
 

 

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  

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 

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  

助  教  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の心理変化  

安村  敏彦  原発性萌出不全に対する矯正治療 

             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 

崔  大煥  歯の移動に際して遠隔地の骨髄間葉系幹細胞と造血幹細胞はに関与の検討 

吉野 直之  上下顎同時移動術における馬蹄形 LeFort1 型骨切術と LeFort1 型骨切術との術

前後の気道形態の比較検討 

      有間 英仁  顔面非対称患者における術前術後の下顎頭位置変化の検討 

大竹 智久  進行性下顎頭吸収の病態解析 

小倉 弘之  鎖骨頭蓋異形成症患者由来細胞を用いた疾患特異的 iPS 細胞の機能解析 

草場  岳  顎位の変化による咀嚼筋付着部位のアパタイト結晶の配向性への影響 

 

 

 

 



 

 

2. 成果の概要 
  

1) 開咬を有する患者は舌癖を伴うことを常としているが,舌癖があっても開咬を示さないことがある。開

咬の因子の一つに安静時舌位の違いがあると仮定し,開咬と舌癖を有する個性正常咬合の安静時舌位の違

いを知るため本研究を行った。対象は開咬 10 名,舌癖を認める個性正常咬合 7 名,舌癖を認めない個性正

常咬合 10 名計 27 名である。超音波診断装置を用いて,切歯乳頭部(ST)と安静時舌位の舌尖(SRT)との垂直

距離を計測した。その結果,開咬群は 6.90±2.6mm,舌癖を認める個性正常咬合群は 3.61±0.7mm,舌癖を認

めない個性正常咬合群は 3.78±0.6mm であった。開咬群と舌癖を認める個性正常咬合群間(P<0.01)および

開咬群と舌癖を認めない個性正常咬合群間(P<0.01)に有意差を認め,個性正常咬合群間では有意差を認め

なかった。これにより,開咬は低位舌の傾向を示し,個性正常咬合に舌癖があっても開咬を示さないことに

は安静時舌位の違いがあることが示唆された。 

 

歯科学報 115 巻 5 号 P393-399,2015. (A88-0590-1)  

 

2) 矯正治療後長期経過症例を観察することは診断,治療方針の決定にフィードバックできる情報を得られ

ることが多い。この度,矯正終了後 20 年のリコールに応じた患者の資料から,矯正治療後の歯列の変化と
第三大臼歯 4 本の正常萠出を観察したので報告する。症例は初診時年齢 12 歳女子で叢生を伴う下顎後退

型上顎前突と診断され,第一小臼歯 4 本の抜去による矯正治療が行われた。治療開始から 2 年後の 14 歳で

動的治療を終了した。動的矯正治療後 20 年リコール時では,上下前歯の叢生と上顎前歯の唇側傾斜および

第三大臼歯の緊密な咬合が観察された。動的治療後の歯列の変化に対応するためには,定期的検診と予防

的な処置が必要であると考えられた。また,骨格的な不調和が少なく,萠出余地が確保できる可能性がある

症例においては,第三大臼歯の処遇について十分な観察期間を置いた後に検討する必要があると考えられ

た。 

 

歯科学報 115 巻 5 号 P434-444,2015. (A05-0590-4) 

 

3) 骨性異形成症を伴う不正咬合患者への矯正治療報告は数少ない。本症例は,骨性異形成症を伴う骨格性

下顎前突症例であり,外科的矯正治療を選択した症例である。患者は,初診時年齢 30 歳 11 ヵ月の女性で,

咬合の不調和と,下顎の前突感を主訴に当院を受診した。骨性異形成の所見は,多数歯にわたり,根尖部に

エックス線不透過像を認めた。骨格的には,上顎の劣成長,下顎の過成長による重度の骨格性下顎前突であ

った。術前矯正は,マルチブラケット装置を用いて,非抜歯で歯列の調整を行い,その後 Le FortI 型骨切り

術,下顎枝矢状分割術を同時に施術した。また,術前矯正中に移動困難であった上顎右側中切歯に対し,手

術時に再植を行った。治療期間は,4 年 3 ヵ月であった。治療の結果,軟組織における正側貌の改善,ANB の

改善,前歯正常被蓋の獲得,咬合の改善を得ることができた。本症例を通じ,骨性異形成症を有する歯への

矯正治療,ならびに外科的矯正治療が適応となる可能性が示された。 

 

歯科学報 115 巻 5 号 P445-453,2015.  

 

4) 本研究の目的は、顔面非対称により外科的矯正治療を必要とする患者の 三次元コンピューター断層撮

影を用いて下顎骨の三次元画像計測を行い、下顎骨の形態的特徴を明らかにすることである。36 名の顔

面非対称症例の X 線 CT 画像を、三次元頭蓋・顎顔面外科手術シュミレーションソフトを用いて計測した。

計測項目は下顎骨全体、下顎骨体、下顎枝の中から 5 項目の角度、5 項目の長径の計 10 項目とした。偏

位側、非偏位側をそれぞれ計測し、下顎正中偏位量との重回帰分析を行った。顔面非対称症例では、偏位

側と比較し、非偏位側の下顎枝長、下顎骨長、下顎頭長が長く、下顎枝が上下軸、左右軸、前後軸から見

ると、前下内方へと回転していた。一方で下顎骨体高径、下顎骨体の回転、下顎角に左右差は認められな

かった。また、下顎骨正中の偏位には下顎枝長径、下顎骨体長径、下顎枝左右軸回転が大きな影響を与え

ることが示唆された。 

 
日本顎変形症学会雑誌, 25:10-16, 2015 

 

5) 本症例は過蓋咬合,Angle ClassII の大臼歯関係,上顎右側臼歯部の挺出,下顎前歯の唇側傾斜と叢生,5

本の欠損歯(上顎左側第二小臼歯,下顎右側第二小臼歯・第一大臼歯・第二大臼歯,下顎左側第一大臼歯)を

伴う下顎後退型の成人上顎前突症例である。治療計画として従来困難であると考えられていた上顎大臼歯

部の圧下と臼歯欠損症例での前歯の遠心移動を,歯科矯正用アンカースクリューとデンタルインプラント

を用いて行なうこととした。動的治療は 2 年 4 ヵ月で終了し,上顎右側第一大臼歯で 3mm の圧下,上顎前歯

の 5mm の遠心移動が行なわれた。下顎右側臼歯部には適正な補綴クリアランスが獲得できた。成人治療に



 

 

おいては臼歯喪失例が多く,本症例を通してアンカースクリューの補綴前矯正治療への有効性が確認され

た。 

 

歯科学報 115 巻 5 号 Page415-424(2015.10) 

 

6) 歯根吸収発現後の矯正力適応法の違いによる吸収窩の変化を明らかにするため、3D レーザー顕微鏡に  

て三次元的に定量解析し、比較検討した。20 匹を 50gf の力で 1 週間牽引を行い、その後の処理によ 
 り、5 匹ずつ、50gf 牽引群、修復群、継続牽引群、修復後牽引群の 4 群に分けた。牽引時に歯の移動 

 距離を 計測し、歯根吸収窩は 3D レーザー顕微鏡にて歯根吸収窩の占める割合、面積、体積の計測を 

 行った。歯の移動距離にはいずれの群も有意差は見られなかった。3D 測定レーザー顕微鏡による定量 

 解析において、歯根吸収窩の面積と体積で 50gf 牽引群と修復群間に有意差はなく、継続牽引群と修復 

 後牽引群に有意差が見られた。 以上より、歯根吸収後の歯の移動は歯根吸収のリスクが高く、歯根吸 

 収窩の修復のためには 歯の移動の一時的な中断を行う必要性が示唆された。 

     

Nagata J, Nojima K,  

  Nishii Y, et al. Infuence of interval period on root resorption due to orthodontic force.  

  J Orthod Endod. 2016, 2:(1),22.  
 

 

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 達成者の矯正治療経験につい

て 

芝歯科医師会 

麻布赤坂歯科医師

会 

東京都 

港区 
茂木 悦子 

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 茂木 悦子 

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 介護施設入所者の口腔内状況 高根病院歯科 成田市 野村 真弓 

茂木 悦子 8020 達成者における咬合調査 文京区歯科医師会 
東京都 

文京区 
平井 基 

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 

Toshihisa 

Kawai 

Beate Lanske 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

末石 研二 

(茂木 悦子) 

ヘルシースクール「市川市すこやか検診」（業務

委託） 
市川市歯科医師会 

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 

文部科学省学術研究費補助金・

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 

田草川 舞 

他 
2015. 6. 4 優秀ポスター賞 

下顎片顎小臼歯抜歯を行ったハ

イアングルⅡ級不正咬合の外科

的矯正治療例 

第 25 回日本顎変

形症学会総会・学

術大会 

 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

東京歯科大

学外科的矯

正治療勉強

会世話人会 

2015. 7.16 
東京歯科大学外科的矯正治療勉

強会 
東京歯科大学血脇ホール 

東京都 

千代田区 

 
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 2015.11. 1 
8020 達成者の調査結果から考

える成人矯正のポイント 

東北矯正歯科学会秋期セ

ミナー 
仙台市 

西井 康 2015. 6. 5 

下顎前突症における外科的矯

正治療の適応・術式選択 

 

日本顎変形症学会 
東京都 

千代田区 

西井 康 2015.11.15 

骨格性下顎前突症における 

外科的矯正治療の適応・術式

選択の基準 

東京矯正歯科学会 

秋季セミナー 

東京都 

中央区 

 

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 

坂本 輝雄 2015. 9.12 

Treatment strategy for 

alveolar cleft ‒ABG or IDO? 

- 

The 19th Congress of 

Korean Cleft Lip and 

Palate Association 

Pusan(kor

ea) 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

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 

野嶋 邦彦  2016. 2. 4 
Unusual Extraction Case の臨

床的考察 

神奈川歯科大学研究談話 

会 
横須賀市 

坂本 輝雄 2015. 4.23 
矯正治療の現状と最新の話題 

 
ニ木会 鶴岡市 

西井 康 
2016. 

2.20-21 
アンカースクリューと MTM 

仙台歯科医師会インプラ

ントアンカー研修会 
仙台市 

西井 康 2015.10.25 
歯科矯正用アンカースクリュの

メカニクス 

臨床に役立つ矯正セミナ

ー・アドバンスコース 

東京都 

新宿区 

 

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 

片田 英憲 
2015. 
5.23-24 

平成 27 年度第 1 回共用試験歯

学系 OSCE 外部評価者養成ワー

クショップ 

受講者 
長崎大学
病院 

内田 悠志 2016. 2.20 臨床実習ワークショップ 受講者 
東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

野嶋 邦彦 2016. 2.28 
平成 27 年東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

片田 英憲 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

西井 康 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

内田 悠志 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
補助係 

東京都 

千代田区 

安村 敏彦 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
補助係 

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 
2015. 

6.10-7.15 
歯科矯正学 

湘南歯科衛生士専門学

校 
平塚市 



 

 

坂本 輝雄 2015. 5.13 

骨延長（Distraction 

Osteogenesis)の歯科矯正治

療への応用と矯正歯科医の役

割 

神奈川歯科大学 横須賀市 

片田 英憲 

2015. 4.1、 

7.17、7.22、 

2016. 1.20 

歯科矯正、国家試験対策 
早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

西井 康 
2015. 4.10、

17、5. 8、22 
歯科矯正学 

埼玉県立大学  

保健医療福祉学部 
越谷市 

西井 康 2015. 7. 6 アンカースクリュー矯正治療 

長崎大学 歯学部 

医歯薬総合研究科 

歯科矯正学分野 

長崎県 

長崎市 

西井 康 2016. 3. 2 アンカースクリュー矯正治療 
朝日大学 歯学部 

歯科矯正学講座 

岐阜県 

瑞江市 

内田悠志 
2015. 

6. 3-24 
歯科矯正学 

早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

安村 敏彦 
2015. 

7. 1-15 
歯科矯正学 

早稲田医学院歯科衛生

士専門学校 

東京都 

新宿区 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

安村 敏彦 2015. 7.31 巨舌と歯科矯正について 
第４回ベックウィズ症候

群外来の御案内 
蓮田市 

 


