形研，細生研

�理工，�臨検査，�超微構造，�口外Ⅰ，�微生物，�RI 研

８．坂 英樹，井出吉信：上顎乳切歯歯根吸収に関する形態学的観察，小児歯誌４０�，２５１，２００２．（第４０回日本
小児歯科学会大会および総会，千葉市）Ａ９１‐００１０‐６分析生研

９．上松博子，須藤健太郎，井出吉信：Micro－CTを用いた乳臼歯歯冠部の立体観察，小児歯誌４０�，２５２，
２００２．（第４０回日本小児歯科学会大会および総会，千葉市）Ａ‐９８‐００１０‐４分析生研

１０．須藤健太郎，坂 英樹，井出吉信：Micro－CTを用いた上顎第二乳臼歯根管口部の三次元的観察，小児歯誌

４０�，２５３，２００２．（第４０回日本小児歯科学会大会および総会，千葉市）Ａ‐９８‐００１０‐４分析生研

１１．崎山浩司，井出吉信，阿部伸一，田崎雅和�，吉成正雄�，松坂賢一�，井上 孝�，下野正基�：骨格筋細胞

に対する機械的伸展刺激の影響，歯科学報１０２�，５４，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ‐０１
‐００１０‐３細形研，細生研 �生理，�理工，�臨検査，�病理

１２．原 俊浩，井出吉信：下顎骨の力学的性質，顎顔面バイオメカニクス学会誌 ８�，６６～６７，２００２．（第１０回
顎顔面バイオメカニクス学会大会，東京）Ａ‐９４‐００１０‐２分析生研

１３．市川 淳，原 俊浩，井出吉信：ヒト小児関節結節内部の力学的解析，顎顔面バイオメカニクス学会誌 ８�，
６８～６９，２００２．（第１０回顎顔面バイオメカニクス学会，東京）Ａ‐０１‐００１０‐２分析生研
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１４．井出吉信：Clinical oriented curriculumとは，歯基礎医会誌４４�，３６７，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会
ならびに総会，東京）

１５．高田英記，原 俊浩，平出百合子，井出吉信：マイクロCTを用いた下顎智歯部周囲の三次元骨微細構造解析

及び応力解析，歯基礎医会誌４４�，３８３，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，東京）Ａ‐０２‐００１０‐３
保情研，分析生研

１６．前島昌世，阿部伸一，吉井正俊，本間聖進�，井出吉信：マウス舌筋における加齢に伴う筋線維特性の変化，

歯基礎医会誌４４�，３８８，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならび総会，東京）Ａ‐０２‐００１０‐２細形研，細生研
実動施設 �微生物

１７．阿部伸一，井出吉信，下野正基�，山田好秋�，石川達也�：嚥下運動関連脳磁場と視覚誘発脳磁場の比較，

歯基礎医会誌４４�，４５５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならび総会，東京）HRC３A０１脳科学研 �病理，

�新潟大・院・顎顔面機能，�保存Ⅲ

１８．Hara, A.�, Sekiguchi, H.�, Sudou, K., Ide, Y., Yakushiji, M.� : Three－dimensional observations of the oc-

clusal grooves in the maxillary deciduous second molar tooth with Micro－CT,３rd Conference of Pedi-

atric Dentistry Association of Asia,８７，２００２．（３rd Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia, Jeju

Island, Korea）分析生研 �小児歯

１９．Saka, H., Sudou, K., Ri, W., Ide, Y. : A morphologial study of the root resorption of the maxillary decidu-

ous incisors,３rd Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia,８９，２００２．（３rd Conference of Pedi-

atric Dentistry Association of Asia, Jeju Island, Korea）Ａ‐９１‐００１０‐６分析生研

２０．�澤伸彰，前島昌世，上松博子，阿部伸一，井出吉信：マウス舌筋の筋線維特性，歯科学報１０２�，８０８，
２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ‐０３‐００１０‐２細形研，細生研実動施設

２１．阿部伸一，井出吉信，上濱 正�，深水皓三�：ヒト頬筋の走行形態と筋線維特性，日補綴歯会誌４６（１０７回

特別号），８０，２００２．（第１０７回日本歯科補綴学会，東京）Ａ‐００‐００１０‐１細形研 �茨城県，�東京都

２２．上濱 正�，深水皓三�，阿部伸一，井出吉信：機能解剖に基づく総義歯印象法 ―頬筋の走行形態と総義歯

の維持―，日補綴歯会誌４６（１０７回特別号），１１８，２００２．（第１０７回日本歯科補綴学会，東京）�茨城県，�東京都

２３．阿部伸一：摂食・嚥下関連筋群の細胞生物学的特性の解析，歯科学報１０２�，５０３，２００２．（第２７３回東京歯科
大学学会例会，千葉市）Ａ‐００‐００１０‐１細形研 実動施設
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２．口腔超微構造学講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 �澤 孝彰 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化（Ａ８５‐００２０‐１）

助 教 授 澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ７９‐００２０‐１）

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

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

的研究（Ａ９２‐００２０‐２）

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

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

専 攻 生 中島 修 唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解明

２．成果の概要

１）萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ７９‐００２０‐１）

歯根膜の線維成分であるオキシタラン線維の機能は未だ十分に解明されていない．今回，ラット臼歯の歯

根発育に伴うオキシタラン線維の発現と，その発達過程について検討した．オキシタラン線維は歯根形成開

始時にはヘルトヴィッヒ上皮鞘や血管に近接してドット状あるいはコイル状の構造として観察された．歯根

の形成が進むにつれて歯根膜は発達し血管も密度を増すが，これに伴ってオキシタラン線維は数と長さを増

加させ，歯軸に平行に走行していた．線維の一部は歯頚部付近で走行を変えて歯根セメント質に進入した．

形態計測の結果，オキシタラン線維は血管の発達に伴ってその太さと数が増加していることが示された．以

上，オキシタラン線維は歯根膜血管網の構築とその維持に関与していることが示唆された．

J Periodontal Res ３７，３４５～３５２，２００２．

２）サメ歯胚基底膜の超微構造（Ａ７９‐００２０‐１）

基底膜は発生や分化などの生命現象の調節に深く関与していることが知られている．そこで，歯牙の発生

と分化，維持についてさらに理解を深めるために，今回サメの歯を用い歯牙の各発育段階における歯胚基底

膜の構造と組成及び機能について比較組織学的に検討した．その結果，サメ歯胚の基底膜も哺乳類基底膜に

見られるネットワーク構造を現すことが示された．しかし，哺乳類の歯牙発生の初期に見られる微細線維層

（basotubules）は欠如していた．エナメロイドの形成が進むにつれて基底膜は厚みを増し，エナメロイドの

石灰化期および成熟期には基底膜の一部が石灰化してエナメル芽細胞とエナメロイドを強く連結していた．

このようにサメの歯胚基底膜も機能に応じた特徴ある構造を現すことが明らかにされ，歯牙の発生，分化，

維持に深く関与していることが示唆された．

Calcif Tissue Int ７２，６５～７３，２００３．

３）キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ８５‐００２０‐１，Ａ９７‐００２０‐２）

フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトールタブレットが実験的初期エナメル質齲蝕の

再石灰化に有効か否かを，oral device を用いたヒト試験及び in vitro 試験により検討した．有効性の評価

は，被検歯のコンタクトマイクロラジオグラムを撮影後，画像解析によって再石灰化率を算出して行った．

その結果，フノリ抽出物と第２リン酸カルシウム配合キシリトールタブレットは，実験的初期齲蝕のエナメ

ル質表層および深層からの再石灰化を強化するとともに，脱灰層全層に及ぶ再石灰化を促進することが確認

された．これは本ガムが唾液による再石灰化促進効果を高め，齲蝕予防と初期齲蝕の病態軽減に有効である

ことを示唆している．
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担当者 研 究 課 題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

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

�澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究 広大・院・歯・歯科
理工

広島市 岡崎 正之

澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の
超微構造的変化

マッギル大・医・
解剖／細胞生物

カナダ S. Inoue

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

岡 山 大・院・医・
細胞組織

岡山市 佐々木順造

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

マサチューセッツ大
・医・細胞生物

アメリカ合衆国 S. C. Marks.
Jr.

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

�澤 孝彰 再石灰化に果たす唾液の役割に関する高分解能電子顕微鏡
的研究

科学研究費・基盤（B）

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

科学研究費・基盤（C）

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

科学研究費・基盤（C）

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

J Hard Tissue Biol １０，１４８～１５４，２００２．

日歯保存誌 ４５，９８４～９９１，２００２．

Dent Jpn ３９，２０８～２１５，２００３．

４）唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解明

脱灰エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響について，抜去したヒト埋伏歯を用いてCMR及び高分解

能電子顕微鏡により検討した．その結果，耳下腺唾液に浸漬した歯牙の全例において再石灰化が見られた．

再石灰化は脱灰エナメル質の表層から中層さらに深層にまで及んでいた．再石灰化部位を高分解能電顕で観

察すると，新生結晶の出現や残存結晶の成長などが認められた．一方，比較対照として用いた再石灰化液に

浸漬した歯牙では脱灰エナメル質の表層のみが再石灰化するに止まっていた．以上，唾液はエナメル質の再

石灰化に深く関与していることは明らかであるが，これには唾液に含まれる種々のタンパク質が影響してい

るものと推察される．

歯科学報 １０２，２９～４１，２００２．

３．学外共同研究

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

渡邊 弘樹 ２００２．５．１８
～１９

大理石骨病モデル骨芽細胞に
おけるMn－SOD及びNOSの
mRNA発現と nitrotyrosine

第２４回日本フリーラジカル学会 大阪市

�澤 孝彰 ２００２．９．１５
～１８

Caries－preventative effects of
saliva on remineralization and
their enhancement

１st International Congress
on Mastication and Health

横浜市

講演者 年月日 演 題 学 会 名 開催地

澤田 隆 ２００２．９．２７
～２８

歯科領域の基底膜について 第３４回日本臨床電子
顕微鏡学会

札幌市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

�澤 孝彰 ２００２．７．１５
～１６

①Demineralization and remineralization
of enamel
②Remineralization by saliva and its en-
hancement by xylitol with Gloiopeltis

furcata extract and calcium hydrogen-
phosphate

International In-
stitute for Pre-
ventive Dentistry

Turku,
Finland

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

渡邊 弘樹 ２００２．７．２６ 平成１４年度教育ワークショップ 発表者 千葉市

森口美津子 ２００２．１１．２
～３

第８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

�澤 孝彰 ２００２．７．２４ 第３の齲蝕予防法「再石灰化の
促進」 フッ素とキシリトール
の相違

東京歯科大学同窓会千代田支部 東京

�澤 孝彰 ２００３．３．４ 第３の歯科予防法 キシリトール
による再石灰化の促進

横浜西歯科医師会 横浜市

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

ワークショップ

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育ワークショップ等

教育講演
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論 文

１．古屋一明，見明康雄，�澤孝彰：脱灰エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響，歯科学報１０２�，２９～
４１，２００２．原著 HRC９６１B０１，HRC５A１１，科学研究費・基盤�，学位論文

２．Abe, S.�, Maejima, M.�, Watanabe, H., Shibahara, T.�, Agematsu, H.�, Doi, T.�, Sakiyama, K.�, Usami, A.�,

Gojo, K.�, Hashimoto, M.�, Yoshinari, M.�, Ide, Y.� : Muscle－fiber characteristics in adult mouse－

tongue muscles, Anat Sci Int７７�，１４５～１４８，２００２．原著 科学研究費・若手�，HRC５A１０細形研 実動施設
�解剖，�口外Ⅰ，�法歯，�理工

３．山内智博�，野間弘康�，矢島安朝�，古谷義隆�，野村武史�，櫻井 薫�，杉山哲也�，石崎 憲�，安藤友彦�，

小林健一郎�，和光 衛�，見明康雄：HA薄膜コーティングインプラントの有用性に関する実験的研究，

日本顎顔面インプラント学会誌 １�，１１～１６，２００２．原著 Ａ‐９３‐０４７０‐２実動施設 �口外Ⅰ，�補綴Ⅰ，�歯放

４．佐伯洋二�，高橋 満�，今野慎吾�，勝山裕之�，見明康雄，�澤孝彰：実験的初期齲蝕エナメル質に及ぼす
フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトールタブレットの再石灰化促進効果，J Hard

Tissue Biol１０�，１４８～１５４，２００２．原著 �ロッテ・中央研

５．�澤孝彰，見明康雄，中川寛一�，平井義人�：フノリ抽出物と第２リン酸カルシウム配合キシリトールガム

およびカゼインホスホペプチド―非結晶性リン酸カルシウム複合体配合キシリトールガムの実験的初期

齲蝕エナメル質に及ぼす再石灰化促進効果，日歯保存誌４５�，９８４～９９１，２００２．原著 �保存Ⅰ，�保存Ⅲ

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

odontal ligament, J Periodontal Res３７	，３４５～３５２，２００２．原著 Ａ‐７９‐００２０‐１，学位論文 細形研，保情研
実動施設 �Dept. of Anatomy and Cell Biology, McGill University

７．Sawada, T., Inoue, S.� : Ultrastructure of basement membranes in developing shark tooth, Calcif Tissue

Int７２�，６５～７３，２００３．原著 Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤
 細形研 �Dept. of Anatomy and Cell Biology,
McGill University

８．Kameyama, A.�, Ihara, S.�, Amagai, T.�, Miake, Y., Kawada, E.�, Oda, Y.�, Yanagisawa, T., Hirai, Y.� : Ad-

hesion of ４－META／MMA－TBB resin to heated dentin : Effects of pre－treatments with FeCl３

and／or HEMA, Dent Mater J２２�，１～９，２００３．原著 細形研 �保存Ⅲ，�理工

９．Yanagisawa, T., Miake, Y., Saeki, Y.�, Takahashi, M.� : Remineralization in enamel caries and restoration

of carious lesions by enhanced remineralization induced by saliva and xylitol, Dent Jpn ３９，２０８～

２１５，２００３．総説 科学研究費・基盤� �ロッテ・中央研

単 行 図 書

１．見明康雄：著分担：医学大辞典 �解剖学的咬合３３４頁，�犬歯７４９～７５０頁，咬交７８４頁，�歯槽１０４７頁，
�歯槽基底１０４７頁，�歯槽骨１０４７頁，�歯槽突起１０４８頁，�歯列弓１２１５頁，�セメント質１４１３頁，
�乳歯１８５３頁，医学書院，東京，２００３．
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そ の 他

１．井上 孝�，阿部伸一�，中村弘明�，橋本貞充�，関口 浩�，渡邊弘樹，大畠 仁�，太田一正�：発生学，

平成１４年度教育ワークショップ報告書，１１～１８，２００２．�臨検査，�解剖，�生物，�病理，�小児歯，�口外Ⅱ，

�生化学

２．木崎治俊�，高畑悟郎�，佐藤 裕�，柴原孝彦�，三浦 直�，石原和幸�，山本 哲�，関口 浩�，渡邊弘樹，

村松 敬�：細胞分子生物学，平成１４年度教育ワークショップ報告書，３～９，２００２．�生化学，�生物，

�口外Ⅰ，�化学，�微生物，�生理，�小児歯，�病理

３．渡邊弘樹：遺伝子操作マウスの歯周組織におけるフリーラジカル関連酵素mRNAの発現，平成１４年度科学

研究費補助金（基盤研究C２）研究実績報告書，２００３．Ａ‐９３‐００２０‐１細形研 実動施設

４．澤田 隆：歯齦接合上皮―エナメル質界面の細胞生物学的特性とその接着機構について，平成１４年度科学研究

費補助金（基盤研究C２）研究実績報告書，２００３．Ａ‐７９‐００２０‐１細形研

５．	澤孝彰：再石灰化に果たす唾液の役割に関する高分解能電子顕微鏡的研究，平成１４年度科学研究費補助金
（基盤研究B２）研究実績報告書，２００３．

６．渡邊弘樹：遺伝子操作マウスの歯周組織におけるフリーラジカル関連酵素mRNAの発現，平成１４年度科学

研究費補助金（基盤研究C２）研究成果報告書，１～７２，２００３．細形研 実動施設

７．	澤孝彰：再石灰化に果たす唾液の役割に関する高分解能電子顕微鏡的研究，平成１４年度科学研究費補助金
（基盤研究B２）研究成果報告書，１～１７５，２００３．

学 会 抄 録

１．津守將充�，亀山敦史�，平井義人�，見明康雄，	澤孝彰，飯島洋一�：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，日歯保存誌４５（春季特別号），９～１９，２００２．（第１１６回日本歯科保存学会春季

学会，東京）保情研 �保存Ⅲ，�長崎大・歯・予防歯科

２．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２報―，日歯保存誌４５（春季特別号），１４２，２００２．（第１１６回

日本歯科保存学会春季学会，東京）細形研 �保存Ⅲ

３．渡邊弘樹，	澤孝彰，佐々木順造�，吉良幸美�，佐藤英介�，井上正康�：大理石骨病モデル骨芽細胞における

Mn－SOD及びNOSのmRNA発現と nitrotyrosine，第２４回日本フリーラジカル学会プログラム・

抄録集，２０，２００２．（第２４回日本フリーラジカル学会，大阪市）細形研実動施設 �岡山大・大学院・医・細胞組織，

�大阪市立大・大学院・医・分子病理

４．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，歯科学報１０２�，５４９，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）
細形研 �保存Ⅲ

―１３―



５．亀山敦史�，井原聡一郎�，天谷哲也�，平井義人�，見明康雄，�澤孝彰，河田英司�，小田 豊�：加熱象牙質

への４－META／MMA－TBBレジンの接着，歯科学報１０２�，５５０，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会
例会，千葉市）細形研 �保存Ⅲ，�理工

６．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，日本顎顔面インプラント学会誌 １�，３９，２００２．（第５回日本顎顔面
インプラント学会，京都市）細形研 実動施設 �口外 I

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

和光 衛�，見明康雄：HA薄膜コーティングインプラントの有用性に関する実験的研究，日本顎顔面

インプラント学会誌 １�，５５，２００２．（第５回日本顎顔面インプラント学会，京都市）細形研，分析生研 実動施設
�口外Ⅰ，�補綴Ⅰ，�歯放

８．Miake, Y., Nakajima, O., Yanagisawa, T. : The influence of saliva on post－eruptive maturation in enamel,

J Hard Tissue Biol１１�，７３～７８，２００２．（１１th Annual Meeting of the Society of Hard Tissue Biology, Matsudo,
Japan）保情研

９．澤田 隆：歯科領域の基底膜について，第３４回日本臨床電子顕微鏡学会総会ならびに学術講演会プログラム・

予稿集，５４，２００２．（第３４回日本臨床電子顕微鏡学会総会，札幌市）Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤� 細形研

１０．Yanagisawa, T. : Caries－preventative effects of saliva on remineralization and their enhancement, １st

International Congress on Mastication and Health Program and Abstracts,７６，２００２．（１st International

Congress on Mastication and Health, Yokohama, Japan）

１１．澤田 隆，井上貞行�：サメ歯胚基底膜の超微構造と機能，歯基礎医会誌４４�，４１６，２００２．（第４４回歯科
基礎医学会総会，東京）Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤� 細形研 �マッギル大・医・解剖・細胞生物

１２．Sawada, T., Inoue, S.� : Ultrastructure of basement membranes in developing shark tooth, Mol Biol Cell

１３（Suppl），４８６a～４８７a，２００２．（４２nd American Society for Cell Biology Annual Meeting, San Francisco,

USA）Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤� 細形研 �Dept. of Anatomy and Cell Biology, McGill University

１３．Yanagisawa, T., Miake, Y., Saeki, Y.�, Takahashi, M.� : Remineralization by saliva and its enhancement

by xylitol with Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate, China－Japan Medical Con-

ference２００２Program & Abstracts Book, ２３～２４，２００２．（China－Japan Medical Conference２００２，Beijing,

China）Ａ‐９７‐００２０‐２，科学研究費・基盤� 保情研 �ロッテ・中央研

―１４―



３．生 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

（Ａ８４‐００９０‐１）

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

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

（Ａ９７‐００９０‐１）

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

澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ９５‐００９０‐２）

顎運動関連ミラーニューロンシステムの検討（Ａ０２‐００９０‐１）

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

（Ａ９９‐００９０‐１）

専 攻 生 池上 英明 顎下神経節シナプス伝達におけるアンギオテンシンⅡの作用

山田恵美子 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

阿部 光弘 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

阿部美奈子 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

釜石 秀明 顎下神経節シナプス伝達における神経ペプチドの作用

２．成果の概要

１）成長期のタウリン投与が海馬のニューロン新生に及ぼす影響（Ａ９７‐００９０‐１）

妊娠マウスに出産直後からタウリン（４００mg／kg／day）を飲料水に溶解して与え，出生した仔マウス

に，母乳を介して生後３週までタウリンを摂取させた．生後２週で bromodeoxyuridine（BrdU）を腹腔内

注射し，生後３，４，６週で，抗BrdU 抗体を用いて歯状回におけるBrdU 陽性細胞を検出した．一方，同

週齢で大脳皮質および海馬を摘出し，ELISA用キット（Emax，Promega）を用いてBDNF蛋白量を測定

した．その結果，生後３，４週における海馬歯状回での新生細胞数および海馬のBDNF蛋白量が有意に増

加した．これらのことから，タウリンは生体内において海馬ニューロンの増殖を促進しており，このニュー

ロン増殖にはBDNFが関与していることが示唆された．

Jpn J Physiol ５２，S２０３，２００２．

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

ハムスター顎下神経節のアンギオテンシンⅡ応答を検討した．単離した顎下神経節細胞にアンギオテンシ

ンⅡを投与すると L型，N型，P／Q型カルシウム電流は抑制され，この応答は蛋白キナーゼCの活性剤お

よび抑制剤で阻害され，また，細胞内にGq／１１蛋白の抗体の細胞内充填により阻害された．これらのこと

より，顎下神経節細胞においてAT１受容体はGq／１１蛋白と蛋白キナーゼCとを介してカルシウムチャネ

ルを抑制していることが明らかになった．

Neurosci Res ４３，１７９～１８９，２００２．

３）象牙芽細胞における細胞内Ca２＋シグナル（Ａ９５‐００９０‐２）

ラット象牙芽細胞で，細胞膜 Store－operated Ca channels と細胞内 IP３感受性 Ca store の機能連関を検

討した．象牙芽細胞には，Phospholipase－C結合受容体（ムスカリン・ブラジキニン・P２Y受容体）が存

在する．これらの受容体の活性化は，IP３－induced Ca２＋release を誘発し，IP３感受性細胞内Caストアの枯
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担当者 研 究 課 題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

澁川 義幸 心筋線維芽細胞のイオン輸送系機能
連関

Unversity of Cal-
gary

Calgary, AB,
Canada

Wayne R Giles
Paul P M Schnetkamp

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

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

口腔科学研究センター

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

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

科学研究費・若手（B）

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

鈴木 隆 ２００２．１２．６ 顎下神経節シナプス伝達とニューロン特性
に関する電気生理学的研究

九州歯科学会 北九州市

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

鈴木 隆 ２００３．２．２８ MEGで何がわかったか？
PART３（座長）

平成１４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

渇を引き起こす．その結果，Store－operated Ca channels が活性化する．一連のこれらのCa２＋シグナル

は，象牙質形成機能に関わると考えられる．象牙芽細胞の Store－operated Ca channels は，細胞内 Ca ス

トアの枯渇で活性化し，内向き整流特性・陽性反転電位を示し，そのイオン選択性は，Ca２＋＞Ba２＋＞Sr２＋＞

Mn２＋であった．

J Bone Miner Res １８，３０～３８，２００３．

４）顎運動関連ミラーニューロンシステムの検討（Ａ０２‐００９０‐１）

ミラーニューロンシステム（MNS）は，運動行動の遂行時と，実験者が行った同様な運動行動の観察時

の両者に対して活動を示し，運動行動の遂行と観察のマッチングシステムを構成する．本研究では，顎運動

関連MNSの検出と，その病態生理機能について検討した．顎運動の観察は，視覚領野・頭頂葉下部・一次

運動野顎顔面領域を活性化した．従って顎運動関連MNSがヒトに存在している事が，を示された．また，

顎関節症患者では，MNSの機能失調が生じていた．これは，新たな顎関節症の病態生理機構を提案するも

のである．

Proceedings of the １３th International Conference on Biomagnetism, VDE Verlag, Berlin ４０１～４０３，

２００２

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

学会招待講演

シンポジウム
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論 文

１．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Ca２＋ signaling mediated by IP３－dependent Ca２＋ releasing and store－oper-

ated Ca２＋ channels in rat odontoblasts, J Bone Miner Res１８�，３０～３８，２００３．原著 Ａ‐９５‐００９０‐２

２．Endoh, T., Abe, M., Suzuki, T. : Decay in prepulse facilitation of calcium channel currents by Gi／o－pro-

tein attenuation in hamster submandibular ganglion neurons, but not Gq／１１, Bull Tokyo Dent Coll４２�，
２３５～２４１，２００３．原著 Ａ８４‐００９０‐１

３．Endoh, T., Abe, M., Suzuki, T. : Cyclic AMP－dependent protein kinase－independent angiotensin Ⅱ－in-

duced inhibition of calcium current in hamster submandibular ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll

４３�，９５～９９，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１

４．Yamada, E., Endoh, T., Suzuki, T. : Angiotensin Ⅱ－induced inhibition of calcium currents via Gq／１１－pro-

tein involving protein kinase C in hamster submandibular ganglion neurons, Neurosci Res４３�，１７９～
１８９，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１

５．Endoh, T., Kamaishi, H., Suzuki, T. : Constitution of calcium channel current in hamster submandibular

ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll４３�，２５１～２５６，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１

６．Suzuki, T., Ono, H., Ikegami, H. : PACAP－induced depolarizations in hamster submandibular ganglion

neurons, Bull Tokyo Dent Coll４４�，２１～２４，２００３．原著 Ａ８４‐００９０‐１

７．Bushell, T.�, Endoh, T., Simen, A. A.�, Ren, D.�, Bindokas, V. P.�, Miller, R. J.� : Molecular components of

tolerance to opiates in single hippocampal neurons, Mol Pharmacol６１�，５５～６４，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０
‐１�Department of Biophysics, Imperial College of Science, �Department of Neurobiology, Pharmacology and

Physiology, University of Chicago

８．Oh, S.�, Endoh, T., Simen, A. A.�, Ren, D.�, Miller, R. J.� : Regulation of calcium currents by chemokines

and their receptors, J Neuroimmunol１２３�，６６～７５，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１�Department of Neurobiol-
ogy, Pharmacology and Physiology, University of Chicago

単 行 図 書

１．鈴木 隆：単著：生理学と口腔生理学の講義録（第３版），PANAC，東京，２００２．

２．鈴木 隆：単著：生理学および口腔生理学実習書（第２版），PANAC，東京，２００２．

プロシーディングス

１．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Calcium signaling mediated by IP３ stores in odontoblasts－store－operated

Ca２＋ channels and autonomic regulation, Proc Inter Dentin/pulp Comp,１０５～１０９，２００２．（４th Dentin/Pulp

Complex, Tokyo）
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２．Shibukawa, Y., Shintani, M.�, Kumai, T., Kato, Y.�, Kato, M.�, Suzuki, T., Nakamura, Y.� : Activation of

human primary motor cortex during observation of jaw movements, Proceedings of the１３th Interna-

tional Conference on Biomagnetism,４０１～４０３，２００２．（１３th International Conference on Biomagnetism, Jena,

Germany）�脳科学研究施設，�市病・精神・神経科

３．Mochizuki, K.�, Sekine, H.�, Shibukawa, Y., Shintani, M.�, Yakushiji, M.�, Suzuki, T. : Magnetoencephalo-

graphic representation of the periodental sensation from bilateral maxillary permanent canine teeth in

human primary somatosensory cortex, Proceedings of the １３th International Conference on Biomag-

netism,４３０～４３２，２００２．（１３th International Conference on Biomagnetism, Jena, Germany）�水病・小児歯科，

�補綴Ⅲ，�脳科学研究施設，�小児歯

４．Sekine, H.�, Shibukawa, Y., Suzuki, T., Kishi, M.�, Shintani, M.�, Ishikawa, T.� : The activation of area３a

following periodontal mechanical stimulation, Proceeding of the １３th International Conference on

Biomagnetism,４３３～４３５，２００２．（１３th International Conference on Biomagnetism, Jena, Germany）�補綴Ⅲ，

�脳科学研究施設，�保存Ⅲ

学 会 抄 録

１．Yamamoto, T., Hirayama, A.� : Soft－diet Feeding during development inhibits neurogenesis in the den-

tate gyrus of adult mice, Jpn J Physiol５２（Suppl），２０３，２００２．（第７９回日本生理学会大会，Hiroshima）Ａ９７

‐００９０‐１RI 研 細形研，保情研 実動施設 �RI 研

２．Shibukawa, Y., Shintani, M.�, Kumai, T., Suzuki, T., Nakamura, Y.� : Cortical magnetic fields in associa-

tion with voluntary jaw movements : distribution and current source analysis, Neuroimage（CD－

ROM），２００２．（８th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain, Sendai）脳科学研

�脳科学研究施設

３．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Kumai, T., Shintani, M.� : Face area of somatosensory cortex in humans identi-

fied by whole head magnetoencephalography, Neuroimage（CD－ROM），２００２．（８th International Confer-

ence on Functional Mapping of the Human Brain, Sendai）脳科学研 �脳科学研究施設

４．Kasahara, M.�, Shibukawa, Y., Matsuura, N.�, Ichinohe, T.�, Suzuki, T., Kaneko, Y.� : Effect of an NMDA

receptor antagonist on pain－related somatosensory evoked magnetic fields（pain－SEFs）evoked by

trigeminal nerve stimulation, Neuroimage（CD－ROM），２００２．（８th International Conference on Functional

Mapping of the Human Brain, Sendai）脳科学研 �水病・麻酔科，�歯麻

５．Kato, Y.�, Shibukawa, Y., Kato, M.�, Suzuki, T. : A MEG study of somatic hallucination, Neuroimage（CD

－ROM），２００２．（８th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain, Sendai）脳科学研

�市病・精神・神経科

６．松浦信幸�，笠原正貴�，澁川義幸，一戸達也�，鈴木 隆，金子 譲�：ケタミンは，CO２レーザー痛覚刺激

による痛覚誘発脳磁場（pain－SEFs）を抑制した，日歯麻会誌３０�，８６，２００２．（第３０回日本歯科麻酔学会
総会，東京）脳科学研 �歯麻，�水病・麻酔科
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４．生 化 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

助 教 授 冨田友美子 老齢及び肥満における脂質代謝（Ａ８８‐０１２０‐１）

歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）

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

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

ローニングとその発現調節機構の解析（Ａ９５‐０１２０‐２）

太田 一正 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

唾液腺オステオポンチンの組織構築および唾液腺における機能解析

（Ａ０２‐０１２０‐１）

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

鏡 明祥 S. mutans のグリコーゲンホスホリラーゼの遺伝子解析

２．成果の概要

１）細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）

形態形成や生体防御に関連したアポトーシスは高度に制御されて引き起こされる．したがって，細胞に刺

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

をモデルにし，刺激に対する応答反応にAMP活性化タンパク質キナーゼ（AMPK）が関与し，その活性

化は様々な刺激によるアポトーシスの回避に関与し，さらにタンパク質キナーゼCの活性化によりこの作

用は増強されることが明らかになったことから，新しいアポトーシスの制御機構が存在することが示唆され

るに至っている．

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

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

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

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

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

ギュレータホモログ遺伝子 gcrR を同定した．GcrR 蛋白を失活した変異株のGbpC 発現は野生株と比べ１０

倍以上上昇することから，GcrR 蛋白は負の調節をしていると考えられた．

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

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

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

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

た．

S. mutans の分離株の中にはGbpC 蛋白を欠失している１株が検出されたが，この株は未知の細胞壁タン

パクを発現していることが分かった．ランダム変異導入法によりこの新規遺伝子を同定し，このコードタン

パクの性質を調べたところ，これはコラーゲンなどの哺乳動物の細胞外マトリックスタンパクと結合活性が

あることが分かった．口腔レンサ球菌は細菌性心内膜炎の原因菌とされているので，この新規タンパク分子

はこの病原因子である可能性が示唆された．

Oral Micorbiol Immunol １７，２５２～２５６，２００２
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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

佐藤 裕
山本 康人

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

東北大・歯・口生化 仙台市 山田 正

太田 一正
木崎 治俊

抗菌タンパク質アカシンの細胞毒性
に関する研究

上智大・理工・化学 東京 土屋 隆英

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

木崎 治俊 Tリンパ球の炎症ストレス応答反応とアポトーシスの
回避・始動の制御機構

学術研究振興資金

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

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

口腔科学研究センター

太田 一正 唾液腺に発現するオステオポンチンの組織構築における
役割と生理的意義

科学研究費・若手（B）

太田 一正 唾液腺オステオポンチンの組織構築および唾液腺における
機能解析

口腔科学研究センター

Oral Micorbiol Immunol １７，２６３～２６６，２００２

３）歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）

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

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

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

う蝕関与に重要な役割を演じていることが予想された．細胞膜リン脂質の構成成分が腺分泌に影響している

ことより，唾液分泌をつかさどる唾液腺とリン脂質について検討した．即ち唾液腺（耳下腺，顎下腺，舌下

腺）の細胞膜中のリン脂質が成長や発達段階に影響を及ぼしているかどうかを，老齢，成熟，および幼若

ラットを用い総リン脂質組成を分析し，幼若群が老齢や成熟と比べてリン脂質組成に差がみられなかった

が，脂肪酸組成の n－６系に著しい相違をみるに至っており，各リン脂質組成と脂肪酸との関連を検索する

に至っている．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―２２―



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

木崎 治俊 ２００２．７．２６ 平成１４年度教育ワークショップ 細胞分子生物学
作業グループ
委員長

千葉市

佐藤 裕 ２００２．７．２６ 平成１４年度教育ワークショップ 細胞分子生物学
作業グループ
委員

千葉市

太田 一正 ２００２．７．２６ 平成１４年度教育ワークショップ 発生学作業
グループ委員

千葉市

山本 康人 ２００２．１１．２
～３

第８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

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

木崎 治俊 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 運営委員 千葉市

佐藤 裕 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 誘導責任者 千葉市

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

共用試験等
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論 文

１．Sato, Y., Senpuku, H.�, Okamoto, K., Hanada, N.�, Kizaki, H. : Streptococcus mutans binding to solid phase

dextran mediated by the glucan－binding protein C, Oral Microbiol Immunol１７�，２５２～２５６，２００２．原著
Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤�，HRC５A１２分子生研 �National Institute of Infectious Diseases

２．Sato, Y., Okamoto, K., Kizaki, H. : gbpC and pac gene mutations detected in Streptococcus mutans strain GS

－５, Oral Microbiol Immunol１７�，２６３～２６６，２００２．原著 Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤�，HRC５A１２分子生研

３．山本康人：Streptococcus mutans でのピルビン酸・ギ酸リアーゼ遺伝子（pfl）およびピルビン酸・ギ酸

リアーゼ活性化酵素遺伝子（act）のクローニングとそれらの機能について，歯基礎医会誌４４�，２６５～
２７３，２００２．総説 Ａ‐９５‐０１２０‐２分子生研

単 行 図 書

１．木崎治俊�：著分担：廣川タンパク質化学 第４巻酵素４．５イソメラーゼ・リガーゼ（初版）�CTPシンテ
ターゼ２８１～２８５頁，廣川書店，東京，２００３．

そ の 他

１．木崎治俊：Tリンパ球の炎症ストレス応答反応とアポトーシスの回避・始動の制御機構，学術研究振興資金

報告書，２００３．Ａ‐９０‐０１２０‐１RI 研 分子生研，細生研 実動施設

学 会 抄 録

１．Vajna, R. M.�, Yamamoto, Y., Herzberg, M. C.� : The sorting mechanism of the surface proteins in Strepto-

coccus gordonii V２８８, J Dent Res８１（Special Issue A），A－２００，２００２．（８０th General Session of the Inter-

national Association for Dental Research,３１st Annual Meeting of the American Association for Dental Research,２６th

Annual Meeting of the Canadian Association for Dental Research, San Diego, USA）平成１３年度分 �Dept. of Oral

Sciences, Univ. of Minnesota

２．石川博美�，冨田友美子，山中すみへ�：Manuka および日本茶の脂質特にステロール組成，日衛誌５７�，
２０１，２００２．（第７２回日本衛生学会総会，津市）Ａ‐８８‐０１２０‐１ 生素研 �文教大・教育，�衛生

３．Hashimoto, S.�, Muramatsu, T.�, Shima, K.�, Ohta, K., Shimono, M.� : The salivary gland－coordination

mechanism of water and protein secretion : Three－dimensional approach from morphology, function

and gene expression, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１４２～１４３，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Cen-
ter Tokyo Dental College, Chiba）HRC５A０６細形研 実動施設 �病理

４．Ohta, K., Kizaki, H., Muramatsu, T.�, Tanimoto, Y. : Function of osteopontin in salivary glands, Bull

Tokyo Dent Coll４３�，１４６～１４７，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College,
Chiba）Ａ‐０２‐０１２０‐１，HRC５A０９，科学研究費若手� 細形研，分子生研 実動施設 �病理

５．Sato, Y. : Does Streptococcus macacae reside in human mouths？, Bull Tokyo Dent Coll ４３�，１５３～
１５４，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費

基盤�，HRC５A１２分子生研
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６．江原達弥�，北島誠司�，真谷聡子�，太田一正，木崎治俊，神澤信行�，田宮 徹�，土屋隆英�：アフリカ

マイマイ由来抗菌・細胞障害性タンパク質 achacin の L－amino acid oxidase 活性と作用機序，生化学

７４�，９６２，２００２．（第７５回日本生化学会大会，京都市）Ａ‐９０‐０１２０‐１細形研，細生研 �上智大・理工・化学

７．太田一正，木崎治俊：マウス胸腺細胞アポトーシスのAICARと TPAによる相乗的抑制作用，生化学７４�，
１０８７，２００２．（第７５回日本生化学会大会，京都市）Ａ‐９０‐０１２０‐１分子生研，細生研 実動施設

８．佐藤 裕，鏡 明祥，岡本和子，木崎治俊：Streptococcus mutans の細胞壁画分に検出されたグリコーゲン

ホスホリラーゼ，生化学７４�，１０９７，２００２．（第７５回日本生化学会大会，京都市）Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤�，
HRC５A１２分子生研

９．神澤信行�，太田一正，真谷聡子�，北島誠司�，木崎治俊，土屋隆英�：アカシンによるアポトーシス誘導機構

の解明，アポトーシス研究会第１１回研究集談会抄録集，１８，２００２．（アポトーシス研究会第１１回研究集談会，

横浜市）Ａ‐９０‐０１２０‐１細形研，細生研 �上智大・理工・化学

１０．冨田友美子，三宅菜穂子�，石川博美�：ラット唾液腺における脂質と脂肪酸組成，第４１回日本油化学会年会

講演要旨集，２００，２００２．（第４１回日本油化学会年会，武蔵野市）Ａ‐８９‐０１２０‐１生素研 実動施設 �水病・補綴科，

�文教大・教育

１１．Muramatsu, T.�, Ohta, K., Kizaki, H., Shimono, M.� : Expression and distribution of osteopontin in mouse

salivary glands, XVII International Symposium on Morphological Sciences Abstracts,２２４，２００２．（XVII

International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Romania）Ａ‐０２‐０１２０‐１，HRC５A０９細形研 実動施設

�病理

１２．佐藤 裕，岡本和子，鏡 明祥，木崎治俊：S. mutans の細胞壁に発現する蛋白質の検出，歯基礎医会誌

４４�，４６５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会，東京）Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤�，HRC５A１２分子生研

１３．浅香 充�，村松 敬�，太田一正，木崎治俊，下野正基�：マウス唾液腺における osteopontin, matrix met-

alloproteinase（MMP）－３，－７の発現，歯科学報１０２�，８０９，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
Ａ‐０２‐０１２０‐１細形研 実動施設 �病理

１４．Vajna, R. M.�, Yamamoto, Y., Herzberg, M. C.� : A mutation in srtA modifies sorting of SspA/SspB anti-

gens on the surface of Streptococcus gordonii V２８８, J Dent Res８２（Special Issue A），No.０７１３，２００３．（３２nd

Annual Meeting and Exhibition of the American Association for Dental Research, ２７th Annual Meeting of the

Canadian Association for Dental Research, San Antonio, USA）�Dept. of Oral Sciences, Univ. of Minnesota
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５．病 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

助 教 授 橋本 貞充 付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究

（Ａ８３‐０１６０‐３６）

講 師 村松 敬 口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ０２‐０１６０‐０１）

助 手 榎谷 保信 歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（Ａ８６‐０１６０‐３８）

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

大学院生 白鳥 清人 osteogenesis と chondrogenesis（Ａ７９‐０１６０‐１６）

松木美和子 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７５‐０１６‐１２）

佐々木穂高 歯髄組織の動態の解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）

重原 聡 osteogenesis と chondrogenesis（Ａ７９‐０１６０‐１６）

２．成果の概要

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

（Ａ７５‐０１６０‐６，Ａ７５‐０１６‐１２）

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

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

膜の取り込み機構，および分泌時のタイト結合構成蛋白の変化を検討するために，主として分泌に伴う細胞

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

超薄切片法，急速凍結フリーズフラクチャー法を用い，分泌に伴う腺房細胞内での変化を形態的に捉えるこ

とを試みている．共焦点レーザー顕微鏡像や凍結超薄切片免疫電顕の所見から，開口分泌にともなう細胞骨

格の再構成の際に，タイト結合の形態，構成蛋白の occuludin，ZO－１，claudin の機能や局在が変化して

細胞間隙の透過性（para cellular transport）が亢進することが明らかとなった．

Acta Histchem Cytochem ３５�，３８３～３９３，２００２．

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

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

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

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

の上皮細胞の動態を把握するためには主としてラットを用いて，光学顕微鏡的，電子顕微鏡的あるいは共焦

点レーザー顕微鏡的に細胞内小器官や細胞骨格，細胞間結合装置，接着タンパクおよび細胞外マトリックス

の変化を解析している．付着上皮の歯面への接着に際しては，laminin５や integrinα６β４の発現が重要である

ことや，露出根面に形成された長い付着上皮は，経時的に短小化し結合織性付着に置換されること，長い付

着上皮細胞の結合織側の細胞には増殖能があり，常に活発なターンオーバーを起こすことが示された．

３）歯髄組織の動態の解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）

歯髄組織の発生，加齢変化，象牙芽細胞への分化，種々の物理的，化学的刺激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保存の可能性を in vitro ならびに in vivo の系で検討

する．具体的にはRNAの発現，局在を検索することにより，培養歯髄細胞に熱刺激を加えた際の細胞間情

報伝達能や硬組織形成能の低下は，熱によるギャップ結合構成タンパクの破壊を抑制することで防げること

―２６―



担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

下野 正基 歯髄内神経ペプチドの機能 ベローナ大学医学部 イタリア G. Fumagalli

下野 正基
橋本 貞充

分泌細胞におけるカルシウム分布と
細胞機能

ミラノ大学医学部 イタリア F. Clementi

橋本 貞充
下野 正基

歯原性腫瘍の組織発生に関する免疫
組織化学的研究

延世大学校歯科大学 韓国 J. Kim

橋本 貞充 唾液腺における傍細胞輸送の役割と
制御

岡崎国立共同研究機構
生理学研究所

岡崎市 村上 政隆

橋本 貞充 唾液腺における水と唾液蛋白の分泌
機構

日本大学松戸歯学部
生理学講座

松戸市 杉谷 博士

村松 敬 口腔癌特異的バイオマーカーの開発 UCLA歯学部 アメリカ D. Wong

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

下野 正基 歯根膜組織における恒常性維持とMechanical stress 応答
の分子機構

科学研究費・基盤（B）

下野 正基 口腔癌に対する特異的バイオマーカーの開発 科学研究費・萌芽

橋本 貞充 Tight junction を介した唾液蛋白・水分泌制御と細胞内情報
伝達

科学研究費・基盤（C）

村松 敬 細胞間結合装置構成タンパク質による唾液分泌制御機構 科学研究費・若手（B）

嶋 香織 口腔扁平上皮癌の生物学的活性におけるEBV感染の関与 科学研究費・若手（B）

村松 敬 細胞間結合装置構成タンパク質による唾液分泌制御機構 学長奨励研究

を明らかとした．

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

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，細胞組織診，手術材料と

して得られた口腔腫瘍の検体を用いて，病理組織学的に検討するとともに，免疫組織細胞化学的，超微構造

的に検索し，腫瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく．具体的には細胞骨格を構成する中間径フィラ

メントのサイトケラチンの局在，分布を免疫組織化学的に検索することにより，代表的な歯原性腫瘍である

エナメル上皮腫の各組織型の特性と発生母組織と考えられている歯原性上皮組織との関連性を明らかとし

た．

５）口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ０２‐０１６０‐０１）

本研究は，初発の口腔癌と診断された患者のうち，本研究の主旨に同意と承諾を得られた患者から腫瘍組

織と正常組織を採取し，口腔癌に対する新しいバイオマーカーを開発することを目的としている．具体的に

は，得られた組織より laser microdissection を用いて正常細胞のみ，癌細胞のみのそれぞれを取りだし，RNA

とタンパク質を抽出，マイクロアレイを用いることにより，高度に発現あるいは消失する遺伝子，タンパク

質を検索してバイオマーカーを開発する．また，培養において口腔癌細胞と正常ケラチノサイトを用いて同

様の研究を行う．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―２７―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

橋本 貞充 ２００２．９．１１
～１５

Morpho－functional changes
in cellular junctions during se-
cretory stimulation in the per-
fused rat submandibular gland

The XVII International
Symposium on Morphologi-
cal Sciences（ISMS）

Timisoara ,
Romania

村松 敬 ２００２．９．１１
～１５

Expression and distribution of
osteopontin in mouse salivary
glands

The XVII International
Symposium on Morphologi-
cal Sciences（ISMS）

Timisoara ,
Romania

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

下野 正基 ２００２．５．１５ クリティカルに考える 平成１４年度東京歯科大学大学院
新入生学外総合セミナー

千葉市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

下野 正基 ２００２．６．８
～９

第７回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

サブディレクター 千葉市

下野 正基 ２００２．１１．２
～３

第８回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

サブディレクター 千葉市

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

下野 正基 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT 運営委員 千葉市

下野 正基 ２００２．５．１１ 平成１４年度第５学年OSCE 副運営委員長 千葉市

下野 正基 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副運営委員長 千葉市

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

６．教育講演等教育に関する活動

教育講演

教育ワークショップ等

共用試験等

―２８―



論 文

１．井上 孝�，松坂賢一�，宮越照一，村上 聡，下野正基，田崎雅和�：歯科治療時の歯髄血流変動に関する

実験的研究，日歯保存誌４４�，８４７～８５３，２００１．原著 HRC９８２A０１平成１３年度分 �臨検査，�生理

２．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 平成１３年度分 �口外Ⅰ，�東京都，�国立東京医療セ・口外

３．木村謙一�，一柳あゆみ�，坂井英隆�，嶋 香織，田代英雄�：顎下腺に発生した上皮筋上皮癌の１例，

日口腔外会誌４８�，２１３～２１６，２００２．症例 �わかば歯・口外クリニック，�九大・歯・口病，�小文字病院

４．松永和秀�，吉川博政�，長田哲次�，大部一成�，嶋 香織，笹栗正明�，大石正道�：口腔癌における頚部郭

清術後の頚部転移死症例の検討，日口腔腫瘍会誌１４�，４５～５１，２００２．臨床 �九大・大学院・顎顔面病態

５．柴原孝彦�，野間弘康�，神尾 崇�，武田栄三�，橋本貞充，大鶴 洋�：口腔再建に用いた前腕皮弁の組織

学的変化，日口腔科会誌５１�，２６１～２６５，２００２．臨床 �口外Ⅰ，�国立東京医療センター・口外

６．Matsuzaka, K.�, Shimono, M., Uchiyama, T.�, Noma, H.�, Inoue, T.� : Lesions related to the formation of

bone, cartilage or cementum arising in the oral area : a statistical study and review of the literature,

Bull Tokyo Dent Coll４３�，１７３～１８０，２００２．原著 Ａ７９‐０１６０‐１６細形研 �臨検査，�口外Ⅱ，�口外Ⅰ

７．Matsuzaka, K.�, Hayashi, S.�, Sasaguri, K.�, Sato, S.�, Shimono, M., Takemoto, K., Inoue, T.� : Cell prolif-

eration and expression of Cbfa－１in a peripheral osteo－chondroma arising from the mandibular oral

mucosa of an edentulous alveolar ridge, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１８１～１８５，２００２．原著 Ａ７９‐０１６０‐１６
細形研 �臨検査，�林歯科，�神歯大・矯正

８．Abe, S.�, Kaneko, H.�, Nakamura, Y.�, Watanabe, Y.�, Shintani, M.�, Hashimoto, M.�, Yamane, G.�, Ide, Y.�,

Shimono, M., Ishikawa, T.�, Yamada, Y.�, Hayashi, T.	 : Experimental device of detecting laryngeal

movement during swallowing, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１９９～２０３，２００２．原著 �解剖，�新潟大・大学院・
自然科学，�新潟大・工・福祉機器，�市病・オーラルメディシン，�脳科学研究施設，�法歯，�保存Ⅲ，

�新潟大・大学院・口腔生理，	新潟大・大学院・福祉人間

９．小池吉彦�，村上 聡�，松坂賢一�，下野正基，井上 孝�：歯根嚢胞の裏装上皮における humanβ－defensin

－２の発現，日歯保存誌４５�，７２３～７２８，２００２．原著 細形研 �臨検査

１０．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�：線維骨

病変および孤立性嚢胞との併発を疑わせたエナメル上皮腫の画像診断，歯科学報１０２	，７３５～
７４２，２００２．症例 �歯放，�口外Ⅰ

１１．Suzuki, M.�, Inoue, T.�, Shimono, M., Yamada, S.� : Behavior of epithelial root sheath during tooth root

formation in porcine molars : TUNEL, TEM, and immunohistochemical studies, Anat Embryol２０６（１－２），

１３～２０，２００２．原著 Ａ８６‐０１６０‐３８学位論文 細形研 �保存Ⅱ，�臨検査

―２９―



１２．吉成正雄�，小田 豊�，井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：ドライプロセス法によるチタンインプラントの

表面改質，生体材料２０�，１０～２２，２００２．総説 平成１３年度分 �理工，�臨検査

１３．Yoshinari, M.�, Oda, Y.�, Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Shimono, M. : Bone response to calcium phosphate－

coated and bisphosphonate－immobilized titanium implants, Biomaterials２３�，２８７９～２８８５，２００２．原著
細生研 �理工，�臨検査

１４．下野正基，井上 孝�：歯周組織の再生，国際歯科学士学会誌３３�，４９～５２，２００２．総説 Ａ８６‐０１６０‐３８
�臨検査

１５．Ochiai, S., Hashimoto, S., Shimono, M. : Acinar cell hypertrophy, proliferation and cell death in rat sub-

mandibular glands induced by long－term isoproterenol administration, Acta Histochem Cytochem３５�，
３８３～３９３，２００２．原著 HRC５A０６，学位論文 細形研 実動施設

１６．Mabuchi, R., Matsuzaka, K.�, Shimono, M. : Cell proliferation and cell death in periodontal ligaments dur-

ing orthodontic tooth movement, J Periodontal Res３７�，１１８～１２４，２００２．原著 Ａ８６‐０１６０‐３８，科研費・
基盤�１３４７０３８９，学位論文 細形研 実動施設 �臨検査

１７．Okamura, K.�, Kiyoshima, T.�, Shima, K., Kobayashi, I.�, Matsuo, K.�, Ishibashi, H.�, Komatsu, S.�, Rasul, A. M.�,

Sakai, H.� : Immunohistochemical expression of CA１９－９and CA１２５in mucoepidermoid and adenoid

cystic carcinomas of the salivary gland, Oral Oncol ３８�，２４４～２５０，２００２．原著 �福歯大・口病，
�九大・歯・口病，�九大・歯・口外

１８．Yoshinari, M.�, Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Oda, Y.�, Shimono, M. : Bio－functionalization of titanium sur-

faces for dental implants, Materials Trans４３�，２４９４～２５０１，２００２．総説 �理工，�臨検査

１９．井上 孝�，松坂賢一�，村上 聡�，小池吉彦�，下野正基：BMP含有４－META／MMA－TBB接着性

レジンの骨形成能に関する実験的研究，日歯保存誌４５�，４３４～４４０，２００２．原著 HRC９８２A０１，HRC５A０８
�臨検査

２０．Abe, S.�, Watanabe, Y.�, Shintani, M.�, Tazaki, M.�, Takahashi, M.�, Yamane, G.�, Ide, Y.�, Yamada, Y.�,

Shimono, M., Ishikawa, T.	 : Magnetoencephalographic study of the starting point of voluntary swal-

lowing, Cranio２１�，４６～４９，２００３．原著 HRC３A０１脳科学研 �解剖，�市病・オーラルメディシン，�脳科学
研究施設，�生理，�市病・整外科，	保存Ⅲ

２１．Haraguchi, T.�, Yamane, G.�, Shimono, M., Inoue, T.� : The effect of aging on the differentiation of rat os-

teoblast－like cell in vitro, Biomed Res２４�，１～８，２００３．原著 Ａ７９‐０１６０‐１６，学位論文 細形研 実動施設
�市病・オーラルメディシン，�臨検査

２２．Wakoh, M.�, Harada, T.�, Yamamoto, K.�, Hashimoto, S., Noma, H.�, Kaneko, Y.� : Three－dimensional

volumetric visualization of arterioveneous malformation of the maxilla, Dentomaxillofac Radiol３２�，６３
～６６，２００３．臨床 �歯放，�口外Ⅰ，�歯麻

―３０―



２３．Muramatsu, T., Hashimoto, S., Lee, M. W., Chung, C. K., Matsuzaki, H., Inoue, T.�, Noma, H.�, Shimono, M.

: Oncocytic carcinoma arising in submandibular gland with immunohistochemical observations and re-

view of the literature, Oral Oncol３９�，１９９～２０３，２００３．症例 細形研 �臨検査，�口外Ⅰ

単 行 図 書

１．石川達也�，下野正基，井上 孝�，安彦善裕�，松久保 隆�：共訳：クリティカルに考える（第１版），

クインテッセンス出版，東京，２００２．平成１３年度分 �保存Ⅲ，�臨検査，�北医療大・歯・口病，�衛生

プロシーディングス

１．Ishizaki, K.�, Tazaki, M.�, Inoue, T.�, Shimono, M., Sakurai, K.� : Morphological changes occurred on Mer-

kel cells of mucosa underlying denture, The Merkel Cell，３３～３６，２００２．（International Merkel Cell Sympo-

sium, Humburg, Germany）細形研 �補綴Ⅰ，�生理，�臨検査

２．Suzuki, Y.�, Inoue, T.�, Tazaki, M.�, Shimono, M., Satou, T.� : A study on sensory system of the peri－im-

plant tissue－behavior of Merkel cell and nerve fibers, The Merkel Cell,３７～４０，２００２．（International Mer-

kel Cell Symposium, Humburg, Germany）細形研 実動施設 �補綴Ⅱ，�臨検査，�生理

３．Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Koike, Y., Murakami, S., Miyakoshi, S., Shimono, M. : Application of bioengi-

neered adhesive resins to dental tissue－BMP bound to４－META／MMA－TBB resin－, Proceedings

of the International conference on Dentin/Pulp Complex２００１，６０～６３，２００２．（International Conference on

Dentin/Pulp Complex２００１, Chiba）実動施設 �臨検査

４．Marumori, H.�, Hamano, H.�, Takeyama, M., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Shimono, M., Inoue, T.� : Cer-

vical cemental tears related to devitalization of dentinal pulp : report of５５casas, Proceedings of the In-

ternational conference on Dentin Pulp Complex２００１，１２５～１２７，２００２．（International Conference on Dentin

/Pulp Complex２００１, Chiba）�Yokohama Study Culb of Clinical Dentisty, �臨検査

５．Tazaki, M.�, Tazaki, Y.�, Inoue, T.�, Shimono, M. : Voltage－dependent calcium channels in Merkel cells

of hamster oral mucosa, The Merkel Cell,１４３～１４６，２００２．（International Merkel Cell Symposium, Humburg,

Germany）細生研 実動施設 �生理，�臨検査

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

ity under glucose－free or acidic environment, Proceedings of the International conference on Dentin

Pulp Complex２００１，１７２～１７５，２００２．（International Conference on Dentin/Pulp Complex２００１, Chiba）�歯麻，

�臨検査

そ の 他

１．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るオッセオインテグレー

ション，Quintessence Dent Imp ８�，２８１～２８４，２００１．平成１３年度分 �臨検査

２．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るオッセオインテグレー

ションと細胞行動，Quintessence Dent Imp ８�，３８３～３８６，２００１．平成１３年度分 �臨検査

３．井上 孝�，才藤純一�，下野正基：歯科医学検査への旅脳出血，デンタルダイヤモンド２６�，１６４～
１６５，２００１．平成１３年度分 �臨検査，�千病・臨検

―３１―



４．井上 孝�，才藤純一�，下野正基：歯科医学検査への旅もうGOT，GPTは使わない？，デンタルダイヤモンド

２６�，１５０～１５１，２００１．平成１３年度分 �臨検査，�千病・臨検

５．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るインプラント周囲歯根膜

の可能性，Quintessence Dent Imp ８�，５１３～５１６，２００１．平成１３年度分 �臨検査

６．井上 孝�，才藤純一�，下野正基：歯科医学検査への旅腎機能が血液検査で解るわけ，デンタルダイヤモンド

２６�，１５４～１５５，２００１．平成１３年度分 �臨検査，�千病・臨検

７．井上 孝�，才藤純一�，下野正基：歯科医学検査への旅自分を腐らせる病気，デンタルダイヤモンド２６�，
１５０～１５１，２００１．平成１３年度分 �臨検査，�千病・臨検

８．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見る，インプラントの過去・

現在・未来，Quintessence Dent Imp ８�，６４７～６４９，２００１．平成１３年度分 �臨検査

９．井上 孝�，才藤純一�，下野正基：歯科医学検査への旅炎症巣への旅立ち，デンタルダイヤモンド２６�，
１６２～１６３，２００１．平成１３年度分 �臨検査，�千病・臨検

１０．吉成正雄�，服部雅之�，長谷川晃嗣�，河田英司�，小田 豊�，井上 孝�，松坂賢一�，下野正基：軟組織

接着を可能とするチタンインプラント材の表面改質，歯界展望（増刊号），３４１，２００１．平成１３年度分 �理工，

�臨検査

１１．井上 孝�，松坂賢一�，村上 聡�，小池吉彦�，下野正基：根尖病巣の組織像からわかること，Quintessence

２１	，４７～４９，２００２．�臨検査

１２．脇田 稔�，前田健康�，北田泰之
，深江 允	，下野正基，吉村文信�，大谷啓一�：教育検討委員会報告歯学

教育の改善のために，歯基礎医会誌４４	，２９３～３０３，２００２．�北大・大学院・解剖，�新潟大・大学院・
解剖，
岩手医大・歯・生理，	鶴見大・歯・生化，�愛知学院大・歯・細菌，�東医歯大・大学院・薬理

１３．橋本貞充：橋本先生のウキウキ病理学歯肉の色／貧血・充血・鬱血，デンタルハイジーン２３�，２６～
２９，２００３．

１４．橋本貞充：橋本先生のウキウキ病理学上皮の役割，デンタルハイジーン２３�，１０４～１０７，２００３．

１５．橋本貞充：橋本先生のウキウキ病理学歯肉のバリア機構，デンタルハイジーン２３
，２０８～２１１，２００３．

学 会 抄 録

１．Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Yoshinari, M.�, Shimono, M. : Effect of surface geometry on titanium implant

－tissue interface, Proceedings of the Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,

２３，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba）平成１３年度分 �臨検査，�理工

２．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）平成１３年度分 細形研 実動施設 �補綴Ⅱ，�生理
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３．Miyakoshi, S.�, Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Murakami, S.�, Shimono, M. : ４－META/MMA－TBB adhe-

sive resin inhibits the proliferation of oral bacteria, Adh Dent１９�，３５３，２００２．（１st International Congress
on Adhesive Dentistry, Tokyo）HRC９８２A０１�サンメディカル，�臨検査

４．Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Murakami, S.�, Miyakoshi, S.�, Shimono, M. : ４－META/MMA－TBB adhe-

sive resin on the periodontal tissue, Adh Dent１９�，３５４，２００２．（１st International Congress on Adhesive Den-
tistry, Tokyo）HRC９８２A０１細形研� 臨検査，�サンメディカル

５．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―，日口腔インプラント会誌１５�，２５２，
２００２．（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）�臨検査，�歯麻，�補綴Ⅱ

６．小池吉彦�，下野正基，松坂賢一�，井上 孝�：ラット歯牙を用いた硬組織誘導におけるエムドゲイン

（EMD）の作用，日口腔インプラント会誌１５�，２６１，２００２．（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）Ａ７９‐０１６０‐１６細形研 実動施設 �臨検査

７．松坂賢一�，吉成正雄�，下野正基，井上 孝�：multi－groove の骨芽細胞様細胞に対する影響，日口腔

インプラント会誌１５�，２６１，２００２．（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）�臨検査，
�理工

８．雨宮 啓�，下野正基，井上 孝�：凍結保存が歯根膜細胞に及ぼす影響，日口腔インプラント会誌１５�，
２６２，２００２．（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）Ａ８６‐０１６０‐３８�歯麻，�臨検査

９．渋川義宏�，川井英敬�，榎谷保信，下野正基，山田 了�：エナメルマトリックスタンパク質応用後の骨形成

における細胞動態について，日口腔インプラント会誌１５�，２６２，２００２．（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）Ａ７９‐０１６０‐１６ 細形研 �保存Ⅱ

１０．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・学術大会，水戸市）細形研
�補綴Ⅰ，�生理，�臨検査

１１．崎山浩司�，井出吉信�，阿部伸一�，田崎雅和�，吉成正雄�，松坂賢一�，井上 孝�，下野正基：骨格筋細胞

に対する機械的伸展刺激の影響，歯科学報１０２�，５０６，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）
Ａ‐０１‐００１０‐３，科研費・基盤�１３４７０３８９細形研，細生研 �解剖，�生理，�理工，�臨検査

１２．石川博基，榎谷保信，丹野光恵�，橋本貞充，下野正基：ラット付着上皮の接着機構―内側基底板における

ラミニンとインテグリンの発現について―，歯科学報１０２�，５１７，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，
千葉市）Ａ８３‐０１６０‐３６細形研 実動施設 �保存Ⅱ

１３．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におけるメルケル細胞および

神経組織の動態，歯科学報１０２�，５１８，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）細形研 実動施設
�補綴Ⅱ，�臨検査，�生理

１４．天野高宏，村松 敬，下野正基：熱刺激環境下における歯髄細胞の動態，歯科学報１０２�，５１９，２００２．
（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研，細生研
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１５．廣瀬史子�，岡村大器�，高久勇一朗�，瀬田修一�，柿澤 卓�，嶋 香織：上顎に発生した歯原性線維腫の

１例，歯科学報１０２�，５２４，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）細形研 �水病・口外科

１６．才藤純一�，仙波利寿�，秦 暢宏�，川原由里香�，萩田恵子�，小池吉彦�，村上 聡�，松坂賢一�，井上 孝�，

橋本貞充，下野正基，内山健志�，野間弘康�：口腔における細胞診の統計学的検討と細胞診断上の問題点，

歯科学報１０２�，５４２，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）�千病・臨検，�臨検査，�口外Ⅱ，
�口外Ⅰ

１７．木南意澄�，笹栗正明�，嶋 香織，國光京子�，大石正道�：小児の臼後部に発生した多形性腺腫の１例，

日口科会誌５１�，３００，２００２．（第３４回日本口腔科学会九州地方部会，長崎市）�九大・大学院・口腔顎顔面病態

１８．藥師寺 孝�，盧 靖文�，神尾 崇�，山田真英�，柴原孝彦�，野間弘康�，橋本貞充，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，日口腔外会誌４８�，４８２，２００２．（第１７２回
日本口腔外科学会関東地方会，東京）脳科学研 �口外Ⅰ，�歯放

１９．Yoshinari, M.�, Seshima, H.�, Kawada, E.�, Oda, Y.�, Inoue, T.�, Matsuzaka, K.�, Shimono, M. : Characteri-

zation and bone response of bisphosphonate－immobilized titanium surfaces,４th International Congress

on Dental Materials Abstract １６，２５７，２００２．（４th Internationl Congress on Dental Materials, Honolulu,

USA）�理工，�臨検査

２０．松木美和子，橋本貞充，下野正基，吉垣純子�，古山俊介�，杉谷博士�：耳下腺分泌顆粒膜における

アクアポリン５の機能，歯基礎医会誌４４�，４０２，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならび総会，東京）
HRC５A０６，科研費・基盤�１４５７１７５１細形研 実動施設 �日大松戸・歯・生理，�日大松戸歯・生理

２１．阿部伸一�，井出吉信�，下野正基，山田好秋�，石川達也�：嚥下運動関連脳磁場と視覚誘発脳磁場の比較，

歯基礎医会誌４４�，４５５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならび総会，東京）HRC３A０１脳科学研 �解剖，

�新潟大・大学院・顎顔面機能，�保存Ⅲ

２２．石川達也�，佐藤 亨�，下野正基，石井拓男�，吉田友明�，飯島国好�，巽浩一郎�，相原一之�：咬合と睡眠

との関連性について，日補綴歯会誌４６（１０８回特別号），２０１，２００２．（第１０８回日本補綴歯科学会学術大会，

名古屋市）�保存Ⅲ，�補綴Ⅱ，�社会歯，�東京都，�千葉大・大学院・呼吸器

２３．村松 敬：細胞間結合装置構成タンパク質による唾液分泌制御機構，歯科学報１０２	，７９５，２００２．（第２７４回
東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ７５‐０１６０‐６，平成１４年学長奨励研究 細形研 実動施設

２４．白鳥清人，重原 聡，梨本正憲，下野正基，小池吉彦�，村上 聡�，小出直弘�，元吉康乃�，松坂賢一�，

井上 孝�：β－TCPは初期の骨創傷治癒を遅らせる―骨髄細胞の遺伝子発現の観点から―，歯科学報

１０２	，８０２，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ７９‐０１６０‐１６細形研 実動施設 �臨検査

２５．浅香 充，村松 敬，太田一正�，木崎治俊�，下野正基：マウス唾液腺における osteopontin, matrix metal-

loproteinase（MMP）－３，－７の発現，歯科学報１０２	，８０９，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，
千葉市）Ａ０２‐０１２０‐１，HRC５A０９細形研，細生研 実動施設 �生化学
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２６．原口孝之�，外木守雄�，山根源之�，井上 孝�，下野正基：加齢変化に伴う骨芽細胞様細胞の分化に関する

研究，日口腔科会誌５１�，４９４～４９５，２００２．（第５６回口腔科学会総会，大阪市）�市病・オーラルメディシン，
�臨検査

２７．片倉 朗�，藥師寺 孝�，横尾恵子�，山本信治�，高木 亮�，野村武史�，山内智博�，柴原孝彦�，野間弘康�，

村松 敬：白板症における増殖抑制遺伝子産物 p１２DOC－１の発現，日口腔科会誌５１�，５６７，２００２．
（第５６回日本口腔科学会総会，大阪）科研費・基盤�１４５７１９１４�口外Ⅰ

２８．吉成正雄�，松坂賢一�，井上 孝�，小田 豊�，下野正基：基調講演―歯科インプラント用チタンの生体

機能化，第１３１回日本金属学会２００２年秋季大会抄録集，１０６，２００２．（第１３１回日本金属学会２００２年秋季大会，

吹田市）�理工，�臨検査

２９．Shima, K., Hashimoto, S., Enokiya, Y., Muramatsu, T., Takasaki, Y.�, Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Shimono, M.

: Immunohistochemical study of benign cementoblastoma of the mandible, Oral Med Pathol ７�，
９２，２００２．（１３th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）Ａ７９‐０１６０‐２３細形研

�水病・口外科，�臨検査

３０．Saitou, J.�, Senba, T.�, Koike, Y.�, Murakami, S.�, Matsuzaka, K.�, Inoue, T.�, Hashimoto, S., Shimono, M. :

A stastic observation of fine needle aspiration oral cytology and the piont of oral cytology, Oral Med

Pathol ７�，９４，２００２．（１３th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）�千病・臨検，
�臨検査

３１．Murakami, S.�, Koike, Y.�, Matsuzaka, K.�, Saitou, J.�, Hashimoto, S., Shimono, M., Yajima, Y.�, Noma, H.�,

Inoue, T.� : A case of rapidly growing tumor of parotid region, Oral Med Pathol ７�，９６，２００２．（１３th
Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）細形研 �臨検査，�千病・臨検，�口外Ⅰ

３２．片倉 朗�，盧 靖文�，藥師寺 孝�，横尾恵子�，山本信治�，神山 勲�，野村武史�，畑田憲一�，矢島安朝�，

柴原孝彦�，野間弘康�，村松 敬：口腔白板症における p１２Doc－１の発現，日本口腔粘膜学会雑誌 ８�，
８２，２００２．（第１２回日本口腔粘膜学会総会，宇都宮市）科研費・基盤�１４５７１９１４�口外Ⅰ

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

腫瘍会誌１４�，１３０，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会，岡山市）細形研 �口外Ⅰ，�臨検査

３４．高野正行�，小泉陽子�，北浦宏明�，桑山真寧�，高崎義人�，柿澤 卓�，矢島安朝�，野間弘康�，松坂賢一�，

井上 孝�，村松 敬：口腔前癌病変の癌化に伴う臨床症状の変化についての検討―特に口腔粘膜染色

テストの有用性について―，日口腔外会誌４８�，７０１，２００２．（第４７回日本口腔外科学会総会，札幌市）�水病・
口外科，�口外Ⅰ，�臨検査

３５．片倉 朗�，寺田洋平�，生野貴裕�，高木 亮�，神山 勲�，柴原孝彦�，野間弘康�，石原和幸�，村松 敬：

唾液中の口腔癌抑制遺伝子に関する研究，日口腔外会誌４８�，７９０，２００２．（第４７回日本口腔外科学会総会，
札幌市）HRC５A０７�口外Ⅰ，�微生物

３６．盧 靖文�，矢島安朝�，野間弘康�，村松 敬，嶋 香織，下野正基：舌扁平上皮癌における syndecan－１

の発現異常，第２６回日本頭頚部腫瘍学会プログラム予稿集２８�，４１６，２００２．（第２６回日本頭頚部腫瘍学会，
千葉市）Ａ７９‐０１６０‐２３細形研 �口外Ⅰ
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３７．河田英司�，一戸達也�，石井拓男�，井出吉信�，下野正基：SGDを取り入れた「情報科学」，日歯医教会２１回

抄集，３８，２００２．（第２１回日本歯科医学教育学会総会・学術大会，横浜市）�理工，�歯麻，�社会歯，�解剖

３８．Shimono, M., Enokiya, Y., Kichi, E., Hashimoto, S., Inoue, T.� : Immunohistochemical study of cytokera-

tins, BCL－２and PCNA in epithelia constituting odontogenic keratocyst and dentigerous cyst,１１th In-

ternational Associations of Oral Pathologists Program,１２１，２００２．（１１th International Associations of Oral Pa-

thologists.（IAOP）International Congress on Oral Pathology & Medicine.（ICOPM）, Singapore）細形研 �臨検査

３９．Hashimoto, S., Murakami, M.�, Kaneseki, T.�, Kobayashi, S.�, Matsuki, M., Shimono, M., Segawa, A.� :

Morpho－functional changes in cellular junctions during secretory stimulation in the perfused rat sub-

mandibular grand, The XVII International Symposium on Morphological Science Abstracts,

１４３，２００２．（The XVII International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Rumania）Ａ７５‐０１６０‐６，

Ａ７５‐０１６‐１２，科研費・基盤�１４５７１７５１，HRC５A０６細形研 実動施設 �国立岡崎共同研究機構・生理研，�国立

岡崎共同研究機構・CREST，�国立岡崎共同研究機構・基生研，�北里大・医・解剖

４０．Muramatsu, T., Ohta, K.�, Kizaki, H.�, Shimono, M. : Expression and distribution of osteopontin in mouse

salivary glands, The XVII International Symposium on Morphological Science Abstracts,２２４，２００２．（The

XVII International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Rumania）Ａ７５‐０１６‐１２，HRC５A０９，科研費・

若手�１４７７１０２８細形研 実動施設 �生化学

４１．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１０３�，２０，２００３．（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）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，	保存Ⅲ

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，歯科学報１０３�，５０，２００３．（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�保存Ⅲ，�理工，�補綴Ⅱ，�臨検査

４３．橋本貞充，村松 敬，嶋 香織，太田一正�，下野正基：唾液腺―水と蛋白分泌の協調機構・形態機能／

遺伝子発現からの３次元的アプローチ，歯科学報１０３�，５４，２００３．（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）HRC５A０６細形研 実動施設 �生化学

４４．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，歯科学報

１０３�，５７，２００３．（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，
�理工，�衛生，�生理，�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，	小児歯，
補綴Ⅲ，�矯正，�口外Ⅰ，脳科学研究施設，

�補綴Ⅰ

４５．太田一正�，木崎治俊�，村松 敬，谷本 豊�：唾液腺オステオポンチンの組織構築および唾液腺における

機能解析，歯科学報１０３�，５９～６０，２００３．（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）Ａ０２‐０１２０‐１，HRC５A０９細形研 実動施設 �生化学

―３６―



６．微 生 物 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ８１‐０１８０‐２）

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

石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ８９‐０１８０‐１）

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

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

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

（Ａ０１‐０１８０‐１）

大学院生 伊藤理恵子 Porphyromonas gingivalis と Treponema denticola の共凝集機構の解析

奥村 繁 感染防御機能としての肥満細胞の役割の解明

高橋 尚子 Actinobacillus actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成能と抗生物質感受性に関

する研究

宮地 弘治 Porphyromonas gingivalis Arg－Gingipain A DNA vaccine による防御性抗体の誘導

宮本 暦 Treponema denticola の表層に存在する dentilisin のサイトカインに対する影響の解

析

阿部 修 口腔ケアと気道感染症予防に関する研究

２．成果の概要

１）唾液中シスタチンのヒト歯肉線維芽細胞からの IL－６産生誘導能の解析（Ａ８３‐０１８０‐１，Ａ８１‐０１８０‐２）

シスタチンは，動物の体液などに含まれているシステインプロテアーゼ阻害作用のあるタンパク質で，大

きく３つのファミリーに分けられている．唾液中にはファミリー２シスタチンであるシスタチン SA，S，

SN，Dの４種が豊富に存在している．本研究では，抗シスタチン SA１血清や抗CDモノクローナル抗体を

用いて，シスタチン SAなどの唾液中ファミリー２シスタチンがヒト歯肉線維芽細胞表層の分子に結合し，

IL－６の産生を誘導することを明らかにした．また，その産生誘導に転写因子である nuclear factor κB

（NFκB）が関与していることを，NFκBサブユニット p５０および p６５を標的にしたTrans－AM NFκBキッ

ト（Active Motif 社）を用いて検討し，シスタチンがヒト歯肉線維芽細胞から IL－６を誘導する際にはNFκB

が活性化されていることを確認した．

Mol Immunnol ３９，４２３～４３０，２００２．

２）HIV血清陽性患者から分離されたマイコプラズマの熱ショックタンパク質

（Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１）

HIV感染患者において免疫不全が助長されるのにマイコプラズマの感染が関わっていることが示唆され

ている．本研究では，HIV血清陽性患者の口腔マイコプラズマについて検討した．４２名のHIV血清陽性患

者から Mycoplasma salivarium が５９．５％，Mycoplasma orale が１６．７％分離された．それ以外のMycoplasma

は，HIV 血清陽性患者の４０．５％から，また２４名の陰性対照者からは２０．８％分離された．供試したMycoplasma

からは，スーパー抗原の産生はみられなかったが，熱ショックタンパク質の産生は確認された．この熱

ショックタンパク質が，HIV血清陽性患者において何らかの免疫学的影響をおよぼしていることが示唆さ

れた．

Bull Tokyo Dent Coll ４３，２３１～２３６，２００２．

―３７―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

奥田 克爾 歯周病原因子の解析と歯周病
予防ワクチンの開発

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

Buffalo , New
York, USA

R. J. Genco

奥田 克爾
石原 和幸
加藤 哲男
本間 聖進

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

Buffalo , New
York, USA

H. K. Kura-
mitsu

奥田 克爾
君塚 隆太

歯周病原菌の生態学的特徴と
病原性の関係

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

Buffalo , New
York, USA

J. J. Zambon

石原 和幸 口腔スピロヘータの定着
メカニズムの解析

Dental Research Insti-
tute, Faculty of Den-
tistry , University of
Toronto

Toronto, Can-
ada

R. Ellen

本間 聖進 Bacteroides forsythus の分子
生物学的解析

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

Buffalo , New
York, USA

A. Sharma

加藤 哲男 唾液タンパクシスタチンの
機能解析

日本歯科大学新潟歯学部
生化学講座

新潟市 斎藤 英一

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

奥田 克爾 歯周病原菌はApoEノックアウトマウスの動脈硬化誘発性
サイトカイン産生を起こすか

科学研究費・基盤（B）

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

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

山中あゆみ デンタルプラーク形成に伴うバイオフィルム内の口腔細菌
の動態

科学研究費・若手（B）

君塚 隆太 老人性肺炎の病態解析（マウス肺炎モデルを用いた口腔細菌
バイオフィルム感染による病態解析）

科学研究費・若手（B）

奥田 克爾 歯周病原性 Treponema denticola の細胞侵入性解析 日本ワックスマン財団研究
助成金

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

加藤 哲男 唾液タンパクの抗菌活性と生体制御能 口腔科学研究センター

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

口腔科学研究センター

山中あゆみ クランベリーによる歯周病原性細菌バイオフィルム形成阻害 学長奨励研究

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―３８―



受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名

君塚 隆太 ２００２．３．６ Hatton Travel Awards Mixed infection with periodonto-
pathic anaerobes causes pulmo-
nary inflammation responses in
mice.

IADR

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

石原 和幸 ２００２．４．５ 口腔細菌と嚥下性肺炎 第４２回春季日本呼吸器学会総会 仙台市

加藤 哲男 ２００２．１１．３０ Influence of Actinobacillus

actinomycetemcomitans on host
immune responses

５０th annual meeting of
JADR

Sendai, Ja-
pan

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

奥田 克爾 ２００２．５．１５ 科学論文の書き方 平成１４年度東京歯科大学大学院
新入生学外総合セミナー

千葉市

奥田 克爾 ２００２．７．１３ 健康は口から 青森市歯科医師会主催「市民
講座」

青森市

奥田 克爾 ２００２．７．２４ 口腔ケアの必要性 ケアマネージャー講習会 富山市

奥田 克爾 ２００２．８．４
２００２．８．２５

歯科衛生士の感染予防 歯科衛生士会，厚生労働省主催 名古屋市
京都市

奥田 克爾 ２００２．９．２７ 感染の防止 日本学術会議主催「“健康寿命”
を延ばす歯周病医療」

東京

奥田 克爾 ２００２．９．２９ 口の健康でハッピィーライフ 滝川市健康まつり講演会 滝川市

奥田 克爾 ２００２．１０．１１
２００３．２．１２

歯周病の正体を探る 足立区千住保健総合センター
市民健康講座
足立区東和保健センター市民
健康講座

東京

東京

奥田 克爾 ２００２．１１．１７ 口腔内バイオフィルム感染症 鳥取県歯科医師会学術講演 倉吉市

奥田 克爾 ２００２．１１．２１ お口の健康でハッピーライフ 埼玉県羽生市市民健康まつり 羽生市

奥田 克爾 ２００２．１２．５ 口腔ケアで健康ライフ 群馬県歯科保健大会 前橋市

奥田 克爾 ２００３．３．１５ 健康を脅かす歯周病原菌 青森県歯科医師会学術講演会 三沢市

加藤 哲男 ２００２．１１．１６ きれいなお口で身体も元気
―健康をむしばむ口の中の細菌―

世田谷区歯科医師会主催
「区民のための学術講演会」

東京

加藤 哲男 ２００３．３．１５ 全身疾患の引き金となる口腔内
バイオフィルム

女医の会主催講演会 東京

５．研究活動の特記すべき事項

受 賞

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

―３９―



論 文

１．Sumida, S.�, Ishihara, K., Kishi, M.�, Okuda, K. : Transmission of periodontal disease－asssociated bacteria

from teeth to osseointegrated implant regions, Int J Oral Maxillofac Implants１７�，６９６～７０２，２００２．原著
分子生研 �補綴Ⅲ

２．Yamano, Y.�, Sawaki, K.�, Ishihara, K., Miyamoto, K.�, Ohno, K.�, Kawaguchi, M.� : Comparison of tempo-

ral changes in components of formalin guaiacol under several storage conditions, Bull Tokyo Dent Coll

４３�，６１～６７，２００２．原著 �第６学年学生，�薬理

３．Adachi, M.�, Ishihara, K., Abe, S., Okuda, K., Ishikawa, T.� : Effect of professional oral health care on the

elderly living in nursing homes, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodont９４�，１９１～
１９５，２００２．原著 �府中健康センター，�保存Ⅲ

４．Kato, T., Imatani, T., Minaguchi, K.�, Saitoh, E.�, Okuda, K. : Salivary cystatins induce interleukin－６ex-

pression via cell surface molecules in human gingival fibroblasts, Mol Immunol３９，４２３～４３０，２００２．原著

Ａ８３‐０１８０‐１，HRC５A０４分子生研，細生研 実動施設 �法歯，�日歯大・新潟歯・生化

５．Chattin－Kacouris, B. R., Ishihara, K., Miura, T., Okuda, K., Ikeda, M.�, Ishikawa, T.�, Rowland, R.� : Heat

shock protein of Mycoplasma salivarium and Mycoplasma orale strains isolated from HIV－seropositive pa-

tients, Bull Tokyo Dent Coll ４３�，２３１～２３６，２００２．原著 Ａ８１‐０１８０‐２分子生研 �神奈川県立こども医療
センター・歯科，�保存Ⅲ，�Univ. of California at San Francisco

６．Ihara, H.�, Miura, T., Kato, T., Ishihara, K., Nakagawa, T.�, Yamada, S.�, Okuda, K. : Detection of Campylo-

bacter rectus in periodontitis sites by monoclonal antibodies, J Periodontal Res３８，６４～７２，２００３．原著

細形研，分子生研 実動施設 �保存Ⅱ

７．山野由紀夫�，澤木康平�，石原和幸，宮本一彦�，大野勝己�，川口 充�：ホルマリン・グアヤコールの

種々保存条件下における成分変化の比較，歯科学報１０２�，４８９～４９４，２００３．原著 二次出版 �東歯大学生，

�薬理

解 説

１．奥田克爾：口腔内バイオフィルム感染症への新たな挑戦，歯界展望９９�，１０６１～１０６８，２００２．Ａ８１‐０１８０‐２

２．奥田克爾：口腔内バイオフィルム感染症の特徴，日顎咬合会誌２３�，１３２～１３９，２００３．Ａ８１‐０１８０‐２，HRC５A０２
細形研，分子生研

単 行 図 書

１．奥田克爾：著分担：日本外科感染症研究第１４巻 �バイオフィルム感染症 １～７頁，第１４回日本外科感染症
研究会事務局，市川市，２００２．Ａ８１‐０１８０‐２

そ の 他

１．奥田克爾：バイオフィルム感染症，今日の感染症２１�，３～５，２００２．対談

―４０―



２．奥田克爾：健康を脅かす口腔細菌，平成１４年度第５回感染症予防歯科衛生士講習会テキスト，１６～２２，

２００２．Ａ８１‐０１８０‐２

３．奥田克爾，高田 豊�：歯科の心電図を医科の医師が解析するという共同作業は重要ですね，口腔と全身の

健康との関係，４～１５，２００２．対談 �九歯大・内科

４．奥田克爾：歯周病原性グラム陰性菌による呼吸器感染症起因性に関する研究，平成１２－１４年度科学研究費

補助金研究成果報告書，２００３．科学研究費補助金（萌芽）１１８７７３６８細形研，分子生研 実動施設

５．石原和幸：歯周病原性細菌の免疫抑制物質の分子生物学的解析，平成１２－１４年度科学研究費補助金研究成果

報告書，２００３．科学研究費補助金（萌芽）１１８７７３３１細形研，分子生研，細生研 実動施設

６．君塚隆太：歯周病原性細菌の病原性因子の生化学的分子生物学的解析，平成１２－１４年度科学研究費補助金

研究成果報告書，２００３．科学研究費補助金（奨励A）１２７７１０９５細形研，分子生研 実動施設

学 会 抄 録

１．石原和幸：口腔細菌と嚥下性肺炎，日呼吸会誌４０（増刊），７４，２００２．（第４２回日本呼吸器学会総会，仙台市）

Ａ８９‐０１８０‐１分子生研

２．石原和幸，伊藤理恵子，宮地弘治，奥田克爾：心冠動脈疾患部位での歯周病原性菌の検出，日細菌誌５７�，
１８４，２００２．（第７５回日本細菌学会総会，横浜市）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１分子生研

３．山中あゆみ，君塚隆太，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾：クランベリーの口腔細菌に対する付着阻害効果，

日細菌誌５７�，３４６，２００２．（第７５回日本細菌学会総会，横浜市）Ａ９２‐０１８０‐１脳科学研

４．君塚隆太：老化マウス肺への歯周病原菌混合感染によって誘導された炎症性サイトカインの動態解析，歯科

学報１０２�，５０３，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９３‐０１８０‐１，学長奨励研究報告 細形研，
分子生研 実動施設

５．加藤哲男，今谷哲也，水口 清�，奥田克爾：シスタチン刺激によるCD４陽性T細胞からのサイトカイン

産生誘導，歯科学報１０２�，５３８，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ８３‐０１８０‐１，HRC５A０４
分子生研，細生研 �法歯

６．宮本 暦，石原和幸，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin は IL－２を分解する，歯基礎医会誌

４４�，４０４，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会，東京）HRC５A０１，HRC５A０２分子生研 実動施設

７．加藤哲男，今谷哲也，水口 清�，斎藤英一�，三浦 直�，奥田克爾：シスタチンのヒト細胞からのサイト

カイン産生誘導能の解析，歯基礎医会誌４４�，４４５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会，東京）Ａ８３‐０１８０‐１，
HRC５A０４分子生研，細生研 実動施設 �法歯，�日歯大・新潟歯・生化，�化学

８．奥田克爾：感染の防止，日本学術会議研連シンポジウムプログラム，９～１０，２００２．（日本学術会議研連

シンポジウム，東京）Ａ８１‐０１８０‐２，HRC５A０２細形研，分子生研，細生研
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９．矢崎有里子�，石原和幸，奥田克爾，山田 了�：抗 gingipain 抗体による Porphyromonas gingivalis オプソニン

活性，日歯周病会誌４４（秋季特別号），８６，２００２．（第４５回秋季日本歯周病学会学術大会，広島市）分子生研

実動施設 �保存Ⅱ

１０．山崎智子�，稲垣 覚�，石原和幸，奥山慶子�，浅野裕之�，奥田克爾，山田 了�：Porphyromonas gingivalis

gingipain catalytic domain に対する歯周炎患者の免疫応答，日歯周病会誌４４（秋季特別号），１４９，

２００２．（第４５回秋季日本歯周病学会学術大会，広島市）分子生研 �保存Ⅱ

１１．宝田恭子�，本間聖進，君塚隆太，奥田克爾，加藤哲男：精油の口腔細菌に対する抗菌性，第８５回日本細菌

学会関東支部総会講演抄録集，６，２００２．（第８５回日本細菌学会関東支部総会，東京）分子生研，細生研 �東京都

１２．佐々木脩浩：ELISAによるコンポジットレジン充填後の唾液中のビスフェノールA（BPA）の測定，歯科

学報１０２�，７９６，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）

１３．矢崎有里子�，石原和幸，中川種昭�，関谷 栄�，奥田克爾，山田 了�：抗 gingipain 抗体による Porphy-

romonas gingivalis オプソニン活性，歯科学報１０２�，７９７，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
分子生研 実動施設 �保存Ⅱ

１４．宮本 暦，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin によるマウス IL－２分解活性，

歯科学報１０２�，７９８，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）分子生研 実動施設

１５．石原和幸，伊藤理恵子，宮地弘治，南淵明宏�，奥田克爾：歯周病原性嫌気性菌は心冠状動脈を含む動脈

疾患部位から検出される，第３３回日本嫌気性菌感染症研究会講演抄録集，３９，２００３．（第３３回日本嫌気性菌

感染症研究会，広島市）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１細形研，分子生研 実動施設 �大和成和病院心臓病センター

１６．石原和幸，奥田克爾：歯周病原性細菌の心冠状動脈疾患からの検出，日歯医学会誌２２，１１１，２００３．（歯科

医学を中心とした総合的な研究を推進する集い，東京）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１分子生研
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７．薬 理 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

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

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

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

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

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

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

糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

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

（Ａ９６‐０２１０‐２）

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

内田 仁志 唾液腺における β３アドレナリン受容体の存在と特性に関する研究

（Ａ００‐０２１０‐４）

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

２．成果の概要

１）糖尿病モデル動物における唾液分泌抑制作用と機能解析（Ａ９３‐０２１０‐２）

本研究は，ストレプトゾトシン（STZ）６０mg／kg を腹腔内投与してから１４日後に尿糖値が強陽性を示し

た個体について，組織の変化，多尿と唾液分泌機能の関係，唾液腺細胞におけるムスカリン受容体の感受性

の変化について解析し次の結果を得た．

� 絶水状態では，糖尿病ラットにおいてピロカルピン刺激および無刺激時の唾液分泌量は，正常ラット

に比べて有意に減少した．この期間中の尿量と唾液分泌量の間に負の相関が認められた．

� 無刺激での唾液分泌量において糖尿病ラットと正常ラットの間に差は認められなかった．しかし，ピ

ロカルピン刺激時の唾液分泌量は糖尿病ラットで明らかに減少し，感受性の低下が示唆された．インス

リンは約５０％の回復効果があった．

� ［３H］QNBを用いたムスカリン受容体の膜結合実験の結果から，糖尿病ラットの耳下腺では受容体

数の減少，顎下腺では親和性の低下が認められた．また，ピロカルピンとカルバコールによる結合阻害

実験から，糖尿病ラットの唾液腺では，ムスカリン受容体の感受性の低下が示唆された．

� 糖尿病ラットの唾液腺の組織学的な検索の結果，耳下腺では脂肪変性を生じた細胞が数多く観察され

たが，顎下腺では形態的な変化および脂肪変性のいずれも認められなかった．

以上の結果から，STZ糖尿病ラットにみられる唾液分泌量の減少は，唾液腺細胞膜のムスカリン受容体

の質的，量的減少による感受性の低下と糖尿病に付随して起こる多尿が大きく関与していることが明らかに

された．

２）ベンゾジアゼピン類の細胞内情報伝達系への影響（Ａ９４‐０２１０‐２）

本研究は，ラット耳下腺腺房細胞を用いて，唾液分泌における重要な役割を果たしているイノシトールリ

ン脂質代謝系に対するジアゼパム（DZP）の影響を調べた．

� 末梢型および中枢型両ベンゾジアゼピン（BDZ）受容体のアゴニストであるDZP（１０－９M～１０－５M）
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は，ムスカリン受容体アゴニストであるカルバコール（CCh）刺激によるイノシトール１，４，５－三

リン酸（IP３）産生を用量依存性に減少させた．１０－５Mで最大の抑制作用を示し，IP３産生は最大レベル

の６３％まで有意に減少した．

� DZP の IP３抑制作用は，末梢型および中枢型BDZ受容体のアンタゴニストである PK１１１９５とフルマ

ゼニルによって阻害された．

� CCh による IP３産生曲線は，DZPによって下方向に移行する非競合的阻害を示した．

� DZP は，耳下腺細胞膜のGTP結合蛋白質とホスファチジルイノシトール４，５－二リン酸（PIP２）

特異的ホスホリパーゼC（PLC）活性を阻害しなかった．しかし，PLC活性は塩化コリンによって阻

害された．

� DZP は，ムスカリンおよび α１－アドレナリン受容体刺激による耳下腺細胞内Ca２＋濃度の増加を減少

させた．

以上の結果から，DZPによる IP３産生抑制作用は，細胞膜のムスカリン受容体，GTP結合蛋白質，PLC

に対するDZPの直接的な作用ではなく，BDZ受容体を介した作用であることが強く示唆された．さらに，

耳下腺細胞内の IP３と Ca２＋量の減少が，DZPによる唾液分泌抑制と密接に関連していることが示唆された．

Br J Pharmacol １３７，９４５～９５２，２００２．

３）ホルマリン・グアヤコールの種々保存条件下における成分変化の比較

本研究は，根管消毒剤として使用されているホルマリン・グアヤコール（FG）の種々の保存条件下にお

けるFGの成分量および抗菌力の変化を調べ，FGの最適な管理条件を提示した．

� FG成分に対する保存条件の影響

密栓状態では，４，２０，３０，３７℃の各温度条件で褐色ビンに保存した時，および２０℃の温度条件で褐

色ビンと無色ビンで蛍光灯下に保存した時のいずれも，FG中のホルムアルデヒドとグアヤコール量

は，１－４週間の負荷試験後も顕著な変化は認められなかった．一方，半開栓状態で暗所に保存した

時，ホルムアルデヒド量は保存温度と保存期間に依存して減少した．１週間後では３７℃下で保存した時

にのみ６８％と著明な減少が認められたが，２週間後からは各温度条件で８３％，７４％，７０％，１４％，３週

間後で７３％，４９％，５６％，５．６％，４週間後で６９％，３０％，２６％，０％に減少した．また，グアヤコー

ル量も減少したが，その減少率はホルムアルデヒドの減少率に比べて低かった．さらに半開栓した褐色

ビンと無色ビンを２０℃の温度条件で蛍光灯下に保存した時，４週間後でホルムアルデヒドとグアヤコー

ル量はそれぞれ対照値（０週間）と比較して褐色ビンではそれぞれ３０％，７２％に減少し，無色ビンでは

２２％，７７％に減少した．

� FGの性状変化に対する保存条件の影響

密栓した褐色ビンに保存したFGは，温度，光負荷実験を行った４週間後も視覚的に認められる性状

の顕著な変化はみられなかった．半開栓の褐色ビンに保存した時にFGの粘性が経時的に増加したが，

変色はみられなかった．しかし，無色ビンに保存した時には密栓，半開栓ビンのいずれも蛍光灯照射に

よりFGの粘性が増加し，赤褐色に変色し，結晶の析出がみられた．

� FGの抗菌力に対する保存条件の影響

密栓した褐色ビンおよび無色ビンに保存したFGは，温度，光負荷実験を行った４週間後も S.

aureus, P. gingivalis, P. endodontalis に対する抗菌力はほとんど変化しなかった．しかし，半開栓した褐

色ビンと無色ビンに保存した時には，温度，光負荷実験のいずれにおいてもFGの抗菌力は経時的に低

下した．その低下率は，ホルムアルデヒド量の減少率とほぼ一致していた．

以上の結果から，FGの管理に際しては，気密性と遮光性を保つことが重要である．この条件によりFG

の成分量，性状，抗菌力は長期にわたって変化することなく安定した薬物の効果が得られる．

Bull Tokyo Dent Coll ４３，６１～６７，２００２．

歯科学報 １０２，４８９～４９４，２００３．二次出版
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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

川口 充
矢崎 欽也

歯科専用薬物の活性酸素・フ
リーラジカルの消去作用につ
いて

独立行政法人放射線医学
総合研究所放射線安全
研究センター

千葉市 小澤 俊彦

川口 充
王 久子

歯科口腔領域における遺伝子
治療

Gene Therapy & Thera-
peutics Branch, NIDCR,
NIH

Bethesda, Mary-
land, USA

B. J. Baum

王 久子 カンジダ症に対するヒスタチ
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オーガナイザー 年月日 演 題 学 会 名 開催地

川口 充 ２００２．３．２４
～２６

Functional coupling and local-
ization of the central com-
mand and peripheral central
through neuromodulation by
the inhibitory and excitatory
amino acids.

The７６th Annual Meeting of
The Japanese Pharmacologi-
cal Society

福岡市

シンポジスト 年月日 講 演 演 題 学 会 名 開催地

川口 充 ２００２．３．２４
～２６

Pharmacological specificities
and localization of GABA/ben-
zodiazepine receptor coupling
in the salivary gland

The７６th Annual Meeting of
The Japanese Pharmacologi-
cal Society

福岡市

演 者 年月日 講 演 演 題 学 会 名 開催地

川口 充 ２００２．１１．１０ 治療中の症状の増悪や軽減につ
いて（処置と経口投薬）
―ゲノム医療の中の歯科薬物
治療を考える―

日本臨床歯内療法学会
第９回 JEA認定医セミナー

さいたま市

川口 充 ２００２．１１．２９ 口臭―研究と診断の現状― 東京歯科大学八輪会河口湖
セミナー

甲府市

シンポジウム企画

シンポジウム

特別講演
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論 文

１．Yamano, Y.�, Sawaki, K., Ishihara, K.�, Miyamoto, K., Ohno, K., Kawaguchi, M. : Comparison of temporal

changes in components of formalin guaiacol under several storage conditions, Bull Tokyo Dent Coll

４３�，６１～６７，２００２．原著 �６th Grade Student, �微生物

２．Kujirai, M., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Inhibitory effect of diazepam on muscarinic receptor－stimulated

inositol １，４，５－trisphosphate production in rat parotid acinar cells, Br J Pharmacol１３７�，９４５～
９５２，２００２．原著 HRC５A１３学位論文 細生研 実動施設

３．Ueda, J.�, Takeshita, K.�, Matsumoto, S.�, Yazaki, K., Kawaguchi, M., Ozawa, T.� : Singlet oxygen－medi-

ated hydroxyl radical production in the presence of phenols : whether DMPO‐・OH formation really in-

dicates production of ・OH？, Photochem Photobiol７７�，１６５～１７０，２００３．原著 �放射線医学総合研究所

４．山野由紀夫�，澤木康平，石原和幸�，宮本一彦，大野勝己，川口 充：ホルマリン・グアヤコールの種々保存

条件下における成分変化の比較，歯科学報１０２�，４８９～４９４，２００３．原著 二次出版 �東歯大学生，�微生物

解 説

１．川口 充：唾液腺機能診断と機能回復の展開，日歯医師会誌５５�，１５～２５，２００２．

２．河田英司�，矢崎欽也：漂白剤の歯髄への浸透，DE（１４３），２１～２４，２００２．�理工

３．和泉正丈�，川口 充，山口秀晴�：Bone morphogenetic protein（BMP）の多型性と機能特性，歯科学報

１０２�，７６４～７７１，２００２．Ａ‐０２‐０２１０‐５分子生研 実動施設 �矯正

学 会 抄 録

１．Kawaguchi, M., Sawaki, K., Yamagishi－Wang, H., Okubo, M., Baum, B. J., Yamane, G.�, Yamamoto, T.�,

Motegi, E.� : The basic recearch for developing methods of diagnosis and examination on the function

of salivary glands, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１５４～１５５，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center
Tokyo Dental College, Chiba）HRC５A１３細形研，分子生研，細生研 実動施設 �市病・オーラルメディシン，�生理，

�矯正

２．Ichinohe, T.�, Kaneko, Y.�, Mamiya, H.�, Agata, H.�, Kasahara, M.�, Matsuura, N.�, Kawaguchi, M., Shiba-

hara, T.�, Yonezu, H.�, Shibukawa, Y.� : Establishment of a guideline for the treatment of chronic in-

tractable pain in the maxillofacial region, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１１７～１１９，２００２．（Workshop２００２
Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）HRC３A０７脳科学研 �歯麻，�口外Ⅰ，�口外Ⅱ，�生理

３．宮本一彦，大久保みぎわ，王 久子，澤木康平，川口 充：耳下腺におけるβ－アドレナリン受容体サブ

タイプに関する研究，歯科学報１０２�，５０４，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）

４．矢崎欽也，河田英司�，上田順市�，小田 豊�，小澤俊彦�：過酸化物を主成分とした歯の漂白剤の歯質に

及ぼす影響と活性酸素の働き，歯科学報１０２�，５０８，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）�理工，
�放射線医学総合研究所
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５．Kawada, E.�, Yazaki, K., Matsumoto, M.�, Hattori, M.�, Hasegawa, K.�, Yoshinari, M.�, Oda, Y.� : Penetra-

tion of pulp chamber by vital tooth bleaching in vitro, Transactuins of the Fourth International Con-

gress on Dental Materials１６，１７３，２００２．（４th Internationl Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）

�理工

６．大瀬茂靖，矢崎欽也，川口 充：フェノール系歯科専用消毒薬の細胞活性に及ぼす影響，歯科学報１０２�，
８０５，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）Ａ９４‐０２１０‐２

７．佐藤寿宏，大久保みぎわ，川口 充：ジメルカプトプロパンスルホン酸ナトリウム（DMPS）によるシスプ

ラチンの細胞毒性増強効果の解析，歯科学報１０２�，８０６，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
Ａ‐９０‐０２１０‐２実動施設

８．三村俊男，矢崎欽也，川口 充：酸素ラジカルに対するフェノール化合物の消去効果，歯科学報１０２�，
８３９，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）

９．馬場裕史，澤木康平，川口 充：ベンゾジアゼピン化合物の唾液分泌抑制効果，歯科学報１０２�，８４１，
２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）

１０．川口 充，王 久子，大久保みぎわ，柏原理枝子，澤木康平，渡辺正人：口腔乾燥症を誘発する向精神薬の

標的受容体，日薬理誌１２０�，１２，２００２．（第１０６回日本薬理学会関東部会，東京）

１１．天谷哲也�，五十嵐章浩�，篠原 崇�，瀧澤雅一�，高瀬保晶�，平井義人�，矢崎欽也，川口 充：Er：YAG

レーザー照射により酸素ラジカルが発生するか―FTIR を用いたペントース分解法による検討―，日歯

保存誌４５（秋季特別号），１５３，２００２．（第１１７回日本歯科保存学会，徳島市）細形研，分析生研 �保存Ⅲ

１２．大野勝己，大久保みぎわ，王 久子，原理枝子，澤木康平，川口 充：局所麻酔薬誘発性痙攣におけるGABA

�受容体・Cl－チャネル複合体の関与，歯薬物療２１�，１０９～１１０，２００２．（第２１回日本歯科薬物療法学会，
広島市）

１３．宮本一彦，大久保みぎわ，王 久子，原理枝子，矢崎欽也，川口 充：耳下腺におけるβアドレナリン受容体

サブタイプの存在と機能的役割，歯薬物療２１�，１２２，２００２．（第２１回日本歯科薬物療法学会，広島市）

１４．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�：顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療指針の検討オトガイ神経電気刺激に

よる痛覚誘発農事場へのケタミンの影響，歯科学報１０３�，７～８，２００３．（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）シンポジウム HRC３A０７脳科学研 �水病・麻酔科，�歯麻，�口外Ⅰ，

�口外Ⅱ，�生理，�法歯

１５．一戸達也�，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指針の検討，歯科学報１０３�，２９～３１，２００３．（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 �歯麻，�水病・麻酔科，�口外Ⅰ，

�口外Ⅱ，�生理
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１６．川口 充，澤木康平，王 久子，大久保みぎわ，Bruce, B. J., 山根源之�，山本 哲�，茂木悦子�：唾液腺

の機能診断および検査技術の展開を目的とした基礎的研究，歯科学報１０３�，６７～６８，２００３．（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）HRC５A１３細形研，分子生研，細生研 実動施設

�市病・オーラルメディシン，�生理，�矯正

１７．澤木康平，川口 充，大久保みぎわ，王 久子，矢崎欽也，和泉正丈�：ラット耳下腺細胞内Ca２＋濃度に対

するジアゼパムの影響，日薬理誌１２１�，３０，２００３．（第１０７回日本薬理学会関東部会，甲府市）HRC５A１３
実動施設 �矯正

１８．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Okubo, M., Sawaki, K. : Pharmacological specificities and localiza-

tion of GABA/benzodiazepine receptor coupling in the salivary gland, J Pharmacol Sci９１（Suppl１），

４１，２００３．（７６th Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society, Fukuoka, Japan）HRC５A１３実動施設

１９．Sawaki, K., Kawaguchi, M., Okubo, M., Izumi, M.�, Ogane, M., Uchida, H. : Effect of benzodiazepines on

Ca２＋ response in rat parotid cells, J Pharmacol Sci９１（Suppl１），１２５，２００３．（７６th Annual Meeting of The

Japanese Pharmacological Society, Fukuoka, Japan）HRC５A１３ RI 研実動施設 �矯正
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８．歯 科 理 工 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 小田 豊 粉末冶金の歯科応用に関する研究（Ａ８１‐０２４０‐７）

歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）

助 教 授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）

高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）

吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）

Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化（Ａ０２‐０２４０‐２）

講 師 長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究（Ａ９６‐０２４０‐２）

助 手 服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）

松本まき子 In を添加した低カラット金合金の物性についての研究（Ａ０１‐０２４０‐１）

大学院生 劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究（Ａ９９‐０２４０‐２）

高木 亮 チタン粉末（パウダーメタル）を用いたチタンの接合に関する研究

（Ａ９９‐０２４０‐３）

阿部 智行 チタンおよびチタン合金補綴物の変色と腐食（Ａ００‐０２４０‐１）

勢島 尚 Bisphosphonate を固定したハイドロキシアパタイトの破骨細胞活性化抑制効果に

関する研究（Ａ０１‐０２４０‐２）

専 攻 生 今西 泰彦 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）

２．成果の概要

１）歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）

パラジウムを５mass％固定とし，銀銅を共晶組成とした合金について動電位分極挙動，変色，溶出試験

を行った結果以下の結論が得られた．金含有量が低下するにつれ耐食性，耐変色性が低下した．動電位分極

挙動において，市販の金銀パラジウム合金と同等の過不動態電位とするには約３０mass％以上の金含有量が

必要であった．変色試験，溶出試験において，市販の金銀パラジウム合金と同等の耐変色性，耐食性を維持

する為には約４０mass％以上の金含有量が必要であった．

歯科インプラントのアバットメントとインプラント上部構造物の接合における腐食挙動を明らかにするた

めに，チタンおよびチタン合金と歯科用合金をスクリューで接合させ，電気化学的性質を調べた．自然電極

電位および動電位分極挙動の測定結果から，以下のことが明らかとされた．接合試料の自然電極電位および

腐食電位は各々の合金単体の電位の中間の電位を示した．接合試料の不動態保持電流密度は，合金単体より

も高い電流密度を示し，この原因として，ガルバニックアクションよりも隙間腐食の影響が大きいと考えら

れた．また，接合試料の過不動態化電位は，合金単体の低電位側の金属に依存し，金銀パラジウム合金では

０．３V付近，金合金では０．８V付近にあり，チタンおよびチタン合金の同種の接合では１．５V以上であった．

従って，チタンおよびチタン合金と同種の接合は，チタンおよびチタン合金と金銀パラジウム合金の接合よ

り耐食性に優れていると考えられた．

歯科材料・器械 ２１，３０２～３０７，２００２．

歯科学報 １０２，６６５～６７５，２００２．

２）高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）

１９９８年よりわが国において有髄変色歯の漂白を目的にしたHi－Lite（３５％過酸化水素水含有）が認可市

販されるようになった．これに伴い，漂白効果とともに術後の為害性が懸念されるようになった．そのため

―５０―



日本歯科医師会から委託研究を受け，漂白効果と為害性の原因についての調査を行った．

漂白効果については歯質の表面処理を行わない場合，シェードガイドでおよそ１段階の色調の変化が，酸

処理を行った場合，２～３段階の色調の変化を認めた．為害作用の原因については過酸化水素の歯髄への到

達を想定し，ルミノール反応を応用した実験を組み立てた．その結果，漂白操作で過酸化水素が歯髄まで到

達することが判明し，多い場合０．１mMに達した．この濃度は非常に高く術後疼痛を起こすには十分な量と

考えられた．

漂白効果の出現は過酸化水素の浸透に大きく関与していると考え，歯面の処理，作用時間，光の影響，作

用回数等の条件を種々与え現在歯髄腔への過酸化水素の到達量を定量化している．

３）セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）

ドライプロセス法による薄膜形成技術を生体材料，特に歯科インプラントに応用すべく，各種薄膜を付与

しそれらの物性を調査するとともに，それらに骨粗鬆症治療薬Bisphosphonate を固定し，骨形成能，細菌

付着抑制能を検討した．その結果，Bisphosphonate を固定したチタン表面は in vivo 試験で骨形成能に優れ

ることが明らかとなり，本剤を固定したインプラントは骨形成に有効な微小環境を提供することが期待で

き，in vivo 試験でもその有効性が確認された．また，歯周病原菌の付着を抑制するには，アルミナ薄膜お

よびフッ素イオン注入が有効であることが明らかとなった．

Biomaterials ２３，２８７９～２８８５，２００２．

Materials Transactions ４３，２４９２～２５０１，２００２．

４）Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化―タンパク質固定化技術の確立―（Ａ０２‐０２４０‐２）

Tissue Engineering における Scaffold は，組織形成のための細胞の単なる足場としてではなく，細胞の

増殖・分化にとって重要な役割を果たす．このなかで各種タンパク質，生理活性物質，薬剤を Scaffold へ固

定するとともにそれらの徐放性を制御する技術はTissue Engineering おけるキーテクノロジーになると考

えられる．本研究はタンパク質固定化技術を確立し，Tissue Engineering による歯根膜，口腔粘膜，顎骨

の再生に応用することを目的とした．リン酸カルシウム膜に赤外線急速加熱処理を施し，結晶性と溶解性を

検討した結果，比較的低温の熱処理で膜とチタン基板との密着性を損なわずに，膜の溶解性をコントロール

できることが明らかとなった．この技術は，リン酸カルシウムと affinity のあるタンパク質や薬剤を材料に

固定し，それらを徐放させることが可能であることを示した．また，チタンへの有機被膜（HMDSO）の

コーティングはFibronectin の固定に有効であることが確認された．

J Periodontol ７３，８５２～８６０，２００２．

J Biomed Mater Res ６５A，３５９～３６８，２００３．

Biomaterials ２４，２７１１～２７１９，２００３．

５）歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）

チタンは耐食性や生体親和性に優れる反面，融点が高く，活性が高い金属であることが知られている．１９７０

年代後半よりチタン専用の鋳造機の開発によってチタン鋳造体による歯科修復物や補綴物の作製が可能にな

り，現在までに様々な研究開発が行われている．本研究では，新しい歯冠修復用の鋳造用チタン合金の開発

を目的とし，Ti－Cu 合金に Si，Cr，Zr を添加した試作三元合金の評価を行った結果，Cr を少量添加する

ことで機械的性質が向上することを明らかにした．臨床応用を考えると延性の改善が必要であることから，

Ti－Cu－Cr 合金の熱処理による検討を行ったが，延性の改善は認められなかった．

日本歯科産業学会誌 １６，３７，２００２．

チタンと歯科臨床 １，２７，２００３．
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吉成 正雄 Bisphosphonate の局所投与によるインプラント周囲骨の
改善

科学研究費・基盤（C）
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講演

吹田市
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事業」に係わる研究講演会
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河田 英司 ２００２．９．９ 学内無線 LANを使用した新しい
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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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共用試験等
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科研費・基盤� 細形研，細生研，分析生研 �臨検査，�解剖，�超微構造，�口外Ⅰ，�微生物，�RI 研

８．服部雅之，吉成正雄，小田 豊：Ti－Cu 合金への Cr の添加効果について，日歯産会誌１６�，３７，２００２．
（第１７回日本歯科産業学会学術講演会，東京）Ａ‐９９‐０２４０‐１，科研費・若手� 細形研，分析生研

９．吉成正雄，服部雅之，小田 豊：チタンコーティング・カーボンフォームのTissue Engineering 用 Scaffold

への応用，日歯産会誌１６�，４８，２００２．（第１７回日本歯科産業学会学術講演会，東京）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，
科研費・基盤� 細形研，細生研，分析生研

１０．崎山浩司�，井出吉信�，阿部伸一�，田崎雅和�，吉成正雄，松坂賢一�，井上 孝�，下野正基�：骨格筋細胞

に対する機械的伸展刺激の影響，歯科学報１０２�，５０６，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）
�解剖，�生理，�臨検査，�病理

１１．矢崎欽也�，河田英司，上田順市�，小田 豊，小澤俊彦�：過酸化物を主成分とした歯の漂白剤の歯質に

及ぼす影響と活性酸素の働き，歯科学報１０２�，５０８，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）�薬理，
�放射線医学総合研究所

１２．高木 亮，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，小田 豊：チタン粉末を用いたチタンの接合に関する研究，

歯科学報１０２�，５０９，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１３．松本まき子，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，小田 豊，河田英司：低カラット金合金の物性について

―電気化学的腐食挙動と変色―，歯科学報１０２�，５１０，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１４．岡崎正之�，石川邦夫�，平 雅之�，土井 豊�，伴 清治�，松本卓也�，山下仁大	，吉成正雄：次世代の

骨再生・再建材料，歯科材料・器械２１（Special Issue４０），３９，２００２．（第４０回日本歯科理工学会学術講演会，

塩尻市）�広大・大学院・生体材料，�九大・大学院・生体材料，�岩医大・歯・理工，�朝日大・歯・理工，�鹿大・

歯・理工，�阪大・大学院・バイオマテリアル，	東医歯大・生材研・無機

―５６―



１５．松本まき子，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：In を添加した低カラット金合金の

物性について，歯科材料・器械２１（Special Issue４０），５９，２００２．（第４０回日本歯科理工学会学術講演会，塩尻市）

Ａ‐０１‐０２４０‐１分析生研

１６．早川 徹�，吉田浩輝�，長井 恵�，吉成正雄，根本君也�：プラズマCVD法による有機薄膜コーティング，

歯科材料・器械２１（Special Issue ４０），９２，２００２．（第４０回日本歯科理工学会学術講演会，塩尻市）�日大・松戸歯・

理工，�日大・松戸歯・総合歯科

１７．吉成正雄，劉 佳，高木 亮，阿部智行，勢島 尚，小田 豊：線維芽細胞の動態に及ぼすMulti－groove

の影響，歯科材料・器械２１（Special Issue ４０），９７，２００２．（第４０回日本歯科理工学会学術講演会，塩尻市）

Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤� 細形研，細生研，分析生研

１８．熱田 生�，山座孝義�，吉成正雄，白岩 昌�，室谷春江�，城戸瑞穂�，寺田善博�，田中輝男�：インプラント

体周囲粘膜上皮の形成過程におけるラミニン５の発現，歯基礎医会誌４４�，７９，２００２．（第４４回歯科基礎
医学会学術大会ならびに総会，東京）�九大・大学院・咀嚼機能制御，�九大・大学院・硬組織構造，�九大・大学院・

咀嚼機能再建

１９．Hayakawa, T.�, Yoshinari, M., Uchiyama, S.�, Nemoto, K.� : Binding of cell－adhesive protein on titanium

surface using tresyl chloride, Transactions of the ４th International Congress on Dental Materials

１６，１３１，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）�日大・松戸歯・理工

２０．Kawada, E., Yazaki, K.�, Matsumoto, M., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Oda, Y. : Penetration of

pulp chamber by vital tooth bleaching in vitro, Transactions of the ４th International Congress on

Dental Materials１６，１７３，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）�薬理

２１．Seshima, H., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y., Nomura, T.�, Shibahara, T.� : Adsorption and release

properties of bisphosphonate on complex materials with bisphosphonate and hydroxyapatite, Transac-

tions of the４th International Congress on Dental Materials１６，２５６，２００２．（４th International Congress on

Dental Materials, Honolulu, USA）�口外Ⅰ

２２．Yoshinari, M., Seshima, H., Kawada, E., Oda, Y., Inoue, T.�, Murakami, S.�, Shimono, M.� : Characteriza-

tion and bone response of bisphosphonate－immobilized titanium surfaces, Transactions of the ４th

International Congress on Dental Materials１６，２５７，２００２．（４th International Congress on Dental Materials,

Honolulu, USA）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤� 細形研，細生研，分析生研 �臨検査，�病理

２３．Aoki, T.�, Watanabe, I.�, Hattori, M., Oda, Y., Hosoi, H.�, Okabe, T.� : Effect of alloying copper on me-

chanical properties of Ti－６Al－４V alloy, Transactions of the４th International Congress on Dental

Materials１６，２８８，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）�鶴見大・歯・補綴Ⅰ，

�ベイラー大・歯・生体材料

２４．Oda, Y., Matsumoto, M., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E. : Development of a dynamic

artificial mouth－Measurement of occlusal force by a dental prescale－, Transactions of the４th Interna-

tional Congress on Dental Materials１６，３１０，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu,

USA）科研費・萌芽分析生研
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２５．吉成正雄，勢島 尚，服部雅之，長谷川晃嗣，河田英司，小田 豊，松坂賢一�，井上 孝�：線維芽細胞の

動態に及ぼすMulti－groove の影響，歯科学報１０２�，８００，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
�臨検査

２６．松坂賢一�，小池吉彦�，村上 聡�，元吉康乃�，吉成正雄，勢島 尚，小田 豊，井上 孝�：インプラント

の表面改質による生体内 tissue engineering―scaffold としての応用時の細胞動態と遺伝子発現制御―，

歯科学報１０２�，８０１，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）�臨検査

２７．吉成正雄，松坂賢一�，井上 孝�，小田 豊，下野正基�：歯科インプラント用チタンの生体機能化，日本

金属学会講演概要，１０６，２００２．（第１３１回日本金属学会，吹田市）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤� 細形研，

細生研，分析生研 �臨検査，�病理

２８．小田 豊，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司：In 添加Ag－Au－Cu－Pd 系合金の物性について，

第５０回国際歯科研究学会日本部会総会・学術大会プログラム抄録集，１０６，２００２．（第５０回国際歯科研究学会

日本部会総会・学術大会，仙台市）Ａ‐９５‐０２４０‐１分析生研

２９．吉成正雄，小田 豊，松坂賢一�，井上 孝�，久門哲也�，竹内芳美�，沢田 潔�，河合知彦�：Multi－groove

による細胞外基質（ECM）の配列制御，第２４回日本バイオマテリアル学会大会予稿集，１４８，２００２．

（第２４回日本バイオマテリアル学会大会，東京）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤� 細形研，細生研，分析生研

�臨検査，�電気通信大，�㈱ファナック

３０．井手貴治�，後藤哲哉�，吉成正雄，白岩 昌�，鮎川保則�，田中輝男�：高脂血症治療薬シンバスタチンの

チタンプレート上における骨形成誘導効果の検索，第２４回日本バイオマテリアル学会大会予稿集，１５５，

２００２．（第２４回日本バイオマテリアル学会大会，東京）�九大・大学院・口腔顎顔面病態，�九歯大・解剖Ⅰ，�九大・

大学院・口腔機能修復，�九大・大学院・口腔常態

３１．梶原 浩�，後藤哲哉�，山座孝義�，伊山慎二�，鮎川保則�，吉成正雄，田中輝男�：純チタンインプラント

とビスフォスフォネート固定チタンインプラントに於ける骨形成量の相違について，第２４回日本バイオ

マテリアル学会大会予稿集，１５８，２００２．（第２４回日本バイオマテリアル学会大会，東京）�九大・大学院・口腔常態，

�九歯大・解剖Ⅰ，�九大・大学院・口腔機能修復

３２．早川 徹�，長井 恵�，吉成正雄，根本君也�：プラズマ重合によるチタンへの有機薄膜形成，第２４回日本

バイオマテリアル学会大会予稿集，１９８，２００２．（第２４回日本バイオマテリアル学会大会，東京）�日大・松戸歯・

理工，�日大・松戸歯・総合歯科

３３．野本俊太郎�，亀山敦史�，中澤妙衣子�，天谷哲也�，河田英司，小田 豊，平井義人�，佐藤 亨�：過酸化物

を作用させた象牙質に対する４－META／MMA－TBBレジンの接着，接着歯学２０�，２８８～
２８９，２００３．（第２１回日本接着歯学会学術大会，新潟市）�補綴Ⅱ，�保存Ⅲ

３４．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，歯科学報１０３�，５０～５１，２００３．（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）�保存Ⅲ，�病理，�補綴Ⅱ，�臨検査
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３５．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基�，吉成正雄，田崎雅和�，山中すみへ�，新谷益朗�，石川達也�，山田 了�，

久保周平�，関根秀志	，石崎憲
，茂木悦子�，矢島安朝�：唾液検査とオーダーメード治療，歯科学報１０３�，
５７～５９，２００３．（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，

�生理，�衛生，�脳科学研究施設，�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，�小児歯，	補綴Ⅲ，
補綴Ⅰ，�矯正，�口外Ⅰ

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

タンパク質の吸着特性を制御した生体新素材の開発，歯科学報１０３�，６０～６４，２００３．（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）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤 細形研，分子生研，

細生研 �臨検査，�解剖，�超微構造，�口外Ⅰ，�微生物，�RI 研

３７．高木 亮，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，小田 豊：チタン粉末（パウダーメタル）を用いたチタンの

接合に関する研究，チタンと歯科臨床 １�，２１，２００３．（第１６回歯科チタン研究会，京都市）Ａ‐９９‐０２４０‐３

３８．服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：歯科鋳造用チタン銅系合金の機械的性質，チタン

と歯科臨床 １�，２７，２００３．（第１６回歯科チタン研究会，京都市）Ａ‐９９‐０２４０‐１，科研費・若手� 細形研，分析生研

３９．大久保力廣�，志村一郎�，青木孝幸�，花谷重守�，細井紀雄�，曽 剣玉�，服部雅之，小田 豊，岡部 徹�：

銅含有チタン合金を用いた金属歯の耐摩耗性，チタンと歯科臨床 １�，４５，２００３．（第１６回歯科チタン研究会，
京都市）�鶴見大・歯・補綴Ⅰ，�ベイラー大学・歯・生体材料

４０．石川達也�，下野正基�，小田 豊，佐藤 亨�，村松 敬�，松坂賢一�，三宅菜穂子�，服部雅之，高橋 賢�，

太田一正�：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１４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，４４～４５，２００３．（平成１４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�保存Ⅲ，�病理，�補綴Ⅱ，�臨検査，�生化学

４１．井上 孝�，松坂賢一�，下野正基�，吉成正雄，田崎雅和�，山中すみへ�，新谷益朗�，石川達也�，山田 了�，

久保周平�，関根秀志	，石崎 憲
，茂木悦子�，矢島安朝�：唾液検査とオーダーメード治療，平成１４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，５４～５５，２００３．（平成１４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，�生理，�衛生，�脳科学研究施設，

�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，�小児歯，	補綴Ⅲ，
補綴Ⅰ，�矯正，�口外Ⅰ

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

の吸着特性を制御した生体新素材の開発，平成１４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，５８～６１，２００３．（平成１４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‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤 細形研，分子生研，細生研 �臨検査，�解剖，�超微構造，�口外Ⅰ，

�微生物，�RI 研

４３．真鍋 顕�，眞坂信夫�，長谷川晃嗣：FRP（ガラス繊維強化型レジン）による支台築造システム，接着歯学

１９�，３３８，２００３．（第２０回日本接着歯学会学術大会，東京）�香川県，�東京都
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嘱託教員
（名誉教授）

９．衛 生 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A９２‐０２６０‐４）

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A９２‐０２６０‐５）

教 授 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針

（A７７‐０２６０‐１，A８６‐０２６０‐１，A８７‐０２６０‐２，A９０‐０２６０‐１）

高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（A８７‐０２６０‐３）

助 教 授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（A９１‐０２６０‐１，A９１‐０２６０‐３）

講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（A８４‐０２６０‐２）

杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（A８８‐０２６０‐１）

助 手 古賀 寛 フッ化物の許容濃度に関する研究（A８７‐０２６０‐３）

大学院生 小関真理子 ドライアイ，ドライマウスと唾液分泌に関する研究（A００‐０２６０‐１）

２．成果の概要

１）フッ化物の許容濃度に関する研究（A８７‐０２６０‐３）

フッ化物の全身的応用である齲蝕予防効果と過剰摂取による歯のフッ素症を防ぐためには一日フッ化物摂取

量を推定しておくことが重要である。本年度は，微量拡散－Fイオン電極法によるフッ化物定量法の信頼性と

妥当性を検証するために他の研究機関とのコラボレーション・スタデイを実施した。その結果，灰化を行わな

い微量拡散法ではF値の統計的差は認められなかったが，灰化の有無について両法で比較して，その傾向性

を把握しておく必要性を認めた。さらに成人を対象として食事献立に基づいたフッ化物の出納実験を行い，食

事献立中フッ化物の再現性を検討した。その結果，４種類の献立の内１種類のみが変動が大きかったが他の３

種類は低位（１１．３～２０．６％）に安定することが認められた。さらに尿中と糞便中フッ化物を測定することによ

り，フッ化物の出納とそのリテンションを評価する。

平成１４年度はこれまで得られたデータに基づき，小児の１日フッ化物摂取量の評価試案を作成した。

厚生科学研究費補助金：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究，平成１４年度研

究報告書，２２～３６，５７～７０．

２）咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A９２‐０２６０‐４）

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A９２‐０２６０‐５）

本年度は，成人における食品受容状況の主観的評価を用いて食品咀嚼機能を調査票から評価する方法を検討

することを研究目的とした。

本研究は，平成１０年度に千葉市で行われた歯科疾患実態調査結果を用いて行った。対象者は２０～６０歳台まで

の成人２，４５０名（女性１，２５２名，男性１，１９８名（表１））で，５歳間隔で９群に分けて検討した。３１種の食品受容

状況の調査結果と口腔診査および咬合診査から得られた指標を用いた。３１種の食品について，それぞれ１～５

のスコアを与えた。食品ごとのスコアを合計（最大値１５５，最小値３１）し，個人の食品受容応答スコアとし

た。男女別に５歳間隔で３，１０，２５，５０，７５％タイル値を計算し，パーセンタイル曲線とその多項式近似曲線

を求めた。対象者を近似曲線での２５％タイル値以上とそれ未満の２群に分け，上記の口腔状態の指標の比較を

行った。

食品受容応答スコアが近似曲線の２５％タイル値未満のものとそれ以上の値の２群間にはDMFT index，一

人平均現在歯数，喪失歯数，健全歯数に男女ともに有意差が認められ，男性の６０歳台の一人平均現在歯数は２５％
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タイル以下のものが平均で５歯以上の差であった。一方，歯根面う蝕歯数は男性の３５歳台を除いてすべての年

齢群で有意差を認めなかった。歯周疾患の一人平均有病部位数は男女で３５歳台まではスコアが２５％未満のもの

が高い傾向を示し，男女ともに５０歳台以上では応答スコアが低い者の有病部位数が有意に低かった。また，咬

合接触面積，咬合力，最大咬合圧および平均咬合圧についても，応答スコアが低い者で有意に低かった。重回

帰分析の結果によると，男性では４５～５０歳台においては歯数との関連性が強いが，５５歳台では歯数よりも咬合

診査の結果との関連性がより強く示されていた。女性は歯数よりも咬合診査の結果との関連性が強かった。

食品受容応答スコアのパーセンタイル曲線は，成人における食品受容状況の自己評価に有用であると考えら

れた。食品受容応答スコアが２５％タイル以下の者は，健全歯数ならびに現在歯数が有意に低い値を示すことか

ら，食品の咬合咀嚼機能に何らかの問題をもつものと考えられる。３１種の食品に対する食品応答の問診票は，

成人における咀嚼に関する保健指導を行う際の評価方法として有用であると考えられた。

３）歯科用素材の安全性評価に関する研究（A９１‐０２６０‐１，A９１‐０２６０‐３）

歯科用素材をはじめとした歯科用素材の安全性を評価するために，とくに歯科金属によるアレルギー発現の

スクリーニング法を検討している。実験動物による歯科金属の感作性評価法としてマウスやモルモットを用い

た感作性試験を行い，ヒトによるアレルギーのスクリーニング法として，パッチテストとリンパ球刺激試験，

リンパ球機能検査を行った。マウスによる感作性試験では，水銀は感作し易い金属であるが免疫寛容も引き起

こしやすいことを示した。またヒトでのリンパ球刺激試験では，クロムやコバルト，金，チタンは，in vivo

の症状発現と有意な関係を示したが，水銀とニッケルはすべての被験者で陽性反応を示し，症状の発現と免疫

寛容による抑制の判別ができなかった。さらに in vitro での刺激後にリンパ球の機能検査として，T細胞表面

のCD４＋や CD８＋，インターロイキン－２（IL－２）レセプターの発現や，培養液中の IL－２活性や γ－イ

ンターフェロン活性を調べたが，これらは免疫寛容の状態とを区別して，ヒトにおけるアレルギー発現をスク

リーニングできる可能性が示された。

口腔衛会誌 ５１，６９～７６，２００１．

Dent Jpn ３８，１８７～１９４，２００２．

４）歯根面齲蝕の要因と予防指針（A７７‐０２６０‐１，A８６‐０２６０‐１，A８７‐０２６０‐２，A９０‐０２６０‐１）

本講座では１９９０年以来歯根面齲蝕の疫学的な研究を展開し，その細菌学的なリスク要因，年代別・男女別の

分布，歯周治療後のリスクの増大と Supportive Periodontal Therapy としての予防手段など，多面的な分析

を行ってきた。平成１０年度はこれらの成果を整理する作業とともに，特に歯根面部の齲蝕と齲蝕以外の要因に

よる欠損にかかわる咬合接触状態について分析した。この結果，平均咬合圧と咬合接触面積の関与が示唆され

たが，各年齢群に共通する一定の傾向を明確に得ることはできなかった。しかしながら，歯根面部の齲蝕と齲

蝕以外の要因による欠損（くさび状欠損など）に関する疫学的な調査から，その要因が明らかに異なることを

推測した。平成１１年度は歯根面齲蝕に対する予防手段として，フッ化物の応用を中心に研究活動を展開し，歯

周病治療後や補綴処置後の露出歯根面に対するフッ化物の効果を評価した。平成１２年度はフッ化物応用の総合

的評価に関する厚生科学研究の一環として，ライフステージにおけるフッ化物応用の意義として，歯根面齲蝕

の予防を技術的な側面のみならず，社会経済的な面からの分析を行った。平成１３年度は，引き続き厚生科学研

究の中で，本学補綴第１講座とともにフッ化物バーニッシュの臨床応用によるオーバーデンチャーの支台歯の

維持に関する臨床評価を開始した。また，フッ化物応用のガイドラインとマニュアルを成人・老年者の視点か

らまとめた。

平成１４年度は，厚生労働科学研究として，オーバーデンチャーの支台歯の維持に対するフッ化物バーニッ

シュ応用の１年後の効果を報告するとともに，ライフステージ全般にわたるフッ化物応用のモデルを提示し

た。

J Dent Res ７８，１１１４，１９９９．

老年歯医 １７，３００～３０６，２００３．

フッ化物臨床応用のサイエンス，永末書店，２００２．
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５）歯科診療における環境改善に関する研究（A８４‐０２６０‐２）

歯科治療では，歯牙切削や超音波スケーリング時に血液，唾液を伴ったエアロゾルが飛散する作業環境の特

殊性からみて，他の医療施設に比べて歯科診療室内の空気清浄度は低いことが予想された。しかし，現在のと

ころ，歯科診療室も含め一般診療室における空気清浄度を評価する際に必要な「空中浮遊菌測定方法」ならび

に「基準」は明確ではない。

そこで，歯科診療室内の空中浮遊菌の存在状態を経過時間ごとに計測が可能なサンプリング装置を開発し，

歯科臨床における診療室内の空気清浄度を詳細に調査する事が可能となった。またモデル実験および臨床での

作業に伴う発塵と空中浮遊菌の存在状態を調査した結果，歯科診療室内の環境気中に浮遊する口腔レンサ球菌

は，口腔内由来で存在し，空気清浄度の指標となる事が示された。本研究ではその指標を用い，診療室内環境

汚染の対策として，すでに市販されている歯科用空気清浄装置および各種の空気清浄機の効果についても検討

する。それらの結果を総合して，歯科診療室における空気清浄度の指針を提案すると共に実践的な診療室内汚

染の対策について検討した。現在までに実施してきた実験データを基に空気清浄度の基準値を算出した。歯科

医院の診療室内における空中浮遊菌の種類とその割合と経時的変動のデータを総合的に解析した結果を空気感

染の発生危険度として表現すると，空気中細菌濃度（C）の時間積分が被曝量：D（t）＝∫C（dt）となり，

空中浮遊菌の経時的変動を測定することが必要であることが示された。

６）老年者の歯科保健に関する研究（A８８‐０２６０‐１）

訪問歯科診療において，歯科治療が口腔機能，全身状態およびQOLの向上にどのように影響しているかを

検討するために，歯科治療前後での比較を開始した。調査対象者は現在までにベースライン調査を行った介護

老人保健施設の入所者５２名であり，口腔診査と口腔および全身のアセスメント票より，口腔内所見，口腔機能

（咀嚼および嚥下），ADL（FIM）についての解析を行った。その結果，残存歯数は６．１歯（無歯顎者３７％）で

あり，口腔乾燥が３２．８％，口腔清掃状態については６０％以上の者で中等度以上の歯垢および歯石の付着がみら

れた。一方全身状態では脳血管障害，パーキンソン病，痴呆の順に多く，ADL（FIM）も低い者（１８～６１）

が５０％であった。口腔乾燥と舌苔および口臭との関連が認められた（p＜０．０５）。FIMと嚥下機能との関連に

ついては，FIMが高い者では嚥下障害がある者が１５．４％に対し，FIMが低い者では４６．２％であった（p＜

０．０５）。FIMと咀嚼機能との関連では，FIMが高い者では咀嚼障害がある者が２３．１％に対し，FIMが低い者

では４６．２％であった（p＜０．１）。今後，口腔機能と全身状態との関連についてはさらに検討することが必要

であり，それと平行して全身機能を考慮した専門的な口腔ケアを実施することが重要である。
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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

松久保 隆 フッ化物，唾液および糖
アルコールによる in vivo
および in vitro における動的
再石灰化に関する研究

ソウル大学歯学部 韓国 Dai―il Paik

山中すみへ 医薬品等の安全性確保の基礎
となる研究

国立医薬品衛生研究所・
安全性生物試験研究センター

東京 川崎 靖

山中すみへ 危険物の国際基準策定に関する
調査研究

日本海事検定協会 東京 八十川 欣勇

眞木 吉信 歯科衛生士の養成教育３年制
カリキュラムの作成

朝日大学歯学部 岐阜県 可児 徳子

眞木 吉信 歯根面齲蝕の疫学，病因および
予防手段

イエテボリ大学歯学部
ハルムシュタッド総合病院

スウェーデン Dowen Birk-
hed

眞木 吉信 乳幼児における至適フッ化物
摂取量の評価

チェンマイ大学歯学部 タイ Chalerm
Pong Chittai-
song

眞木 吉信 精神障害者施設における口腔
ケアの支援

昭和大学歯学部口腔衛生
厚木保健福祉事務所相州
病院

東京
厚木市

向井 美惠
渡辺 晃子

眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学，歯学部 ミャンマー Mya Thou

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

高江洲義矩 歯科疾患の予防技術治療評価に関するフッ化物応用の総合的
研究

厚生科研費医療技術評価総合
研究事業

松久保 隆 咬合・咀嚼機能の維持増進を目指した新しい成人歯科健診
システム

科学研究費・基盤（B）

山中すみへ 医薬品等の安全性確保の基礎となる研究 厚労省科研費医薬安全総合
研究事業

古賀 寛 微量拡散法による食品中フッ化物濃度の分析指針に関する
研究

科学研究費・基盤（C）

眞木 吉信 精神障害者の口腔環境の実態とその対応 日本障害者歯科学会（宿題
研究委託）

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

眞木 吉信 ２００２．１０．６ 少子化時代の歯科保健と歯科
衛生士の役割

第１７回日本小児歯科学会関東
地方会・大会

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

シンポジウム
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演 者 年月日 研究会名 主 催 開催地

松久保 隆
眞木 吉信
杉原 直樹

２００２．６．８ 第３回口腔保健コロキウム 東京歯科大学衛生学講座 東京

高江洲義矩 ２００３．３．２２ ２１世紀におけるわが国のフッ化物
応用の展開

厚生労働研究「歯科疾患の予防
技術・治療評価に関するフッ化物
応用の総合的研究」班

東京

氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

杉原 直樹 ２００１．１０．４ 歯科検診の精度管理と統計
処理

平成１３年度８０２０運動
推進特別事業「口腔
保健推進リーダー
育成研修会」

さいたま市 平成１３年度
追加分

杉原 直樹 ２００２．２．１４ 口腔衛生及び訪問歯科診療
について

口腔衛生及び訪問診療
についての講習会
（夷 隅 郡 市 保 健・
医療・福祉連絡協議会）

夷隅郡大原町 平成１３年度
追加分

山中すみへ ２００２．１０．１０ 歯科用金属アレルギーの
スクリーニングと対応

第４１５回歯科理工学
懇和会

名古屋市

杉原 直樹 ２００２．３．２６ 健康日本２１と８０２０運動 ８０２０運動普及定着
市町村支援研修会

茂原市

杉原 直樹 ２００２．７．１３ 中高年からのお口の健康管理 健康セミナー 東京

杉原 直樹 ２００２．８．４ 職域における健康管理の実際
―歯科検診の精度管理と
データ集計―

第３０回産業歯科医
研修会

名古屋市

杉原 直樹 ２００２．１０．１０ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会

熊谷市

杉原 直樹 ２００２．１１．２８ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会

川越市

杉原 直樹 ２００３．２．６ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会

さいたま市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

眞木 吉信 ２００２．５．９ 平成１４年度沼津市学校保健会総会 講師 沼津市

眞木 吉信 ２００２．９．１３
～１５

World Dental Federation Con-
tinuing Education Asia２００２
（FDI）

講師 Mongolia

研究会主催

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演等

教育ワークショップ等
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論 文

１．吉野浩一，深井穫博，松久保 隆，高江洲義矩：喫煙習慣および口腔保健行動と歯の喪失に関するコホート

分析，口腔衛会誌５２�，９２～９７，２００２．原著

２．Kameyama, A.�, Tsumori, M.�, Ushiki, T.�, Mutou, Y.�, Koga, H., Matsukubo, T., Hirai, Y.� : Fluoride

release from newly developed dental adhesives, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１９３～１９７，２００２．原著 �保存Ⅲ

３．黒川亜紀子�，土屋維男�，武者良憲�，杉原直樹，眞木吉信，高江洲義矩：職域成人における歯冠部齲蝕の

発病性に関する研究第１報コホート調査による発病歯種、発病歯面の年齢階層別分析，口腔衛会誌５２�，
６９５～７０５，２００２．原著 �ライオン歯科衛生研究所

４．Nagasaka, H., Matsukubo, T., Takaesu, Y., Kobayashi, Y., Satou, T.�, Ishikawa, T.� : Changes and equaliza-

tion in hearing level induced by dental treatment and instruction in bilaterally equalized chewing : A

clinical report, Bull Tokyo Dent Coll４３�，２４３～２５０，２００２．症例 �補綴Ⅱ，�保存Ⅲ

５．長坂 斉，松久保 隆，石川達也�，中村昭二�，星 詳子�：聴力オージオメーターにて検証するオクルー

ザルパワーパターン，全身咬合 ８�，１７３～１８０，２００２．原著 脳科学研 �保存Ⅲ，�愛知学院大・歯・矯正，

�東京都精神医学総合研究所脳機能解析部

６．中村昭二�，永原邦茂�，佐々木琢磨�，星 詳子�，長坂 斉，松久保 隆，石川達也�：咬合と聴力に関する

臨床的研究 その１．オクルーザルパワーゾーンと聴力に関する考察；著しい顎変形を伴う開咬患者の

治験例（補聴器常時着用の改善）から，全身咬合 ８�，２１３～２２２，２００２．症例 �愛知学院大・歯・矯正，
�日本生体咬合研究所，�東京都精神医学総合研究所脳機能解析部，�保存Ⅲ

７．松田裕子�，松井恭平�，眞木吉信，嶋野浪江�，合場千佳子�，矢尾和彦�，可児徳子�：歯科衛生士の資質向上

のための歯科衛生士教員養成プログラムの策定，日歯医教会誌１７�，２１７～２２４，２００２．原著 �鶴見大・
短大部・歯科衛生科，�千葉県立衛生短大・歯科衛生学会，�湘南短大・歯科衛生学科，�日歯大・歯科衛生専門学校，

�大歯大・歯科衛生士専門学校，�朝日大・歯・社会口腔保健

８．松久保 隆：齲蝕発病リスクの臨床的とらえかた，東京歯医師会誌５１�，３～１４，２００３．総説

９．Sano, H.�, Shibasaki, K.�, Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Effect of chitosan rinsing on reduction of dental

plaque formation, Bull Tokyo Dent Coll４４�，９～１６，２００３．原著 �ライオン�オーラルケア研究所

１０．小林健一郎�，眞木吉信，櫻井 薫�，杉山哲也�：オーバーデンチャーの支台歯の臨床評価，老年歯医１７�，
３００～３０６，２００３．原著 �補綴Ⅰ

解 説

１．眞木吉信：Minimal Intervention Dentistry とは―必要最小限の侵襲に基づく新しい歯科医療の形―，

歯科衛生士２６�，３８～４０，２００２．
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単 行 図 書

１．高江洲義矩編，高江洲義矩�，�，深井穫博�，�，�：著分担：保健医療におけるコミュニケーション行動
科学 �第１章 保健医療におけるコミュニケーション １～８頁，�第２章 コミュニケーションにおける
情報 ９～２６頁，�第８章 医療におけるコミュニケーション技法 Ⅴ 交流分析１１２～１１８頁，�第９章
どうして行動科学が必要となったか１１９～１３３頁，医歯薬出版，東京，２００２．

２．眞木吉信：著分担：the Quintesence YEAR BOOK今日の治療指針’０２�カリエス・リスク１８５頁，�フッ
化物洗口剤１８５～１８６頁，�初期齲蝕の診断法１８７～１８８頁，�Minimal Intervention Dentistry １８９頁，
クインテッセンス出版，東京，２００２．

３．眞木吉信：単著：ビジュアル版新健康教育シリーズ歯・口の働きとつくり基礎編，少年写真新聞社，東京，

２００２．

４．眞木吉信：著分担：医学大事典 �齲蝕活動性試験１８７頁，�齲蝕スコア１８７頁，�歯垢清掃法１０２２頁，�
地域フッ素症指数１６０７頁，�def 歯数１６７９頁，�乳歯齲蝕１８５３頁，�歯ブラシ１９８８頁，�歯ブラシ
使用法１９８８頁，	フッ化物歯面塗布法２１５２頁，医学書院，東京，２００３．

５．眞木吉信監修：著分担：フッ化物応用の手引き―フルオライドA to Z ―，東京都健康局，東京，２００３．

６．高江洲義矩編集，眞木吉信編集：著分担：う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル（「フッ化物洗口

ガイドライン」収載），社会保険研究所，東京，２００３．

７．高江洲義矩監修，眞木吉信編集，中垣晴男
編集，眞木吉信�，�，古賀 寛�：著分担：ガイドブック
２１世紀の歯科医師と歯科衛生士のためのフッ化物局所応用とそのサイエンス２００２�第４章－１）成人・
老人へのフッ化物応用とその意義４７～５５頁，�第６章－３）フッ化物徐放性う蝕予防填塞材のフッ化物
イオン溶出の意義と評価８４～９１頁，�第７章－２）ライフステージとフッ化物応用１００～１０５頁，永末書店，
京都，２００３．
愛知学院大・歯・口腔衛生

そ の 他

１．須山祐之：医療施設での空気感染に対する実践的な感染対策に関する研究，平成１３年度～平成１４年度科学

研究費補助金（基盤研究C）研究成果報告書，２００２．

２．山中すみへ：危険物の国際基準策定に関する調査研究，平成１４年度報告書日本海事検定協会，２００２．生素研

３．眞木吉信：特別企画カリオロジーの行方を探る＜PART３齲蝕の進展＞歯根面齲蝕の動向―２１世紀のCari-

ology を左右する歯根面齲蝕―，DENTAL OUTLOOK９９�，８８３～８８８，２００２．

４．高江洲義矩：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３），厚生

科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，１～６，２００２．

５．高江洲義矩：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project

－１フッ化物の適正摂取量の推定および Project－２全身の健康とフッ化物応用，厚生科学研究費補助金

（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，７～１４，２００２．

―６６―



６．西牟田守�，古賀 寛，佐藤 勉�：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究

（H１２－医療－００３）Project －１フッ化物の適正摂取量フッ化物応用の栄養学的評価食事献立に基づいた成人

のフッ化物出納評価―フッ化物摂取量とその再現性の検討―，厚生科学研究費補助金（医療技術評価

総合研究事業）平成１３年度研究報告書，２２～３６，２００２．�国立健康・栄養研究所健康増進部，�日歯大・衛生

７．眞木吉信�：成人・老人へのフッ化物応用とその意義，ガイドブックフッ化物局所応用とそのサイエンス
２００２，２８～３５，２００２．

８．高江洲義矩，西牟田守�，古賀 寛，村上多恵子�，戸田真司�：歯科疾患の予防技術・治療評価に関する

フッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project－１フッ化物の適正摂取量の推定食品中フッ化物

分析法の基礎的検討―Collaboration Study ―，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）

平成１３年度研究報告書，３７～４６，２００２．脳科学研 �国立健康・栄養研究所健康増進部，�愛知学院大・歯・口腔衛生，

�神歯大・口腔衛生

９．古賀 寛�：フッ化物徐放性う蝕予防填塞材のフッ化物溶出の意義と評価，ガイドブックフッ化物局所応用
とそのサイエンス２００２，４１～４７，２００２．

１０．高江洲義矩，村上多恵子�：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療

－００３）Project－１フッ化物の適正摂取量食品中フッ化物測定の基礎的検討，厚生科学研究費補助金

（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，４７～５６，２００２．�愛知学院大・歯・口腔衛生

１１．古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project

－１フッ化物の適正摂取量微量拡散分析装置による食品中フッ化物分析の基礎的検討，厚生科学研究費

補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，５７～７０，２００２．

１２．高江洲義矩，村上多恵子�：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療

－００３）Project－１フッ化物の適正摂取量幼保育園児における歯磨剤からの口腔内フッ化物残留率，厚生

科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，８１～８９，２００２．�愛知学院大・

歯・口腔衛生

１３．高江洲義矩：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project

－３沖縄県島尻郡具志川村（久米島）における水道水フッ化物添加事業（Water Fluoridation）の学術的・

技術的支援に関する予備的調査，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度

研究報告書，９７～１２６，２００２．

１４．安藤雄一�，高江洲義矩，荒川浩久�，眞木吉信，平田幸夫�，筒井昭仁�，飯島洋一�，佐久間汐子�，八木 稔�，

深井穫博，古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－

００３）Project－３沖縄県島尻郡具志川村における水道水フッ化物添加事業の学術的・技術的支援幼稚

園児・小中学生に対する質問紙調査の結果（予備的解析結果），厚生科学研究費補助金（医療技術評価

総合研究事業）平成１３年度研究報告書，１２７～１３７，２００２．�国立感染症研究所・口腔科学部，�神奈川歯大・

口腔衛生，�福岡歯大・予防歯科，�長崎大・歯・予防歯科，�新潟大・医歯学総合研究科
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１５．古賀 寛，眞木吉信，高江洲義矩：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H

１２－医療－００３）Project－３沖縄県島尻郡具志川村における水道水フッ化物添加事業の学術的・技術的

支援水質試験のためのフッ化物イオン濃度測定法の技術支援と各種水源・食品中フッ化物分析調査，厚生

科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，１４２～１５２，２００２．

１６．眞木吉信：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project

－５フッ化物局所応用の検討オーバーデンチャーの支台歯の予後評価とフッ化物バーニッシュの応用効果，

厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，１８３～１８８，２００２．

１７．古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project

－６フッ化物製剤の検討フッ化物含有齲蝕予防填塞材からのFイオン溶出と recharge 機能の in vitro で

の評価，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，２１６～２２５，２００２．

１８．安藤雄一�，宮崎秀夫�，豊島義博�，古賀 寛：歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の

総合的研究（H１２－医療－００３）Project－８フッ化物応用の社会経済的効果の検討フッ化物洗口による歯科

医療費の軽減効果―新潟県のデータを用いた分析―，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究

事業）平成１３年度研究報告書，３１７～３２３，２００２．�国立感染症研究所・口腔科学部，�新潟大・大学院・医歯学

総合研究科，�東京都

１９．田口円裕�，梶浦靖二�，古賀 寛，中村宗達�，藤山快恵�，石川清子�：歯科疾患の予防技術・治療評価に

関するフッ化物応用の総合的研究（H１２－医療－００３）Project－９フッ化物応用の保健政策行政に勤務する

歯科専門職への質問紙調査，厚生科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）平成１３年度研究報告書，

３２４～３４２，２００２．�埼玉県健康福祉部，�島根県健康福祉部，�静岡県健康福祉部，�静岡県西部健康福祉

センター，�埼玉県入間東福祉保健総合センター

２０．眞木吉信：梅干を食べるとだ液の質が変わり初期の虫歯なら自然に治せると新たに判明，壮快，１３６～

１３７，２００２．

２１．眞木吉信：特集口腔ケア歯・口の機能と口腔ケア，毎日ライフ３３�，１８～２７，２００２．

２２．眞木吉信：歯科医療の構造改革Minimal Intervention Dentistry，Dental Today６０，３，２００２．

２３．須山祐之，高久 悟�，鈴木秀夫�：老人医療施設ならびに介護施設における臭気の除去法に関する研究，

第１２回研究助成・事業助成報告書，８１～９８，２００２．�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�千葉県

２４．斎藤 滋�，赤坂守人�，松久保 隆，松崎政三�：健康咀嚼指導士の認定制度について，臨床栄養１０１�，４２３
～４２５，２００２．�日本咀嚼学会，�日大・歯・小児歯科，�東京厚生年金病院栄養部

２５．石川達也�，中村昭二�，長坂 斉，松久保 隆，星 詳子�，高江洲義矩：ランダムノート口腔機能と全身

状態との関連についての診断を目指したColloquium，日歯評論６２�，１９２，２００２．�保存Ⅲ，�愛知学院大・
歯・矯正，�東京都精神医学総合研究所脳機能解析部

２６．眞木吉信：保健生態学のすすめ，Dental Today６４，３，２００２．
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２７．小関真理子：ドライアイ患者の唾液中アクアポリン５（AQP５）および口腔内状況についての研究，財団法人

富徳会２００２年度事業報告，９，２００２．

２８．松久保 隆：これからの口腔衛生（巻頭言），口腔衛会誌５３�，１～２，２００３．

２９．眞木吉信：学会が変わった―特別講演，一般講演とシンポジウムからポスター，ワークショップ，バズ

セッションへ―，Dental Today６９，３，２００３．

３０．星野悦郎�，石井拓男�，今井 奨�，福島和雄�，飯島洋一�，松久保 隆，高橋信博�，兼平 孝�，渡部 茂�，

松山順子�：低・非・抗う蝕性食品の検定評価法の確立とその応用・普及に関する研究（H１２－医療－

００５），厚生科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業平成１２年度－平成１４年度総合研究報告書，３～

１２，２００３．�新潟大・大学院・口腔生命科学・口腔健康科学，�社会歯，�国立保健医療科学院，�日大・松戸歯・

細菌，�長崎大・歯・予防歯科，�東北大・大学院・口腔生物学，�北大・附属病院・保存系歯科，�明海大・歯・

小児歯科

３１．星野悦郎�，石井拓男�，今井 奨�，福島和雄�，飯島洋一�，松久保 隆，高橋信博�，兼平 孝�，渡部 茂�，

松山順子�：低・非・抗う蝕性食品の検定評価法の確立とその応用・普及に関する研究（H１２－医療－

００５），厚生科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業平成１４年度総括・分担研究報告書，３～

９，２００３．�新潟大・大学院・口腔生命科学・口腔健康科学，�社会歯，�国立保健医療科学院，�日大・松戸歯・

細菌，�長崎大・歯・予防歯科，�東北大・大学院・口腔生物学，�北大・附属病院・保存系歯科，�明海大・歯・

小児歯科

３２．松久保 隆：成人期の咀嚼機能の評価，健康咀嚼指導士研修会講習B・演習講義・演習テキスト，２３～

２８，２００３．

３３．松久保 隆：歯科診療におけるC型肝炎の感染リスク低減に関する研究（H１４－肝炎－１２）歯科用ハンド

ピースの薬液による消毒後の安全性に関する考察，平成１４年度厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急

対策研究事業（肝炎分野）総括・分担研究報告書，３４～４０，２００３．

３４．石川達也�，下野正基�，石井拓男�，松久保 隆，杉原直樹，小関真理子，今井光枝，山根源之�，蔵本千夏�，

青木 聡�，吉野文浩�，新井平伊�：痴呆患者の口腔診査および保健調査結果と精神活動との関連，高齢者

の歯，および口腔状態が痴呆発症に及ぼす影響に関する調査研究報告書，５５～７８，２００３．�保存Ⅲ，�病理，

�社会歯，�市病・オーラルメディシン，�水病・総合歯科，�市病・精神・神経科，�順天堂大・医・精神医学

３５．石川達也�，松久保 隆，高江洲義矩，長坂 斉，中村昭二，小林義昌，吉田友明�，佐藤 亨�：咬合関連性

聴力低下５分類症例の聴力レベルの特徴―臨床統計学的解析―，平成１３年度老年歯科医学総合研究所

助成報告書，１～５，２００３．�保存Ⅲ，�老年歯科医学総合研究所，�補綴Ⅱ

学 会 抄 録

１．吉野浩一�，荻原俊美�，栗山一彦�，能勢俊一�，高江洲義矩：成人の喫煙習慣と歯の喪失に関するコホート

調査，産業衛誌４４（臨時増刊），７２８，２００２．（第７５回日本産業衛生学会，神戸市）�横浜銀行健康管理センター

２．石川博美�，冨田友美子�，山中すみへ：Manuka および日本茶の脂質特にステロール組成，日衛誌５７�，
２０１，２００２．（第７２回日本衛生学会総会，津市）生素研 �文教大・教育，�生化学

―６９―



３．鈴木啓介，野村登志夫，山中すみへ：高齢者における欠損歯列状況と食生活および骨密度との関連性，日衛誌

５７�，３０９，２００２．（第７２回日本衛生学会総会，津市）生素研

４．野村登志夫，山中すみへ，太田 薫：金属アレルギーのスクリーニングのためのリンパ球機能検査，日衛誌

５７�，５３６，２００２．（第７２回日本衛生学会総会，津市）生素研

５．須山祐之，村松 淳�，高久 悟�，阿部恵子�，山田裕司�，中根偕夫�，青木正人�：保育施設の室内空気汚染

に関する研究，第２０回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会予稿集，９６～９８，２００２．

（第２０回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会予稿集，東京）Ａ８４‐０２６０‐１�水病・麻酔科，�埼玉県立大・

短大部・歯科衛生，�環境生物学研究所，�放射線医学研究所，�日大・生産工・電気工，��北里環境科学

センター

６．Koseki, M., Maki, Y., Matsukubo, T., Tsubota, K.� : Treatment of xerostomia by autologous serum appli-

cation in Sjögren’s syndrome and stevens－johnson syndrome, ８th International Symposium on

Sjögren’s Syndrome Program & Abstracts,６１，２００２．（８th International Symposium on Sjögren’s Syndrome,

Kanazawa）�市病・眼科

７．須山祐之，高橋義一�，村松 淳�，高久 悟�，大川由一�，小林美香�：乳幼児の保育施設における空気環境

汚染状況と対策，日歯医療管理会誌３７�，１１０～１１１，２００２．（第４３回日本歯科医療管理学会総会・学術大会，
福岡市）�社会歯，�水病・麻酔科，�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�千葉県立衛生短大・歯科衛生，�東京都

８．小関真理子，眞木吉信，松久保 隆，坪田一男�：ドライアイ症状を有する眼科疾患患者の唾液分泌状況

および口腔所見について，歯科学報１０２�，５４３，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）�市病・眼科

９．鈴木啓介，野村登志夫，山中すみへ，松久保 隆：欠損歯列状況と食生活および骨密度との関連性，歯科学報

１０２�，５５１，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）生素研

１０．吉野浩一，深井穫博，松久保隆，高江洲義矩：喫煙習慣および口腔保健行動と歯の喪失との関連について，

歯科学報１０２�，５５３，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）脳科学研

１１．杉原直樹，柴田 力，小関真理子，眞木吉信，高江洲義矩，松久保 隆：成人集団における歯齦退縮の発現

状況，歯科学報１０２�，５５６，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）

１２．山本龍生�，渡邊達夫�，川口陽子�，高江洲義矩：各国の公的機関が発するフッ化物情報に関する研究，

口腔衛会誌５２�，３１２～３１３，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）�岡山大・大学院・口腔保健，
�東京医歯大・大学院・国際健康開発学

１３．平田幸夫�，藤山快恵�，石川清子�，川口陽子�，高江洲義矩：都道府県及び都道府県歯科医師会が発行した

「齲蝕予防マニュアル」の分析，口腔衛会誌５２�，３３８～３３９，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）
�神歯大・口腔衛生，�静岡県西部健康福祉センター，�埼玉県入間東福祉保健総合センター，�東京医歯大・大学院・

国際健康開発学

１４．櫻井みわ，多田章夫�，杉原直樹，高江洲義矩：成人における食品受容応答スコアと咬合咀嚼機能との関連，

口腔衛会誌５２�，３６２～３６３，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）�千葉市保健所
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１５．杉原直樹，眞木吉信，柴田 力，松久保 隆，黒川亜紀子�，武者良憲�：成人における歯肉退縮の発現状況

と要因解析，口腔衛会誌５２�，３６４～３６５，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）�ライオン歯科
衛生研究所

１６．鏡 宣昭，高江洲義矩，松久保 隆：高校生の口腔保健に関する認識と保健行動との関連性，口腔衛会誌

５２�，３８６～３８７，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）

１７．小関真理子，眞木吉信，松久保 隆：口腔乾燥症例に対する自己血清スプレーの口腔内応用に関する試み，

口腔衛会誌５２�，４３２～４３３，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）

１８．鈴木啓介，野村登志夫，山中すみへ，松久保 隆：女性高齢者の欠損歯列状態と食生活および骨密度との

関連性，口腔衛会誌５２�，４４４，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）生素研

１９．深井穫博，高江洲義矩：成人男性の歯科受診・受療行動に関連する要因，口腔衛会誌５２�，４７６～
４７７，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）

２０．野村登志夫，高柳篤史，山中すみへ：酸取り扱い作業者の作業環境と口腔内状態，口腔衛会誌５２�，５２８～
５２９，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）生素研

２１．長坂 斉，松久保 隆，高江洲義矩，石川達也�，中村昭二�，鈴木宏和�，星 詳子�：下顎運動バランス機能

測定器としてのオージオメーターの有効性�，口腔衛会誌５２�，５８６～５８７，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・
総会，大阪市）�保存Ⅲ，�愛知学院大・歯・矯正，�日本生体咬合研究所，�東京都精神医学総合研究所脳機能

解析部

２２．小林義昌，松久保 隆，佐藤 亨�，湯本真人�，長坂 斉，杉原直樹，古賀 寛，石川達也�：噛みしめに

よる聴覚野応答への影響，口腔衛会誌５２�，５８８～５８９，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）
�補綴Ⅱ，�東大・医・検査部神経生理，�保存Ⅲ

２３．須山祐之，高橋義一�，村松 淳�，高久 悟�，大川由一�，小林美香�：医療施設における室内空気汚染質

の発生および対策に関する研究，口腔衛会誌５２�，６００～６０１，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，
大阪市）�社会歯，�水病・麻酔科，�埼玉県立大・短大部・歯科衛生，�千葉県立衛生短大・歯科衛生，�東京都

２４．飯島洋一�，眞木吉信，高江洲義矩：エナメル斑のNIH Image による画像解析の試み，口腔衛会誌５２�，６３８
～６３９，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会・総会，大阪市）�長崎大・大学院・医歯薬学総合研究科

２５．黒川亜紀子�，老川由紀�，杉原直樹，眞木吉信，大塚義顕�，原 明美�，村田尚道�，石田 瞭�，向井美惠�：

筋萎縮性側索硬化症患者に対する口腔のケア １．保健行動の実態と器質的ケアの試み，障害者歯２３�，
３１７，２００２．（第１９回日本障害者歯科学会総会および学術大会，札幌市）�ライオン歯科衛生研究所，�国立療養所

千葉東病院歯科，�昭和大・歯・口腔衛生

２６．原 明美�，村田尚道�，石田 瞭�，向井美惠�，大塚義顕�，黒川亜紀子�，老川由紀�，杉原直樹，眞木吉信：

筋萎縮性側索硬化症患者に対する口腔のケア ２．口腔機能の実態と機能訓練の導入の試み，障害者歯２３�，
３１７，２００２．（第１９回日本障害者歯科学会総会および学術大会，札幌市）�昭和大・歯・口腔衛生，�国立療養所千葉東

病院歯科，�ライオン歯科衛生研究所
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２７．渡辺晃子�，北原 稔�，飯沢智子�，堀 正子�，�島弘之�，石田 瞭�，向井美惠�，眞木吉信，杉原直樹，

中川律子�：精神障害者施設における口腔ケア支援 ７．精神病棟患者へのケア介入の結果，口腔衛会誌

５２�，４６０～４６１，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会総会，大阪市）�神奈川県厚木保健福祉事務所，�神奈川県
藤沢保健福祉事務所，�神奈川県鎌倉保健福祉事務所，�昭和大・歯・口腔衛生，�神奈川県歯科衛生士会

２８．�島弘之�，石田 瞭�，渡辺晃子�，北原 稔�，眞木吉信，小関真理子，橋本久美子�，堀 正子�，中川律子�，

向井美惠�：精神障害者施設における口腔ケア支援 ８．摂食・嚥下機能への介入効果と唾液分泌量への

影響，口腔衛会誌５２�，４６２～４６３，２００２．（第５１回日本口腔衛生学会総会，大阪市）�昭和大・歯・口腔衛生，
�神奈川県厚木保健福祉事務所，�神奈川県藤沢保健福祉事務所，�神奈川県平塚保健福祉事務所，�神奈川県鎌倉

保健福祉事務所，�神奈川県歯科衛生士会

２９．大塚義顕�，村田尚道�，原 明美�，石田 瞭�，向井美惠�，杉原直樹，眞木吉信，伊井充子�，黒川亜紀子�，

藤井 健�：筋萎縮性側索硬化症患者の口腔ケア介入研究 １．患者の状況および口腔内状態，口腔衛会誌
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４３，２００２．（’０２歯科衛生士シンポジウム，横浜市）

３６．松久保 隆：カリエス・リスクのための総合診断，’０２歯科衛生士シンポジウムプログラム，５９，２００２．（’０２

歯科衛生士シンポジウム，横浜市）
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５３．山中すみへ，野村登志夫，太田 薫，鈴木啓介：唾液中のビスフェノールA濃度のモニタリング，日衛誌
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１０．法 歯 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 水口 清 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）

講 師 橋本 正次 顔面頭蓋のビデオスーパーインポーズ法に関する研究（Ａ８５‐０３００‐４）

花岡 洋一 硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ９０‐０３００‐１０）

助 手 羽賀 俊明 唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）

研究助手 丸山 澄 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

大学院生 宇都野 創 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

野中 育 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

野平 千鶴 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）

２．成果の概要

１）日本人のミトコンドリアDNA多型のハプロタイプ分析と集団比較（Ａ９３‐０３００‐１１）

２０１人の血縁関係の無い人の血液試料を用いてミトコンドリアDNAの超可変領域（HV１とHV２）の塩

基配列多型を調査したところ，１６５型のハプロタイプが認められた．これらのうち１４２型は１人にのみ認めら

れたが，その他は８人に共通した型が１型，５人に共通した型が１型，４人に共通した型が１型，３人に共

通した型が２型，２人に共通した型が１８型存在した．Gene diversity は９９．７５％となり，極めて個人的変異

が高いことが示された．さらに個々の塩基配列の塩基置換数を元にNeighbour Joining 法にて系統樹を作製

し，３２型のハプログループに分類し，他の日本人データ，韓国人データ，台湾人データと比較したところ，

それぞれ８７％，５５．８＆，３０．１％は今回示したハプログループと同じ群に分類された．つまり，韓国人，中国

人のそれぞれ４５％，７０％の資料は日本人と区別し得る可能性があり，さらに白人，黒人の資料では多くのも

のが日本人とは異なる系統に属すると考えられたところから，ミトコンドリアDNAの多型は個人識別とと

もに，近縁集団との地理的な起源や人種の識別に有用な情報を提供し得る可能性を示唆する結果を得た．

DNA多型 １０，１５６～１５９，２００２．

２）Y染色体上の一塩基置換の多型とハプロタイプ解析（Ａ９３‐０３００‐１１）

１４８人の血縁関係の無い人の男性の血液試料を用いてY染色体上のM９，SRY，および J-SNP の RBMY

（２種），BPY，DAZ（２種）領域に存在する７種の一塩基多型（SNP）を調査したところ，これらのうち

４種類はゲノム上で単一座位として存在すると思われたが，３種類は複数座位が同時に検出されていると考

えられた．７種の多型のうちRBMYの１座位は SRYと完全に相関した．６種類の SNPによるハプロタイ

プは１６型に分かれ，gene diversity は８３．８％であった．単一座位の４種の SNPについては変異の進化の順

序が推測できた．これらの SNPのハプロタイプとY染色体上の６種からなる STRハプロタイプを比較す

ると，特に SRYの C型は極めて偏りが高かった．Y染色体多型は遺伝的浮動の影響を受けやすいが，本研

究結果はY染色体多型がヒトの地理的起源や人種の推測のために有用な情報を提供しうる可能性を示唆し

ている．また本研究では，法医学的な変性資料に対応できる様に増幅範囲を狭めたが，本法は増幅効率が高

く，今後実際例へ応用しやすい検出法が確立できた．

DNA多型 １０，１７６～１７８，２００２．

３）高度変性資料からの精度の高いDNA多型の検出法の検討（Ａ９３‐０３００‐１１）

法医学上の個人識別にDNA多型を応用しようとすると，資料の変性度合いが高まるにつれ様々な問題が
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Department of Bioche-
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Toronto, Can-
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応用
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研究部門

三島市 斉藤 成也

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

花岡 洋一 歯科補綴物をDNA源とした新しい個人識別法の開発 科学研究費・基盤（C）

水口 清 DNA多型を用いた法歯学的個人識別における実用度の
高い検査法の開発と精度の向上

科学研究費・基盤（B）
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花岡 洋一 ２００２．８．２６ ２１世紀 今，警察歯科医会に
求められること

第１回警察歯科医会全国大会 長野市

生じてくる．このような状態は実験的に作り出すことが難しいところから，実際例の検査において種々の試

みを行い，問題点を解決していく必要がある．ビニール袋につめられ，１５年間放置された乳幼児の骨とその

親と目される人物との血縁関係の有無の検査を依頼された．数種の骨からDNAを抽出し，mtDNA，

ABO，HLADQA１，CST３，CST５，VWA，D２１S１１，CSF１PO，TPOX，TH０１，１０種のY染色体多型

および amelogenin を検査した．数回の抽出で得られた資料のmtDNA型は異なり，外来DNAの contami-

nation があると判断された．その中で大腿骨から得られたミトコンドリアDNA多型は母と同じ系統で１塩

基の違いを示すのみであった．そこで大腿骨から得られたその他の多型を比較すると，CST３においても

母子関係が否定された．最終的に本鑑定資料は資料を受け取った時点から外来DNAの contamination が

あったものと判断した．このような際に contamination の由来を特定することは困難であることが多いが，

特に変性程度の高い資料は contamination に対し極めて鋭敏に反応するところから，通常のDNA検査とは

異なる種々の配慮が必要であることが改めて示された．

Legal Med ５，S１８３～S１８６，２００２．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム
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講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

花岡 洋一 ２００２．１２．７ Interpol が主導する世界規模の
DVI team確立への取り組み

第２０回法医学歯科研究会 東京

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

花岡 洋一 ２００２．４．２０ 歯科的個人識別の最前線 東京歯科大学宮城県支部
第７７回支部総会

仙台市

花岡 洋一 ２００２．６．２２ デジタルX線画像解析装置
の応用法

豊橋市Dentists study
group

豊橋市

花岡 洋一 ２００２．８．２９ 大規模災害時の身元確認に
ついて２

埼玉県歯科医師会身元
確認班研修会

さいたま市

花岡 洋一 ２００２．９．１ 防災訓練における実習指導 平成１４年度東京都・
練馬区合同防災訓練

東京 実習指導員

花岡 洋一 ２００２．９．２９ 防災訓練における実習指導 平成１４年度中央区総合
防災訓練

東京 実習指導員

花岡 洋一 ２００２．１０．１０ 歯科的個人識別 茨城県警察歯科医会
研修会

水戸市

花岡 洋一 ２００２．１１．９ 新世紀の法歯学 東京歯科大学北多摩支部
学術講演会

東京

花岡 洋一 ２００２．１１．１７ 法歯学最新事情 第１６回栃木県歯科医師会
警察協力会研修会

宇都宮市

水口 清
花岡 洋一

２００２．１１．２１ 検死訓練における実習指導 県歯・県警・大学合同
検死訓練

千葉市 実習指導員

水口 清 ２００２．１２．７ 顎顔面領域の情報からの
個人識別

鳥取県歯科法医学会 鳥取市

水口 清 ２００２．１２．１５ 唾液―その知られざる世界― 塩谷歯科医師会学術
研修会

矢板市

花岡 洋一 ２００２．１２．２０ 歯科的個人識別の実際 東京都太田区蒲田歯科
医師会

東京

水口 清
花岡 洋一
丸山 澄
野中 育

２００２．３．１８ 災害時歯科医療救護における
身元確認作業の実務

身元確認に関する歯科
医師研修会

東京 研修会講師

水口 清
花岡 洋一
丸山 澄
野中 育

２００１．３．２６ 災害時歯科医療救護における
身元確認作業の実務

身元確認に関する歯科
医師研修会

東京 研修会講師

水口 清 ２００２．３．１５ 事例から学ぶ法歯学 鹿児島県歯科医師会警察
協力医会法歯学研修会

鹿児島市

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
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論 文

１．Kato, T.�, Imatani, T.�, Minaguchi, K., Saitoh, E.�, Okuda, K.� : Salivary cystatins induce interleukin－６ex-

pression via cell surface molecules in human gingival fibroblasts, Mol Immunol３９（７－８），４２３～４３０，

２００２．原著 Ａ７５‐０３００‐２分子生研 �微生物，�日歯大・新潟歯・生化

２．Minaguchi, K., Hanaoka, Y., Maruyama, S., Nonaka, I., Kajiwara, M.�, Takagi, T.�, Sato, Y.� : DNA analysis

of naonatal human remains wrapped and kept in a vinyl bag hor１５years, Legal Medicine ５（Suppl.１），

S１８３～S１８６，２００３．症例 Ａ９３‐０３００‐１１分子生研 �杏林大・医・法医学

単 行 図 書

１．水口 清：著分担：法医学，８．物体検査と個人識別，�歯牙１９９～２０１頁 �顎顔面形態による個人識別，
２０１～２０２頁（１版１刷），南山堂，東京，２００２．

２．野中 育，水口 清：共著：DNA多型，Vol.１０，Y染色体上の SNPs とハプロタイプ解析１７６～１７８頁，

東洋書店，東京，２００２．Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

３．丸山 澄，水口 清，斎藤成也�：共著：DNA多型，Vol.１０，日本人のmtDNAのハプロタイプと他人種と

の比較，１５６～１５９頁，東洋書店，東京，２００２．Ａ９３‐０３００‐１１分子生研 �国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門

プロシーディングス

１．花岡洋一：歯科的個人識別の落とし穴と新技術，交友会・歯学会会報２７�，４３，２００２．（学術フォーラム
２００２，東京）

２．布施修一郎�，花岡洋一，川越文雄�，都築民幸�，山岸光男�：２１世紀今，警察歯科医会に求められること

―取り組むべき３つの仮題―，第１回警察歯科医会全国大会記録集 １，２５～４２，２００２．（第１回警察歯科

医会全国大会，長野市）�長野県警察協力歯科医会，�群馬県，�日歯大・歯科法医学センター

調 査 報 告

１．花岡洋一，水口 清：鑑定書（熊本県警察本部からの鑑定嘱託）１～１４頁，東京歯科大学法歯学講座，

２００２．殺人並びに死体遺棄被疑事件における白骨鑑定 分析生研

２．花岡洋一，水口 清：鑑定書（熊本県警察本部からの鑑定嘱託）１～７頁，東京歯科大学法歯学講座，

２００２．殺人並びに死体遺棄被疑事件における金属成分鑑定 分析生研

３．花岡洋一，水口 清：鑑定書（熊本県警察本部からの鑑定嘱託）１～７頁，東京歯科大学法歯学講座，

２００２．殺人並びに死体遺棄被疑事件における異同識別鑑定

４．水口 清：鑑定書（警視庁科学捜研究所からの鑑定嘱託）１～２１頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．殺人

被疑事件におけるビデオ鑑定 保情研

５．水口 清：鑑定書（鹿児島海上保安本部からの鑑定嘱託）１～１５頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．被疑者

不詳殺人未遂被疑事件における人種推定鑑定� 分子生研
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６．水口 清：鑑定書（鹿児島海上保安本部からの鑑定嘱託）１～１５頁，東京歯科大学法歯学講座，２００２．被疑者

不詳殺人未遂被疑事件における人種推定鑑定� 分子生研

７．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～１５頁，東京歯科大学法歯学講座，２００３．営利目的

略取被疑事件におけるDNA鑑定 分子生研

８．水口 清：鑑定書（鹿児島海上保安本部からの鑑定嘱託）１～３９頁，東京歯科大学法歯学講座，２００３．被疑者

不詳殺人未遂被疑事件における人種推定鑑定 分子生研

９．水口 清：鑑定書（警視庁科学捜研究所からの鑑定嘱託）１～１６頁，東京歯科大学法歯学講座，２００３．殺人

並びに死体遺棄被疑事件における遺体鑑定 保情研

１０．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～１０頁，東京歯科大学法歯学講座，２００３．殺人容疑

並びに死体遺棄事件における遺骨鑑定 分子生研

１１．水口 清：鑑定書（千葉県警察本部からの鑑定嘱託）１～８頁，東京歯科大学法歯学講座，２００３．殺人容疑

並びに死体遺棄事件におけるDNA鑑定 分子生研

学 会 抄 録

１．水口 清，丸山 澄，野中 育：ミトコンドリアDNA多型とY染色体多型の関連，日法医誌５６�，４８，
２００２．（第８６次日本法医学会総会，岡山市）Ａ‐９４‐０３００‐１３分子生研

２．山崎一樹�，今泉和彦�，窪田 聡�，厚地 将�，野口加寿美�，宇都野創，近藤 圭�，吉野峰生�：自動車

のエアバッグに印象される顔痕跡の検出と個人識別への応用，日法医誌５６�，８３，２００２．（第８６次日本
法医学会総会，岡山市）�神奈川科捜研，�科警研，�昭和大・医・法医学

３．花岡洋一，上野麻夫�，都築民幸�，高木徹也�，梶原正弘�，水口 清，佐藤喜宣�：Web を活用したデジタル

デンタルチャート構築への試み第２報，日法医誌５６�，１４６，２００２．（第８６次日本法医学会総会，岡山市）
Ａ‐９４‐０３００‐１３�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

４．梶原正弘�，上野麻夫�，花岡洋一，都築民幸�，高木徹也�，佐藤喜宣�，水口 清：歯科法医学・法歯学領域

のメーリングリスト「f－odont」の開設と運用について，日法医誌５６�，１４７，２００２．（第８６次日本法医学会
総会，岡山市）�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

５．丸山 澄，水口 清：ミトコンドリアDNA多型を用いた人種推定，歯科学報１０２�，５３６，２００２．（第２７３回
東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

６．野中 育，水口 清：Y染色体上の繰り返し多型と単塩基多型による個人識別と系統分類，歯科学報１０２�，
５３７，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）A‐９３‐０３００‐１１分子生研

７．加藤哲男�，今谷哲也�，水口 清，奥田克爾�：シスタチン刺激によるCD４陽性T細胞からのサイトカイン

産生誘導，歯科学報１０２�，５３８，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）HRC５A０４分子生研，細生研
�微生物
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８．加藤哲男�，今谷哲也�，水口 清，斎藤英一�，三浦 直�，奥田克爾�：シスタチンのヒト細胞からの

サイトカイン産生誘導能の解析，歯基礎医会誌４４�，４４５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会，東京）
HRC５A０４分子生研，細生研 実動施設 �微生物，�日歯大・新潟歯・生化，�化学

９．吉田昌記�，花岡洋一，都築民幸�，上野麻夫�，高木徹也�，梶原正弘�，佐藤喜宣�，水口 清：メーリング

リスト f－odont 一年間の活動報告―新しいネットワークの充実を目指して―，警察歯科医会全国大会

抄録集 １，５，２００２．（第１回警察歯科医会全国大会，長野市）�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学

センター

１０．花岡洋一，丸山 澄，宇都野創，野中 育，野平千鶴，水口 清：歯から何がわかるのか？―歯型からは

わからない歯科的個人識別の実際―，警察歯科医会全国大会抄録集 １，１０，２００２．（第１回警察歯科医会

全国大会，長野市）

１１．貝塚雅信�，内田裕丈�，近藤勝洪�，渡辺三雄�，内山文博�，渡辺洋夫�，村上恵一�，矢野年彦�，水口 清，

小室歳信�，山田良広�，花岡洋一：東京都歯科医師会における身元確認作業への取り組みと歩み―行政

との連係―，警察歯科医会全国大会抄録集 １，１１，２００２．（第１回警察歯科医会全国大会，長野市）�東京都，

�日大・歯・法医学，�神歯大・法医歯

１２．花岡洋一，水口 清：大規模災害時の歯科的個人識別作業におけるデジタル機器の有用性，歯基礎医会誌

４４�，５０２，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，東京）Ａ‐９４‐０３００‐１３

１３．Ueno, A.�, Hanaoka, Y., Tsuzuki, T.�, Takagi, T.�, Kajiwara, M.�, Minaguchi, K., Sato, Y.� : Proposal of in-

ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part１., J Forensic Med４５（４－５），

２６６，２００２．（１６th meeting of the International Association of Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３

�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

１４．Hanaoka, Y., Ueno, A.�, Tsuzuki, T.�, Takagi, T.�, Kajiwara, M.�, Minaguchi, K., Sato, Y.� : Proposal of in-

ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part２, Possibility of construction in

a remote location, J Forensic Med４５（４－５），２６６，２００２．（１６th meeting of the International Association of

Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３�杏林大・医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

１５．Tsuzuki, T.�, Ueno, A.�, Kajiwara, M.�, Hanaoka, Y., Uchiyama, h.�, Agawa, Y.�, Sato, Y.� : Proposal of in-

ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part３, Evaluation of intraoral CCD

camera for forensic odontological examination, J Forensic Med４５（４－５），２６６～２６７，２００２．（１６th meeting

of the International Association of Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３�日歯大・歯科法医学

センター，�杏林大・医・法医学

１６．Minaguchi, K., Hanaoka, Y., Maruyama, S., Nonaka, I., Kajiwara, M.�, Takagi, T.�, Sato, Y.� : DNA analysis

of neonatal human remains wrapped in a vinyl bag for１５years, Program & Abstracts of Fifth Interna-

tional Symposium on Advances in Legal Medicine，１００，２００２．（５th International Symposium on Advances

in Legal Medicine, Takayama）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研�杏林大・医・法医学
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１７．梶原正弘�，花岡洋一，都築民幸�，上野麻夫�，高木徹也�，吉田昌記�，佐藤喜宣�，水口 清：歯科的個人

識別の実務を支援するためのコンピューターネットワークの構築―メーリングリスト「f－odont」の

活動と参加呼びかけ―，鑑識科学 ７，６９，２００２．（日本鑑識科学技術学会第８回学術集会，東京）�杏林大・

医・法医学，�日歯大・歯科法医学センター

１８．花岡洋一，丸山 澄，水口 清：歯牙を含む顎骨の経時的変化ならびに加齢変化に特異所見を認めた一事例，

第７１回日本法医学会関東地方会講演要旨集，１４，２００２．（第７１回日本法医学会関東地方会，東京）Ａ‐９４‐０３００‐１３

１９．丸山 澄，水口 清：日本人におけるmtDNAの系統分化，日本DNA多型学会第１１回学術集会抄録集，

３０，２００２．（日本DNA多型学会第１１回学術集会，旭川市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

２０．野中 育，水口 清：日本人におけるY染色体多型の系統分化，日本DNA多型学会第１１回学術集会抄録集，

３１，２００２．（日本DNA多型学会第１１回学術集会，旭川市）Ａ９３‐０３００‐１１分子生研

２１．花岡洋一：Mass Disaster Session 報告：INTERPOLが主導する世界規模のDVI team確立への取り組み，

法医学歯科研究会，２，２００２．（第２０回法医学歯科研究会セミナー，東京）招待講演

２２．加藤哲男�，水口 清，山中あゆみ�，君塚隆太�，本間聖進�，伊藤太一�，伊藤明代�，三浦 直�：唾液

タンパクの抗菌活性と生体制御，平成１４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，４６～４７，２００３．（平成１４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）分子生研，

細生研 �微生物，�保存Ⅱ，�化学

２３．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１４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，６２～

６３，２００３．（平成１４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）�超微構造，�口外Ⅱ
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１１．社 会 歯 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）

住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心と

して―（Ａ０１‐０３１０‐８）

助 教 授 岡田 眞人 歯科医療施設および担当者と歯科患者数の地域分布に関する研究（Ａ９７‐０３１０‐５）

２．成果の概要

１）要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）

①昨年度実施した病院へのアンケート調査に回答のあった病院（２４４４施設）のうち，施設名および住所の

記載のあった２０４５施設に郵送によるアンケート調査を実施した．今回の回答施設は口腔ケアに対する関心度

が高く，これを基本看護として十分行なっていることがわかった．急性期入院患者の経口摂取開始時期につ

いて明確な基準が確立されていないことが推測された．脳卒中急性期患者の口腔機能の回復，維持にもっと

も関与しているのは看護師であった．一方，経口摂取開始の決定を行っているのは医師であった．経口摂取

開始に関して参考にしている項目で「嚥下造影検査」は１３．６％と低い値であった．入院期間が短い施設ほ

ど，義歯を早期から使用させている傾向があり，口腔機能の評価を行い，義歯を積極的に使用させている施

設では早期に経口摂取が開始される傾向があった．歯科および歯科衛生に関する情報が多い病院および，口

腔ケアを積極的に行い，それに関心のある施設ほど，口腔機能の評価を十分行っていた．②研究班と看護職

との研究集会により歯科領域と看護領域で各々の行っている口腔ケアについて，これまで情報の交換が無

く，実態を認識していなかったことが明らかとなり，相互の取り組みのレベルを確認することが出来た．回

復期，慢性期，在宅での口腔ケアと摂食指導を明らかにするために，歯科の係わりをクリティカルパスに入

れ，評価を行う時期と評価の判断基準を作る必要があるとの意見の一致をみた．③市立の脳血管医療セン

ターにおいて，脳血管疾患による入院患者の口腔内状況の変化と摂食機能について調査した．急性期の患者

では種々口腔についての訴えがみられ，急速に義歯の適合が悪くなったものが見られた．病院における義歯

の管理，患者家族の口腔衛生に対する意識等に課題が見られた．

平成１４年度厚生科学研究・長寿科学総合研究事業

要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究 研究報告書 １～１４７，２００３．

２）住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心として―

（Ａ０１‐０３１０‐８）

①本年度は昨年度（平成１３年）の調査から把握できた個々の住民参加型歯科保健活動の因子を様々な角度

から分析し，住民参加型歯科保健活動の成功へ至る各要因とそのプロセスを分析した．また，成功，失敗を

判定するコンピュータプログラムを成した．このプログラムは住民参加型保健活動を実施するにあたり事前

に成功，失敗をある程度予測可能であり有用であると思われた．②昨年度（平成１３年），自治体，歯科医師

会に対し郵送法により住民参加型保健活動，住民参加型歯科保健活動の有無，事業名，事業内容，対象者に

実施した調査において得られた自由回答部分について，テキストマイニングの手法を用いて解析をおこなっ

た．その結果歯科医師会，自治体といった実施主体による保健事業の捉えたかの違いをある程度表示できた

ことから，この分析方法は有用であることが示唆された．③自主グループの活動が極めて積極的になされて

いるとされている「町作り」について，先駆的な事例を呈示してもらい，研究班との議論の中から地域歯科

保健活動における町作り的な住民参加のあり方を検討した．その結果，住民参加による地域歯科保健活動を

促進するにあたり，行政，専門団体の姿勢を再考する必要性が示唆され，同時に地域保健において中間支援

―８２―



担当者 研 究 課 題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

石井 拓男 歯周疾患の予防，治療技術の
評価に関する研究

日歯大・歯周 東京 鴨井 久一

石井 拓男 低・非・抗う蝕性食品による
予防技術の応用並びに普及
開発に関する研究

新潟大・歯・口細 新潟市 星野 悦郎

石井 拓男 口腔保健と全身的な健康状態
の関係―咀嚼と肥満の関連
性に関する研究―

和洋女子大 市川市 小林 修平

石井 拓男 医療機関における収入の変動
とリスク管理に関する研究

医療経済研究機構 東京 田中 滋

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究 厚生科学研究費・長寿科学総合

石井 拓男 住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究
―歯科保健対策を中心として―

厚生科学研究・健康科学総合
研究事業

石井 拓男 歯科医療機関と歯科医療費の地域差について 医療保険業務研究協会委託研究

組織の育成と活用が有用であることが考えられた．

平成１４年度厚生科学研究・健康科学総合研究事業

住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究

歯科保健対策を中心として 研究報告書 １～１７９，２００３．

３）歯科医療施設および担当者と歯科患者数の地域分布に関する研究（Ａ９７‐０３１０‐５）

―歯科医療機関の種別に見た医療費の動向に関する研究―

平成１２年度と１３年度の医療機関医療費の動向（医療機関メディアス）と平成１１年度医療施設調査静態調査

をもちい，双方でマッチングの出来た歯科医療機関を対象として，標榜科名別に①歯科のみ，②歯科・小児

歯科，③歯科・小児歯科，矯正歯科，④歯科・小児歯科・歯科口腔外科，⑤歯科・小児歯科・矯正歯科・歯

科口腔外科の５つの群に分け，①施設数，②医療費，③１機関当たり医療費，④１機関当たり日数，⑤１機

関当たり件数，⑥１日当たり医療費，⑦１件当たり日数を求め，都道府県別に分析した．

今回の結果から，３ないし４つの歯科診療科名を標榜する機関は歯科のみを標榜する機関より明らかに１

機関当たりの医療費が高いことが認められた．６０％ほどの歯科医療機関が歯科のみの標榜であり，３あるい

は４つの診療科を標榜する機関は各々歯科標榜の十分の一ほどの数でしかない．多くの診療科名を有する機

関は１施設当たり日数，１機関当たり件数そして１日当たり医療費において歯科のみ標榜の機関よりはるか

に高い値を示した．多くの診療科名を標榜する歯科医療機関は戦略性の高い医療機関であることを伺わせ

た．

平成１４年度医療保険業務研究協会委託研究

歯科医療機関の種別に見た医療費の動向に関する研究 調査研究報告書 ２００２．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―８３―



オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

石井 拓男 ２００２．６．１６ 病診・診診連携が「かかりつけ
歯科医機能」を変える

コミュニティと歯科医療を
つなぐ連携システム研究会

東京

石井 拓男 ２００２．９．１４ 健康日本２１の歯科保健目標達成
のための戦略

第５１回日本口腔衛生学会 大阪市

石井 拓男 ２００２．１１．９ ８０２０運動推進特別事業の成果 第２３回全国歯科保健大会 静岡市

石井 拓男 ２００３．２．２０ 歯科における要介護者に関わる
病診連携をいかにすすめるか

要介護者等歯科治療連携推進
シンポジュウム（埼玉県）

さいたま市

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

石井 拓男 ２００２．７．７ かかりつけ歯科医と病診連携
システムの構築

宮城県歯科医師会，医科歯科
連携シンポジュウム

仙台市

石井 拓男 ２００３．３．２８ 歯科医療の構造改革と病院歯科
の対応

シンポジュウム「病院歯科の
現状と将来」厚生科学研究報告

東京

石井 拓男 ２００３．３．３０ 歯周疾患の経済的評価に関する
研究

シンポジュウム「歯周疾患の
予防，治療技術の評価について
の総合研究」

東京

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

石井 拓男 ２００２．１０．１９ 日本の歯科医療に求められる
Breakthrough

第２７４回東京歯科大学学会 千葉市

石井 拓男 ２００２．１１．２４ 患者が主語の訪問歯科診療 第２回日本訪問歯科医学会 東京

石井 拓男 ２００２．１２．７ 地域完結型歯科医療システムの
構築をめざして

兵庫県病院歯科医会 神戸市

石井 拓男 ２００３．１．２２ 今後の歯科界のゆくえ―歯科
医師会として行うべきこと・診療所
として求められること―

長崎市歯科医師会 長崎市

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム企画

シンポジウム

学会招待講演

―８４―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

石井 拓男 ２００２．５．３１ 教育評価と多肢選択問題
（MCQ）について

歯科系CBT問題作成
のための講習会（共用
試験実施機構）

東京

石井 拓男 ２００２．６．３０ ２１世紀における歯科医療 平成１４年度尾張西部地区
医療圏歯科連絡協議会
研修会

一宮市

石井 拓男 ２００２．１０．１０ コア・カリキュラムの
提案に伴う歯科医学教育
カリキュラム改革

第２回FD委員会講演会
（神奈川歯科大学）

横須賀市

石井 拓男 ２００２．１０．３０ 地域歯科保健における
歯科衛生士の役割

平成１４年度歯科衛生士
研修（国立保健医療科
学院）

和光市

石井 拓男 ２００２．１１．１５ 卒直後研修の目的と現状 第１２回歯科医師臨床研修
指導医講習会

大阪市

石井 拓男 ２００２．１２．１５ 清瀬市歯科医療連携推進
事業のKJ 法による評価

清瀬市歯科医療連携
推進事業評価ワーク

清瀬市

石井 拓男 ２００３．２．１６ 制度改正と歯科保健医療 第１回日本口腔衛生学会
認定医研修会

東京

石井 拓男 ２００３．２．２６ みんなで作る歯の健康
～８０２０データから見えた
もの～

健康あだち２１講演会
（足立区竹の塚保健総合
センター）

東京

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

石井 拓男 ２００２．６．９
～１０

第７回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・
タスクフォース

千葉市

石井 拓男 ２００２．７．１０
～１１

第３回歯科医学教育者ワーク
ショップ（日本歯科医学教育学会）

タスクフォース 横浜市

石井 拓男 ２００２．１１．２
～３

第８回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員・
タスクフォース

千葉市

石井 拓男 ２００２．１２．９
～１２

第５回歯科医師臨床研修指導医
ワークショップ

コ・ディレクター 裾野市

石井 拓男 ２００２．１２．１４
～１５

歯科医学教育者ワークショップ
（奥羽大学歯学部）

特別顧問 郡山市

石井 拓男 ２００３．３．２７
～２８

第３回神奈川歯科大学歯学
における教養教育に関する
ワークショップ

タスクフォース 横須賀市

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

教育ワークショップ等

―８５―



担当者 年月日 ソフト名 内 容 等

石井 拓男 ２００３．３ 歯科医師にとっての医療面接 医療面接についての解説

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

石井 拓男 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT 運営委員 千葉市

石井 拓男 ２００２．５．１１ 平成１４年度第５学年OSCE 副運営委員長 千葉市

石井 拓男 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副運営委員長 千葉市

岡田 眞人 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE アンケート責任者 千葉市

教育ソフト開発

共用試験等

―８６―



論 文

１．櫻井 薫�，瀧澤雅一�，高橋潤一�，山倉大紀�，片倉 朗�，久保周平�，片田英憲�，一戸達也�，伊藤彰人	，

山田 了�，角田正健�，石井拓男：平成１４年度東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修における初期研修

の到達目標および総合診療研修の到達目標とその評価，歯科学報１０２�，２４９～２７０，２００２．総説 �補綴Ⅰ，
�保存Ⅲ，�保存Ⅱ，�補綴Ⅲ，�口外Ⅰ，�小児歯，�矯正，�歯麻，	保存Ⅰ

２．石井拓男，岡田眞人，大川由一�，今村嘉宣�，山根源之�，宮武光吉�：要介護高齢者の摂食障害発生要因に

関する研究―第１報在宅要介護高齢者の歯科的主訴発生時期―，口腔衛会誌５２�，２１３～２２０，２００２．
原著 �千葉衛短・歯衛，�補綴Ⅲ，�市病・オーラルメディシン，�鶴見大・歯
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