
 

 

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 

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  歯周病を伴う外科矯正治療 

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  歯科矯正用アンカースクリューの表面性状 

歯科矯正用アンカースクリューの植立に対する骨損傷 

歯科矯正用アンカースクリューの骨格性下顎前突患者の早期治療への応用と 

メカニクス 

外科的矯正治療の判断基準 

外科的矯正治療の３D 分析と統合  

顔面非対称症例の歯列、骨格評価 

外科的矯正治療の気道評価 

石井  武展  Apert 症候群における疾患特異的 iPS 細胞の樹立とその応用 

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 に関するメカニズムの考察 

                三次元 CT を用いた新たな診断体系の構築と評価 

                Oral myofunctional therapy の数量的評価 

矯正力による歯の移動における MCSs migration の可視化  

                            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 QOL の変化  

安村  敏彦  睡眠時無呼吸症に対する外科的矯正治療のアプローチ 

              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 

原発性萌出不全に対する矯正治療 

森川 泰紀  メカニカルストレスに対する歯髄細胞の分子生物学的解析 

大学院生   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  軟骨内骨化に対するスタチンの影響について 
Ihh のコレステロール修飾は内軟骨内骨化を調整する 

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  振動が骨芽細胞に与える影響 

                            振動は骨芽細胞の分化および加齢を加速させる 

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 

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 

大竹 智久  変形性顎関節症の軟骨破壊に対する性ホルモンと機械的刺激の作用機序の解明 

       小倉 弘之  Apert 症候群患者由来細胞を用いた疾患特異的 iPS 細胞の樹立と機能解析 

草場  岳  咬筋の機能変化による成長中の下顎骨の形態、骨量及び骨質の影響について 
 

 



 

 

2. 成果の概要 

  

 

1) 千葉病院矯正歯科における 10 年間の歯科矯正用アンカースクリューの臨床調査 

本調査の目的は 10 年間の歯科矯正用アンカースクリュー（以下アンカースクリューと略す）の使用状況

を調査 し、診断、治療方法を総括することである。2004 年から 2013 年に当科に来院し診断を受けた矯正

治療患者のうちアンカースクリューを植立した患者を調査対象とした。その結果、アンカースクリューを植
立した患者は 187 名で、全対象者に対して 9.1％であった。上顎前突、AngleⅡ級 1 類、抜歯症例で多く使

用され、使用したアンカースクリューの 69.0％はスクリュータイプで、植立本数は平均 2.0 本であり、第

二小臼歯・第一大臼歯間に多く植立され、最大固定または遠心移動や圧下の目的で多く使用されていた。  

  

歯科学報, 116：43-49, 2016 

  

2) 成長期に下顎骨延長と成長終了後に上下顎移動術を施行した Hemifacial microsomia の 1 例 
本症例は初診時年齢 5 歳の Hemifacial microsomia（TypeⅡ）で、軽度の叢生と顔面非対称を呈した。７

歳時に顔面非対称を改善するために下顎骨単独の骨延長を施行した。その後、思春期まで成長を観察したが、

顔面非対称が再発したので、上下顎同時移動術を施行した。論文では早期骨延長の是非と骨延長時の咬合の

管理について考察した。 
 

日顎変形誌、26（3）：202-213、2016.  （A94-0590-1 

 
3) Posterior Open Bite Due to Failure of Maxillary Molar Eruption: A Case Report 

側方歯開咬の一つとして原発性萌出不全がある。原発性萌出不全は臨床上明らかな所見が無いにも関わら

ず萌出障害が起きる稀な状態である。病態として後方歯が罹患しやすく、矯正力への正常な反応はない。ま

た罹患歯より遠心の歯に様々な程度の萌出の停止がみられる。原因としてはヘテロ結合型の副甲状腺ホルモ

ン受容体 1（PTHR1）の遺伝子異常と報告されている。確定診断のためには遺伝子診断を必要とするが、ま
だ一般化されていない。今回患者の既往歴や現症と治療的診断によって行った矯正治療を経験し、良好な咬

合関係が得られた一例を報告する。本症例では病態を特定するにあたり治療的診断を行い、矯正治療の有効

性を確認したことから、良好な咬合関係が得られたと考えている。 

 

Bull Tokyo Dent Coll. 2016;57(4):281-290. doi: 10.2209/tdcpublication.2016-0800 

 

4) Dental pulp cells promote the expression of receptor activator of nuclear factor-kB ligand, 

prostaglandin E2 and substance P in mechanically stressed periodontal ligament cells 

本研究は、インビトロで機械的ストレスを付与後に歯髄細胞と共培養した歯根膜細胞の RANKL の発現を調

査し、さらに、歯根膜細胞および歯髄細胞の PGE2と SP の発現を調査した。４週齢 SD ラットより得られた

歯根膜細胞と歯髄細胞を用い、実験１、３日目に RT-PCR を用いて歯根膜細胞の RANKL mRNA の発現を調査し、

また蛍光免疫染色にて RANKL 発現を調査した。歯根膜細胞および歯髄細胞の PGE2および SP の発現を ELISA

法にて調査した。結果として、機械的ストレスを付与した歯根膜細胞は歯髄細胞と共培養することによって

RANKL 発現は増加し、さらに、PGE2 および SP の発現は、歯根膜細胞および歯髄細胞において増加した。結

論として、歯髄細胞は機械的ストレスを付与した歯根膜細胞の RANKL 発現を PGE2および SP を介して増強す

る可能性があることが示唆された。 

 

Arch Oral Biol. 2016 Oct;70:158-164. doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.06.021. Epub 2016 Jun 23. 

 

5) Three-dimensional evaluateon of bone void induced in the cortical bone upon insertion of an 

orthodontic anchor screw. 

The present study evaluated the relationship between the bone void induced in the surrounding 

cortical bone upon screw insertion, and insertion torque. 3D bone morphometry was analyzed using 

micro-computed tomography (micro-CT) with different screw diameters and cortical bone 

thicknesses. 

These results suggest that to reduce the bone void to the cortical bone surrounding the screw, 

it is important to use appropriate insertion torque in accordance with cortical bone thickness. 

 

Orthodontic Waves, Volume 76, Issue 1, March 2017, Pages 9-17 

 



 

 

6) UCLP 患者に対する Push-Back 法と Perko 法の２つの口蓋形成法に関して Goslon Yardstick と選択され

た矯正装置や Osteotomy 選択の関係について評価を行なった。Goslon Yardstick 評価では、２つの術式

に差が認められなかった。上顎側方拡大装置は、手術法に関わらず大半の UCLP 患者に選択された。上顎

前方牽引装置は、Push-Back 法で Goslon Score が Group3 から使用されるが、Perko 法では Group4 から使

用された。osteotomy 選択に関する Goslon score との関係は、上顎前方牽引装置を選択した患者のうち、

Perko 法では将来的に Osteotomy が不要になるが、Push-Back 法は Osteotomy を必要とする可能性が高く

なる傾向があることが証明された。 
 

Bull Tokyo Dent Coll. 2016;57(3):159-68. 
 

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 

坂本 輝雄 
Hemifacial macrosomia の顎顔面形

態の３次元的評価と治療目標の確立 

慶應義塾大学医学

部形成外科 

東京都 

新宿区 
坂本 輝雄 

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, 

MA, USA 

Toshihisa 

Kawai, 

Beate 

Lanske 

立木 千恵 

顎変形症疾患特異的QOL尺度OQLQ日

本語版の開発と信頼性ならびに妥当
性の評価 

新潟大学大学院医

歯学総合研究科組

織再建口腔外科学

分野 

新潟市 小林 正治 

 

4. 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 

西井 康 
2016. 

6.24-25 
優秀ポスター賞 

顔面非対称症例における下顎ア

ーチフォームの検討 

第 26 回特定非営

利活動法人日本顎

変形症学会総会・

学術大会 

西井 康 
2016. 

10.4-6 

Outstanding 

Poster award 

Evaluation of mandibular 

morphology and dental arch 

in patients with Class III 

asymmetry 

The 55th 

Congress of the 

Korean 

Association of 

Maxillofacial 
Plastic and 

Reconstructive 

Surgeons 

 

 
 

 



 

 

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 

2016. 7.14 
東京歯科大学外科的矯正治療勉

強会 

東京ステーションカンフ

ァレンス 

東京都 

千代田区 

日本歯科矯

正用アンカ

ースクリュ

ー研究会 

2016.10. 2 
日本歯科矯正用アンカースクリ

ュー研究会第１回学術大会 
東京歯科大学血脇ホール 

東京都 

千代田区 

石井 武展 

2016.4.5,4

.26,5.24,6

.6,6.28,7.

5,7.28,9.6

,9.27,10.4

,11.1,12.1

6 

2017.1.10,

1.24,2.7 

若手サイエンスアカデミー 
東京歯科大学本館 7 階  

口腔科学研究センター 

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 

野嶋 邦彦 2016. 6.24 
片側性の咬合高径の低下で生じ

た逆カント症例の治療戦略 

第 26 回日本顎変形症学

会総会・学術集会 

東京都 

千代田区 

坂本 輝雄 
2016. 

11.10-11 

Craniofacial surgery における

矯正歯科医の役割 

第 34 回日本頭蓋顎顔面

外科学会学術集会 

東京都千

代田区 

西井 康 2016.10.20 
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 

美浜区 

 
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 2016.10. 2 

歯科矯正用アンカースクリュー

の薬事承認への過程と現状（教

育講演） 

日本歯科矯正用アンカー

スクリュー研究会第１回

学術大会 

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 

野嶋 邦彦 2016. 7.14 
下顎頭吸収を伴うⅡ級不正咬合

の外科的矯正治療戦略 

東京歯科大学外科的矯正

治療勉強会 

東京都 

千代田区 

西井 康 2016. 5.22 
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 2016.10.30 
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 



 

 

石井 武展 2017. 4.26 
歯周病に対する molecule X モ

ノクロナール抗体療法の開発 

若手サイエンスアカデミ

ー 

東京都 

千代田区 

海老澤朋宏 2016.10. 2 

歯科矯正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 

日本歯科矯正用アンカー

スクリュー研究会第１回

学術大会 

東京都 

千代田区 

 

 

5. 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 

石井 武展 2017. 2.21 
東京歯科大学口腔科学研究セン

ターワークショップ 

顎骨疾患プロジェクト 

コア研究部門リーダー 

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 2017. 2.26 
平成 28 年東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
指導医役 

東京都 

千代田区 

坂本 輝雄 2017. 2.26 
平成 28 年東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
指導医役 

東京都 

千代田区 

片田 英憲 2017. 2.26 
平成 28 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 2017. 2.26 
平成 28 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

石井 武展 2017. 2.26 
平成 28 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. 2.26 
平成 28 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 2016. 2.26 
平成 28 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 2017. 2.26 
平成 28 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
誘導係 

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 
2016. 

6.28-7.19 
歯科矯正学 

湘南歯科衛生士専門学

校 
平塚市 

坂本 輝雄 2017. 2. 9 歯科矯正学 
取手歯科衛生士専門学

校 
取手市 



 

 

片田英憲 
2016.4.20

,7.15-20 
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 
2016. 

4.15-5.27 
歯科矯正学 

埼玉県立大学  

保健医療福祉学部 
越谷市 

石井 武展 

2016.4.22

,4.28,5.2

0,6.3 

歯科矯正学 
埼玉県立大学 

保健医療福祉学部 
越谷市 

内田 悠志 
2016. 

6.1-22 
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 
2016. 

6.29-7.13 
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 

 


