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1．歯内療法学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

 教  授 中川寛一 根管形態に関する歯内療法学的検討 
NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
歯内療法におけるレーザーの応用 

講  師 森永一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究 
 加藤広之 根管の器械的拡大・形成に関する研究 

歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 

助  手 土倉 康 根管処置に伴う歯根膜組織の傷害とその保護に関する研究 
 八ッ橋孝彰 NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
 末原正崇 歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究 
 市川博彰 NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
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牛窪敏博 

外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 
歯内療法におけるレーザーの応用 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄細胞の感覚に関する研究 
外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄細胞の活性に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 
歯髄細胞の薬物動態に関する研究 
歯内療法におけるレーザーの応用 
歯内療法における手術用顕微鏡の応用 
歯内療法における手術用顕微鏡の応用 
根管の器械的拡大・形成に関する三次元的解析 

 

2．成果の概要 

1）歯内療法に用いる仮封材の摩耗と封鎖性に関する検討 
本研究の目的は、現在歯内療法処置に用いられている各種仮封材（剤）の、口腔内環境再現下における摩

耗性ならびに封鎖性を、UAB wear simulatorにより検索することである。本研究には水硬性仮封材として

Caviton（CA）、非ユージノール系の材料として、酸化亜鉛‐脂肪酸誘導体セメントのTemporary Pack（TP）、
酸化亜鉛ユージノールセメント系の材料としてNeodyne-α（EZ）、そして現在アメリカで多く用いられてい

る、光重合型コンポジットレジン系仮封材TERMの計４種類を用いた。これらの材料を次回来院時まで２週

間で、食事等による咀嚼もあるという条件設定の下でその摩耗と封鎖性について調査した。水硬性仮封材で

あるCAは本研究に用いた被験材中、摩耗量は最も大きく、充分な封鎖性が得られなかった。またTPもCAに
次いで耐摩耗性、封鎖性が低かった。そしてEZは耐摩耗性および封鎖性の両方に対して最も優れた結果が得

られた。また現在アメリカで多く用いられているTERMは耐摩耗性、封鎖性共にEZに次ぐ良い成績が得ら

れた。一方SEM観察では、CAはその表面が大きく陥凹し材料中に含まれる石膏が露出しているのが観察さ



れた。またTP、EZでは比較的平坦な表面が観察された。TERMでは材品中に含まれるフィラーの露出が認

められたが、材品と歯質の間に間隙などは観察されなかった。これらのことから実際の口腔内で仮封処置を

行う場合は、応用歯の対合関係の有無などをよく診査し、複数の異なる性質の仮封材の中から、次回来院時

までにその仮封材がおかれる条件に最も適したものを選択する必要があることが示唆された。 
Dent Mater J 25, 199～204, 2006. 

 

2)下顎両側遊離端欠損部にインプラントを応用し咬合回復した１症例 

 下顎臼歯部欠損部補綴においては、従来より可撤性の部分床義歯やブリッジがその役割を果たしてきた。

しかしながら、遊離端義歯の場合、違和感や不快感、発音障害を惹起し、そのまま義歯をしなくなり咬合が

崩壊していく症例が多々認められる。そこで今回、両側遊離端大臼歯欠損部に歯科インプラント治療を応用

し、良好に経過している１症例を報告する。 

口腔インプラント会誌 19(3), 107～108, 2006. 

 

3) 上顎犬歯，小臼歯欠損に対してHAコーテッドインプラントを応用した1症例 

従来、上顎の歯槽部は下顎と比較して、①骨質が鬆粗である、②頬舌的厚径が小さい、などの解剖学的制

約からインプラントの初期固定ならびに植立後の安定の確保が困難なことがある。このような場合、初期固

定および骨結合の獲得を目的として、①粗面あるいはHAコーテッドインプラントの使用、②植立方法の工夫、

③免疫期間の延長などの臨床的対応がなされている。今回、上顎に完全埋入型2回法3pieces HAコーテッドイ

ンプラントを応用し、咀嚼機能の改善を図った1症例について報告する。 

口腔インプラント会誌 19(3), 109～110, 2006. 

 
3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics 

Research Foundation 

SanDiego, USA G. B. Carr 

 
 4．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

末原 正崇 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

加藤 広之 2006. 7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ  

Ⅲ 「歯学部学生のための医学教育－総合病院の特

色を生かした歯科医学教育－」 

委員 千葉市 

土倉 康 2006. 7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅱ現代 GP「統合的 e-Learning Program 構築のた

めのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

 

 

 



共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

森永 一喜 2006.6.2～3 平成18年度神奈川歯科大学 第5学年OSCE 評価者 横須賀市

森永 一喜 

末原 正崇 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

宮地 朋子 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 誘導係 千葉市 
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ついて, 歯科学報 106(5), 56, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・総合診療科,(2)歯周病,(3)保

存修復,(4)スポーツ歯 

 

  



22. 荒瀧友彦 (1), 古谷義隆 (1), 伊藤太一 (1), 武田孝之 (1), 椎貝達夫 (1), 飯島俊一 (1), 添島義和 (1), 中川寛一,

山田 了(2), 平井義人(3), 柴原孝彦(4), 一戸達也(5), 櫻井 薫 (6), 佐藤 亨(7), 石上惠一(8), 井上 孝(9),

矢島安朝(1) : 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後 1 年の概要, 歯科学報 106(5), 56, 2006.(第 282

回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・口腔インプラント,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)口外,(5)歯麻,(6)有床義歯,(7)クラ

ウンブリッジ,(8)スポーツ歯,(9)臨検査 

 

23. 八ッ橋孝彰, 加藤広之, 中川寛一 : レトロチップを用いて形成された逆根管充填窩洞の形態について, 歯科学報 

106(5), 72, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

24. 奥村礼二郎, 村松 敬(1), 松田敏夫(2), 馬場明道(3), 中川寛一, 下野正基(1), 鈴木恵子(4), P.Schnetkamp(5),

澁川義幸(6) : NCX3 による象牙質石灰化過程における象牙芽細胞の方向性Ca2+輸送, 第 1 回トランスポーター

研究会, 40, 2006.(第 1 回トランスポーター研究会, 東京) A95-0090-2, 文科省科研費基盤研究C(18592050) 細形研,分子

生研,細生研 (1)病理,(2)大阪大院・薬理・複合薬物動態,(3)大阪大院・薬理・神経薬理,(4)カルガリー大・医・分子生物,(5)カル

ガリー大・医・生物物理,(6)生理 

 

25. 奥村礼二郎, 村松 敬(1), 鈴木恵子(2), 中川寛一, 下野正基(1), P.Schnetkamp(3), 澁川義幸(4) : エナメル芽細胞の

直接的なCa2+輸送はNCX1・3 によって仲介される, 第 1 回トランスポーター研究会, 41, 2006.(第 1 回トランスポー

ター研究会, 東京) A95-0090-2, 文科省科研費基盤研究C(18592050) 細形研,分子生研,細生研 実動施設 (1)病理,(2)カル

ガリー大・医・分子生物,(3)カルガリー大・医・生物物理,(4)生理 

 

26. 山中あゆみ(1), 君塚隆太(1), 河内智子(2), 葛西浩一(2), 宝田恭子(3), 伊藤明代(4), 山田 了(4), 齋藤百合子,

中川寛一, 齋藤貴之(5), 櫻井 薫(5), 石原和幸(1), 加藤哲男(1), 奥田克爾(1) : クランベリーの口腔内バイオフィル

ム形成阻害効果, 日歯医会誌 26, 89, 2007.(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) A04-0400-7 

分子生研 (1)微生物,(2)キッコーマン,(3)東京都,(4)歯周病,(5)有床義歯 

 

27. Shibukawa,Y.(1), Okumura,R., Yamamoto,T.(1), Muramatsu,T.(2), Matsuda,T.(3), Baba,A.(4), Nakagawa,K., 

Shimono,M.(2), Suzuki,K.(5), Schnetkamp,P.P.(5) : Directional Ca2+ transport via sodium/calcium exchangers, 

NCX3, in rat odontoblasts during dentinogenesis, J Physiol Sci 57(suppl), S76, 2007.(84th Annual Meeting for The 

Physiological Society of Japan, Osaka) A95-0090-2, 科学研究費 基盤C(18592050) 細形研,分子生研,細生研 実動施設  

(1)生理,(2)病理,(3)阪大院・薬・複合薬物動態,(4)大阪大院・薬・神経薬理,(5)Facult. Med.，Univ.Calgary 

 

  



2．歯 周 病 学 講 座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 山田 了 歯周療法全般 

助 教 授 

 

渋川義宏 

 

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

講  師 

 

 

関口一実 

太田幹夫 

杉戸博記 

GTR法の吸収性膜露出が新生組織に及ぼす影響（Ａ97-0410-53） 

プラークがインプラント周囲の軟組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-55） 

歯の発生からみた歯周再生療法 

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

 片山明彦 自己増殖歯根膜組織の歯牙移植に対する効果（A00-0410-65） 

     増田浩之 サルにおける咬合性外傷に関する研究（Ａ99-0410-57） 

 

 

病院助手 

山本茂樹 

衣松高志 

奥田倫子 

Bio-ossの歯周組織再生に及ぼす影響 

ラット歯肉上皮における免疫組織学的研究 

心冠状動脈疾患と歯周病の関係 

大学院生 

 

 

太田 卓 

久保田道也 

藤田貴久 

藤波弘州 

大井陽生 

中西伸介 

牧野麻子 

正岡孝康 

杉澤幹雄 

勢島 典 

高山沙織 

歯周組織の再生 

喫煙と歯周病の関係 

エムドゲインによる歯周組織の再生 

自己再生歯根膜組織の歯周組織再生に及ぼす影響 

二壁性骨欠損に対するC-グラフトの有効性 

二壁性骨欠損に対するb-FGFグラフトの有効性 

サイトカイン産生におよぼすニコチンの影響 

長い上皮性付着に関する組織学研究 

インプラント周囲付着上皮の研究 

D-FGFを用いた歯牙再植 

生体機能性タンパク質の歯周病原細菌への影響 

      

2．成果の概要 

１．歯周組織欠損部への増殖歯根膜組織併用骨移植材の有効性, 

イヌに作成した歯周組織欠損部に、自己増殖歯根膜組織とβ-TCP を応用し、4 週と８週で光学顕微鏡的に

検索した。 

自己歯根膜組織を応用したものにおいては、良好な歯周組織の再生が認められ、歯周組織再生能を有する

ことが示唆された。 

 歯科学報 106(5), 444, 2006. 

 

 

 

 

 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

杉戸 博記 

渋川 義宏 

下顎正中部の形態形成における

Indian hedgehogの役割 

Division of Orthopaedic 

Research, Department of 

Periodontics, Jefferson 

Medical College of Thomas 

Jefferson University 

U.S.A Pacifici, M

杉戸 博記 

渋川 義宏 

発生からみた歯周組織再生メカ

ニズムにおける CCN ファミリー

の役割 

Division of Orthopaedic 

Research, Department of 

Periodontics, Jefferson 

Medical College of Thomas 

Jefferson University 

U.S.A Koyama, E 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

杉戸 博記 発生からみた歯周組織再生メカニズムの解明 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

伊藤 明代 歯周治療におけるバイオフィルム駆逐ストラテジー 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

大井 陽生 Basic fibroblast factorの歯周組織再生におけ

る細胞増殖について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

藤田 貴久 GTRとエナメルマトリックスタンパク併用による

硬組織再構築の細胞分化について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

  

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 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

渋川 義宏 2006.10.7 ～8  第 1 回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

杉戸 博記 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅰ特色GP「IT環境でのグローバルエバリュエー

ション」 

委員 千葉市 

増田 浩之 2006. 7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅱ現代GP「統合的e-Learning Program構築のた

めのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

伊藤 明代 2006.10.7 ～8 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

 

 



 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

渋川 義宏 2007. 2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

太田 幹夫 2007. 2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 誘導係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Ito,A., Ito,T.(1), Yamanaka,A.(2), Okuda,K.(2), Yamada,S., Kato,T.(2) : N-Tetradecanoyl Homoserine Lactone, 

Signaling Compound for Quorum Sensing, Inhibits Porphyromonas gingivalis Growth, Research Journal of 

Microbiology 1(4), 339～359, 2006. 原著 分子生研 (1)千病・口腔インプラント,(2)微生物 

 

 2. Yamazaki,T., Miyamoto,M.(1), Yamada,S., Okuda,K.(1), Ishihara,K.(1) : Surface protease of Treponema denticola 

hydrolyzes C3 and influences function of polymorphonuclear leukocytes, Microbes and Infection 8(4), 1758～

1763, 2006. 原著 保情研,分子生研,保情研,分子生研 (1)微生物 

 

 3. 君塚隆太(1), 石原和幸(1), 渋川義宏, 加藤哲男(1), 奥田克爾(1) : Treponema denticolaの血管内皮細胞侵入性,  

日嫌気性菌感染症研 36, 91～97, 2006. 原著 (1)微生物 

 

 4. Tanno,M.(1), Hashimoto,S.(1), Muramatsu,T.(1), Matsuki,M.(1), Yamada,S., Shimono,M.(1) : Differential localization of 

laminin γ2 and integrin β4 in primary cultures of the rat gingival epithelium, J Periodont Res 41(1), 15～22, 

2006. 原著 細形研 実動施設 (1)病理 

 

 5. Murano,Y., Ota,M., Katayama,A., Sugito,H., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Periodontal regeneration following 

transplantation of proliferating tissue derived from periodontal ligament into classⅢ furcation defects in dogs, 

Biomed Res 48(3), 182～191, 2006. 原著 細形研,保情研,分子生研 実動施設 

 

 6. Katayama,A., Ota,M., Sugito,H., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Effect of proliferating tissue on transplanted teeth in 

dogs, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 101(e), 110～118, 2006. 原著 細形研,分子生研 実動施

設 

 

 7. Pacifici,M.(1), Koyama,E.(1), Shibukawa,Y., Wu,C.(1), Tamamura,Y.(1), Enomoto-Iwamoto,M.(1), Iwamoto,M.(1) : Cellular 

and molecular mechanisms of synovial joint and articular cartilage formation, Ann N Y Acad Sci 1068, 74～86, 

2006. 原著 (1)Department of Orthopedic Surgery， Thomas Jefferson Univercity College of Medicine， Philadelphia 

 

 8. Inagaki,Y.Y., Inagaki,S., Yamada,S., Okuda,K.(1), Ishihara,K.(1) : Production of protective antibodies against 

Porphyromonas gingivalis strains by immunization with recombinant gingipain dominans, FEMS Immunol Med 

Microbiol 47, 287～295, 2006. 原著 分子生研 (1)微生物 

 

 9. 角田正健(1), 杉山利子(1), 富田幸代, 山田 了, 清水和正(2), 前田裕一(2), 大澤謙二(2) : 試作キャンディによる口

臭抑制および舌苔除去効果, 日歯周病会誌 48(3), 182～191, 2006. 原著 (1)千病・総合診療科,(2)(株)ロッテ中央

研究所 

 

10. 片山明彦, 角田正健(1), 山田 了 : フレアアウトを伴う重度慢性歯周炎患者に包括的治療を行った 1 症例, 日歯

周病会誌 48(3), 218～224, 2006. 原著 (1)千病・総合診療科 

 

11. 藤波弘州, 太田幹夫, 片山明彦, 山本茂樹, 渋川義宏, 山田 了 : 歯周組織欠損部への増殖歯根膜組織併用

骨移植材の有効性, 歯科学報 106(5), 444, 2006. 原著 細形研 実動施設 

 

   



12. Shibukawa,Y., Young,B.(1), Wu,C.(1), Yamada,S., Long,F.(1), Pacifici,M.(1), Koyama,E.(1) : Temporo-Mandibular Joint 

Formation and Condyle Growth Require Indian Hedgehog Signaling, Dev Dyn 236, 426～434, 2006. 原著 

(1)Department of Orthopedic Surgery， Thomas Jefferson Univercity College of Medicine， Philadelphia 

 

13. Koyama,E.(1), Young,B.(2), Nagayama,M.(2), Shibukawa,Y., Enomoto-Iwamoto,M.(2), Iwamoto,M.(2), Maeda,Y.(3), 

Lanske,B.(3), Song,B.(4), Serra,R.(4), Pacifici,M.(2) : Conditional Kif3a ablation causes abnormal hedgehog signaling 

topography, growth plate dysfunction and excessive bone and cartilage formation in mouse cranial base 

synchondroses, Development 134, 2159～2169, 2007. 原著 (1)Department of Orthooaedic Surgery， Thomas Jefferson 

Univercity College of Medicine,(2)Department of Orthopedic Surgery， Thomas Jefferson Univercity College of Medicine， 

Philadelphia,(3)Department of Developmental Biology， Harvard School of Dental Medicine,(4)Department of Cell Biology， 

University of Alabama at Birmingham 

 

解      説 

 

 1. 杉戸博記, 山田 了 : 破折面分析による疲労破折したインプラントにおける負荷条件の評価, Quintessence Dent 

Imp 13(2), 222～223, 2006. 

 

 2. 杉戸博記, 山田 了 : 単独歯インプラントの即時埋入もしくは遅延埋入後の歯間乳頭レベル：無作為化臨床試験, 

Quintessence Dent Imp 13(2), 231～240, 2006. 

 

 3. 杉戸博記, 山田 了 : 豊隆歯根を伴う歯の抜歯窩頬側骨壁の動態に関する研究, Int J Perio Rest Dent 日本語版 

14(2), 19～27, 2006. 

 

 4. 下野正基(1), 衣松高志, 山田 了, 丹野光恵(1), 橋本貞充(1) : ヘミデスモゾームの構造と歯肉炎, 化学療法 22(4), 

49～57, 2006. 細形研 実動施設 (1)病理 

 

 5. 杉戸博記, 山田 了 : インプラント間距離が歯間乳頭の形成ならびに骨吸収に及ぼす影響, Quintessence Dent 

Imp 13(3), 83～85, 2006. 

 

 6. 太田幹夫, 山田 了 : 骨縁下歯周組織欠損の治癒におけるエナメルマトリックスデリバティブの臨床的,X 線的効果, 

Int J Perio Rest Dent 日本語版 14(3), 84～85, 2006. 

 

 7. 太田幹夫, 山田 了 : 歯周骨欠損における脱灰骨基質ペーストとパテの評価, Int J Perio Rest Dent 日本語版 

14(4), 82～83, 2006. 

 

 8. 杉戸博記, 山田 了 : 顎インプラント周囲の根尖側骨欠損のマネージメント：症例報告, Quintessence Dent Imp 

13(5), 83～85, 2006. 

 

 9. 太田幹夫, 山田 了 : 歯肉弁歯冠側移動術とエナメルマトリックスデリバティブで治療した歯肉退縮の結果による

解剖学的, Int J Perio Rest Dent 日本語版 14(5), 87～89, 2006. 

 

10. 奥田倫子, 山田 了 : インプラント周囲炎と無歯顎者の唾液中における臨床的パラメーターとIL-6と IL-10の関係, 

Quintessence Dent Imp 13(6), 72～73, 2006. 

 

   



11. 衣松高志, 山田 了 : 過剰な歯肉露出の軽減のための口唇移動術：臨床報告, Int J Perio Rest Dent 日本語版 

14(6), 28～32, 2006. 

 

12. 太田幹夫, 山田 了 : 象牙質知覚過敏症における Nd : YAG レーザー単独とフッ化ナトリウムバーニッシュを併用し

た治療の短期間における評価－臨床的走査型電子顕微鏡, Int J Perio Rest Dent 日本語版 14(6), 96～97, 

2006. 

 

13. 太田幹夫, 山田 了 : 下顎切歯の根面被覆を獲得する三つの手術法の比較, Int J Perio Rest Dent Japan 日本語

版 15(1), 86～87, 2007. 

 

学会抄録 

 

 1. 藤田貴久, 山本茂樹, 太田幹夫, 山田 了 : 歯肉退縮療法におけるエナメル基質タンパクによる歯周組織再生に

ついて, 日歯周病会誌 48(春季特別号), 108, 2006.(第49回春季日本歯周病学会学術大会, 市川市) 細形研 実動施

設 

 

 2. 藤田貴久, 山本茂樹, 太田幹夫, 山田 了 : エナメル基質ﾀﾝﾊﾟｸによる歯肉退縮に対する療法, 日歯周病会誌 

106(2), 111, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 細形研 実動施設 

 

 3. 杉平亮介(1), 村松 敬(2), 石原和幸(3), 杉戸博記, 角田正健(4), 一戸達也(1), 石井拓男(5) : 東京歯科大学千葉病

院における歯科医師臨床研修の問題点, 歯科学報 106(2), 123, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

(1)歯麻,(2)病理,(3)微生物,(4)千病・総合診療科,(5)社会歯 

 

 4. Makino,A., Yamada,S., Okuda,K.(1), Kato,T.(1) : Effects of nicotine on cytokine productions, J Dent Res 85(Special 

Issue B), 0902, 2006.(84th General Session of IADR, Brisbane,Australia) CD-ROM 実動施設 (1)微生物 

 

 5. Kubota,M., Yamada,S., Okuda,K.(1), Ishihara,K.(1) : Effects of smoking on microflora of chronic periodontitis lesions, 

J Dent Res 85(Special Issue B), 0910, 2006.(84th General Session of IADR, Brisbane,Australia) CD-ROM (1)微生物 

 

 6. Yamamoto,S., Masuda,H., Shibukawa,Y., Ota,M., Yamada,S. : Combination of BDX and EMD in tratment of 

intrabony defects, J Dent Res 85(Special Issue B), 0934, 2006.(84th General Session of IADR, Brisbane, Australia)   

細形研 実動施設 

 

 7. Sugito,H., Ota,M., Katayama,A., Yamada,S. : Development of computerized skill evaluation for scaling and root 

planing, J Dent Res 85(Special Issue B), 1711, 2006.(84th General Session of IADR, Brisbane,Australia) 脳科学研 

 

 8. Ohta,S., Yamada,S., Kokubu,E.(1), Inoue,T.(1), Matsuzaka,K.(1) : Behavior of mesenchymal stem cells during 

periodontal wound healing, J Dent Res 85(Special Issue B), 2361, 2006.(84th General Session of IADR, Brisbane, 

Australia) 細形研 実動施設 (1)臨検査 

 

 9. 杉戸博記, 太田幹夫, 高橋潤一, 河田英司(1), 山田 了, 村本睦司(2) : スケーリング・ルートプレーニングの臨床シ

ミュレーション教育用評価システムの開発, 第 25 回日本歯科医学教育学会総会および記念大会プログラム・抄

録集, 106, 2006.(第 25 回日本歯科医学教育学会総会および記念大会, 仙台市) (1)理工,(2)(株)ユニスン 

 

   



10. 正岡孝康, 衣松高志, 杉澤幹雄, 関口一実, 山田 了, 榎谷保信(1), 橋本貞充(1), 下野正基(1) : 歯肉切除後のマ

ウス再生付着上皮におけるlaminin-γ2、integrin-β4 の免疫局在, 日歯周病会誌 48(秋季), 120, 2006.(第 49 回

秋季日本歯周病学会学術大会, 大阪市) 細形研 実動施設 (1)病理 

 

11. 牧野麻子, 山田 了, 林智子, 奥田克爾(1), 加藤哲男(1) : サイトカイン産生に及ぼすニコチンの影響, 日歯周病会

誌 48(秋季), 142, 2006.(第 49 回秋季日本歯周病学会学術大会, 大阪市) 実動施設 (1)微生物 

 

12. 大井陽生, 太田幹夫, 片山明彦, 山本茂樹, 村野嘉則, 藤波弘州, 藤田貴久, 中西伸介, 田中公文,      

山田 了 : 塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)のイヌの歯槽骨欠損部の治癒に及ぼす影響, 日歯周病会誌 

48(秋季), 145, 2006.(第 49 回秋季日本歯周病学会学術大会, 大阪市) 細形研 実動施設 

 

13. 中西伸介, 太田幹夫, 片山明彦, 山本茂樹, 藤波弘州, 藤田貴久, 大井陽生, 黒田美智代, 山田 了 : 歯槽骨

欠損部に海草由来骨移植材(C-GRAFTTM)を用いた歯周組織の再生, 日歯周病会誌 48(秋季), 146, 2006.(第

49 回秋季日本歯周病学会学術大会, 大阪市) 細形研 実動施設 

 

14. 片山明彦, 太田幹夫, 杉戸博記, 角田正健(1), 山田 了 : 咬合崩壊を伴った慢性歯周炎患者に対して包括的治

療を行った一症例, 日歯周病会誌 48(秋季), 244, 2006.(第 49 回秋季日本歯周病学会学術大会, 大阪市) (1)千病・総

合診療科 

 

15. 正岡孝康, 衣松高志, 杉澤幹雄, 関口一実, 山田 了, 榎谷保信(1), 橋本貞充(1), 下野正基(1) : 歯肉切除後のマ

ウス再生付着上皮におけるlaminin-γ2、integrin-β4 の免疫局在, 歯科学報 106(5), 444, 2006.(第 282 回東京歯

科大学学会(総会), 千葉市) 細形研 実動施設 (1)病理 

 

 

 

   



3．保存修復学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 平井 義人 歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療 

助 教 授 高瀬 保晶 2波長発振レーザーは齲蝕の進行抑制効果があるか(A02-0420-2) 

講  師 加藤 純二 405nm半導体レーザーの歯質及び軟組織に対する影響 

 高橋  賢 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究(A00-0420-5) 

 天谷 哲也 2波長発振レーザーは医療用レーザーメスとして両波長の利点を生かせるか？

(A02-0420-3) 

助  手 亀山 敦史 コンポッジットレジンの接着耐久性(A06-0420-3) 

 春山 親弘 新規半導体レーザーは歯科領域に応用可能か？(A06-0420-4) 

 五十嵐章浩 レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能か(A06-0420-2) 

 明石   豪 405nm半導体レーザーの軟組織照射に対する研究(A05-0420-5) 

 中澤妙衣子 二酸化チタン含有漂白材の効果について(A03-0420-3) 

大学院生 大須賀敬悟 試作型プローブを用いた 2 波長レーザーによる脱灰象牙質の除去効果

(A05-0420-4) 

 久木留伸享 2波長レーザーの齲蝕治療効果(A03-0420-1) 

 堺 健太郎 波長405nm半導体レーザーによる二酸化チタン含有低濃度過酸化水素水のエナ

メル質漂白効果について 

 岡田  崇 GFPラットを用いた各種切開法の検討 

 末森  豪 漂白材応用後の歯面に対する研磨の有効性(A06-0420-5) 

 小徳 祐司 405半導体レーザーによる細菌の殺菌効果に関する研究 

 星谷 雄太 Er:YAGレーザーのコンタクトチップの温度変化 

      

2．成果の概要 

1）波長405nm半導体レーザーによる二酸化チタン含有低濃度過酸化水素水のエナメル質漂白効果について 

  １．研究目的 

 歯の審美性に対する患者の関心と要望は、日々高まっており、生活歯漂白を希望する患者も多く見受けられる

ようになっている。しかし、現在歯科臨床で行う生活歯のオフィスブリーチング法では 35％の過酸化水素水が

用いられる場合が多く、その際、歯質への障害や軟組織に対する損傷などの危険性があり、慎重な使用法が望ま

れている。一方、近年、野浪らにより開発された二酸化チタン配合漂白剤（商品名ピレーネ、三菱ガス化学社製）

は、3.5％過酸化水素水を用いているため、きわめて安全性が高く、また、光照射により漂白効果があるとされ

ている。この漂白剤は、波長400nm付近に高い光吸収特性を示し、また光に反応してはじめて漂白が開始するた

め、光源の漂白効果に与える影響は大きいと言われている。今回われわれは、最近開発された波長405nm半導体

レーザーをその光源として用い、その漂白効果を検討した。 

  2．研究方法 

試料は牛抜去下顎前歯を歯頸部で切断し歯冠部を用いた。歯冠唇面エナメル質面を耐水研磨紙にて順次研

磨し、新鮮エナメル質を裸出した。ピレーネを牛エナメル質表面に塗布し、試作型波長405nm半導体レーザ

ー(住友電工社製)を、予備実験よりハイドロキシラジカルの発生量が十分得られた2 種類の条件（出力 200



ｍW、400mW，照射距離約１ｍｍ）で１分間照射した。照射後、水洗し、表面をエアーで乾燥後、再びピレー

ネを塗布し、波長405nm半導体レーザーを再び１分間照射した。このような操作を計10回繰り返した。そし

て、術前およびその後の一操作ごとに、色調の測定を行った。さらに、走査型電子顕微鏡（以下 SEM）によ

る漂白処置後の表面性状の観察を行った。なお、コントロールとして高出力ハロゲン光源ハイパーライテル

(クラレ社製 照射出力約480mW)を用いて、牛エナメル質に対する漂白効果を同様に調べた。 

  3. 研究成績および考察 

牛エナメル質に対する漂白効果は、レーザーおよび高出力ハロゲン光源とともに、照射回数の増加ともに増加

し、十分に認められた。特にレーザーの照射条件 400mＷは高い漂白効果を示した。また SEM による観察では、

漂白剤応用後のエナメル質表層に著明な脱灰などの変化は認められなかった。本実験に用いた漂白剤は、光依存

性の高い漂白剤であり、光源の波長および強度により、その漂白効果左右されるものと思われる。今回使用した

405nm半導体レーザーは、この漂白剤の吸収波長に一致し、その結果、効果的な漂白が得られることが示唆された。      

 Laser physics 17(8), 1062～1066, 2007. 

 

3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

天谷 哲也 2 波長発振レーザー照射後の組織は、どのような治癒形

態をたどるのか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

春山 親弘 新規半導体レーザーは歯科治療に応用可能か？ 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

五十嵐章浩 レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能か？ 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

 

4．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育ワークショップ等 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

高瀬 保晶 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅰ特色GP「IT環境でのグローバルエバリュエーシ

ョン」 

委員 千葉市 

亀山 敦史 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティの

確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

 高瀬 保晶 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

高瀬 保晶 2007.2.7 平成18年度東京歯科大学 第 4 学年 CBT 

試験 

試験実施委員サイ

トマネージャー  

千葉市 

高瀬 保晶 2007.3.5 平成 18 年度東京歯科大学 第 4 学年 CBT 

追・再試験 

試験実施委員サイ

トマネージャー  

千葉市 



氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高瀬 保晶 2007.3.10～11 平成18年度奥羽大学歯学部OSCE 評価者  東京 

天谷 哲也 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Akashi,G., Kato,J., Hirai,Y. : Pathological study of pulp treated with chemicals after Er:YAG laser preparation, 

Photomed and Laser Surg 24(6), 698～704, 2006. 原著 細形研 実動施設 

 

 2. 春山親弘, 加藤純二, 天谷哲也, 明石 豪, 大須賀敬悟, 五十嵐章浩, 高瀬保晶, 平井義人 : 2 波長レーザー

による象牙質照射後における歯髄の病理組織学的変化, 日レーザー医会誌 27(4), 257～262, 2006. 原著   

細形研 実動施設 

 

 3. Shinohara,T., Takase,Y., Amagai,T., Haruyama,C., Igarashi,A., Kato,J., Hirai,Y. : Criteria for a Diagnosis of Caries 

through the DIAGNOdent , Photomed laser Surg 24(1), 50～58, 2006. 原著 細形研 

 

 4. 中澤妙衣子, 天谷哲也, 平井義人 : 漂白剤応用後の研磨が歯面の表面粗さと色調に及ぼす影響, 日歯保存誌 

49(3), 387～395, 2006. 原著 細形研 

 

 5. Aizawa,K., Kameyama,A., Amagai,T., Kato,J., Takase,Y., Kawada,E.(1), Oda,Y.(1), Hirai,Y. : Resin bonding to dentin 

irradiated by high-repetition rate Er:YAG laser, Photomed and Laser Surg 24(3), 397～401, 2006. 原著 細形研 

(1)理工 

 

 6. Amagai,T., Kato,J., Haruyama,C., Oosuka,K., Takase,Y., Hirai,Y. : An experimental pathologic study of 

gingivectomy using dual-wavelength laser equipment with OPO, Laser Surg and med 39(1), 51～58, 2006. 原著 

細形研 実動施設 

 

 7. Nomoto,S.(1), Kameyama,A., Nakazawa,T., Yazaki,k.(2), Amagai,T., Kawada,E.(3), Oda,Y.(3), Hirai,Y., Sato,T.(1) : 

Influence of peroxide and additional application of ascorbic acid on dentin, Clini Oral Invest 10(4), 325～330, 

2006. 原著 細形研 (1)クラウンブリッジ,(2)東京都,(3)理工 

 

 8. 畑山 均(1), 井上 亨(1), 明石 豪, 加藤純二 : GaN系半導体レーザーのレーザーメスとしての応用, レーザー研究 

35(2), 96～99, 2007. 原著 細形研 実動施設 (1)住友電工(株) 

 

解      説 

 

 1. 加藤純二, 天谷哲也, 春山親弘, 五十嵐章浩, 明石 豪, 相沢甲也, 高瀬保晶, 平井義人 : 新しいレーザーの

胎動-21 世紀の歯科用レーザー-, 歯界展望 107(1), 54～61, 2006. 細形研 実動施設 

 

 2. 加藤純二, 守矢佳世子(1), 関本智信(2), 篠木 毅(2), 平井義人 : 歯科用漂白材｢ピレーネ｣の臨床応用, デンタル

マガジン 119, 1～4, 2006. 細形研 (1)東京都,(2)埼玉県 

 

 3. 加藤純二 : 歯科用レーザーの基本的知識, 歯界展望 109(2), 242～245, 2007. 細形研 

 

 4. 守矢佳世子(1), 中澤祐一, 加藤純二 : 小児・若年者におけるレーザーの効果的活用, 歯界展望 109(2), 246～

255, 2007. 細形研 (1)東京都 

 

 5. 加藤純二, 津久井 明(1), 篠木 毅(2), 春山親弘, 亀山敦史, 五十嵐章浩, 明石 豪, 中澤妙衣子 : 成人患者の

治療におけるレーザーの効果的活用, 歯界展望 109(2), 256～269, 2007. 細形研 (1)神奈川県,(2)埼玉県 

   



 6. 加藤純二, 宮崎英隆(1), 矢野宗憲(2), 長瀬隆之(3) : 高齢患者の治療におけるレーザーの効果的活用, 歯界展望 

109(2), 270～276, 2007. 細形研 (1)東医歯大・院・顎口外,(2)高知県,(3)北海道 

 

単行図書 
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プロシーディングス 

 

 1. Hatayama,H.(1), Kato,J., Akashi,G., Hirai,Y., Inoue,A.(1) : Comparison of violet diode laser with CO2 laser in surgical 

performance of soft tissues , Proc. of SPIE, Lasers in Dentistry XIII 6425, E01～08, 2007.(Photonics West, san jose, 
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 2. Uchizono,T.(1), Awazu,K.(1), Igarashi,A., Kato,J., Hirai,Y. : Investigation of ultra-short pulsed laser ablation on 
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佐藤 亨(6), 小田 豊(3), 下野正基(1) : ラット耳下腺細胞に対する半導体レーザー照射の影響, 歯科学報 106(2), 

114, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 細形研 実動施設 (1)病理,(2)生化学,(3)理工,(4)口健臨・補綴

科,(5)臨検査,(6)クラウンブリッジ 
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Zahnheilkunde, 114, 2006.(10th International Congress of the International Society for Lasers in Dentistry, Berlin, 

Germany) 細形研 (1)国立がんセンター 

 

 9. Kukidome,N., Amagai,T., Oosuka,K., Kato,J., Kato,T.(1), Odaka,M.(2), Okagami,Y.(2) : Bacteriacidal effect of Dual 

Wavelength Laser Equipment with OPO on Streptococcus Mutans, Laser Zahnheilkunde , 122, 2006.(10th 

International Congress of the International Society for Lasers in Dentistry, Berlin, Germany) (1)微生物,(2)(株)モリタ 

 

10. Oosuka,K., Amagai,T., Kato,J., Kukidome,N., Haruyama,C., Takase,Y., Hirai,Y., iwami,h.(1), Sumiyoshi,T.(2) : 

Effective ablation of dentin by a dual wavelength laser irradiation with different typed contact tips, Laser 

Zahnheilkunde , 138, 2006.(10th International Congress of the International Society for Lasers in Dentistry, Berlin, 

Germany) 細形研 (1)(株)モリタ,(2)サイバーレーザー 

 

11. 野本俊太郎 (1) , 亀山敦史, 中澤妙衣子, 平地正茂 (1) , 高梨聖敏 (1) , 本間慎也 (1) , 天谷哲也, 平井義人,

佐藤 亨(1) : 過酸化物応用後の象牙質と 4-META/MMA-TBBレジンの接着におけるアスコルビン酸の影, 歯科

審美 19(2), 122, 2006.(第 17 回日本歯科審美学会学術大会, 東京) 細形研 (1)クラウンブリッジ 

 

12. 天谷哲也, 久木留伸享, 大須賀敬悟, 高橋 賢, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 象牙質における 2 波長レー

ザーの透過性, 日歯保存誌 49(秋季特別), 18, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形研 

 

13. 春山親弘, 加藤純二, 明石 豪, 天谷哲也, 高瀬保晶, 平井義人 : 405nm 半導体レーザーの象牙質切削に関す

る研究, 日歯保存誌 49(秋季特別), 93, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形研 

 

14. 明石 豪, 加藤純二, 間 滋夫(1), 畑山 均(2), 井上 亨(2), 平井義人 : 新規半導体レーザー(波長 405nm)のラット

舌に照射した際の創傷治癒について, 日歯保存誌 49(秋季特別), 125, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児

島市) 細形研 (1)千葉県立衛生短大,(2)住友電工(株) 

 

15. 岡田 崇, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 久木留伸享, 瀧澤雅一, 高瀬保晶, 平井義人, 東 俊文(1), 間 滋夫(2) : ラッ

ト皮膚における切開法の治癒に及ぼす影響(第一報) 直後観察, 日歯保存誌 49(秋季特別), 140, 2006.( 第 125

回日本歯科保存学会秋季学術大会, 鹿児島市) 細形研 実動施設 (1)分子再生研究部,(2)千葉県立衛生短大 

 

16. Kato,J., Akashi,G., Hirai,Y. : Application of the 405nm GaN laser diode laser to soft tissue, J Korean Acad Cons 

Dent 31, 587, 2006.(8th Korea-Japan Consevative Dentistry Meeting , Pusan Korea) 細形研 実動施設 

 

17. 亀山敦史, 加藤純二, 相沢甲也, 明石 豪, 緒方 毅(1), 間 滋夫(2), 平井義人 : Er:YAG レーザー照射歯面に対

するシングルステップボンディングシステムの接着強さ, 日歯保存誌 49(秋季特別), 19, 2006.(第 125 回日本歯科

保存学会, 鹿児島市) 細形研 (1)岡山県,(2)千葉県立衛生短大 

   



18. 久木留伸享, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 2波長レーザーによる殺菌効果(第2報), 

日歯保存誌 49(秋季特別), 90, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形研 

 

19. 大須賀敬悟, 天谷哲也, 春山親弘, 久木留伸享, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 脱灰象牙質に対する

Er:YAG レーザーの切削効率, 日歯保存誌 49(秋季特別), 91, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形

研 

 

20. 末森 豪, 天谷哲也, 五十嵐章浩, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 試作型プローブを用いた Er:YAG レーザ

ーによる脱灰象牙質の除去効果(第 2 報), 日歯保存誌 49(秋季特別), 92, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿

児島市) 細形研 

 

21. 亀山敦史, 中澤妙衣子, 春山亜貴子, 保坂 誠(1), 春山親弘, 瀧澤雅一, 間 滋夫(2), 平井義人 : ジルコニウムフ

ァイバー系研磨用回転器具「ステインバスターR」によ, 日歯保存誌 49(秋季特別), 105, 2006.(第 125 回日本歯科

保存学会秋季学術大会, 鹿児島市) 細形研 (1)東京都,(2)千葉県立衛生短大 

 

22. 堺 健太郎, 中澤妙衣子, 明石 豪, 加藤純二, 平井義人, 倉田 浩(1) : 波長 405nm半導体レーザーによる二酸

化チタン含有低濃度過酸化水素水のエナメル質漂白効果について, 日歯保存誌 49(秋季特別), 227, 2006.(第

125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形研 (1)三菱ガス化学株式会社 

 

23. 中澤妙衣子, 加藤純二, 明石 豪, 堺健太郎, 亀山敦史, 天谷哲也, 高瀬保晶, 平井義人, 倉田 浩(1) : 波長

405nm半導体レーザーによる二酸化チタン含有低濃度過酸化水素水のエナメル質漂 白効果について, 日歯保

存誌 49(秋季特別), 227, 2006.(第 125 回日本歯科保存学会, 鹿児島市) 細形研 (1)三菱ガス化学(株) 

 

24. Kato,J., Hirai,Y. : The beaching of teeth using titanium dioxide and low concentration hydrogen peroxide,  

Myammer Dent Res, 29, 2007.(27th Myanmmer Dental Conference and 8th FDI-MDA Joint Educational Meeting, Yangon, 

Myammer,) 

 

25. Hatayama,H.(1), Kato,J., Akashi,G., Hirai,Y., Inoue,A.(1) : Comparison of violet diode laser with CO2 laser in surgical 

performance of soft tissues., SPIE Photonics West BiOS, 2007.(SPIE Photonics West BiOS, San Jose, USA) 細形研  

(1)住友電工(株) 

 

26. Utizono,T.(1), Awazu,K.(1), Igarashi,A., Kato,J., Hirai,Y. : Investigation of ultra-short pulsed laser ablation on dental 

hard tissue., SPIE Photonics West Bios, 2007.(SPIE Photonics West BiOS2007, San Jose, USA) (1)阪大・工学研究科 

 

27. 青木 章(1), 大槻昌幸(1), 加藤純二, 渡辺 久(1), 田上順次(1), 石川 烈(1) : レーザーによるう蝕・歯周治療の革新, 

レーザー学会講演予稿集, 237～238, 2007.(レーザー学会学術講演会第 27 回年次大会, 宮崎市) (1)東医歯大・院･歯

周 

 

28. 部谷 学(1), 沖原伸一郎(1), 山中正宣(1), 加藤純二 : 波長 6.05μm光照射によるウシ歯象牙質の切削実験, レー

ザー学会講演予稿集, 239, 2007.(レーザー学会学術講演会第 27 回年次大会, 宮崎市) (1)光産業想生大学･院･光加工

プロセス分野 

 

29. 五十嵐章浩, 加藤純二, 内園岳史(1), 粟津邦男(1) : レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能か?, 

レーザー学会講演予稿集, 240, 2007.(レーザー学会学術講演会第 27 回年次大会, 宮崎市) 細形研 (1)阪大･院･工業

研究科 

   



30. Kameyama,A., Aizawa,K., Kato,J., Hirai,Y. : Nano-hardness of adhesive interface to Er:YAG－lased dentin, J Denl 

Res, 86, 2007.(85th General Session and Exhibition of IADR, New Orleans, Louisiana, USA) 細形研 

 

 

 

   



4．小児歯科学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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

助 教 授 関 口   浩 ヒト琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子構造の解明（Ａ96-0450-2） 

客員助教授 王   小 競 ニコチン受容体と歯周組織と歯周炎のメカニズムについて（Ａ06-0450-9） 

講  師 米 津 卓 郎 ビデオマクロスコープを用いた小児歯齦の観察（Ａ91-0450-5） 

 久 保 周 平 窩底象牙質厚径と電気抵抗値の関連性（Ａ90-0450-3） 

助  手 福 山 達 郎 側方歯群の位置の累年的変化（Ａ02-0450-1） 

 今 井 裕 樹 白色海綿状母斑の遺伝学的研究（Ａ01-0450-2） 

 原   麻 子 マイクロCTを用いた乳臼歯咬合面溝の三次元的観察（Ａ02-0450-3） 

 山 﨑 智 子 ダウン症候群と歯周炎に関する研究（Ａ06-0450-8） 

病院助手 牛 田 永 子 乳幼児Streptococcus mutansとStreptococcus sobrinus伝播（Ａ03-0450-1） 

 小 林 菜 穂 乳歯部局所の歯周病原性細菌は母親から伝播するか（Ａ03-0450-2） 

 宮 里 裕 美 鼻閉の程度と歯周疾患リスクとの関連性について（Ａ05-0450-1） 

 財部 賀央里 歯科用CTを用いた永久歯の排列予測（Ａ06-0450-5） 

 竹 内 智 子 歯科大学病院小児歯科臨床における外傷に関する実態調査（Ａ06-0450-6） 

 山 下 治 人 小児おける最適なマウスガードの形態（Ａ06-0450-7） 

大学院生 織 田 進 也 ラット歯胚の発生に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-3） 

 桒 名 り え ラット歯胚の硬組織形成に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-2）

 佐野 由美子 Ⅰ型糖尿病における歯周病原菌の定着と菌数に関する検討（Ａ06-0450-1） 

 泉 水 祥 江 胎児性アルコール症候群における顎骨発育への影響（Ａ06-0450-2） 

 田 中 公 子 Ⅰ型糖尿病における歯周病原菌の定着と菌数に関する検討（Ａ06-0450-3） 

 福 原 郁 子 胎児性アルコール症候群における顎骨発育への影響（Ａ06-0450-4） 

専 攻 生 川 崎 広 時 ガム咀嚼による脳機能変化についてのカオス分析 

 

2．成果の概要 

1）Initial acquisition and transmission of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus by Japanese 

infants from their mothers 

ミュータンス連鎖球菌は、乳歯萌出後に口腔内に定着すると報告されている。乳幼児を対象に、ミュータ

ンス連鎖球菌群の定着時期を明らかにするとともに、家族内伝播の有無を調査した。母子ともに確認された

菌に関しては、パルスフィールド法を用い、親子間で同一菌であるかの検討を行い、母親からの伝播が示唆

された。一方で同一でなかったものに関しては、水平感染が示唆された。 

 

2）Prevalence of colonization by periodontal bacteria in Japanese children and mothers 

嫌気性グラム陰性桿菌群は、歯肉炎および歯周炎の発症と進行に重要な役割を果たしている。しかし、小

児において歯周病原性細菌の感染・定着時期およびその伝播経路についての報告は多くはない。そこで、3

歳～9歳の健常歯肉である小児78名とその母親67名から採取した歯肉縁下プラークを検体に、歯周病原性

11菌種をPCR法によって検出し、定着時期および伝播経路の検討を行った。 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

藥師寺 仁 

今井 裕樹 

The incidence of dental caries 

of deciduous dentition in 

relationship to normal 

occlusion and deep overbite 

Dept. of Pedodontics, 

School of Stomatology, 

Shanghai Tiedao 

University 

China Shi, Sizen 

関口  浩 DNA diagnosis of amelogenesis 

imperfecta 

Dept. of Pedodontics & 

Orthodontics, Institute 

of Dentistry, University 

of Helsinki 

Finland Alaluusua，Satu

米津 卓郎 ①Effect of feeding methods on 

dental arch parameters 

②Attrition patterns in the 

primary dentition 

③Tooth size in the primary 

dentition relationship to 

fluoride intake 

④Relationship between 

dietary factors and primary 

dentition dental arch 

characteristics 

Dept. of Preventive and 

Community Dentistry, 

University of Iowa, 

College of Dentistry 

U. S. A Levy, 

Steven M. 

米津 卓郎 ①Tooth size‐arch length 

relationships in the primary 

dentition 

②Correlation of dental arch 

and anthropometric 

measurements in pre‐school 

children 

Dept. of Orthodontics, 

University of Iowa, 

College of Dentistry 

U. S. A Bishara,  

Samir E. 

米津 卓郎 乳児の授乳法別にみた哺乳運動

および口蓋形態の比較 

国際医療福祉大学 太田原市 江幡 芳枝 

米津 卓郎 おしゃぶりの使用状況と乳歯列

咬合との関連性について 

松本歯科大学 塩尻市 宮沢 裕夫 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

米津 卓郎 乳児の授乳法別にみた哺乳運動および口蓋形態の比較 コンビ株式会社奨学寄付金 

 

 

 

 



5．研究活動の特記すべき事項 

   オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地 

米津 卓郎 2006.10.22 指しゃぶりとおしゃぶりに関する

バズセッション 

日本小児歯科学会関東地方会 横浜市 

    

   学会招待講演 

講演者 年月日 講演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2006.4.23 摂食嚥下機能の発達とその発達障害 中国山西医科大学口腔医学院

創立9周年記念学術研討会 

中国 

山西省太原市 

藥師寺 仁 2006.6.23 The Different Feeding Pattern and 

Early Childhood Caries(ECC)  

第5回アジア小児歯科学会議 台湾 

高雄市 

藥師寺 仁 2006.8.27 東京歯科大学千葉病院における障害

者診療の実態 

中華牙医師学会身心障害者歯

科分科会シンポジウム講演 

台湾 

台中市 

藥師寺 仁 2006.10.16 Management on Pediatric 

Oral-maxillofacial Trauma 

中華口腔医学会儿童口腔科

学会生涯研修委員会 

中国 

上海市 

 

6．教育講演等教育に関する業績、活動 

   教育講演 

講演者 年月日 演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2006.6.18 「明日の臨床に生かせる小児咬合育

成の基礎と実践」咬合育成の目標 

TDC卒後研修 セミナー

2006 

東京 

藥師寺 仁 2007.3.4 

 

「小児咬合育成の基礎と実践」 

咬合育成の目標 

TDC卒後研修セミナー2007 東京 

藥師寺 仁 2007.3.27 咬合誘導の実際 文京区歯科医師会 東京 

関口 浩 2006.6.18 「明日の臨床に生かせる小児咬合育

成の基礎と実践」 咬合誘導処置の

分析・診断・治療の流れ 

TDC卒後研修セミナー2006 東京 

関口 浩 2007.3.4 「小児咬合育成の基礎と実践」咬合

誘導処置の診査・分析・診断について 

TDC卒後研修セミナー2007 東京 

米津 卓郎 2006.4.22 おしゃぶりの功罪について 第2回千葉県小児歯科医会

学術講演会 

千葉市 

米津 卓郎 2006.9.26 障害者の歯科治療 三鷹市歯科医師会学術講演会 三鷹市 

米津 卓郎 2006.10.27 おしゃぶりの功罪について ライオン歯科衛生研究所講

演会 

東京 

米津 卓郎 2006.11.9 おしゃぶりの功罪について 国立市歯科医会乳幼児歯科健

診研究会 

国立市 



講演者 年月日 演題名 学会・研究会名 開催地 

米津 卓郎 2006.11.10 おしゃぶりの功罪について 茅ヶ崎保健事務局学術講演会 茅ヶ崎市

福山 達郎 2006.11.19 発達期にみられる特徴や疾患と 

日常臨床 

東京都八南歯科医師会 八王子市

   

   教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

藥師寺 仁 2006.5.20～21 第20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  

藥師寺 仁 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

サブディレクター 船橋市 

関口  浩 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

タスクフォース 船橋市 

米津 卓郎 2006.5.19～20 平成18年度第1回歯学系OSCE評価者育成

ワークショップ 

参加者 東京 

米津 卓郎 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショ

ップ Ⅰ特色GP「IT環境でのグローバル

エバリュエーション」 

委員 千葉市 

福山 達郎 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショ

ップ Ⅱ 現代GP「統合的e-Learning 

Program構築のためのワーキンググルー

プ」 

委員 千葉市 

原  麻 子 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 
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歯科学報 106(5), 446, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 細生研 (1)有床義歯,(2)臨検査 
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5．口腔外科学講座 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 柴原   孝彦 口腔再建と機能評価（Ａ98-0470-1） 

マイクロアレイを用いた口腔癌の診断および治療 

 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学ならびに機能的研究 

 高野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子の同定 

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

講  師 中野 洋子 口蓋裂患者の音声言語学的研究 

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

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

（Ａ98-0470-7） 

 須賀賢一郎 顎顔面変形症患者の顎運動機能が顎顔面形態に及ぼす影響 

 笠原 清弘 口腔癌手術におけるSIRSと術後合併症についての検討 

 山内 智博 超薄膜HAコーティングインプラントの骨形成過程に関する研究 

 野村 武史   口腔癌における顎骨浸潤のメカニズムに関する研究(A03-0470-3) 

助  手 西堀 陽平 マウス二次口蓋発生における正中上皮索消失(A00-0480-5) 

 武田 栄三 口腔外科における手術侵襲と生体反応について（Ａ98-0470-2） 

 幾本 英之 骨組織への多血小板血漿（PRP）応用についての基礎的研究 

 神山  勲 悪性腫瘍に対する光線力学療法の応用（Ａ04-0460-3） 

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

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

（Ａ99-0470-4） 

 澁井 武夫 口唇裂・口蓋裂児におけるエピジェネティックモディフィケーションの解析 

病院助手 高木  亮 フローサイトメトリーを用いた口腔扁平上皮癌の核DNA量解析 

（Ａ94-0470-4） 

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

 神尾  崇 非接触型三次元計測装置を用いた顎顔面軟組織の計測および分析

（A06-0460-1） 

 藥師寺 孝 口腔扁平上皮癌におけるp16/CDKN2のhypermethlationと発現減弱 

 盧  靖文 ヒト口腔悪性腫瘍ならびに境界病変におけるバイオマーカーの検索 

（Ａ01-0470-03） 

 渡邊  章 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

 恩田 健志 口腔癌関連遺伝子タンパクの同定ならびに機能解析 

 中本 大介 頭頸部癌における重粒子線治療の抗腫瘍効果に対する実験的研究 

（Ａ94-0470-5） 

 別所 央城 MEG計測による大脳皮質野の特定 

 市川英三郎 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析、日本人骨格性下顎前突症の遺

伝子解析 



 堤  政雄 顎関節症患者における関節円板の形態学的観察 

 丸山 志帆 口唇口蓋裂患児の食生活について 

 根本  淳 顔面非対称の術後の安定性に関する研究 

大学院生 水橋 博行 生体吸収性骨接合材料の骨治癒期間中における疲労特性について 

 鈴木 憲久 頭頸部非扁平上皮癌における各染色体の欠失状況の解析 

 与謝野 明 矯正インプラントアンカーの適応症例に関する検討 

 江里口 雅 二段階口蓋形成術と歯科矯正治療を施行した片側完全唇顎口蓋裂患者の口蓋

発育と咬合（A06-0460-3） 

 大金  覚 口腔扁平上皮癌における Syk 癌抑制遺伝子の発現解析および機能解析

（A06-0460-2） 

 宗宮 英希 培養骨膜細胞を用いた骨再生療法の検索 

 村松恭太郎 歯周病原菌vaccine免疫の心冠動脈を含む動脈疾患への影響 

 柿本 吉堂 口腔扁平上皮癌患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析 

 作間  巧 口腔癌関連遺伝子の発現解析および機能解析 

 菅原 圭亮 頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝子多型解析とその臨床応用に関する研究 

 松原志津加 ヒト口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に関わる分子標的因子の解明（A05-0460-1） 

 右田 雅士 4-nitroquinolin 1-oxide (4NQO）誘発ラット舌軟組織病変に対する光線力学

療法の効果 

 山本 雅絵 顔面の非対称性に関する顔貌形態と骨格形態との関連性に関する研究 

 高山 裕樹 口腔扁平上皮癌における破骨細胞性骨吸収の解析 

 黒岩  司 口腔癌におけるマッピングアレイを用いた全ゲノム上の解析 

 矢島 哲郎 ヒト由来口腔扁平上皮癌細胞株からの癌細胞分離（A06-0460-4） 

 石井 啓裕 口腔粘膜ステムセル研究 —レーザー創傷モデルにおける標識細胞の局在性 

 原瀬 裕一 拡大内視鏡を応用した口腔粘膜の微細血管網の観察 

  

2．成果の概要 

1) 悪性腫瘍患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析 

  癌治療において転移の有無は重要な診断情報であり、その後の治療方針に大きく影響する。本研究は放射

線医学総合研究所・重粒子医科学センター病院を受診した粘膜悪性黒色腫患者17例を対象とし、血漿DNA中

における腫瘍free DNAの有無を、白血球中（正常組織由来と考える）のDNAと比較して腫瘍に特異的なマイ

クロサテライト変異（loss of heterozygosity: LOH）を検索し、頭頸部粘膜悪性黒色腫の予後予測診断に有

効な方法となり得るか解析した。得られたDNAについて、20個のマイクロサテライト領域をPCR-LOH 法によ

り解析する。結論として、本研究は頭頸部粘膜悪性黒色腫患者の血漿を試料とし、全ゲノム増幅法を用いて極

微量なfree DNAを増幅し、その後PCR-LOH法を用いて癌に由来するDNAであることを検証し、特異的なマイ

クロサテライト領域の特定に成功した。循環腫瘍free DNAを用いたLOH解析は、今後、癌の予後予測や早期

診断のスクリーニング検査の有力な方法になり得る可能性があることを明らかにした。 

  また、口腔扁平上皮癌（OSCC: Oral Squamous Cell Carcinoma）と関連する癌抑制遺伝子座位を2q上に

特定し、第2番染色体長腕上の遺伝子変異を詳細に解明するため、本染色体における10カ所の遺伝子座位に

対応するマイクロサテライト多型についてPCR（Polymerase Chain Reaction）を用いて検討した。その結果、

本染色体領域に口腔扁平上皮癌に特異的な新規未知癌抑制遺伝子座位を同定した。口腔扁平上皮癌の発生にお



ける2qの欠失の役割をさらに明らかにするため、19例（正常と腫瘍19対）の口腔扁平上皮癌について10個

のマイクロサテライト・マーカーを用いて対立遺伝子不均衡（LOHならびにMSI）について検討した。 

 19例に対して検討を行ない、そのうち11例（57.9％）から少なくとも1か所以上の遺伝子座位においてLOH

が検出された。これら19例の欠失地図を作成した結果、2q上の1か所に共通欠失領域が同定された。また、

19症例中4例（21.1％）においてMSIが認められた。さらに、得られた結果を臨床病理学的特徴とも比較し

た。その結果、2q上でLOHを示す多くの領域が初期癌に検出された。また予後不良例にLOHの頻度が高い傾

向を示したが、統計的有意差は認められなかった。この結果より2q上の対立遺伝子不均衡が口腔扁平上皮癌

の発生・進展に関与する可能性があり、本疾患の病因に関与する未知癌抑制遺伝子が少なくとも 1 種類、2q

上に存在することが示唆された。 

Dent Jpn 43, 70～73, 2007 

Bull Tokyo Dent Coll 47 (3), 125～131, 2006 

 

2) 口腔癌関連遺伝子の発現解析および機能解析 

口腔癌の病因として、喫煙や飲酒などの生活習慣、不適合な補綴物による慢性的刺激など、今まで多くのRisk 

factorが報告されているが、このような危険因子と関係なく発癌にいたる患者も多い。このことは口腔癌の発

生が環境要因のみならず、遺伝要因にも影響を受けていることを示唆している。最近、癌や白血病においてヒ

ストン脱アセチル化酵素 (HDAC) が転写因子をコードする遺伝子に異常を生じさせる現象が多く見出されてい

る。この HDAC はヒストンの脱アセチル化によりクロマチン構造を不活化することによって遺伝子発現を抑制

するとも報告されている。なかでもHDAC の一つHistone Deacetylases 6 (HDAC 6) は細胞質に発現し、ヒス

トン以外にもα-チューブリンなど多くのタンパク質アセチル化による機能制御に関与している。さらに最近で

は細胞の運動性に関わるとの報告もあり、癌細胞の浸潤・転移への関与も示唆されている。乳癌においては新

たな予後因子として扱っている報告もあるが、口腔癌におけるHDAC 6の発現を解析したものは未だみられない。

そのため本研究では、口腔扁平上皮癌における HDAC 6 の発現状況を解析し、HDAC 6 の発現と口腔扁平上皮癌

の臨床的因子との関連を検討した。本研究の結果、HDAC 6がmRNA、タンパクレベルでともに口腔扁平上皮癌に

おいて高頻度な過剰発現が確認された。HDAC 6の発現は口腔扁平上皮癌の進展への関与が示唆され、腫瘍マー

カーのひとつとして使用できる可能性が示唆された。 

また、口腔扁平上皮癌由来細胞株と正常口腔粘膜由来表皮角化細胞の網羅的タンパク質発現解析により新規口

腔扁平上皮癌関連遺伝子産物の同定を試みた。さらに同定された遺伝子産物についてｍRNA、DNA レベルにお

いても解析し、遺伝子導入法を用いた機能解析も行った。 

CKMT1を候補遺伝子産物として同定した。抗体を用いた確認実験、Real-time PCR法によるmRNAの定量におい

てもCKMT1 の発現低下が認められた。DNAの構造解析ではnonsense mutation を除き変異を認めなかったが、

５’側 CpG island 領域に高頻度なメチル化が検出された。CKMT1 を導入した癌細胞はベクターのみを導入し

た癌細胞と比較して浸潤能に差が認められなかったが、アポトーシスを起こした細胞の割合が増加した。臨床

検体を用いた検証実験においてもCKMT1の発現低下が認められた。これらの結果はCKMT1の発現低下が口腔扁

平上皮癌で高頻度な事象である事、またその発現の低下がエピジェネティックな制御による事が示唆された。

さらにCKMT1はミトコンドリアのPermeability transition poreのような機構を介して口腔扁平上皮癌のア

ポトーシスを誘導する可能性が考えられた。 

Int J Oncol 29, 117～124, 2006. 

Br J Cancer 94, 698～709, 2006 

 



3) 口腔癌における顎骨浸潤のメカニズムに関する研究 (A03-0470-3) （A05-0460-1） 

 口腔扁平上皮癌は強い局所浸潤能を有し、特に顎骨への浸潤は放射線療法や化学療法の治療を困難にさせる

ことが知られている。また肉眼所見や画像所見で外科療法による切除範囲を決定した場合、しばしばover 

surgeryとなり術後のQOLに大きな影響を及ぼすなど臨床的に重要な問題点となっている。近年、癌細胞の骨

浸潤、骨転移における骨破壊は癌細胞により直接引き起こされるのではなく破骨細胞を介している事が報告さ

れ、癌の骨浸潤、骨転移において破骨細胞性骨吸収が重要な役割を演じていることが示唆されている。本研究

は動物実験モデルの確立と顎骨浸潤のメカニズムの解明である。 

我々は、口腔扁上皮癌細胞株を用いた新たな顎骨浸潤モデルマウスを作製した。この実験系で口腔扁平上皮癌

における骨破壊は、癌細胞により直接引き起こされるのではなく、破骨細胞を介して起こる破骨細胞性骨吸収

が重要な役割を演じていること、さらに破骨細胞を分化、誘導する液性因子としてインターロイキン(IL)－６、

腫瘍壊死因子(TNF)-α、副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)が関与していることなどを明らかにした。すなわ

ち口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に対する新たな診断法や治療法への応用が期待された。 

Oral Oncol 43 (3), 257～262, 2007. 

 

4) ヒト口腔悪性腫瘍ならびに境界病変におけるバイオマーカーの検索（Ａ01-0470-03） 

 舌扁平上皮癌におけるsyndecan-1の発現を、染色パターンを用いて分類し 臨床病理学的因子との関連を検

討した。研究対象は1993年11月〜2001年7月までに東京歯科大学千葉病院口腔外科を受診し、舌癌と診断

された43症例に対して免疫組織化学的を行い、腫瘍辺縁部におけるsyndecan-1の染色状態により、Group A:

腫瘍胞巣の全周に発現し連続性に認められるもの、および、腫瘍胞巣の周囲に断続的（50％〜）に発現してい

るもの、Group B:腫瘍胞巣の周囲の一部に断続的に発現（25〜50％）しているもの、および、腫瘍胞巣の周囲

の25％以下のもの、の2段階に分類した。その結果はsyndecan-1減少の著しいGroup B に属するものは１）

低分化型で81. 2％、２）T3、 T4で86. 7％、３）StageIII、IVで62％、４）浸潤様式のGrade 4C、4Dで

71.4%であった。syndecan-1は低分化型で減少が著しく、腫瘍が大きく、Stageが高い症例や、浸潤様式がび

まん性の形態をとるもので減少が著しいことが示唆された。 

Int J Oral Maxillofac Surg 35, 252～257, 2006. 

 

5) MEG計測による大脳皮質野の特定 

 MEGを使用し、硬口蓋を純粋に刺激することによって一次体性感覚野再現領域を特定し、その広さおよび部

位識別能について検討した報告は見られない。そこで、本研究は健康成人10名の被験者の右側第一口蓋ヒダ、

第三口蓋ヒダ、大口蓋孔部の硬口蓋粘膜3ヵ所の電気刺激を行い、体性感覚誘発脳磁場計測を行うことによっ

て、硬口蓋再現部位を特定し、その部位と正中神経を刺激し得られた局在との比較を行った。これらの応答は、

刺激後ともに約15 ms (1M) 、約65 ms (2M) 、約125ms(3M)にピーク潜時を持っていた。硬口蓋部刺激後の体

性感覚誘発脳磁場の1M成分を形成する ECDs は、全被験者で刺激対側の中心後回外側部に同定された、さらに

同側の第一次体性感覚野に第一口蓋ヒダ刺激時には10人中9人が、第三口蓋ヒダ刺激時には10人中4人に確

認することが出来た、これは硬口蓋の前方部が両側支配をする鼻口蓋神経、後方が片側のみを支配する大口蓋

神経が支配している解剖学的知見を裏付けるものであった。2M、3Mの成分のECDs はそれぞれ左右両側半球の

中心溝の後方の中心後回外側部と、第二次体性感覚野に同定された。1M、2M刺激対側での3カ所の硬口蓋電気

刺激による ECDs 局在はそれぞれの皮質局在座標において有意な差は認められなかったが、これら3カ所の硬

口蓋 ECDs の局在と正中神経刺激時とを比較すると硬口蓋ECDsは、有意に前方・下方・外側に位置していた。

今回の研究において、第一次体性感覚野における硬口蓋再現部位が明らかとなった。また、体性感覚入力をう



ける皮質領野の大きさは、その部位の感覚受容体の数に比例するが硬口蓋部の感覚受容器分布は一般的に密度

が低いことが知られており期待した通り、硬口蓋皮再現部位はS1領域において狭い領域を有することが明らか

となった。 

J Dent Res 86 (3), 265～270, 2007. 

 

6) 音声変化の音響分析 

  口腔異常感覚が音声にいかなる影響を及ぼすかを解明することを目的として、下顎孔伝達麻酔を施行し、口

腔異常感覚によって生じた音声変化について音響分析を行った。さらに、構音へのフィードバック機構につい

て音響分析を行った。対象は成人男性14名とし、被検音は日本語5母音および無声破裂音、無声摩擦音、無

声破擦音8単音を用いた。その結果、以下の結果を得た。1.母音は麻酔後には麻酔前と比べて、すべての母音

で発声強度が増強を示し、基本周波数は上昇する傾向を示した。2.先行子音波継続時間は、麻酔前と比べて麻

酔後には短縮を示し、「タ」「チ」では有意の差で短縮が認められた。3.先行子音波の発声強度は、検査音のす

べての子音で下顎孔伝達麻酔後には増強を示した。4.下顎孔伝達麻酔による口腔異常感覚は、母音と無声子音

に明らかに影響を及ぼした。 

音声言語医学 47，276～282, 2006 

 

7) 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

 口唇裂、口蓋裂、顎裂などの口腔顔面裂は、遺伝要因と環境要因が複雑に関わり合う多因子病と考えられて

いる。我々は、口唇・口蓋裂の発症率が高いとされているアジア人（日本人・ベトナム人）を対象に、動物実

験などで顎・顔面の発生に関与するとされる候補遺伝子RYK，EPHB2，EPHB3について変異解析、相関解析を行

い、口唇・口蓋裂の発症に関与する遺伝子を解明することを目的とした。長崎大、東京歯科大、愛知学院大病

院、アイオワ大学などにおいてヒトゲノム・遺伝子解析倫理審査委員会の承認を受け、十分なインフォームド・

コンセントを得た非症候性の日本人口唇裂・口蓋裂患者、両親、対照健常者を対象とした。解析方法は変異解

析と相関解析を行った。RYKは、動物実験で顎・顔面の発生に関与することが報告されている。しかし、未だ

十分な機能など詳細は不明であるが、本研究の結果でRYKは、口唇・口蓋裂の発症に関与する遺伝子の一つで

あることが示唆された。 

Cleft Palate-Craniofacial J 43(3), 310～316, 2006. 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

山本 信治 

高木  亮 

口腔癌における重粒子線照射

治療の基礎的，臨床的研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

山本 信治 

中本 大介 

頭頸部悪性腫瘍における循環

血清free DNAの検出とその臨

床応用 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 



学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

山本 信治 

菅原 圭亮 

頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝

子多型解析とその臨床応用に

関する研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

恩田 健志 

作間  巧 

口腔癌関連遺伝子の同定と

アミノ酸解析について 

千葉大学医学部 

歯科口腔外科 

千葉市 丹沢 秀樹 

柴原 孝彦 

野村 武史 

松原志津加 

高山 裕樹 

口腔扁平上皮癌における顎骨

浸潤発現のメカニズムに  

関する研究 

徳島大学歯学部 

口腔外科 

徳島市 佐藤 光信 

柴原 孝彦 

高野 伸夫 

片倉  朗 

山本 信治 

黒岩  司 

口腔扁平上皮癌発生過程にお

ける全染色体の欠失状況と癌

抑制遺伝子の異常状況の解析

東海大学医学部 

口腔外科 

伊勢原市 金子 明寛 

柴原 孝彦 

山本 信治 

黒岩  司 

Loss of heterozygosity 

(LOH) on chromosomes 2q, 3p 

and 21q in Indian oral 

squamous cell carcinoma 

International Centre for 

Tropical Oral Health, 

Department of 

Maxillofacial Surgery 

Poole Hospital NHS 

India Chitta R 

Choudhury      

柴原 孝彦 

片倉  朗 

神山  勲 

右田 雅士 

口腔悪性腫瘍に対する光線力

学療法の応用 

早稲田大学理工学総合研究

センター  

東京 宗田 孝之 

内山 健志 

渡邊  章 

中野 洋子 

幾本 英之 

市川英三郎 

日本人口唇裂・口蓋裂患者に

おける候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院医歯薬学総

合研究科原爆後遺障害医療

研究施設分子医療部門変異

遺伝子解析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦 孝一郎 

秋田 定伯 

平野 明喜 

 

内山 健志 

大畠  仁 

須賀賢一郎 

幾本 英之 

渡邊  章 

市川英三郎 

日本人骨格性下顎前突症患者

における候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院医歯薬学総

合研究科原爆後遺障害医療

研究施設分子医療部門変異

遺伝子解析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦 孝一郎 

秋田 定伯 

平野 明喜 

 

 

 



学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

高木多加志 

神尾  崇 

顎顔面変形症の形態，機能異

常の３次元的評価と治療予測

株式会社ユニスン 大阪市 村本 陸司 

高木多加志 

笠原 清弘 

浜瀬 真紀 

椎木さやか 

与謝野 明 

山本 雅絵 

顎変形症の三次元的診断と治

療計画 

マテリアライズ・デン

タル・ジャパン 

Belgium Materialise社

船橋市 

Belgium 

尾崎 浩明 

Marian Duron 

米津 博文 

渡邊  章 

 

顎関節症患者における炎症性サ

イトカイン遺伝子多型の発現頻

度に関する多施設共同研究 

1. 北海道医療大学 

2. 北海道大学 

3. 山形大学 

4. 新潟大学 

5. 東京医科歯科大学 

6. 神奈川歯科大学 

7. 愛知学院大学 

8. 大阪歯科大学 

9. 九州大学 

10. 九州歯科大学 

1. 石狩郡 

2. 札幌市 

3. 山形市 

4. 新潟市 

5. 東京 

6. 横須賀市 

7. 名古屋市 

8. 大阪市 

9. 福岡市 

10. 福岡市 

1. 柴田考典 

2. 戸塚靖則 

3. 濱本宜興 

4. 高木律男 

5. 木野孔司 

6. 久保田英朗

7. 栗田賢一 

8. 覚道健治 

9. 甲斐貞子 

10. 高橋 哲 

片倉  朗 

 

口腔白板症に対する緑茶カテキ

ンの効果に関する臨床的検討 

(株)伊藤園中央研究所 榛原市 提坂 裕子 

片倉  朗 がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究 

平成 17 年度がん研究

助成金 祖父江班 

東京 祖父江友孝 

武田 栄三 

別所 央城 

炭酸水による舌刺激時の  

反応時間の測定 

産業技術総合研究所 つくば市 斉藤 幸子 

武田 栄三 

別所 央城 

味覚障害の客観的計測技術  

ならびに従来の検査法の自動

化，高速化技術の開発 

産業技術総合研究所 つくば市 小早川 達 

 

 4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

内山 健志 日本人下顎前突症患者における候補遺伝子の解析 文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

高野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子

の同定 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

高木多加志 顎変形症患者の硬組織と軟組織の三次元形態分析に関

する研究 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

片倉  朗 口腔粘膜疾患のコンピュータによる診断システムの作製 教育・学術方法等改善支援経費・

教育学習方法等改善支援分 



研究代表者 研究課題 研究費 

片倉  朗 唾液タンパクが口腔癌に与える影響の解析 学術研究高度化推進経費・ハイテ

クリサーチセンター補助金(第5)

野村 武史 ヒト口腔癌の顎骨浸潤に関わる分子標的因子の解明 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

西堀 陽平 マウス二次口蓋発生における正中上皮索消失について 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

武田 栄三 脳磁場計測による大脳皮質味覚野の特定と味覚障害に

対する他覚的客観的評価法の確立 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

神山  勲 吸光度を用いた口腔癌病域診断装置の開発 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

山本 信治 口腔癌における循環血清free DNA（腫瘍）の検出とそ

の臨床応用に関する研究 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

渋井 武夫 

 

口唇裂・口蓋裂児におけるインプリンティング遺伝子

の発現変化を探るプロジェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

盧  靖文 

 

Syndecan-1 の消失は口腔癌の悪性度と関係している

か？ 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

 5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

柴原 孝彦 2006.11.5 中国西安第四軍医大学口腔医学院

との共同シンポジウム『顎補綴と再

生』『骨再建の現状』 

第282回東京歯科大学

学会総会 

東京 

内山 健志 2006.5.11 ベトナム、ホーチミン市

Odont-Maxillo-Facial Centerにお

ける口唇裂・口蓋裂の手術を中心と

した医療援助の総括と今後の対応 

第60回日本口腔科学会

総会 

名古屋市

高木 多加志 2006.4.20 Treatment protocol and step by 

step procedure for the treatment 

of facial asymmetry 

第47回大韓口腔顎顔面

外科学会 

韓国 

高木 多加志 2006.6.21～22 顎変形症の外科的矯正治療におけ

るSimPlant CMFの応用–診断・治療

計画・治療予測・ナビゲーション–

第16回顎変形症学会総会 千葉市

高木 多加志 2006.10.28～29 外科的矯正治療の診断と治療   

－その進歩と将来像− 

第16回日本MEAW研究大会 宇都宮市

笠原 清弘 2006.6.21 口腔外科と矯正歯科の密接なコラ

ボレーション 

第16回顎変形症学会総会 千葉市



ポスター賞 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

右田 雅士 2006.10.12 光線力学療法の口腔癌への対応 第51回日本口腔外科学会総会 北九州市

 

  優秀演題賞 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

片倉  朗 2006.10.12 当講座における口腔癌の早期発見へ

の取り組み-唾液を用いた口腔癌の

スクリーニング- 

第51回日本口腔外科学

会総会 

北九州市

 

 6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

柴原 孝彦 2006.7.6 安全に行う口腔外科        

―解剖標本を手にとり危ないとこ

ろを確認しよう― 

平成18年度東京歯科医師

会 卒後研修会 

東京 

柴原 孝彦 2006.9.9 口腔外科学講座の近況      

—ご紹介と最近のトピックス— 

東京歯科大学同窓会 長

野支部学術講演会 

小諸市 

柴原 孝彦 2006.11.5 Current Concept of Jaw 

Reconstruction 

東京歯科大学学会（総会） 千葉市 

柴原 孝彦 2007.2.14 岡山大学歯学部第4学年講義 岡山大学 岡山市 

柴原 孝彦 2007.2.18 口の中にもガンができるの？ 佐倉市民公開講演 佐倉市 

柴原 孝彦 2007.3.3 口腔癌の鑑別診断 cureとcareを

含めて 

東京歯科大学同窓会青森

支部総会学術講演 

青森市 

柴原 孝彦 2007.3.11 歯科処置における神経損傷 第15回茨城県歯科医師学会 水戸市 

柴原 孝彦 

高野 伸夫 

片倉  朗 

神山  勲 

神尾  崇 

恩田 健志 

2007.3.18 口腔ガン検診事業研修会 

（実習） 

 

 

 

（社）千葉市歯科医師会学術

講演会・モデル事業講演会 

千葉市 

高野 伸夫 2006.6.20 プラン・ドゥー・シー： 

－これからはじまる学会 二日間の序

奏－「下顎枝矢状分割法」 

第16回顎変形症学会総会 千葉市 

高野 伸夫 2006.7.6 外科手術の術前診断・基本術式と手

技 それらの注意点  

 −上顎臼歯部の抜歯について− 

平成18年度東京歯科医師

会 卒後研修会 

東京 

高野 伸夫 2006.7.8 顎口腔領域の化膿性炎について −

化膿性炎の拡大経路− 

東京歯科大学平成18年度

支部大会 記念講演 

総社市 



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

高木多加志 2006.8.22 骨折観血的整復手術 上顎骨形成

術、下顎骨形成術における骨固定と

除去 

千葉県社会保険支払基金 

審査研究会 

千葉市 

高木多加志 2006.12.2 口腔粘膜疾患 市原市歯科医師会学術講

演会 

市原市 

高木多加志 2007.2.4～5 Role of maxillo-mandibular 

fixation 

AO CMF Starter Seminar 

Nagoya –Principle of CMF 

Bone Surgery- 

名古屋市

高木多加志 2007.2.4～5 Design and Function of plates and 

screws: Instruments and their use

AO CMF Starter Seminar 

Nagoya –Principle of CMF 

Bone Surgery- 

名古屋市

片倉  朗 2006.7.6 安全に行う口腔外科       

―解剖標本を手にとり危ないとこ

ろを確認しよう― 

平成18年度東京歯科医師

会 卒後研修会 

東京 

片倉  朗 2006.10.21 歯科医師が行う口腔がん検診の普

及を目指して－先生もチェアサイ

ドで粘膜疾患の鑑別ができる－ 

東京歯科大学同窓会  

東京地域支部連合会  

城西ブロック総会学術講

演会 

東京 

片倉  朗 2006.12.3 口腔がん検診の普及をめざして－

検診に必要な知識の確認と検診の

実際－ 

千葉県歯科医師会        

第4回ブロック別学術講演会 

茂原市 

片倉  朗 2007.3.15 口腔ガン検診事業研修会 （社）千葉市歯科医師会学術

講演会・モデル事業講演会 

千葉市 

 

    教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

柴原 孝彦 

須賀賢一郎 

笠原 清弘 

野村 武史 

2006.4.10 

 

 

第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

 

参加者 木更津市

 

高野 伸夫 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅲ 歯学部学生のための医学教育－総合病院の 

特色を生かした歯科医学教育－ 

委員 千葉市 



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

高野 伸夫 

高木多加志 

中野 洋子 

米津 博文 

武田 栄三 

山本 信治 

2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

 

参加者 船橋市 

米津 博文 

西堀 陽平 

2006.11.18～19 

 

第3回共用試験歯学系OSCE評価者養成ワークシ

ョップ 

参加者 福岡市 

片倉  朗 

西堀 陽平 

2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅱ現代GP「統合的e-Learning Program構築の

ためのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

片倉  朗 

武田 栄三 

別所 央城 

2007.3.3 

 

平成18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 

発表者 千葉市 

野村 武史 2007.2.2 第25会日本口腔腫瘍学会総会（ワークショッ

プ）エナメル上皮腫の顎骨切除法 

演者 名古屋市

幾本 英之 

神山  勲 

2006.10.9 ICLS指導者養成ワークショップ 参加者 富山市 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

柴原 孝彦 2006.7.14～15 平成18年度明海大学歯学部 第4学年OSCE 評価者 坂戸市 

柴原 孝彦 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

高木多加志 2006.8.25～26 平成18年度新潟大学歯学部 第4学年OSCE 評価者 新潟市 

高木多加志 

中野 洋子 

笠原  清弘 

野村 武史 

西堀 陽平 

山本 信治 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

片倉  朗 2006.9.1～2 平成18年度北海道大学歯学部 第4学年OSCE 評価者（共用試

験実施機構） 

札幌市 

片倉  朗 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE ST5責任者 千葉市 

米津 博文 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

米津 博文 2007.3.11 平成18年度奥羽大学歯学部4学年OSCE 評価者 郡山市 

笠原  清弘 2006.7.14～15 平成18年度明海大学歯学部 第4学年OSCE 評価者 坂戸市 

 

 



その他、メディア等 

講演者 年月日 演 題 メディア名 開催地 

柴原 孝彦 2006.7.13 たけしの本当は怖い家庭の医学

『急性壊死性潰瘍性口内炎』 

テレビ朝日 東京 

柴原 孝彦 2006.8.16 からだ 味覚障害について TBS 東京 

柴原 孝彦 2007.1.20 唾液のリンなど固まり、詰まる 釧路新聞 釧路市 

柴原 孝彦 2007.1.21 口の中が痛い唾石症 徳島新聞 徳島市 

柴原 孝彦 2007.2.5 唾石症 唾液中のリンなど凝固

口中に強い痛み 

神戸新聞 神戸市 

柴原 孝彦 2007.2.18 摂食障害の恐れも          

あごの下が腫れる唾石症 

茨城新聞 水戸市 

柴原 孝彦 2007.3.10 摂食障害に陥ることも      

口の中が痛い唾石症 

八重山毎日新聞 石垣市 

柴原 孝彦 2007.3.10 口腔癌検診 平成18年度 日本歯科医師会生

涯研修ライブラリー 

DVD 

柴原 孝彦 2007.3.13 たけしの本当は怖い家庭の医学

『口腔底がん』『誤嚥性肺炎』 

テレビ朝日 東京 

片倉 朗 2006.8 「外科的矯正」ってどんなも

の？ 

ZOOM UP 8号（日本臨床矯正歯科

学会Webマガジン） 

インター

ネット 

片倉 朗 2006.12.8 噛み合わせはどんなふうに体に

かかわるか？調べてみよう 

東京新宿区立四谷第三小学校 

総合授業 

東京 

片倉 朗 2007.3.10 一般歯科診療所における医療安全 平成18年度 日本歯科医師会生

涯研修ライブラリー 

DVD 

 



論      文 

 

 1. Ikumoto,H., Matsuzaka,K.(1), Inoue,T.(1), Uchiyama,T., Yoshinari,M.(2) : The behavior of osteoblast-like cells on 

different crystal systems of calcium phosphate ceramics in vivo, Biomed Res 24(5), 23～248, 2003. 原著 2003 年

度分 (1)臨検査,(2)理工 

 

 2. Kato,H.(1), Uzawa,K.(1), Onda,T., Kato,Y.(1), Saito,K.(1), Nakashima,D.(1), Ogawara,K.(2), Bukawa,H.(2), Yokoe,H.(2), 

Tanzawa,H.(1) : Down-regulation of 1D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A protein expression in oral 

squamous cell carcinoma, Int J Oncol 28(4), 873～881, 2006. 原著 (1)千葉大・大学院・臨床分子生物学,(2)千葉大・

歯口外 

 

 3. 片倉 朗, 神山 勲, 高木 亮, 山田美香, 生野貴裕, 髙野伸夫, 柴原孝彦, 佐々木穂高(1), 村松 敬(1),     

石原和幸(2), 大鶴洋(3) : 口腔癌患者と健常者における唾液中サイトカインの比較, 頭頸部癌 32(1), 45～50, 

2006. 原著 (1)病理,(2)微生物,(3)国立東京医療セ・口外 

 

 4. 別所央城, 久保浩太郎(1), 新谷益朗(2), 武田栄三, 矢島安朝(3), 田﨑雅和(4), 鈴木隆(4), 澁川義幸(4),柴原孝彦 : 

ヒト口蓋粘膜への電気刺激による大脳皮質の応答, 歯科学報 106(3), 146～150, 2006. 原著 脳科学研 (1)歯

麻,(2)脳科学研究施設,(3)千病・口腔インプラント,(4)生理 

 

 5. Nakamoto,D., Yamamoto,N., Takagi,R., Katakura,A., Mizoe,J.(1), Shibahara,T. : Detection of tumor DNA in plasma 

using whole genome amplification, Bull Tokyo Dent Coll 47(3), 125～131, 2006. 原著 (1)放医研・重粒子医科学セン

ター 

 

 6. Yajima,A.(1), Yamamoto,M.(1), Sano,T.(1), Hayakawa,Y.(1), Otonari,T.(1), Tanabe,K.(1), Wakoh,M.(1), Mizuta,S.(1), 

Yonezu,H., Nakagawa,K.(2), Yajima,Y.(3) : Cone-beam CT (CB Throne&reg;) applied to dentomaxillofacial region, 

Bull Tokyo Dent Coll 47(3), 133～141, 2006. 原著 (1)歯放,(2)歯内療法,(3)千病・口腔インプラント 

 

 7. Matsuzaka,K.(1), Sato,D.(1), Ishihara,K.(2), Hashimoto,S.(3), Yoshinari,M.(4), Katakura,A., Inoue,T.(1) : Age-related 

difference in localization of beta-defensin-2 in human gingival epithelia, Bull Tokyo Dent Coll 47(4), 167～170, 

2006. 原著 A03-0611-2 細形研 (1)臨検査,(2)微生物,(3)病理,(4)理工 

 

 8. Oohara,T.(1), Kasanuki,J.(2), Morishita,T.(3), Yamamoto,N., Shibahara,T., Suzuki,H.(4), Masaoka,T.(4), Nishizawa,T.(4), 

Hibi,T.(4) : Evaluation of the role of Helicobacter pylori as a promoter of gastric cancer from the viewpoint of 

structural chromosomal aberration, Aliment Pharmacol Ther(suppl 4), 111～119, 2006. 原著 (1)東京都,(2)東京女

子医大・八千代医療センター ・消化器内科,(3)市病・内科,(4)慶大・医・内科 

 

 9. Shima,K.(1), Hashimoto,S.(1), Inoue,T.(2), Muramatsu,T.(1), Takasaki,Y.(3), Shibahara,T., Shimono,M.(1) : Papillary 

Thyroid Carcinoma Revealed by Metastasis to the Lateral Neck Region , Oral Med Pathol 10(4), 145～148, 2006. 

原著 (1)病理,(2)臨検査,(3)口健臨・口外科 

 

10. Yamauchi,T.(1), Takeda,E., Kamiyama,I., Shiiki,S., Ro,Y., Tanaka,C., Yakushiji,T., Hamase,M., Takagi,R., 

Shibahara,T. : Experiences in lingual nerve repair surgery, Asian J Oral Maxillofac Surg 18(4), 280～285, 2006. 

臨床 (1)市病・口腔がんセンター 

 

   



11. Michikawa,Y.(1), Fujimoto,K.(2), Kinoshita,K.(2), Kawai,S.(1), Sugahara,K., Suga,T.(1), Ootsuka,Y.(1), Fujiwara,K.(3), 

Iwakawa,M.(1), Imai,T.(1) : Reliable and Fast Allele-Specific Extension of 3'-LNA Modified Oligonucleotides 

Covalently Immobilized on a Plastic Base, Combined with Biotin-dUTP Mediated Optical Detection, Analytical 

Sciences 22(12), 1537～1545, 2006. 原著 (1)放医研・重粒子医科学センター・ゲノム診断研究グループ,(2)東京都,(3)武

庫川女子大・薬学部 

 

12. Sakuma,T., Uzawa,K.(1), Onda,T., Shiiba,M.(1), Yo,H.(1), Shibahara,T., T,H.(1) : Aberrant expression of histone 

deacetylase 6 in oral squamous cell carcinoma, Int J Oncol 29(1), 117～124, 2006. 原著 (1)千葉大・大学院・臨床分

子生物学 

 

13. 齊藤シオン(1), 伊藤亜希(1), 木住野義信(1), 松崎英雄(1), 田中潤一(1), 髙野伸夫 : 咬合機能の改善を行った極め

ておおきな顎裂を有する両側唇顎口蓋裂の 1 例, 日口蓋裂会誌 31, 313～318, 2006. 症例 (1)東京都立大塚病

院・口腔科 

 

14. Ro,Y., Muramatsu,T.(1), Shima,K.(1), Yajima,Y.(2), Shibahara,T., Noma,H., Shimono,M.(1) : Correlation between 

reduction of syndecan-1 expression and clinico-pathological parameters in squamous cell carcinoma of tongue, 

Int J Oral Maxillofac Surg 35(3), 252～257, 2006. 原著 (1)病理,(2)千病・口腔インプラント 

 

15. Shima,K.(1), Muramatsu,T.(1), Ro,Y., Hashimoto,S.(1), Shibahara,T., Shimono,M.(1) : Osteopontin as biomarker in early 

invasion by squamous cell carcinoma in tongue, J Oral Pathol Med 36(1), 30～34, 2006. 原著 (1)病理 

 

16. Watanabe,A., Akita,S.(1), Natsume,N.(2), Nakano,Y., Niikawa,N.(3), Uchiyama,T., Yoshiura,K.(3) : A mutation in RYK 

is a genetic for nonsyndromic cleft lip and palate, Cleft Palate Craniofac J 43(3), 310～316, 2006. 原著 (1)長崎大・

医・形成,(2)愛知学院大・歯・口外Ⅱ,(3)長崎大・大学院・原研遺伝 

 

17. 塩見周平, 内山健志 : 実験的口腔異常感覚による音声変化の音響分析, 音声言語医 47(3), 276～282, 2006. 

原著 

 

18. 澁井武夫, 幾本英之, 西堀陽平, 中野洋子, 大畠 仁(1), 内山健志 : 50年以上にわたり未手術であった成人口蓋

裂患者の 4 例, 日口腔外会誌 53(2), 78～82, 2006. 症例 (1)東京都立大塚病院・口腔科 

 

19. Shibahara,T., Katakura,A., Nomura,T. : Long-term results of free radial forearm flap used for oral reconstruction: 

functional and histological evaluation, Int J Oral Maxillofac Surg 64(8), 1255～1260, 2006. 原著 
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6．歯科麻酔学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 
教  授 金子  譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果判定法 

－局所麻酔薬の局在の光学的計測－（Ａ99-0500-10） 
 一戸 達也 全静脈麻酔に使用する薬剤の抗侵害作用からみた薬剤相互作用 

(A03-0500-2) 
講  師 櫻井  学 歯科臨床におけるアデノシン三リン酸を用いた鎮静法の検討 

（Ａ04-0500-1） 
 間宮 秀樹 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬浸透経路の解明 

（Ａ04-0500-2） 
助  手 松浦由美子 塩酸デクスメテトミジンを用いた鎮静法の検討（Ａ04-0500-3） 

 松木由起子 静脈内鎮静法使用薬剤の適応基準 
 半田 俊之 アデノシン三リン酸の術中持続投与による術後痛への効果 
 松浦 信幸 PCカメラを用いた視野共有システムを用いた気管挿管指導への応用 
 稲川 元明 全身麻酔時の口腔内組織血流量の測定 

大学院生 田村 洋平 脳磁図を用いた口腔内感覚の解明 
 栂安 理絵 静脈内鎮静法に使用する各種薬物のストレス軽減効果に関する研究 

(A06-0500-1) 
 宮尾真理子 全身麻酔に使用される各種薬剤の抗侵害作用と薬物相互作用について 
 山崎 貴希 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬の局在性 
 湯村 潤子 LMAマスク挿入に関する検討 
 大川 恵子 局所麻酔カートリッジの抵抗に関する研究 

病院助手 緒方 奏 全身麻酔における薬剤 
 二宮 麻子 異常絞扼反射患者の麻酔管理 

専 攻 生 杉平 亮介  
 
2．成果の概要 
1）全身麻酔 
 2000年1月から2005年12月までの6年間に行われた手術室での歯科麻酔科管理症例を対象に、症例数・

年齢分布・手術内容・麻酔時間・麻酔方法・出血量・輸血量・術前基礎疾患・術中合併症・術後合併症を

麻酔記録から集計、解析した。総症例数は2000年735例、2001年766例、2002年704例、2003年713例、

2004年639例、2005年693例であった。年齢分布・性差・手術内容・麻酔時間・出血量・輸血量・術前基

礎疾患および術中・術後合併症は、6年間で大きな変化がみられなかった。全身麻酔前投薬は経口投与が主

流となり、全身麻酔薬は亜酸化窒素の使用が減少し、セボフルランまたはプロポフォール単独で維持した

症例が増加した。 
 歯科学報 107(1), 76-82, 2007. 

 
 



2）患者管理 
 2003年1月から2005年12月までの3年間の東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例について、患者

数、症例数、男女比、年齢分布、患者分類、管理方法、有病者及び障害者の分類、精神鎮静法、全身麻酔、

救急、ペインクリニック症例の年次推移を比較検討した。患者数、症例数ともに経年的に増加しており、

2005年には6000症例を超えた。3年間を通じて有病者、口腔外科手術患者、歯科恐怖症などの患者、ペイ

ンクリニック患者の増加が著しかった。2005 年は口腔インプラント科の開設により口腔インプラント手術

患者が加わった。年齢分布では65歳以上の高齢者の増加がみられた。患者管理方法ではプロポフォールを

使用した静脈内鎮静法が増加していた。2005 年の専門外来開設による患者、開業歯科医師の歯科麻酔業務

に対する認知の向上と快適で安全な歯科治療を希望する患者の意識向上が、患者数増加の原因と考えられ

た。 

 歯科学報 107(1), 83～89. 2007. 

 
 センター方式の歯科診療所に搬送来院した在宅患者351 名、2504 例を対象と、歯科治療椅子着席時から

退席時までの収縮期血圧、心拍数を記録紙の値からレトロスペクティブに調査した.在宅要介護患者の歯科

治療中の循環変動は疾患名や治療内容による差はなく、循環変動の予測はできなかった.エピネフリン添加

リドカインによる局所麻酔による循環変動は小さく、問題となる症例はなかった.しかし、在宅要介護患者

の中には予測のできない循環変動を起こす者もいるため歯科治療時には着席後からモニター監視を必ず行

い、循環の安定を待ってから歯科治療を行うことが安全な患者管理につながると考えられた 

 Dent Jpn  42, 135～138, 2006 

 
 2002～2003年に東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来にて静脈内鎮静法で管理した2436名を対象に、患

者背景因子による薬剤の選択基準について検討を行った。脳性麻痺や精神遅滞では約半数がプロフォール

を使用していたが、脳性麻痺ではミダゾラムの使用が 2 番目に多く、精神遅滞はプロポフォールとミダゾ

ラムの併用も多かった。合併症や基礎疾患を持つ患者では、ミダゾラムが約90%を占めた。侵襲が大きい口

腔外科処置や歯科治療恐怖症では、ミダゾラムが多く使用されていた。異常絞扼反射を認めた症例や歯科

治療恐怖症と異常絞扼反射の合併を認めた症例ではプロポフォール単独またはプロポフォールにミダゾラ

ムを併用する方法が多くとられていた。薬剤の作用と病態あるいは鎮静目的を考慮した薬剤選択が行われ

ていると考えられた。 

 Dent Jpn 43, 131～134, 2007． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3．学外共同研究 
学外研究施設 

担当者 研究課題 
研究施設 所在地 責任者 

金子  譲 静脈内投与アデノシンの鎮痛作

用に関する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

一戸 達也 静脈内鎮静時の酸素療法 ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

櫻井  学 抗炎症を目的としたアデノシン

三リン酸（ATP）製剤の口腔外科

手術への臨床応用 

岡山大学大学院 

歯科麻酔学分野 

岡山市 宮脇 卓也 

櫻井  学 アミノフィリンの麻酔からの回

復に対する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

松浦 信幸 先天性無痛無汗症における感覚

認識機構の解明—疾患動物モデ

ルと脳磁図を用いた検討— 

東京大学医学部麻酔科 東京 富岡 俊也 

 
4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

一戸 達也 口腔内痛覚誘発脳磁場に関する総合的研究 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサー

チセンター経費(第6) 

 
5．研究活動の特記すべき事項 

主催学会 

主催者 年月日 学 会 名 開催地 

金子  譲 2006.10.4～7 11th International Dental Congress on Modern Pain Control 横浜市 

一戸 達也 2006.10.6～7 第34回日本歯科麻酔学会総会・学術大会 横浜市 

 
講 演 

講演者 年月日 演  題 学会名 開催地 

金子  譲 2006.10.5 The Essential Role of Dental 

Anesthesiology in the 21st 

Century-Safe and Comfortable 

Dentistry 

11th International Dental 

Congress on Modern Pain 

Control 

横浜市 

一戸 達也 2006.10.6 Monitored Anesthesia 

Care(MAC) for Medically 

Compromised Patients in a 

Dental Outpatient Clinic 

11th International Dental 

Congress on Modern Pain 

Control 

横浜市 



講演者 年月日 演  題 学会名 開催地 

福永 敦翁 2006.10.6 Recent Contributions by Dental 

Anesthesiologists to the 

Anesthetic Gas Delivery System

11th International Dental 

Congress on Modern Pain 

Control 

横浜市 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

一戸 達也 2006.6.16 共用試験の問題点と展望 第25回日本歯科医学教育学

会記念大会  

仙台市 

  

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

    受 賞 

受賞者名 年月日 賞 名 学会・団体名 

金子 譲 2006.10.6 Horace Wells Award 第11回国際歯科麻酔会議 

金子 譲 2007.1.19 日本歯科医学会賞 日本歯科医学会 

 

教育講演等 

氏 名 年月日 講演名 主催 開催地

金子 譲 2006.12.14 21世紀の歯科医療—歯科医療の安

全性と快適性をめざして 

松本歯科大学大学院歯学独立

研究科第131回大学院セミナー 

松本市

一戸 達也 2006.4.23 障害者歯科における医療安全 日本障害者歯科学会認定医研修会 大阪市

一戸 達也 2006.5.27 「歯科臨床での緊急事態にどう

対処するか」（実技編） 

日立市歯科医師会学術講演会 日立市

一戸 達也 2006.6.29 歯科治療時の全身管理と全身偶

発症への対応 

蕨戸田歯科医師会学術講演会 戸田市

間宮 秀樹 2006.7.1 ガイドライン2005に基づく  

AED使用法 

北多摩市歯科医師会  北多摩市

一戸 達也 2006.10.22 安心・安全・高品質な局所麻酔を

めざして 

東京歯科大学同窓会三重県支

部学術講演会 

津市 

一戸 達也 2006.11.16 バイタルサインのみかた―感じよ

う，患者さんの命の叫び 

練馬区歯科医師会救急協力医研

修会 

東京 

一戸 達也 2006.11.18 —歯科医師臨床研修必修化に伴う

各大学の取り組みと問題点—「東京

歯科大学のプログラムと現状にお

ける問題点」 

第53回全国歯科大学同窓会・

校友会懇話会パネルディスカ

ッション 

東京 

一戸 達也 2007.1.18 静脈内鎮静法—より快適な歯科医

療を提供するために－ 

日本綜合歯科協会臨床歯学研

修機関月例講演会 

東京 

間宮 秀樹 2007.1.21 ガイドライン2005に基づく  

AED使用法 

社団法人東京都武蔵村山市歯

科医師会 

千葉市



氏 名 年月日 講演名 主催 開催地

一戸 達也 2007.2.4 インプラントの歯科麻酔 MeDentoインストラクタートレ

ーニングコース 

東京 

一戸 達也 2007.3.31 快適な歯科医療をめざして 

－痛くない歯科治療と救急処置— 

高松市歯科医師会学術講演会 高松市

   

 教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

一戸 達也 2007.5.20～21 第20回東京歯科大学カリキュラム研修ワークシ

ョップ 
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7．有床義歯補綴学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 
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櫻井  薫 

 
 
 
嶋村 一郎 
 
 

呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか 

（A03-0510-1） 

A.actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成因子に関する解析

（A04-0510-10） 

下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担

に及ぼす影響（A06-0510-3） 

可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究（A85-0530-2） 

講  師 杉山 哲也 義歯の表面性状の改質に関する研究（A06-0510-2） 

二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制効果

（A06-0510-4） 

 石崎  憲 義歯床による床下粘膜への機械的刺激が口腔粘膜上皮の触覚細胞に及ぼ

す影響（A00-0510-5） 

義歯床による床下粘膜への機械的刺激除去後の床下粘膜上皮の感覚細胞

の応答（A05-0510-3） 

助  手 高木 一郎 高齢者に適応した人工歯の研究（A03-0510-2） 

クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係につい

て（A04-0510-5） 

 石井 治仲 舌圧痕と舌の幾何学的特徴量との関係についての検討（A06-0510-1） 

 上田 貴之 WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（A04-0510-1） 

即時重合レジン重合時の温水への浸漬が床用レジンとの接着強さに与え

る影響（A04-0510-2） 

舌苔の臨床的評価に関する研究（A04-0510-6） 

咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（A05-0510-1） 

 大神浩一郎 フッ化物の応用によるオーバーデンチャーの支台歯の保護方針の確立 
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クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係につい

て（A04-0510-5） 

 

大学院生 岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（A05-0510-1） 

 齋藤 貴之 

 

高梨 琢也 

A. actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成因子に関する解析 

（A04-0510-10） 

可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究（A85-0530-2） 

 田坂 彰規 チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（A05-0510-2） 

 田中  綾 口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（A04-0510-12） 

 鶴岡 守人 実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス 

（A04-0510-11） 

 Poveda Marlene 

粟生田晃一 

 

下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担

に及ぼす影響（A06-0510-3） 

 天野 大地 義歯の表面性状の改質に関する研究（A06-0510-2） 

 新井 貴博 二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制効果

（A06-0510-4） 

 飯塚 智彦  

 隈倉 慎介  

 古池 崇志 

高橋 武志 

田口裕美子 

 

 中川 兼佑  

 

 

専修科生 

竜  正大 

安井 雅子 

清水 崇雪 

竜崎 美樹 

 

石橋 甲基 

亀井 亜美 

 

 

舌苔の臨床的評価に関する研究（A04-0510-6） 

即時重合レジン重合時の温水への浸漬が床用レジンとの接着強さに与え

る影響（A04-0510-2） 

WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（A04-0510-1） 

 

専 攻 生 小林健一郎 舌圧痕と舌の幾何学的特徴量との関係についての検討（A06-0510-1） 

 

2．成果の概要 

1）義歯床による床下粘膜への機械的刺激が口腔粘膜上皮の触覚細胞に及ぼす影響（A00-0510-5） 

横口蓋ヒダ部に多く存在する感覚受容器であるMerkel細胞に及ぼす影響を、ハムスターを使用した動物実

験にて検索した。ハムスターの口蓋に実験床を装着し持続的機械刺激を加え、免疫組織的、電子顕微鏡学

的観察を行い、以下の結果を得た。 

 免疫組織学的観察において、持続的機械刺激を加えた部位の上皮突起の扁平化とMerkel細胞発現率の減

少が認められた。蛍光顕微鏡学的観察においても同様の所見が認められた。電子顕微鏡学的観察において、

細胞質内ミトコンドリアの変性、細胞顆粒、細胞突起の減少、細胞膜の断裂、接合神経線維の変性などネ



クローシスを思わせる像が認められた。しかし、細胞内容物の滲出や炎症性細胞浸潤などの所見は認めら

れず、ネクローシス発現の確証は得られなかった。また、核クロマチンの凝集、核の断片化などアポトー

シス所見を呈する細胞も同時に存在した。 

 口蓋板による持続的機械刺激は、横口蓋ヒダに存在するMerkel細胞、接合神経線維の性状に影響を及ぼ

し、さらにMerkel細胞の数を減少させる。またこの細胞数の減少にはアポトーシスの発現が関与する。 

Somatosens Mot Res 23(1-2), 63～72, 2006. 

 

2) 即時重合レジン重合時の温水への浸透が床用レジンとの接着強さに与える影響（A04-0510-2） 

 本研究は、義歯床用レジンと即時重合レジンの接着を高める方法について検討したものである。床用レ

ジンに表面処理（dichloromethane塗布または未処理）を施した後、バルビツール酸誘導体を重合開始剤と

するものと芳香族第3級アミンを重合開始剤とするものの2種類の即時重合レジンを築盛し、３種類の条

件（常温、築盛10秒後に50 ℃の温水に５分間浸漬、築盛３分30秒後に50 ℃の温水に５分間浸漬）下で

重合を行い、剪断接着強さと破断様式の比較検討を行った。 

 その結果、バルビツール酸誘導体を重合開始剤とする即時集合レジンをプライマーなしで使用する場合

には、重合のごく初期に温水中へ浸漬することで接着強さを高めることができることが明らかになった。 

Prosthodont Res Pract 5(3), 161～165, 2006. 

 

3) チューイングおよび実験的クレンチングによるストレス緩和の効果（A03-0510-4） 

 チューイングや実験的クレンチングによるストレス緩和の効果を明らかにすることを目的として、本研

究を行った。被験者は17名の健常有歯顎者を対象として、20分間の計算問題による実験的ストレスを負荷

後、２つの実験を行なった。チューイング実験では、10分間の読書しながらの２回のワックスチューイン

グ、コントロールとして10分間の読書を行った。クレンチング実験では、５秒毎の実験的クレンチングと

安静の繰り返し３分間行い、これを３回繰り返した。コントロールは３分間の条件を安静とした。唾液採

取は実験的ストレス負荷前、直後、それぞれの条件後に1分間行い、コルチゾール濃度を測定した。 

 チューイングおよび実験的クレンチングを行った場合には、行わなかった場合に比較して唾液中コルチ

ゾール濃度は減少した。チューイングおよび実験的クレンチングによるストレス緩和の効果が判明した。 

J Prosthodont 16(2), 129～135, 2007. 

 

3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

櫻井 薫 歯科分野における診療ガイドライン構築に関す

る総合的研究 

厚生労働科学研究医療安全・医療技術評価

総合研究事業 

櫻井 薫 咀嚼によってストレスは緩和する 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

杉山 哲也 高齢者の口腔衛生状態を向上させる二酸化チタ

ン薄膜加工義歯床の検討 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

石崎 憲 義歯床による機械刺激は上皮内機械受容細胞の

形態を変化させるか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

高木 一郎 頬粘膜圧痕の形成成因についての検討 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

上田 貴之 WWWを用いた教育コンテンツ評価システムの開発 私立大学教育研究高度化推進特別補助・高

等教育研究改革推進経費 



研究代表者 研究課題 研究費 

岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血

流変化 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分) 

齋藤 貴之 ストレスホルモンがPorphyromonas gingivalis

のバイオフィルム形成に与える影響の解析 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分)

高梨 琢也 パラタルストラップの形態的条件が義歯床の垂

直変位に及ぼす影響 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分)

田坂 彰規 チューイングの方法によるストレス緩和効果へ

の影響 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分)

田中 綾 食品認知に有効な義歯口蓋の形態の検索 私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分)

鶴岡 守人 実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘

膜組織のストレス 

私立大学教育研究高度化推進経費特別補

助教育、学習方法等改善支援経費(学生分)

 

4．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

嶋村一郎 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

の確保に関するワークショップ 

タスクフォ

ース 

船橋市 

石崎 憲 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅲ「歯学部学生のための医学教育－ 総合病院の 

特色を生かした歯科医学教育 －」 

委員 千葉市 

大神浩一郎 

小平 順可 

田原 靖章 

2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

の確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

上田 貴之 

神庭 光司 

2006. 7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅱ現代GP 統合的e-Learning Program構築のた 

めのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

 

   卒後研修セミナー等 

氏 名 年月日 セミナー名 役 割 開催地 

櫻井 薫 2006.10.22 東京歯科大学同窓会卒後研修セミナー、 

実践総義歯－合理的な総義歯調製法－ 

講師 東京 

櫻井 薫 2006.11.12 嵌植義歯研究所インプラント100時間コース、イ

ンプラントにおける咬合の与え方とインプラント

保護咬合 

講師 仙台市 

櫻井 薫 2007.3.4 日本補綴歯科学会、アドバンスト・セミナー：歯

科補綴学教育に関するFDについて 

講師 東京 



氏 名 年月日 セミナー名 役 割 開催地 

杉山 哲也 2006.10.22 東京歯科大学同窓会卒後研修セミナー、実践総義

歯－合理的な総義歯調製法－ 

講師 東京 

石崎  憲 

高木 一郎 

大神 浩一郎 

田原 靖章 

2006.10.22 東京歯科大学同窓会卒後研修セミナー、実践総義

歯－合理的な総義歯調製法－ 

インストラ

クター 

東京 

 

   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

嶋村 一郎 2006.7.14～15 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 外部評価者 坂戸市 

嶋村 一郎 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者、      

ＳＴ責任者 

千葉市 

杉山 哲也 2006.7.14～15 平成18年度 明海大学歯学部OSCE 外部評価者 坂戸市 

杉山 哲也 

石崎  憲 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

上田 貴之 

大神浩一郎 

小平 順可 

田原 靖章 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. 石井治仲 : 咬合挙上を伴う補綴処置を行った多数歯欠如症例, 日補綴歯会誌 50(2), 272～275, 2006. 症例 

 

 2. 早川正哉(1), 嶋村一郎(1), 岸 正孝(1) : 緩衝シート介在による歯列を介して伝達される衝撃とその緩和, 歯科学報 

106(2), 81～90, 2006. 原著 (1)補綴第 3 

 

 3. Ishizaki,K., Sakurai,K., Tazaki,M.(1), Inoue,T.(2) : Response of Merkel cells in the palatal rugae to the continuous 

mechanical stimulation by palatal plate, Somatosens Mot Res 23(1-2), 63～72, 2006. 原著 A00-0510-05 細形研 

実動施設 (1)生理,(2)臨検査 

 

 4. Ueda,T., Ryuzaki,M., Ishii,H., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Effect of Immersion in Warm Warter on Bonding Strength 

between Autopolymerizing Resin and Denture Base Resin, Prosthodontic Res Pract 5(3), 161～165, 2006. 原著 

A04-0510-2 

 

 5. 高木一郎 : 下顎位を改善し顔貌を回復した総義歯の 1 症例, 日補綴歯会誌 50(3), 457～460, 2006. 症例 

 

 6. Shimamura,I., Adachi,R.(1), Kishi,M.(2), Akahori,Y.(3), Sakai,K.(4) : Clinical Evaluation of Resilient Lining Material , 

Bull Tokyo Dent Coll(3), 147, 2006. 原著 (1)千病・総合診療科,(2)Kanagawa Prefecture,(3)Tokyo,(4)Nagano Prefecture 

 

 7. Ando,T., Sakurai,K. : Effect of Aｂdominal Breathing on the Occurrence of Non-Sleep Bruxism, Prosthodontic Res 

Pract 5(4), 189～194, 2006. 原著 A00-0510-6 

 

 8. Ueda,T., Ishii,H., Kodaira,Y., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Symptom of TMD and the Effect of Ultrasonic Therapy : a 

Preliminary Clinical Investigation, Prosthodontic Res Pract 5(4), 203～206, 2006. 症例 

 

 9. 櫻井 薫 : 咬合・咀嚼とパーソナリティー, 日全身咬合会誌 12(2), 49～59, 2006. 原著 

 

10. 大神浩一郎 : 義歯を矯正的挺出の固定源に用いた補綴症例, 日補綴歯会誌 51(1), 71～74, 2007. 症例 

 

11. 井上 孝(1), 飯塚智彦 : 線維芽細胞成長因子-フィブロネクチン(FGF-FN)融合タンパクコーティングを施したチタ

ンインプラントの骨結合, Quintessence Dent Imp 14(2), 233～235, 2007. 原著 (1)臨検査 

 

12. Tahara,Y., Sakurai,K., Ando,T. : Influence of chewing and Clenching on Salivary Cortisol Levels as an Indicator of 

Stress, J Prosthodont 16(2), 129～135, 2007. 原著 A03-0510-4 

 

単行図書 

 

 1. 櫻井 薫(a): 訳分担 :Okeson TMD 原著 第五版 (a)12章 咀嚼筋障害の治療 307～321頁, 医歯薬出版株式会

社, 東京, 2006. 

 

 2. 櫻井 薫, 嶋村一郎: 共著 :パーシャルデンチャーテクニック (第 4 版) , 医歯薬出版株式会社, 東京, 2006. 

 

 

 

  



学会抄録 

 

 1. ポベダソラーマルレネ, 松本美和子(1), 橋本貞充(2), 下野正基(2), 櫻井 薫 : ラット口腔粘膜上皮におけるアクアポ

リンの局在性, J Oral Biosci 48(Supplement September), 110, 2006.(第 48 回歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 

横浜市) (1)日大松戸歯・生理,(2)病理 

 

 2. Kodaira,Y., Ueda,T., Takagi,I., Ishizaki,K., Sakurai,K. : Influence of Palatal on Tongue Pressure during swallowing., 

J Dent Res 85(Special Issue A), #1099, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) 

A03-0510-6, CD-ROM 

 

 3. Koshihara,T.(1), Sato,T.(1), Tsuruoka,M., Naito,K.(2), Kogai,H.(3), Matsuzaka,K.(3), Inoue,T.(3) : Epithelial rests 

maintain homeostasis of periodontal ligament for stretching force., J Dent Res, 2006.(85th General Session & 

Exhibition of the IADR, New Orleans, Louisiana, USA) A03-0611-4,CD-ROM (1)クラウンブリッジ,(2)スポーツ歯,(3)臨検査 

 

 4. Tanaka,A., Kodaira,Y., Ishizaki,K., Sakurai,K. : Influence of Palatal Surface Form in Dentures on Food Perception,  

J Dent Res, ♯0314, 2006.(85th General Session & Exhibition of the IADR, New Orleans) A04-0510-12, CD-ROM 保情研 

 

 5. Tasaka,A., Tahara,Y., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Influence of clenching during stress on mental sweating and skin 

blood flow, 日顎関節会誌 19(1), 97, 2006.(The 1st International and the19th Annual Meeting of the Japanese Society for 

the Temporomandibular joint, Nagoya) A05-0510-2 

 

 6. Kodaira,Y., Arai,T., Takagi,I., Ueda,T., Sakurai,K. : Case report of ultrasonically treated anterior open bite, 日顎

関節会誌 19(1), 100, 2006.(The 1st International and the19th Annual Meeting of the Japanese Society for the 

Temporomandibular joint, Nagoya) 

 

 7. 井本裕之(1), 嶋村一郎(1), 山田 淳(1), 井出吉信(2), 松永 智(2) : 共鳴振動周波数測定によるインプラント周囲骨・

構造の評価に関する基礎的研究, 日補綴歯会誌 50(3), 503, 2006.(平成 17 年度日本補綴歯科学会東関東支部総

会・第 9 回学術大会, 千葉市) (1)補綴第 3,(2)解剖 

 

 8. 田中 綾, 小平順可, 石崎 憲, 櫻井 薫, 玉井久貴(1) : 義歯床に付与する口蓋ヒダの形態が食品認知に与える影

響, 日補綴歯会誌 50(115 回特別), 108, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 札幌市) A04-0510-12 (1)神奈川 

 

 9. 田坂彰規, 田原靖章, 杉山哲也, 櫻井 薫 : チューイング速度の違いが唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響, 

日補綴歯会誌 50(115 回特別), 141, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 札幌市) A05-0510-2 

 

10. 田原靖章, 田坂彰規, 杉山哲也, 櫻井 薫 : ストレス下におけるクレンチングが自律神経系および内分泌系に及

ぼす影響, 日補綴歯会誌 50(115 回特別), 145, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 札幌市) A03-0510-4 

 

11. 新井貴博, 上田貴之, 杉山哲也, 櫻井 薫 : 二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物付着抑制効

果, 日補綴歯会誌 50(115 回特別), 179, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 札幌市) A06-0510-4 細形研,保情研,分

子生研,細生研,分析生研,生素研 

 

12. 高梨琢也, 嶋村一郎, 櫻井 薫 : パラタルストラップの形態的条件が義歯床の垂直変位に及ぼす影響, 日補綴歯

会誌 50(115 回特別), 265, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 札幌市) A85-0530-2 

 

  



13. Shimizu,T., Ueda,T., Sakurai,K. : New Method for Evaluation of Tongue-coating status, J Dent Res 85(Special Issue 

A), #0126, 2006.(84th General Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) A04-0510-6, CD-ROM 

 

14. Yanagisawa, K., Takagi,I., Sakurai,K. : Investigation of Factors Related to Formation of Tongue Indentations.,     

J Dent Res 85(Special Issue A), #0985, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) 

A04-0510-5, CD-ROM 

 

15. Tahara,Y., Sakurai,K., Ando,T. : Influence of Chewing and Clenching on Salivary Cortisol Levels, J Dent Res 

85(Special Issue A), #1094, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) A03-0510-4, 

CD-ROM 

 

16. Ueda,T., Ryuzaki,M., Ishii,H., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Bonding Strength with Autopolymerization Resin and 

Denture Base Resin, J Dent Res 85(Special Issue A), #1542, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, 

Brisbane, Australia) A04-0510-2, CD-ROM 

 

17. Tsuruoka,M., Ishizaki,K., Sakurai,K., Matsuzaka,K.(1), Inoue,T.(1) : Underlying Tissue of Denture Base Synthesizes 

HSP for Homeostasis, J Dent Res 85(Special Issue A), #1565, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, 

Brisbane, Australia) A04-0510-11, CD-ROM 細形研,保情研,分子生研,細生研,分析生研 実動施設 (1)臨検査 

 

18. Saito,T., Ishihara,K.(1), Sakurai,K., Okuda,K.(1) : Effects of Catecholamines on Biofilm Formation by Porphyromonas 

gingivalis, J Dent Res 85(Special Issue B), #0327, 2006.(84th General session & Exhibition of the IADR, Brisbane, 

Australia) A04-0510-10, CD-ROM 分子生研 (1)微生物 

 

19. 岡田千奈, 上田貴之, 櫻井 薫 : 咀嚼を想定した反復加圧に対する床下粘膜血流の変化, 日咀嚼会誌 16(2), 

103, 2006.(第 17 回日本咀嚼学会, 横浜市) A05-0510-1 

 

20. Kamba,K., Yamada,A., Sakurai,K., Takanashi,T., iizuka,t., Takahashi,T. : Influence of the handling of impression 

copings on the distance between fixtures at final casts , The 2nd Asian Academy of Osseointegration PROGRAM, 

30, 2006.(The 2nd Annual Meeting forAsian Academy of Osseointegration , Osaka) A03-0530-3 

 

21. 上田貴之 : 咀嚼回数の個人差とその決定因子に関する検討, 歯科学報 106(5), 418, 2006.(第 282 回東京歯科大学

学会(総会), 千葉市) 

 

22. 荒瀧友彦 (1), 古谷義隆 (1), 伊藤太一 (1), 武田孝之 (1), 椎貝達夫 (1), 飯島俊一 (1), 添島義和 (1), 矢島安朝 (1),

中川寛一 (2), 山田 了 (3), 平井義人 (4), 柴原孝彦 (5), 一戸達也 (6), 櫻井 薫, 佐藤 亨 (7), 石上惠一 (8),

井上 孝(9) : 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後 1 年間の概要, 歯科学報 106(5), 434, 2006.(第

282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)保存修復,(5)口外,(6)歯麻,  

(7)クラウンブリッジ,(8)スポーツ歯,(9)臨検査 

 

23. 腰原輝純(1), 佐藤 亨(1), 鶴岡守人, 内藤 薫(2), 小飼英紀(3), 松坂賢一(4), 井上 孝(4) : マラッセ残存上皮はストレ

スに対応し歯根膜組織の恒常性を維持する, 歯科学報 106(5), 445, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 千葉市) 

(1)クラウンブリッジ,(2)スポーツ歯,(3)慶大・医・歯口外,(4)臨検査 

 

  



24. 田中志歩(1), 松坂賢一(1), 佐藤大輔(1), 井上 孝(1), 腰原輝純(2), 佐藤 亨(2), 宗宮英希(3), 鶴岡守人 : GBR法によ

る骨欠損部の治癒動態-mRNAレベルでの検討-, 歯科学報 106(5), 445, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会, 千葉

市) (1)臨検査,(2)クラウンブリッジ,(3)口外 

 

25. 腰原輝純(1), 佐藤 亨(1), 鶴岡守人, 内藤 薫(2), 小飼英紀(3), 松坂賢一(4), 井上 孝(4) : マラッセ残存上皮はストレ

スに対応し歯根膜組織の恒常性を維持する, 歯科学報 106(5), 445, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 千葉市) 

(1)クラウンブリッジ,(2)スポーツ歯,(3)慶大・医・歯口外,(4)臨検査 

 

26. 清水崇雪, 上田貴之, 櫻井 薫 : 舌苔付着程度の新たな評価方法の信頼性および再現性の検討, 老年歯医 

21(3), 220～221, 2006.(第 17 回日本老年歯科医学会 総会・学術大会, 宜野湾市) A04-0510-6 

 

27. 田中 綾, 小平順可, 石崎 憲, 櫻井 薫 : 義歯床口蓋前方部表面形状と食品認知との関係, 老年歯医 21(3), 

270～271, 2006.(第 17 回日本老年歯科医学会 総会・学術大会, 宜野湾市) A04-0510-12 

 

28. 山口雅庸 (1) , 奈良夏樹 (1) , 濱 陽子 (1) , 小泉貴子 (1) , 石山直欣 (1) , 斉藤美香 (1) , 平野浩彦 (1) , 小平順可,

石崎 憲 : 陳旧性顎関節脱臼を非観血的に整復しえたクモ膜下出血患者の 1 例, 老年歯医 21(3), 276～277, 

2006.(第 17 回日本老年歯科医学会 総会・学術大会, 宜野湾市) (1)東京都老人医療センター・歯口外 

 

29. 齋藤貴之, 石原和幸(1), 櫻井 薫, 奥田克爾(1) : ノルアドレナリンのPorphyromonas gingivalisに与える影響, 日細

菌誌 62(1), 124, 2007.(第 80 回日本細菌学会総会, 大阪市) 分子生研 (1)微生物 

 

30. 山中あゆみ(1), 君塚隆太(1), 河内智子(2), 葛西浩一(2), 宝田恭子(3), 伊藤明代(4), 山田 了(4), 齋藤百合子(5),

中川寛一(5), 齋藤貴之, 櫻井 薫, 石原和幸(1), 加藤哲男(1), 奥田克爾(1) : クランベリーの口腔内バイオフィルム

形成阻害効果, 日歯医師会誌 26, 89, 2007.(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) A92－0180

－1 分子生研 (1)微生物,(2)キッコーマン,(3)東京,(4)歯周病,(5)歯内療法 

 

31. Poveda,M.S. : Expression and Localization of Aqua-glyceroporins in Rat Oral Epithelium, J Dent Res, #0743, 

2007.(85th General Session & Exhibition of the IADR, New Orleans, USA) CD-ROM 

 

32. Tasaka,A., Tahara,Y., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Influence of Different Chewing Rates on Salivary Stress 

HormoneLevels , J Dent Res, #0808, 2007.(85th General Session&Exhibition of the IADR, New Orleans, USA) 

A05-0510-2, CD-ROM 

 

33. Okada,C., Ueda,T., Sakurai,K. : Blood Flow in Underlying Mucosa of Dentures under Repeated Loading , J Dent Res, 

#1465, 2007.(85th General Session & Exhibition of the IADR, New Orleans, USA) A05-0510-1, CD-ROM 

 

34. Takanashi,T., Shimamura,I., Sakurai,K. : Influence of Palatal Strap Design on Displacement of Denture Base, J Dent 

Res, #2603, 2007.(2007 85th General Session & Exhibision of the IADR, New Orleans, USA) A85-0530-2, CD-ROM 

 

35. Murakami,S.(1), Naruse,S.(1), Tsuruoka,M., Tokikawa,H.(1), Takano,S.(1), Matsuzaka,K.(1), Inoue,T.(1) : Molecular 

biological changes of rat pulp cells after laser irradiation, J Dent Res, 2007.(85th General Session & Exhibision of the 

IADR, New Orleans, USA) A03-0611-7, CD-ROM (1)臨検査 

 

  



36. Saito,T., Sakurai,K., Okuda,K.(1), Ishihara,K.(1) : Catecholamine Increase RgpA Expression in Porphyromonas 

Gingivalis, J Dent Res, 122, 2007.(85th General Session & Exhibition of the IADR, New Orleans, USA) A04-0510-10, 

CD-ROM 細形研,分子生研,細生研 (1)微生物 

 

 

 

  



8．クラウンブリッジ補綴学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授  佐藤  亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究 

（Ａ00‐0520-1） 

  口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

  ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究（Ａ06-0520-1） 

助 教 授 齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ96-0520-1） 

助 手  久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1） 

 森下亜矢子 骨結合インプラントの適応症における骨質の変化とインプラントの骨内安定性 

 三穂 乙暁 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ98-0520-1） 

  食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

 鈴木 雄太 インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究（Ａ05-0520-4） 

 
平地 正茂 

 

分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性 

（Ａ02-0520-3） 

 高梨 聖敏 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 天﨑 光宏 ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究（Ａ06-0520-1） 

 本間 慎也 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 野本俊太郎 各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究（Ａ03-0520-2） 

  μCT装置による上顎骨歯槽突起部の骨形態計測学的研究（Ａ03-0520-1） 

病院助手 

 

  

杉山 剛史 

甲野 千穂 

田口 貴子 

口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

直接リライニングによる適合性の改善に関する研究 

チタン合金一塊鋳造による局部義歯の寸法制度 

大学院生 四ツ谷 譲 外側翼突筋における筋電図学的研究（Ａ06-0520-2） 

 小野寺こづえ オールセラミックスブリッジの連結部形態の検討（Ａ05-0520-2） 

 
荒野 太一 

 

Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクターを応用した顎骨再生

（Ａ06-0520-6） 

 新谷 明昌 口腔内感覚と下顎運動の関連性について（Ａ06-0520-4） 

 青木 雅憲 口腔内インプラントの周囲と部位別の天然歯との細菌叢の比較（Ａ06-0520-3） 

 宅間 裕介 fiber post の機械的性質（Ａ05-0520-1） 

 村瀬 俊彦 クラウンの適合精度（Ａ06-0520-5） 

 腰原 輝純 メカニカルストレスに対する歯根膜組織の恒常性維持について 

第二研究生 

 

松木 佳史 

 

咬合点の違いによる下顎頭の運動変化に関する研究（Ａ96-0520-6） 

 

2．成果の概要 

1)全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究（Ａ00-0520-1） 

本年度は、前年度計測した全身、顎口腔系及び平衡機能障害に自他覚的異常のない青年男子43名に加え、 

同じく水泳を日常スポーツとしている者28名について、全身写真撮影により体の形態的状態を観察し、比較

検討した。測定条件は、開眼時と閉眼時における歯牙接触位と咬頭嵌合位とし、重力線を基準に、肩（左右肩



峰）、腰（左右上前腸骨棘）の高さの差と偏位量、頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）の傾

斜と偏位量、頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）と下顎（人中下点と頤下点を結んだ線）の

角度差の測定を行った。両者の各条件における、Q1、Q3区間（中央50％区間）では、青年男子において、肩

は若干右が高く、中心は左にずれる傾向で、腰も右が高い傾向にあるが、中心は肩に比較してほぼ重力線に近

いという結果であった。また、水泳スポーツ者においては、肩は右が高く、腰はほぼ水平になる傾向で、中心

は、肩は重力線に近く、腰は右側偏位の傾向であった。また、顔面部では、各計測値ともに水泳スポーツ者の

方が、青年男子に比較して傾きやずれが少ないという結果であった。また開眼咬頭嵌合位の条件では、他の条

件に比較して、Q1、Q3区間は最も小さいという結果であった。 

 

2)口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

口腔内状態と睡眠の関係、睡眠と健康の関係に関する報告は多いが、口腔内咬合状態と睡眠との関係に関 

する研究報告は少ない。特に高齢者の多くが使用している義歯の就寝時の取り扱いに関しては、義歯を取り外

して就寝する指導と、義歯を使用して就寝する指導の相反する2つの指導がある。しかし、これらの指導は経

験則にて行われており、義歯の使用あるいは咬合関係の確保が、睡眠状態、睡眠の質にどのような影響を与え

ているかを考慮したものではない。そこで義歯の使用の有無による咬合確保と睡眠状態および睡眠の質との関

係を解明するために研究方法の確立とその検討を行った。 

 

3) μCT装置による上顎骨歯槽突起部の骨形態計測学的研究（Ａ03-0520-1） 

本研究では、マイクロCTを用い上顎骨臼歯部の海綿骨梁などが再現された精密な有限要素解析モデルを作

成し、有限要素解析を用いてより詳細な応力分布の様相について検討することを目的とした。試料は成人遺

体有歯顎と無歯顎の上顎骨を各5側ずつ、計10側を用いた。試料をマイクロCT装置を用いて撮影し、得ら

れた画像データをもとに立体構築像を作成した。これに関心領域を設定し、骨梁構造計測を行い有限要素解

析を有歯顎、無歯顎の有限要素モデルに分け作成した。これに 600N の負荷を異なる形態で与え、応

力分布の様相について評価した。本実験で、円柱体に対して負荷をかけたモデルの応力分布の様相は有歯顎

の応力分布の様相に近くなっていた。これにより、無歯顎歯槽突起に円柱体による負荷をかけた応力分布は、

無歯顎歯槽突起の皮質骨に対し負荷をかけた応力分布と異なり、有歯顎の歯冠に対し負荷をかけた応力分布に

近い様相を示すことが判明した。 

The Bulletin of Tokyo Dental College，47(4)：149‐156，2006 

 日補綴誌，50：161，2006 

 

4)8分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性（Ａ02-0520-3） 

咬合の不調和は顎口腔系にとどまらず、身体機能に広範な影響を及ぼす可能性が示唆されているが、その 

因果関係については未だ明らかとはいえない。そこで8分割バランサー、ナソヘキサグラフ、オクルーザーを

用いて、その分布状態と咬頭嵌合位における体重8分割バランスとの関連を検討する。 

 

 

 

 

 

 



3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

佐藤 亨 2006.7.12 歯と体の健康 千葉市民文化大学 千葉市 

佐藤  亨 2006.7.22 メタルフリー修復の実際 東京都卒研セミナー 東京都 

佐藤  亨 2006.8.27 中華障害者歯科学会分科会シン

ポジウム座長 

中華牙医学会 台中市（台湾）

佐藤  亨 2006.10.1 咬合に耐えうる接着技法とその

可能性 

日本顎咬合学会、平成18年

度認定教育研修 九州・沖縄

支部 

福岡市 

佐藤  亨 2007.1.8 My approach to ocllusion-the 
balance of muscles including 
the body posture and the 
manipulation for muscles and 
fesia-  

The Taipei Country Dental 
Association 

台北市（台湾）

 

教育ワークショップ等 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

高梨 聖敏 

野本俊太郎 

2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティの

確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

鈴木 雄太 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ  

Ⅱ現代GP「統合的e-Learning Program構築のた 

めのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

 

共用試験等 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

久永 竜一 2006.7.14～15 平成18年度明海大学歯学部OSCE 外部評価者 坂戸市 

久永 竜一 2007.3.10～11 平成18年度奥羽大学歯学部OSCE 外部評価者 東京都 

久永 竜一 

鈴木 雄太

平地 正茂 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

森下亜矢子 

高梨 聖敏 

本間 慎也 

天崎 光宏 

野本俊太郎 

2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Nomoto,S., Kameyama,A.(1), Nakazawa,T.(1), Yazaki,K.(2), Amagai,T.(1), Kawada,E.(3), Oda,Y.(3), Hirai,Y.(1), Sato,T. : 

Influence of ascorbic acid on bonding of peroxide-affected dentin and 4-META/MMA-TBB , Clin Oral Invest 

10(4), 325～330, 2006. 原著 A03-0520-2 細形研 (1)保存修復,(2)東京都,(3)理工 

 

 2. Nomoto,S., Matsunaga,S.(1), Ide,Y.(1), Abe,S.(1), Takahashi,T.(2), Saitou,F., Sato,T. : Stress distribution in maxillary 

alveolar ridge according to Finite Element Analysis using micro-CT, Bull Tokyo Dent Coll 47(4), 149～156, 2007. 

原著 A03-0520-1 保情研,分析生研 (1)解剖,(2)千病・総合診療科 

 

 3. 田中潤一(1), 吉野正裕(1), 齊藤シオン(1), 八木澤潤子(1), 市川秀樹(1), 成田真人(1), 塩見周平(1), 伊藤亜希(1),   

松崎英雄(1), 大畠 仁(1), 木住野義信(2), 野本俊太郎, 野澤健司(3), 髙野伸夫(4) : 関節リウマチ患者における顎

関節異常のアンケート調査, 歯科学報 107(1), 90～95, 2007. 臨床 A03-0520-1 (1)都立大塚病院・口腔科,(2)三愛

病院・歯口外,(3)東京都,(4)口外 

 

学会抄録 

 

 1. 鬼澤勝弘(1), 村松 敬(1), 松木美和子(1), 太田一正(2), 高橋 賢(3), 服部雅之(4), 三宅菜穂子(5), 松坂賢一(6),     

佐藤 亨, 小田 豊(4), 下野正基(1) : ラット耳下腺細胞に対する半導体レーザー照射の影響, 歯科学報 106(2), 

52, 2006.(第281回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A03-0611-7 (1)病理,(2)生化学,(3)保存修復,(4)理工,(5)口健臨・補綴

科,(6)臨検査 

 

 2. 五十嵐由佳, 宅間裕介, 佐藤 亨, 久永竜一, 天崎光宏, 野木智代, 中澤 章(1) : シェードアイNCCを用いた上顎

前歯部の色の検討, 日補綴歯会誌 50(3), 502, 2006.(平成 17 年度日本補綴歯科学会東関東支部学術大会, 千葉市) 

A97-0520-1 (1)東京都 

 

 3. 野本俊太郎, 佐藤 亨, 井出吉信(1), 高橋俊之(2), 齋藤文明, 松永 智(1), 寺尾伸治(3), 湯浅慶一郎(3) : マイクロ

CTを用い作成した上顎骨歯槽突起部の有限要素解析モデルによる応力分布の評価, 日補綴歯会誌 50(115

回特別), 161, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会学術大会, 札幌市) A03-0520-1 保情研,分析生研 (1)解剖,(2)千病・総

合診療科,(3)東京都 

 

 4. 荒瀧友彦(1), 古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2),       

山田 了 (3), 平井義人 (4), 柴原孝彦 (5), 一戸達也 (6), 櫻井 薫 (7), 佐藤 亨, 石上惠一 (8), 井上 孝 (9),          

矢島安朝(1) : 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後 1 年の概要, 歯科学報 106(5), 56, 2006.(第 282

回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)保存修復,(5)口外,(6)歯麻,(7)有床

義歯,(8)スポーツ歯,(9)臨検査 

 

 5. 腰原輝純, 佐藤 亨, 鶴岡守人(1), 内藤 薫(2), 小飼英紀(3), 松坂賢一(4), 井上 孝(4) : マラッセ残存上皮はストレス

に対応し歯根膜組織の恒常性を維持する, 歯科学報 106(5), 445, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会, 千葉市)   

(1)有床義歯,(2)スポーツ歯,(3)慶大・医・歯口外,(4)臨検査 

 

 6. 田中志歩(1), 松坂賢一(1), 佐藤大輔(1), 井上 孝(1), 腰原輝純, 佐藤 亨, 宗宮英希(2), 鶴岡守人(3) : GBR法による

骨欠損部の治癒動態-mRNAレベルでの検討-, 歯科学報 106(5), 445, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 

千葉市) (1)臨検査,(2)口外,(3)有床義歯 

 

  



 7. 野本俊太郎, 亀山敦史(1), 中澤妙衣子(1), 平地正茂, 高梨聖敏, 本間慎也, 天谷哲也(1), 平井義人(1),        

佐藤 亨 : 過酸化物応用後の象牙質と 4-META/MMA-TBBレジンの接着におけるアスコルビン酸の影響,   

歯科審美 19(2), 75, 2007.(第 17 回日本歯科審美学会学術大会, 東京) A03-0520-2 細形研 (1)保存修復 

 

 

 

  



9. 歯科矯正学講座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授   山口 秀晴  顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（A99-0590-2） 

助教授   茂木 悦子  顎機能異常に関する疫学調査、臨床調査を中心とした歯科矯正学的研究  

                       （A-88-0590-1） 

             超音波骨密度計を用いた顎骨成長の評価（A-03-590-3） 

             8020達成者の歯、歯列、咬合、ならびに全身状況に関する調査（A-05-590-4） 

助 手   野嶋 邦彦  歯列弓形態の決定、維持に関する３次元的研究（A-03-0590-2） 

      坂本 輝雄  矯正歯科への骨延長法の応用（A94-0590-2） 

      片田 英憲  矯正力荷重時の顎顔面頭蓋の変形様相に関する研究（A79-0590-1） 

      野村 真弓  TMJ Scaleを用いた顎関節症を伴う不正咬合者の心理的要因について（A-00-0590-2） 

             8020達成者の顎模型を用いた歯、顎の加齢様相の解剖学的研究（A-05-590-4） 

      西井  康  インプラントアンカーの開発 

      根岸 史郎  矯正治療の客観的評価 

      小林  誠  顎顔面の3次元的形態評価法の開発 

 大学院生 菊地  遥  

 金  煕勍  

 宇都宮結子  

 東郷 聡司  

 小泉 儀明  

 内田 悠志  

 根津  崇 

向井 美弥 

 

 専攻生 黒田俊太郎  

 

2．成果の概要 

「Esthetic study of soft tissue profiles of Caucasian and Japanese patients」（テキサス大学サントニオ

校歯科矯正学講座と共同研究） 

 顔貌の審美観における人種差や性差を評価するために調査した。評価資料としてAngle Class IおよびIIで

ある米国白人、日本人、米国アフリカ人患者各 1々0名とし、口唇の位置をRicketts の E-Line を基準として前

後に7段階に変化させた側貌シルエットを用いた。評価者は日本人、米国白人、米国在住ヒスパニック、アフリ

カ人を用いた。評価者には、まず最も好ましい側貌を選択し、残りの6枚については好むか否かについて回答を

求めた。その結果、すべての評価者はE-Lineより後方位にある口唇位を最も好ましいとし、ヒスパニック評価

者がアフリカ人より後退位(p＜0.01)を好み、日本人評価者がアフリカ人より後退位を好む(p＜0.001)ことが示

された。米国白人は他人種との有意差は認められなかった。評価者の性差は認められなかった。この結果から、

側貌の審美観には人種差があり、居住地、社会的背景が要因として考えられた。 

 歯科学報 107(1)：69～75 、2007 

 

「手根骨を用いた下顎骨体長のコンピュータ－予測プログラムの評価」(A-03-590-3) 

 本研究の目的は、手根骨を用いたコンピュータによる骨年齢と最終下顎骨体長の予測値を実測値と比較し、そ

の有用性を検討することである。 



 計測対象は、男子21名、女子16名の初診時ならびに成長後の側面頭部Ｘ線規格写真と手掌部Ｘ線写真である。 

 予測成長量は橈骨計測を含まない場合(以下 A モード値)と橈骨計測を含む場合(以下Ｂモード値)値を算出し

た。予測値と実測値の３群の比較では、男子では有意差がなく女子で有意差(p<0.01)が認められた。相関では男

子Ａモード値の成長量と実測成長量が男子Ｂモード値の相関よりも僅かだが高く、女子Ａ、Ｂモード値の成長量

と実測成長量の相関は男子ほど高くはみられなかった。 

 以上から、CASMAS の予測に於いては、女子データの充実、橈骨計測の再検討が必要であり、個別の厳密な予

測は現段階では十分とはいえないが、成長の大まかな予測や患者の成長の説明などに応用できると考えられた。 

 歯科学報106(3), 228～235, 2006. 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

野村 真弓 

茂木 悦子 

  

 

Esthetic study of soft tissue 

profiles of Caucasian and  

Japanese patients 

 

Department of 

Orthodontics, University 

of Texas Health  

Science Center at San 

Antonio 

San Antonio, 

USA 

 

John D. Rugh

  
 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題名 研究費 

茂木 悦子 超音波による骨密度計測値を用いた10歳代から80歳代まで

の骨年齢表示 

文科省科研究費・基盤研究(Ｃ) 

茂木 悦子 筋衛星細胞活性の促進と抑制に関する基礎的研究 平成18年度 東京歯科大学研

究科特別経費(研究科分) 

 

5．教育講演等教育に関する業績，活動 

講演者 年月日 演題名 学会・研究会 開催地 

茂木 悦子 2006.6.21 イブニングフォーラム イン

プラント矯正による外科的矯

正治療のイノベーション 

日本顎変形症学会 幕張メッセ 

茂木 悦子 2006.7.1～2 TDC卒後研修セミナー2006 

「実践MTM」 

東京歯科大学同窓会 血脇記念会館

茂木 悦子 2006．8.6 「“8020”達成は良い咬み合

わせから」 

日本臨床矯正歯科医会広報キ

ャラバン 

鹿児島市、商工

会議所ビルア

イムホール 

茂木 悦子 2006．8.9 「子どもの歯並びの特徴っ

て？」 

日本臨床矯正歯科医会広報キ

ャラバン 

千葉市文化セ

ンター 

茂木 悦子 2006.10.1～2 セミナー インプラントアン

カーの基礎と臨床 

バイオプログレッシブスタデ

ィークラブ 

箱根ホテル 



講演者 年月日 演題名 学会・研究会 開催地 

茂木 悦子 2006.12.14 

2007.1.30 

2007.2.27 

2007.3.9 

「口腔保健と全身との関係につ

いて」 

千葉県委託事業保育所保育士

研修会講演 

千葉県歯科医

師会館 

茂木 悦子 2007.3.18 学術講演会 MTM ―メカニク

スの基礎と実際― 

三重県同窓会 四日市ホテル

坂本 輝雄 2006.6.8 平成18年度保険改正の要点 日本臨床矯正歯科医会平成

18年度総会 

品川プリンス

ホテル 

 

   教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

野嶋 邦彦 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークシップ Ⅱ現代GP

「統合的e-Learning Program構築のためのワーキンググル

ープ」 

委員 千葉市

 



論      文 

 

 1. Nishimura,R.(1), Nojima,K., Nishii,Y., Hanai,J.(2), Arataki,T.(3), Uchiyama,T.(2), Yamaguchi,H. : Multidisciplinary 

treatment of mandibular prognathism with multiple congenitally missing teeth, Bull Tokyo Dental Coll 47(1), 25

～31, 2006. 症例 (1)神奈川県,(2)口外,(3)千病・口腔インプラント 

 

 2. Shimizu,T.(1), Motegi,E., Nomura,M., Kaneko,Y.(2), Takeuchi,F.(3), Yamaguchi,T.(4), Miyazaki,H.(5), Harazaki,M.(2), 

Kurihara,S.(1), Yamaguchi,H. : Cephalometric study of elderly with nearly intact dental arches, Gerodontology 

23(1), 60～63, 2006. 原著 (1)松本歯大・矯正,(2)東京都,(3)千葉県,(4)愛知県,(5)口健臨・矯正科 

 

 3. 吉村亮子(1), 安部輝美(1), 宮崎晴代(1), 小野暁美(1), 三代真義(1), 長谷部利一(1), 坂本輝雄, 末石研二(1),      

谷田部賢一(1), 山口秀晴 : 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科における過去 5 年間の口唇口蓋裂患者の統計

的観察, 日口蓋裂会誌 31(1), 39～44, 2006. 原著 (1)口健臨・矯正科 

 

 4. Yokose,T.(1), Sakamoto,T., Sueishi,K.(2), Yatabe,K.(3), Tsujino,K.(4), Kubo,S.(5), Yakushiji,M.(5), Yamaguchi,H. : Two 

cases with supernumerary teeth in lower incisor region, Bull Tokyo Dent Coll 47(1), 19～23, 2006. 症例       

(1)東京,(2)口健臨・矯正科,(3)千葉,(4)口健臨・小児歯科,(5)小児歯 

 

 5. 川端薫子(1), 福井健之(2), 原崎守弘(3), 根津亜希子(4), 坂本輝雄, 山口秀晴 : 矯正歯科治療中の痛みに対する

神経開口部へのレーザー照射について(その 2) 機械的刺激による痛み緩和メカニズムの検討, 歯科学報 

106(2), 91～96, 2006. 原著 (1)口健臨・矯正科,(2)千葉県,(3)東京都,(4)神奈川県 

 

 6. 林 正樹(1), 末石研二(1), 海老原環(1), 宮崎晴代(1), 谷田部賢一(1), 竹内史江(2), 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 東京歯

科大学病院矯正歯科におけるヒヤリ・ハット事例の実態調査 予定外で来院した患者からの分析, 歯科学報 

106(2), 97～104, 2006. 原著 (1)口健臨・矯正科,(2)千葉県 

 

 7. 小坂竜也 : 骨格性下顎前突者における咀嚼運動終末部経路の三次元的解析, 歯科学報 106(3), 203～214, 

2006. 原著 学位論文 

 

 8. 山口裕美(1), 茂木悦子, 野村真弓, 根岸史郎, 原崎守弘(2), 山口秀晴 : 手根骨を用いた下顎骨体長のコンピュ

ーター予測プログラムの評価, 歯科学報 106(3), 228～235, 2006. 原著 (1)愛知県,(2)東京都 

 

 9. 添島絵美(1), 亀井牧子(2), 坂本輝雄, 山口秀晴, 片山明彦(3) : 包括的歯科治療を行った咬合崩壊症例, 東京矯

歯会誌 16(2), 180, 2006. 原著 (1)熊本県,(2)愛知県,(3)歯周病 

 

10. 野村真弓, 茂木悦子, 山口秀晴, J.P.Hatch(1), J.D.Rugh(1) : 米国白人、ヒスパニック、日本人、アフリカ人による側

貌の審美評価, 歯科学報 107(1), 69～75, 2007. 原著 (1)テキサス大・サンアントニオ・ヘルスサイエンスセンター 

 

11. 稲森康二郎(1), 野嶋邦彦, 西井 康, 山口秀晴 : 東京歯科大学千葉病院矯正歯科における 10 年間の口唇裂・口

蓋裂者の臨床統計的検討 ―第 1 報 受診動向と咬合状態―, 歯科学報 107(2), 183～189, 2007. 臨床 (1)東京

都 

 

 

 

 

  



解      説 

 

 1. 西井 康 : 【まずはここから始めよう!日常臨床への MTM の導入】これだけは押さえよう!MTM のトラブルとその対応 

トラブル防止のために知っておくべき歯の移動のメカニクス, 歯界展望 107(2), 283～290, 2006. 平成 15 年度分 

 

 2. 坂本輝雄, 西井 康, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 1：上下顎関係の改善, 歯科学報 106(5), 21

～23, 2006. A-07-0590-4 

 

 3. 西井 康, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 2：大臼歯関係の改善その 1 ディスタルジェット, 

歯科学報 106(6), 485～487, 2006. A07-0590-4 

 

 4. 茂木悦子 : 歯科矯正治療からみた抗加齢歯科医学, DENT DIAMOND 31(15), 54～57, 2006. A-05-590-4 

 

 5. 石井武展, 坂本輝雄, 西井 康, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 3：大臼歯関係の改善その 2 

Pendulum, 歯科学報 107(1), 63～68, 2007. A-07-0590-4 

 

 6. 西井 康, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 4：大臼歯関係の改善その 3 インプラントアン

カー, 歯科学報 107(2), 177～182, 2007. A-07-0590-4 

 

プロシーディングス 

 

 1. Motegi,E. : Looking young is our esthetic goal! Anti-aging dentistry from orthodontic point of view through 

observation of teeth, dentition, and occlusion in 8020 achievement population, Program of symposium of Korean 

University and Tokyo Dental College, 1, 2006.(日韓ジョイントセミナー, Seoul, Korea) 生素研 

 

 2. 高木多加志(1), 笠原清弘(1), 西井 康, 山口秀晴 : インプラント矯正による外科的矯正治療のイノベーション イン

プラントアンカーを応用した外科的矯正治療, 日顎変形会誌 16(2), 64～65, 2006.(第 16 回顎変形症学会総会,  

千葉市) (1)口外 

 

 3. 茂木悦子 : 外科矯正治療長期経過例から学ぶ, 第 16 回日本顎変形症学会大会 教育研修会シラバス, 20～22, 

2006.(第 16 回日本顎変形症学会大会, 千葉市) 

 

 4. 山口秀晴 : 外科矯正治療の世界へご案内, 第 16 回日本顎変形症学会大会 教育研修会シラバス, 20～22, 

2006.(第 16 回日本顎変形症学会大会, 千葉市) 

 

 5. 茂木悦子 : “8020”達成は良い咬み合わせから, 国際歯学士日本部会誌 37(1), 60～63, 2006.(国際歯科学士会日

本部会 市民フォーラム, 東京) A05-590-4 生素研 

 

 6. 茂木悦子 : “8020 から食育へ”―学校歯科での“インタージェネレーション”―, 日学校歯医会誌 97(1), 56～59, 

2007.(第 70 回全国学校歯科保健研究大会, 千葉市) A-05-590-4 

 

 

 

 

 

  



その他 

 

 1. 茂木悦子 : 高度に破壊された前歯の矯正的挺出：臨床報告, Quintessence 25(4), 182～188, 2006. 

 

 2. 野村真弓 : 米国テキサス大学ヘルスサイエンスセンターでの生活, 歯科学報 106(4), 256～260, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 緒方寿夫(1), 佐藤博子(2), 矢沢真樹(1), 宮本純平(1), 小林尚史(1), 坂本輝雄, 中嶋英雄(1), 中島龍夫(1) : 

Hemifacial microsomia成長後顎治療の問題点について, 第 49 回日本形成外科学会大会・学術集会 プログラ

ム・抄録集, 254, 2006.(第 49 回日本形成外科学会大会・学術集会, 岡山市) (1)慶大・医・形外,(2)東京医療センター・形外 

 

 2. 野村真弓, 茂木悦子, 小泉儀明, 櫻井雄太, 夫馬明日香, 山口秀晴, ハッチPジョン(1), ルーDジョン(1) : 米国白

人、ヒスパニック、日本人、アフリカ人評価者の審美観における検討, 歯科学報 106(2), 117, 2006.(第 281 回東京

歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)テキサス大・サンアントニオ校・ヘルスサイエンスセンター 

 

 3. 末石研二(1), 山口秀晴, 中野洋子(2), 斎藤 力(3) : 複合的な手術計画を必要とした反対咬合の 1 症例, 日顎変形

会誌 16(2), 112, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) (1)口健臨・矯正科,(2)口外,(3)新潟大・歯・口外 

 

 4. 渡辺洋一(1), 神尾 崇(2), 高木多加志(2), 柴原孝彦(2), 末石研二(3), 山口秀晴 : 下顎頭の過形成を伴う顔面非対

称の治療経験, 日顎変形会誌 16(2), 113, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) (1)千葉県,(2)口外,(3)口健

臨・矯正科 

 

 5. 藤本かな子, 金成暢, 西井 康, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 骨格性下顎前突症患者の下顎臨床歯列弓形態の検討, 

日顎変形会誌 16(2), 120, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) 

 

 6. 根岸史郎, 坂本輝雄, 山口秀晴, 末石研二(1), 中尾 誠(2) : 外科的矯正治療後に後戻り様相をきたした 2 症例, 

日顎変形会誌 16(2), 121, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) (1)口健臨・矯正科,(2)東京都 

 

 7. Kim,H., Sakamoto,T., Yamaguchi,H. : Functional change of mandibular movement before and after surgical 

orthodontic treatment in skeletal Class III patients, 日顎変形会誌 16(2), 123, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総

会, Chiba) 

 

 8. 茂木悦子, 野村真弓, 山口秀晴, 齊藤 力(1), 髙野伸夫(2) : 顔面非対称をともなう交叉咬合患者の外科的矯正治

療後長期経過 3 症例の報告, 日顎変形会誌 16(2), 127, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) (1)新潟大・

大学院・顎顔面再建,(2)口外 

 

 9. 椎名根子, 勝村 麗, 川端薫子(1), 菊地 悠, 篠 珠美(1), 根津亜希子(2), 稲森康二郎(3), 茂木悦子, 山口秀晴 : 

外科的治療を受けた骨格性下顎前突者の長期安定性, 日顎変形会誌 16(2), 128, 2006.(第 16 回日本顎変形症

学会総会, 千葉市) (1)口健臨・矯正科,(2)神奈川県,(3)東京都 

 

10. 小泉儀明, 堀江由規子, 東郷聡司, 石井武展, 西井 康, 坂本輝雄, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : Hemifacial 

Microsomia 患者の下顎骨構造解析による検討, 日顎変形会誌 16(2), 131, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 

千葉市) 脳科学研 

 

  



11. 黒田 崇(1), 鈴木敏正(1), 鶴木 隆(1), 市ノ川義美(2), 野村真弓, 山口秀晴 : 下顎前突症の外科的矯正治療にお

ける側貌評価に関する研究, 日顎変形会誌 16(2), 135, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) (1)千葉

県,(2)帝京大・医・歯口外 

 

12. 内田悠志, 西井 康, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 東京歯科大学歯科矯正学講座における顎変形症患者の意識調査, 

日顎変形会誌 16(2), 139, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 千葉市) 脳科学研 

 

13. 野村真弓, 内田悠志, 加納将貴, 小高紅美, 深川裕子, 茂木悦子, 山口秀晴, 柴原孝彦(1) : 東京歯科大学千葉

病院矯正歯科における顎変形症患者の動向, 日顎変形会誌 16(2), 140, 2006.(第 16 回日本顎変形症学会総会, 

千葉市) (1)口外 

 

14. Ohazama,J., Negishi,F., Yamaguchi,H. : Objective evaluation of patients treated at residential clinic, American 

Association of Orthodontists 106th Annual Session On-site Program/Exhibit Guide, 88, 2006.(American 

Association of Orthodontists 106th Annual Session, Las Vegas, USA) 

 

15. Negishi,F., Takane,Y., Yamaguchi,H. : Validity of computer-generated cephalograms from 3-dimensional computed 

tomography scans, American Association of Orthodontists 106th Annual Session On-site Program/Exhibit Guide, 

120, 2006.(American Association of Orthodontists 106th Annual Session, Las Vegas, USA) 

 

16. Nishii,Y., Takagi,T.(1), Nojima,K., Yamaguchi,H., Shibahara,T.(1) : Clinical applications of mid-palatal implant 

anchorage, American Association of Orthodontists 106th Annual Session On-site Program/Exhibit Guide, 120, 

2006.(American Association of Orthodontists 106th Annual Session, Las Vegas, USA) (1)口外 

 

17. 緒方寿夫(1), 佐藤博子(2), 坂本輝雄, 矢沢真樹(1), 安藤祐一郎(1), 彦坂 信(1), 中嶋英雄(1), 中島龍夫(1) : 成人に

おける骨格性顔面非対称の治療 ―疾患タイプ別の治療計画と実物大立体モデルの応用―, 日頭顎顔会誌 

23(2), 63, 2006.(第 24 回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会, 長崎市) (1)慶大・医・形外,(2)東京医療センター・形外 

 

18. 玉田一敬(1), 中嶋英雄(1), 緒方寿夫(1), 中島龍夫(1), 坂本輝雄, 石井武展, 一色泰成(2) : Craniofacial dysostosisに

対する各種Le Fort型骨切りに対応できるcephalogramの工夫, 日頭顎顔会誌 23(2), 135, 2006.(第 24 回日本頭蓋

顎顔面外科学会学術集会, 長崎市) 脳科学研 (1)慶大・医・形外,(2)東歯大 

 

19. Nomura,M., Motegi,E., Hatch,J.(1), Gakunga,P.(1), Koizumi,Y., Fuma,A., Sakurai,Y., Ng'ang'a,P.M.(2), Rugh,J.(1), 

Yamaguchi,H. : Esthetic preferences of Caucasian, Hispanic, Japanese, and African judges, 84th General Session 

& Exhibition of the IADR Program Book, 56, 2006.(84th General Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) 

(1)The University of Texas Health Science Center at San Antonio,(2)The University of Nairobi. Kenya 

 

20. Kin,S., Motegi,E., Kikuchi,Y., Nomura,M., Yamaguchi,H., Takagi,T.(1), Shibahara,T.(1) : Evaluation of bone volume in 

mandibular prognathism by computer tomography, 84th General Session & Exhibition of the IADR Program Book, 

66, 2006.(84th General Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) (1)口外 

 

21. Motegi,E., Masubuchi,M.(1), Yamaguchi,H. : Cephalometric assessment of the relationship between finger-sucking 

and tonsil hypertrophy, 84th General Session & Exhibition of the IADR Program Book, 68, 2006.(84th General 

Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Australia) (1)愛知県 

 

  



22. 北總博之, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 矯正歯科治療前後における咬合接触の変化(第 1 報), 歯科学報 106(2), 125, 

2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

 

23. 坂本輝雄, 石井武展, 玉田一敬(1), 中嶋英雄(1) : セファロ分析におけるポリオンの位置分析, 慶応医学 84(1), 57, 

2006.(第 13 回慶應義塾大学形成外科同門会学術集会, 東京) (1)慶大・医・形外 

 

24. Nojima,K., Nishii,Y., Niizuma,F.(1), Fukuyo,K.(2), Yamaguchi,H. : Investigation of the vertical position in three 

bracket placement methods, 82nd Congress of the European Orthodontic Society Final Programme Abstract 

Book, 85, 2006.(82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, Austria) 保情研 (1)東京都,(2)千葉県 

 

25. Takane,Y.(1), Nomura,M., Yamaguchi,H. : Dental crowding and cementum hyperplasia: a case report, 82nd Congress 

of the European Orthodontic Society Final Programme Abstract Book, 125, 2006.(82nd Congress of the European 

Orthodontic Society, Vienna, Austria) (1)千葉県 

 

26. 坂本輝雄 : 平成 18 年度保険改正の要点, 日臨矯歯医会誌 18(1), 68～70, 2006.(日本臨床矯正歯科医会平成 18

年度総会, 東京) 

 

27. 坂本紗有見(1), 坂本輝雄, 山口秀晴, 眞木吉信(2) : 当院における矯正患者の口腔衛生管理プログラム, 第 65 回

日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 149, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) (1)東京都,(2)衛生 

 

28. 加納将貴, 深川裕子, 夫馬明日香, 野村真弓, 茂木悦子, 金成暢, 勝村 麗, 菊地 悠, 篠 珠美 (1) ,

大峡 潤, 山口秀晴, 井上恵実(1), 宮崎晴代(1), 岡野 繁(2), 松田一郎(3) : 三次元画像を用いた 8020 達成者の

歯、歯列弓形態の評価 第 1 報 歯と歯列の大きさ, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 186, 

2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) 保情研 (1)口健臨・矯正科,(2)東歯大・口腔科学研究センター,(3)千葉県歯

科医師会 

 

29. 茂木悦子, 亀井牧子(1), 竹内史江(2), 野村真弓, 山口秀晴 : 指しゃぶりとセファロを用いた扁桃肥大評価との関

連について, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 202, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会,   

札幌市) (1)愛知県,(2)千葉県 

 

30. 高木多加志 (1) , 西井 康, 山本雅絵 (1) , 浜瀬真紀 (1) , 笠原清弘 (1) , 柴原孝彦 (1) , 坂本輝雄, 野嶋邦彦,

茂木悦子, 山口秀晴 : 口蓋用インプラントアンカー(PIAS)の開発 第 6 報インプラント埋入後の合併症と予後, 

日本矯正歯科学会大会 65 回プログラム・抄録集, 228, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) (1)口外 

 

31. 櫻井雄太, 西井 康, 小高紅美, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 日本人正常咬合者の Crown Angulation について ～三

次元形状計測装置を用いた計測～, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 236, 2006.(第 65 回日

本矯正歯科学会大会, 札幌市) 保情研 

 

32. 小高紅美, 西井 康, 櫻井雄太, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 日本人正常咬合者の Crown Inclination について ～三

次元形状計測装置を用いた計測～, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 236, 2006.(第 65 回日

本矯正歯科学会大会, 札幌市) 脳科学研 保情研 

 

33. 伊達彩乃, 日野原 朱, 西井 康, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 矯正治療後の顎顔面形態と前歯歯軸の関係, 第 65 回

日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 236, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) 

 

  



34. 野村真弓, 茂木悦子, 小泉儀明, 櫻井雄太, 夫馬明日香, 山口秀晴, J.P.Hatch(1), J.D.Rugh(1) : 米国白人、ヒス

パニック、日本人、アフリカ人評価者について側貌の審美性における検討, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プ

ログラム・抄録集, 243, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) (1)テキサス大・サンアントニオ校・ヘルスサイエンス

センター 

 

35. 坂本輝雄, 早川浩太郎(1), 篠 珠美(2), 山口秀晴, 内山健志(3) : 皮質骨骨切り術(Corticotomy)を併用した両側性

臼歯部鋏状咬合を伴う過蓋咬合症例, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集 , 291, 2006.(第 65

回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) (1)東京都,(2)口健臨・矯正科,(3)口外 

 

36. 勝村 麗, 菊地 悠, 椎名根子, 稲森康二郎(1), 川端薫子(2), 篠 珠美(2), 根津亜希子(3), 茂木悦子, 山口秀晴 : 

卒後研修課程第 29 期生による症例展示 , 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集 , 298, 2006.(第

65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) (1)東京都,(2)口健臨・矯正科,(3)神奈川県 

 

37. 西井 康, 菊地 悠, 高木多加志(1), 野嶋邦彦, 山口秀晴, 柴原孝彦(1) : 口蓋用インプラントアンカーを用いた上

顎前突症例, 第 65 回日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 306, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会,  

札幌市) (1)口外 

 

38. 金 熙勍, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 骨格性反対咬合者の外科的矯正治療に伴う咀嚼運動の変化, 第 65 回日本矯

正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 322, 2006.(第 65 回日本矯正歯科学会大会, 札幌市) 脳科学研 

 

39. 坂本輝雄 : 矯正歯科における骨延長法の応用, 第 24 回 BSC 学術大会 抄録, 10～11, 2006.(第 24 回 BSC 学術大

会, 熱海市) 

 

40. 金成暢, 茂木悦子, 菊地 悠, 野村真弓, 山口秀晴 : CT を用いた骨格性下顎前突患者の下顎骨の体積評価, 

歯科学報 106(5), 440, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

41. 小坂竜也, 石井武展, 金 熙勍, 横田麗子(1), 西井 康, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : フォーサスFReD-DPR(ダイレクト

プッシュロッド)を用いてAngle II級の大臼歯関係を改善した4症例について, 歯科学報 106(5), 448, 2006.(第282

回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)口健臨・矯正科 

 

42. 勝村 麗, 椎名根子, 菊地 悠, 稲森康二郎(1), 川端薫子(2), 篠 珠美(2), 根津亜希子(3), 茂木悦子, 山口秀晴 : 

卒後研修課程第 29 期生による症例展示 , 歯科学報 106(5), 448, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉

市) (1)東京都,(2)口健臨・矯正科,(3)神奈川県 

 

43. 加納将貴, 深川裕子, 夫馬明日香, 金 成暢, 勝村 麗, 菊地 悠, 大峡 潤, 野村真弓, 茂木悦子,

山口秀晴, 篠 珠美(1), 井上恵実(1), 鶴木祥子(1), 宮崎晴代(1), 岡野 繁(2), 松田一郎(3) : 8020 達成者における

口腔内石膏模型三次元画像計測を用いた加齢様相の検討, 歯科学報 106(5), 449, 2006.(第 282 回東京歯科大

学学会(総会), 千葉市) (1)口健臨・矯正科,(2)東歯大・口腔科学研究センター,(3)千葉県歯科医師会 

 

44. 椎名根子, 稲森康二郎(1), 川端薫子(2), 勝村 麗, 菊地 悠, 篠 珠美(2), 根津亜希子(3), 茂木悦子, 山口秀晴 : 

卒後研修課程第 29 期生による症例展示 リテンションケース, 歯科学報 106(5), 449, 2006.(第 282 回東京歯科大

学学会(総会), 千葉市) (1)東京都,(2)口健臨・矯正科,(3)神奈川県 

 

  



45. 渡邊仁美, 茂木悦子, 菊地 悠, 金成暢, 小坂竜也, 野村真弓, 亀井牧子(1), 竹内史江(2), 山口秀晴 : 指しゃぶ

りと扁桃肥大との関連について ～気道の観察を通して～, 第 5 回MFT研究会大会 抄録集, 13, 2006.(第 5 回

MFT研究会大会, 東京) (1)愛知県,(2)千葉県 

 

46. 日野原朱, 堀江由規子, 坂本輝雄, 山口秀晴, 江里口雅(1), 中野洋子(1), 内山健志(1) : 二段階口蓋形成術を施

行後に顎裂部骨移植を行った片側性唇顎口蓋裂患者の矯正治療修了時の咬合状態(第 1 報), 歯科学報 

106(5), 437, 2006.(第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)口外 

 

47. 坂本輝雄, 大峡 潤, 西井 康, 山口秀晴, 福井健之(1) : 上顎前歯部に欠如歯を有する症例の対処について,  

東京矯歯会誌 16(2), 179, 2006.(第 65 回東京矯正歯科学会, 東京) (1)千葉県 

 

48. Motegi,E., Kaneko,Y.(1), Nomura,M., Miyazaki,H.(2), Yamaguchi,H. : Gingival recession and cervical lesions in elderly 

with many teeth, 85th General Session of IADR Program Book, 132, 2007.(85th General Session of IADR, New Orleans, 

USA) (1)東京都,(2)口健臨・矯正科 

 

49. Nomura,M., Motegi,E., Kano,M., Fukagawa,H., Fuma,A., Yamaguchi,H. : Aging of dental arch in elderly with many 

remaining teeth, 85th General Session of IADR Program Book, 132, 2007.(85th General Session of IADR, New Orleans, 

USA) 

 

 

 

  



 

10．歯科放射線学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 佐野  司 拡散強調MR画像を応用した顎関節症の病態診断（Ａ04-0610-1） 

助 教 授 

 

 

和光  衛 マイクロCTを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析（Ａ99-0610-1） 

薄膜性骨内インプラントと骨との親和性に関する３次元構造解析 

（Ａ00-0610-1） 

骨内インプラント周囲骨におけるクリニカルバイオニクス 

講  師 

 

早川 吉彦 顎関節部のMR画像による三次元ビジュアリゼーション 

 

助  手 西川 慶一 超音波血流信号の定量解析による頭頸部悪性腫瘍リンパ節転移の高精度検出 

（Ａ02-0610-2） 

 原田 卓哉 上顎に発生し隔壁様構造を伴った不透過性病変の画像診断学的検討 

（Ａ01-0610-1） 

 

 

音成 貴道 

音成 実佳 

悪性腫瘍リンパ節転移の評価（Ａ03-0610-1） 

MRIによる顎関節症の病態診断 

顎舌骨筋を経由する舌下部病変のCTおよびMRによる描出の検討 

 

大学院生 

大久保真衣 

田辺 耕士 

眞木佐恵子 

矢島 あや 

摂食・嚥下運動動態に関する画像診断学的検討 

 

専 攻 生 水田  茂 インプラントの画像診断に関する研究 

   

 

2．成果の概要 

1）口内法デジタルエックス線画像におけるインプラント周囲骨変化の評価法としての差分処理法

（A00-0610-1） 

 骨内インプラント体植立後におけるインプラント体周囲の骨変化は、術後評価において欠かすことがで

きない。より微細な骨変化を検出するためには、定量的な評価が必要である。本研究では、その一方策と

して口内法デジタルエックス線画像診断システムで得られた各画像間での差分処理法の応用を試みた。 

分析対象は、上顎犬歯部ならびに小臼歯部にインプラント体を植立した患者のうち、近遠心側にそれぞれ

歯冠を伴う歯が萌出している患者の画像とした。上顎犬歯部症例において、歯槽頂部付近に術直後から 3

カ月位まで、急激な骨構造の変化が認められた。4ヶ月目以降では骨構造に若干の変化があったものの、比

較的安定していた。小臼歯部症例では、歯槽骨頂部において術直後から1ヶ月間の変化が著しく、3ヶ月か

ら 4 ヶ月の間にも骨変化があった。差分処理法を活用した口内法デジタルエックス線画像はインプラント

体周囲の骨変化評価法に関して信頼できる方法と再認識されるべきである。 

  Bull Tokyo Dent Coll 47(2), 57～64, 2006. 

 

 



 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

佐野  司 Magnetic resonance evidence 

of joint effusion of the 

temporomandibular joint 

九州歯科大学 

 

北九州市 

 

高橋 哲 

佐野  司 

 

慢性経過をたどる顎関節症患者

に対する頭皮鍼療法 

昭和大学歯学部 

 

東京 

 

南雲正男 

 

佐野  司 

 

顎関節症のMRI診断 日本大学・松戸歯学部 松戸市 金田 隆 

佐野  司 

音成 貴道 

音成 実佳 

顎関節症のMRI診断 昭和大学歯学部 東京 岡野友宏 

和光  衛 

 

ＣＴ画像とインプラント埋入圧

との相関分析評価 

プラトンテクニカ

ル センター 

東京 鹿島長門 

和光  衛 

 

個体に特化したインプラント周

囲骨の力学的特性変化の分析 

計算力学研究センター 大阪 松永 繁 

早川 吉彦 

 

Cranio-maxillofacial and 

dental 3D-reconstruction, 

imaging and visualization 

Univ. of Applied 

Science Osnabrueck

 

Osnabrueck, 

Germany 

 

Kober, Cornelia

 

早川 吉彦 

 

Diagnostic information yield 

from Tuned-Aperture 

Computed Tomography 

The Univ. of 

Louisville 

Louisville,  

Kentucky, USA 

Farman,  

Allan G. 

早川 吉彦 

 

近赤外イメージングと TACT 

(Tuned-Aperture Computed 

Tomography) 

金沢大学医学研究科 金沢市 宮地利明 

早川 吉彦 

 

 

コーンビームＣＴ画像による咽

頭腔の計測 

広島大学医歯薬学

総合研究科 

広島市 谷本啓二 

音成 実佳 Mylohyoid muscle : separation 

between the sublingual space 

and submandibular space 

Havard University

 

 

昭和大学歯学部 

Boston, 

Massachusetts, 

USA 

東京 

Curtin, Hugh D.

 

 

中島 功 

 

 

 

 

 



 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

佐野  司 FLAIR 法 MR 画像による顎関節滑膜炎の病態診断

プロジェクト 

文科省科研費・萌芽研究 

 

Kober, 

Cornelia 

(Germany) 

 

共同研究者 

（日本）： 

佐野  司 

早川 吉彦 

 

Proposal for a short term visit for 

continuation of joint research in the field of 

craniofacial and dental reconstruction, 

imaging, and visualization. 

 

A grant for a "short-term visit" for 

"Bilateral Cooperation in Science and 

Technology with Japan" funded by the 

"International Bureau of the Federal 

Ministry of Education and Research, 

Germany"（「ドイツ連邦政府教育研究省国

際局」から与えられる「日本との二国間科

学技術研究共同・セミナーのための短期滞

在」に対する補助金） 

早川 吉彦 

 

顎関節部を重視したCT及びMR画像に基づく下顎

骨の個体別有限要素モデリング 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

 

音成 実佳 歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプロジ

ェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

音成 貴道 Fusion 画像を用いた顎顔面領域への画像診断プ

ロジェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

 

 5．研究活動の特記すべき事項 

パネリスト（ラウンド・テーブル・ディスカッション） 

講演者 年月日 講演名 学会・研究会名 開催地

大久保真衣

佐野 司 

2006.10.28 摂食・嚥下障害患者に対する評

価、診断、指導への取り組み 

日本歯科放射線学会第11回  

臨床画像大会サテライト企画 

第１回「Oral Medicine and IVR 

研究会」 

福岡市 

 

 6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

和光  衛 2006.4.23  歯科用デジタル画像診断シス

テム実用化のためのクリニカ

ルエビデンス 

第２回画像診断研修会  東京 

田辺 耕士 

 

 

2007.3.13 Living and Studying in Japan Univ. of Applied Science 

Osnabrueck 

Osnabrück, 

Germany 



 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

早川 吉彦 

 

 

2007.3.14 Newly added oral and 

maxillofacial radiology 

imaging technologies 

Universitätsklinikum 

Münster  Klinik und  

Poliklinik für Mund- und  

Kiefer-Gesichtschirurgie 

Münster， 

Germany 

田辺 耕士 

 

 

 

2007.3.14 Diffusion-weighted magnetic 

resonance imaging for 

malignat melanoma patients 

in Head and Neck regions 

treated with accelerated 

carbon radiotherapy 

Universitätsklinikum 

Münster  Klinik und  

Poliklinik für Mund- und  

Kiefer-Gesichtschirurgie 

Münster， 

Germany 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

佐野 司 

西川 慶一 

2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅰ特色GP「IT環境でのグローバルエバリュエ

ーション」 

委員 千葉市 

原田 卓哉 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショプ

Ⅱ現代GP「統合的e-Learning Program構築

のためのワーキンググループ」 

委員 千葉市 

原田 卓哉 

 

2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種別 役 割 開催地 

和光 衛  2006.6.2～3 平成18年度神奈川歯科大学 第5学年OSCE 外部評価者 横須賀市 

和光 衛 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

 

 



論      文 

 

 1. 大黒俊樹(1), 和光 衛 : 歯科診療を”見える化”する機器の有効活用 患者説明用ビュアソフト「リアン」の活用,  

日本歯科評論増刊 2006, 175～178, 2006. 原著 A00-0610-1 (1)(株)吉田製作所 

 

 2. Wakoh,M., Nishikawa,K., Otonari,T., Otonari-Yamamoto,M., Harada,T., Sano,T., Yajima,A., Ooguro,T.(1) : Digital 

subtraction technique for evaluation of peri-implant bone change in digital dental imaging, Bull Tokyo Dent Coll 

47(2), 57～64, 2006. 原著 A00-0610-1 (1)Yoshida Dental Manufacturing Co.Ltd. 

 

 3. Wakoh,M., Harada,T., Otonari,T., Otonari-Yamamoto,M., Ohkubo,M., Kousuge,Y.(1), Kobayashi,N.(1), Mizuta,S., 

Kitagawa,H.(2), Sano,T. : Reliability of linear distance measurement for dental implant length with standardized 

periapical radiographs, Bull Tokyo Dent Coll 47(3), 105～115, 2006. 原著 A00-0610-1 (1)千病・放科,(2)千葉県 

 

 4. Yajima,A., Otonari-Yamamoto,M., Sano,T., Hayakawa,Y., Otonari,T., Tanabe,K., Wakoh,M., Mizuta,S., 

Yonezu,H.(1), Nakagawa,K.(2), Yajima,Y.(3) : Cone-beam CT (CB Throne®) applied to maxillofacial region, Bull 

Tokyo Dent Coll 47(3), 133～141, 2006. 原著 A00-0610-1 (1)口外,(2)歯内療法,(3)千病・口腔インプラント 

 

 5. Hayakawa,Y., Kober,C.(1), Otonari-Yamamoto,M., Otonari,T., Wakoh,M., Sano,T. : An approach for 

three-dimensional visualization using high-resolution magnetic resonance images of the temporo-mandibular joint, 

Dentomaxillofac Radiol 36(1), 1～9, 2007. 原著 Dr. Cornelia Kober(オスナブルク工科大)との共同研究 (1)Faculty of 

Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science Osnabrueck 

 

 6. 片倉 朗(1), 音成貴道, 原田卓哉, 和光 衛, 武田栄三(1), 椎木さやか(1), 柴原孝彦(1), 佐野 司 : Primary 

Intraosseous Carcinomaの 1 例, 歯放線 47(1), 33～35, 2007. 症例 (1)口外 

 

単行図書 

 

 1. 西川慶一(a),(b),(c),(d),(e),(f): 著分担 :画像解析デキスト NIH Image, Scion Image, ImageJ 実践講座(改訂第 3 版) 

(a)Scion Image の操作方法 63～90 頁,(b)X 線画像の解析 147～163 頁,(c)X線 CT3 次元画像の構築 176～189

頁,(d)スキャナで白黒画像情報を取り込む際のスキャン条件の設定方法 212～214 頁,(e)3 次元画像による分析

を行う際の注意事項 215～216 頁,(f)測定結果を Excel で使う 231～244 頁, 羊土社, 東京, 2006. 

 

 2. 西川慶一(a),佐野 司(b): 著分担 :歯科放射線 (第 4 版) (a)デジタル X 線撮影 101～110 頁,(b)磁気共鳴撮像法

（MRI） 130～143 頁, 医歯薬出版, 東京, 2006. 

 

プロシーディングス 

 

 1. 早川吉彦, 音成(山本)実佳, 和光 衛, 佐野 司 : 顎関節部の MR イメージを利用した三次元再構成によるビジュ

アリゼーション, 医学物理 26(Suppl.2), 103～104, 2006.(第 91 回日本医学物理学会学術大会, 横浜市) 

 

 2. Kober,C.(1), Hayakawa,Y., Kinzinger,G., Otonari-Yamamoto,M., Sano,T., Sader,R.(2) : An approach for 

three-dimensional rendering of the mandibular disc based on high-resolution MR images, Int J Comp Assist 

Radiol Surg 1(Suppl. 1), 405～406, 2006.(20th International Congress & Exhibition of Computer Assisted Radiology & 

Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) (1)Faculty of Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science 

Osnabrueck,(2)Univ. of Frankfurt 

  



 

 3. Hayakawa,Y., Suehiro,A.(1), Kobayashi,N.(1), Sano,T. : Quantitative Measurement of bone density with dental 

cone-beam CT, Int J Comp Assist Radiol Surg 1(Suppl. 1), 532～533, 2006.(20th International Congress & Exhibition 

of Computer Assisted Radiology & Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) (1)千病・放科 

 

 4. Hayakawa,Y., Kober,C.(1), Otonari-Yamamoto,M., Wakoh,M., Sano,T. : Three-dimensional visualization using 

high-resolution MR images of the temporomandibular joint, Int J Comp Assist Radiol Surg 1(Suppl. 1), 534～535, 

2006.(20th International Congress & Exhibition of Computer Assisted Radiology & Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) 

(1)Faculty of Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science Osnabrueck 

 

 5. Kober,C.(1), Kinzinger,G.(2), Hayakawa,Y., Sader,R.(3) : Kombinierte 2D-3D-Darstellung des Kiefergelenks auf der 

Basis von MRT-Daten der klinischen Routine, The Journal of the German Society of Orthodontics 1(Suppl. 1), 10

～11, 2006.(The Annual Meeting of the German Society of Orthodontics, Nuremberg, Germany) (1)Faculty of Engineering & 

Computer Science,(2)Univ. of Aachen,(3)Univ. of Frankfurt 

 

 6. Kober,C.(1), Leiggener,C.(2), Boerner,B.I.(2), Kunz,C.(2), Berg,S.(2), Hayakawa,Y., Kinizinger,G.(3), Sader,R.(4), 

Zeilhofer,H.F.(5) : First steps in 4D-rendering of craniofacial soft tissue in the TMJ region, Proceeding of the 4th 

International Conference on Computer Aided Surgery around the Head (CAS-H2007), 100～101, 2007.(4th 

International Conference on Computer Aided Surgery around the Head (CAS-H2007), Innsbruck, Austria) (1)Faculty of 

Engineering & Computer Science,(2)University Hospital Basle， Switzerland,(3)Univ. of Aachen,(4)Univ. of Frankfurt,(5)Center 

of Advanced Studies in Cranio-Maxillo-Facial Surgery， Munich University of Technology 

 

 7. Matsushita,T.(1), Hayakawa,Y., Miyati,T.(1), Nakayama,K.(1), Hamguti,T.(1), Farman,A.(2), Kikuchi,Y.(1) : Development 

of qualitative near-infrared vascular imaging system with tuned aperture computed tomography, Proceeding of 

SPIE International Symposium, Medical Imaging 2007, 500～501, 2007.(SPIE International Symposium, Medical 

Imaging 2007, San Diego, California, USA) (1)金沢大学,(2)Div. of Radiol. and Imaging Sci.Dept. of Surg. and Hospital Dent. 

School of Dent. 

 

その他 

 

 1. 早川吉彦, 佐野 司 : デジタル・レントゲンの基礎知識, 静岡県歯報 585, 10～11, 2006. 

 

 2. 佐野 司, 西川慶一 : 自動的および客観的評価が可能な口内法エックス線撮影手技実習用シミュレータの開発, 

東京歯科大学平成 18 年度教育ワークショップ報告書, 15～17, 2006. 平成 17 年度選定 特色ある大学教育支援プロ

グラム(特色 GP) 

 

 3. 早川吉彦, C.Kober(1), 佐野 司 : 顎関節部のMRイメージによる三次元ビジュアリゼーション, 日歯評論 66(8), 53

～54, 2006. (1)ドイツ、オスナブルク工科大 

 

 4. Hayakawa,Y. : From Japan: Newly added oral and maxillofacial radiology imaging technologies., AADMRT Winter 

2007 Newsletter, 2007. on-line, available from (http://www.aadmrt.com/static.aspx?content=currents/hayakawa_winter_07) 

 

 

 

 

  



学会抄録 

 

 1. 早川吉彦, 音成(山本)実佳, 和光 衛, 佐野 司 : 顎関節部の MR イメージを利用した三次元再構成によるビジュ

アリゼーション, 医学物理 26(Suppl.2), 103～104, 2006.(第 91 回日本医学物理学会学術大会, 横浜市) 脳科学研 

 

 2. 田辺耕士, 岸本理和(1), 小松秀平(1), 神立 進(1), 溝江純悦(1), 西川慶一, 佐野 司 : 頭頸部悪性黒色腫の拡散

強調画像とその重粒子線治療による変化, 第 65 回日本医学放射線学会学術集会抄録集, S262, 2006.(第 65 回

日本医学放射線学会学術集会, 横浜市) (1)放医研・重粒子医科学センター病院 

 

 3. 佐野 司 : 顎関節症の MRI 診断, 歯科学報 106(2), 108, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 特別講演 

 

 4. 檜垣卓生(1), 大久保真衣, 西川慶一, 佐野 司 : 嚥下運動に対するMR動態撮像の試み, 歯科学報 106(2), 112, 

2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)千病・放科 

 

 5. 原田卓哉, 音成貴道, 音成(山本)実佳, 田辺耕士, 矢島あや, 和光 衛, 西川慶一, 大久保真衣, 佐野 司,  

佐藤大輔(1), 村上 聡(1), 成瀬晋一(1), 國分克寿(1), 国分栄仁(1), 鏡 明展(1), 松坂賢一(1), 井上 孝(1) : 顎骨内

病変ではMRIが有用である -放射線・臨床検査合同カンファレンスからの報告-, 歯科学報 106(2), 113, 

2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)臨検査 

 

 6. 相澤光博(1), 山本正紀(1), 高野正行(2), 柿澤 卓(2), 西川慶一, 佐野 司, 村上伸一(3) : X線CT画像からの骨領域

自動抽出の試み -第 2 報・3 次元リージョングローイング法の検討-, 歯科学報 106(2), 114, 2006.(第 281 回東京

歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)東歯大・水病・放科,(2)口健臨・口外科,(3)東京電機大・工 

 

 7. Kober,C.(1), Hayakawa,Y., Kinizinger,G., Otonari-Yamamoto,M., Sano,T., Sader,R.(2) : An approach for 

three-dimensional rendering of the mandibular disc based on high-resolution MR images, Int J Comp Assist 

Radiol Surg 1(Suppl. 1), 405～406, 2006.(20th International Congress & Exhibition of Computer Assisted Radiology & 

Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) (1)Faculty of Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science 

Osnabrueck,(2)Univ. of Frankfurt 

 

 8. Hayakawa,Y., Suehiro,A.(1), Kobayashi,N.(1), Sano,T. : Quantitative Measurement of bone density with dental 

cone-beam CT, Int J Comp Assist Radiol Surg 1(Suppl. 1), 532～533, 2006.(20th International Congress & Exhibition 

of Computer Assisted Radiology & Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) (1)千病・放科 

 

 9. Hayakawa,Y., Kober,C.(1), Otonari-Yamamoto,M., Wakoh,M., Sano,T. : Three-dimensional visualization using 

high-resolution MR images of the temporomandibular joint, Int J Comp Assist Radiol Surg 1(Suppl. 1), 534～535, 

2006.(20th International Congress & Exhibition of Computer Assisted Radiology & Surgery (CARS2006), Osaka, Japan) 

(1)Faculty of Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science Osnabrueck 

 

10. 大久保真衣, 佐野 司, 檜垣卓生(1), 西川慶一, 音成貴道, 音成(山本)実佳, 原田卓哉 : 嚥下機能診断のため

のMR静止画像, 歯放線 46(2), 71, 2006.(日本歯科放射線学会第 47 回総会・学術大会, 東京) (1)千病・放科 

 

11. 和光 衛, 西川慶一, 音成貴道, 原田卓哉, 音成(山本)実佳, 佐野 司 : 歯科インプラント治療における画像検

査：口内法撮影の利用価値, 歯放線 46(2), 86, 2006.(日本歯科放射線学会第 47 回総会・学術大会, 東京) 脳科学研 

 

  



12. 西川慶一, 檜垣卓生(1), 光菅裕治(1), 佐野 司 : 歯科診療所向け新型自動現像機用写真処理液「限定 40」はカタ

ログ通り 40 日間使用できるか? 歯放線 46(2), 92, 2006.(日本歯科放射線学会第 47 回総会・学術大会, 東京) 脳科学

研 (1)千病・放科 

 

13. Sano,T., Otonari-Yamamoto,M., Otonari,T., Yajima,A., Tanabe,K., Ohkubo,M., Okano,T.(1) : Logistic regression 

analysis of TMJ effusion, Programs and abstracts of 84th General Session & Exhibition of the International 

Association for Dental Research, 1442, 2006.(84th General Session & Exhibition of the International Association for 

Dental Research, Brisbane, Australia) (1)昭和大・歯・歯放 

 

14. 米津博文(1), 柴原孝彦(1), 矢島あや, 大久保真衣, 音成(山本)実佳, 音成貴道, 佐野 司 : 顎関節病変へのコー

ンビームCT(CB Throne&reg;)の応用, 第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会

プログラム・抄録集, 137, 2006.(第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会, 名古屋市) (1)

口外 

 

15. 音成貴道, 音成(山本)実佳, 矢島あや, 大久保真衣, 和光 衛, 佐野 司, 井出吉信(1) : 拡散強調MR画像上の顎

関節腔高信号所見と疼痛との関連, 第1回国際顎関節学会ならびに第19回日本顎関節学会総会・学術大会プ

ログラム・抄録集, 230, 2006.(第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会, 名古屋市) (1)解

剖 

 

16. 音成(山本)実佳, 音成貴道, 矢島あや, 大久保真衣, 和光 衛, 佐野 司 : 顎関節における円板側方転位と関節

液量および疼痛との関連, 第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会プログラム・

抄録集, 231, 2006.(第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会, 名古屋市) 

 

17. 矢島あや, 音成貴道, 音成(山本)実佳, 和光 衛, 大久保真衣, 米津博文(1), 高木多加志(1), 佐野 司 : Skeletal 

class II 症例における顎関節内障, 第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会プ

ログラム・抄録集, 247, 2006.(第 1 回国際顎関節学会ならびに第 19 回日本顎関節学会総会・学術大会, 名古屋市) (1)口

外 

 

18. Ohkubo,M., Sano,T., Higaki,T.(1), Nishikawa,K., Otonari,T., Otonari-Yamamoto,M., Harada,T. : Static MR imaging 

for diagnosis of swallowing, Journal of Disability and Oral Health 7(2), 104, 2006.(18th Congress of International 

Association for Disability and Oral Health, Goteborg, Sweden) (1)千病・放科 

 

19. Kober,C.(1), Kinzinger,G.(2), Hayakawa,Y., Sader,R.(3) : Kombinierte 2D-3D-Darstellung des Kiefergelenks auf der 

Basis von MRT-Daten der klinischen Routine, The Journal of the German Society of Orthodontics 1(Suppl. 1), 10

～11, 2006.(The Annual Meeting of the German Society of Orthodontics, Nuremberg, Germany) 脳科学研 (1)Faculty of 

Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science Osnabrueck,(2)Univ. of Aachen,(3)Univ. of Frankfurt 

 

20. 境野利江(1), 原田康雄(1), 佐藤健児(2), 西川慶一, 杉原義人(3), 佐野 司, 岡野友宏(1) : 歯科用CTの線積分線量

から実効線量への換算係数, Jpn J Med Phys 26(3), 207～208, 2006.(第 92 回日本医学物理学会学術大会, 福岡市) 

(1)昭和大・歯・歯放,(2)日歯大・生命歯・歯放,(3)(株)モリタ製作所 

 

21. 原田卓哉, 音成貴道, 音成(山本)実佳, 田辺耕士, 矢島あや, 和光 衛, 西川慶一, 大久保真衣,    

眞木佐恵子, 佐野 司, 井上 孝(1) : 東京歯科大学千葉病院における臨床検査・放射線合同カンファレンスの紹

介, 歯放線 46(3), 148, 2006.(日本歯科放射線学会第 203 回関東地方会第 26 回北日本地方会第 14 回合同地方会, 松

戸市) (1)臨検査 

  



22. 相澤光博(1), 山本正紀(1), 高野正行(2), 柿澤 卓(2), 西川慶一, 佐野 司, 村上伸一(3) : 濃度勾配情報を利用した

3 次元CT画像からの高精度自動領域分割の試み, 日放線技会誌 62(9), 1246, 2006.(社団法人日本放射線技術

学会第 34 回秋季学術大会, 札幌市) (1)東歯大・水病・放科,(2)口健臨・口外科,(3)東京電機大・工 

 

23. 林 孝文(1), 佐野 司, 庄司憲明(2), 田口 明(3), 筑井 徹(4), 中山英二(5), 村上秀明(6), 田中 礼(1) : ミニレクチャー 

歯科放射線診療ガイドラインの策定, 日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会プログラム・抄録集, 22, 

2006.(日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会, 福岡市) (1)新潟大・院・顎顔面放射線,(2)東北大・院・口腔診断,(3)広大

病院・歯放,(4)九大病院・口腔画像,(5)九大院・歯院・画像,(6)大阪大・院・歯・歯放 

 

24. 矢島あや, 岸本理和 (1) , 佐野 司, 溝江純悦 (1) , 長谷川安都佐 (1) , 田辺耕士, 神立 進 (1) , 外木守雄 (2) ,

蔵本千夏(2), 山根源之(2) : 重粒子線治療後に腐骨を起こした6例の検討, 日本歯科放射線学会第11回臨床画

像大会プログラム・抄録集, 29, 2006.(日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会, 福岡市) (1)放医研・重粒子医科学セ

ンター病院,(2)市病・オーラルメディシン 

 

25. 田辺耕士, 神立 進(1), 佐野 司, 溝江純悦(1), 矢島あや : 頭頸部悪性黒色腫のADC値, 日本歯科放射線学会

第 11 回臨床画像大会プログラム・抄録集, 29, 2006.(日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会, 福岡市) (1)放医研・

重粒子医科学センター病院 

 

26. 田辺耕士, 神立 進(1), 佐野 司, 溝江純悦(1), 矢島あや : 頭頚部悪性黒色腫のADC値, 日本歯科放射線学会

第 11 回臨床画像大会プログラム・抄録集, 46, 2006.(日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会, 福岡市) (1)放医研・

重粒子医科学センター病院 

 

27. 早川吉彦, 音成(山本)実佳, 音成貴道, 大久保真衣, 和光 衛, 佐野 司 : 顎関節の MR スライス画像を利用した

三次元ビジュアリゼーション, 歯科学報 106(5), 441, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

28. Kober,C.(1), Leiggener,C.(2), Boerner,B.I.(2), Kunz,C.(2), Berg,S.(2), Hayakawa,Y., Kinzinger,G.(3), Sader,R.(4), 

Zeilhofer,H.F.(5) : First steps in 4D-rendering of craniofacial soft tissue in the TMJ region, Proceeding of the 4th 

International Conference on Computer Aided Surgery around the Head (CAS-H2007), 100～101, 2007.(4th 

International Conference on Computer Aided Surgery around the Head (CAS-H2007), Innsbruck, Austria) (1)Faculty of 

Engineering & Computer Science. Univ. of Applied Science Osnabrueck,(2)University Hospital Basle， Switzerland,(3)Univ. of 

Aachen,(4)Univ. of Frankfurt,(5)Center of Advanced Studies in Cranio-Maxillo-Facial Surgery， Munich University and 

Technology  

 

29. Matsushita,T.(1), Hayakawa,Y., Miyati,T.(1), Nakayama,K.(1), Hamguti,T.(1), Farman,A.(2), Kikuchi,Y.(1) : Development 

of qualitative near-infrared vascular imaging system with tuned aperture computed tomography, Proceeding of 

SPIE International Symposium, Medical Imaging 2007, 500～501, 2007.(SPIE International Symposium, Medical 

Imaging 2007, San Diego, California, USA) (1)金沢大学,(2)Div. of Radiol. and Imaging Sci. 

 

30. Tanabe,K., Kandatsu,S.(1), Sano,T., Mizoe,J.(1), Kishimoto,R.(2) : MR diffusion-weighted imaging (DWI) of malignant 

melanoma in the head and neck after accelerated carbon-ion radiotherapy, Abstract of European Congress of 

Radiology 2007 (ECR2007), C-487, 2007.(European Congress of Radiology 2007, Vienna, Austria) (1)Research Center 

Hospital for Charged Particle Therapy. National Institute of Radiological Sciences, (2) Research Center Hospital for Charged 

Particle Therapy 

 

  



11．スポーツ歯学研究室 
 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教  授  石上 惠一 スポーツにおける感覚情報が予測咬合運動に及ぼす影響 

 （A00-0790-1） 

助 教 授  武田 友孝 スポーツにおける身体運動時の口腔内状態（A00-0790-12） 

講  師  中島 一憲 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響（A00-0790-13）

病院助手  半田  潤 頭部に生ずる加速度に対する噛みしめ，マウスガードの影響 

 （A00-0790-11） 

大学院生  黒川 勝英 ガム咀嚼が全身運動能力に及ぼす影響（A 00-0790-7） 

      内藤  薫 骨細胞の各種機械的刺激に対する反応に関する研究（A02-0790-15）

      澁澤 真美 脳の活性化に及ぼす口腔内および咀嚼条件の影響（A02-0790-16） 

      須田  鎮 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の破折強度に及ぼす影響 

 （A02-0790-17） 

      若野 新八 衝撃性閉口に対するマウスガードの効果について（A00-0790-9） 

専 攻 生  前田 昌彦 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の破折強度に及ぼす影響 

            （A02-0790-17） 

      小島 一郎 マウスガードの咬合が安全性に及ぼす影響（A00-0790-8） 

専修科生  秋場 岳史 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響（A00-0790-13）

      大野 浩之 スポーツ選手の外傷認知度（A00-0790-10） 

      奈良 和彦 マウスガードの厚径変化に関する研究（A00-0790-5） 

      宮島 至郎 顎口腔系の状態変化が歩行に及ぼす影響（A02-0790-18） 

 

2. 成果の概要 

1）咬合と全身状態、スポーツパフォーマンスについて 

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

影響し、またその値がある閾値を超えた場合には脳震盪などの脳傷害、頸椎への損傷の原因となる。

この加速度の発生に影響する因子としては、頸部の長さ、太さ、アライメントなどの解剖学的個体差、

頸部の筋力、外来刺激に対する反応時間などの運動能力などが挙げられる。したがって、頭部への加

速度の軽減のための顎口腔系の条件として、咬合の確立、正しい咬合を有するマウスガード、スプリ

ントの装着、すなわち、顎口腔系の状態の改善、適切なマウスガードの装着によるかみ締め力の増大

および早期の筋活動が、頭頸部の固定の増強に寄与し、スポーツパフォーマンスの向上、頭頸部の損

傷予防に有効と考えられる。 

 

  2）マウスガードの安全性について（A00-0790-2）（A00-0790-5） 

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

ードの使用が注目され、実際様々なタイプものが使用されつつある。しかしカスタムメイドタイプと

現在多くの選手に使用されている市販のタイプとでは、装着感はもとよりその安全性においても大き

な隔たりがある。すなわち、不適切なタイプでは異物感が強く、会話等を阻害し使用が不可能であっ

たり、また外傷の予防に十分な衝撃吸収能を得るだけの厚みを確保するのは難しい。さらに、適切な

咬合関係の付与がなされていないマウスガードでは、顎関節症を誘発してしまうケースが多く認めら

れるばかりか、外力が加わった際に早期接触部位が支点となりかえって骨折の可能性を増大してしま

う事になる。そこで、適切なマウスガードの啓発、普及が必要と考えられる。 

  



    日補綴歯会誌 49(4), 608～616, 2005. 

 

  3）マウスガードの物性に関して（A00-0790-2）（A00-0790-5） 

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

してはならない。衝撃吸収能は、その能力が高いほど歯牙および粘膜の保護、また下顎へ加わった衝

撃の上顎歯列および頭蓋への緩衝に有効と考えられる。そこで、衝撃吸収能測定およびより高い安全

な材料の開発を進め、さらに製作過程および加圧などの条件下における厚みの減少および変形量につ

いても検討を行っている。また、若年者においてはマウスガードの装着が成長発育を阻害してはなら

ないことより、この時期に適したマウスガード材の開発も行っている。さらにラミネートタイプのマ

ウスガードの耐久性は、材料そのものの機械的強度もさる事ながら十分な接着強度が必要でありその

定量および接着性の向上に及ぼす溶剤の使用、接着面の削合、加熱条件などについても多方面より検

討している。 

      Dent Traumatol  21(3)，134～140, 2005. 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹 

石上 惠一 

武田 友孝 

スポーツ選手の外傷認識度 慶煕大学 韓国 崔大  均 

石上 惠一 マウスガード材の開発とその衝

撃吸収能について 

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎 

石上 惠一 ラミネートマウスガードの接着

強さについて 

モルテンメディカル 東京 播戸日出男 

石上 惠一 聴性脳幹反応（ABR）と顎関節の

形態について 

日本大学歯学部 東京 篠田 宏司 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 

Absorption Ability of the 

mouthguArd mAteriAls 

シドニー大学歯学部    

バイオマテリアル研究室 

Australia MichAel 

SwAin 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 

Absorption Ability of the 

mouthguArd mAteriAls 

香港大学保存学教室 中国 DAnny Low 

石上 惠一 マウスガードの性能評価：制振

性能他物理的性能、成形性、印

象性 

クラレメディカル株式会社 東京 大橋 克己 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 受 賞 

受賞者名 年月日 賞  名 テーマ 学会・団体名

澁澤 真美 2006.7.16 日本スポーツ歯科医学会研究

奨励賞 

スキューバダイビング用マウ

スピースのアンケート調査

日本スポーツ

歯科医学会 

 

 

 

 

  



 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

武田 友孝 2006.7.2 スポーツ歯学の科学 大韓民国スポーツ歯科医学会 Seoul 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

石上 惠一 2006.5.18 マウスガードの有効性とスポ

ーツパフォーマンス 

横須賀市歯科医師会勉強会 横須賀市 

石上 惠一 2006.7.15 咬合とスポーツパフォーマンス 第 2 回日本スポーツ歯科医学

会認定研修会 

盛岡市 

石上 惠一 2006.9.2 咬合とスポーツパフォーマンス 東京都卒後研修 東京 

石上 惠一 2006.10.30 SPORTS DENTISTRY  釧路歯科医師会勉強会 釧路市 

石上 惠一 2006.12.16 マウスガードの製作法 東京歯科大学空手部OB会総会 東京 

石上 惠一 2007.2.17 マウスガードの有効性とスポ

ーツパフォーマンス 

第 2 回鹿児島スポーツ医学・

歯学勉強会 

鹿児島市 

武田 友孝 2006.6.1 スポーツ歯学について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2006.6.15 マウスガードの有効性について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2006.6.17 マウスガードの有効性について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2006.6.21 スポーツ歯学について 千葉県ラグビーフットボール

協会、高校安全講習会 

千葉市 

武田 友孝 2006.7.3 マウスガードの有効性について 千葉県市立船橋高校サッカー

チームへの安全講習会 

船橋市 

武田 友孝 2006.7.23 スポーツ歯学について 千葉県ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

千葉市 

武田 友孝 2006.8.28 マウスガードの有効性について 東京都におけるラグビーチー

ムへの安全教育およびマウス

ガードの普及活動 

東京 

武田 友孝 2006.9.2 マウスガードの作製方法について 東京都卒後研修 東京 

 
 教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

中島 一憲 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークシップ Ⅱ現

代 GP「統合的 e-Learning Program 構築のためのワ

ーキンググループ」 

委員 千葉市 

 

  



論      文 

 

 1. Takeda,T., Ishigami,K., Kawamura,S., Nakajima,K., Shimada,A., Sumii,T.(1), Swain,M.(1) : Adhesive strength and its 

improvement referring to the laminated-type mouthguard, Dent Traumatol 22(4), 205～214, 2006. 原著 

A00-0790-12 (1)Biomaterials. Faculty of Dentistry. The University of Sydney. New South Wales. Australia 

 

 2. Kurokawa,K., Abe,S.(1), Sakiyama,K.(1), Takeda,T., Ide,Y.(1), Ishigami,K. : Effects of stretching stimulation with 

different rates on the expression of MyHC mRNA in mouse cultured myoblasts, Biomed Res 28(1), 25～31, 2007. 

原著 A00-0790-7 細生研 (1)解剖 

 

解      説 

 

 1. 石上惠一, 倉澤郁文(1), 山口泰彦(2) : ファイバーポスト併用レジン築造の問題点と可能性 議論の端緒にあたって, 

日補綴歯会誌 50(2), 145～165, 2006. A 00-0790-1 (1)松本歯大・歯・補綴,(2)北大・歯・高次口腔医療センター顎関節治

療部門 

 

 2. 石上惠一, 武田友孝 : 【寒冷環境下競技におけるトップアスリートのコンディショニング】 咬合とパフォーマンス, 

臨スポーツ医 24(2), 163～168, 2007. A 00-0790-1 

 

学会抄録 

 

 1. Takeda,T., Ishigami,K., Nakajima,K., Shibusawa,M., Akiba,T., Miyajima,S., Kawamura,S., Kurokawa,K., 

Syoumura,M. : Influence of Post-Core System on Impact Stress, ACADEMY FOR SPORTS DENTISTRY 22(2), 7, 

2006.(ASD 2006 Annual Symposium, Santa Monica, USA) A02-0790-17 

 

 2. Wakano,S., Katayama,K., Takeda,T., Nakajima,K., Handa,J., Nara,K., Suda,O., Naito,K., Ishigami,K. : Study on 

clenching as Defense Posture against Anticipated Impact, ACADEMY FOR SPORTS DENTISTRY 22(2), 7, 

2006.(ASD 2006 Annual Symposium, Santa Monica, USA) A00-0790-8 

 

 3. 武田友孝, 須田 鎮, 正村正仁, 川村慎太郎, 半田 潤, 若野新八, 保科早苗, 佐藤武司, 前田昌彦, 小島一郎, 

塩野英明, 中島一憲, 石上惠一 : 支台築造が歯の衝撃ひずみに及ぼす影響 高速度カメラによる破壊様相観

察と歪量, 日補綴歯会誌 50(115), 126, 2006.(日本補綴歯科学会第 115 回学術大会, 札幌市) A02-0790-17 

 

 4. 澁澤真美, 武田友孝, 奈良和彦, 秋場岳史, 宮島至郎, 内藤 薫, 黒川勝英, 中島一憲, 石上惠一 : 実験的下

顎偏位によるストレスが前頭部脳血流におよぼす影響(第 2 報), 日補綴歯会誌 50(115), 249, 2006.(日本補綴歯

科学会第 115 回学術大会, 札幌市) A02-0790-16 

 

 5. 澁澤真美, 武田友孝, 中島一憲, 酒谷 薫(1), 石上惠一 : 実験的下顎偏位によるストレスが前頭部脳血流におよ

ぼす影響 第 3 報, 第 12 回日本脳代謝モニタリング研究会プログラム・抄録集, 24, 2006.(第 12 回日本脳代謝モニ

タリング研究会, 東京) A02-0790-17 (1)日大・医・脳神外 

 

 6. Takeda,T., Shibusawa,M., Nakajima,K., Shimada,A., Ishigami,K. : Influence of clenching power on cerebral cortex 

blood flow, The 1st International and the 19th Annual Meeting of the Japanese Society for the 

Temporomandibular Joint Program and Abstracts, 129, 2006.(The 1st International and the 19th Annual Meeting of the 

Japanese Society for the Temporomandibular Joint, Nagoya) A02-0790-16 

  



 

 7. 黒川勝英, 中島一憲, 武田友孝, 﨑山浩司(1), 石上惠一 : 培養筋芽細胞の筋線維分化および特性に対する伸

展刺激速度の影響, スポーツ歯 10(1), 51, 2006.(第 17 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 盛岡市) A 00-0790-7 

細生研,細生研 (1)解剖 

 

 8. 澁澤真美, 黒川勝英, 内藤 薫, 片山幸太郎, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一 : スキューバダイビング用マウス

ピースのアンケート調査, スポーツ歯 10(1), 57～58, 2006.(第 17 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 盛岡市) 

A02-0790-16 

 

 9. 中島一憲, 半田 潤, 奈良和彦, 宮島至郎, 秋場岳史, 正村正仁(1), 保科早苗, 武田友孝, 額賀康之,        

片山幸太郎, 鷹股哲也, 石上惠一 : 学生マウスガード製作実習を終えて, スポーツ歯 10(1), 70～71, 

2006.(第 17 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 盛岡市) A 00-0790-13 (1)松本歯大・歯・小児歯 

 

10. Nakajima,K., Takeda,T., Ishigami,K., Handa,J., Akiba,T., Kawamura,S. : Concerning the Influence of wearing bite up 

oral appliance on reaction time, FDI Annual World Dental Congress Final Programme, 96, 2006.(FDI Annual World 

Dental Congress, Shenzhen, China) A00-0790-13 

 

11. Ishigami,K., Takeda,T., Nakajima,K., Miyajima,S., Syoumura,M., Kurokawa,K., Naito,K., Shibusawa,M. : Does the 

difference of mouthguard thickness influence the impact absorption ability?, FDI Annual World Dental Congress 

Final Programme, 96, 2006.(FDI Annual World Dental Congress , Shenzhen, China) A00-0790-5 

 

12. Takeda,T., Ishigami,K., Nakajima,K., Handa,J., Akiba,T., Kawamura,S., Syoumura,M. : Influence of post-core 

system difference on impact stress, FDI Annual World Dental Congress Final Programme, 97, 2006.(FDI Annual 

World Dental Congress , Shenzhen, China) A02-0790-17 

 

13. 澁澤真美, 武田友孝, 中島一憲, 石上惠一 : 硬さの異なるかまぼこ咀嚼の脳機能に及ぼす影響 ～近赤外分光

分析法(NIRS)による検討～, 第 16 回全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集, 46, 2006.(第 16 回全身咬合学会

学術大会, 千葉市) A02-0790-16 

 

14. 須田 鎮, 若野新八, 中島一憲, 秋場岳史, 宮島至郎, 大野浩之, 武田友孝, 石上惠一 : サッカーのキック時

における頭頸部筋活動の解析, 日本フットボール学会 4th Congress プログラム・抄録集, 66, 2006.(日本フットボ

ール学会 4th Congress, 東京) A02-0790-17 

 

15. 若野新八, 須田 鎮, 中島一憲, 半田 潤, 澁澤真美, 内藤 薫, 武田友孝, 石上惠一 : ラグビーフットボールの

スクラム時における噛みしめの発現, 日本フットボール学会 4th Congress プログラム・抄録集, 80, 2006.(日本フ

ットボール学会 4th Congress, 東京) A00-0790-9 

 

16. 大野浩之, 中島一憲, 武田友孝, 宮島至郎, 奈良和彦, 内藤 薫, 須田 鎮, 石上惠一 : ヘディング時の顔面頸

部周囲筋筋活動の検討, 日本フットボール学会 4th Congress プログラム・抄録集, 81, 2006.(日本フットボール学

会 4th Congress, 東京) A00-0790-10 

 

17. Kurokawa,K., Okubo,K.(1), Sakiyama,K.(1), Takeda,T., Abe,S.(1), Ide,Y.(1), Ishigami,K. : Effects of different rates of 

stretching on muscle fiber differentiation and characteristics of cultured myoblasts, The American Society for Cell 

Biology 143(Suppl.), 62, 2006.(46th Annual Meeting The American Society for Cell Biology , San Diego, USA) A00-0790-7 

細生研 (1)解剖 

  



18. 澁澤真美, 中島一憲, 武田友孝, 黒川勝英, 須田 鎮, 若野新八, 石上惠一 : 硬さの異なるかまぼこ咀嚼の脳

機能におよぼす影響 第 3 報 ～近赤外分光分析法(NIRS)による検討～, 日本補綴歯科学会東関東支部総会・

第 10 回学術大会プログラム・抄録集, 18, 2007.(日本補綴歯科学会東関東支部総会・第 10 回学術大会, さいたま市) 

A02-0790-16 

 

19. 澁澤真美, 武田友孝, 中島一憲, 黒川勝英, 須田 鎮, 石上惠一 : 硬さの異なるかまぼこ咀嚼の脳機能におよぼ

す影響 ～近赤外線分光分析法(NIRS) による検討～, 日学校歯医会誌, 74～75, 2007.(第 70 回全国学校歯科保

健研究大会 , 千葉市) A02-0790-16 

 

20. 武田友孝, 中島一憲, 若野新八, 半田 潤, 内藤 薫, 石上惠一 : コンタクトスポーツにおけるマウスガードの有

効性, 日学校歯医会誌, 76～77, 2007.(第 70 回全国学校歯科保健研究大会, 千葉市) 

 

 

 

  



12．臨床検査学研究室  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 井上  孝 歯髄・歯根膜組織およびDental implant周囲組織の解析（Ａ03-0611-1～7）

助 教 授 松坂 賢一 Dental implantの基礎的研究（Ａ03-0611-1～7） 

病院助手 村上  聡 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

大学院生 国分 栄仁 歯根膜のtissue engineering（Ａ03-0611-2,3,4） 

 雨宮  花 歯根膜細胞の分子生物学的分析（Ａ03-0611-4） 

 田中 志歩 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 佐藤 大輔 創傷の治癒における細胞とメカニカルストレス（Ａ03-0611-2,3） 

 中川  惠理 ニコチンと歯周組織の動態（Ａ03-0611-1,4） 

 成瀬 晋一 歯根吸収メカニズムの解明（Ａ03-0611-1,2） 

 國分 克寿 人工ペプチドの歯科領域への応用（Ａ03-0611-2,4） 

 鏡  明展 歯肉移植片の結合組織の動態（Ａ03-0611-2,4） 

 山脇 健史 歯根膜マラッセ上皮残遺細胞の機能の解明(A03-0611-4) 

 佐藤 隆太 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 監物  真 歯根膜のtissue engineering（Ａ03-0611-2,3,4） 

 岩田祥一郎 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

  

2．成果の概要 

1）歯根膜組織およびDental implant周囲組織細胞の分化の解析 

本研究の目的は、歯根膜組織および歯槽骨の持つ特性やその動態を検索し、歯根膜細胞のセメント芽細胞 

への分化を引き起こす因子の解析や、歯槽骨新生のための要因を検討するとともに、歯科インプラント等の生

体材料に対する生体の組織反応を検討し、歯根膜誘導の可能性を探ることである。歯根膜組織および歯槽骨の

動態を検討するため、in vivoの実験系では移植や創傷治癒過程を検討するとともに、in vitroでは、培養細

胞を用いて、歯根膜組織および歯槽骨細胞の特性を検討して、骨芽細胞への分化増殖因子を検索している。さ

らに、インプラント材料や移植材料に対する反応を同様の実験系によって検討している。インプラント材料表

面の微細構造が細胞動態に与える影響を検索したところ、骨芽細胞では、深さと幅が数μｍの微細溝を有する

材料上で、溝に沿って増殖、配列するとともに、石灰化能が上昇する。平成17年度には基質にナノレベルで

のタンパク固定を行い、in vitro的に細胞動態を検索した。 

  J Biomed Mater Res 78, 215～221, 2006 

  Periodontal Res 41(4), 280～287, 2006 

Bull Tokyo Dent Coll 47(3), 117～124, 2006 

J Somatosensory Motor Res 23(1,2), 63～72, 2006 

 

2）歯髄組織の動態解析およびレーザーの影響 

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

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

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



索やRNAの発現、局在を検索するためのin situ  hybridizationやRT-PCR法、タンパク質の変化をwestern 

blot、免疫組織化学的検索、免疫電顕などの手法を用いる。平成17年度には炭酸ガスレーザーを歯髄に作用

させ、創傷治癒を検索した。 

  Oral Laser Applications 6(3), 1～12, 2006 

   

3）口腔内病変に関する臨床研究 

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

られた口腔病変の検体を用いて、病理組織学的に検討すると共に、免疫組織化学的、超微構造的に検索し、腫

瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく。平成17年度には唾液腺腫瘍と歯原性腫瘍の発生メカニズムの

解析を症例からアプローチした。 

  Bull Tokyo Dent Coll 47(4), 167～170, 2006 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

井上  孝 象牙質・歯髄複合体の病態生理 アラバマ大学 

バーミンガム校歯学部

U.S.A. S. Suzuki 

井上  孝 ポーラスタイプインプラントの組織

親和性 

トロント大学・歯学部 Canada D.A.Deporter

井上  孝 

松坂 賢一 

歯根膜細胞の再生とその機能 ブリテイシュコロンビ

ア大学・歯学部 

Canada D.M.Brunette

松坂 賢一 インプラントと組織界面 ナイメーヘン大学・ 

歯学部 

Netherlands J. A. Jansen

井上  孝 

松坂 賢一 

インプラントと組織界面 日本大学歯学部 東京 小木曽文内 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

井上  孝 口腔のアンチエイジングによる生体制御 学術研究高度化推進経費・ハイテ

クリサーチセンター経費(第7) 

村上  聡 炭酸ガスレーザーによるオーラルヘルスプロモーション 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

井上  孝 2006.4.20～22 Tissue Response around the 

Dental Implant-Effect of 

Immediately- 

The 47th Congress of the 

Korean Association of Oral 

and Maxillofacial surgeons 

Seoul, 

Korea 



シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

井上  孝 2006.4.26 Homeostasis and Regeneration 

of oral tissue： from bench to 

clinic. –implant, periodontal 

ligament, dental pulp and oral 

mucosa- 

第二回延世大学歯学部・東京

歯科大学合同シンポジウム 

Seoul, 

Korea 

松坂 賢一 2006.4.26 3-dimentionala bone formation 

in viro using microtextures for 

aesthetic dentistry 

第二回延世大学歯学部・東京

歯科大学合同シンポジウム 

Seoul, 

Korea 

井上  孝 2006.10.16 インプラントの臨床的疑問と最

近の知見 

第 280 回東京歯科大学学会

(総会) 

東京 

井上  孝 2006.8.18 歯科医療における口腔病理医の

役割 

第17回日本口腔病理学会総会 新潟市 

井上  孝 2006.10.28 インプラントは第２の永久歯 千葉校舎開校 25 周年記念公

開講座 

千葉市 

 

  学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2006.6.17～18 病態学的に見たインプラント治

療の問題点―臨床例から考える 

第24回日本臨床歯周病学会

年次大会 

札幌市 

井上  孝 2006.11.18～19 Current dental implant 

research –immediate placement 

and loading 

The 46th Scientific 

Session, Korean Academy of 

Periodontology 

Seoul, 

Korea 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 

 

2006.4.1 歯科臨床エヴィデンスを考える 東京歯科大学千葉県同窓会、 

市川浦安支部学術講演会 

千葉 

井上  孝 2006.4.8 インプラント病態学 京都インプラント研究所（認定

医養成講座） 

京都府 

井上  孝 2006.4.16 インプラント体と生体の反応、口

腔粘膜の治癒と骨の治癒および

骨代謝 

九州インプラント研究会（認定

医養成講座） 

熊本市 

井上  孝 2006.5.13 インプラントに対する生体反応

（病理、病態） 

日本歯科先端技術研究所 東京都 

井上  孝 

 

2006.5.14 基礎と臨床を通じて学んだこと、

インプラント周囲組織の病理 

臨床器材研究所 大阪府 

 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2006.5.18 再生医療とインプラントを考える 日本綜合歯科協会 東京 

井上  孝 2006.5.28 インプラントにおける病理的な

基礎知識 

日本インプラント臨床研究会 東京 

井上  孝 2006.6.11 インプラント病態論 新潟再生歯学研究会 新潟市 

井上  孝 2006.6.18 インプラント病理学 日本口腔インプラント学会認定

医申請用教育講座 

東京 

井上  孝 2006.9.9 インプラント病理学 北海道形成歯科研究会 札幌市 

井上  孝 2006.9.30 インプラントに対する生体反応 嵌植義歯研究所 仙台市 

井上  孝 2006.10.8 再生医学とインプラント最近の

トピックス 

旭川医科大学歯科口腔外科同門

会学術講演会 

旭川市 

井上  孝 2006.10.14 病態学 総合インプラント研究センター 東京都 

井上  孝 2006.11.12 臨床歯科エビデンス 銚子歯科医師会 銚子市 

井上  孝 2006.11.23 歯科医院における臨床検査の意義 歯科臨床検査研究会 東京 

井上  孝 2006.11.25 インプラントの臨床例を考える インプラントを考える会 名古屋市 

井上  孝 2006.12.9 臨床歯科医学のエビデンスを追

求する 

東洋歯科医学研究会 東京 

井上  孝 2006.12.19 医科と歯科との接点について 山梨県社会保険診療報酬支払い

基金講演会 

山梨県 

井上  孝 2006.12.20 インプラントに関して サンメディカル講演会 滋賀県 

井上  孝 2007.2.4 歯周治療と創傷の治癒 第4回レーザーミーティング 東京都 

井上  孝 2007.2.4 歯科のエヴィデンスと特殊外来 東京歯科大学同窓会滋賀県支部

総会 

滋賀県 

井上  孝 2007.2.7 これだけは知っておきたい医療

安全 

千葉市歯科医師会平成18年度医

療管理講習会 

千葉市 

井上  孝 2007.3.11 歯科医療と評価療養（公的混合診

療） 

高崎市歯科医師会学術講演会 高崎市 

松坂 賢一 2006.9.22 患者さんは根拠を求めている 中野区東京歯科同窓会支部学術

講演会 

東京 

松坂 賢一 2007.3.15 口腔ガン検診（スクリーニング）

モデル事業研修会 

千葉市歯科医師会 千葉市 

松坂 賢一 2007.3.18 口腔ガン検診・細胞診の実際 千葉市歯科医師会 千葉市 

村上  聡 2006.5.18 お口の渇きが気になる方に－口

腔乾燥症(ドライマウス)の話－ 

練馬区光が丘保健相談所   

区民講習会 

東京都 

 

 

 

 

 



教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

松坂 賢一 2006.7.14 東京歯科大学 平成 18 年度教育ワークシップ

Ⅱ 現代GP「統合的e-Learning Program構築のた

めのワーキンググループ」 

委員 千葉市

松坂 賢一 2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

の確保に関するワークショップ 

タスクフォース 船橋市

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

松坂 賢一 2006.7.16 平成18年度明海大学OSCE 評価者 坂戸市 

松坂 賢一 2007.2.7 平成18年度東京歯科大学 第4学年CBT 試験実施委員 千葉市 

松坂 賢一 2007.2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

松坂 賢一 2007.3.5 平成18年度東京歯科大学 第4学年  追・再試 試験実施委員 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Ishizaki,K.(1), Sakurai,K.(1), Tazaki,M.(2), Inoue,T. : Response of Merkel cells in the palatal rugae to the continuous 

mechanical stimulation by palatal plate, Somatosens Mot Res 23(1-2), 63～72, 2006. 原著 A03-0611-6, 

A05-0510-03 細形研 実動施設 (1)有床義歯,(2)生理 

 

 2. Koide,N., Murakami,S., Tokikawa,H., Matsuzaka,K., Inoue,T. : Immunohistochemical and electron microscopic 

observations of rat palatal mucosa after CO2 laser irradiation, J Oral Laser Appl 6(3), 1～12, 2006. 原著 

A03-0611-7 細形研 実動施設 

 

 3. Suzuki,M.(1), Matsuzaka,K., Yamada,S.(2), Shimono,M.(3), Abiko,Y.(4), Inoue,T. : Morphology of Malassez’s epithelial 

rest-like cells in the cementum: transmission electron microscopy, immunohistochemical, and TdT-mediated 

dUTP-biotin nick end labeling studies, J Periodont Res 41(4), 280～287, 2006. 原著 A03-0611-4 細形研 実動施

設 (1)口健臨・保存,(2)歯周病,(3)病理,(4)Dept. of Oral Pathology 

 

 4. Seshima,H.(1), Yoshinari,M.(1), Takemoto,S.(1), Hattori,M.(1), Kawada,E.(1), Inoue,T., Oda,Y.(1) : Control of 

bisphosphonate release using hydroxyapatite granules, J Biomed Mater Res B 78(2), 215～221, 2006. 原著 

A03-0611-1、HRC5A 細形研,細生研,分析生研,生素研 実動施設 (1)理工 

 

 5. Shigehara,S., Matsuzaka,K., Inoue,T. : Morphohistological change and expression of HSP70, osteopontin and 

osteocalcin mRNAs in rat dental pulp cells with orthodontic tooth movement, Bull Tokyo Dent Coll 47(3), 117～

124, 2006. 原著 A03-0611-1 細形研 実動施設 

 

 6. Matsuzaka,K., Sato,D., Ishihara,K.(1), Hashimoto,S.(2), Yoshinari,M.(3), Katakura,A.(4), Inoue,T. : Age-related 

difference in localization of beta-defensin-2 in human gingival epithelia, Bull Tokyo Dent Coll 47(4), 167～170, 

2006. 原著 A03-0611-2, HRC7 細形研 (1)微生物,(2)病理,(3)理工,(4)口外 

 

 7. Takaku,Y.(1), Takano,M.(1), Kakizawa,T.(1), Seta,S.(1), Matsuzaka,K., Hashimoto,S.(2) : Aggressive Fibromatosis of the 

Mandible, Asian J Oral Maxillofac Surg 19(1), 62～64, 2007. 症例 A03-0611-2 (1)口健臨・口外科,(2)病理 
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市) A03-0611-4 (1)クラウンブリッジ,(2)有床義歯,(3)スポーツ歯 

 

19. 王 小競(1), 藥師寺 仁(1), 鶴岡守人(2), 村上 聡, 井上 孝 : ヒト歯根膜細胞におけるnAChRa7 の発現について, 

歯科学報 106(5), 446, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A03-0611-4 (1)小児歯,(2)有床義歯 

 

  



20. Inoue,T. : Current dental implant research － immediate placement and loading-, Korean Academy of 

Periodontology, 13～14, 2006.(The 46th Scientific Session, Seoul,Korea) A03-0611-3 

 

21. Murakami,S., Tokikawa,H., Koike,Y., Matsuzaka,K., Inoue,T. : Effect of the four different CO2 laser irradiation 

modes on rat oral epithelium, J Laser Zahnheikunde, 133, 2006.(10th Meeting of ISLD & 15th Annual Congress of DGL, 

Berlin,Germany) A03-0611-7 

 

22. 吉成正雄(1), 松坂賢一, 奥森直人(2), 五十嵐俊男(1), 井上 孝, 小田 豊(1) : チタンインプラントへのシンバスタチン

の固定化, 日口腔インプラント会誌 20(1), 89, 2007.(第 36 回(社)日本口腔インプラント学会総会・学術大会, 新潟市) 

分析生研 (1)理工,(2)日本歯科先端技術研究所 

 

23. Murakami,S., Naruse,S., Tsuruoka,M.(1), Tokikawa,H., Takano,S., Matsuzaka,K., Inoue,T. : Molecular biological 

changes of rat pulp cells after laser irradiation, program, 2007.(2007 85th IADR General Session, New Orleans, 

Louisiana, USA) A03-0611-7 (1)有床義歯 

 

24. Kokubun,K., Yoshinari,M.(1), Inoue,T., Shiba,K.(2) : Artificial proteins for functionalization of the surfaces of titanium 

implant, program, 2007.(2007 85th IADR General Session, New Orleans, Louisiana, USA) A03-0611-3 (1)理工,(2)癌研究会

癌研究所蛋白創生研究部 

 

 

 

  



13．総 合 診 療 科 

  

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 角田 正健 口臭診断と治療法のガイドラインを作成する 

講  師 杉山 利子 窩洞形成技術評価システムの臨床研修医教育への応用 

 高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置に関する研究 

 山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子に関する研究 

 近藤 祥弘  

 野呂 明夫  

助  手 宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究に関する研究 

 安達  亮 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子に関する研究 

  

2．成果の概要 

 1）平成17 年 7月より5カ年計画で、歯科・内科・耳鼻科・企業の協議により口臭の診断と治療法のガ

イドラインを作成する。 

 2）総合診療科では、歯科臨床研修医の臨床技能評価を 26 種類の評価シートを用い、研修医自身による

自己評価、および同一評価シートを用いて指導医による評価を行っている。これは臨床経験を重ねるにつ

れてその評価は高くなってきている。 

しかし、基本的な手技の中でも窩洞形成は、実際に臨床で行う前段回として十分なシミュレーションを

必要とする。そこでシミュレーション室あるいは診療室においてマネキン上で窩洞形成を行い、研修医自

身が基本的な窩洞形態との相違点を見つけることで自己評価を行い、さらに指導医から主観的な評価、指

摘を受けている。この際に客観的な一つの指標となる結果を窩洞形成評価装置から得ることにより、自己

評価が的確に行える。 

 

 3．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育講演等 

氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

角田 正健 2006. 4.18 歯周病セミナー 日本歯科医師会市民公開講座 東京都 

角田 正健 2006. 6. 9 あなたは口臭が気になりませんか 口鼻臭臨床研究会市民公開講座 東京都 

角田 正健 2006. 7. 2 口臭患者の治療 燦水会 富山スタディークループ 富山市 

角田 正健 2006. 7.15 歯周治療の現状 東京歯科大学同窓会 

群馬県支部 

高崎市 

角田 正健 2006. 12. 2 歯周治療の変遷 君津木更津歯科医師会 木更津市

角田 正健 2006. 12. 3 臭気測定の必要性 第4回 ほんだ歯科口臭外来提携

クリニック総会 

大阪府 

角田 正健 2007. 1.18 社会保険講習会 現状の歯周治療 佐原市香取郡歯科医師会 香取市 

高橋 俊之 2007. 2.20 ラミネート･ベニア・クラウン 上尾義歯研究会 上尾市 



氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

高橋 俊之 2007. 2.22 第60回歯科医学教育セミナー 

なぜ、教育評価が必要なのか 

東京歯科大学歯科医学教育セ

ミナー 

千葉市 

 

その他、メディア等 

氏 名 年月日 演題名 メディア名 開催地 

角田 正健 2006. 6. 5 生活ほっとモーニング NHK総合 東京 

角田 正健 2006. 9. 5 たけしの本当に怖い家庭の医学 

「本当は怖い口臭」 

フジテレビ 東京 

角田 正健 2006. 5.31 歯周病予防・啓発セミナー 日本経済新聞  

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

高橋 俊之 2006. 5.12 共用試験歯学系OSCE実務担当者研修会 参加者 東京 

高橋 俊之 2006.10.22 日本歯科教育学会主催 歯科医床臨床研修セミナー 

郡内マッチングシステム 

参加者 東京 

高橋 俊之 2007.12.14 共用試験歯学系OSCE全国説明会 参加者 東京 

高橋 俊之 2006. 12.22～23 日本歯科医学教育学会主催 

平成18年度プログラム責任者、副プログラム責任者の

ためのワークショップ 

参加者 

 

東京 

 

高橋 俊之 2007. 3. 8～ 9 平成18年度 特定研修 歯科医師臨床研修制度・研修

管理委員会・委員長研修 

参加者 東京 

高橋 俊之 2007. 3.13 歯科医師臨床研修制度省令・通知改正等に伴う説明会 参加者 東京 

山倉 大紀 2006.12. 2 日本歯科医学教育学会 教育能力開発委員会主催、歯

科教育シンポジウム「歯学教育におけるコミュニケー

ション教育」 

参加者 東京 

 

山倉 大紀 2006.12.22～23 日本歯科医学教育学会主催 

平成18年度プログラム責任者、副プログラム責任者の

ためのワークショップ 

参加者 

 

東京 

 

   

    共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高橋 俊之 2006. 6. 3 平成18年度神奈川歯科大学 OSCE 評価者 横須賀 

高橋 俊之 2007. 2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 実行 

委員長 

千葉 

杉山 利子 2006. 7.15 平成18年度明海大学OSCE 評価者 埼玉 

杉山 利子 2007. 2.25 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉 

 

 



論      文 

 

 1. Nomoto,S.(1), Matsunaga,S.(2), Ide,Y.(2), Abe,S.(2), Takahashi,T., Saitou,F.(1), Sato,T.(1) : Stress Distribution in 

Maxillary Alveolar Ridge According to Finite Element Analysis Using Micro-CT , Bull Tokyo Dent Coll 47(4),   

149～156, 2006. 原著 (1)クラウンブリッジ,(2)解剖 

 

 2. 角田正健, 杉山利子, 富田幸代(1), 山田 了(1), 清水和正(2), 前田裕一(2), 大澤謙二(2) : 試作キャンディによる口

臭抑制および舌苔除去効果, 日歯周誌 48(3), 182～191, 2006. 原著 (1)歯周病,(2)株式会社ロッテ中央研究所 

 

 3. 片山明彦(1), 角田正健, 山田 了(1) : フレアアウトを伴う重度慢性歯周炎患者に包括的治療を行った 1 症例, 日歯

周誌 48(3), 218～224, 2006. 原著 (1)歯周病 

 

単行図書 

 

 1. 角田正健(a): 著分担 :いまからはじめる口腔ケア－中高年からのしあわせライフ－ (a)口臭に現れる全身疾患   

96～97 頁, 学建書院, 東京, 2007. 

 

その他 

 

 1. 角田正健 : 口臭, けんぽだより 131, 19, 2006. 

 

 2. 角田正健 : 気になる体の“におい”すっきり解消, 毎日らいふ(37), 50～53, 2006. 

 

 3. 角田正健 : 口臭を減らす方法 , 法研 550, 24～25, 2006. 

 

 4. 渡辺 久(1), 角田正健 : 名医の最新治療 －歯周病, 週刊朝日 111(50(増刊)), 190～192, 2006. (1)東京 

 

 5. 角田正健 : 口臭の原因と対応, 日本医事新報 4312, 89, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 角田正健 : 口臭測定の変遷, 歯科学報 106(2), 110, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

 

 2. 杉平亮介(1), 村松 敬(2), 石原和幸(3), 杉戸博記(4), 角田正健, 一戸達也(1), 石井拓男(5) : 東京歯科大学千葉病

院における歯科医師臨床研修の問題点, 歯科学報 106(2), 123, 2006.(第 281 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

(1)歯麻,(2)病理,(3)微生物,(4)歯周病,(5)社会歯 

 

 3. 野本俊太郎 (1) , 佐藤 亨 (1) , 井出吉信 (2) , 高橋俊之, 齋藤文明 (1) , 松永 智 (2) , 寺尾伸治 (3) ,     

湯浅慶一郎(3) : マイクロCTを用い作成した上顎骨歯槽突起の有限要素解析モデルによる応力分布の評価,  

日補綴歯会誌 50(115 回特別号), 170, 2006.(第 115 回日本補綴歯科学会学術大会, 札幌市) (1)クラウンブリッジ,(2)解

剖,(3)東京都 

 

 4. 杉山利子, 角田正健, 高橋俊之, 山倉大紀, 宮下有恒, 安達 亮, 森永一喜(1), 伊藤明代(2), 春山親弘(3),     

武田友孝(4), 中島一憲(4) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の教育について, 歯科

学報 106(5), 434, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)歯内療法,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)スポーツ歯 

   



  5. 高橋俊之, 角田正健, 山倉大紀, 杉山利子, 宮下有恒, 安達 亮, 森永一喜(1), 伊藤明代(2), 春山親弘(3),     

武田友孝(4), 中島一憲(4) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療状況について,  

歯科学報 106(5), 433, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)歯内療法,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)スポーツ歯 

 

 

 

   



14．口腔インプラント科 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教  授  矢島 安朝   インプラント治療のリスクファクターの明確化 

              治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

骨造成法の確立 

臨床教授 武田 孝之 

    椎貝 達夫 

   飯島 俊一 

   添島 義和 

講  師  荒瀧 友彦   骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

助  手  伊藤 太一   唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

       古谷 義隆     吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発 

               (A05-0613-3) 

 

2． 成果の概要 

1）インプラント治療のリスクファクターの明確化 

インプラント治療を当科で行う症例すべてに対して骨代謝マーカー、骨吸収マーカーを測定している。 

その中の約20%の症例に何らかの異常が認められた。これらの症例をCTのデータ、インプラント治療の予後、

骨吸収の程度、インプラント周囲炎の発症頻度等を長期的に検討し、血液、尿検査からインプラントの予知性

を把握することが目的である。本年度の結果よりインプラントの予後に大きな影響を与える項目は、NTx、デ

オキシピリジノリンである可能性が示唆された。 

  日補綴歯会誌 51(2), 201～205, 2007. 

  補綴臨 40(2), 175～186, 2007. 

  日歯評論 67(3), 148～155, 2007. 

  歯科学報 106(5), 430, 2006. 

  日口腔インプラント会誌 20(1), 202, 2007. 

 

2）治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

抜歯後即時埋入、即時負荷、即時修復等の症例を積極的に行い、治癒期間の短縮化、患者負担の軽減化を 

目指す。現在までの症例では、新しいプロトコールによる失敗症例は見られない。しかし、即時埋入や即時負

荷を行うための一定の基準は報告されていない。この研究では、術前の画像診断やインプラント埋入時の力学

的定量結果、組織学的所見より適応症を確定することを目的としている。 

歯科学報 106(5), 430, 2006. 

 

3）骨造成法の確立 

現在、インプラントのための骨造成法は自家骨移植だけを行っている。骨採取部位は腸骨皮質骨、腸骨海 

綿骨骨梁、下顎枝外側皮質骨、上顎結節部海綿骨等が用いられているが、移植後インプラント埋入のための最

適時期は決まっていない。これらを明らかにするために、歯科用CTの濃度分布と手術所見を検討し、インプ



ラント埋入のために最も良い時期を確定したいと考える。この結果をもとに、人工材料（β-TCP, α-TCP）、

PRP、の臨床症例との比較検討を行う予定である。 

東京歯科大学公開講座記録, 15～33, 2006 

第17回日本有床歯科施設協議会総会・学術大会抄録集, 5, 2006. 

歯科学報 106(5), 430, 2006. 

第10回日本顎顔面インプラント学会学術大会抄録集, 2006. 

 

4) 骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

骨強度評価ソフトウェア を用いて、顎骨CTデータから形状抽出、有限要素モデル化を行い、実際のインプ

ラント埋入部位の骨強度を把握すべく検討を行っている。また，生体計測として，インプラント療法を適用し

た患者の埋入インプラントに対して，共鳴振動周波数分析装置を用い，埋入手術時とアバットメント連結手術

時における共鳴振動周波数（ISQ値）の計測を行っている。今後は、コンピューターシミュレーションによる

骨強度測定の結果と、実際の生体計測の結果を比較し、特に即時荷重法における上部構造設計に関して検討を

行う予定である。 

補綴臨 39(4), 426～428, 2006. 

 

5) 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

インプラント周囲組織の健康を維持するためには、プラークコントロールの徹底が必要である。その後の 

細菌の定着や病原性の進行は、宿主の要因に大きく関わっている。特に唾液は、その量や成分などを中心に重

要な環境因子となっている。唾液は、口腔内の環境を維持し、そこに含まれる唾液タンパク質はタンパク分解

酵素の作用を阻害したり、細菌の繁殖を抑えたりと口腔内の自然免疫において重要な働きを担っている。そこ

で 我々はまずCystatin SAのモノクローナル抗体の開発を行い、臨床的に応用できることに成功した。そし

て、今後の研究ではインプラント周囲炎および歯周炎患者における唾液中抗菌タンパク質であるシスタチンお

よびリゾチームを定量し、歯周病関連細菌の定量も併せて行い、両者の相関性を調べ、唾液によるインプラン

ト周囲炎および歯周炎のリスク度の検定を行う予定である。 

補綴臨 40(2), 175～186, 2007. 

日歯評論 67(3), 148～155, 2007. 

日口腔インプラント会誌 20(1), 201, 2007. 

 

6) 吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発  

   本研究の方法は骨を分割してその間にできる仮骨を延長させる従来の仮骨延長法と異なり、分割する骨の

代わりに薄い吸収性プレートを骨膜下に挿入してこれを徐々に挙上して仮骨を形成させる方法で、技術的には

容易である。本年度は、上記の概念の検討のために従来の歯槽部仮骨延長装置を使って骨の増量の可能性につ

いて観察を行った。 

  東京歯科大学公開講座記録, 15～33, 2006 

  第17回日本有床歯科施設協議会総会・学術大会抄録集, 5, 2006. 

  第3回歯科物理刺激研究会報告書, 39～44, 2007. 

 

 

 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

矢島 安朝 

古谷 義隆 

外骨症発生機序の解明と遺伝的素

因に関する研究 

東京都老人医療

センター 

昭和大学 

新潟大学 

国立成育医療セ

ンター 

東京都 

 

東京都 

新潟市 

 

東京都 

山口 雅庸 

 

天野 均 

斎藤 力 

 

梅澤 明弘 

伊藤 太一 糖尿病患者に対する歯周治療の効

果について 

広島大学 広島市 栗原 英見 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者         研究課題       研究費 

矢島 安朝 MEG 計測によるヒト口蓋粘膜への電気刺激による大脳

皮質の応答 

学術研究高度化推進経費・ハイテク

リサーチセンター経費(第6) 

古谷 義隆 吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長

法の開発  

文科省科研費・若手研究（B） 

伊藤 太一 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク

度の検定 

平成 17 年度学長奨励研究助成

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

飯島 俊一 

武田 孝之 

2006.4.23 ３DXが歯科臨床にもたらすもの モリタ90周年特別講

演会・シンポジウム 

東京 

矢島 安朝 2006.5.19 インプラント教育の現状と展望 

－東京歯科大学の場合－ 

ノーベルバイオケア

ワールドカンファレ

ンスシンポジウム 

東京 

矢島 安朝 2006.12.8 紹介型病院におけるインプラント治療

の今後を考える 

東京歯科大学口腔インプラント科の現

状と将来展望 

第10回日本顎顔面イ

ンプラント学会学術

大会 

東京 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育講演 

氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2006.5.27 21世紀の歯科医療の方向性と

インプラント 

第17回日本有床歯科施設協議

会総会・学術大会 特別講演 
館山市 

矢島 安朝 2006.6.20 メディカルインタビュー（求め

られる言葉の医療行為）－医療

面接から21世紀の新しい歯科

医師・スタッフ像を探る― 

第1回区西北部二次保健医療

圏等医療連繋協議会歯科研修

会 

東京 

矢島 安朝 2006.6.24 メディカルインタビュー（求め

られる言葉の医療行為）－医療

面接から21世紀の新しい歯科

医師・スタッフ像を探る― 

東京歯科大学同窓会 

福島県支部総会 

いわき市



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2006.6.29 21世紀の歯科医療の方向性と

東京歯科大学インプラント科

がめざすもの 

平成18年度三交会講演会  柏市 

矢島 安朝 2006.7.13 メディカルインタビュー（求め

られる言葉の医療行為）－医療

面接から21世紀の新しい歯科

医師・スタッフ像を探る― 

第3回メディア西日本ユーザ

ーセミナー 

大阪市 

矢島 安朝 2006.9.9 インプラントのための外科基

本手技 

－切開、粘膜剥離、縫合の基

本とエビデンス－ 

東京歯科大学同窓会TDC卒後

研修セミナー 

東京 

矢島 安朝 2006.9.10 インプラント最新トピックス

1.歯科用CTの有用性 

2.新しいコンセプトのインプ

ラント 

東京歯科大学同窓会TDC卒後

研修セミナー 

東京 

矢島 安朝 2006.10.1 医療安全、医療倫理からみた

インプラント治療 

東京歯科大学千葉病院症例検

討会 

千葉市 

矢島 安朝 2006.10.28 インプラント（入れ歯にかわ

る人工歯根）は第2の永久歯？

東京歯科大学公開講座 千葉市 

矢島 安朝 2006.11.18 インプラント（人工歯根）で

よみがえる食べる楽しさ 

第12回東京歯科大学白菊会総

会 

千葉市 

矢島 安朝 2007.2.25 インプラント科から見た21世

紀の歯科医療の方向性 

平成18年度旭市歯科医師会学

術講演 

旭市 

矢島 安朝 2007.3.11 インプラントトラブル症例か

ら学ぶ失敗防止対策 

プラトンミーティング2007 東京 

武田 孝之 2006.4.2 欠損補綴を考えたインプラン

ト治療とその評価 

北海道形成歯科研究会・学術

講演会 

札幌市 

武田 孝之 2006.4.16 補綴法としてのインプラント

治療 

神奈川歯科大学同窓会・学術

講演会 

横浜 

武田 孝之 2006.5.14 補綴医からみたインプラント

治療 

臨床機材研究所・認定医申請

のための100時間コース 

大阪市 

武田 孝之 2006.5.20 Comparing Three Different 

Dental Implant System in the 

Esthetic Zone 

Summit 2006 A global 

educational Symposium 
Puerto 

 Rico 

武田 孝之 2006.6.4 ITIストローマン補綴コース

レクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 

武田 孝之 2006.6.17～18 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 

武田 孝之 2006.7.2 患者中心のインプラント治療 イミディエートインプラントシ

ンポジウム 
大阪市 

武田 孝之 2006.7.15 Optimal Implant Design for 

Esthetic Zone 

ITI Japanese Synposium 大阪市 

武田 孝之 2006.7.30 Patient-centered Implant 

Treatment 

6th World Congress for Oral 

Implantology Japan Division 

東京 



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

武田 孝之 

飯島 俊一 

2006.8.19～20 ITIストローマン・インプラン

トレクチャー 

九州インプラント研究会・認

定医申請のための100時間コ

ース 

熊本市 

武田 孝之 2006.9.9～10 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 
東京 

武田 孝之 2006.10.15 長期予後から考える補綴治療

長期経過例から考えるインプ

ラント補綴への配慮 

第5回日本国際歯科学会 

2006QDTシンポジウム 

横浜市 

武田 孝之 2006.10.22 ITIストローマン補綴コース

レクチャー 

ITIストローマン講習会 
大阪市 

武田 孝之 2006.11.12 補綴治療のイノベーション2 

インプラント治療における経

過不良から学ぶ成功へのステ

ップ 

ITIストローマン講習会 
東京 

武田 孝之 2006.11.19 ITIストローマン補綴コース

レクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 

武田 孝之 2006.11.26 インプラントの効果とリスク 新潟再生歯学研究会第7回100

時間インプラントセミナー 

新潟市 

武田 孝之 2006.12.3 Relationship between 

implant  

morphology and esthetic 

outcome 

1st ITI Asia Implant 

Congress 

Shanghai

武田 孝之 2006.12.17 補綴診断、治療計画における

インプラントの役割 

水戸市歯科医師会学術講演会 水戸市 

武田 孝之 2007.1.20～21 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 

武田 孝之 2007.1.28 インプラント診断能力セミナー 東京歯科大学同窓会・学術講

演会 

東京 

武田 孝之 2007.2.14 インプラントの現状 調布市歯科医師会・学術講演

会 

東京 

武田 孝之 2007.2.18 経過不良例から考えるインプ

ラント治療 

再生歯科フォーラム西日本支

部講演会 

大阪市 

武田 孝之 2007.2.18 3DXの臨床応用 神奈川県保健協会歯科部会・

歯科臨床研究会 

横浜市 

飯島 俊一 2006.4.2 「セルコンスマートセラミッ

クス」のインプラント上部構

造への応用 

セルコンスマートセラミック

ス講演会 

鹿児島市

飯島 俊一 2006.5.13～14 ITIストローマンアドバンスコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2006.6.17～18 ITIストローマンアドバンスコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2006.7.2 「セルコンスマートセラミッ

クス」のインプラント上部構

造への応用 

セルコンスマートセラミック

ス講演会 

熊本市 

飯島 俊一 2006.8.5～6 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

飯島 俊一 2006.9.3 「セルコンスマートセラミッ

クス」のインプラント上部構

造への応用 

セルコンスマートセラミック

ス講演会 

東京 

飯島 俊一 2006.10.21～22 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2006.11.12 大規模補綴の臨床 大信セミナー 
東京 

飯島 俊一 2006.11.25～26 ITIストローマンアドバンスコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007.1.13 成功するためのインプラント診

療と技工術式を徹底解剖する～

時代のニーズに応える補綴マネ

ージメントとは何か？～ 

モリタ 歯科技工フォーラム

2007 Tokyo 

東京 

飯島 俊一 2007.1.28 CAD/CAM補綴の臨床 九州インプラント研究会・学

術講演会 

熊本市 

飯島 俊一 2007.2.17～18 ITIストローマンベーシックコ

ースレクチャー 

ITIストローマン講習会 
東京 

飯島 俊一 2007.3.18 「セルコンスマートセラミッ

クス」のインプラント上部構

造への応用 

セルコンスマートセラミック

ス講演会 

東京 

 

  教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

矢島 安朝 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ

Ⅱ 現代GP「統合的e-Learning Program構築の

ためのワーキンググループ」  

委員 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Nishimura,R.(1), Nojima,K.(2), Nishii,Y.(2), Hanai,J.(3), Arataki,T., Uchiyama,T.(4), Yamaguchi,H.(2) : Multidisciplinary 

Treatment of Mandibular Prognathism with Multiple Congenitally Missing Teeth, Bull Tokyo dent Coll, 47(1), 25

～31, 2006. 症例 (1)千葉県,(2)矯正,(3)東京都,(4)口外 

 

 2. 別所央城(1), 久保浩太郎(2), 新谷益朗(3), 武田栄三(1), 矢島安朝, 田﨑雅和(4), 鈴木 隆(4), 澁川義幸(4),       

柴原孝彦(1) : ヒト口蓋粘膜への電気刺激による大脳皮質の応答, 歯科学報 106(3), 146～150, 2006. 原著 脳科

学研    (1)口外,(2)歯麻,(3)脳科学研究施設,(4)生理 

 

 3. Ro,Y.(1), Muramatsu,T.(2), Shima,K.(2), Yajima,Y., Shibahara,T.(1), Noma,H.(1), Shimono,M.(2) : Correlation between 

reduction of syndecan-1 expression and clinico-pathological parameters in squamous cell carcinoma of tongue, 

Int J Oral Maxillofac Surg 35, 252～257, 2006. 原著 (1)口外,(2)病理 

 

 4. 武田孝之 : 時間軸から見たリスクファクターと補綴歯科治療, 日補綴歯会誌 51(2), 201～205, 2007. 原著 

 

 5. Bessho,H.(1), Shibukawa,Y.(2), Shintani,M.(3), Yajima,Y., Suzuki,T.(2), Shibahara,T.(1) : Localization of palate area 

human somatosensory cortex, J Dental Res 86(3), 265～270, 2007. 原著 HRC6 脳科学研 (1)口外,(2)生理,(3)脳科

学研究施設 

 

解      説 

 

 1. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2006-2007 第 6 回 治療期間中における QOL を守る暫間補綴物と荷重時期

の考え方, 補綴臨 39(3), 274～282, 2006. 

 

 2. 飯島俊一, 三輪武人(1), 上鵜瀬美奈(1), 木村健二(1) : ジルコニアを臨床で使う -技工の実際と技工サイドからの提

言-, 補綴臨 39(3), 294～301, 2006. (1)千葉県 

 

 3. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2006-2007 第 7 回 上部構造の固定法, 補綴臨 39(4), 419～425, 2006. 

 

 4. 荒瀧友彦 : 上部構造の固定法,固定法を巡って－エクスターナルの利点・欠点・スクリュー固定の評価－, 補綴臨 

39(4), 426～428, 2006. 

 

 5. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2006-2007 第 8 回 長期症例から考える上部構造への配慮, 補綴臨 39(5), 

528～535, 2006. 

 

 6. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2006-2007 第 9 回 咬合が長期性に及ぼす影響 , 補綴臨 39(6), 618～627, 

2006. 

 

 7. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2007-2008 インプラントの部分欠損症例への適用, 補綴臨 40(1), 28～34, 

2007. 

 

 8. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2007-2008 第 11 回 インプラントの無歯顎症例への適用, 補綴臨 40(2), 168

～174, 2007. 

 

  
  



 9. 武田孝之, 椎貝達夫 : インプラント 2007-2008 第 12 回 インプラント治療のリスクとメインテナンス, 補綴臨 40(2), 

175～186, 2007. 

 

10. 伊藤太一, 古谷義隆 : インプラント治療におけるリスク診断について, 日歯評論 67(3), 148～155, 2007. 

 

単行図書 

 

 1. 矢島安朝(d),(i): 著分担 :標準口腔外科学 第3版 (a)第IV章 炎症「各論」D 全身感染症 1.全身性炎症反応症

候群 143～146 頁,(b)第 IV 章 炎症「各論」D 全身感染症 2.菌血症と敗血症 146～148 頁,(c)第 IV 章 炎症

「各論」D 全身感染症 3.病巣感染症 148～149 頁,(d)第 XIII 章 口腔・顎・顔面の手術とその他の治療 I ター

ミナルケア 1.定義 477 頁,(e)第 XIII 章 口腔・顎・顔面の手術とその他の治療 I ターミナルケア 2.末期患者

の心理 477～479 頁,(f)第 XIII 章 口腔・顎・顔面の手術とその他の治療 I ターミナルケア 医療者側の対応 

479～480 頁,(g)第 XIII 章 口腔・顎・顔面の手術とその他の治療 I ターミナルケア 4.疼痛対策 481～487 頁, 

医学書院, 東京, 2004. 

 

 2. 武田孝之,飯島俊一(a): 著分担 : ハイブリッドセラミックス メタルフリー修復の臨床と歯科技工 (a)ハイブリッドセラ

ミックスによるインプラント上部構造体の技工 126～135 頁, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2006. 

 

 3. 武田孝之 : 編集 :イミディエートインプラントロジー , ゼニス出版, 東京, 2007. 

 

プロシーディングス 

 

 １. 荒瀧友彦 : デンタルインプラントの荷重プロトコルの変遷：早期および即時荷重に関する文献レビュー, 第 280 回

東京歯科大学学会(総会) インプラントシンポジウム「インプラントの臨床的疑問と最近の知見」, 15～19, 2006.(第

280 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

その他 

 

 1. 阿部伸一(1), 井出吉信(1), 矢島安朝, 伊藤太一, 佐野 司(2), 大久保真衣(2), 一戸達也(3), 河田英司(4) : OSCE態

度評価における再評価のシステム構築, 歯科学報 106(5), 379～384, 2006. (1)解剖,(2)歯放,(3)歯麻,(4)理工 

 

 2. 原 俊浩(1), 飯島俊一 : インプラント補綴を長期に安定させるためのテクニック(第 1 回) -印象採得について-, 

Quintessence Dent Technol 31(12), 60～68, 2006. (1)千葉県 

 

 3. 矢島安朝 : 大学病院は変貌する 東京歯科大学口腔インプラント科が考える「患者中心の歯科医療」, デンタルマ

ガジン 119, 66～71, 2006. 

 

 4. 井上 孝(1), 武田孝之 : IMPLANT OUTLOOK TODAY イントロダクション 現実と矛盾, 歯界展望 109(1), 143～

148, 2007. (1)臨検査 

 

 5. 井上 孝(1), 武田孝之 : IMPLANT OUTLOOK TODAY オッセオインテグレーションとは何か?, 歯界展望 109(2), 

303～307, 2007. (1)臨検査 

 

 6. 原 俊浩(1), 飯島俊一 : インプラント補綴を長期に安定させるためのテクニック(第 2 回) -適合の良い上部構造をつ

くるには-, Quintessence Dent Technol 32(3), 62～69, 2007. (1)千葉県 

  
  



 7. 井上 孝(1), 武田孝之 : IMPLANT OUTLOOK TODAY サイナスリフトは安全か?, 歯界展望 109(3), 481～486, 

2007. (1)臨検査 

 

 8. 矢島安朝, 井上 孝(1) : インプラント(入れ歯にかわる人工歯根)は第 2 の永久歯?, 東京歯科大学公開講座記録, 

15～33, 2006.(千葉校舎開校 25 周年記念 東京歯科大学公開講座, 千葉市) (1)臨検査 

 

学会抄録 

 

 1. 矢島安朝 : 21 世紀の歯科医療の方向性とインプラント(特別講演), 第 17 回日本有床歯科施設協議会総会・学術

大会抄録集, 5, 2006.(第 17 回日本有床歯科施設協議会総会・学術大会, 館山市) 

 

 2. 久保寺友子(1), 鍵下麻記(1), 矢島安朝, 池田正一(1), 井上吉登(1) : 口腔領域に良性腫瘍を発生した結節性硬化
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