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口腔インプラント学講座 
 

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 

インプラント周囲上皮の口腔粘膜疾患に対するリスク評価法の確立 

講  師   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 

本間 慎也   ジルコニアを用いたデンタルインプラントに対する力学的検討 

佐々木穂高   骨代謝マーカー検査で顎骨のBone Qualityを評価する 

スタチン系薬剤の局所投与は老人性骨粗鬆症の骨質改善に有効か？ 

終末糖化産物(AGEs)はインプラントのリスク評価に有用か 

助  教   高梨 琢也   インプラント適用患者における残存歯喪失に関わる要因の検索 

松崎 文頼   陶材を積層した透光性ジルコニアの透光性と曲げ強さについて 

古屋 克典   インプラント治療による咀嚼機能および口腔関連QOLの変化について 

森岡 俊行   ヒト下顎皮質骨における生体アパタイトの配向性の検討 

法月 良江   骨代謝マーカー検査と歯周炎の関連について 

安田 雅章   口腔粘膜湿潤度と歯周疾患との関連性について 

レジデント  小笠原龍一   骨粗鬆症モデルラットにおけるシンバスタチンによるインプラント周囲骨 

組織に対する効果 

真壁  康   インプラント周囲粘膜組織の発癌リスクの検索 

守 源太郎   インプラント周囲上皮における遺伝子発現の網羅的解析 

川口 太郎   ショートインプラントに関する研究 

大学院生   岩田 優行   ヒト無歯顎下顎皮質骨、大臼歯部における生体部における生体アパタイト

結晶(BAp)配向性 

白井  亮   インプラント周囲炎治療への光触媒の応用 

平野 友基   ヒト未分化間葉系幹細胞に及ぼすジルコニア表面形状の影響 

松田 祐也   超音波切削器具により床形成したインプラント周囲の骨治癒過程につい 

吉田 光孝   唾液を検体としたエクソソームによる疾患診断 

大平 貴士   老人性骨粗鬆症モデルマウス（SAMP6）大腿骨骨欠損の治癒に与えるフル 

バスタチンの影響 

岩井 千弥   唾液エクソソーム精製条件の確立 

喜田 晃一   骨粗鬆症モデルマウスに対するピエゾサージェリーの骨治癒過程への影響 

髙橋由香里   老人性骨粗鬆症モデルマウス（SAMP6）大腿骨骨髄細胞におけるフルバス 

タチンの影響 

坂本  圭   アバットメントスクリューの緩みについて 

林  祥太   高透光性ジルコニアによる異なる歯科材料の摩耗量 

古川 丈博   ヒト無歯下顎骨の前歯部皮質骨における生体アパタイト結晶（BAp）配向 

性について 

小林 孝誌   インプラント周囲組織の生物学的幅径維持機構の解明 

 

2. 成果の概要 
 

インプラント治療前の患者におけるRT-PCRによる唾液中歯周病関連細菌の臨床的評価 

歯周病関連細菌の検出は、早期診断および治療に有用な検査と考えられています。本研究の目的は、唾液

中の歯周病関連細菌がインプラント治療を受ける患者の歯周状態と相関しているか調査することである。東

京歯科大学口腔インプラント科を受診した患者 291名に対し健常者群、軽度歯周炎群、中等度歯周炎群、重

度歯周炎群に群分けを行い、唾液中の歯周病関連細菌：Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella intermediaを定量的

RT-PCRを使用して評価を行った。その結果、唾液中の歯周病関連細菌レベルはインプラント治療を受ける

患者の歯周状態と相関性を有していた。唾液を資料とした歯周病関連細菌検査はペーパポイントを使用した

検査法よりも簡便で有用である可能性が示唆された。 



 

-2- 

 

Clinical Oral Implants Research   25(8), p 977-982, 2014. 

 

LPSで刺激したマウス脾細胞から産生されるサイトカインレベルに対するチタンイオン添加の影響 

本研究の目的は、歯周病関連細菌エンドトキシン（LPS）で刺激したマウス脾細胞からのサイトカインレ

ベルに対するチタンイオンの影響を検討することである。C57BL/6と BALB/c の脾細胞を採取調整後、チタ

ンイオンのマウス脾細胞に対する細胞毒性と、 LPSで刺激したマウス脾細胞に対するチタンイオンの影響

について、サイトカインレベルを計測することにより評価した。使用したチタンイオン濃度では脾細胞に対

する細胞毒性は示さず、培養１日後から細胞の増殖がみられた。LPS 刺激後のサイトカインレベルは、IL-1

β，IL-6，IL-10，IFN-γ，TNF-α，および GM-CSF が両系統のマウスにおいて、チタンイオン添加群で高

い値がみられた。本研究の結果より、チタンイオンは LPS 刺激による炎症性サイトカインの産生を助長す

ることが明らかになり、インプラント周囲炎の増悪因子となる可能性が示唆された。 

 

The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants   29(2), p.472-7, 2014 

 

ジルコニアインプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

金属イオン溶出によるアレルギーの問題、埋入長期経過後に生じる部分的な腐食が進行や審美的な観点か

ら、チタンにかわる材料としてジルコニアが注目されている。本研究の目的は，正方晶ジルコニア多結晶体

（TZP）に炭酸基含有ハイドロキシアパタイト（CA）薄膜コーティングを施しマウス骨芽細胞様細胞 MC3T3-

E1の初期接着、細胞形態、増殖、分化に及ぼす影響について検討することである。TZP ディスクおよび分

子プレカーサー法による CA 薄膜コーティングを施した TZP-CA ディスクに MC3T3-E1を播種し、初期細胞

接着、細胞形態、細胞増殖、細胞分化（ALP 及び OCN 発現）を計測した。初期細胞接着、細胞形態、細胞

増殖といった初期の細胞応答では TZP-CA での細胞応答が全体的に亢進されたが、細胞分化に与えた影響は

本研究では認められなかった。 

 

Dental Materials Journal Vol. 33, No. 1 p. 39-47, 2014 

 

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 

矢島 安朝 
唾液エクソソームによる口腔癌及び

全身疾患の診断法の確立 
癌研究会癌研究所 

東京都 

江東区 
芝 清隆 

 

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 

佐々木穂高 
終末糖化産物(AGEs)はインプラントのリスク評価に有用

か 

文部科学省科学研究費補

助金・基盤研究（C） 

 

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 

門田 和也 2014. 8. 2 学術賞 低出力超音波パルス（LIPUS）

の周波数の違いによる骨欠損治

癒の比較検討 

日本口腔インプラ

ント学会関東・甲

信越支部 第 6回 

学術シンポジウム 
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守 源太郎 2014. 9.13 優秀研究発表賞 付着上皮とインプラント周囲上

皮における遺伝子発現の網羅的

解析 

第 44回日本口腔

インプラント学

会・学術大会  

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

矢島 安朝 2014. 7. 4 社会が求めているインプラン

ト学臨床基礎実習の実践 東

京歯科大学の場合 

第 33回日本歯科医学教

育会 

北九州市 

矢島 安朝 2014. 9.13 インプラント治療の社会的評

価を再構築するために 

第 44回日本口腔インプ

ラント学会学術大会 

東京都 

千代田区 

 

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 

矢島 安朝 2014. 7. 6 Japanese trends for safe 

and reliable implant 

treatment 

Asia-Pacific 

Association of Implant 

Dentistry 

台北市、

中華民国 

 

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 

矢島 安朝 2014. 4.19 インプラント手術におけるト

ラブルシューティング 「今

行わなければならないこと」 

40th Anniversary 

CLINICAL IMPLANT 

SOCIETY OF JAPAN 26th 

Asian Oral Implant 

Academy DENTSPLY 

Implants 特別講演会 

東京都 

港区 

高梨 琢也 2014. 5.21 インプラント適用患者の残存

歯の予後 

東京歯科大学千代田区同

窓会 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2014. 6.26 コミュニケーションスキルの

稚拙さが医療訴訟へとつなが

る 

東京歯科大学 卒後研修

セミナー 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2014. 6.28 骨造成術と軟組織のマネージ

メントを基礎と臨床から検証

する 

東京歯科大学 卒後研修

セミナー 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2014. 6.29 インプラント治療に対する社

会的評価と医療安全文化 

 

インプラント治療における上

顎洞関連の医療事故対応 

 

インプラント治療における神

経損傷の病態と対応 

東京歯科大学 卒後研修

セミナー 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2014. 7.26 インプラント教育の現状 東京歯科大学 卒後研修

セミナー 

東京都 

千代田区 
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矢島 安朝 2014. 9.27 インプラント医療を通して歯

科医療の未来を考える 社会

的評価再構築のために 

東京歯科大学同窓会北海

道地域支部連合会 

第31回卒後研修会 

札幌市 

矢島 安朝 2014.11.19 インプラント医療を通して歯

科医療の未来を考える 社会

的評価再構築のために 

鶴見大学日本口腔インプ

ラント学会研修施設・研

修会 

横浜市 

矢島 安朝 2014.11.23 インプラント医療を通して歯

科医療の未来を考える 

新潟県歯科医学大会 新潟市 

 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

矢島安朝 2014. 4.10 緊急対談 インプラントの使

い回しを問う！ 

インプラント YEAR BOOK 2014  

（クインテッセンス） 

 


