
 

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 

准 教 授   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 

講  師   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 

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 

助  教   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 

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 

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 
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  超親水性処理を施したジルコニアインプラントの開発 

岩井 千弥  唾液エクソソーム精製条件の確立 

小田由香里  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 

喜田 晃一  フルバスタチン局所投与の担体としてのアテロコラーゲン/ゼラチン複合体 

の物性 

坂本  圭  偏心荷重下での繰り返し負荷がインプラントコンポーネントに及ぼす影響 

大学院生   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の評価 

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 

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 

山本 恵史  96 時間密度勾配遠心法による唾液エクソソームの性質解析 

中野遼太郎  ジルコニアアバットメントを使用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  尾部懸垂による負荷現象がマウス大腿骨の生体アパタイト結晶(BAp)配向性 

に与える影響  

浅見 洋佑  インプラント周囲炎における抗菌ペプチドの発現変化の検討 

飯島 典子  ジルコニアインプラントの最適な形態及び破壊強度 

  

2. 成果の概要 

 
1) 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 

インプラント周囲上皮（PIE）において特異的に発現している遺伝子の同定が PIE の恒常性・免疫機構の

解明に繋がると考えられ、新たな治療法への応用が期待できる。本研究の目的は網羅的に遺伝子発現を解析

できる Microarray 法を用い付着上皮（JE）と比較し PIE に特異的に発現している遺伝子を同定することで

ある。Microarray 解析の結果、JE と比較し PIE にて最も up-regulate した遺伝子として Scgb1a1, Lpo, 



 
Ifitm1, Pla2g2, Gbp2,Nppb が認められた。RT-PCR の結果、Scgb1a1 が 22.1 倍，Lpo が 21.2 倍，Gbp2 が

9.6 倍と有意に高く発現し、免疫組織化学染色の結果、SCGB1A1, LPO,GBP2 ともに PIE において陽性反応を

示した。Scgb1a1,Lpo,Gbp2 は PIE において特異的に発現している遺伝子である可能性が示唆された。 

Clinical Oral Implants Research 第 27 巻 12 号 2016 年 

 

2) 唾液エクソソーム精製条件の確立 

エクソソームはエクソソームが含む生体高分子を利用して侵襲性の低い疾患診断法が開発できると期待さ
れており、我々は唾液が含むエクソソームを用いた口腔内疾患や全身疾患の診断法の開発をめざしている｡

今回､高い粘性をもった唾液から純度の高いエクソソームを取得する実験条件を確立し、さらにその性質解析

を行った｡OptiPrep を用いた密度勾配超遠心法で､平衡に達した分画 (密度 1.10g/ml) に､各種エクソソーム

マーカーの発現、エクソソームに含まれていると考えられる miRNA の存在、さらに直径 50～70nm の粒子が確

認でき､アングルローターを用いた密度勾配超遠心法でも分画が可能であることを確認した｡その結果、精製

時間の約 19 時間もの大幅な短縮に成功し、高純度なエクソソーム分画を得ることができた。 

Journal of Extracellular Vesicles オンライン 2016 年 5 月 17 日 

 

3) 偏心荷重下での繰り返し負荷がインプラントコンポーネントに及ぼす影響 

現在、咬合時に生じる偏心荷重によってスクリューが緩みやすいとの一定した見解が得られていない。本

研究は偏心荷重がインプラントコンポーネントに及ぼす影響を検討することを目的とした。エクスターナル

ジョイントでは荷重位置の変化と荷重量の増加に伴い除去トルク値は低下傾向を示し、インプラント体、ア

バットメントの回転防止装置の変形量は荷重位置の変化と荷重量の増加に伴い大きくなり、インターナルジ

ョイントでは荷重位置の変化と荷重量が増加したにもかかわらず除去トルク値は同程度の低下を示し、イン

プラント体、アバットメントの回転防止装置の変形量は荷重位置の変化と荷重量の増加に伴い大きくなった。

μCT の画像解析の結果、回転防止装置での変形が確認され、エクスターナルジョイントでは除去トルク値を

計測することで偏心荷重による影響を評価できる可能性が示唆された。 

Dental Materials Journal 第 35 巻 6 号 2016 年 

 

4) インプラント周囲炎治療への光触媒の応用  

インプラント周囲炎治療において、メカニカル・デブライドメントと併用する方法として、光触媒の抗菌
効果の応用を検討することとした。研究の目的は、UV 照射後の TiO2 の光触媒反応を評価し、歯周病原細菌

に対する抗菌効果を検討することである。HO•の発生を電子スピン共鳴(ESR)法により計測し、Porphyromonas 

gingivalis に対する影響を評価すると、UV 照射後の TiO2 は、UV 非照射の対照群よりも有意に高いシグナル

比を示した。TiO2 は UV 照射後も継続して HO•を発生することが示唆された。TiO2 の粒子径による比較では、

21nm は 5μm よりも有意に高いシグナル比を示した。比表面積の増加により光触媒効率が向上するとの報告

と同様の傾向を示した。UV 照射時間による比較では、3 時間は 6 時間よりも高いシグナル比を示す傾向にあ

った。 

Dent Mater Journal  第 35 巻 3 号 2016 年 

 

5) 低出力超音波パルス（LIPUS)の出力の違いによる骨欠損部治癒部の血管新生の比較 

低出力超音波パルス(LIPUS) は骨欠損部の治癒及び血管新生を促進すると報告されている。本研究の目的

は高出力 LIPUS および低出力 LIPUS による血管新生の影響をラット大腿骨骨欠損部の骨治癒において分子生

物学的及び組織学的に評価することである。qRT-PCR の結果、VEGF の発現は 3.0 MHz 群より 1.5 MHz 群の方

が高かった。また、免疫組織学的染色において、VEGF 陽性細胞が 1.5 MHz 出力群において多く認められた。

以上より、ラット大腿骨骨欠損部の骨治癒において 1.5 MHz 出力の LIPUS が 3.0 MHz 出力 よりも VEGF の発

現を増加させた。 

 Journal of Hard Tissue Biology 第 25 巻第 2 号 2016 年 

 

6) インプラント治療における歯周病関連細菌検査の臨床的検討 

歯垢中の歯周病関連細菌はインプラント周囲炎の主な原因と言われている。我々は、リアルタイム PCR 法

を用いて歯周病原性細菌 5 菌種(P. gingivalis, A. Actinomycetemcomitans, T. forsythia, T. denticola, 
P. intermedia)の定量測定を行った。唾液による歯周病原性細菌の定量を行った結果、歯周病の症状が重症
化するにつれ、各細菌が多く検出される傾向にあった。また、インプラント周囲炎群、健常インプラント群、

歯周炎群の歯周病原性細菌レベルを比較検討した結果 P.gingivalis と P.intermedia がインプラント周囲炎
群で健常インプラント群より多く検出された。 

 Japanese Journal of Maxillo Facial Implants15 巻 1 号 2016 年 4 月 

 



 

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 科研費の場合は種別も記載 

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） 

守 源太郎 
インプラントの生物学的幅径を制御する新規イン

プラント治療の開発 

文部科学省科学研究費補助金・ 

若手研究（B） 

守 源太郎 
メカノバイオロジーを基盤としたインプラント周

囲顎骨のマルチスケール解析 
平成 28 年度学長奨励研究助成 

 

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 

小林 孝誌 
2017. 

2.11-12 
学術賞 

マイクロアレイ法を用いたイン

プラント周囲結合組織の特異的

遺伝子の解析 

第 36 回 

関東・甲信越 

支部大会 

 

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 2016.12.17 

口腔機能安定のためのインプラ

ント－健康寿命延伸のために何

ができるか－ 

日本口腔インプラント学

会 

第 36 回近畿・北陸支部学

術大会 

富山市 

 

 

 

 



 

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 

矢島 安朝 2016. 7.31 
口腔顎顔面外傷後の機能回復 

インプラント？ 

第18回日本口腔顎顔面外

傷学会学術大会・特別講

演 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2016.11.13 
インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える 

国際口腔インプラント学

会学術大会 
浦安市 

 

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 

矢島 安朝 2016. 1.17 

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― 

横浜口腔インプラント研

究会 
横浜市 

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―歯科医師

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 
富山市 

矢島 安朝 2016. 4. 3 

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― 

石川県口腔インプラント

研究会 
金沢市 

矢島 安朝 2016. 7.22 

インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える―歯科医師

需給問題から地域包括ケアシス

テムまで－ 

豊橋市歯科医師会学術講

演会 
豊橋市 

矢島 安朝 2016. 8. 6 
インプラント治療を通して歯科

医療の未来を考える 

青森インプラント研究会

講習会 
弘前市 

矢島 安朝 2016. 8.21 

インプラント治療のトラブルシ

ューティング 
インプラント医療事故から歯科

医療の未来を考える 

インプラント再建歯学研
究会認定研修会 

沼津市 

矢島 安朝 2016. 8.21 

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― 

埼玉インプラント研究会

認定研修会 
大宮市 

古谷 義隆 2016. 8.26 インプラント治療の概論 がんプログラム初期研修 
東京都 

千代田区 

高梨 琢也 2016.10.21 
インプラント周囲炎の予防に関

する臨床的取り組み 
理工懇談会 

東京都 

千代田区 



 

伊藤 太一 2016.10.30 

歯周病患者へのインプラント治

療成績向上を目指して 

インプラント周囲炎への対応  

第 27 回口腔インプラン

ト専門医臨床技術向上講

習会 

広島市 

矢島 安朝 2016.11. 3 

歯科医師になった君たちへ 

～学生時代には伝えられなかっ

たこと～ 

東京歯科大学同窓会 

新進会員のつどい 

東京都 

千代田区 

矢島 安朝 2016.11.20 

インプラント治療のトラブルシ

ューティング 

インプラント医療事故から歯科

医療の未来を考える 

九州インプラント研究会

認定講習会 
熊本市 

矢島 安朝 2017. 1.21 

インプラント治療のトラブルシ

ューティング 

インプラント医療を通して歯科

医療の未来を考える 

総合インプラント研究セ

ンター認定講習会 

東京都 

新宿区 

本間 慎也 

高梨 琢也 
2017. 2. 8 インプラント補綴概論 ノーベルバイオケア 

東京都 

品川区 

本間 慎也 

高梨 琢也 

2017. 

2.18-19 

インプラントベーシックコース

2days 
ノーベルバイオケア 

東京都 

文京区 

伊藤 太一 2017. 3.26 

良好な治療経過を得るためのイ

ンプラント周囲組織の管理  

インプラント周囲炎への対応 

第 28 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 

 

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 

吉田 光孝 2016. 9.17 
第34回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 
受講者 

東京都 

千代田区 

吉田 光孝 2016. 10. 1 
第18回試験問題作製に関するワークショ

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 

本間 慎也 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

高梨 琢也 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

守源 太郎 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

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 

矢島 安朝 2016.10.20 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 2016.11.24 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 

 


