
 
 

 
 

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 
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 

守 源太郎  インプラント周囲組織の生物学的幅径維持機構の解明 

レジデント 真壁  康  インプラント周囲粘膜組織の発癌リスクの検索 

川口 太郎  ショートインプラントに関する研究 

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 

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 

大学院生  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 

高橋由香里  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  インプラント周囲結合組織における特異的遺伝子の検索 

中野遼太郎  ジルコニアアバットメントを使用した時の回転モーメントが、スクリューの緩 

み及びインプラントコンポーネントの内部構造に与える影響 

中島 孝輔  インプラント周囲骨の骨リモデリングメカニズムの解明 

 

2. 成果の概要 

 

マイクロアレイ法を用いたインプラント周囲軟組織と口腔粘膜組織の遺伝子発現の比較検討 

インプラント周囲軟組織はインプラント体が上皮を貫通し外界と交通しているため細菌や外来性物質に対

する防御機構が弱く、慢性的な炎症状態にあると考えられている。そのためインプラント体によるインプラ

ント周囲軟組織への影響が問題とされている。そこで本研究ではマイクロアレイ解析を用いてインプラント
周囲軟組織および口腔粘膜組織の遺伝子発現を比較し、インプラント周囲軟組織に特異的に発現する遺伝子

を同定することを目的とした。本研究の結果から、インプラント体の埋入により 1102 個の遺伝子に発現変

動を認め、Ceacam1、Ifitm1、Muc4 の３遺伝子はインプラント周囲軟組織に特異的に発現し、インプラント

周囲の合併症のリスクに影響を与える可能性が示唆された。 



 
 
 

International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 30 (4) 946-952, 2015. 
 

ヒト下顎無歯顎大臼歯相当部皮質骨における生体アパタ イト（BAp）結晶配向性 
骨質指標の 1 つである生体アパタイト（BAp）の a 軸、c 軸に沿ってイオン原子の配列が全く違うことが 

知られており、骨における BAp 結晶の配列は骨の力学機能と密接な関連性があることが着目されている。 

本研究は、日本人無歯下顎骨を歯槽部が丸く高い試料(歯槽相当部皮質骨厚径 薄い試料:α 型, 厚い試 

料:β 型)と歯槽部が低く平坦な試料(γ 型)へ分類し、関心領域である第一大臼歯相当部の歯槽相当部およ

び 下顎底部の骨密度（BMD）および生体アパタイト（BAp）結晶配向性について定量評価を行い、ヒト無歯

下顎骨大臼歯相当部の構造的特徴を明らかにすることを目的とした。皮質骨が非薄な α 型の歯槽相当部で

は、高い BMD 値と共に y、z 軸方向へ配向性を示したが、形態的に安定している厚い皮質骨を有する歯槽相 

当部では、x 軸方向への優先配向性が認められた。また、下顎底部では、3 形態共に x 軸方向への強い 1 軸

優先配向性を示した。以上よりヒト無歯下顎骨は歯槽相当部の吸収と共に大部分が長管骨様構造を呈するが、

歯槽相当部は歯槽骨の形態変化によって配向方向が異なることが明らかとなった。 

 

Journal of Hard Tissue Biology 24 (3) 235-240, 2015. 

 

超音波切削器具を用いた骨の創傷治癒過程の観察 
硬組織の切削にはこれまで回転切削器具が用いられてきたが、超音波手術器具は軟組織に対する損傷が 

少ないことから、骨組織と粘膜、血管や神経が狭い範囲に存在する顎顔面領域の手術に対して使用が推奨さ

れている。しかしながら超音波手術器具の侵襲が骨の治癒過程にどのような影響を与えているかは明らかに

なっていない。そこで本研究では、超音波手術法が回転切削法と比較し、骨への侵襲と治癒過程においてど

のような影響を与えるか調査することとした。本研究の結果から超音波手術法と回転切削法がラット頭蓋骨

治癒過程に及ぼす影響に差は認められないことが示唆された。 

 

Journal of Hard Tissue Biology 24 （3） 267-276, 2015. 

 
表面形状の異なるジルコニアおよびチタン上でのヒト間葉系幹細胞の増殖と骨分化 

本研究の目的は表面形状の異なるジルコニアおよびチタンにおけるヒト間葉系幹細胞(hMSCs)の細胞増殖

と骨分化を評価することである。イットリア添加正方晶ジルコニア多結晶体(TZP)と商業用純チタン 2 種

(CpTi)の表面に鏡面処理(MS)、150μm のサンドブラスト処理(SB150)、150μm のサンドブラスト処理と酸処

理(SB150E)を施し試料とし、これら試料の表面の観察、粗さ分析(3D-SEM)、細胞増殖能(WST-1assay)、骨分

化能(ALP 活性，Runx2，Osterix の遺伝子発現)を評価した。SB150E 表面はマイクロ構造にナノスケールを

付与した形態を呈していた。また、TZP および CpTi 上での細胞増殖能、骨分化能は SB150E が他の表面形状

と比較して有意に高い値となった。これら分化と増殖において SB150E が有意に高い値を示した理由は、

SB150E 表面がマイクロ形状とナノ形状の相乗効果を発揮したことがその一因と考えられた。TZP と CpTi の

表面上のマイクロ-ナノ形状の付与は、hMSCs の分化、増殖を促進する可能性がある。 

 

Dental Materials Journal 34 (6) 872-880, 2015. 

 

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 

本間 慎也 

口腔インプラント手術の技術伝承を

目的とした力覚体感型シミュレータ

の開発 

慶應義塾大学・理

工学部 
横浜市 高野 直樹 



 
 

 
 

 

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 

岩井 千弥 2016. 2.13 学術賞 

密度勾配超遠心法により単離し

たヒト唾液由来エクソソームの

特徴的な性質 

日本口腔インプラ

ント学会 第 35

回関東甲信越支部

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 2016. 2.13 
歯科医療の未来とインプラン

ト治療の方向性 

日本口腔インプラント学

会 第 35 回関東甲信越

支部学術大会 

東京都 

新宿区 

 

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 2015. 8. 1 

インプラント医療事故から歯科

医療の未来を考える 失われた

信頼を回復するために 

International Congress 

of Oral 

Implantologists 日本学

術大会 

福岡市 

伊藤 太一 2016. 3.27 
高齢者とインプラント治療 総

論 －高齢者の特徴，問題点－ 

第 25 回口腔インプラン

ト専門医臨床技術向上講

習会 

東京都 

千代田区 

 

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 2015. 7.22 口腔環境と健康寿命 第 23 回中央臨床研究会 
東京都 

文京区 

矢島 安朝 2015. 8. 8 
インプラント医療事故から歯科
医療の未来を考える 失われた

信頼を回復するために 

インプラント再建歯学研

究会 

日本口腔インプラント学

会認定講習会 

東京都 

千代田区 

伊藤 太一 2015. 8.23 インプラント周囲炎への対応 
千葉県歯科衛生士会臨床

歯科保健勉強会 
千葉市 



 
 

矢島 安朝 2015. 9. 5 東京都の現状と歯科医療の未来 

東京歯科大学同窓会東京

支部連合会・城南ブロッ

ク役員連絡協議会 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2015.10.20 

インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える 失われた

信頼を回復するために 

東京歯科大学同窓会東京

地域支部連合会・城東支

部講習会 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2015.11.22 

インプラント治療のトラブルシ

ューティング インプラント関

連医療事故への対応 

九州インプラント研究会 

日本口腔インプラント学

会認定講習会 

熊本市 

矢島 安朝 2015.11.25 

インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える 失われた

信頼を回復するために 

渋谷区歯科医師会・講演

会 

東京都 

渋谷区 

古谷 義隆 2016. 2.25 
広範囲顎骨支持型補綴治療の現

状と問題点 

社会保険診療報酬支払基

金千葉支部・学術講演会 
千葉市 

矢島 安朝 2016. 2.28 

インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える 歯科医療

需給問題から地域包括ケアシス

テムまで 

富山県口腔インプラント

研究会 総会・特別講演 
富山市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

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 

本間 慎也 2015.10.15 口腔インプラント学 
公立大学法人 埼玉県

立大学 健康開発学科 
越谷市 

本間 慎也 2015.10.22 口腔インプラント学 
公立大学法人 埼玉県

立大学 健康開発学科 
越谷市 

本間 慎也 2015.10.29 口腔インプラント学 
公立大学法人 埼玉県

立大学 健康開発学科 
越谷市 

 

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 

本間 慎也 2015. 6.27  
なっとく 安心・安全なインプ

ラントのはなし 

東京歯科大学 市民公開

講座 

東京都 

千代田区 

 

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 2016. 2. 9 
緊急事態！歯科診療室でこんな

ときどうする？ 
日本歯科新聞 


