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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   末石 研二   歯の移動に与えるニコチンの影響に関する基礎的研究 

歯の矯正的移動時の歯根吸収に関する因子の検討 

下顎前方移動時の顎二腹筋活動の適応現象の定量的評価 

鎖骨頭蓋異形成症由来のiPS細胞を用いた骨芽細胞の機能分析 

埋伏歯の矯正治療に関する臨床的検討 

准 教 授   茂木 悦子   超音波骨密度計側装置を用いた顎骨骨密度の評価(A03-0590-3) 

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 

(A05-0590-4) 

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 

(A88-0590-1) 

講  師   野嶋 邦彦   歯列弓形態の決定、維持に関する三次元的研究 

坂本 輝雄   矯正歯科への骨延長法の応用（A94-0590-1） 

宮崎 晴代    片側性唇顎列を伴うダウン症候群の矯正治療  

両側性口唇口蓋裂者の矯正治療に関する実態調査 

歯周病を伴う外科矯正治療 

唇顎口蓋裂患者における5-Year-Old's indexによる咬合評価 

非症候性部分無歯症の臨床調査 

片田 英憲   有限要素法の矯正診断への応用 

西井  康   アンカースクリューの開発、外科的矯正治療の3D分析  

助  教   石井 武展   骨代謝調節に関する骨免疫学的アプローチ 

頭蓋顎顔面成長コントロールに関するDDSの検討 

Accelerated tooth movementに関する新技術の考案 

矯正用インプラントアンカーの診断用バイオマーカーの探求 

Oral myofunctional therapyの数量的評価 

In vivo イメージングを用いた矯正力による歯の移動の再検討  

意図的骨添加による非抜歯矯正治療における適応範囲の拡大戦略    

内田 悠志   骨芽細胞における細胞内シグナル解析  

立木 千恵   外科的矯正治療患者の各治療段階による心理評価 

永田 順也   歯根吸収後の休止期間の有無による歯根の影響 

安村 敏彦   メカニカルストレスに対する歯根膜細胞の分子生物学的解析 

大学院生   島  秀介   歯科矯正用アンカースクリューの使用による周囲骨への影響 

飯島 由貴   矯正学的歯の移動に対するニコチンの影響 

海老澤朋宏   歯科用アンカースクリューを用いた上顎前方牽引における生体力学的検 

討：三次元有限要素解析 

大木 章生   ips細胞を用いた鎖骨頭蓋異形成症の鯨飲究明、病態解析および治療法の 

検討 

石川 宗理   FGFR2関連疾患に対する各種治療薬の動態 

荒川啓太郎   咬筋付着部位と表情筋付着部位のアパタイト結晶の配向性について 

高橋 一誠   唇顎口蓋裂患者の歯列弓形態の経年的観察 

新倉陽一郎   第一・第二鰓弓症候群に対する骨延長術の術前後の三次元的評価 
 

2. 成果の概要 
 

1)  上顎埋伏犬歯の三次元的位置関係を CT画像を用いて評価し、周囲永久歯の歯根吸収の有無との関連

について臨床的検討を行った。資料は診療録ならびに口腔内写真、デンタルエックス線写真、パノラマ

エックス線写真、CT画像を用い、50歯を対象とした。上顎埋伏犬歯に関して Ericson,Sら(1988)の研

究に準じて sector分類による近遠心的な位置の評価と、上顎埋伏犬歯の傾斜角度と尖頭から仮想咬合

平面までの垂直距離、および CT画像による上顎埋伏犬歯の唇舌的な位置の評価を行い、これらを周囲

永久歯の歯根吸収の有無により 2群に分類し統計学的検討を行った。結果として上顎埋伏犬歯の位置が

より近心位で舌側に埋伏していると、周囲永久歯の歯根吸収を引き起こす事が多く、CT画像を用いた上
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顎埋伏犬歯の三次元的な位置の評価・診断の重要性が示唆された。 

 

歯科学報114巻4号 P 333-337. 

 

2)  埋伏および萠出異常をしめす歯(以下埋伏歯と総称する)の発現状況を調査し、診断、治療法を検討し
た。平成 10年から平成 20年に当科に来院し診断をうけた患者 5,138名のうち埋伏歯を認めた患者 455

名を調査対象とした。診療録、パノラマ X線写真などを資料として調査を行い、さらに上顎犬歯の埋伏

について調査した。診断時に埋伏歯を認めた患者は 455名で,全対象者に対して 8.7%であった。犬歯の

埋伏発現率は5,138人中159人で3.09%、455人中159人で34.9%であった。埋伏犬歯の影響で隣在歯に

歯根吸収の認めた者は 42人、保存不可能のため歯根吸収した歯を抜去したのは 15人、犬歯の抜去を行

ったのは 8人であった。今回の調査により、上顎犬歯の萠出異常が最も多くみられ、犬歯による隣在歯

の歯根吸収が一定程度存在することを理解し、早期発見と適切な対応を行う事が必要と思われる。 

 

歯科学報114巻2号 P155-160. 

 

3)  矯正治療による咀嚼能力の向上を知るため、治療前、治療後、治療後約 1年における咀嚼についての
アンケートとデンタルプレスケールフィルムによる計測値を比較した。対象は千葉病院患者 14 名(男性

3 名、女性 11 名、年齢 12-46 )である。咬合力は治療前平均 646.6±223.5 N 、治療後 401.1±109.1 

N、保定時 530.6±183.6 であり、平均接触面積は、治療前 14.1±5.9 mm、治療後 6.5±1.7 mm、保定

時 9.8±3.8 mm、咬合圧は初診時 47.6±6.6 MPa、 治療後 62.2±5.7 MPa、保定時 55.4±6.7 MPaであ

った。咬合力と咬合接触面積は保定時に増加した。特筆することは治療後に咀嚼能力に改善を実感して

いることであった。平均咬合圧が治療後有意に増加し(p <0.01)していることから、咀嚼の満足度に貢

献している因子は咬合圧の増加によるものと考えられた。 

 

Bull Tokyo Dent Coll. 2014;55(4):185-97. （A88-0590-1） 

 

4)  非抜歯症例は近年増加しているか、またどのような装置が選択されているかを知るために本研究を行
った。対象は千葉病院患者 504名、うち 1989年 7月～1990年 7月に診断された群を Group A253名、

1998年6月～2003 年6月に診断された群をGroup B251名として比較した。外科矯正、口蓋裂を含む先

天異常等は除外した。2群における患者数、初診年齢、不正咬合の分類等に著しい差はなかった。2群

はそれぞれ混合歯列期開始群、永久歯列期開始群にさらに分類し、最終的に非抜歯が選択されたか抜歯

が選択されたかを調査した。B群の混合歯列期群における最終調査日は 2011年 9月だった。2群におけ

る不正咬合の種類は差がなかった。しかし、B群においては非抜歯の割合が増加した。近年における混

合歯列開始群は同時期の永久歯開始群より非抜歯が選択されることが多かった。 

 

Bull Tokyo Dent Coll. 2014;55(4):225-31.（A88-0590-1） 

 

5)  外科的矯正治療患者は術前矯正治療、顎矯正手術、術後矯正治療という治療段階に分かれ、その治療
時期は咬合機能や顔貌の著しい変化を伴い、その治療期間は長い。その治療段階による患者心理の変化

をアンケート調査によって検討する。術前矯正治療時に口元の審美の悪化がみられることから心理的に

悪化するが、社会的心理は改善する。これは積極的に治療を進めていることが安心感につながっている

と思われる。総じて術前矯正治療期間の機能面と審美面に関するQOLの低下が示唆された。 

 

日本顎変形症学会雑誌・24巻・2号・2014年 

 

6)  14歳男子の Crouzon症候群に対し、容貌（眼球突出）と咬合（反対咬合）の改善のために、LeFort

Ⅳと LeFortⅠ型の骨延長を行い、良好な結果を得た。顔貌の改善の治療目標は Hertel値から決め、反

対咬合の改善の治療目標は McNamaraラインから決定する。両者の移動量が同じ場合には LeFortⅣ単独

の骨延長を用いるが、同症例では移動量が異なっていたので LeFortⅣ＋Ⅰの骨延長を施行した。また、

通常の骨延長器は一方向にしか延長できないが、共同演者は開発した Navidシステムは任意の３次元方

向に延長できる画期的な装置である。 

 

J Oral Maxillofac surg, 72:788-795, 2014. 

 

7)  歯科矯正用アンカースクリューを用いた固定法による成人 AngleⅡ級 1類の抜歯症例の本格的矯正治
療結果の特徴を明らかにするために、治療前後の側貌頭部Ｘ線規格写真を用いて、サービカルヘッドギ
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アと Nanceのホールディングアーチを併用した固定法の比較による治療と比較、検討を行った。その結

果、アンカースクリューを用いた固定法は、上顎前歯が有意に唇側傾斜した症例に用いられているが、

治療後には両者間で有意な差は見られなかった。治療前後の比較では、上顎前歯の後方移動量が有意に

大きいにもかかわらず、上顎大臼歯の水平的、垂直的な位置の変化は有意に小さかった。また、治療期

間に有意差はみられなかった。以上より、この固定法は上顎大臼歯の最大固定を得ながら、上顎前歯の

十分な後方移動と歯軸のコントロールが可能であることが示唆された。 

 

歯科学報, 114：431-437, 2014 

 

8) 片側性唇顎列を伴うダウン症候群の矯正治療の一例 
唇顎裂を伴い外科手術の可能性がある骨格性反対咬合のダウン症候群女児に本格矯正治療を行った 

症例報告である。精神遅滞により矯正は困難と考えたが，保護者の協力と患者の成長によりマルチブラ

ケット装置による治療ができた。ダウン症患者の矯正治療は、特徴を把握し患者や保護者の希望を聞い

た上で，患者にあった治療目標設定することが望ましい。 

 

Bull Tokyo Dent Coll. 55(4), 199-206, 2014. 

 

9) 両側性口唇口蓋裂者の矯正治療に関する実態調査 
   両側性唇顎口蓋裂患者の前歯の咬合状態は過蓋咬合が多く、正被蓋と反対咬合が半数ずつであった。 

どちらも上下顎の前後的位置関係に大きな異常は認められず、上顎前歯の舌側傾斜が顕著であったが、反 

対咬合群はより舌側傾斜の程度が著しいため被蓋がマイナスになったと考えられる。 

 

日本口蓋裂学会雑誌, 39巻2号, 163, 2014. 

 

10) 歯周病を伴う外科矯正症例 
  本症例は、前医における長期治療にもかかわらず咬合の改善が行われず、歯周病も悪化していたため、 

矯正装置を除去して歯周病の治療を行い外科矯正へ治療方針を変更したことで良好な治療結果を得た。 

 

歯科学報 114巻3号, 298, 2014. 

 

11) アンカースクリューの硬口蓋埋入部の分：人種差及び性差について 
  コーンビームCTを用いて160名の アジア系、アフリカアメリカ系、コーカシアン系、 ヒスパニック 

系 20男性 and 20 女性 それぞれ、(16-45歳)。コーンビーム CTを用いて、切歯窩から左右第一大臼歯

口蓋根間領域の硬口蓋の厚みを調査した。結果として切歯孔の後方部と切歯管が位置する領域に最も厚

みが認められた。性差では男性の方が 0.5mmから 1mm厚く有意差が認められた。人種では硬口蓋の厚み

は白人系がもっとも厚く、ヒスパニック系が次ぎ、アフリカアメリカ系、そしてアジア系が最も薄いこ

とが判明した。 

 

Orthodontic Waves 73 4 Pages 121-129 2014 

 

12）骨芽細胞におけるアドレナリンによる細胞内シグナル解析 

  アドレナリンは生理的および病理的状況下において骨細胞の活動に直接的および間接的に調整を行っ 

ていることが知られています。骨芽細胞は骨形成に際し主役を担っており、ホルモン反応を調整するセ

カンドメッセンジャーとして、また鉱化作用の共同因子として、細胞内カルシウムイオンを用いていま

す。電位依存型カルシウムチャネルは、細胞膜の脱分極に応じてカルシウムイオンの流入を調整します。

今回の研究は、パッチクランプ法を用いて骨芽細胞内におけるアドレナリンによる電位依存型カルシウ

ムチャネルの流入に対する効果を調査しました。1mMのアドレナリンは電位依存型カルシウムチャネル電

流を促進しました。β受容体阻害剤によって電位依存型カルシウムチャネル電流の促進は阻害されまし

た。これら結果は、骨芽細胞膜上の電位依存型カルシウムチャネルはアドレナリンにより流入を促進し、

アドレナリン受容体はβ受容体であることが分かった。 

 

Bull Tokyo Dent Coll 55(3):163-167,2014 

 

13) メカニカルストレスに対する歯根膜細胞の分子生物学的解析 
   ラット歯根膜細胞にメカニカルストレスを与えた後にラット歯髄細胞と共培養する事で産生される 

RANKL/OPG mRNAについて、分子生物学的な検討を行った。5週齢の Sprague-Dawley系、雄性ラットの上
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顎切歯より歯根膜と歯髄組織 を採取し通法に従って培養したのち第 5、6継代目の細胞を実験に用いた。

歯根膜細胞にメカニカルストレスとして 4800rpm/20分の遠心力を与え、6ウェルプレートにて培養した。

歯髄細胞は 0.4μm孔の膜を有したセルカルチャーインサートにて培養し、共培養方法はそれらを組み合

わせた double chamber methodにて行った。メカニカルストレスを受けた歯根膜細胞は、歯髄細胞の存

在下で RANKL mRNA発現が増加し、OPG mRNA発現は抑制されることで破骨細胞の分化が促進することが示

唆された。 

 

Clinical Dentistry and Research 2014; 38(3) 3-11 
 

3. 学外共同研究 
 

担当者 研究課題 学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

茂木 悦子 8020達成者の口腔内と全身の関連 千葉県歯科医師会 千葉市 松田 一郎 

茂木 悦子 不正咬合と食物物性との関連 和洋女子大家政学

部 

市川市 柳澤 幸江 

茂木 悦子 ヘルシースクール「市川市すこや

か検診」 

市川市歯科医師会 市川市 長谷川 勝 

茂木 悦子 8020研究会 文京区歯科医師会 東京都 

文京区 

平井 基 

茂木 悦子 介護施設入所高齢者の口腔内状況 高根病院 成田市 野村 真弓 

西井 康 Palatal Bone Width in four 

Races 

University of 

Southern 

California,USA 

Los 

Angeles, 

USA 

Sameshima G  

石井 武展 モノクロナール抗体製剤を用いた

破骨細胞と骨芽細胞のカップリン

グの調節 

The Forsyth 

Institute Harvard 

School of Dental 

Medicine 

Boston, 

USA 

Kawai T 

Lanske B 

 

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 

石井 武展 局所的フルバスタチン応用による新た

な矯正歯科治療の検討 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

 

5. 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 
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Ruiz- 

Torruella M, 

Ishii T, 

Kim D, 

Gil M, 

Wistrasameew

ong W, 

Movila A, 

Yamaguchi T, 

Han X, 

Kawai T. 

2015. 3.12 AADR Johonson & 

Johonson Hatton 

Awards 

Competition 

Anti-Semaphorin-4D mAb  

Prevents Bone Loss Without 

Affecting Inflammation in 

Mouse Periodontitis 

American 

Association of 

Dental Research 

 

シンポジウム 

シンポジス

ト 

年月日 演題 学会名 開催地 

茂木 悦子 2014.11. 2 8020運動へ矯正からも発信す
るために 

東京矯正歯科学会 東京都 

中央区 

坂本 輝雄 2014. 5.30 顎顔面領域の先天疾患に起因

する不正咬合治療における矯

正歯科医の役割 

第 38回日本口蓋裂学会

総会・学術集会 

札幌市 

西井 康 2014.10.20 アンカースクリューの安全な

運用 

日本矯正歯科学会 千葉市 

内田 悠志 2014. 6. 7 骨芽細胞におけるビタミンＤ

による細胞内シグナル解析 

第 297回東京歯科大学学

会 

東京都 

千代田区 

坂本 輝雄 2014. 5.30 唇顎口蓋裂患者に上顎前方牽

引は有効か 

第 38回日本口蓋裂学会

総会・学術集会 

札幌市 

立木 千恵 2014. 6.10 

-11 

外科的矯正治療患者の心理的

変化—各治療段階における QOL

について— 

第 24回日本顎変形症学

会学術大会 

福岡市 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

坂本 輝雄 2014.11. 7 矯正歯科における画像診断 第 32回日本頭蓋顎顔面

外科学会学術集会 

大阪市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

末石 研二 2014. 7.13 歯が出ない。なぜ？萌出遅延の

診断と治療 

豊橋市歯科医師会 

学術講演会 

豊橋市 
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末石 研二 2014.10.12 MTMを行うため基本的な診査・

診断・治療技術 

東京歯科大学同窓会 

卒後研修セミナー 

東京都 

千代田区 

西井 康 2014. 5.11 歯科矯正用アンカースクリュー

のメカニクス 

インプラント矯正セミナ

ーアドバンスコース 

東京都 

新宿区 

西井 康 2014.10.12 アンカースクリューを使用した

MTM 

ＴＤＣ卒後研修セミナー

2014 

東京都 

千代田区 

安村 敏彦 2014. 7.10 骨格性下顎前突症に対する治療

の安定性を求めて 

第１４回東京歯科大学外

科的矯正治療勉強会 

東京都 

千代田区 

安村 敏彦 2014.10.27 口唇裂・口蓋裂治療における矯

正治療 

- 顎裂部移植時期 – 

第１回埼玉小児医療セン

ター唇顎口蓋裂セミナー 

 

さいたま

市 

末石 研二 2015. 2. 5 矯正歯科治療後の長期安定性に

ついて 

神奈川歯科大学研究談話

会 

横須賀市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

西井 康 2014. 4.20 CBTワークショプ 受講者 
東京都 

千代田区 

西井 康 
2015.12. 6 

- 7 
OSCE ワークショップ 補助 

東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

宮崎 晴代 

片田 英憲 

西井 康 

内田 悠志 

野嶋 邦彦 

2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

安村 敏彦 2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 補助係 東京都 

千代田区 

立木 千恵 

永田 順也 

2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材 東京都 

千代田区 

末石 研二 2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE ST責任者 東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

野嶋 邦彦 

坂本 輝雄 

2014. 6.10 

- 7.15 

歯科矯正学 湘南歯科衛生士学校 平塚市 
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西井 康 2015. 5. 2 

- 6.18 

歯科矯正学 埼玉県立大学保健医療福祉学部 越谷市 

永田 順也 2014. 4- 9 矯正歯科技工学 筑波大学附属聴覚特別支援学校 市川市 

 


