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第 8 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：三辺正人（神奈川歯科大学　口腔科学講座　歯周病学分野）

開催日時：平成 27 年 10 月 3 日、4 日

場　所：神奈川歯科大学　大講堂

 〒 238-8580　神奈川県横須賀市稲岡町 82

準備委員長：工藤値英子

「糖尿病とその合併症予防を目的とした口腔検査の必要性を考える」

日　程
【1 日目】　10 月 3 日（土）
12:00 ～   受付開始　理事会
13:00 ～ 13:10 開会式
13:10 ～ 13:40 プロローグ講演：「日本口腔検査学会の使命と展望」
　　　　　　　　　 　講　師：井上　孝 先生
   　（東京歯科大学 臨床検査病理学講座　教授）

13:50 ～ 14:50 ポスター発表
15:00 ～ 16:30 特別講演：「医科歯科連携した臨床検査の必要性を考える
     －歯周病と糖尿病および心血管病変－」
   　講　師：青山 典生 先生
   　（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 助教）

   　講　師：片桐 さやか 先生
   　（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 助教）

   　座　長：高柴 正悟 先生
   　（岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野 教授）

16:40 ～  懇親会

【2 日目】　10 月 4 日（日）
10:00 ～ 11:00 第 3 回認定医試験
　　　～ 11:30　　 検査体験コーナー
11:30 ～ 14:00 市民公開講座：「医科歯科による生活習慣病検査で健康寿命延伸！」
   　講　師：結束　貴臣  先生
   　（横浜市立大学 医学部 肝胆膵消化器病学 医師）

   　講　師：佐藤　忍 先生
   　（茅ヶ崎市立病院 代謝内分泌内科 診療部長）

   　講　師：長澤　敏行 先生
   　（北海道医療大学 総合教育学係 臨床教育管理運営 教授）

   　講　師：宮内　睦美 先生
   　（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 口腔顎顔面病理病態学研究室 准教授 ）

14:00 ～ 14:30 表彰式　総会　閉会式
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一般演題（ポスター発表）

 1．口腔内 HPV 感染と臨床病理学的指標との関係 
○重石 英生 1)，杉山 勝 2)，清野 紗矢香 1)，箸方 美帆 1)，
太田 耕司 1)，武知 正晃 1)

1) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔
外科学研究室，2) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 統合健
康科学部門 公衆口腔保健学研究室

 2 ．歯周病検査における歯肉溝滲出液・唾液成分解
析の有用性の比較
○伊藤 弘 1)，沼部 幸博 1)，橋本 修一 2)

1) 日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座，2) 日本歯科大学

 3 ．口腔粘膜疾患に対する新たな蛍光観察装置 ( イ
ルミスキャン ®) の検討
○山本 信治 1)，菅原 圭亮 2)，柴原 孝彦 3)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 歯学教育学講座，2) 東京
歯科大学 口腔病態外科学講座，3) 東京歯科大学 口腔顎顔面外
科学講座

 4．地域の医科歯科多施設連携による歯周病と
動脈硬化性疾患の関連性に関する臨床研究報告 
-Porphyromonas gingivalis に対する血漿 IgG 抗体価と LDL 
cholesterol の関連性について -
○野呂 泰子 1)，工藤 値英子 2)，申 偉秀 3)，佐々木 脩浩 4)，
原井 一雄 5)，加藤 開 6)，清野 浩昭 7)，郷家 英二 8)，
藤野 健正 9)，栗林 伸一 10)，ピアース 洋子 11)，
平良 眞人 12)，松島 良次 13)，稗貫 未希 1)，三辺 正人 2)，
高柴 正悟 14)

1) 神奈川歯科大学附属病院 歯周病診療科，2) 神奈川歯科大学 大
学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，3) 関町内科 クリ
ニック，4) 勝田台歯科医院，5) 原井デンタルオフィス，6) 目白
メディカルロード歯科，7) 医療法人盟陽会 富谷中央病院，8) ご
うけ歯科医院，9) きょうどう歯科，10) 三咲内科クリニック，
11) ぴあーすクリニック，12) 平良クリニック ,13) 松島歯科医院，
14) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

 5 ．全身疾患関連性歯周炎患者の歯周治療における
血液検査の必要性  ～家族性リポ蛋白リパーゼ欠損症
患者の歯周治療経過を例に～
○大森 一弘 1)，河野 隆幸 2)，小林 寛也 3)，下江 正幸 3)，
山本 直史 1)，高柴 正悟 3)

1) 岡山大学病院・歯周科，2) 岡山大学病院・総合歯科，3) 岡
山大学大学院医歯薬学総合研究科・歯周病態学分野

 6．口腔扁平苔癬 , 苔癬様病変の網羅的免疫組織化学
的研究
○岡田 康男 1, 2, 3)，柬理 賴亮 1, 2)，大野 淳也 3)

1) 日本歯科大学 新潟生命歯学部病理学講座，2) 日本歯科大学 
新潟臨床検査室，3) 日本歯科大学 大学院新潟生命歯学研究科 
病態組織機構学

 7 ．歯科用金属アレルギーと皮膚・粘膜疾患との関
連性の検討
○北川 雅恵 1)，長﨑 敦洋 2)，辻 浩紀 1, 2)，新谷 智章 1)，
小川 郁子 1)，栗原 英見 3)，柴 秀樹 1, 4)

1) 広島大学病院 口腔検査センター，2) 広島大学 大学院医歯薬
保健学研究科 口腔顎顔面病理病態学研究室，3) 広島大学 大学
院医歯薬保健学研究院 歯周病態学研究室，4) 広島大学 大学院
医歯薬保健学研究院 歯髄生物学研究室

 8 ．生薬「鶏血藤」のマウス歯周炎モデルにおける
循環改善効果の検討
○遠山 歳三 1)，塗々木 和男 2)，高橋 俊介 3)，吉野 文彦 4)，
吉田 彩佳 4)，高橋 聡子 2)，渡辺 清子 1)，浜田 信城 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院微生物感染学講座，2) 神奈川歯科大
学 短期大学部看護学科，3) 神奈川歯科大学 大学院口腔科学講
座 循環制御歯科学分野，4) 神奈川歯科大学 大学院口腔科学講
座 光歯科医学分野

 9 ．抗 HIV 薬服用患者における口腔環境と味覚機能
の評価
○新谷 智章 1)，山崎 尚也 2, 6)，岩田 倫幸 3)，齊藤 誠司 2, 6)，
北川 雅恵 1)，小川 郁子 1)，岡田 美穂 4)，　松井 加奈子 4)，
濱本 京子 6), 畝井 浩子 5)，藤田 啓子 5)，小川 良子 7)，
木下 一枝 7)，池田 有里 7)，栗原 英見 3)，藤井 輝久 2, 6)，
柴 秀樹 1, 8)

1) 広島大学病院 口腔検査センター，2) 広島大学病院 輸血部，3) 広
島大学病院 歯周診療科，4) 広島大学病院 歯科衛生部門，5) 広島大学
病院 薬剤部，6) 広島大学病院 エイズ医療対策室，7) 広島大学病院 
看護部，8) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 歯髄生物学研究室

 10．多項目唾液検査システム (AL-55) を用いた保健
指導が患者のセルフケア行動の変容に及ぼす影響
○内山 千代子 1, 3)，高木 悠希 1, 3)，斉藤 浩一 1)，
西永 英司 1, 3)，村越 倫明 1)，福田 功 2)，大久保 章男 2)，
髙橋 亨典 3)，須崎 明 3)，有本 憲弘 3)，松井 治 3)，
五味 明良 3)，冨士谷 盛興 3)，千田 彰 3)

1) ライオン株式会社，2) アークレイ株式会社，3) 愛知学院大
学歯学部保存修復学講座

 11．歯周病原細菌に対する指尖血漿 IgG 抗体価検査
が感染性心内膜炎の起炎菌推 定に寄与した症例
○松永 一幸 1)，磯島 大地 1)，工藤 値英子 2)，伊東 孝 3)，
大森 一弘 4)，山本 直史 4)，高柴 正悟 1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野，2) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，   3) 岡山
大学病院 新医療研究開発センター，4) 岡山大学病院 歯周科
　
 12．歯周病原細菌関連検査のインプラント周囲炎に
対する感染指標の有用性に関する検 討 - 中間報告 -
○稗貫 未希 1)，工藤 値英子 2)，野呂 泰子 1)，北條 彩和子 3)，
福家 教子 4,5)，三辺 正人 2)，児玉 利朗 3)，　高柴 正悟 6)

1) 神奈川歯科大学附属病院 歯周病診療科，2) 神奈川歯科大学 
大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，3) 神奈川歯科
大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座インプラント 
歯周病学分野，4) 国立療養所大島青松園，5) 岡山大学病院歯
周科，6) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野

 13．口腔細胞診と組織診の形態学的研究－白板症お
よび口腔扁平苔癬と臨床診断されたものについて－
○松坂 賢一，井上 健児，戸木田 玲子，中島 啓，國分 克寿，
村上 聡，井上 孝
東京歯科大学 臨床検査病理学講座

 14．歯肉溝滲出液 (GCF) 中 Hemoglobin(Hb) 検出を
応用した歯周病迅速診断 キットの開発
○沼部 幸博 1)，伊藤 弘 1)，上原 直 1)，橋本 修一 2)

1) 日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座，2) 日本歯科大学
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15．舌縮小術によって改善された重症睡眠時無呼吸
症候群
○龍 信之助，杉田 武士，有坂 博史
1) 神奈川歯科大学 いびきと睡眠呼吸診療科，2) 神奈川歯科大
学 高度先進口腔医学講座麻酔科学分野

 16．FMD(Flow Mediated Dilation) による血管内皮機
能検査の意義と口腔内への 応用の可能性について
○高橋 俊介 1)，杉山 秀太 2)，高橋 聡子 1)，吉野 文彦 1)，
吉田 彩佳 1)，前畑 洋次郎 1)，宮本 千央 1)，松尾 雅斗 1)，
李 昌一 3)，遠山 歳三 4)，佐藤 武則 4)，渡辺 清子 4)，
浜田 信城 4)，児玉 利朗 2)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座，2) 神奈川
歯科大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座，3) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 災害医療歯科学研究センター，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学

 17．2 型糖尿病による歯肉循環調節機能 ( 血管弾性 ) の
変化 -FMD による血管内皮機能検査の口腔内への応用 -
○杉山 秀太 1)，高橋 俊介 2)，高橋 聡子 2)，吉野 文彦 2)，
吉田 彩佳 2)，前畑 洋次郎 2)，宮本 千央 2)，松尾 雅斗 2)，
李 昌一 3)，遠山 歳三 4)，佐藤 武則 4)，渡辺 清子 4)，
浜田 信城 4)，児玉 利朗 1)

1) 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座，
2) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座，3) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 災害医療歯科学研究センター，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学

 18．High through put screening が可能なポリマイ
クロバイアルバイオフィルムモデルによる新規抗菌
療法の検討
○富山 潔 1)，長谷川 晴彦 1)，椎谷 亨 1)，渡辺 清子 2)，
河田 亮 3)，東 一善 3)，齋藤 正寛 4)，高橋 理 3)，
浜田 信城 2)，Exterkate R.A.M5)，向井 義晴 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 う蝕制御修復学講座，2) 神奈
川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学講座，3) 神奈川歯科大
学 大学院歯学研究科 神経組織発生学講座，4) 東北大学大学院歯学研
究科口腔修復学講座 歯科保存学分野，5) Department of Preventive 
Dentistry, Academic Center for Dentistry Amsterdam（ACTA）

 19．咀嚼能力などの口腔機能や身体能力 , 体組成お
よび年齢との関連性
○山本 孝文 1, 2)，諏訪 吉史 2)，岩井 華奈 2)，山本 修平 1)，
角田 愛 1)，河原 善子 1)，石原 洋子 1)，稗田 知子 1)，　
島原 政司 2)，植野 高章 2)

1) 山本歯科医院，2) 大阪医科大学 感覚器機能形態医学講座 口
腔外科学教室

 20．歯周組織検査における音声認識システムの有効
性ついて
○漆原 譲治 1)，村上 恵子 2)，稲葉 啓太郎 3)，日高 弘一 3)，
三辺 正人 3)

1) 株式会社 FOD，2) 村上歯科医院，3) 神奈川歯科大学 大学院
歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野

 21．咀嚼機能評価と保健指導の組み合わせによる体
組成・栄養の改善に関する研究
武内 博朗 1, 2)，○河野 結 2)，野村 義明 2)，花田 信弘 2)

1) 医療法人社団武内歯科医院，2) 鶴見大学歯学部探索歯学講座

 22．3DS による歯周病原細菌の制御とエンドトキシ
ン血症の予防
○武内 博朗 1, 2)，泉福 英信 3)，野村 義明 1)，花田 信弘 1)

1) 鶴見大学歯学部 探索歯学講座，2) 医療法人社団武内歯科医
院 ，3) 国立感染症研究所

 23．Laser Doppler 血流系を用いた抜歯モデルラッ
トの血流測定　~ 低出力超音波パルス照射が抜歯窩お
よび全身的 に及ぼす影響 ~
○日髙 恒輝 1)，宮本 千央 2)，高橋聡子 3)，斉田 牧子 4)，
河田 亮 5)，川股 亮太 6)，前畑 洋次郎 2)，三辺 正人 1)，
高橋 俊介 3)，高垣 裕子 7)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 神奈川歯科大学 薬物応用口腔腫瘍学分野，3) 神奈川歯科
大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 循環制御歯科学分野，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座，5) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 神経組織発生学講座，6) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 放射線応用科学講座，7) 神奈川歯科
大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 硬組織分子細胞生物学分野
　
 24．Porphyromonas gingivalis バイオフィルムに対する 抗
菌薬の有効性について
○甘 博文 1)，佐々木 悠 2)，杉山 貴志 1, 3)，河野 寛二 1, 4)，
原井 一雄 1, 5)，工藤 値英子 1)，浜田 信城 2)，三辺 正人 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学講座，3) 
大船北口歯科，4) こうの歯科医院，5) 原井デンタルオフィス

 25．花椒オイル含有カプセル型食品の唾液分泌効果
の検討
○金子 三恵 1, 2)，梁 洪淵 1, 2)，高橋 啓 3)，小野 博之 3)，
小笠原 智彦 3)，阿部 道郎 4)，斎藤 一郎 1, 2)

1) 鶴見大学歯学部 病理学講座，2) 鶴見大学歯学部附属病院 アンチエ
イジング外来，3) アリメント工業株式会社，4) 株式会社アヴェデス

 26．口腔扁平苔癬の上皮における CK13 および 
CK17 の発現に関する免疫組織学的検討
○橋本 和彦 , 宮内 潤
東京歯科大学 市川総合病院臨床検査科病理

 27．新規バイオアクティブセメントの抗菌性および
上皮細胞への影響
○植原 治 1)，近藤 有紀 2)，戸島 洋和 2)，倉重 圭史 2)，
伊藤 修一 3)，斎藤 隆史 3)，安彦 善裕 4)，齊藤 正人 2)，
千葉 逸朗 1)

1) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 保健衛生学
分野，2) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 小児
歯科学分野，3) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学
系 う蝕制御治療学分野，4) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・
病態学系 臨床口腔病理学分野

 28．噛みタバコ主成分による口腔粘膜上皮への影響
○森川 哲郎 1)，植原 治 2)，高井 理衣 1)，吉田 光希 1)，
佐藤 惇 1)，松岡 紘史 2)，尾立 達治 3)，川上 智史 3)，
　千葉 逸朗 2)，安彦 善裕 1)

1) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 臨床口腔病理学
分野，2) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 保健
衛生学分野，3) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学
系 高度先進保存学分野
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29．メタゲノム解析の歯周ポケットおよび感染根管
細菌叢への応用
○谷口 誠
谷口歯科医院 口腔常在微生物叢解析センター

 30．自覚症状の改善と濾紙ディスク法の結果が一致
しなかった味覚異常の一例
○村上 聡 1, 3)，橋本 和彦 2)，秦 暢宏 3)，矢野 尚 1)，
坂元 正樹 1)，釘宮 嘉浩 4)，松坂 賢一 1)，井上 孝 1, 3)

1) 東京歯科大学 臨床検査病理学講座，2) 東京歯科大学 市川総
合病院検査科病理，3) 東京歯科大学 千葉病院臨床検査部，4) 東
京歯科大学 歯科医師臨床研修医

 31．画像検査にて顎骨嚢胞が疑われた原発性上顎骨
内扁平上皮癌の 1 例
○中島 啓 1)，前山 恵理 2)，戸木田 怜子 1)，井上 健児 1)，
Tungalag Ser-Od1)，Akram Al-Wahabi1)，村上 聡 1)，
松坂 賢一 1)，柴原 孝彦 2)，井上 孝 1)

1) 東京歯科大学 臨床検査病理学講座，2) 東京歯科大学 顎顔面
口腔外科学講座

32．根尖性歯周炎に起因した放射線性下顎骨骨髄炎
に対して FDG-PET/CT および MRI 検査と臨床所見の
総合的評価により保存的治療を行い良好な経過を得
た一症例
○工藤 値英子 1, 5)，水川 展吉 2)，中川 沙紀 1)，柳 文修 3)，
江口 元治 4, 6)，高柴 正悟 1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病態制御科学専攻病態
機構学講座 歯周病態学分野，2) 岡山大学病院 頭頸部がんセン
ター，3) 岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科，4) 岡山大学
大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科，5) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野（現），
6) えぐち耳鼻咽喉科（現）
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第 3 回認定医試験結果

　平成 27 年 10 月 4 日に神奈川歯科大学にて、第 3 回日本口腔検査学会認定医試験が行われました。

　合格者は以下の通りです。

第 3 回 認定医試験合格者 （平成 27 年 11 月 1 日付）

 第 44 号　山崎真美

 第 45 号　長﨑敦洋

 第 46 号　中島　啓

 33．重度歯周炎患者の Supportive Periodontal 
Therapy(SPT) 期 における歯の喪失予 測指標として
の歯周病リスク評価モデルの検討
○平田 貴久 1)，稲垣 幸司 2)，原井 一雄 3)，谷口 威夫 4)，
工藤 値英子 1)，山本 龍生 5)，渕田 慎也 5)，三辺 正人 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科，3) 原井デンタ
ルオフィス，4) 谷口歯科医院，5) 神奈川歯科大学 大学院研究
科 社会歯科学講座

 34．慢性歯周炎患者の Porphyromonas gingivalis 感染と
歯周病進行度の関連性 PartII
○河野 寛二 1)，工藤 値英子 2)，三辺 正人 2)，原井 一雄 3)

1) 医 ) こうの歯科医院，2) 神奈川歯科大学 口腔科学講座 歯周
病学分野，3) 原井デンタルオフィス


