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1．歯科保存学第一講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 中川寛一 根管形態に関する歯内療法学的検討 

NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 

歯内療法におけるレーザーの応用 

講 師 森永一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究 

 加藤広之 根管の器械的拡大・形成に関する研究 

歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究 

歯髄腔形態の三次元的解析 

助 手 市之川 浩 外科的歯内療法処置に関する研究，自家歯牙移植について 

 土倉 康 根管処置に伴う歯根膜組織の傷害とその保護に関する研究 

 八ッ橋孝彰 NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 

 萩原領一 根管の器械的拡大・形成に関する研究 

 末原正崇 歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究 

 山田 考 外科的歯内療法処置に関する研究，根尖部の治癒について 

 宮地朋子 NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
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外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 

歯内療法におけるレーザーの応用 

根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 

歯髄細胞の感覚に関する研究 

外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 

根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 

歯髄細胞の活性に関する研究 

歯髄腔形態の三次元的解析 

歯髄細胞の薬物動態に関する研究 

歯内療法におけるレーザーの応用 

歯内療法における手術用顕微鏡の応用 

歯内療法における手術用顕微鏡の応用 

根管の器械的拡大・形成に関する三次元的解析 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



2．成果の概要 

1）シアノアクリレート系セメント｢ベースライナー｣が髄床底穿孔部周囲の組織に及ぼす影響 

本研究の目的は、イヌの歯の髄床底穿孔部にシアノアクリレート系セメント「ベースライナー」(BL)を応用 

した場合の歯周組織に対する反応を検索することである。被験歯は、1歳以上の体重10～15kgの成犬6頭から得

られた上下顎の前臼歯計15歯である。実験動物は、ペントバルビタールナトリウムにて全身麻酔および2%リド

カインにて局所麻酔を行った。被験歯は抜髄後、ビタペックスで根管充填し、髄床底部は滅菌等張食塩液注加

下に直径1mmの滅菌ラウンドバーにて穿孔しただちにBLで封鎖した。残余の窩洞はIRMを充填し処置を完了した。

術後、2週間、8週間、16週間の各期間経過後、ペントバルビタールナトリウムにて屠殺した。その後顎骨を鋸

断し、固定、脱灰、シオジリン包埋した。その後連続切片にヘマトキシリン・エオジン複染色を施し、光学顕

微鏡下に病理組織学的検索を行った。創傷の炎症反応はすべての症例で軽度であり、線維性結合組織の増生に

より瘢痕形成していた。しかしながら、硬組織形成はどの症例にも認められなかった。これらの結果から、BL

は髄床底穿孔処置に有効であると考えられる。 

日歯保存誌  48(5), 675～680, 2005. 

 

2) 根管内における破折Ni-Tiファイルの走査電子顕微鏡所見 

この研究の目的は、根管形成時に破折したNi-Tiファイルの破折状態と破断面の形態を観察することである。 

本研究では抜去歯を用いた。それらの歯を髄室開口後、GTロータリーファイルで根管形成をした。機器の破折

を認めたものについて歯牙透明根管標本作製法を用いた。破折機器を取り出し、SEMによって破断面の観察を行

った。根管内でのGTファイルの破断には幾つかのパターンが認められた。主な原因には、ファイル先端部での

拘束や、無理な押し込みによる根管壁への食い込みがある。一方破断面でのSEM観察において、金属疲労を示す

表面構造が観察された。したがってこのGTロータリーファイルを使用するためには、これらの特徴に留意する

必要がある。 

日歯保存誌  48(2), 326～331, 2005. 

 

3) 強酸性電解水に浸漬したガッタパーチャポイントのラット皮下埋入試験 

本研究の目的は、超酸性水中に浸漬保存したガッタパーチャポイントをラット皮下組織に埋入し、その臨床 

応用時における生体組織への安全性について、対照群としてパラホルムアルデヒドパウダーおよび、精製水に

浸漬したものを用い、病理組織学的に比較検討することである。実験動物は生後10週齢、体重250~300gのWister

系雄性ラット45匹である。被験材として、Gutta-PerchaPoint#140の先端を5mm切除したものを使用した。被験

材は、超酸性水応用群（15分間浸漬、ｎ＝5）、パラホルムアルデヒド粉末応用群（24時間ｎ＝5）、精製水応

用群（15分浸漬、ｎ＝5）の3群に分けた。ジエチルエーテルによる吸入麻酔後、背部を2mm皮膚切開し被験材を

埋入したのち、シアノアクリレートにて創部を閉鎖した。観察期間は3日、7日、14日とした。各期間経過後、

ラットを全身麻酔下に屠殺し埋入材品を含む一塊の軟組織を摘出し、通法に従い、シオジリン包埋切片を作製

し、ヘマトキシリン・エオジン複染色を施し、光学顕微鏡にて病理組織学的に観察した。また、各群における

ガッタパーチャポイントの表面を、走査型電子顕微鏡（SEM）にて観察した。 

 

1)3日経過例では、各群ともにガッタパーチャポイントの周囲に炎症性細胞浸潤を伴う肉芽組織の形成が

観察された。 

2)7日経過例では、精製水応用群、強酸性水応用群ともに充血、出血傾向は消退し、肉芽組織の線維化が

観察された。一方、パラホルムアルデヒドパウダー応用群では充血、出血は未だに著明であり、線維化の

遅延が認められた。 

3)14日経過例では各群とも、充血、出血は消退し、線維化が観察された。 

 



4)SEMでは、パラホルムアルデヒドパウダー応用群の表面に、直径2～3μmの顆粒が観察された。 

以上より、超酸性水のガッタパーチャポイント浸漬による消毒は生体に為害作用が無いことが示唆された。 

日歯保存誌  48(2), 320～325, 2005. 

 

4) Odontoblast as a sensory receptor cell? - Expression of TRPV1 (VR-1) channels - 
以前より、象牙芽細胞の細胞膜には、いくつかの機械的感受性イオンチャネルを有しているとの報告がなさ 

れてきた。これら象牙芽細胞の膜特性は、象牙芽細胞が象牙芽細管内溶液の移動を電気的な細胞シグナルに変

換し象牙質感覚を中枢へ投影していることを意味している。しかしながら、象牙質の痛覚受容機構は未だ十分

に解明されていない。本研究では、痛覚の受容機構に関与しているtransient receptor potential vaniloid 

subfamily membrane1 (TRPV1) channelが象牙芽細胞に発現しているのではないかとの仮説をたて、免疫組織化

学染色およびパッチクランプ法を用いて検討した。免疫組織化学染色では、象牙芽細胞の細胞膜縁遠心端に

TRPV1の局在を示した。またパッチクランプ法ではカプサイシン誘発性の内向き電流が記録され、TRPV1チャネ

ルのアンタゴニストであるカプサゼピンによって抑制された。我々の結果は、象牙芽細胞におけるTRPV1チャネ

ルの発現と熱刺激を含めた侵害刺激に直接応答していることを示した。象牙芽細胞の細胞膜イオン機構にもと

づいた象牙質感覚受容機構の再考が必要であろう。 

Arch Histol Cytol  68(4), 251～257, 2005. 

 
3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics 

Research Foundation 

SanDiego, USA G. B. Carr 

 

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 

中川 寛一 歯内療法関連疾患の精細画像データベースの構築

と教育素材としての活用 

平成16年度高等教育改革維持経費 

齋藤 健介 半導体レーザーが神経細胞に及ぼす影響 大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

奥村礼二郎 培養象牙芽細胞におけるアクアポリンの役割 大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

  

 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等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

中川 寛一 2005.10.22～23 第 1回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

加藤 広之 2005.10.22～23 第 1回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

 

参加者 船橋市 



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

森永 一喜 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

土倉 康 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

八ッ橋孝彰 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュリティ

ーの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

山田 考 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

宮地 朋子 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

森永 一喜 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

土倉  康 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

八ッ橋孝彰 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

末原 正崇 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 
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トのラット皮下埋入試験, 日歯保存誌 48(2), 320～325, 2005. 原著 細形研 実動施設 
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5. Okumura,R., Shima,K.(1), Muramatsu,T.(1), Nakagawa,K., Shimono,M.(1), Suzuki,T.(2), Magloire,H.(3), Shibukawa,Y.(2) : 

The odontoblast as a sensory receptor cell? The expression of TRPV1 (VR-1) channels., Arch Histol Cytol 68(4), 
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 1. 加藤広之 : Endo の兵法 4-Endodontic Strategy & Tactics 根管形態の探索－根管口から診る, 歯界展望 105(4), 

771～776, 2005. 

 

 2. 加藤広之 : Endo の兵法 5-Endodontic Strategy & Tactics 髄室開拡の技法－歯軸で狙いを定める, 歯界展望 
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 4. 加藤広之 : Endo の兵法 7-Endodontic Strategy & Tactics 根管形成の設計と根管口部の施工, 歯界展望 106(1), 
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106(3), 551～556, 2005. 

 

 6. 加藤広之 : Endo の兵法 10-Endodontic Strategy & Tactics 根管の清掃-切削効果判定と薬剤応用, 歯界展望 

106(4), 753～759, 2005. 

 

 7. 加藤広之 : Endo の兵法 11-Endodontic Strategy & Tactics 側方加圧根管充填の実態と臨床技法, 歯界展望 

106(5), 973～980, 2005. 

 

  



 8. 加藤広之 : Endo の兵法 12-Endodontic Strategy & Tactics 根管での合理的な戦い方-「彼を知り己を知る」, 歯界

展望 106(6), 1181～1188, 2005. 

 

 9. 加藤広之 : Endo の兵法 8-Endodontic Strategy & Tactics 根尖孔への道－根管経路の探索と確保, 歯界展望 

106(8), 347～352, 2006. 
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第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 167, 2005.(第 35 回日本口腔インプラント学会

総会・学術大会,第 25 回日本口腔インプラント学会東北・北海道支部総会併催, 弘前市) (1)歯放,(2)千病・口腔インプラント 

 

 6. 八ッ橋孝彰 : 下顎両側遊離端欠損部にインプラントを応用し咬合回復した症例, 第 35 回日本口腔インプラント学

会総会・学術大会プログラム・抄録集, 192, 2005.(第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会,第 25 回日本口腔イ

ンプラント学会東北・北海道支部総会併催, 弘前市) 

 

  



 7. 土倉 康 : 上顎臼歯部欠損に対して HA コーティングインプラントを応用した症例, 第 35 回日本口腔インプラント

学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 192, 2005.(第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会,第 25 回日本口

腔インプラント学会東北・北海道支部総会併催, 弘前市) 

 

 8. 福山賀子, 太田一正(1), 中川寛一, 木崎治俊(1) : 5'-Aminomidazole-4-carboxamide riboside(AICAR)によるヒト唾

液腺腫瘍細胞(HSG)のアポトーシス誘導, J Oral Biosci 47(Suppl), 118, 2005.(第 47 回歯科基礎医学会, 仙台市) 細

形研,分子生研,細生研 (1)生化学 

 

 9. 齋藤百合子, 藤井理絵, 八ッ橋孝彰, 石原和幸(1), 中川寛一, 奥田克爾(1) : 難治性根尖性歯周炎から分離され

た細菌のバイオフィルム形成, 日歯保存誌 48(秋季特別号), 72, 2005.(第 7 回 日韓歯科保存学会学術大会 秋季学

術大会(123 回) 50 周年記念大会, 東京) 分子生研 (1)微生物 

 

10. 山田雅司, 加藤広之, 中川寛一, 松永 智(1), 井出吉信(1) : マイクロCTを用いた上顎第一大臼歯近心頬側根管口

の 3 次元的観察, 日歯保存誌 49(秋季特別号), 19, 2005.(第 7 回 日韓歯科保存学会学術大会 秋季学術大会(123

回) 50 周年記念大会, 東京) 分析生研,分析生研,分析生研 (1)解剖 

 

11. 山田雅司, 加藤広之, 中川寛一, 松永 智(1), 井出吉信(1) : マイクロCTを用いた上顎第一大臼歯近心頬側根管口

の 3 次元的観察, 歯科学報 105(5), 498, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 分析生研 (1)解剖 

 

12. 齋藤健介, 村松 敬(1), 嶋 香織(1), 下野正基(1), 中川寛一 : 神経成長因子による神経細胞の経日的変化, 歯科

学報 105(5), 504, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 細生研 (1)病理 

 

13. 土屋 通, 山田 考, 井原郁夫, 山田雅司, 宮下卓, 八ッ橋孝彰, 加藤広之, 中川寛一 : 0.06 テーパー根管形成

に対する非規格ガッタパーチャポイントによる根管形成, 歯科学報 105(5), 515, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会

総会, 千葉市) 

 

14. Shibukawa,Y.(1), Okumura,R., Nakagawa,K., Shimono,M.(2), Suzuki,T.(1) : Ca2+ Extrusion Mechanisms via KB-R7943 

Sensitive Na+/Ca2+ Exchangers in Rat Odontoblasts :Ca2+ Extrusion Mechanisms via KB-R7943 Sensitive 

Na+/Ca2+ Exchangers in Rat Odontoblasts, 2006.(Dentin/Pulp Complex Meeting 2005, Dusseldorf, Germany) 細形研,

分子生研,細生研 (1)生理,(2)病理 

 

15. Suehara,M., Suzuki,S.(1), Nakagawa,K. : Evaluation of temporary restorative materials for endodontic treatments,   

J Dent Res 85(Special Issue A), 395, 2006.(35th Annual Meeting & Exhibition of the AADR, Orlando, USA) (1)University 

of Alabama at Birmingham， School of Dentistry 

 

  



2．歯科保存学第二講座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 山田 了 歯周療法全般 

助 教 授 

 

渋川義宏 

 

歯根膜細胞が骨再生に及ぼすテトラサイクリンの影響（Ａ97-0410-51） 

講  師 

 

 

関口一実 

太田幹夫 

杉戸博記 

GTR法の吸収性膜露出が新生組織に及ぼす影響（Ａ97-0410-53） 

プラークがインプラント周囲の軟組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-55） 

歯の発生からみた歯周再生療法 

助  手 伊藤明代 簡便DNAプローブ法の開発と臨床応用（Ａ98-0410-54） 

 小川貴也 再生組織における組織応答に関する研究（Ａ00-0410-59） 

増田浩之 サルにおける咬合性外傷に関する研究（Ａ99-0410-57） 

病院助手 

 

片山明彦 

稲垣  覚 

自己増殖歯根膜組織の歯牙移植に対する効果（A00-0410-65） 

歯周病原性細菌に対する線毛抗体（A00-0410-60） 

大学院生 

 

 

衣松高志 

村野嘉則 

山本茂樹 

奥田倫子   

太田 卓 

久保田道也 

藤田貴久 

藤波弘州 

大井陽生 

中西伸介 

牧野麻子 

正岡孝康 

杉澤幹雄 

勢島 典 

高山沙織 

ラット歯肉上皮における免疫組織学的研究 

自己増殖歯根膜組織の根分岐病変に対する効果 

Bio-ossの歯周組織再生に及ぼす影響 

心冠状動脈疾患と歯周病の関係 

歯周組織再生のメカニズムに関する研究 

喫煙と歯周病の関係 

エムドゲインによる歯周組織の再生 

自己再生歯根膜組織の歯周組織再生に及ぼす影響 

二壁性骨欠損に対するC-グラフトの有効性 

二壁性骨欠損に対するb-FGFグラフトの有効性 

サイトカイン産生におよぼすニコチンの影響 

長い上皮性付着に関する組織学研究 

インプラント周囲付着上皮の研究 

D-FGFを用いた歯牙再植 

生体機能性タンパク質の歯周病原細菌への影響 

      

2．成果の概要 

1）Periodontal regeneration following transplantation of proliferating tissue derived from 

periodontal ligament into class III furcation defects in dogs. 

増殖組織をⅢ級根分岐部病変へ移植し、その治癒形態を検索し、増殖組織は、Ⅲ級根分岐部病変における骨

組織の再生を伴う歯周組織再生を促進することが示唆された。 

Biomed Res 27(3), 139～47, 2005. 

 

 

 



2) Effect of proliferating tissue on transplanted teeth in dogs. 

歯牙移植における歯根膜組織再生に移植増殖組織の及ぼす影響を検索し、移植増殖組織は移植歯根面の歯 

根膜の再生を促進し、歯牙移植における骨性癒着や歯根吸収を阻止する可能性が示唆された。 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 101(6), 110～8, 2006. 

 

2．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

杉戸 博記 

渋川 義宏 

下顎正中部の形態形成における

Indian hedgehogの役割 

Division of Orthopaedic 

Research, Department of 

Periodontics, Jefferson 

Medical College of Thomas 

Jefferson University 

U.S.A Pacifici, M

杉戸 博記 

渋川 義宏 

発生からみた歯周組織再生メカ

ニズムにおける CCN ファミリー

の役割 

Division of Orthopaedic 

Research, Department of 

Periodontics, Jefferson 

Medical College of Thomas 

Jefferson University 

U.S.A Koyama, E 

 

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 

山田  了 自己の増殖歯根膜組織の歯周組織再生における

役割と新しい再生療法の開発 

大学院整備重点化経費 研究科特別経費

（研究科分） 

杉戸 博記 発生からみた歯周組織再生メカニズムの解明 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

伊藤 明代 歯周治療におけるバイオフィルム駆逐ストラテジー 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

大井 陽生 Basic fibroblast factorの歯周組織再生におけ

る細胞増殖について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

藤田 貴久 GTRとエナメルマトリックスタンパク併用による

硬組織再構築の細胞分化について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

  

5. 研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

氏名 年月日 学会名 役割 開催地 

山田  了 2005.10.16 延世大学校歯科大学との共同シンポジウム，

口腔顎顔面領域における骨形成と再生の最前

線．歯周組織再生治療における骨形成． 

シンポジスト 東京都 

  

 

 

 



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等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

杉戸 博記 2005. 5.21 ～22  第 17 回東京歯科大学カリキュラム研修

ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

杉戸 博記 2005.7.15 平成17年度教育ワークショップ 

歯科大学における語学教育 

作業部会委員 千葉市 

杉戸 博記 2005. 8.6～7 第18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

タスクフォース 千葉市 

 

杉戸 博記 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティーの確保に関するワークショップ

参加者 千葉市 

 

杉戸 博記 2005.11.19～20 第19 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

タスクフォース 千葉市 

 

関口 一実 2005. 12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティーの確保に関するワークショップ

参加者 船橋市 

太田 幹夫 2006. 3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティーの確保に関するワークショップ

参加者 木更津市

増田 浩之 2005. 8.6～7 第18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市 

 

片山 明彦 2005. 8.6～7 第18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市 

 

鈴木 雄太 2006. 3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティーの確保に関するワークショップ

参加者 木更津市

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

関口 一実 2006. 2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

太田 幹夫 2006. 2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

杉戸 博記 2006. 2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

伊藤 明代 2006. 2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Onodera,H., Shibukawa,Y., Sugito,H., Ota,M., Yamada,S. : Periodontal regeneration in intrabony defects after 

application of enamel matrix proteins with guided tissue regeneration: An experimental study in dogs, Biomed Res 

26(2), 69～77, 2005. 原著 細形研 実動施設 

 

 2. Shimo,T.(1), Koyama,E.(1), Sugito,H., Wu,C.(1), Shimo,S.(1), Pacifici,M.(1) : Retinoid signaling regulates CTGF 

expression in hypertrophic chindrocytes with differential involvement of MAP kinases, J Bone Miner Res 20(5), 

867～877, 2005. 原著 (1)Dept Orthopedic Surg， Thomas Jefferson Univ Med， Philadelphia， USA 

 

 3. Ito,T., Ito,A., Okuda,K.(1), Minaguchi,K.(2), Saitoh,E.(3), Yamada,S., Kato,T.(1) : Murine monoclonal antibody which 

can distinguish cystains SA1 and SA2, Mol Immuno 42(10), 1259～1263, 2005. 原著 保情研,細生研 (1)微生物,(2)

法歯,(3)日歯大・新潟生命歯・微生物 

 

解      説 

 

 1. 太田幹夫, 山田 了 : 1 回法と 2 回法外科処置の比較を通しての 2 重酸エッチング表面のエクスターナルヘックス

構造を持つチタンインプラントの性能, Int J Perio Rest Dent Japan 13(2), 88～89, 2005. 

 

 2. 杉戸博記, 山田 了 : 歯周炎罹患既往のある患者と歯周組織の健康な患者におけるインプラントの失敗と成功の

特徴の比較：臨床報告, Quintessence Dent Imp 12(3), 376～383, 2005. 

 

 3. 太田幹夫, 山田 了 : 骨内欠損の治療におけるエナメルマトリックスタンパクとウシ多孔性骨基質の応用, Int J 

Perio Rest Dent Japan 13(3), 80～81, 2005. 

 

 

 4. 杉戸博記, 山田 了 : 上顎臼歯部へのインプラント埋入：臨床的および X 線写真的比較研究, Quintessence Dent 

Imp 12(4), 498～499, 2005. 

 

 5. 杉戸博記, 山田 了 : 骨内インプラント周囲の早期創傷治癒(文献レビュー), Quintessence Dent Imp 12(5), 492～

494, 2005. 

 

 6. 杉戸博記, 山田 了 : まれなエナメル質形成異常をともなう中切歯への新開発されたチタンインプラントの即時埋

入：症例報告, Int J Perio Rest Dent Japan 13(5), 73～78, 2005. 

 

 7. 杉戸博記, 山田 了 : イヌ歯槽骨窩洞に移植した間葉系幹細胞の安全性の評価, Quintessence Dent Imp 12(6), 

861～862, 2005. 

 

プロシーディングス 

 

 1. Yamada,S., Masuda,H., Tomita,S. : Transplantation of teeth using proliferating tissue, Proceedings of 2005 

Sino-Japanese Conference on Stomatology, 82, 2005.(2005 Sino-Japanese Conference on Stomatology, Shanghai,China) 

細形研 実動施設 

 

  



 2. Ota,M., Amano,Y., Sugito,H., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Effect of Peri-implant Bone Regeneration Using 

Absorbable Membrane in GBR, Proceedings of 2005 Sino-Japanese Conference on Stomatology, 82, 2005.(2005 

Sino-Japanese Conference on Stomatology, Shanghai,China) 実動施設 

 

学会抄録 

 

 1. 村野嘉則, 太田幹夫, 杉本真慈, 片山明彦, 藤波弘州, 浅野裕之, 山田 了 : 増殖歯根膜組織が 3 級根分岐部

病変の創傷治癒に及ぼす影響, 日歯周病会誌 47(春季特別号), 59, 2005.(第 48 回春季日本歯周病学会学術大会, 

長崎市) 細形研,保情研 実動施設 

 

 2. 牧野麻子, 加藤哲男(1), 高橋尚子(1), 伊藤明代, 林 智子, 奥田克爾(1), 山田 了 : ニコチンがサイトカインネット

ワークと歯周病原細菌バイオフィルムに及ぼす影響, 歯科学報 105(5), 88, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 

千葉市) (1)微生物 

 

 3. 杉戸博記, 太田幹夫, 増田浩之, 山田 了 : 下顎正中部の形態形成における Indian hedgehog の役割, 歯科学

報 105(3), 234, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 

 

 4. 衣松高志, 丹野光恵, 正岡孝康, 山田 了, 橋本貞充(1), 下野正基(1) : レーザーマイクロダイセクション法を用いた

マウス付着上皮におけるlaminin-5 とintegrin-β1,-β4 のmRNA発現について, 歯科学報 105(3), 236, 2005.(第

279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 実動施設 (1)病理 

 

5. 杉戸博記, 古澤成博 (1) , 角田正健, 杉山利子 (2) , 山倉大紀 (3) , 一戸達也 (4) , 外木守雄 (5) , 石井拓男 (6) ,

佐藤 亨(7), 山田 了, 小田 豊(8), 井出吉信(9) : 第 2 学年病院実習と臨床研修歯科医の初期研修を組み合わせ

た新しい多目的カリキュラム, 第 24 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会抄録集, 96, 2005.(第 24 回日本歯科

医学教育学会総会・学術大会, 徳島市) (1)口健臨・総合歯科,(2)保存III,(3)補綴III,(4)歯麻,(5)市病・オーラルメディシン,(6)社

会歯,(7)補綴II,(8)理工,(9)解剖 

 

 6. 山本茂樹, 小野寺博子, 藤田貴久, 小川貴也, 渡辺一夫, 渋川義宏, 太田幹夫, 山田 了 : エナメルマトリック

スタンパクとウシ多孔性骨移植材の併用による歯周組織再生法に関する組織学的研究, 日歯周病会誌 47(秋

季特別号), 105, 2005.(第 48 回秋季日本歯周病学会学術大会, 札幌市) 細形研 実動施設 

 

 7. 杉戸博記, 太田幹夫, 増田浩之, 高橋潤一, 山田 了 : 下顎正中部の形態形成における Indian headgehog の役

割, 日歯周病会誌 47(秋季特別号), 120, 2005.(第 48 回秋季日本歯周病学会学術大会, 札幌市) 

 

 8. 衣松高志, 丹野光恵, 正岡孝康, 山田 了, 橋本貞充(1), 下野正基(1) : マウス上皮細胞におけるlaminin-α3,-β

3,-γ2 およびintegrin-β1,-β4 のレーザーダイセクション法による解析, 日歯周病会誌 47(秋季特別号), 122, 

2005.(第 48 回秋季日本歯周病学会学術大会, 札幌市) 細形研 実動施設 (1)病理 

 

 9. 片山明彦, 角田正健, 山田 了 : フレアーアウトを伴う重度慢性歯周炎患者に包括的治療を行った一症例, 日歯
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生研 (1)微生物,(2)東洋紡績 

 

  



11. 奥田倫子, 君塚隆太(1), 浅井裕之, 山田 了, 加藤哲男(1), 石原和幸(1), 奥田克爾(1) : Treponema denticola感染に

よるHUVECのサイトカイン産生について, 日歯周病会誌 47(秋季特別号), 94, 2005.(第 48 回秋季日本歯周病学会

学術大会, 札幌市) 分子生研,細生研 (1)微生物 
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日歯周病会誌 47(秋季特別号), 108, 2005.(第 48 回日本歯周病学会秋季学術大会, 札幌市) 細形研 実動施設 (1)臨
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3．歯科保存学第三講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 平井 義人 歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療 

助 教 授 高瀬 保晶 2波長発振レーザーは齲蝕の進行抑制効果があるか 

講  師 加藤 純二 405nm半導体レーザーの歯質及び軟組織に対する影響 

助  手 高橋  賢 顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究 

 武藤 由剛 各種修復材による修復後の窩洞内および象牙細管内微生物の存在状況について 

 天谷 哲也 2波長発振レーザーの軟組織応用に関する研究 

 春山 親弘 新規フッ素徐放性コンポジットレジンの実験病理学的研究 

 篠原  崇 DIAGNOdentと極微小焦点Ｘ線CT撮影装置の比較，検討 

 五十嵐章浩 フェムト秒レーザー照射後の歯質の観察 

大学院生 相沢 甲也 繰り返し速度を変化させたEr：YAGレーザー照射象牙質への接着に関する研究

 明石   豪 Er：YAGレーザー照射象牙質面への歯面処理した時の歯髄反応に関する研究 

 中澤妙衣子 漂白剤応用後の研磨が歯面の表面粗さと色調に及ぼす影響 

 大須賀敬悟 試作型プローブを用いた2波長レーザーによる脱灰象牙質の除去効果 

 久木留伸享 2波長レーザーの齲蝕治療効果 

 岡田  崇 GFPラットを用いた各種切開法の検討 

 小徳 祐司 405半導体レーザーによる細菌の殺菌効果に関する研究 

 星谷 雄太 Er:YAGレーザーのコンタクトチップの温度変化 

      

2．成果の概要 

1)漂白剤応用後の研磨が歯面の表面粗さと色調に及ぼす影響 

1．研究目的  

変色歯の改善方法の中で漂白法は、歯の切削を必要としないため、MIの観点からも注目され、普及してい 

る。高濃度過酸化水素水を主体とするoffice bleaching剤の応用により、エナメル質表層の硬度が低下する

ため、漂白後に行うよう推奨されている歯面研磨により、表面粗さや歯面の色調に変化を生じることが考えら

れる。 

そこで本研究では、office bleaching法を用いた漂白歯面に対する研磨が、エナメル質の表面形状と色と 

にどのような影響を及ぼしているかについて形態学的・色彩学的に検討した。 

 

2．研究方法 

漂白剤には松風ハイライトTM（松風）を、研磨ペーストにはフッ素非含有歯面研磨ペーストPRESSAGE（松 

風）を用いた。試料には冷凍保存したウシ抜去下顎前歯を用いた。表面粗さの測定（Ra）にはhandysurfE-30A

を用いた。測色は微小面分光色差計 VSS300H（日本電色工業）を用いた。計測結果は L*a*b*表色系を用いて

L*値、a*値、b*値を求め、それぞれ術前術後の値からΔRa および、ΔL*、Δa*、Δb*とした。実験群は、漂

白直後に研磨を行った群（以下HP群）、漂白のみ行った群（以下H群）、研磨のみを行った群（以下P群）の

3群に設定した。 

 



3．研究成績および考察  

表面粗さ(Ra)の比較では、P群と比較してHP群は有意に粗くなった。H群とP群、HP群とH群の間に有意 

差は認められなかった。群内の比較では、HP 群において、術前の値と処置二回目の値の間で有意差が認めら

れた。 

ΔL*について、HP群とH群は、P群と比較して有意に増加した。Δa*について、HP群、H群は、P群よりも 

有意に増加した。Δb*について、HP群、H群は、P群よりも有意に減少した。ΔL*、Δa*、Δb*のいずれにお

いても、HP群とH群の間に有意差は認められなかった。 

群内の比較では、HP群とH群において、術前と比較してL*値が有意に増加した。a*値では、すべての群で 

有意差は認められなかった。b*値は有意な減少を示した。  

 

4．結論 

1．漂白剤応用後、L*値は有意に増加した。また、b*値は有意に減少した。 

2．漂白後、歯面研磨を行うと、歯面研磨のみや漂白のみの場合よりも表面粗さは増加した。 

3．漂白後に歯面研磨を行った群と行わなかった群との比較で、色調に有意な変化は認められなかった。 

以上のことから、漂白後に歯面研磨を行うと表面粗さは増加するが、色調に影響を及ぼさないことが判明 

した。 

 

2)Er：YAGレーザー照射象牙質面への歯面処理した時の歯髄反応に関する研究 

1.研究目的 

Er:YAGレーザーの窩洞形成において、レーザー照射象牙質表層には構造欠陥やコラーゲン変性を伴う脆弱 

な変性層が存在するため、コンポジットレジンの象牙質に対する接着強さが低下すると言われている。現在、

象牙質への高い接着強さを得るために、変性層を化学的に処理する方法が注目されている。そこで今回我々は、

変性層に対して２種類の化学的処理法を用いた際の歯髄に対する安全性と組織学的変化を実験病理学的に比

較検討し、併せて接着界面の検討も行った。 

 

2.研究方法 

本研究は、生後1年以上経過した健康な成犬の永久歯を使用した。試作Eｒ:YAGレーザー装置（照射条件： 

先端出力100mJ/pulse,繰り返し速度10pps）に硬組織用コンタクトチップFTS15（先端径600μｍ）を装着し、

全身麻酔下において、残存象牙質の厚径が均一になるように電気抵抗値で測定しながら、注水下のもとBlack 

5級窩洞を形成した。その後、①37%リン酸で30秒間・10％次亜塩素酸ナトリウムで90秒間処理したもの（PA

群）、②5％グルタールアルデヒド水溶液で20秒間処理したもの(GA郡)に対し、通法に従い、光重合型コンポ

ジットレジンにて修復をおこなった。一方、化学的無処理群をコントロールとした。観察期間は術直後、7日

（短期例）、90日（長期例）とし期間経過後、頭頸部灌流固定を施し被験歯を採取した。通法に従いパラフィ

ン切片を作製し、ヘマトキシリン・エオジン複染色を行い光学顕微鏡下にて歯髄変化の実験病理学的検討を行

った。さらに窩洞内及び象牙細管内での微生物の存在を検索するため、グラム染色（ハッカーコーン染色）を

施した。また、象牙質とレジンとの接着界面を走査電子顕微鏡（以下SEM）にて観察した。なお、本研究は東

京歯科大学動物実験指針に基づき行った。 

 

 

 



3.研究成績および結論 

病理成績については、当教室における歯髄に対する判定基準に従った。観察期間中、各群とも歯髄に対す 

る重篤な変化は認められず、良好な病理成績が得られ、各群間での著名な差は認められなかった。また、各群

とも、観察期間とともに、良好な成績を示した。本研究では全ての観察期間において、細菌の侵入は認められ

なかった。SEMによる接着界面の観察では、コントロール群では、多くの場合、樹脂含浸層と変性層間に剥離

がみられた。GA群では同様な剥離が一部にみられた。PA群では連続性のある樹脂含浸層と規則的に配列した

多数のレジンタグが観察された。しかし、変性層が一部残存している場合や、樹脂含浸層において一部剥離が

見られた。 

以上より、変性層に対する化学的処理方法は、歯髄に対して安全性があり、良好な接着力が期待されるこ 

とが示唆された。 

 

3．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 

天谷 哲也 2波長発振レーザー照射後の組織は、どのような治癒形態

をたどるのか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

  

4．教育講演等教育に関する業績，活動 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

高瀬保晶 2006.2.27 第50回歯科医学教育セミナー  

演題：「e-Learningについて」 

情報システム管理委

員会 副委員長 

千葉市 

高 瀬 保 晶 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ

参加者 船橋市 

高 橋  賢 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ

参加者 船橋市 

天 谷 哲 也 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ

参加者 木更津市

武 藤 由 剛 2005.7.15 平成17年度教育ワークショップ 

歯学における準備教育-物質の科学- 

作業部会委員 千葉市 

五十嵐章浩 2005. 8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高瀬 保晶 2006.1.21 平成17年度北海道医療大学 

第4学年OSCE   

外部評価者 北海道 

石狩郡 

高瀬 保晶 2006.2.9 平成17年度第4学年CBT   試験実施委員 

サイトマネージャー  

千葉市 

高瀬 保晶 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE  評価者  

ステーション責任者 

千葉市 



氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

加藤 純二 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE   器材係 千葉市 

武藤 由剛 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE   器材係 千葉市 

高瀬 保晶 2006.3.8 平成17年度第4学年CBT 追・再試験 試験実施委員 

サイトマネージャー  

千葉市 
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 3. 高瀬保晶, 杉山利子, 平井義人 : 窩洞形態の標準化モデルについて, デンタルシミュレーション教育(DSE)研究
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単行図書 

 

 1. 平井義人編,天谷哲也(a): 著分担 :歯科保存マニュアル(第 4 版) (a)第１章 総論，第２章 窩洞，第３章 修復   

1.修復物の具備すべき形状，2.修復のための前準備 2～18 頁, 南山堂, 東京, 2006. 
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Engineering 7(23), 61370D-1～D-8, 2006.(Photonics West, 21-26 January 2006, San Jose, USA.) 脳科学研 (1)住友電

工 

 

 3. Akashi,G., Kato,J., Hirai,Y., Hatayama,H.(1), Inoue,A.(1) : Effects on soft tissue produced by a visible violet diode 

laser, Progress in Biomedical Optics and Imaging, Proceedings / SPIE - the International Society for Optical 

Engineering 7(23), 61370O-1～O-8, 2006.(Photonics West, 21-26 January 2006, San Jose, USA.) 細形研 (1)住友電工 

 

学会抄録 

 

 1. 五十嵐章浩, 加藤純二, 平井義人, 粟津邦男(1), 内園岳人(1) : フェムト秒レーザー照射後の歯質の観察, 日歯保

存誌 48(春季特別), 57, 2005.(第 122 回日本歯科保存学会春季学会, 札幌市) 細形研 (1)阪大・工学研究科 

 

 2. 天谷哲也, 大須賀敬悟, 春山親弘, 岡田 崇, 篠原 崇, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 2 波長レーザーによ

る歯肉切除の実験病理学的研究, 日歯保存誌 48(春季特別), 64, 2005.(第 122 回日本歯科保存学会春季学会, 札

幌市) 細形研 実動施設 

 

 3. 中澤妙衣子, 天谷哲也, 岡田 崇, 大須賀敬悟, 高瀬保晶, 平井義人, 小田 豊(1) : 漂白剤応用後の研磨が歯

面の色調と粗さに及ぼす影響, 日歯保存誌 48(春季特別), 89, 2005.(第 122 回日本歯科保存学会春季学会, 札幌

市) 細形研 (1)理工 

 

 4. 野呂明夫(1), 細川壮平(2), 高橋潤一(1), 秋廣良昭(2), 槇石武美(1), 平井義人 : 口腔リハビリ器具「パタカラ」を利用

した口腔筋機能療法(第 5 報)閉塞型睡眠時無呼吸患者への口腔リハビリの評価, 日歯保存誌 48(春季特別), 

118, 2005.(2005 年度日本歯科保存学会春季学会(第 122 回), 札幌市) (1)口健臨・保存科,(2)口健臨・総合歯科 

 

 5. 細川壮平(1), 野呂明夫(2), 高橋潤一(2), 秋廣良昭(1), 槇石武美(2), 平井義人 : 口腔リハビリ器具「パタカラ」を利用

した口腔筋機能療法(第 6 報)口呼吸患者への応用と評価法, 日歯保存誌 48(春季特別), 119, 2005.(2005 年度

日本歯科保存学会春季学会(第 122 回), 札幌市) (1)口健臨・総合歯科,(2)口健臨・保存科 

 

 6. 山本裕也(1), 小里達也(1), 山本隆志(1), 加藤純二, 相沢甲也, 亀山敦史, 天谷哲也, 平井義人 : Er:YAGレーザ

ー照射歯面への薄膜ボンディング材の接着性能, 日歯保存誌 48(春季特別), 132, 2005.(第 122 回日本歯科保存

学会春季学会, 札幌市) 細形研 (1)サンメディカル 

 

 7. 明石 豪, 加藤純二, 春山親弘, 天谷哲也, 高瀬保晶, 平井義人 : Er:YAG レーザー照射象牙質面に対する化

学的処理後の組織学的観察, 日歯保存誌 48(春季特別), 152, 2005.(第 122 回日本歯科保存学会春季学会, 札幌

市) 細形研 実動施設 

 

 

  



 8. 春山親弘, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 明石 豪, 久木留伸享, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 2 波長レーザー

による象牙質照射の実験病理学的研究, 日歯保存誌 48(春季特別), 155, 2005.(第 122 回日本歯科保存学会春季

学会, 札幌市) 細形研 実動施設 

 

 9. 大須賀敬悟, 天谷哲也, 春山親弘, 篠原 崇, 久木留伸享, 岡田 崇, 高瀬保晶, 平井義人 : 試作型プローブ

を用いた Er:YAG レーザーによる脱灰象牙質の除去効果, 日歯保存誌 48(春季特別), 158, 2005.(第 122 回日本

歯科保存学会春季学会, 札幌市) 細形研 

 

10. 五十嵐章浩, 加藤純二, 天谷哲也, 高瀬保晶, 平井義人 : フェムト秒レーザー照射によるエナメル質の表面形

状, 歯科学報 105(3), 266, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 

 

11. 大須賀敬悟, 天谷哲也, 春山親弘, 篠原 崇, 田代浩, 久木留伸享, 岡田 崇, 高瀬保晶, 平井義人 : 試作型

プローブを用いた Er:YAG レーザーによる脱灰象牙質の除去効果, 歯科学報 105(3), 268, 2005.(第 279 回東京

歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 

 

12. 中澤妙衣子, 天谷哲也, 岡田 崇, 大須賀敬悟, 緒形 毅, 高瀬保晶, 平井義人, 小田 豊(1) : 漂白歯の研磨が

色調と表面形状に及ぼす影響, 歯科学報 105(3), 271, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 (1)

理工 

 

13. 久木留伸享, 春山親弘, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 明石 豪, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 象牙質への 2 波

長レーザー照射による歯髄反応, 歯科学報 105(3), 275, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 

 

14. 天谷哲也, 大須賀敬悟, 春山親弘, 岡田 崇, 篠原 崇, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 2 波長レーザーによ

る歯肉切除後の創傷治癒, 歯科学報 105(3), 276, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会例会, 千葉市) 細形研 

 

15. 中澤妙衣子, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 高瀬保晶, 平井義人, 細矢由美子(1) : コンビネーション漂白における基礎

的研究, 日本歯科色彩学会総会・学術大会プログラム・抄録集 13, 29, 2005.(第 13 回日本歯科色彩学会 総会・学

術大会, 大阪市) 細形研 (1)長崎大・医歯薬総合研究科 

 

16. 天谷哲也, 中澤妙衣子, 篠原 崇, 大須賀敬悟, 五十嵐章浩, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 細矢由美子(1) : 

CO2 レーザーを併用したオフィスブリーチング －第 1 報 牛歯による測色－, 日本歯科色彩学会総会・学術大

会プログラム・抄録集 13, 30, 2005.(第 13 回日本歯科色彩学会 総会・学術大会, 大阪市) 細形研 (1)長崎大・医歯薬総

合研究科 

 

17. 高瀬保晶, 杉山利子, 平井義人 : 窩洞形態の評価 -16 番歯について-, 第 21 回 日本歯科人間工学会/日本人

間工学会 口と健康部会学術大会および総会 学術大会プログラム, 24, 2005.(第 21 回日本歯科人間工学会/日本

人間工学会 口と健康部会学術大会および総会, 札幌市) シンポジウム「人間工学から見た客観的評価に伴う歯学実技技能

実習 －切削実習について－」 

 

18. Igarashi,A., Utizono,T.(1), Kato,J., Awazu,K.(1), Hirai,Y. : Histological observation on dental irradiated by ultra short, 

日レーザー医会誌 26(2), 172, 2005.(16th Woald Congress of the International Society for Laser Surgery and Medicine, 

Tokyo, Japan) 脳科学研 細形研 (1)阪大・大学院・自由電子レーザー研究施設 

 

  



19. Amagai,T., Haruyama,C., Kato,J., Oosuka,K., Akashi,G., Kukidome,N., Takase,Y., Hirai,Y. : An experimental 

pathologic study about gingivectomy with dual, 日レーザー医会誌 26(2), 173, 2005.(16th Woald Congress of the 

International Society for Laser Surgery and Medicine, Tokyo, Japan) 細形研 実動施設 

 

20. Akashi,G., Kato,J., Hirai,Y., Hatayama,H.(1), Suganuma,H.(1), Inoue,A.(1) : Histological observation of soft tissue 

irradiated by visible, 日レーザー医会誌 26(2), 173, 2005.(16th Woald Congress of the International Society for Laser 

Surgery and Medicine, Tokyo, Japan) 細形研 実動施設 (1)住友電工 

 

21. Utizono,T.(1), Igarashi,A., Kato,J., Awazu,K.(1), Hirai,Y. : Histological Observation on Enamel Irradiated by Ultra 

Short Pulsed Laser., 日レーザー医会誌 26(2), 174, 2005.(16th world congress of the international society for laser, 

Tokyo, Japan) (1)阪大・大学院・自由電子レーザー研究施設 

 

22. 明石 豪, 加藤純二, 平井義人, 畑山 均(1), 粟津邦男(2) : 新規半導体レーザー(405nm)軟組織照射時の組織学

的変化, 日レーザー歯会誌 17(1), 35, 2005.(第 17 回 日本レーザー歯学会総会・学術大会, 新潟市) 細形研 (1)住友

電工株式会社,(2)阪大・工学研究科 

 

23. 天谷哲也, 春山親弘, 大須賀敬悟, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 岩見秀雄(1), 岡上吉秀(1) : 2 波長レーザー

におけるコンタクトチップの温度上昇, 日レーザー歯会誌 17(1), 41, 2005.(第 17 回 日本レーザー歯学会総会・学術

大会, 新潟市) 細形研 (1)株 モリタ製作所 

 

24. 春山親弘, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 明石 豪, 久木留伸享, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人 : 2 波長レーザー

による象牙質照射の実験病理学的研究, 日レーザー歯会誌 17(1), 42, 2005.(第 17 回 日本レーザー歯学会総会・

学術大会, 新潟市) 細形研 実動施設 

 

25. 久木留伸享, 天谷哲也, 大須賀敬悟, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 加藤哲男(1) : 2 波長レーザーによる殺菌

効果(第 1 報), 歯科学報 105(5), 549, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)微生物 

 

26. 天谷哲也, 久木留伸享, 大須賀敬悟, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 岩見秀雄(1), 岡上吉秀(1) : 2 波長レーザ

ーにおけるコンタクトチップの温度上昇, 日歯保存誌 48(秋季特別), 74, 2005.(50 周年記念大会 2005 年秋季学術

大会(第 123 回) 第 7 回日韓歯科保存学会学術大会, 東京) (1)モリタ製作所 

 

27. 大須賀敬悟, 天谷哲也, 久木留伸享, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 小高正樹(1), 岡上吉秀(1) : 試作型プロ

ーブを用いた 2 波長レーザーによる脱灰象牙質の除去効果, 日歯保存誌 48(秋季特別), 75, 2005.(50 周年記念

大会 2005 年秋季学術大会(第 123 回) 第 7 回日韓歯科保存学会学術大会, 東京) (1)モリタ製作所 

 

28. 久木留伸享, 天谷哲也, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 加藤哲男(1), 岩見秀雄(2), 小高正樹(2) : 2 波長レーザ

ーによる殺菌効果(第 1 報), 日歯保存誌 48(秋季特別), 75, 2005.(50 周年記念大会 2005 年秋季学術大会(第 123

回) 第 7 回日韓歯科保存学会学術大会, 東京) (1)微生物,(2)モリタ製作所 

 

29. Kato,J., Moriya,K.(1), Hirai,Y. : Application of CO2 laser for removal of oral mucocele, Progress in Biomedical Optics 

and Imaging, Proceedings / SPIE -- the International Society for Optical Engineering 7(23), 61370A-1～A-8, 

2006.(Photonics West, 21-26 January 2006, San Jose, USA.) (1)埼玉県 

 

  



30. Hatayama,H.(1), Kato,J., Akashi,G., Inoue,A.(1), Hirai,Y. : Ablation of dentin by irradiation of violet diode laser, 

Progress in Biomedical Optics and Imaging, Proceedings / SPIE -- the International Society for Optical Engineering 

7(23), 61370D-1～D-8, 2006.(Photonics West, 21-26 January 2006, San Jose, USA.) 脳科学研 (1)住友電工 

 

31. Akashi,G., Kato,J., Hirai,Y., Hatayama,H.(1), Inoue,A.(1) : Effects on soft tissue produced by a visible violet diode 

laser, Progress in Biomedical Optics and Imaging, Proceedings / SPIE -- the International Society for Optical 

Engineering 7(23), 6370O-1～O-8, 2006.(Photonics West, 21-26 January 2006, San Jose, USA. ) 細形研 (1)住友電工 

 

32. Haruyama,C., Amagai,T., Kato,J., Oosuka,K., Akashi,G., Kukidome,N., Takase,Y., Hirai,Y. : Pulp reaction after 

irradiation of dual wave length laser, 日レーザー医会誌 26(2), 173, 2006.(16th world congress of the international 

society for laser, Tokyo, Japan) 細形研 実動施設 

 

33. 中澤妙衣子 : コンビネーション漂白の組合せが色調に及ぼす効果, 日本歯科漂白研究会 2005 学術大会, 14, 

2006.(日本歯科漂白研究会 2005 学術大会, 東京) 細形研 

 

34. 小田 豊 (1) , 下野正基 (2) , 佐藤 亨 (3) , 村松 敬 (2) , 松坂賢一 (4) , 三宅菜穂子 (5) , 服部雅之 (1) , 高橋 賢,

太田一正(6) : 唾液腺房細胞の活性化の機序に及ぼすレーザーの影響, 平成 17 年度東京歯科大学口腔科学

研究センターワークショッププログラムおよび抄録集, 21～22, 2006.(平成 17 年度東京歯科大学口腔科学研究センタ

ーワークショップ, 千葉市) HRC5A03 細形研,分子生研 (1)理工,(2)病理,(3)補綴II,(4)臨検査,(5)口健臨・補綴科,(6)生化学 

 

  



4．小 児 歯 科 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 藥師寺  仁 光硬化型グラスアイオノマーセメントの歯髄に及ぼす影響（Ａ93-0450-1） 

助 教 授 関 口   浩 ヒト琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子構造の解明（Ａ96-0450-2） 

講  師 米 津 卓 郎 ビデオマクロスコープを用いた小児歯齦の観察（Ａ91-0450-5） 

 久 保 周 平 窩底象牙質厚径と電気抵抗値の関連性（Ａ90-0450-3） 

助  手 福 山 達 郎 側方歯群の位置の累年的変化（Ａ02-0450-1） 

 今 井 裕 樹 白色海綿状母斑の遺伝学的研究（Ａ01-0450-2） 

 原   麻 子 マイクロCTを用いた乳臼歯咬合面溝の三次元的観察（Ａ02-0450-3） 

 門 屋 真 理 小児歯科における障害者歯科診療の実態調査（Ａ05-0450-2） 

病院助手 宮 里 裕 美 鼻閉の程度と歯周疾患リスクとの関連性について（Ａ05-0450-1） 

 財部 賀央里  

 竹 内 智 子  

 山 﨑 智 子 白血球貧食作用にTreponema denticolaの及ぼす影響（Ａ05-0450-3） 

 山 下 治 人  

大学院生 牛 田 永 子 乳幼児Streptococcus mutansとStreptococcus sobrinus伝播（Ａ03-0450-1） 

 小 林 菜 穂 乳歯部局所の歯周病原性細菌は母親から伝播するか（Ａ03-0450-2） 

 織 田 進 也 ラット歯胚の発生に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-3） 

 桒 名 り え ラット歯胚の硬組織形成に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-2）

 佐野 由美子  

 泉 水 祥 江  

 田 中 公 子  

 

専 攻 生 

 

福 原 郁 子 

川 崎 広 時 

 

ガム咀嚼による脳機能変化についてのカオス分析 

2．成果の概要 

1）Effects of prolonged breast- and bottle-feeding on occlusal characteristics in the primary 

dentition 

本研究は、1歳6か月時、2歳時および3歳時に口腔内診査とアンケート調査を行った小児を対象とし、授 

乳法の相違および授乳期間別に3歳時における咬合状態を調査したものである。なお、指しゃぶりやおしゃぶ

りといった非栄養学的吸啜行動を有する小児は除外した。その結果、人工栄養の継続期間が長い小児ほど過蓋

咬合の発現率が高かった。一方、母乳栄養の小児は過蓋咬合の発現率が顕著に低く、逆に、1歳6か月から2

歳の間に卒乳した小児は反対咬合を呈する場合も多かった。母乳栄養の小児は非栄養学的吸啜行動の発現が極

めて少ないということを考え合わせると、母乳育児は、乳歯列咬合の正常な成長・発達に好ましいと考えられ

た。 

Pediatr Dent J 15(2), 176～179, 2005. 

 

 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

藥師寺 仁 

今井 裕樹 

The incidence of dental caries 

of deciduous dentition in 

relationship to normal 

occlusion and deep overbite 

Dept. of Pedodontics, 

School of Stomatology, 

Shanghai Tiedao 

University 

China Shi, Sizen 

関口  浩 DNA diagnosis of amelogenesis 

imperfecta 

Dept. of Pedodontics & 

Orthodontics, Institute 

of Dentistry, University 

of Helsinki 

Finland Alaluusua， 

Satu 

米津 卓郎 ①Effect of feeding methods on 

dental arch parameters 

②Attrition patterns in the 

primary dentition 

③Tooth size in the primary 

dentition relationship to 

fluoride intake 

④Relationship between 

dietary factors and primary 

dentition dental arch 

characteristics 

Dept. of Preventive and 

Community Dentistry, 

University of Iowa, 

College of Dentistry 

U. S. A Levy, 

Steven M. 

米津 卓郎 ①Tooth size‐arch length 

relationships in the primary 

dentition 

②Correlation of dental arch 

and anthropometric 

measurements in pre‐school 

children 

Dept. of Orthodontics, 

University of Iowa, 

College of Dentistry 

U. S. A Bishara, 

Samir E. 

 

 4．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育講演 

講演者 年月日 演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2005.5.23 多肢選択式試験問題および共用試

験CBT問題の作成について 

第42回歯科医学教育セ

ミナー 

千葉市 

藥師寺 仁 2005.7.24 心身障害児(者)の歯科診療指針 台北県歯科医師会主催  

心身障害者口腔保健担

当医師養成研修会 

台湾 

台北市 

藥師寺 仁 2005.8.29 幼若永久歯に対するApexification 中国顕微鏡歯内療法研

究会国際学術研討会 

中国  

北京市 



講演者 年月日 演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2005.10.14 乳歯萌出期の生活習慣と口腔の健康 日本小児歯科学会関東

地方会  

山梨県支部設立総会 

甲府市 

藥師寺 仁 2005.11.10 乳歯・幼若永久歯外傷とその後遺障害 同済大学附属第十人民

医院国際学術交流会 

中国  

上海市 

藥師寺 仁 2005.12.18 摂食・嚥下機能の発達と発達障害へ

の対応 

台湾口腔衛生科学学会

設立大会及び第１回学

術検討会 

台湾  

高雄市 

関口  浩 2005.10.7～9 心身障害児(者)の歯科診療指針 台北県歯科医師会主催  

心身障害者口腔保健担

当医師養成研修会 

台湾 

台北市 

関口  浩 2005.12.9～12 心身障害児(者)の歯科診療指針 台北県歯科医師会主催  

心身障害者口腔保健担

当医師養成研修会 

台湾 

台北市 

米津 卓郎 2005.11.10 低年齢児に対する歯科健康診査、 

小児歯科における咬合誘導法 

千葉県山武郡市歯科医

師会講演会 

東金市 

米津 卓郎 2005.11.25～28 Prevention and treatment 

consideration for the dental 

patient with special care 

台北県歯科医師会主催  

心身障害者口腔保健担

当医師養成研修会 

台湾  

台北市 

米津 卓郎 2005.12.1 おしゃぶりに関する専門的意見、 

情報の提供 

千葉県歯科医師会 

児童虐待防止に関する

合同委員会 

千葉市 

米津 卓郎 2006.1.26 おしゃぶり使用に関する見解につ

いて具体的指針作成に対する意見

の提供 

千葉県歯科医師会 

児童虐待防止に関する

合同委員会 

千葉市 

  

教育ワークショップ等 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

藥師寺 仁 2005.5.21～22 第17回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

サブディレクター 千葉市 

藥師寺 仁 2005.6.11～12 日本小児歯科学会教育問題検討委員会

主催多肢選択問題作成ワークショップ

タスクフォース 名古屋市

藥師寺 仁 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

サブディレクター 千葉市 

藥師寺 仁 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

サブディレクター・ 

講師 

船橋市 

藥師寺 仁 2005. 11.19～20 第 19 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

サブディレクター 千葉市 



氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

藥師寺 仁 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

サブディレクター・ 

講師 

船橋市 

 

藥師寺 仁 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

サブディレクター・ 

講師 

木更津市

 

関口 浩 2005.7.15 平成17年度教育ワークショップ 

歯科大学における語学教育 

作業部会委員 千葉市 

関口 浩 2005.10.22～23 第１回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

関口 浩 2006.3.17～18 第３回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

タスクフォース 木更津市

米津 卓郎 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティ確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市

久保 周平 2005. 5.21 ～22  第 17 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

久保 周平 2005.8.6～7 第18 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

 

久保 周平 2005.10.22～23 第１回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティ確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

福山 達郎 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティ確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市

今井 裕樹 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティ確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

 

原 麻子 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

関口 浩 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者・ST責任者 千葉市 

福山 達郎 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材責任者 千葉市 

 



論      文 

 

 1. 恩田尚余, 藥師寺 仁 : 乳歯列期から永久歯列期にいたる上顎の歯列弓周長と歯間空隙量の累年的変化, 小児

歯誌 43(3), 449～462, 2005. 原著 

 

 2. 大多和由美(1), 辻野啓一郎(1), 望月清志(1), 藥師寺 仁, 武田友孝(2), 石上惠一(2) : Sturge-Weber症候群児にカス

タムメイドタイプ・マウスガードを応用した1 例, 小児歯誌 43(3), 469～476, 2005. 症例 (1)口健臨・小児歯科,(2)スポ

ーツ歯 

 

 3. 米津卓郎, 黒須美佳, 門屋真理, 牛田永子, 藥師寺 仁 : 学術総説：指しゃぶりとおしゃぶりが乳歯列咬合に及

ぼす影響 非栄養学的吸啜行動が小児の咬合状態に及ぼす影響に関する累年的研究, 歯臨研 2(2), 50～57, 

2005. 総説 

 

 4. 関口 浩 : 遺伝性エナメル形成不全症の遺伝子診断, 小児歯臨 10(9), 31～41, 2005. 総説 

 

 5. Yu,F., Kubo,S., Yakushiji,M. : Effect of three fluoride agents on remineralization and fluoride uptake on enamel 

lesion, Pediatr Dent J 15(2), 165～170, 2005. 原著 

 

 6. Yonezu,T., Kadoya,M., Yakushiji,M. : Effects of prolonged breast- and bottle-feeding on occlusal characteristics in 

the primary dentition, Pediatr Dent J 15(2), 176～179, 2005. 原著 

 

 7. Warren,J.J.(1), Slayton,R.L.(2), Yonezu,T., Bishara,S.E.(1), Levy,S.M.(1), Kanellis,M.J.(1) : Effects of nonnutritive 

sucking habits on occlusal characteristics in the mixed dentition, Pediatr Dent 27(6), 445～450, 2005. 原著 

(1)University of Iowa,(2)University of Washington 

 

 8. 久保周平, 門屋真理, 竹内智子, 藥師寺 仁 : 外傷により脱落した乳中切歯を再植した 1症例, 日本外傷歯学会

雑誌 1(1), 81～87, 2005. 症例 

 

 9. Mochizuki,K.(1), Fujii,H., Mizuguchi,Y., Machida,Y., Yakushiji,M. : Tetracycline-tooth interaction: An elemental 

analysis from prenatal period to early childhood, Pediatr Dent J 16(1), 43～49, 2006. 原著 (1)口健臨・小児歯科 

 

10. 辻野啓一郎(1), 金子かおり(1), 坪倉亜希子(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 低年齢児の齲蝕処置内

容 －齲蝕罹患歯数および処置内容について－, 小児歯誌 44(1), 18～23, 2006. 原著 (1)口健臨・小児歯科 

 

解      説 

 

 1. 米津卓郎 : おしゃぶりは歯並び・発語に影響があるのか?, 治療 88(3 月増刊号), 897～900, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



単行図書 

 

1. 井上 孝(1)(a),(l),(o), 中村弘明(2)(b),(e),(g), 太田一正(3)(c),(d),(m), 渡邊弘樹(4)(d),(n), 関口 浩(f),大畠 仁(5)(h),(k), 

橋本貞充(6)(i),(m),(o), 阿部伸一(7)(j) : 著分担 :病態からみた発生 (a)病態からみた発生序論 1～7 頁,(b)受精

から妊娠 8～12 頁,(c)ES細胞 13 頁,(d)全身の発生 14～19 頁,(e)胚葉形成・神経管形成 20～21 頁,(f)奇形の

原因，遺伝子異常と診断 22～24 頁,(g)顔のイントロダクション、頭頸部の形成 25～27 頁,(h)顔面の形成と先天

異常 28～32 頁,(i)発育性嚢胞の発生 33～34 頁,(j)歯牙の発生、交換、加齢 35～40 頁,(k)歯周組織の発生と

疾患 41～45 頁,(l)歯原性腫瘍、歯原性嚢胞の発生 46～56 頁,(m)歯の発生異常と遺伝子 57～64 頁,(n)舌・唾

液腺、甲状腺の発生 65～68 頁,(o)舌・唾液腺、甲状腺の病態 69～80 頁, 南山堂, 東京, 2005. (1)臨検査,(2)生

物,(3)生化学,(4)超微構造,(5)口外,(6)病理,(7)解剖 

 

 2. 久保周平(a), 藥師寺 仁(a) : 著分担 :乳歯列期における外傷歯の診断と治療 (a)３ 乳歯外傷の処置法 変色乳

歯の処置法 54～55 頁, クインテッセンス出版, 東京, 2005. 

 

 3. 藥師寺 仁(a),(b): 著分担 :小児歯科マニュアル (a)第 8 章 小児の歯内療法 52～61 頁,(b)第 9 章 小児の歯周

疾患 62～69 頁, 南山堂, 東京, 2005. 

 

学会抄録 

 

 1. 牛田永子, 小林菜穂, 藥師寺 仁, 田中葉子(1), 奥田克爾(2), 石原和幸(2) : 乳幼児における Streptococcus 

mutans と Streptococcus sobrinus 感染, 小児歯誌 43(2), 193, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 

仙台市) (1)市病・小児科,(2)微生物 

 

 2. 小林菜穂, 牛田永子, 藥師寺 仁, 奥田克爾(1), 石原和幸(1) : 乳歯局所への歯周病原性細菌の感染, 小児歯誌 

43(2), 197, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 仙台市) (1)微生物 

 

 3. 関口 浩, 藥師寺 仁, 茂木悦子(1), 山口秀晴(1) : アメロジェニンとエナメリンの両遺伝子に変異が認められた遺伝

性エナメル形成不全症の一家系, 小児歯誌 43(2), 231, 2005.(第43 回日本小児歯科学会大会および総会 , 仙台市) 

(1)矯正 

 

 4. 西村文子, 原 麻子, 関口 浩, 藥師寺 仁, 井出吉信(1) : マイクロCTを用いた下顎第一乳臼歯咬合面溝の三次

元的観察, 小児歯誌 43(2), 250, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 仙台市) (1)解剖 

 

 5. 辻野啓一郎(1), 金子かおり(1), 坪倉亜希子(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 低年齢児の齲蝕処置内

容について 第 1 報 患児別にみた齲蝕罹患歯数,処置内容について, 小児歯誌 43(2), 251, 2005.(第 43 回日本

小児歯科学会大会および総会, 仙台市) (1)口健臨・小児歯科 

 

 6. 辻野啓一郎(1), 金子かおり(1), 坪倉亜希子(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 低年齢児の齲蝕処置内

容について 第 2 報 歯種別にみた処置内容,修復方法について, 小児歯誌 43(2), 252, 2005.(第 43 回日本小児

歯科学会大会および総会, 仙台市) (1)口健臨・小児歯科 

 

 7. 米津卓郎, 門屋真理, 財部賀央里, 藥師寺 仁 : 非栄養学的吸啜行動と乳幼児の栄養法および離乳の進行との

関連性, 小児歯誌 43(2), 280, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 仙台市) 

 

 

  



 8. 坪倉亜希子(1), 金子かおり(1), 辻野啓一郎(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 大学病院小児歯科来院

患者の定期健診に関する意識調査, 小児歯誌 43(2), 291, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 仙台

市) (1)口健臨・小児歯科 

 

 9. 金子かおり(1), 坪倉亜希子(1), 辻野啓一郎(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 大学病院小児歯科にお

ける低年齢児初診患児の実態調査, 小児歯誌 43(2), 292, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 仙台

市) (1)口健臨・小児歯科 

 

10. 福山達郎, 織田進也, 藥師寺 仁 : 小児歯科初診患児の実態調査, 歯科学報 105(3), 278, 2005.(第 279 回東京

歯科大学学会例会, 千葉市) 

 

11. Kubo,S., Kadoya,M., Takeuchi,T., Yakushiji,M. : Replantation of an avulsed primary central incisor, J Hard Tissue 

Biol 14(2), 154～156, 2005.(International Symposium of Maxillofacial & Oral Regenerative Biology, Okayama, Japan) 

 

12. Kadoya,M., Takeuchi,T., Kubo,S., Yakushiji,M. : Management of dental trauma -Clinical case of the intrusion of 

immature permanent teeth-, J Hard Tissue Biol 14(2), 216～217, 2005.(International Symposium of Maxillofacial & 

Oral Regenerative Biology, Okayama, Japan) 

 

13. Mochizuki,K.(1), Tsujino,K.(1), Ootawa,Y.(1), Yakushiji,M. : The fusion of bilateral maxillary and mandibular primary 

incisors, Int J Paediatr Dent 15(Suppl 2), 36, 2005.(20th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 

Sydney, Australia) (1)口健臨・小児歯科 

 

14. 川崎広時, 森主宜延(1), 藥師寺 仁, 瀧川守國(2) : ガム咀嚼による脳機能変化についてのカオス分析, 臨神生 

33(5), 437, 2005.(第 35 回日本臨床神経生理学会学術大会, 福岡市) 脳科学研 (1)鹿大・医歯・小児,(2)鹿大・神経精神科 

 

15. 竹内智子, 門屋真理, 久保周平, 藥師寺 仁 : 平成 15 年度の歯科大学病院小児歯科臨床における外傷に関す

る実態調査, 歯科学報 105(5), 529, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

16. 福山達郎, 織田進也, 山下治人, 関口 浩, 藥師寺 仁 : 乳歯歯冠修復法の実態調査, 歯科学報 105(5), 535, 

2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

17. 織田進也, 福山達郎, 山下治人, 関口 浩, 藥師寺 仁 : 永久歯歯冠修復法の実態調査, 歯科学報 105(5), 

536, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

18. 米津卓郎, 門屋真理, 藥師寺 仁 : 母乳栄養を歯科的に考える 第 1 報：歯列、咬合の成長・発達からみた場合, 

第 30 回千葉県小児保健協会総会プログラム, 2006.(第 30 回千葉県小児保健協会総会, 千葉市) 

 

19. 財部賀央里, 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 母乳栄養を歯科的に考える 第 2 報：う蝕罹患からみた場合, 第 30 回千葉

県小児保健協会総会プログラム, 2006.(第 30 回千葉県小児保健協会総会, 千葉市) 

 

20. 久保周平, 門屋真理, 竹内智子, 藥師寺 仁 : 小児の歯牙外傷後の定期診査の重要性, 第 30 回千葉県小児保

健協会総会プログラム, 2006.(第 30 回千葉県小児保健協会総会, 千葉市) 

 

21. 財部賀央里, 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 長期にわたる母乳栄養児の齲蝕罹患要因について, 小児歯誌 44(1), 98

～99, 2006.(第 20 回日本小児歯科学会関東地方会大会および総会, 東京) 

  



22. 久保周平, 門屋真理, 竹内智子, 藥師寺 仁 : 歯牙外傷後の経過観察の重要性 ―継続的な歯根発育後に根

端性歯周炎が発症した症例―, 小児歯誌 44(1), 103, 2006.(第 20 回日本小児歯科学会関東地方会大会および総会, 

東京) 
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5．口 腔 外 科 学 講 座 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 柴原 孝彦 口腔再建と機能評価（Ａ98-0470-1） 

マイクロアレイを用いた口腔癌の診断および治療 

 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学ならびに機能的研究 

 高野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子の同定 

助 教 授 大畠 仁 顎裂部骨形成におけるPlatelet-rich Plasma応用についての研究 

 高木多加志 顎顔面変形症の形態，機能異常の3次元的評価と治療予測（Ａ98-0470-1） 

講  師 中野 洋子 口蓋裂患者の音声言語学的研究 

 米津 博文 顎関節鏡視下剥離授動術前後の顎運動に関する研究(A98-0480-3) 

 片倉 朗 ラット舌癌の腫瘍血管構築の変化とその抗腫瘍効果についての実験的研究 

（Ａ98-0470-7） 

 須賀賢一郎 顎顔面変形症患者の顎運動機能が顎顔面形態に及ぼす影響 

 笠原 清弘 口腔癌手術におけるSIRSと術後合併症についての検討 

助  手 山内 智博 超薄膜HAコーティングインプラントの骨形成過程に関する研究 

 西堀 陽平 マウス二次口蓋発生における正中上皮索消失(A00-0480-5) 

 武田 栄三 口腔外科における手術侵襲と生体反応について（Ａ98-0470-2） 

 幾本 英之 骨組織への多血小板血漿（PRP）応用についての基礎的研究 

 野村 武史  口腔癌における顎骨浸潤のメカニズムに関する研究(A03-0470-3) 

 神山 勲 4-nitroquinolin 1-oxide（4NQO）誘発ラット舌癌に対する抗癌剤持続動注の

効果（Ａ96-0470-2） 

 山本 信治 口腔癌の第21番染色体におけるLOH解析と癌抑制遺伝子の検索 

（Ａ99-0470-4） 

 吉村 元 MEG を用いた口腔内異常感覚に対する言語中枢の制御に関する研究

(A01-0480-1) 

 澁井 武夫 口唇裂・口蓋裂児におけるエピジェネティックモディフィケーションの解析 

病院助手 浜瀬 真紀 下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関する臨床的研究（Ａ97-0470-2） 

 高木 亮 フローサイトメトリーを用いた口腔扁平上皮癌の核DNA量解析 

（Ａ94-0470-4） 

 椎木さやか 下顎後退症の顎位安定性に関する形態学的研究（Ａ99-0470-3） 

 神尾 崇 顎顔面変形症の形態、機能異常の3次元的評価と治療予測 

 藥師寺 孝 口腔扁平上皮癌におけるp16/CDKN2のhypermethlationと発現減弱 

 田中 千早 口腔扁平上皮癌におけるアポトーシス阻害蛋白Survivinの過剰発現 

（Ａ01-0470-02） 

 廬 靖文 ヒト口腔悪性腫瘍ならびに境界病変におけるバイオマーカーの検索 

（Ａ01-0470-03） 

 成田 真人 乳幼児外傷の統計学的研究 

 生野 貴裕 顎顔面形態と咬合分布に関する研究 



 渡邊 章 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

 大島 崇宏 マウス顎関節発生過程の形態学的観察 

 山田 美香 唾液タンパクが口腔癌に与える影響の解析 

 芦澤 怜 外科的顎矯正手術に関わる臨床解剖学的研究 

 堤 政雄 顎関節症患者における関節円板の形態学的観察 

 丸山 志帆 口唇口蓋裂患児の食生活について 

 嘉多山尚子 顔面非対称の術後の安定性に関する研究 

 宮 忠仁 拡大内視鏡を応用した口腔粘膜の微細血管網の観察 

大学院生 恩田 健志 口腔癌関連遺伝子タンパクの同定ならびに機能解析 

 中本 大介 頭頸部癌における重粒子線治療の抗腫瘍効果に対する実験的研究 

（Ａ94-0470-5） 

 別所 央城 MEG計測による大脳皮質野の特定 

 市川英三郎 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析、日本人骨格性下顎前突症の遺

伝子解析 

 水橋 博行 生体吸収性骨接合材料の骨治癒期間中における疲労特性について 

 鈴木 憲久 頭頸部非扁平上皮癌における各染色体の欠失状況の解析 

 与謝野 明 矯正インプラントアンカーの適応症例に関する検討 

 江里口 雅 片側唇顎口蓋裂患者に対する二段階口蓋形成術の顎発育抑制予防に関する計

測学的研究 

 大金 覚 口腔扁平上皮癌におけるSYK癌抑制遺伝子の発現解析 

 宗宮 英希 培養骨膜細胞を用いた骨再生療法の検索 

 村松恭太郎 歯周病原菌vaccine免疫の心冠動脈を含む動脈疾患への影響 

 柿本 吉堂 口腔扁平上皮癌患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析 

 作間 巧 口腔癌関連遺伝子の発現解析および機能解析 

 菅原 圭亮 頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝子多型解析とその臨床応用に関する研究 

 松原志津加 下顎歯肉扁平上皮癌の顎骨浸潤に関する臨床病理学的検討 

 右田 雅士 4-nitroquinolin 1-oxide (4NQO）誘発ラット舌軟組織病変に対する光線力学

療法の効果 

 山本 雅絵 顔面の非対称性に関する顔貌形態と骨格形態との関連性に関する研究 

 黒岩 司 口腔癌におけるマッピングアレイを用いた全ゲノム上の解析 
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2．成果の概要 

1)口腔癌抑制遺伝子の解析（Ａ89-0470-13，Ａ99-0470-4，Ａ01-0470-01，Ａ01-0470-02，Ａ94-0470-5） 

口腔癌は未知のものを含め、様々な遺伝子が蓄積した結果発生するものと考えられている。我々は口腔癌 

関連遺伝子の異常を染色体の構造解析と、単一遺伝子の機能解析の両面からアプローチしている。今回我々は

口腔癌の頚部リンパ節転移症例や予後不良症例について切除標本よりDNAを採取し、ヒト第2番、3番および

21 番染色体上のヘテロ接合性消失（LOH）およびマイクロサテライト不安定性（MSI）の状況を検索した。そ

の結果それぞれにおいて複数の異なった共通欠失領域が同定され、新規癌抑制遺伝子の存在が示唆された。す

なわち口腔癌の悪性度の同定や、治療法の検討について重要な情報となり得るものと思われた。 

アポトーシス関連遺伝子であるSurvivinをmRNAおよびタンパクの発現から解析した。その結果、前癌病 

変である白板症および口腔扁平上皮癌において高い発現率を示した。この結果よりSurvivinは口腔扁平上皮

癌の発生と強い関係があるものと推察された。さらにその発現はメチル化というepigeneticな機構により制

御されていることが示唆された。 

細胞周期に関わるCDKNA/p16遺伝子のプロモーター領域における高メチル化にDNAメチルトランスフェラ 

ーゼが関与しているか口腔癌組織と健常組織の間で比較検討した。その結果p16遺伝子の高メチル化とタンパ

クもしくはmRNAの減弱を認めた。対照的にDNAメチルトランスフェラーゼはmRNAおよびタンパクともに発現

していた。しかしながら両者に相関は認められなかった。これらのことから p16 遺伝子の高メチル化と DNA

メチルトランスフェラーゼの強発現とはそれぞれが異なる経路で起こるイベントではないかと考えられた。 

Asian J Oral Maxillofac Surg 17(2), 135～137, 2005. 

Int J Oral Maxillofac Surg 34, 789～793, 2005. 

J Oral Maxillofac Surg 63, 1489～1493, 2005. 

Bull Tokyo Dent Coll 46(1-2), 17～25, 2005. 

J Oral Maxillofac Surg 63(5), 618～622, 2005. 

Clin Cancer Res 11(7), 2713～2719, 2005. 

歯科学報 105(5), 446～452, 2005. 

Int J Radiation Oncology Biol Phys 65(3), 867～875, 2006. 

British J Cancer 94, 698～709, 2006. 

Int J Oncol 28, 873～881, 2006. 

日歯医学会誌 25(3), 54～62, 2006. 

 

2) 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

非症候性の口唇裂・口蓋裂などの口腔顔面裂は、アジア人の方が欧米人やアフリカ人と比べて多く発症す 
る。本研究は、他の人種で本疾患に関連があると報告された遺伝子、またマウスの実験で口唇裂・口蓋裂に関

与するとされた遺伝子などの候補遺伝子が、アジア人または日本人口唇裂・口蓋裂の発症に関わっているか否

かを解明することを目的としたものである。東京歯科大学および長崎大学においてヒトゲノム・遺伝子解析倫

理委員会の承認を受け、十分なインフォームド・コンセントを得た非症候性の日本人口唇裂・口蓋裂患者、両

親、対照健常者を対象とした。解析方法は変異解析と相関解析を行った。その結果、変異解析において唇顎口

蓋裂患者においてPAX9遺伝子の変異が認められ、相関解析においてTGFB3遺伝子内多型が日本人の非症候性

口唇裂・口蓋裂患者と関連していることが認められた。またRYK遺伝子内多型がベトナム人の非症候性 
口唇裂・口蓋裂患者と関連していることが認められた。 
J Hum Genet 51, 38～46, 2006. 



3)マウス顎関節発生過程の形態学的観察 

マウス顎関節の発生過程に関する報告は散見されるが、いまだ確立された所見は得られていない。マウス 
胎仔の下顎頭およびその周辺組織は出生直前に急激な石灰化が始まるといわれているが、そのことを精密な画

像診断機器を用いて調査した報告はみられない。また、マウスの下顎骨とメッケル軟骨の組織発生における発

生過程の様相を三次元的に観察した報告もみられない。そこで本研究は、マウス顎関節の発生過程を三次元形

態学的に明らかにするため、妊娠後期の胎仔頭部をマイクロCTで撮影し、得られた画像の三次元構築を行っ

て下顎頭およびその周辺組織の石灰化の程度を観察した。さらに妊娠後期胎仔の顎関節部において、厚さ5μ
mの前額断連続切片H-E染色標本を作製し、それら連続切片標本の三次元構築を行い、下顎骨とメッケル軟骨

の位置的関係を調査した。その結果、マウス胎仔の下顎頭およびその周辺組織は胎齢18日から胎齢19日にか

けて急激に骨化することが明らかになった。一方、三次元画像の観察において、下顎頭は胎齢15日の時点で

はメッケル軟骨を囲むように認められたが、胎齢の経過とともに下顎骨近傍のメッケル軟骨は幅径を増し占め

ていく様相が明らかとなった。さらに胎齢16日を過ぎると下顎骨の近くのメッケル軟骨は細くなり、後方部

は大きさを増し、後方へと発展していく様相が明らかとなった。 
日口蓋誌30(1), 1～11, 2005. 

 

4）MEG計測による大脳皮質野の特定 

MEGを使用し、硬口蓋を純粋に刺激することによって一次体性感覚野再現領域を特定し、その広さおよび部 

位識別能について検討した報告は見られない。そこで、本研究は健康成人10名の被験者の右側第一口蓋ヒダ、

第三口蓋ヒダ、大口蓋孔部の硬口蓋粘膜3ヵ所の電気刺激を行い、体性感覚誘発脳磁場計測を行うことによっ

て、硬口蓋再現部位を特定し、その部位と正中神経を刺激し得られた局在との比較を行った。これらの応答は、

刺激後ともに約 15 ms (1M) 、約 65 ms (2M) 、約 125ms(3M)にピーク潜時を持っていた。硬口蓋部刺激後の

体性感覚誘発脳磁場の1M成分を形成する ECDs は、全被験者で刺激対側の中心後回外側部に同定された、さ

らに同側の第一次体性感覚野に第一口蓋ヒダ刺激時には 10 人中 9 人が、第三口蓋ヒダ刺激時には 10 人中 4

人に確認することが出来た、これは硬口蓋の前方部が両側支配をする鼻口蓋神経、後方が片側のみを支配する

大口蓋神経が支配している解剖学的知見を裏付けるものであった。2M、3Mの成分のECDs はそれぞれ左右両側

半球の中心溝の後方の中心後回外側部と、第二次体性感覚野に同定された。1M、2M 刺激対側での 3 カ所の硬

口蓋電気刺激による ECDs 局在はそれぞれの皮質局在座標において有意な差は認められなかったが、これら3

カ所の硬口蓋 ECDs の局在と正中神経刺激時とを比較すると硬口蓋ECDsは、有意に前方・下方・外側に位置

していた。今回の研究において、第一次体性感覚野における硬口蓋再現部位が明らかとなった。また、体性感

覚入力をうける皮質領野の大きさは、その部位の感覚受容体の数に比例するが硬口蓋部の感覚受容器分布は一

般的に密度が低いことが知られており期待した通り、硬口蓋皮再現部位はS1領域において狭い領域を有する

ことが明らかとなった。 

音声言語医学 46(3), 179～184, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



5）顎関節症患者における炎症性サイトカイン遺伝子多型の発現頻度に関する多研究 

顎関節症患者の約６割以上を占める顎関節円板障害患者についての自然経過の観察から約85％の患者が良 

好な経過を示すことがほぼ明らかになっている。しかし、自然経過が不良な残り約 15％の患者については、

その原因は不明である。そこで、本研究では炎症性疾患における組織破壊と関連性が示唆されている炎症性サ

イトカイン(IL-1およびIL-1RA )の遺伝子多型に注目し、顎関節部痛が6か月間以上持続している顎関節症患

者について炎症性サイトカイン(IL-1およびIL-1RA )の遺伝子多型の発現頻度を解析し、経過の良否に宿主側

の要因が関与しているか否かを検討することが特色である。 

本研究で顎関節症患者の宿主側要因を解明しようとする試みが独創的である。本研究により、顎関節症患 

者の増悪・促進因子としての遺伝子多型が関与していることが判明した場合には、自然経過が不良な約 15％

の患者を臨床的に鑑別することが可能となり、2次ないし3次医療機関における早期治療が開始できると予測

される。同時に、良好な経過を示すであろう約 85％の患者については過剰な治療が抑制でき、医療経済的に

も貢献できると予測された。 

日顎関節会誌 17(3), 209～214, 2005. 

 

6）口腔扁平上皮癌患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析 

 癌治療において転移の有無は重要な診断情報であり、その後の治療方針に大きく影響する。循環血清中に 

は多くのfree  DNAが存在する事が知られているが、その中で、腫瘍細胞のfree  DNAの特定が可能となれば、

転移の早期診断や治療の効果判定に大いに役立つのは明らかである。頭頸部領域の種々の腫瘍におけるLOHに関

する研究から、組織型別LOH（Loss of  Heterozygosity:ヘテロ接合性消失）のマイクロサテライト領域が判明

している。このLOHの局在情報を癌細胞の指紋と考え、循環血清中の 腫瘍free DNA中における腫瘍LOHの有無を

検索した。対象は当科を受診した口腔扁平上皮癌患者の正常と腫瘍組織ならびに血清（術前・術後1ヶ月）DNA

を用いた。得られたDNAについて、第2･ 3･21番染色体上に散在する9カ所のマイクロサテライト領域をPCR-LOH

法により解析する。術前、術後の血清について解析することにより、循環腫 瘍細胞は血清中に腫瘍DNAの存在

に関与する可能性が明らかとなった。 

日口外会誌 51(8), 374～381, 2005. 

 

7) 下顎後退症に対する下顎枝矢状分割術後の顎位安定性 

下顎後退症では、習慣性の前方咬合に起因した下顎頭の形態変化や下顎 窩内での位置異常が認められる事 

が多く、さらに開口筋群や舌圧などの 影響により、顎矯正手術後の安定性を保つことが難しいとされている。

本研究では、ある一定条件を満たす骨格性下顎後退症について、術前後 の顎位のコントロ−ルと術式の改良な

どを行って、術前から術後1年間 の下顎位の変化を観察し、顎位と咬合の安定性について形態学的な検討を

行った。対象となる 19 症例に対して下顎枝矢状分割術を施行。over correction として、前歯部は切端位、

臼歯部は咬合間隙を約1.5mmとした。観察時期は、術前矯正終了時、術直後・顎間固定中、手術1ヵ月後、3

ヵ月後、6ヵ月後、12ヵ月後とし、側面頭部X線規格写真を撮影し、各時期についてRiketts分析等の22項

目 について検討した。前方移動術を行った下顎は、術後１年迄に徐々に時計回りに回転しながら後方へ移動

してゆき、術後1〜3ヵ月の間では若干、前方への移動 が見られた。そして前歯部の被蓋は深くなってゆき、

臼歯部のspace closeは約3ヵ月後頃までに終了し、over correction の解消を遂 げた。その後顎位は安定

し、機能下における新しい顎位と咬合を獲得し たことが示唆された。 

日顎変形誌 15(2), 59～67, 2005. 

 



8) 顔面の非対称性に関する顔貌形態と骨格形態との関連性に関する研究 

顎変形症の顔貌や骨格の形態評価は、様々な手法が行われているが、顔面の対称症については統一された 

評価方法、基準が存在しないのが現状であり、非対称性の評価は矯正歯科医、口腔外科医の主観的な感覚に大

きく左右されていると考えられる。今回、主観的評価と客観的評価の関連性について、主観的評価により顔面

の非対称と診断された場合に、骨格的な部位ではどの位置にどの程度の非対称が存在しているのかについて検

討した。対象は当科を受診した未治療の顎変形症患者118名とした。主観的評価は、日本矯正歯科学会認定医

ならびに日本口腔外科学会専門医の資格を持つ、それぞれ3名の計6名により正貌写真を用いて顔面の非対称

をGrade 0から3の4段階で評価する方法で行った。客観的評価、すなわち骨格の評価は正貌頭部X線規格写

真を用い藤波らの研究で作成された基準図形の計測項目 Lo-Lo, Lo-J, J-J, J-ANS, Co-Co, Co-Ag, Ag-Ag, 

Ag-Me 間の距離、およびLo, J, ANS, Co, Ag, Meの角度について評価を行ない、主観的評価のGrade ごとに

骨格形態の検討を行った。顔面非対称は主観的評価のGradeが上がるにつれて角度的な評価においてMe Angle

が減少する傾向がみられ、骨格におけるMeの位置が顔面の非対称性を認識するうえでの影響が強いのではな

いかと推測された。また、距離的な評価においては、Gradeの差による著名な変化はわずかであった。しかし

Meに関与する計測項目ではGradeにより差がみられた。 

日顎変形誌 15(2), 47～58, 2005. 

日顎変形誌 15(2), 68～77, 2005. 

 

9) 下顎前突症に対する外科的咬合平面の改善 

外科矯正治療では、咬合平面の改善を必要とする症例がある。なかでも、上顎前突症や開咬症での咬合平 

面傾斜の改善について、術後の安定性についての報告は散見されるが、下顎前突症についての報告は少ない。

我々は、下顎前突症の患者で咬合平面の前後的改善を図った症例について、術後の安定性を比較検討した。対

象は、下顎前突症の患者で上下顎同時移動術を行った15名（男性3名、女性１2名）であった。術式は、上

顎後方部(PNS)を上方へ移動することにより咬合平面傾斜の改善を図った。固定法は、上顎は左右の頬骨下僚

部をチタン製ミニプレート、左右梨状孔側縁部を吸収性ミニプレート（PLLAプレート）で固定した。下顎は

骨貫通スクリューないしロッキングプレートで固定した。評価は、術前、術後1、3、6、12ヶ月に側面頭部X

線規格写真を撮影し、それらを分析して検討した。その結果を下顎の固定法の違いによって比較した。上顎は

ANS、A点において水平的に約1ミリの後方への移動、垂直的には約0.8ミリの上方移動が認められた。PNS

は垂直的に下方移動が認められ、術後からS-N平面に対する口蓋平面角が約1度減少した。下顎はポゴニオン

の位置でスクリューで固定したものは約0.5ミリ、プレート固定したものは約2ミリの水平的な前方移動が認

められた。この結果より、下顎は従来からいわれているとおり、スクリューで固定した場合の方が安定してい

た。同様に、上顎の安定性についても下顎をスクリューで固定した場合がより安定することが明らかとなった。 

歯科学報 105(3), 200～206, 2005. 

歯科学報 105(2), 139～147, 2005. 

Bull Tokyo Dent Coll 46(3), 67～78, 2005. 

 

 

 

 

 

 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

山本 信治 

高木 亮 

口腔癌における重粒子線照射

治療の基礎的，臨床的研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

山本 信治 

中本 大介 

頭頸部悪性腫瘍における循環

血清free DNAの検出とその臨

床応用 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

山本 信治 

菅原 圭亮 

頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝

子多型解析とその臨床応用に

関する研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

恩田 健志 

作間 巧 

口腔癌関連遺伝子の同定と

アミノ酸解析について 

千葉大学医学部 

歯科口腔外科 

千葉市 丹沢 秀樹 

柴原 孝彦 

野村 武史 

松原志津加 

高山 裕樹 

口腔扁平上皮癌における顎骨

浸潤発現のメカニズムに  

関する研究 

徳島大学歯学部 

口腔外科 

徳島市 佐藤 光信 

柴原 孝彦 

高野 伸夫 

片倉 朗 

山本 信治 

黒岩 司 

口腔扁平上皮癌発生過程にお

ける全染色体の欠失状況と癌

抑制遺伝子の異常状況の解析

東海大学医学部 

口腔外科 

伊勢原市 金子 明寛 

柴原 孝彦 

山本 信治 

黒岩 司 

Loss of heterozygosity 

(LOH) on chromosomes 2q, 3p 

and 21q in Indian oral 

squamous cell carcinoma 

International Centre 

for Tropical Oral 

Health, Department of 

Maxillofacial Surgery

Poole Hospital NHS 

India Chitta R 

Choudhury      

柴原 孝彦 

片倉 朗 

神山 勲 

右田 雅士 

口腔悪性腫瘍に対する光線力

学療法の応用 

早稲田大学理工学総合

研究センター  

東京 宗田 孝之 

内山 健志 

渡邊  章 

大畠  仁 

中野 洋子 

幾本 英之 

市川英三郎 

日本人口唇裂・口蓋裂患者に

おける候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院医歯薬

学総合研究科原爆後遺

障害医療研究施設分子

医療部門変異遺伝子解

析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦孝一郎 

秋田 定伯 

平野 明喜 

 



学外施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

米津 博文 

渡邊 章 

山田 美香 

顎関節症患者における炎症性サ

イトカイン遺伝子多型の発現頻

度に関する多施設共同研究 

1. 北海道医療大学 

2. 北海道大学 

3. 山形大学 

4. 新潟大学 

5. 東京医科歯科大学 

6. 神奈川歯科大学 

7. 愛知学院大学 

8. 大阪歯科大学 

9. 九州大学 

10. 九州歯科大学 

1. 石狩郡 

2. 札幌市 

3. 山形市 

4. 新潟市 

5. 東京都 

6. 横須賀市 

7. 名古屋市 

8. 大阪市 

9. 福岡市 

10. 福岡市 

1. 柴田考典 

2. 戸塚靖則 

3. 濱本宜興 

4. 高木律男 

5. 木野孔司 

6. 久保田英朗

7. 栗田賢一 

8. 覚道健治 

9. 甲斐貞子 

10. 高橋 哲 

武田 栄三 

別所 央城 

炭酸水による舌刺激時の  

反応時間の測定 

産業技術総合研究所 つくば市 斉藤 幸子 

武田 栄三 

別所 央城 

味覚障害の客観的計測技術  

ならびに従来の検査法の自動

化，高速化技術の開発 

産業技術総合研究所 つくば市 小早川 達 

高木多加志 

神尾  崇 

顎顔面変形症の形態，機能異

常の3次元的評価と治療予測

株式会社ユニスン 大阪市 村本 陸司 

高木多加志 口腔・顎顔面形態の3次元計

測の標準化に関する研究 

1. 佐賀医科大学 

2. 大阪大学 

1. 佐賀市 

2. 大阪市 

1. 後藤昌昭 

2. 森 悦秀 

高木多加志 

 

下顎枝矢状分割術後のオトガ

イ神経知覚障害検査方法の標

準  規格化に関する研究 

1. 佐賀医科大学 

2. 大阪大学 

1. 佐賀市 

2. 大阪市 

1. 後藤昌昭 

2. 森 悦秀 

片倉  朗 

高木  亮 

フローサイトメトリーを用い

た口腔扁平上皮癌の核DNA量

解析 

北海道大学 札幌市 井上 勝一 

片倉  朗 

 

口腔白板症に対する緑茶カテキ

ンの効果に関する臨床的検討 

(株）伊藤園中央研究所 榛原市 提坂 裕子 

 

 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 

内山 健志 日本人下顎前突症患者における候補遺伝子の

解析 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

高木多加志 顎変形症患者の硬組織と軟組織の三次元形態

分析に関する研究 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

武田 栄三 脳磁場計測による大脳皮質味覚野の特定と味

覚障害に対する他覚的客観的評価法の確立 

 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 



研究代表者 研究課題 研究費 

野村 武史 ヒト口腔癌の顎骨浸潤に関わる分子標的因子

の解明 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

山本 信治 口腔癌における循環血清 free DNA（腫瘍）の

検出とその臨床応用に関する研究 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

廬 靖文 

 

Syndecan-1 の消失は口腔癌の悪性度と関係し

ているか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

片倉 朗 口腔粘膜疾患のコンピュータによる診断シス

テムの作製 

教育・学術方法等改善支援経費・教育学習

方法等改善支援分 

片倉  朗 唾液タンパクが口腔癌に与える影響の解析 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサー

チセンター経費(第5) 

武田 栄三 MEG計測による大脳皮質味覚野の特定 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサー

チセンター経費(第6) 

与謝野 明 外科矯正手術による上顎咬合平面傾斜改善と

術後安定性について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

水橋 博行 生体吸収性骨接合材料の骨治癒期間における

疲労特性 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

 

 5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

柴原 孝彦 2005.4.23 Diagnosis and Treatment of Early 

Oral Carcinoma 

第 46 回大韓口腔顎顔面

外科学会 

韓国 

柴原 孝彦 2005.9.1 New Developments in prevention and 

early diagnosis of oral cancer: 

Molecular interventions 

第1回International 

Working Group Meeting 

on Tropical Oral Health 

イギリス

柴原 孝彦 2005.9.2 Image Uptake analysis of cancer: a 

new method of CCD camera 

第1回International 

Working Group Meeting 

on Tropical Oral Health 

イギリス

高木多加志 2005.6.3 咬合の再構築とインプラント矯正の

新展開 

第 15 回日本顎変形症学

会総会 

徳島市 

西堀 陽平 2006.1.26 エナメル上皮腫の治療法−顎骨切除術− 第 24 回日本口腔腫瘍学

会総会 

北九州市

 

 

 

 

 

 



ポスター賞 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

渡邊 章 2005.5.26 アジア人種における口唇裂・口蓋裂の候

補遺伝子の解析 

第29回日本口蓋裂学会 

総会 

東京 

別所 央城 2005.11.26 Topographic localization of the 

palate area in human somatosensory 

cortex 

第53回JADR 岡山市 

澁井 武夫 2005.12.5 Sequential Multidisciplinary 

Treatment for Cleft Lip and Palate 

Patients in Our Clinic 

第1回International 

Workshop of the 

International Cleft 

Lip and Palate 

Foundation 

India 

恩田 健志 2006.1.26 口腔扁平上皮癌のプロテオミクス解析 第 24 回日本口腔腫瘍学

会総会 

北九州市

片倉 朗 2006.1.26 口腔癌検診事業の普及と将来性 

-(社)千葉市歯科医師会との事業モデル

ケースの実施- 

第 24 回日本口腔腫瘍学

会総会 

北九州市

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

柴原 孝彦 2005.5.14 やってはいけない処置と見落としては

いけない粘膜疾患 

東京歯科大学同窓会 

秋田支部学術講演会 

秋田市 

柴原 孝彦 2005.6.25 口腔がんと癌検診 江戸川区歯科医師会 東京 

柴原 孝彦 2005.7.14 日常小手術の勘所 ―卒後再び解剖標

本に触れて再確認する― 

東京都歯科医師会 東京 

柴原 孝彦 2005.9.10 新生 口腔外科学講座 東京歯科大学同窓会 

“精到会” 

東京 

柴原 孝彦 2005.9.28 口腔癌検診の重要性 印旛郡市歯科医師会 

佐倉地区 

印旛郡市

柴原 孝彦 2005.10.5 口腔外科ケースファイル-神経損傷- 東京歯科大学同窓会 

杉並支部杉水会 

東京 

柴原 孝彦 2005.11.10 市民のための歯科講座 口腔ガンの早

期発見のために 

千葉市歯科医師会 千葉市 

柴原 孝彦 2005.11.20 やってはいけない処置と見落としては

いけない口腔癌 

海上郡市歯科医師会学

術講演会 

海上郡市

柴原 孝彦 2005.12.5 歯科医師会と協力して行なっている口

腔癌検診 

東京歯科大学同窓会 

山梨支部学術講演会 

甲府市 



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

柴原 孝彦 2006.1.15 口腔癌検診について 館山市民のための歯科

講座 佐々木歯科フォ

ーラム 

館山市 

柴原 孝彦 2006.3.5 開業歯科医師が見抜けなければいけな

い口腔ガンおよび類似疾患 

ADC（エイコン・デンテ

イスツ・クラブ）学術講

演会 

東京 

柴原 孝彦 2006.3.15 口腔癌と癌検診 足立区歯科医師会 東京 

高野 伸夫 2005.5.14 歯科臨床における偶発症 東京歯科大学同窓会 

“彗星会” 

東京 

高野 伸夫 2005.5.16 都立病院におけるリスクマネージメント 東京歯科大学医療安全

研修会 

千葉市 

高野 伸夫 2005.9.9 顎口腔領域の化膿性炎について 東京歯科大学理工懇談

会 

東京 

高野 伸夫 2005.9.10 都立病院における臨床経験 東京歯科大学同窓会 

“精到会” 

東京 

高野 伸夫 2005.9.28 口腔内組織欠損に対する隣接粘膜弁の

応用 

東京歯科大学千葉市同

窓会 

千葉市 

高野 伸夫 2005.12.4 歯科臨床における偶発症と医療連携 東京歯科大学同窓会千

葉県支部学術講演会 

千葉市 

高野 伸夫 2005.12.10 大学の現況と歯科臨床における偶発症 東京歯科大学同窓会茨

城県支部学術講演会 

水戸市 

高野 伸夫 2006.1.22 歯性化膿性炎と歯科臨床における偶発症 富山県歯科医師会 

燦水会 三二会 

富山市 

高野 伸夫 2006.2.25 こんな症例は要注意 医療連携 東京歯科大学船橋市 

同窓会 東歯会 

船橋市 

片倉 朗 2005.7.16 口腔外科手術の勘所 

-卒後再び解剖標本を手にして- 

千葉市歯科医師会学術

講演会・モデル事業講演

会 

千葉市 

片倉 朗 2005.11.10 口腔ガン検診事業研修会 千葉市歯科医師会学術講

演会・モデル事業講演会 

千葉市 

片倉 朗 2006.3.28 あなたの健康情報、だいじょうぶ？ 

-科学的根拠に基づくがん予防- 

(社)かながわ健康財団

がん対策推進本部 

がん克服シンポジウム 

横浜市 

 

 

 

 

 



  教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

柴原  孝彦 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

 

高野 伸夫 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学 

カリキュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

片倉 朗 2005.7.15 平成17年度教育ワークショップ 

歯科大学における語学教育 

作業部会委員 千葉市 

片倉 朗 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

須賀賢一郎 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

 

笠原 清弘 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

 

笠原 清弘 2005.8.26～27 平成17年度第2回共用試験歯学系 OSCE

ワークショップ 

参加者 坂戸市 

野村 武史 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

 

西堀 陽平 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

山本 信治 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学 

カリキュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

神 山 勲 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学 

カリキュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

吉村 元 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学 

カリキュラム研修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高木多加志 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

中野 洋子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

米津 博文 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

片倉 朗 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市 

須賀賢一郎 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

笠原  清弘 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

山内  智博 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

西堀 陽平 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

野村 武史 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 



氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

山本 信治 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

澁井 武夫 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

嘉多山尚子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

丸山 志帆 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

宮 忠仁 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

笠原  清弘 2006.1.21 平成17年度北海道医療大学第4学年OSCE 外部評価者 北海道 

石狩郡 

その他、メディア等 

講演者 年月日 演 題 メディア名 開催地 

柴原 孝彦 2005.8.10 たけしの本当は怖い家庭の医学 

『脳静脈血栓症』 

テレビ朝日 東京 

柴原 孝彦 

山本 信治 

2005.12.14 たけしの本当は怖い家庭の医学 

『ガンSP、舌ガン』 

テレビ朝日 東京 

片倉 朗 2005.12.20 あごの形が気になる人へ『外科的矯正』っ

てどんなもの？ 

日本成人矯正歯

科学会HP 

インター

ネット 

 



論      文 

 

1.  Cui,N. ( 1 ) ,  Nomura,T.,  Noma,H.,  Yokoo,K.,  Takagi ,R.,  Hashimoto,S.,  Okamoto,M. ( 2 ) ,  Sato,M. ( 3 ) ,

Yu,G.(3), Guo,C.(1), Shibahara,T. : Effect of YM529 on a model of mandibular invasion by oral squamous cell 

carcinoma in mice, Clin Cancer Res 11(7), 2713～2719, 2005. 原著 (1)Dept. of Oral and Maxillofac Surg，Stomatology 

School， Peking Univ.,(2)病理,(3)徳島大・歯・口外Ⅱ 

 

 2. 石井 建, 須賀賢一郎, 内山健志 : Le Fort I 型骨切り術からみた顎動脈とその分枝の走行に関する外科解剖,  

歯科学報 105(2), 139～147, 2005. 原著 

 

 3. Numasawa,H., Yamamoto,N., Katakura,A., Shibahara,T. : Loss of heterozygosity and microsatellite instability on 

chromosome 2q in human oral squamous cell carcinoma, Bull Tokyo Dent Coll 46(1-2), 17～25, 2005. 原著 

 

 4. Tazaki,M.(1), Matsuzaka,K.(2), Ikumoto,H., Inoue,T.(3) : Leukemia case in patient with taste dysfunction, Bull Tokyo 

Dent Coll 46(1-2), 33～36, 2005. 臨床 脳科学研 (1)生理,(2)病理,(3)臨検査 

 

 5. Shibahara,T., Takeda,E., Katakura,A. : Evaluation of taste sensation following tongue reconstruction by 

microvascular forearm free flap, J Oral Maxillofac Surg 63(5), 618～622, 2005. 原著 

 

 6. 与謝野 明, 野村武史, 柴原孝彦, 林 和仁(1), 森塚光子(1), 野間弘康 : 舌癌患者のTS-1 誘発口内炎に対するメ

シル酸カモスタット含有含嗽剤による治療経験の 1 例, 日口粘膜誌 11(1), 16～20, 2005. 症例 (1)千病・薬局 

 

 7. 見明康雄(1), 三穂蓉子(2), 池田正一(2), 大野裕久(3), 片倉 朗, 栁澤孝彰(1) : 化学療法を受けた小児白血病児の

形成障害歯に関する病理組織学的検討, 障害者歯 26(2), 220～226, 2005. 症例 (1)超微構造,(2)神奈川県立こど

も医療センター歯科,(3)千葉県 

 

 8. 大内 豪(1), 西井 康(1), 野嶋邦彦(1), 高木多加志, 山口秀晴(1) : 顎矯正手術における 3Dシミュレーションシステム

の応用, 歯科学報 105(3), 200～206, 2005. 原著 (1)矯正 

 

 9. 吉村 元, 内山健志, 加藤元一郎(1) : MEGによる発音運動想起における大脳皮質活動の解析, 音声言語医学 

46(3), 179～184, 2005. 原著 脳科学研 (1)慶大・医・精神神経科 

 

10. 神尾 崇, 高木多加志, 野間弘康 : 頭部固定装置を備えた非接触型三次元計測装置を用いた顎顔面軟組織形

状の計測 ソフトウェア上での頭位補正機能の精度検証, 日顎変形会誌 15(2), 47～58, 2005. 原著 

 

11. 椎木さやか, 高木多加志, 野間弘康 : 下顎後退症に対する下顎枝矢状分割術後の顎位安定性, 日顎変形会誌 

15(2), 59～67, 2005. 原著 

 

12. 藤波 淳, 高木多加志, 野間弘康 : 日本人の顔面の対称性に関する研究 正面頭部 X 線規格写真を用いた基準

図形の作成, 日顎変形会誌 15(2), 68～77, 2005. 原著 

 

13. Yosano,A., Yamamoto,M., Shiiki,S., Hamase,M., Kasahara,K., Takaki,T., Takano,N., Uchiyama,T., Shibahara,T. : 

Model surgery technique for Le Fort I osteotomy--alteration in occlusal plane associated with upward 

transposition of posterior maxilla, Bull Tokyo Dent Coll 46(3), 67～78, 2005. 原著 

 

  



14. 柿本吉堂, 沼澤秀之, 山本信治, 武田栄三, 山内智博, 柴原孝彦 : ヒト口腔扁平上皮癌における第 2 番染色体

長腕上のヘテロ接合性消失とマイクロサテライト不安定性について, 日口腔外会誌 51(8), 374～381, 2005.   

原著 

 

15. 本橋佳子, 市川英三郎, 大畠 仁, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 最近経験した幼児下顎骨骨折の 3 例 虐

待発見,事故防止指導,私達ができることは, 歯科学報 105(4), 421～429, 2005. 症例 

 

16. Shibahara,T., Nomura,T., Nianhui, C., Noma,H. : A study of osteoclast-related cytokines in mandibular invasion by 

squamous cell carcinoma, Int J Oral Maxillofac Surg 34(7), 789～793, 2005. 原著 

 

17. Nomura,T., Shibahara,T., Nianhui, C., Noma,H. : Patterns of mandibular invasion by gingival squamous cell 

carcinoma, J Oral Maxillofac Surg 63(10), 1489～1493, 2005. 原著 

 

18. 神山 勲, 生野貴裕, 成田真人, 野村武史, 椎木さやか, 片倉 朗, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 口腔癌の危険因子 

飲酒と喫煙について, 歯科学報 105(5), 446～452, 2005. 臨床 

 

19. 杉崎正志 (1), 江里口 彰 (2), 木野孔司 (3), 米津博文, 島田 淳 (2), 本田和也 (4), 渋谷智明 (5), 今井英樹 (6),

和嶋浩一(7), 小川 匠(8), 依田哲也(9), 成田紀之(10), 内田貴之(11) : 咀嚼筋圧痛検査における手指圧キャリブレ

ーション効果に対する統計学的検討, 日顎関節会誌 17(3), 209～214, 2005. 原著 (1)慈恵医大・歯科,(2)東京

都,(3)東医歯大・大学院・全人的医療開発学系包括診療歯科学講座顎関節咬合分野,(4)日大・歯・歯放,(5)神奈川県,(6)東医

歯大・大学院・口腔機能再建学講座顎口腔外科学分野,(7)慶大・医・歯口外,(8)鶴見大・歯・補綴Ⅱ,(9)埼玉医大・口外,(10)日

大・松戸歯・顎咬合機能治療学講座,(11)日大・松戸歯・総合診療学講座 

 

20. Shibahara,T., Yoshimura,G., Inoue,T.(1), Saito,C.(2) : Malignant Fibrous Histiocytoma of the Neck., Asian J Oral 

Maxillofac Surg. 17(2), 85～87, 2005. 症例 (1)臨検査,(2)新潟大・歯・歯口外 

 

21. Ichikawa,E., Watanabe,A.., Nakano,Y., Akita,S.(1), Hirano,A.(1), Kinoshita,A.(2), Kondo,S.(2), Kishino,T.(2), 

Uchiyama,T., Niikawa,N.(2), Yoshiura,K.(2) : PAX9 and TGFB3 are linked to susceptibility to nonsyndromic cleft 

lip with or without cleft palate in the Japanese: population-based and family-based candidate gene analyses,    

J Hum Genet 51(1), 38～46, 2006. 原著 学位論文 (1)長崎大・医・形成,(2)長崎大・大学院・原研遺伝 

 

22. 成田真人, 吉村 元, 幾本英之, 西堀陽平, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 時間外救急に来院した小児口蓋

部損傷の調査, 日口腔外会誌 52(1), 27～30, 2006. 臨床 

 

23. 片倉 朗, 高木 亮, 椎木さやか, 山内智博, 柴原孝彦, 吉成正雄(1) : 下顎再建に応用したA-Oプレートの破折, 

日口腔科会誌 55(1), 42～47, 2006. 症例 (1)理工 

 

24. 大鶴 洋(1), 神尾 崇, 郡司明美(1), 高久仁美(1), 田邉陽子(2), 花上健一, 福本 裕(1) : 舌に転移を認めた膀胱癌の

１例, 歯科学報 106(1), 43～47, 2006. 症例 (1)東京都,(2)帝京大・医・歯口外 

 

25. Ro,Y., Muramatsu,T.(1), Shima,K.(1), Shibahara,T., Yajima,Y.(2), Noma,H., Shimono,M.(1) : Correlation between 

reduction of sydecan-1 expression and clinico-pahological parameters in sqamous cell carcinoma of tongue, Int J 

Oral Maxillofac Surg 35(3), 252～257, 2006. 原著 (1)病理,(2)千病・口腔インプラント 

 

  



26. Onda,T.., Uzawa,K.(1), Endo,Y.(1), Bukawa,H.(1), Yokoe,H.(1), Shibahara,T., Tanzawa,H.(1) : Ubiquitous mitochondrial 

creatine kinase downregulated in oral squamous cell carcinoma, Br J Cancer 94(5), 698～709, 2006. 原著     

(1)千葉大・大学院・臨床分子生物学 

 

27. 成田真人, 吉村 元, 幾本英之, 西堀陽平, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 幼児下顎骨骨折の 3 症例 家族

背景をふまえて, 日本口腔顎顔面外傷学会雑誌 4, 63～67, 2006. 症例 

 

28. 原 宣道(1), 西堀陽平, 内山健志 : 器官培養法によるマウス二次口蓋発生 - in vivoの再現性について-, 日口蓋

裂会誌 30(1), 1～11, 2006. 原著 (1)東京 

 

解      説 

 

1. 山本信治, 野村武史, 武田栄三, 花上健一, 山内智博, 笠原清弘, 畑田憲一, 片倉 朗, 高木多加志,

矢島安朝(1), 柴原孝彦 : 当講座で行っている口腔癌検診の現状と将来展望-歯科医師会と協力して行っている

口腔癌検診-, 歯科学報 105(2), 96～102, 2005. (1)千病・口腔インプラント 

 

 2. 髙野伸夫 : 口内炎が周期的にできますが、心配ないでしょうか, 日歯評論 65(8), 13～15, 2005. 

 

 3. 内山健志, 須賀賢一郎, 一戸達也(1) : ベトナム, ホーチミン市Odonto-maxillo Centerにおける口唇裂・口蓋裂の

手術を中心とした医療援助の総括, 歯科学報 105(6), 559～570, 2005. (1)歯麻 

 

 4. 山本信治, 浜瀬真紀, 古谷義隆, 山内智博, 須賀賢一郎, 片倉 朗, 矢島安朝(1), 内山健志, 髙野伸夫,     

柴原孝彦 : ボーングラフトはゴールドスタンダード 簡単に行える骨移植の実際, 歯科学報 106(1), 5～12, 

2006. (1)千病・口腔インプラント 

 

 5. 小村 健(1), 戸塚靖則(2), 柴原孝彦, 大関 悟(3), 長尾 徹(4), 原田浩之(1) : 口腔癌検診のためのガイドライン作成, 

日歯医会誌 25(3), 54～62, 2006. (1)東医歯大・大学院・口腔機能再建学講座顎口腔外科学分野,(2)北大・大学院・口腔

病態学講座口腔顎顔面外科学分野,(3)福岡歯・口腔顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野,(4)愛知学院大・歯・口外Ⅱ 

 

単行図書 

 

 1. 髙野伸夫(a),(b),(c), 松浦由美子(1)(e), 松浦信幸(1)(f), 間宮秀樹(1)(g), 一戸達也(1)(e),(f),(h),仁科牧子(2)(d) : 著分

担 :来院時から急変時まで 患者さんの全身管理 救急処置・AEDの実践 CD-ROM付 (a)消化管疾患 35～37

頁,(b)肝疾患 38～41頁,(c)腎疾患 42～45頁,(d)脳神経疾患 60～68頁,(e)臨床症状の診方 82～96頁,(f)検査

データの読み方 72～81 頁,(g)モニタリングの基本 97～113 頁,(h)「Primary ABCD Survey」を身につける 167～
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6．歯 科 麻 酔 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 金子  譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果判定法 

－局所麻酔薬の局在の光学的計測－（Ａ99-0500-10） 

 一戸 達也 口腔外科手術のための全静脈麻酔の検討 

－正常血圧者と高血圧者での比較－（Ａ95-0500-1） 

講  師 櫻井  学 歯科臨床におけるアデノシン三リン酸を用いた鎮静法の検討 

（Ａ04-0500-1） 

 間宮 秀樹 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬浸透経路の解明 

（Ａ04-0500-2） 

助  手 野村  仰 側位頭部Ｘ線規格写真分析から求めた数値による咽頭形態の評価ならびに

体表の目標点を用いた経鼻挿管難易度の予測（Ａ01-0500-4） 

 松浦由美子 塩酸デクスメテトミジンを用いた鎮静法の検討（Ａ04-0500-3） 

 松木由起子 静脈内鎮静法使用薬剤の適応基準 

 半田 俊之 アデノシン三リン酸の術中持続投与による術後痛への効果 

 松浦 信幸 PCカメラを用いた視野共有システムを用いた気管挿管指導への応用 

大学院生 伊藤英美子 デキストランの添加がリドカイン骨内麻酔の持続時間に及ぼす影響 

（Ａ04-0500-7） 

 大野 建州 培養マスト細胞を用いたヒト肥満細胞のＢ細胞に及ぼす影響に関する研究 

（Ａ04-0500-15） 

 久保浩太郎 歯髄神経における電気刺激誘発時での脳磁場応答の観察 

—歯髄神経内にAβ線維が存在するか？MEG計測の観点からの検討— 

 塩崎 秀弥 下顎孔伝達麻酔の効果の考察 

－下顎孔周囲の解剖学的形態について－（Ａ04-0500-9） 

 剣持 正浩 全身麻酔時の口腔内組織血流量の測定 

 田村 洋平 脳磁図を用いた口腔内感覚の解明 

 栂安 理絵 全身麻酔時における循環変動の測定 

 宮尾真理子 全身麻酔に使用される各種薬剤の抗侵害作用と薬物相互作用について 

 山崎 貴希 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬の局在性 

 湯村 潤子 LMAマスクの挿入時の技術に関する検討 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．成果の概要 

1）全身麻酔 

悪性腫瘍切除後に有茎広背筋皮弁移植または遊離腹直筋皮弁移植による再建を行った4症例を経験した。 

また、腸骨ブロック移植による再建を行った2症例を経験した。これら6症例に対して皮弁ないし腸骨採取部

の筋膜上または骨膜上に硬膜外麻酔用カテーテルを留置し、術後持続的に鎮痛を図り、呼吸抑制などの副作用

もなく良好な鎮痛を得た。 

日歯麻会誌 33(2), 252～257, 2005． 

 

下顎枝矢状分割術を受ける47例を対象として、フルルビプロフェンアキセチルの先制鎮痛作用の有無につ 

いて検討した。手術開始前に静注した24例(術前群)と手術終了時に静注した23例(術後群)の2群に分けた。

無痛持続時間は術前群が 929.0±1089.9 分、術後群は746.0±893.5 分で、有意差は認めなかった。 フルル

ビプロフェンアキセチルの有する鎮痛作用時間を越えて無痛時間を持続した患者は術前群 70.8%、術後群

65.2%で両群とも類似した。術後24時間以内および24～48時間におけるジクロフェナク自己要求回数は術前

群1.4±1.1回と0.7±0.8回、術後群1.7±1.0回と0.9±1.0回で、両群間に有意差はなかった。下顎枝矢

状分割術におけるフルルビプロフェンアキセチル静注による先制鎮痛効果は認めなかった。 

日歯麻会誌 33(5), 709～713, 2005． 

 

2）局所麻酔 

ゲートコントロールセオリーを基礎とした歯科用局所麻酔用アタッチメントを使用し、局所麻酔時の刺入 

時、注入時の痛みに差があるか検討した。対象は健康成人10名とした。上顎側切歯根尖部付近の粘膜に局所

麻酔を行った。今回の結果は使用群と非使用群で有意差は見られなかった。 

Anesth Prog 26(1), 62～64, 2005. 

 

3）患者管理 

2002～2003年に東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来にて静脈内鎮静法で管理した2436名を対象に、患者 

背景因子による薬剤の選択基準について検討を行った。脳性麻痺や精神遅滞では約半数がプロフォールを使用

していたが、脳性麻痺ではミダゾラムの使用が2番目に多く、精神遅滞はプロポフォールとミダゾラムの併用

も多かった。合併症や基礎疾患を持つ患者では、ミダゾラムが約90%を占めた。侵襲が大きい口腔外科処置や

歯科治療恐怖症では、ミダゾラムが多く使用されていた。異常絞扼反射を認めた症例や歯科治療恐怖症と異常

絞扼反射の合併を認めた症例ではプロポフォール単独またはプロポフォールにミダゾラムを併用する方法が

多くとられていた。薬剤の作用と病態あるいは鎮静目的を考慮した薬剤選択が行われていると考えられた。 

日歯麻会誌 33(2), 258～263, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

金子  譲 静脈内投与アデノシンの鎮痛作

用に関する研究 

ハーバーUCLA メディカル

センター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

一戸 達也 静脈内鎮静時の酸素療法 ハーバーUCLA メディカル

センター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

櫻井  学 抗炎症を目的としたアデノシン

三リン酸（ATP）製剤の口腔外科

手術への臨床応用 

岡山大学大学院 

歯科麻酔学分野 

岡山市 宮脇 卓也 

櫻井  学 アミノフィリンの麻酔からの回

復に対する研究 

ハーバーUCLA メディカル

センター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁 

松浦 信幸 先天性無痛無汗症における感覚

認識機構の解明—疾患動物モデ

ルと脳磁図を用いた検討— 

東京大学医学部麻酔科 東京都 富岡 俊也 

 

 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 

一戸 達也 口腔内痛覚誘発脳磁場に関する総合的研究 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサー

チセンター経費(第6) 

松浦由美子 心拍出量の連続的モニタリングによる歯科 外来

患者の治療中の安全性の向上 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

宮尾真理子 全身麻酔に使用される各種薬剤の抗侵害作用と

薬物相互作用について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

 

 5．研究活動の特記すべき事項 

  講 演 

講演者 年月日 演  題 学会名 開催地

金子 譲 2005.4.23 歯科治療時のモニタリングの重要

性（基調講演） 

第16回日本臨床モニター学会 東京 

一戸 達也 2005. 6.4 歯科医療における歯科麻酔科医の

役割現状と将来展望（特別講演） 

第 279 回東京歯科大学学会 

（例会） 

千葉市

金子 譲 2005.10.1 歯科医師としてのドク・ホリディ 

（特別講演） 

日本歯科医学史学会 東京 

金子 譲 2006.3.26 臨床研修必修化と歯科医療—教育・

研修の展望 歯科界の課題 

（基調講演） 

第 15 回日本有病者歯科医療学

会総会 

岡崎市

 

 



シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

間宮秀樹 2005.4.23 大学病院歯科麻酔科の立場から 

（第5回歯科医のためのモニタリング

講座） 

第 16 回日本臨床モニタ

ー学会 

東京 

  

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

    受 賞 

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名 

櫻井 学 2005.7.14 最優秀賞 A simple low-flow anesthetic gas 

delivery system that really minimizes 

anesthetic gas consumption. 

The Association 

for Low Flow 

Anaesthesia 10th 

Annual Scientific 

Meeting 

櫻井 学 2005.10.21 Selected 

Abstract 

Presentati

on 

Dose the Neuromodulatory Activity of 

Endogenous Adenosine Play a Role in the 

Mechanisms of Sevoflurane Anesthesia 

in Humans? 

International 

Society for 

Anaesthetic 

Pharmacology 14th 

Annual Meeting 

久保浩太郎 2005.9.20 Young 

investigat

or award 

Neural activities in primary 

somatosensory cortex following tooth 

pulp electrical stimulation: 

Non-painful sensation carried by human 

intradental A-Beta fibers 

Dentin／Pulp 

Complex Meeting 

2005 

 

教育講演等 

氏 名 年月日 講演名 主催 開催地

金子 譲 2005.7.2  東京歯科大学の歴史と現在 中国地域支部連合会総会記念学術

講演会  

岡山市

一戸 達也 2005.4.9  歯科治療時の全身的偶発症

と救急処置  

横浜市中区歯科医師会学術講習会  横浜市

一戸 達也 2005.6.20 歯科医師臨床研修制度の概

要とマッチングの流れ  

第43回歯科医学教育セミナー  千葉市

一戸 達也 2005.6.27 歯科治療時の全身管理と全

身偶発症への対応  

石川県歯科医師会学術講習会  石川県

一戸 達也 2005.7.2  歯科の麻酔はこわい？？ 市民フォーラムin浦安市民公開講

座 医療.麻酔安全普及協会 

千葉麻酔科医会 

浦安市

   



教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

一戸 達也 2005.5.21～22 第 17 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

タスクフォース 千葉市 

一戸 達也 2005.5 第2回愛知学院大学大学指導歯科医講習会 タスクフォース 名古屋市

一戸 達也 2005.8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

タスクフォース 千葉市 

一戸 達也 2005.8 平成 17 年度第一回歯科医師臨床研修指導歯科

医講習会 

タスクフォース 
千葉市 

一戸 達也 2005.8 文部科学省 平成17年度 

「医学・歯学教育のためのワークショップ」 

モデレータ 東京 

一戸 達也 2005.9 平成17年度茨城県歯科医師会ワークショップ タスクフォース 水戸市 

一戸 達也 2005.10 日本歯科医学教育学会第6回歯科医学教育者ワ

ークショップ 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2005.6.18～19 平成17年度第一回歯学系OSCE評価者養成ワー

クショップ 

タスクフォース 新潟市 

一戸 達也 2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラムを踏まえ

た歯科臨床概論 

作業部会委員 千葉市 

 

一戸 達也 2005.8.26～27 平成17年度第2回歯学系OSCE評価者養成ワー

クショップ 

タスクフォース 坂戸市 

一戸 達也 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

タスクフォース 船橋市 

一戸 達也 2005.11.19～20 第 19 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

タスクフォース 千葉市 

一戸 達也 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

運営委員 船橋市 

一戸 達也 2006.3 平成 17 年度特定研修 歯科医師臨床研修制

度・研修管理委員会・研修長研修 

参加者 和光市 

一戸 達也 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

運営委員 木更津市

櫻井 学 2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラムを踏まえ

た歯科臨床概論 

作業部会委員 千葉市 

 

櫻井 学 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

間宮秀樹 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

松木由起子 2005.5.21～22 第17回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

参加者 千葉市 

松木由起子 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテ

ィの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市

半田 俊之 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

参加者 千葉市 

松浦 信幸 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

参加者 千葉市 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

金子  譲 2006.2.9 平成17年度第4学年CBT   運営委員長 千葉市 

金子  譲 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 運営委員長 千葉市 

一戸 達也 2006.2.9 平成17年度第4学年CBT   運営委員 千葉市 

一戸 達也 2006.2.11 昭和大学歯学部共用試験歯学OSCE モニタリング委員 東京 

一戸 達也 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 運営委員 千葉市 

櫻井 学 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

間宮 秀樹 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市 

松浦由美子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

松木由起子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

松浦 信幸 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 
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単行図書 

 

 1. 一戸達也: 著分担 :口腔疾患からみる治療薬と処方例 (a)局所麻酔薬 125～131 頁, クインテッセンス, 東京, 

2005. 

 

 2. 一戸達也(a): 著分担 :一から学ぶ歯科医療安全管理 (a)医療事故の概念 2～7 頁, 医歯薬出版, 東京, 2005. 
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7．歯科補綴学第一講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 櫻井  薫 呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか 

（Ａ03-0510-1） 

チューイングおよび実験的クレンチングによるストレス緩和の効果 

（Ａ03-0510-4） 

クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係について 

（Ａ04-0510-5） 

講  師 杉山 哲也 義歯床の表面性状の改質に関する研究（Ａ03-0510-5） 

チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

 石崎  憲 義歯床による床下粘膜への機械的刺激が口腔粘膜上皮の触覚細胞に及ぼす影響

（Ａ00-0510-5） 

実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス 

（Ａ04-0510-11） 

口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（Ａ04-0510-12） 

助  手 高木 一郎 呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか 

（Ａ03-0510-1） 

クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係について 

（Ａ04-0510-5） 

 石井 治仲 呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか 

（Ａ03-0510-1） 

健常者における実験的ブラキシズム時の歯肉血流動態の解明 

（Ａ04-0510-9） 

 上田 貴之 WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

即時重合レジン重合時の温水への浸透が床用レジンとの接着強さに与える影響

（Ａ04-0510-2） 

舌苔の臨床的評価に関する研究（Ａ04-0510-6） 

咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 

 大神浩一郎 フッ化物の応用によるオーバーデンチャーの支台歯の保護方針の確立 

（Ａ03-0510-7） 

A. actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成因子に関する解析 

（Ａ04-0510-10） 

 小平 順可 口蓋粘膜の被覆の違いが嚥下時間に及ぼす影響（Ａ03-0510-6） 

口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（Ａ04-0510-12） 

病院助手 角  大輔 義歯床の表面性状の改質に関する研究（Ａ03-0510-5） 

 島野 圭介 WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

 安原 朋子 呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか 

（Ａ03-0510-1） 



 竜崎 美樹 即時重合レジン重合時の温水への浸透が床用レジンとの接着強さに与える影響

（Ａ04-0510-2） 

 石橋 甲基 WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

 鈴木美夏子  

大学院生 清水 崇雪 舌苔の臨床的評価に関する研究（Ａ04-0510-6） 

 栁澤光一郎 クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係について 

（Ａ04-0510-5） 

 岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 

 齋藤 貴之 A. actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成因子に関する解析 

（Ａ04-0510-10） 

 田坂 彰規 チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

 田中  綾 口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（Ａ04-0510-12） 

 鶴岡 守人 実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス 

（Ａ04-0510-11） 

 Poveda Marlene  

 天野 大地 義歯床の表面性状の改質に関する研究（Ａ03-0510-5） 

 新井 貴博 義歯床の表面性状の改質に関する研究（Ａ03-0510-5） 

 飯塚 智彦  

 隈倉 慎介  

 古池 崇志  

 中川 兼佑  

 竜  正大  

専 攻 生 小林健一郎 健常者における実験的ブラキシズム時の歯肉血流動態の解明（Ａ04-0510-9）

 

2．成果の概要 

1）咬筋の筋疲労特性（Ａ03-0510-1，Ａ03-0510-4） 

弱い力で持続的な実験的クレンチングを行った場合の咬筋の筋疲労特性を知ることを目的として実験 

を行った。非就眠時ブラキシズムの認められない健常有歯顎者18名（男性9名，女性9名）を被験者と

して、60 秒間の持続的な実験的クレンチング（event）を 3 回行わせ、右側咬筋中央相当部より筋電図

を導出した。実験的クレンチング間に30秒間および60秒間の休止時間を設定し、実験的クレンチング

の強さは咬筋最大収縮（MVC）の10％および20％とした。実験の結果、弱い力でも持続的な実験的クレ

ンチングにより咬筋の筋疲労は起こることが分かった。10％MVCで60秒間の持続的な実験的クレンチン

グを行い、実験的クレンチング間の休止時間を60秒間に設定した場合に、健常者における咬筋の筋疲労

特性としてあてはまりの良い回帰式：Y=－5.065X1－2.556X2－0.858〈YはMPFの変化量、 X1はevent数（1，

2，3のいずれか） 、X2は性別（男性：0，女性：1）〉が得られ、この回帰式は咬筋筋活動の健常性の診

断に有用であることが示唆された。 

Prosthodont Res Pract 4(1), 23～31, 2005. 

 

 

 



2) 義歯床の表面性状の改質（Ａ03-0510-5） 

義歯床用アクリリック・レジン・プレート8枚に通常のバフ研磨仕上げを行い、残りの8枚には表面に二 

酸化チタン(TiO2)薄膜加工を施した。プレート試料の表面粗さおよび接触角を測定し、米飯（全粥）と唾液の

混合物およびビスケットと唾液の混合物を用いて、プレートを食物残渣中に72時間浸漬した。食物残渣付着

後、超音波洗浄にて大きな残渣を除去し、レジンプレート表面に薄く残った残遺の付着状態を歯垢顕示液で染

色し、計測した。 

レジンプレート表面の色調を画像データとして記録し、Scion-Imageを用いて染色部位の面積を求めた。統 

計解析は一元配置分散分析を行った後、多重比較検定にて各群間の差の検定を行った。通常研磨群と比較して

TiO2被覆群は表面粗さが粗かったがぬれが良く、食物残渣の残留率は低かった。これはTiO2の性質によっても

たらされたものと考えられた。義歯床用レジンプレートにTiO2をコーティングすることは、その表面性状を親

水性に変化させ、従来の研磨を行ったものよりも高い清掃性を期待することができることが分かった。 

Prosthodont Res Pract 4(1), 69～76, 2005. 

 

3) WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

我々はWWWを用いた教育素材の評価と改善の試みを2002年から続けてきたが、ＩＴ技術の急速な進歩によ 

り学生のネットワーク利用状況も大きく変化したと思われる。そのため、改善に必要な基礎的情報を得ること

を目的に、インターネット利用動向等に関するアンケートを行い、2002 年との比較を中心に分析を行った。

2004年1月と2月に東京歯科大学3年生、5年生および6年生に対して行い、その有効回答率は90.4％(358

人)であった。パソコン利用率、インターネット利用時間はともに2年前に比べ増加していた。半数近くの学

生が自宅からも教育用WWWを利用していた。補綴ⅠWWWの利用率、利用目的は各学年によって違いがあること

が分かった。よって、学年ごとのニーズを把握した上で、更新する必要性が示された。「動画や写真などの視

覚素材の増量」や「表示速度の向上」の希望が多く、これは2002年と同様であり改善が不十分であることが

伺われた。 

歯科学報 105(6), 51～57, 2005. 

 

4) 口蓋粘膜の被覆の違いが嚥下時間に及ぼす影響（Ａ03-0510-6） 

義歯による口蓋被覆と食塊の咽頭への送り込み時間との関係を解明することを目的として、健常有歯顎者 

21 名で実験を行った。硬口蓋部を全て被覆する実験床装着の状態、硬口蓋部を表面麻酔した状態、硬口蓋前

方部被覆の実験床装着の状態、硬口蓋後方部被覆の実験床装着の状態および実験床未装着の状態の各条件にお

ける食塊の送り込み時間と口蓋形態および舌圧の測定を行った。硬口蓋部を全て被覆する実験床装着の状態と

未装着の状態との間に送り込み時間に変化が認められた者が 10 名、認められない者が 11 名であった（ｐ＞

0.05）。硬口蓋部の口蓋粘膜を表面麻酔によって感覚遮断した状態、硬口蓋後方部を被覆する実験床を装着し

た状態で口蓋被覆による送り込み時間変化の有無に関連があった(ｐ＜0.05)。口蓋被覆で食塊の咽頭への送り

込みに影響を受ける者と受けない者がいることが明らかになり、硬口蓋後方部の口蓋感覚と嚥下時の舌圧が影

響していることが判明した。 

J Oral Rehabil 33(1), 8～16, 2006. 

 

 

 

 



5) 咀嚼回数を決定する因子の探究 

食品咀嚼時の咀嚼回数の分布とばらつきを明らかにし、咀嚼回数の決定に影響を与える因子を解明すべく 

75 名の被験者に試験食品（グミゼリー）を咀嚼、嚥下させ、咀嚼回数、咀嚼サイクルの開閉口路角、平均時

間、開口相･閉口相時間、咬合相時間、幅および開口距離を求めた。さらに刺激時全唾液量と唾液の粘度、咀

嚼値、咬合接触点数、咬合接触面積およびEysenckの方法による14のパーソナリティの尺度を求めた。平均

咀嚼回数の最小値は10、最大値は92、平均値は41.0、中央値は38.6、標準誤差は1.85、標準偏差は16.0で、

咀嚼回数と明らかな相関関係が認められる因子はなかった。重回帰分析の結果、生理学的因子と性別の予測式

でのあてはまりがもっとも低く、パーソナリティ因子と性別の予測式のあてはまりの方がよかった。咀嚼回数

は個人差が大きく、個人の咀嚼回数は一定とはいえず、パーソナリティを含んだ多因子による影響を受けてい

ることがわかった。 

J Oral Rehabil 33(2), 85～93, 2006. 

 

6) 呼吸訓練によってストレスの結果生じるクレンチングが抑制できるか（Ａ03-0510-1） 

 腹式呼吸法を訓練するとその直後には交感神経の緊張がとけ、非就眠時ブラキシズムが減少あるいは消 

失することが報告されている。しかし、腹式呼吸法を用いることによりどのくらいの時間、ブラキシズムが抑

制されるのかは明らかになっていない。そこで本研究の目的は、腹式呼吸法を行うことによって非就眠時ブラ

キシズムを長時間軽減あるいは消失させることが可能かを検討することとした。調査対象者40名に対して、

10 分間読書安静時の両側咬筋筋活動を測定し、その中から非就眠時ブラキシスト6 名を抽出した。腹式呼吸

法応用前後のブラキシズム発現頻度を比較した結果、腹式呼吸法応用後80分間は呼吸法応用前に比較してブ

ラキシズムの頻度が減少した。一回の腹式呼吸法応用後の80分間は非就眠時ブラキシズムの抑制効果が認め

られ、腹式呼吸法の長時間の有効性が明らかになった。 

 歯科学報 106(1), 34～37, 2006. 

 

3．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 

櫻井 薫 歯科分野における診療ガイドライン構築に関

する総合的研究 

厚生科学研究費 

櫻井 薫 咀嚼によってストレスは緩和する 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

杉山 哲也 高齢者の口腔衛生状態を向上させる二酸化チ

タン薄膜加工義歯床の検討 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

石崎 憲 義歯床による機械刺激は上皮内機械受容細胞

の形態を変化させるか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

高木 一郎 頬粘膜圧痕の形成成因についての検討 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

上田 貴之 WWWを用いた教育コンテンツ評価システムの開発 教育・学習方法等改善支援経費・教育学習

方法等改善支援分 

岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の

血流変化 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

田中 綾 義歯床口蓋板の表面形状と口腔内認知能の関

係について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  



研究代表者 研究課題 研究費 

鶴岡 守人 実験的口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下

粘膜組織のストレス 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費

(学生分)  

 

4．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

櫻井 薫 2005.7.15 平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラムを踏

まえた歯科臨床概論 

作業部会委員 千葉市 

杉山 哲也 2005.8.26～27 平成17年度第2回共用試験歯学系OSCEワ

ークショップ 

参加者 坂戸市 

杉山 哲也 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

石崎 憲 2005.11.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

高木 一郎 2005.11.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

上田 貴之 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワー

クショップ 

参加者 千葉市 

上田 貴之 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 木更津市 

大神浩一郎 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワー

クショップ 

参加者 千葉市 

小平 順可 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワー

クショップ 

参加者 千葉市 

田原 靖章 2005.8.6～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワー

クショップ 

参加者 千葉市 

 

  卒後研修セミナー等 

氏 名 年月日 セミナー名 役 割 開催地 

櫻井 薫 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

講師 東京 

杉山 哲也 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

インストラクター 東京 

石崎 憲 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

インストラクター 東京 

高木 一郎 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

インストラクター 東京 



氏 名 年月日 セミナー名 役 割 開催地 

田原 靖章 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

インストラクター 東京 

竜崎 美樹 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

インストラクター 東京 

清水 崇雪 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

助手 東京 

岡田 千奈 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

助手 東京 

齋藤 貴之 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

助手 東京 

田中 綾 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

助手 東京 

石橋 甲基 2005.3.12 実践摂食嚥下障害のスクリーニングと

リハビリテーション 

助手 東京 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

杉山 哲也 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市 

石崎  憲 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

石崎  憲 2006.1.21 平成17年度北海道医療大学 

第4学年OSCE 

外部評価者 北海道 

石狩郡 

大神浩一郎 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

小平 順可 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

田原 靖章 2005.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Ishii,H., Katiuska,P., Sakurai,K. : Masseter muscle fatigue induced by experimental sustained light clenching, 

Prosthodont Res Prac 4(1), 23～31, 2005. 原著 

 

 2. 上田貴之, 大神浩一郎, 櫻井 薫 : 義歯安定剤により軟口蓋挙上装置(PLP)が装着可能となった無歯顎症例,  

老年歯医 20(2), 124～127, 2005. 症例 

 

 3. Kado,D., Sakurai,K., Sugiyama,T., Ueda,T. : Evaluation of cleanability of a titanium dioxide (TiO2)-coated Acrylic 

resin denture base, Prosthodont Res Prac 4(1), 69～76, 2005. 原著 

 

 4. Muramatsu,T.(1), Hamano,H.(1), Ogami,K., Ohta,K.(2), Inoue,T.(3), Shimono,M.(1) : Reduction of osteocalcin expression 

in aged human dental pulp, Int Endod J 38(11), 817～821, 2005. 原著 分子生研 (1)病理,(2)生化学,(3)臨検査 

 

 5. 上田貴之, 小杉賢史, 杉山哲也, 櫻井 薫, 石崎 憲, 渡辺和宏 : www(world wide web) を用いた教育素材の評

価と改善への取り組み -2002 年と 2004 年の教育用 www の利用状況の比較－, 歯科学報 105(6), 609～615, 

2005. 原著 

 

 6. Kodaira,Y., Ishizaki,K., Sakurai,K. : Effect of plate covering on bolus-propulsion time and its contributory factors,  

J Oral Rehabil 33(1), 8～16, 2006. 原著 

 

 7. Ueda,T., Sakurai,K., Sugiyama,T. : Individual difference in the number of chewing strokes and its determinant factors, 

J Oral Rehabil 33(2), 85～93, 2006. 原著 

 

 8. 上田貴之 : 咬合再構成を行った重度咬耗症症例, 日補綴歯会誌 50(1), 95～98, 2006. 症例 

 

 9. 石井治仲, 安原朋子, 高木一郎, 安藤友彦, 荻原俊美, 玉井久貴, 櫻井 薫 : 非就眠時ブラキシズムに対する

腹式呼吸法の長時間抑制効果, 歯科学報 106(1), 34～37, 2006. 原著 

 

10. 小柳えりな(1), 濱 陽子 (1), 小泉貴子 (1), 斎藤美香 (1), 石山直欣 (1), 平野浩彦 (1), 山口雅庸 (1), 小平順可,

石崎 憲 : 高齢者の転倒に伴う顎顔面受傷, 板橋区医師会学会誌 10, 220, 2006. 臨床 s-323 (1)東京都老人医

療センター・歯口外 

 

解      説 

 

 1. 櫻井 薫, 杉山哲也 : 用語解説 , 老年歯医 20(4), 380～404, 2006. 

 

単行図書 

 

 1. 櫻井 薫,石井拓男(1)(a), 井出吉信(2)(b), 松井 隆(3)(c) : 著分担 :POSによる歯科診療録の書き方 (a)教育改革の

流れと大学における診療録書き方指導 16～17 頁,(b)口腔解剖の名称と記載要領 86～92 頁,(c)処方ならびに

処方せんの書き方 97～101 頁, 医歯薬出版, 東京, 2005. (1)社会歯,(2)解剖,(3)口健臨・口外科 

 

 2. 櫻井 薫: 共訳 :個別化した義歯製作法 , 千葉孔版, 千葉市, 2005. 

 

  



3. 櫻 井  薫 (d),(f),(g),(h) 企 画 編 集 , 天 野 大 地 (c), 新 井 貴 博 (a),(i), 安 藤 友 彦 (c), 石 井 治 仲 (c),(d), 石 崎  憲

(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),石橋甲基(i),上田貴之(b),(d),大神浩一郎(b),(c),(e),岡田千奈(b),角大輔(c),  

小杉賢史(g),(h),小平順可(a),(b),(i),(j),齋藤貴之(f),(g),島野圭介(a),(d),清水崇雪(b),(d),杉山哲也(c),(d),(h),  

高 木 一 郎 (a),(i), 田 坂 彰 規 (f),(g),(h), 田 中  綾 (c), 田 原 靖 章 (b),(i),(j), 鶴 岡 守 人 (c),(e),(f), 安 原 朋 子 (a),(j),      

栁澤光一郎(f),(g),(h),竜崎美樹(c),(e),渡瀬秀彦(c): 著分担 :臨床を行ううえで知りたかったこと〈総義歯編>   

(a)義歯床下の組織を知ろう 1～14 頁,(b)印象採得を知ろう 15～36 頁,(c)咬合採得を知ろう 37～60 頁,(d)人工

歯排列を知ろう 61～74 頁,(e)義歯の均衡を得るには 75～82 頁,(f)人工歯削合を知ろう 83～88 頁,(g)義歯と発

音について知ろう（話しづらいと言われたら） 89～92 頁,(h)新義歯装着時の手順を知ろう 93～106 頁,(i)嚥下と

義歯の形態の関係を知ろう 107～116 頁,(j)顎補綴（顎義歯）を知ろう 117～120 頁, 永末書店, 京都府, 2005. 

 

その他 

 

 1. 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 1 総義歯の外形をどこに設定したらよいのだろうか?, 歯界展望 105(4), 741

～748, 2005. 

 

 2. 石崎 憲, 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 2 義歯の維持・安定を得るために, 歯界展望 105(5), 945～951, 

2005. 

 

 3. 高木一郎, 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 3 痛いというがその原因は? 1 義歯側に問題がある場合, 歯界展

望 105(6), 1161～1169, 2005. 

 

 4. 安藤友彦, 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 4 痛いというがその原因は? 2 患者側に問題がある場合, 歯界展

望 106(1), 97～104, 2005. 

 

 5. 小平順可, 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 5 飲み込みにくい・発音しにくいというが?, 歯界展望 106(2), 

317～323, 2005. 

 

 6. 杉山哲也, 櫻井 薫 : 自信がもてる総義歯治療 6 総義歯調整べからず集, 歯界展望 106(3), 513～519, 2005. 

 

学会抄録 

 

1. Tsuga,K.(1), Utanohara,Y.(1), Hayashi,R.(1), Nokubi,T.(2), Terada,Y.(3), Hayakawa,I.(4), Shimoyama,K.(5), Sakurai,K., 

Ichikawa,T.(6), Kikutani,T.(7), Kawasaki,T.(8), Akagawa, Y.(8) : Maximum Voluntary Tongue Pressure in Healthy 

Japanese Adults, 日補綴歯会誌 49(113 Special), 205, 2005.(第 113 回日本補綴歯科学会 , Osaka) (1)広大・大学院・

先端歯科補綴,(2)阪大・大学院・顎口腔機能再建,(3)九大・大学院・口腔機能修復,(4)東医大・大学院・摂食機能回復,(5)東医

大・口腔保健・生涯口腔保健衛生,(6)徳大・大学院・口腔顎顔面補綴,(7)日歯大・リハビリテーションセンター,(8)北大・大学院・

口腔機能補綴 

 

 2. 高木一郎 : 顎位を改善し顔貌を回復した総義歯症例, 日補綴歯会誌 49(113 回特別), 222, 2005.(第 113 回日本補

綴歯科学会, 大阪市) 

 

 3. 鶴岡守人, 石崎 憲, 櫻井 薫, 松坂賢一(1), 井上 孝(1) : 実験的口蓋床は床下粘膜組織の恒常性維持機構を促

進させる, 歯科学報 105(3), 237, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会, 千葉市) 細形研 実動施設 (1)臨検査 

 

  



4. 小飼英紀 (1) , 中川種昭 (2) , 小池吉彦 (1) , 国分栄仁 (1) , 内藤 薫 (3) , 鶴岡守人, 松坂賢一 (1) , 村上 聡 (1) ,

井上 孝(1) : マラッセ残存上皮細胞が歯根膜の恒常性を維持する, 歯科学報 105(3), 241, 2005.(第 280 回東京歯

科大学学会, 千葉市) 細形研 (1)臨検査,(2)慶大・医・歯口外,(3)スポーツ歯 

 

 5. 石橋甲基, 上田貴之, 杉山哲也, 櫻井 薫, 島野圭介, 石崎 憲 : WWW を用いた教育素材の評価と改善への取

り組み -第 6 報 総義歯学臨床基礎実習での利用と他教材との比較-, 歯科学報 105(3), 250, 2005.(第 281 回東

京歯科大学学会 , 千葉市) 

 

 6. 鶴岡守人, 石崎 憲, 櫻井 薫, 松坂賢一(1), 井上 孝(1) : 床下粘膜組織の恒常性維持, Adv Dent Res 47(Suppl), 

120, 2005.(第 47 回歯科基礎医学会, 仙台市) 細形研,分子生研 (1)臨検査 

 

 7. 栁澤光一郎, 高木一郎, 櫻井 薫 : 舌圧痕の成因についての検討, 日補綴歯会誌 49(114 回特別), 89, 2005. 

(第 114 回日本補綴歯科学会, 新潟市) 

 

 8. 齋藤貴之, 石原和幸(1), 櫻井 薫, 奥田克爾(1) : Porphyromonas gingivalisバイオフィルム形成に対するカテコール

アミンの影響 -第 2 報 アドレナリンの抑制効果について－, 日補綴歯会誌 49(114 回特別), 159, 2005.(第 114

回日本補綴歯科学会, 新潟市) 脳科学研 (1)微生物 

 

 9. 角 大輔, 櫻井 薫, 杉山哲也, 上田貴之 : 二酸化チタンコーティングされた義歯床用レジンの清掃性の評価,  

歯科学報 105(5), 78, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会, 千葉市) S-321 

 

10. Poveda,M., Matsuki,M.(1), Hashimoto,S.(1), Sakurai,K., Shimono,M.(1) : Expression and localization of 

aquaglyceroporins ; AQP3,AQP7,AQU9 in oral epithelium from rats, 歯科学報 105(5), 507, 2005.(第 280 回東京

歯科大学学会総会, Chiba, Japan) (1)病理 

 

11. 田中 綾, 小平順可, 石崎 憲, 櫻井 薫 : 義歯床口蓋前方部の表面形状と食品の認知能の関係, 日摂食嚥下リ

ハ会誌 9(3), 400～401, 2005.(第 11 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会, 名古屋市) 

 

12. 田坂彰規, 田原靖章, 杉山哲也, 櫻井 薫 : チューイング時の咀嚼側規制がストレス緩和に及ぼす影響, 咀嚼と

健康 15(2), 99～100, 2005.(第 16 回咀嚼学会学術大会, 松本市) 

 

13. 清水崇雪, 上田貴之, 櫻井 薫 : 新たに作成した舌苔の評価基準と細菌数との関係, 老年歯医 20(3), 260～261, 

2005.(第 16 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 東京) 

 

14. 齋藤貴之, 石原和幸(1), 櫻井 薫, 奥田克爾(1) : Biofilm-forming factors in colonization of Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, 第 2 回口腔バイオフィルム研究会抄録集, 8, 2005.(第 2 回口腔バイオフィルム研究会,   

横浜市) 分子生研,分子生研 (1)微生物 

 

 

15. 古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 石崎 憲, 杉山哲也, 櫻井 薫, 野村武史(2), 山内智博(2), 柴原孝彦(2),

和光 衛(3), 佐野 司(3), 矢島安朝(1) : HA薄膜インプラントの臨床使用経過について, 日口腔インプラント会誌, 

143, 2005.(第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会, 弘前市) (1)千病・口腔インプラント,(2)口外,(3)歯放 

 

  



16. 齋藤貴之, 石原和幸(1), 櫻井 薫, 奥田克爾(1) : Porphyromonas gingivalisバイオフィルム形成に対するカテコール

アミンの影響, 老年歯医 20(3), 270, 2006.(第 17 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 東京都) 分子生研 (1)微生

物 

17. 田原靖章 : 咬合高径の挙上および口蓋形態の改良により発音障害が改善した症例, 日本補綴歯科学会 東関東

支部総会・第 9 回学術大会プログラム, 16, 2006.(第 9 回補綴歯科学会 東関東支部総会, 千葉市) 

 

18. 岡田千奈, 上田貴之, 櫻井 薫 : 咀嚼を想定した反復加圧による床下粘膜の血流変化, 日本補綴歯科学会   

東関東支部総会・第 9 回学術大会 プログラム, 8, 2006.(日本補綴歯科学会 東関東支部総会・第 9 回学術大会, 千葉

市) 

 

19. 石崎 憲 : 顎位の設定に苦慮した部分歯列欠損症例, 日本補綴歯科学会 東関東支部総会・第 9 回学術大会  

プログラム, 15, 2006.(日本補綴歯科学会 東関東支部総会・第 9 回学術大会, 千葉市) s-325 

 

20. 小平順可 : 義歯による発音障害を主訴とした高度な顎堤吸収を伴う無歯顎症例, 日本補綴歯科学会 東関東支

部総会・第 9 回学術大会 プログラム, 16, 2006.(日本補綴歯科学会 東関東支部総会・第 9 回学術大会, 千葉市) s-326 

 

  



8．歯科補綴学第二講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授  佐藤  亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究

（Ａ00‐0520-1） 

  口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

  セラミックスの接着に関する研究 

助 教 授  齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ96-0520-1） 

講 師  高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置（Ａ86-0520-3） 

助 手  久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1） 

 三穂 乙暁 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ98-0520-1） 

  
歯科用金属の電気的活動性に関する研究（Ａ02-0520-2） 

食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

 
平地 正茂 8分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性 

（Ａ02-0520-3） 

 鈴木 雄太 インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究（Ａ05-0520-4） 

 
天﨑 光宏 

 

歯科用金属の電気的活動性に関する研究（Ａ02-0520-2） 

セラミックスの接着に関する研究 

病院助手  野木 智代 8分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性  

（Ａ02-0520-3） 

 杉山 剛史 口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

 
松木 佳史 

五十嵐由佳 

咬合点の違いによる下顎頭の運動変化に関する研究（Ａ96-0520-6） 

歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1） 

大学院生  

  

野本俊太郎 

 

各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究（Ａ03-0520-2） 

μCT装置による上顎骨歯槽突起部の骨形態計測学的研究（Ａ03-0520-1） 

 四ツ谷 譲 外側翼突筋における筋電図学的研究 

 小野寺こづえ オールセラミックスブリッジの連結部形態の検討（Ａ05-0520-2） 

客員研究員 余 日月 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ98-0520-1） 

 

2．成果の概要 

1)全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関する研究（Ａ00-0520-1） 

本年度は、前年度計測した全身、顎口腔系及び平衡機能障害に自他覚的異常のない青年男子43名に加え、 

同じく水泳を日常スポーツとしている者28名について、全身写真撮影により体の形態的状態を観察し、比較

検討した。測定条件は、開眼時と閉眼時における歯牙接触位と咬頭嵌合位とし、重力線を基準に、肩（左右肩

峰）、腰（左右上前腸骨棘）の高さの差と偏位量、頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）の傾

斜と偏位量、頭蓋（ナジオン相当の鼻根部と人中下点を結んだ線）と下顎（人中下点と頤下点を結んだ線）の

角度差の測定を行った。両者の各条件における、Q1、Q3区間（中央50％区間）では、青年男子において、肩

は若干右が高く、中心は左にずれる傾向で、腰も右が高い傾向にあるが、中心は肩に比較してほぼ重力線に近

いという結果であった。また、水泳スポーツ者においては、肩は右が高く、腰はほぼ水平になる傾向で、中心



は、肩は重力線に近く、腰は右側偏位の傾向であった。また、顔面部では、各計測値ともに水泳スポーツ者の

方が、青年男子に比較して傾きやずれが少ないという結果であった。また開眼咬頭嵌合位の条件では、他の条

件に比較して、Q1、Q3区間は最も小さいという結果であった。 

 

2)口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

口腔内状態と睡眠の関係、睡眠と健康の関係に関する報告は多いが、口腔内咬合状態と睡眠との関係に関 

する研究報告は少ない。特に高齢者の多くが使用している義歯の就寝時の取り扱いに関しては、義歯を取り外

して就寝する指導と、義歯を使用して就寝する指導の相反する2つの指導がある。しかし、これらの指導は経

験則にて行われており、義歯の使用あるいは咬合関係の確保が、睡眠状態、睡眠の質にどのような影響を与え

ているかを考慮したものではない。そこで義歯の使用の有無による咬合確保と睡眠状態および睡眠の質との関

係を解明するために研究方法の確立とその検討を行った。 

歯科学報 105(5), 104, 2005. 

日補綴歯会誌 49(3), 559, 2005. 

 

3)インプラント施術後の補綴処置に関する研究（Ａ86-0520-3） 

昭和59年9月より多孔質アルミナセラミックインプラントを臨床応用し、単独あるいは天然歯と連結した 

形で上部補綴物を装着し、その経過を各種診査法を用いて追っている。現在最長経過例は17年以上になる。 

また、ハイドロキシアパタイト被覆2回法インプラントを平成元年3月より約40症例に応用した。現在最 

長経過例は12年以上になる。これらの研究を本学歯科保存学第一講座と共同で行っている。 

また、平成11年よりウメオ大学歯学部補綴科のJohan Gunne教授（スウェーデン）らと、上部補綴物の適 

合性に関する共同研究も開始した。さらに、BranemarkシステムとAnkylosシステムについても、同様の検討

を行う予定である。3タイプの上部構造を応用したいずれのインプラント体も、臨床的に良好な経過を示して

いる。インプラント連結・術者可撤式タイプの１症例において、フィクスチャーの近心側歯頸部に骨吸収がみ

られた症例については、処置後骨のさらなる吸収は認められず落ち着いた経過を取っている。8年以上経過し

た3症例4本のアバットメントに破折を認めたが、交換修理し現在問題なく経過している。しかし、なお今後

も十分な経過観察が必要と思われる。 

 

4)8分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性（Ａ02-0520-3） 

咬合の不調和は顎口腔系にとどまらず、身体機能に広範な影響を及ぼす可能性が示唆されているが、その 

因果関係については未だ明らかとはいえない。そこで8分割バランサー、ナソヘキサグラフ、オクルーザーを

用いて、その分布状態と咬頭嵌合位における体重8分割バランスとの関連を検討する。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

佐藤 亨 2005.9.24 Current and future 

concepts of fixed 

prosthodontics  

“21Century-INFANT“4th JOINT 

MEETING of the SDHSUM-FDI-MDA 

Ulaanbaatar， 

Mongolia 

 

 



教育ワークショップ等 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地

佐藤 亨 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

高橋 俊之 2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラム

を踏まえた歯科臨床概論 

作業部会委員 千葉市 

 

高橋 俊之 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

久永 竜一 2005.6.18 ～19 平成17年度第1回共用試験歯学系

OSCE ワークショップ 

参加者 新潟市 

久永 竜一 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

三穂 乙暁 
2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

鈴木 雄太 2005.5.21～22 第17回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

参加者 千葉市 

鈴木 雄太 2006.3.17～18 第3回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

天﨑 光宏 2005. 8.6 ～7 第18回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

参加者 千葉市 

 

共用試験等 

氏名 年月日 種別 役割 開催地

高橋 俊之 2006.2.26 平成17年度共用試験歯学OSCE 実行委員長 千葉市

久永 竜一 2006.2.26 平成17年度共用試験歯学OSCE 評価者 千葉市

鈴木 雄太 2006.2.26 平成17年度共用試験歯学OSCE 評価者 千葉市

平地 正茂 2006.2.26 平成17年度共用試験歯学OSCE 誘導 千葉市

天﨑 光宏 2006.2.26 平成17年度共用試験歯学OSCE 誘導係 千葉市

 



論      文 

 

 1. Suzuki,Y., Matsuzaka,K.(1), Ishizaki,K.(2), Tazaki,M.(3), Satou,T., Inoue,T.(1) : Characerization of the peri-implant 

epithelium in hamster palatine mucosa: Behavior of Merkel cells and nerve endings, Biomed Res 26(6), 257～269, 

2005. 原著 細形研 実動施設 (1)臨検査,(2)補綴I,(3)生理 

 

学会抄録 

 

 1. 佐藤 亨 : ジルコニア､アルミナに対応する接着性プライマー, 接着歯学 22(4), 328, 2005.(第 2 回国際接着歯学会

学術大会, 東京都) A-05-0520-2 

 

 2. 野本俊太郎, 市川 淳(1), 井出吉信(1), 佐藤 亨 : 有限要素解析による日本人上顎骨歯槽突起部への応力分布

の評価, 日補綴歯会誌 49(3), 555～559, 2005.(平成 16 年度日本補綴歯科学会東関東支部学術大会, 水戸市) 

A03-0520-1 (1)解剖 

 

 3. 前田有一郎, 佐藤 亨, 久永竜一, 三穂乙暁, 平地正茂, 佐瀬俊之(1) : 睡眠時無呼吸症候群患者における座位

と水平位の咬合接触状態の観察, 日補綴歯会誌 49(3), 559, 2005.(平成 16 年度日本補綴歯科学会東関東支部学術

大会, 水戸市) A-03-0520-4 (1)千葉県 

 

4. 杉戸博記 (1), 古澤成博 (2), 角田正健 (1), 杉山利子 (3), 山倉大紀 (4), 一戸達也 (5), 外木守雄 (6), 石井拓男 (7),

佐藤 亨, 山田 了(1), 小田 豊(8), 井出吉信(9) : 第 2 学年病院実習と臨床研修歯科医の初期研修を組み合わせ

た新しい多目的カリキュラム, 第 24 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会抄録集, 96, 2005.(第 24 回日本歯科

医学教育学会総会・学術大会, 徳島市) (1)保存II,(2)口健臨・総合歯科,(3)保存III,(4)補綴III,(5)歯麻,(6)市病・オーラルメディ

シン,(7)社会歯,(8)理工,(9)解剖 

 

5. 佐藤 亨, 三穂乙暁, 久永竜一, 高橋俊之, 鈴木雄太, 平地正茂, 杉山剛史, 中尾祐介, 松木佳史,

五十嵐由佳, 近藤麻理, 余 日月 : ZrO3 系および Al2O3 系セラミックスへのホスホン酸系化合物の接着有効性, 

日補綴歯会誌 49(114 回特別号), 162, 2005.(第 114 回日本補綴歯科学会学術大会, 新潟市) A-05-0520-2 

 

 6. 余 日月, 周 永勝(1), H.Feng(1), 佐藤 亨, 三穂乙暁, 久永竜一 : 銀イオン含有抗菌粒子を添加したレジン床の

抗菌作用, 歯科学報 105(5), 539, 2005.(第 278 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) A05-0520-1 (1)北京大学口腔医学

院修復科 

 

7. 杉山剛史, 佐藤 亨, 齋藤文明, 松久保 隆(1), 中尾祐介, 松木佳史, 五十嵐由佳, 山中喜男(2), 川村康中(3),

宮田右京(4) : 睡眠時無呼吸症候群患者と健常者の咬合接触状態の確認, 歯科学報 105(5), 542, 2005.(第 278

回東京歯科大学学会総会, 千葉市) A-03-0520-4 (1)衛生,(2)東京都,(3)広島県,(4)岩手県 

 

8. 小田 豊 (1) , 下野正基 (2) , 佐藤 亨, 村松 敬 (2) , 松坂賢一 (3) , 三宅菜穂子 (4) , 服部雅之 (1) , 高橋 賢 (5) ,

太田一正(6) : 唾液腺房細胞の活性化の機序に及ぼすレーザーの影響, 平成 17 年度東京歯科大学口腔科学

研究センターワークショッププログラムおよび抄録集, 21～22, 2006.(平成 17 年度東京歯科大学口腔科学研究センタ

ーワークショップ, 千葉市) HRC5A03 細形研,分子生研 (1)理工,(2)病理,(3)臨検査,(4)口健臨・補綴科,(5)保存III,(6)生化学 

 

  



9．歯科補綴学第三講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 岸  正孝 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-1） 

客員教授 小宮山彌太郎 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

助 教 授 嶋村 一郎 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

講  師 山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

 森下亜矢子 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 安達  亮 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

 高梨 聖敏 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 神庭 光司 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

病院助手 小山 鈴代 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-2） 

 山田  淳 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 本間 慎也 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 田口 貴子 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

 齋藤  茜 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-2） 

 甲野 千穂 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

大学院生 井本 裕之 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 高梨 琢也 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-2） 

 堺 健太郎 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

 末森  豪 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子（Ａ85-0530-2） 

 粟生田晃一 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-2） 

 田口裕美子 可撤性局部義歯の診断と診療計画（Ａ85-0530-2） 

 青木 雅憲 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 高橋 武志 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

   

2．成果の概要 

1）骨結合インプラントの基礎的，臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

(1)共鳴振動周波数測定によるインプラント周囲骨構造の評価に関する基礎的検討  

イヌ下顎骨に埋入されたフィクスチャーの共鳴振動周波数（ISQ：Implant Stability Quotient ）の測定 

とマイクロCTを用いた3次元的構造解析を行い、両者の関係について検討を行った。 

中型雄性免疫成犬4頭を実験に供し、下顎両側前臼歯を抜去した後3ヶ月の治癒期間をおき、同部に2回 

法によるインプラント埋入手術を行った。埋入に際しては、直径3.8mm、長径10.0mmのマシンサ－フェイス、

スレッドタイプインプラントを片側に対し4本、1頭につき両側で計8本埋入した。埋入位置は頬舌的には顎

骨の中央に近遠心的には各インプラント間がほぼ等間各を為すように配慮した。その後3ヶ月の治癒期間をお

き右側にのみ上部構造を装着した。その後さらに3ヶ月後下顎骨を試料とした。埋入時および屠殺時には共鳴

振動周波数の測定を行った。摘出した下顎骨はマイクロCTを用いてインプラント周囲骨梁構造の三次元的定

量を行い、屠殺時の共鳴振動周波数との関係を検討した。ISQと骨梁構造の三次元的構造解析との間には統計



学的に強い相関は認められなかった。  

日本補綴歯科学会 東関東支部総会・第9回学術大会プログラム・講演内容抄録集, 14, 2006 

     

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

嶋村 一郎 2005.5.21～22  第 17 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

タスクフォース 千葉市 

嶋村 一郎 2005.10.22～23 第 1 回東京歯科大学 試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

嶋村 一郎 2005.8.6～7 第18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

タスクフォース 千葉市 

 

嶋村 一郎 2005.11.19～20 第19 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

タスクフォース 千葉市 

 

山倉 大紀 2005.12.3～4 第 2 回東京歯科大学 試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 
参加者 船橋市 

森下亜矢子 2005.10.22～23 第 1 回東京歯科大学 試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 
参加者 船橋市 

宮下 有恒 2005.7.15 平成17年度 教育ワークショップ 歯学に

おける準備教育―物質の科学― 

作業部会委員 千葉市 

安達  亮 2005.8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市 

高梨 聖敏 2005.8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市 

神庭 光司 2005.8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

嶋村 一郎 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

山倉 大紀 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

宮下 有恒 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

安達 亮 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

森下亜矢子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

高梨 聖敏 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

神庭 光司 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

 1. 神庭光司, 嶋村一郎, 岸 正孝 : 咀嚼運動リズムの随意的調節に関する実験的研究, 歯科学報 105(3), 187～

199, 2005. 原著 

 

 2. 本間慎也, 荒瀧友彦, 岸 正孝 : 下顎臼歯部におけるフィクスチャーの植立位置が骨組織の応力分布に及ぼす

影響について, 歯科学報 105(4), 399～413, 2005. 原著 

 

 3. 山田 淳, 山倉大紀, 岸 正孝 : マイクロ CT によるイヌ下顎骨内部の三次元的観察－荷重と非荷重とのインプラン

ト周囲海綿骨の形態学的差異について－, 歯科学報 105(6), 577～587, 2005. 原著 分析生研 実動施設 

 

解      説 

 

 1. 小宮山彌太郎 : インプラント療法における早期加重と即時加重, デンタルダイヤモンド 30(426), 21～45, 2005. 

 

その他 

 

 1. 宮下有恒 : ブラジルで開催された 40 周年記念カンファレンスに参加して, Quintessence Dent Imp 13(1), 124, 

2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 安達 亮, 赤堀仁則, 渡辺和弘(1), 針谷 毅(2), 酒井勝衛(3), 大塚 聡(3), 大塚 格(4), 岸 正孝 : 義歯床用長期弾

性裏層材エヴァタッチスーパーの臨床評価, 日補綴歯会誌 49(114 回特別), 169, 2005.(第 114 回日本補綴歯科学

会学術大会, 新潟市) (1)新潟県,(2)北海道,(3)神奈川県,(4)長野県 

 

 2. 井本裕之, 山田 淳, 嶋村一郎, 松永 智(1), 井出吉信(1) : 共鳴振動周波数測定によるインプラント周囲骨構造の

評価に関する基礎的研究, 日補綴歯会誌 50(3), 2006.(平成 17 年度日本補綴歯科学会東関東支部総会・第 9 回学術

大会, 千葉市) 分析生研 実動施設 (1)解剖 

 

  



10．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  山口 秀晴  顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ99-0590-2） 

助 教 授  原崎 守弘  矯正歯科におけるレーザー照射の応用について 

助 教 授  茂木 悦子  超音波骨密度計を用いた顎骨成長の評価（A03-0590-3） 

            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）

            8020達成者の歯，歯列，咬合，ならびに全身状況に関する調査 

助 手  野嶋 邦彦  嚥下，発音時における舌および軟口蓋の運動解析 

     坂本 輝雄  矯正歯科への骨延長法の応用（Ａ94-0590-2） 

     片田 英憲  矯正力荷重時の顎顔面頭蓋の変形様相に関する研究（Ａ79-0590-1） 

     野村 真弓  TMJ Scaleを用いた顎関節症を疑う不正咬合者の心理的要因について 

     西井  康  インプラントアンカーの開発 

     根岸 史郎  矯正治療の客観的評価  

     小林   誠  顎顔面の3次元的形態評価法の開発 

大学院生 石井 武展  

 市村賢太郎  

 小坂 竜也  

 菊地  遥  

 金  煕勍  

 宇都宮結子  

 東郷 聡司  

 嘉多山 俊  

 小泉 儀明  

専 攻 生 北總 博之  

 黒田俊太郎  

   

2．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

野嶋 邦彦 歯列弓形態の人種差について Division of Orthodontics, 

Kang Nam St. Mary's 

Hospital, Catholic 

University of Korea 

Seoul, 

Korea 

Yoon-Ah Kook

 

 

 



3．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 

茂木 悦子 超音波による骨密度計測値を用いた10歳代から80歳

代までの骨年齢表示 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ）  

 

4．教育講演等教育に関する業績，活動 

 講 演 

講演者 年月日 演  題 学会名 開催地

坂本 輝雄 2005.7.7 矯正保険診療の解説 東京都歯科医師会研修会 東京 

坂本 輝雄 2006.1.21 大学の現状（臨床・教育・研究）

仮骨延長法の矯正治療への応用 

東京歯科大学同窓会南信

支部会 

飯田市

西井 康 2005.4.9～10 MTMコース 東京歯科大学同窓会 東京 

西井 康 2005.10.2 MTMコース 東京歯科大学同窓会 東京 

西井 康 2005.6.26～11.27 K-1コース デンツプライサンキン 東京 

西井 康 2005.6.17 非抜歯矯正治療の推進 台湾国高雄歯科医師会 台湾 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

茂木 悦子 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市

坂本 輝雄 2005.10.22～23 第１回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市

野嶋 邦彦 2005.6.18～19 平成17年度第1回共用試験歯学系OSCEワー

クショップ 

参加者 新潟 

野嶋 邦彦 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市

 



論      文 

 

 1. 竹内史江, 宮崎晴代, 野村真弓, 茂木悦子, 原崎守弘, 谷田部賢一(1), 山口秀晴, 平井基之(2), 佐藤晃一(2) : 

Dental Prescale(R)を用いた 8020 達成者の咬合調査, 歯科学報 105(2), 154～162, 2005. 原著 (1)口健臨・矯正

科,(2)東京都 

 

 2. 新妻史子, 野嶋邦彦, 西井 康, 渡辺和也(1), 山口秀晴 : 3 種のブラケットプレースメント法の垂直的位置の検討, 

東京矯正歯科学会雑誌 15(1), 17～25, 2005. 原著 (1)東京都 

 

 3. 三代奈保美(1), 西井 康, 野嶋邦彦, 山口秀晴 : 3D歯列画像による上下顎アーチフォームコーディネーションの

検討, Orthodontic Waves-Japanese Edition 64(2), 86～92, 2005. 原著 (1)東京 

 

 4. 大内 豪, 西井 康, 高木多加志(1), 山口秀晴 : 顎矯正手術における 3Dシミュレーションシステムの応用, 歯科学

報 105(3), 200～206, 2005. 臨床 (1)口外 

 

 5. 菊地 悠, 茂木悦子, 山口秀晴 : 気道の X 線 CT 三次元評価(第 1 報), 歯科学報 105(3), 274, 2005. 原著 

 

 6. 西村文邦, 坂本輝雄, 末石研二 : Hemifacial Microsomia の表情筋および咀嚼筋筋活動の特性, 歯科学報 

105(4), 383～397, 2005. 原著 

 

 7. 黒柳和佳子, 野嶋邦彦, 西井 康, 山口秀晴 : 顎矯正手術による下顔面部軟組織の三次元的変化―顔面非対

称症例における検討―, 歯科学報 105(4), 414～420, 2005. 原著 保情研 

 

 8. 野嶋邦彦, 石井武展, 山口秀晴 : 下顎 3incisors をともなった成人 Angle 3 級非抜歯症例, 東京矯正歯誌 15(2), 

143～147, 2005. 症例 

 

 9. 本多礼乃, 永田賢司(1), 野嶋邦彦 : 顎外装置を用いず最大固定を得た成人上顎前突抜歯症例, 東京矯正歯科

学会雑誌 15(1), 59～63, 2005. 症例 (1)京都府 

 

10. 山口秀晴 : 咬合と顔貌の調和-個性正常咬合の維持に重要な要素-, 歯科審美 17(2), 217～226, 2005. 総説 

 

11. Arakawa,Y.(1), Yamaguchi,H. : Jaw movement recirdings in cases of open bite with tongue thrust, J Clin Orthod 39(6), 

354～359, 2005. 臨床 (1)東京都 

 

12. 稲森康二郎, 野嶋邦彦, 西井 康, 山口秀晴 : 東京歯科大学千葉病院矯正歯科における 10 年間の唇顎口蓋裂

患者の臨床統計的検討, 歯科学報 105(5), 543, 2005. 原著 

 

13. 福山英治(1), 中納治久(1), 鮎瀬節子(1), 小川清隆(1), 坂本輝雄, 花岡 宏(1), 野代悦生(1), 筒井照子(1) : 唇顎口蓋

裂以外の先天異常に起因する咬合異常の歯科矯正患者に関する調査報告(平成 17 年), Orthodontic Waves 

-Japanese Edition 65(1), 60～75, 2006. 臨床 (1)東京都 

 

14. 根津亜希子, 福井健之(1), 原崎守弘, 川端薫子, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 矯正歯科治療中の痛みに対する神経

開口部へのレーザー照射について－その 1－VASによる痛み緩和効果の検討, 歯科学報 106(1), 29～33, 

2006. 原著 (1)千葉県 

 

  



15. Shimizu,T., Motegi,E., Nomura,M., Kaneko,Y., Takeuchi,H., Yamaguchi,T., Miyazaki,H., Harazaki,M., Hirai,M.(1), 

Kurihara,S.(2), Yamaguchi,H. : Cephalometric study of elderly with nearly intact dental arches, Gerodontology 

23(1), 60～63, 2006. 原著 (1)東京都,(2)長野県 
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県公衆衛生学会, 千葉市) (1)千葉県 

 

45. 茂木悦子, 野村真弓, 勝村 麗, 菊地 悠, 篠 珠美, 金成暢, 加納将貴, 深川裕子, 夫馬明日香, 大峡 潤,

宮崎晴代, 原崎守弘, 山口秀晴, 松田一郎(1) : 8020 達成者にみられる歯の加齢変化, 第 12 回千葉県歯科医

学大会 千葉県 8020 運動推進大会 プログラム, 2006.(第 12 回千葉県歯科医学大会 千葉県 8020 運動推進大会, 千

葉市) (1)千葉県 

 

46. 坂本輝雄, 一色泰成, 緒方寿夫(1), 中島龍夫(1) : Beckwith-Wiedemann症候群 10 症例の歯科矯正学的検討, 慶

応医学 83(2), 54, 2006.(第 11 回慶應義塾大学形成外科同門会学術総会, 東京) (1)慶大・医・形成外科 

 

47. 井上 孝 (1), 松坂賢一 (1), 下野正基 (2), 吉成正雄 (3), 田﨑雅和 (4), 山田 了 (5), 久保周平 (6), 関根秀志 (7) ,

茂木悦子, 矢島安朝(8), 新谷益朗(9), 石崎 憲(10) : 唾液検査とオーダーメード治療, 平成 17 年度東京歯科大

学口腔科学研究センターワークショッププログラムおよび抄録集, 33, 2006.(平成 17 年度東京歯科大学口腔科学研

究センターワークショップ, 千葉市) (1)臨検査,(2)病理,(3)理工,(4)生理,(5)保存II,(6)小児歯,(7)口健臨・口腔インプラント科,(8)

千病・口腔インプラント,(9)脳科学研究施設,(10)補綴I 

 

48. Nomura,M., Motegi,E., Hatch,J.P.(1), Gakunga,P.T.(1), Rugh,J.D.(1), Yamaguchi,H. : Esthetic Protile study of 

Caucasian,Japanese and African Patients, The 35th General Session & Exhibition of the American Association for 

Dental Research Program, 2006.(The 35th General Session & Exhibition of the American Association for Dental Research, 

Orlando,USA) 演題番号 2221 (1)USA 

 

49. 茂木悦子, 増渕牧子, 山口秀晴 : 指しゃぶりと扁桃肥大との関連について, MFT 研究会 5, 24, 2006.(第 4 回日本

口腔筋機能療法研究会, 東京) 

 

  



 

11．歯科放射線学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 佐野  司 拡散強調MR画像を応用した顎関節症の病態診断（Ａ04-0610-1） 

助 教 授 和光  衛 マイクロCTを用いた病巣周囲骨梁構造の３次元的解析（Ａ99-0610-1） 

薄膜性骨内インプラントと骨との親和性に関する３次元構造解析 

（Ａ00-0610-1） 

講  師 早川 吉彦 ステレオグラフィーによる歯・顎骨３次元再構成像の評価（Ａ02-0610-1） 

助  手 西川 慶一 超音波血流信号の定量解析による頭頸部悪性腫瘍リンパ節転移の高精度検出 

（Ａ02-0610-2） 

 原田 卓哉 上顎に発生し隔壁様構造を伴った不透過性病変の画像診断学的検討 

（Ａ01-0610-1） 

 山田 正幸 歯周疾患の診査における臨床所見と口内法Ｘ線写真所見との相関性について 

（Ａ97-0610-9） 

 

 

音成 貴道 

山本 実佳 

悪性腫瘍リンパ節転移の評価（Ａ03-0610-1） 

MRIによる顎関節症の病態診断 

顎舌骨筋を経由する舌下部病変のCTおよびMRによる描出の検討 

助  手 

大学院生 

大久保真衣 

田辺 耕士 

眞木佐恵子 

矢島 あや 

摂食・嚥下運動動態に関する画像診断学的検討 

 

専 攻 生 水田  茂 インプラントの画像診断に関する研究 

 

2．成果の概要 

1）拡散強調MR画像を応用した顎関節症の病態診断（Ａ04-0610-1） 

拡散強調画像（以下、DWI）は、ブラウン運動中の水分子の位相変化を可視化するものである。今回の研 

究の目的は、DW撮像法における顎関節部に適切な拡散強調画像の撮像条件の検討を行った。使用機器は1.5 T 

Siemens社製 Magnetom Symphony  Maestro Classを用いた。本装置で撮像可能なDWIは3種類で、echo planer 

imaging(以下、EPI)、single-shot高速SE法（以下、SSFSE）、steady-state free precession法（以下、SSFP）

である。各撮像中、EPIおよびSSFSEではb値を設定し、SSFPではb値の代替としてdiffusion moment（以

下、dm）を設定した。顎関節部の撮像範囲内にブラウン運動可能な水分子を入れるため、蒸留水を満たしたポ

リエチレン・チューブを外耳道に挿入した。対象はボランティア3名、臨床症状のない6関節である。各DWI

撮像法でTMJ像を得て、チューブ内の水に加え、各解剖学的構造の信号強度とその同定能について検討した結

果、EPIとSSFSEは不適切で、SSFPのみが同定可能となった。そこで、SSFPについてdm値の詳細な検討を行

うこととした。 dmは、10.50.100.150.200.250の画像上で、水、下顎頭骨髄、脳実質についてROIを設定し、

信号強度を計測した。その結果、6関節の全てにおいて、dmが大きくなるにつれて信号強度が下がり、また、

S/N比も低下した。dmが100の時に水は下顎頭骨髄と同程度の信号強度を示したが、150ではそれを下回り、

脳実質と同程度となっていた。これらの結果から、顎関節に適切なDWIの条件は、dmが100-150のSSFP法で

あることが示唆された。 



 

The Bulletin of Tokyo Dental College 47(1), 5 ～12, 2006. 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

佐野  司 Magnetic resonance evidence 

of joint effusion of the 

temporomandibular joint 

九州歯科大学 

 

北九州市 

 

高橋 哲 

佐野  司 

 

慢性経過をたどる顎関節症患者

に対する頭皮鍼療法 

昭和大学歯学部 

 

東京 

 

南雲正男 

 

佐野  司 

 

顎関節症のMRI診断 日本大学・松戸歯学

部 

松戸市 金田 隆 

佐野  司 

音成 貴道 

山本 実佳 

顎関節症のMRI診断 昭和大学歯学部 東京 岡野友宏 

和光  衛 

 

ＣＴ画像とインプラント埋入圧

との相関分析評価 

プラトンテクニカ

ル センター 

東京 鹿島長門 

早川 吉彦 

 

 

Cranio-maxillofacial and 

dental 3D-reconstruction, 

imaging and visualization 

Univ. of Applied 

Science Osnabrueck

 

Osnabrueck, 

Germany 

 

Kober, Cornelia

 

早川 吉彦 Diagnostic information yield 

from Tuned-Aperture 

Computed Tomography 

The Univ. of 

Louisville 

Louisville,  

Kentucky, USA 

Farman,  

Allan G. 

早川 吉彦 TACTとステレオグラフィーによる

歯・顎骨３次元再構成像の評価 

国立台湾大 

(National Taiwan 

Univ.) Univ. of 

Washington 

台北，台湾，お

よび Seattle, 

Washington, USA 

Chen, 

Ssu-Kuang 

早川 吉彦 

 

歯科用コーンビーム CT に関す

る基礎的，臨床的研究 

Xoran 

Technologies, Inc.

Ann Arbor, 

Michigan, USA 

Predrag Sukovic

早川 吉彦 

 

近赤外イメージングと TACT 

(Tuned-Aperture Computed 

Tomography) 

金沢大学医学部 金沢市 宮地利明 

大久保真衣 

 

 

特別養護老人ホーム入所者の摂

食・嚥下機能および指導内容の

実態 

昭和大学歯学部 東京 向井美惠 

山本 実佳 Mylohyoid muscle : separation 

between the sublingual space 

and submandibular space 

Havard University

 

 

昭和大学歯学部 

Boston, 

Massachusetts, 

USA 

東京 

Curtin, Hugh D.

 

 

中島 功 



 

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 

佐野  司 FLAIR 法 MR 画像による顎関節滑膜炎の病態診断

プロジェクト 

文科省科研費・萌芽研究 

 

Kober, 

Cornelia 

(Germany) 

 

共同研究者 

（日本）： 

佐野  司 

早川 吉彦 

Exploration of joint research prospects  

in cranio-maxillofacial and dental 

3D-reconstruction, imaging and 

visualization 

A grant for a "short-term visit" for 

"Bilateral Cooperation in Science and 

Technology with Japan" funded by the 

"International Bureau of the Federal 

Ministry of Education and Research, 

Germany"（「ドイツ連邦政府教育研究省国

際局」から与えられる「日本との二国間科

学技術共同研究・セミナーのための短期滞

在」に対する補助金） 

 

 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 

矢野 圭介 
佐野  司 
音成 貴道 
岡野 友宏 

2005.7.30～31 ポスター賞 

 

 

下顎頭のMR double contour像の

予後観察 

 

第18回日本顎関

節学会総会・学術

大会 

Yamamoto, A.  

Yamamato, M. 

Hayakawa, Y. 

Tanabe, K. 

Maki, S. 

Otonari, T. 

Okubo, M. 

Sano, T. 

2005.9.21～25 

 

2nd Place 

Prize 

 

Cone-beam CT (CB Throne®) 

applied to maxillofacial 

lesions 

 

39th Annual 

Meeting of the 

American 

Society of Head

and Neck 

Radiology 

Yamamoto, M. 

Nakajima, K. 

Otonari, T. 

Sano, T. 

Gokan, T. 

Tsuji, Y.  

Curtin H. D.  

Okano, T. 

2005.9.21～25 

 

 

 

 

3rd Place Prize

 

 

 

 

 

The Mylohyoid Muscle: 

Separation of 

submandibular and 

sublingual spaces 

 

39th Annual 

Meeting of the 

American 

Society of Head

And Neck 

Radiology 

Lerttumnongt

um,P. 

Cunnane,M. 

Sakai,O. 

Yamamoto,M. 

Janfaza,P. 

Curtin,HD. 

 

2005.11.27～12.2 Certificate of 

Merit 

 

Fasciae of Parapharyngeal 

Spaces: Dissection and Imaging 

 

91st Scientific 

Assembly and  

Annual Meeting 

of the  

Radiological 

Society of North 

America 

(RSNA2005) 



 

パネリスト（ラウンド・テーブル・ディスカッション） 

講演者 年月日 講演名 学会・研究会名 開催地

佐野  司 

 

2005.5.12～14 歯科放射線からの発信： 

口腔病理学との連携を目指して 

第46回日本歯科放射線学

会総会学術大会・シンポジ

ウム 

新潟市 

 

早川 吉彦 2005.6.22～25 Round Table Discussion: 

New Directions in Maxillofacial

Cone Beam CT and Allied 

Technologies 

19th International 

Congress & Exhibition 

of Computer Assisted 

Radiology & Surgery 

(CARS2005) 

Berlin,

Germany

 

研究指導 

氏 名 年月日 特記事項 役割 場所 

佐野  司 

 

 

2005.4～2006.3 研 究 者：矢野圭介 

研究課題：関節円板転位の改善と下顎頭の MR 

double contour像との関連 

研究指導 

 

東京 

 

 

早川 吉彦 

 

2005.4～2006.3 研 究 者：森 俊道 

研究課題：新しい口腔内カメラおよび抜歯器具

の臨床活用 

研究指導 

 

越谷市

 

 6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

佐野  司 2005.10.16 顎関節症の画像診断 日本顎関節学会・学術講演会 横浜市

佐野  司 2006.2.19 歯科用コーンビームCT の臨床

応用と MRI による顎関節症の

診断 

(社)川崎市歯科医師会・平成

17年度第2回学術部講演会 

川崎市

佐野  司 

 

2006.3.5 

 

臨床・画像診断と咬合診断：歯

科用コーンビームCT,MRI 

TDC卒後研修セミナー2006 東京 

 

佐野  司 2006.3.19 テーブルクリニック：顎口腔顔

面領域における歯科用コーン

ビームCTとMRIの応用 

第14回茨城県歯科医学会 水戸市

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

佐野  司 

 

2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラムを踏

まえた歯科臨床概論 

 

作業部会委員長 千葉市

 



 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

佐野  司 

 

2005.12.5～8 平成17年歯科医師臨床研修指導歯科医ワ

ークショップ 

参加者 裾野市

和光  衛 2005.10.22～23 第1回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市

和光  衛 2005.11.18～19 第3回共用試験歯学OSCEワークショップ 参加者 福岡市

早川 吉彦 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市

西川 慶一 2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学における準備教育－物質の科学－ 

作業部会委員 千葉市

西川 慶一 2006.3.17～18 第３回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 市原市

音成 貴道 

 

2006.3.17～18 第３回東京歯科大学試験問題作成とセキ

ュリティの確保に関するワークショップ 

参加者 市原市

大久保真衣 

 

2005.8.6～7 

 

第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 

 

千葉市

 

山本 実佳 

 

2005.8.6～7 

 

第18回東京歯科大学カリキュラム研修ワ

ークショップ 

参加者 千葉市

 



論      文 

 

1. 菅沼岳史(1), 角田左武郎(1), 長谷川篤司(1), 木村裕一(1), 宮下 元(1), 天野 均(1), 塚崎弘明(1), 五島衣子(1),

岡野友宏(1), 佐野 司 : 客観的臨床能力試験(OSCE)における評価の一致度について, 日歯医教会誌 21(1), 

3～9, 2005. 原著 (1)昭和大・歯・OSCE小委 

 

 2. 早川吉彦, 佐野 司, P.Sukovic(1), W.C.Scarfe(2), A.G.Farman(2) : コーンビームCT－三次元画像診断へのパラダイ

ムシフト－, 日歯評論 65(7), 125～132, 2005. 臨床 (1)Xoran Technologies， Inc.,(2)School of Dentistry， Univ. of 

Louisville 

 

 3. Otonari,T., Wakoh,M., Sano,T., Yamamoto,M., Ohkubo,M., Harada,T. : Parameters for diffusion weighted magnetic 

resonance imaging for temporomandibular joint, Bull Tokyo Dent Coll 47(1), 5～12, 2006. 原著 

 

 4. 河田英司(1), 佐野 司, 一戸達也(2), 小田 豊(1), 石井拓男(3), 井出吉信(4) : 本学総合学力試験と共用試験CBTの

比較, 日歯医教会誌 22(1), 23～25, 2006. 原著 (1)理工,(2)歯麻,(3)社会歯,(4)解剖 

 

 5. 佐野 司, 矢島あや, 山本実佳, 音成貴道, 田辺耕士 : コーンビーム CT(CB Throne)の歯顎顔面領域への臨床

応用, MEDIX 44, 23～26, 2006. 臨床 

 

単行図書 

 

 1. 西川慶一(a-d), 小島清嗣(1), 岡本洋一(2) : 著分担 :Photoshopの画像処理マニュアル (a)スキャナで画像を取り込

む 51～62 頁,(b)診断用臨床画像に対する画像処理 129～159 頁,(c)畳み込み積分と空間フィルタ処理 204～

207 頁,(d)大きな画像の取り込み方法 208～210 頁, 羊土社, 東京, 2005. RI研 脳科学研 (1)オリンパス,(2)昭和科研 

 

 2. 佐野 司編集, 和光 衛著分担: 著分担 :歯科放射線マニュアル(4 版) , 南山堂, 東京, 2006. 

 

 3. 下野正基(1) 監修, 佐野さつき(2), 佐野 司, 中村信子(3), S.Knowlton(4) : 共著 :歯科用英語ハンドブック―即戦力

のトレーニング― , 医学情報社, 東京, 2006. (1)病理,(2)池見東京歯科衛生士専門学校,(3)昭和大・医・看護専門学

校,(4)昭和大 

 

プロシーディングス 

 

 1. Hayakawa,Y., Kobayashi,N.(1), Sano,T., Ota,Y.(2) : Three-dimensional tomo-synthesis/reconstruction methods and 

stereographic viewing display applied for dento-alveolar imaging , CARS 2005: Computer Assisted Radiology And 

Surgery: Proceedings Of The 19th International Congress And Exhibition; Berlin, Germany, June 22-25, 2005 

(International Congress Series) , 1182～1186, 2005.(19th International Congress and Exhibition of Computer Assisted 

Radiology and Surgery, CARS2005, Berlin, Germany) 保情研 (1)千病・放科,(2)千葉県 

 

 2. Hayakawa,Y., Suda,M., Sano,T. : 3-D imaging trends with the likelihood of 3-D being the general mode for dental 

practice, CARS 2005: Computer Assisted Radiology And Surgery: Proceedings Of The 19th International 

Congress And Exhibition; Berlin, Germany, June 22-25, 2005 (International Congress Series) , 1421, 2005.(19th 

International Congress and Exhibition of Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS2005, Berlin, Germany) 

 

 

  



その他 

 

 1. 大久保真衣 : 臨床最前線；医療機関巡り記 横浜市中部地域療育センター, 日摂食嚥下リハ会誌 9(1), 110～

111, 2005. 

 

学会抄録 

 

 1. 音成貴道, 佐野 司, 和光 衛, 大久保真衣, 山本実佳(1), 岡野友宏(1), 阿部伸一(2), 井出吉信(2) : MRIにおける

顎関節円板の前方部の低信号所見, 第18回日本顎関節学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 101, 2005.(第

18 回日本顎関節学会総会・学術大会, 松江市) (1)昭和大・歯・歯放,(2)解剖 

 

 2. 山本実佳(1), 佐野 司, 音成貴道, 和光 衛, 大久保真衣, 岡野友宏(1) : 変形性関節症：咬合時疼痛と開口時疼

痛との関連, 第 18 回日本顎関節学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 101, 2005.(第 18 回日本顎関節学会総

会・学術大会, 松江市) (1)昭和大・歯・歯放 

 

 3. 筒井重行(1), 竹川ひとみ(1), 住谷 要(1), 串田東作(1), 佐野 司, 角田左武郎(1), 南雲正男(1) : 頭皮鍼療法とCMIと

の関連―第 4 報 心身の相関について―, 第 18 回日本顎関節学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 105, 

2005.(第 18 回日本顎関節学会総会・学術大会, 松江市) (1)昭和大・歯・顎口腔疾患制御外科 

 

 4. 矢野圭介(1), 佐野 司, 音成貴道, 岡野友宏(1) : 下顎頭のMR double contour像の予後観察, 第 18 回日本顎関節

学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 153, 2005.(第 18 回日本顎関節学会総会・学術大会, 松江市) 脳科学研 (1)

昭和大・歯・歯放 

 

5. 古谷義隆 (1) , 伊藤太一 (1) , 荒瀧友彦 (1) , 石崎 憲 (2) , 杉山哲也 (2) , 櫻井 薫 (2) , 野村武史 (3) , 山内智博 (3) ,

柴原孝彦(3), 和光 衛, 佐野 司, 矢島安朝(1) : HA薄膜インプラントの臨床使用経過について, 日本口腔インプ

ラント学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 143, 2005.(第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会 第 25 回日

本口腔インプラント学会東北・北海道支部総会併催, 弘前市) (1)千病・口腔インプラント,(2)補綴I,(3)口外 

 

 6. 井原郁夫(1), 山田雅司(1), 中川寛一(1), 佐野 司, 矢島安朝(2) : インプラントに近接した根尖病巣の処置と文献的

考察, 第 35 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 167, 2005.(第 35 回日本口腔インプラ

ント学会総会・学術大会,第25回日本口腔インプラント学会東北・北海道支部総会併催, 弘前市) (1)保存I,(2)千病・口腔インプ

ラント 

 

7. 田辺耕士, 西川慶一, 眞木佐恵子, 山本あや, 水田 茂, 光菅裕治(1), 荒木和之(2), 舟橋逸雄(3), 矢島安朝(4),

中川寛一(5), 佐野 司, 岡野友宏(2) : 新型歯科用コーンビームCT装置CB Throne®の使用経験, 歯放線 45(3), 

112, 2005.(日本歯科放射線学会第 200 回関東地方会・第 25 回北日本地方会・第 13 回合同地方会, 東京) (1)千病・放科,(2)

昭和大・歯・歯放,(3)昭和大・歯病・放,(4)千病・口腔インプラント,(5)保存I 

 

 8. 松原志津加(1), 野村武史(1), 片倉 朗(1), 高木多加志(1), 矢島安朝(2), 柴原孝彦(1), 音成貴道, 佐野 司 : 上顎歯

肉癌と下顎歯肉癌の比較に関する臨床病理学的検討, 日口腔科会誌 54(4), 478, 2005.(第 59 回日本口腔科学会

総会, 徳島市) (1)口外,(2)千病・口腔インプラント 

 

 

  



 9. Yamamoto,M., Nakajima,K.(1), Otonari,T., Sano,T., Gokan,T.(2), Tsuji,Y.(3), Curtin,H.D.(4), Okano,T.(3) : The 

Mylohyoid Muscle: Separation of Submandibular and Sublingual Spaces, 39th Annual Meeting of the American 

Society of Head and Neck Radiology Program & Synopses, 331, 2005.(39th Annual Meeting of the American Society of 

Head and Neck Radiology, San Francisco, USA) (1)昭和大・歯・口腔解剖,(2)昭和大・医・放,(3)昭和大・歯・歯放,(4)Dept. of 

Radiology， Massachusetts Eye and Ear Infirmary， Harvard Medical School 

 

10. Yamamoto,A., Yamamoto,M., Hayakawa,Y., Tanabe,K., Maki,S., Otonari,T., Ohkubo,M., Sano,T. : Cone-beam CT 

(CB Throne®) applied to maxillofacial lesions, 39th Annual Meeting of the American Society of Head and Neck 

Radiology Program & Synopses, 342, 2005.(39th Annual Meeting of the American Society of Head and Neck Radiology, 

San Francisco, California, USA) 

 

11. 山本あや, 山本実佳, 和光 衛, 音成貴道, 山田正幸, 原田卓哉, 大久保真衣, 田辺耕士, 佐野 司 : 上顎洞

部の悪性腫瘍の CT 画像による検討, 歯科学報 105(5), 508, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

12. 田辺耕士, 西川慶一, 音成貴道, 光菅裕治(1), 佐野 司 : 頭頸部におけるMRI背景信号抑制拡散強調(DWIBS)

法の有用性, 歯科学報 105(5), 509, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)千病・放科 

 

13. 成瀬晋一(1), 村上 聡(1), 松坂賢一(1), 田中陽一(2), 笠原清弘(3), 柴原孝彦(3), 佐野 司, 井上 孝(1) : 顎関節部に

生じた偽痛風の一例, 歯科学報 105(5), 518, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)臨検査,(2)市病・臨

検,(3)口外 

 

14. 相澤光博(1), 山本正紀(1), 高野正行(2), 柿澤 卓(2), 山田正幸, 西川慶一, 佐野 司, 村上伸一(3) : X線CT画像か

らの骨領域高精度自動抽出の試み－下顎骨に対する最適抽出条件の検討－, 歯科学報 105(5), 541, 

2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)水病・放科,(2)口健臨・口外科,(3)東京電機大・工 

 

15. 古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 山内智博(2), 柴原孝彦(2), 和光 衛, 佐野 司, 矢島安朝(1) : インプラント

治療における新型コーンビームCT装置CB Throne&reg; の使用経験, 第 9 回日本顎顔面インプラント学会総

会・学術大会プログラム抄録集, 40, 2005.(第 9 回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会, 福岡市) (1)千病・口腔イ

ンプラント,(2)口外 

 

16. Lerttumnongtum,P.(1), Cunnane,M.(1), Sakai,O.(1), Yamamoto,M., Janfaza,P.(1), Curtin,H.(1) : Fasciae of 

Parapharyngeal Spaces: Dissection and Imaging, Radiol, 795, 2005.(91th Scientific Assembly and Annual Meeting of the 

Radiological Society of North America, RSNA2005, Chicago, USA) (1)Dept. of Radiology， Massachusetts Eye and Ear 

Infirmary. Harvard Medical School 

 

17. 佐野 司 : 歯科放射線からの発信：口腔病理学との連携を目指して, 歯放線 45(4), 159, 2005.(第 46 回日本歯科放

射線学会総会・学術大会, 新潟市) 

 

18. 音成貴道, 佐野 司, 和光 衛, 原田卓哉, 山田正幸, 大久保真衣, 井上 孝(1) : 顎下部に生じた転移性甲状腺

乳頭状腺癌の画像所見, 歯放線 45(4), 165, 2005.(第 46 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, 新潟市) (1)臨検査 

 

19. 西川慶一, 和光 衛, 光菅裕治(1), 小林紀雄(1), 佐野 司, 野村源吾(2), 丹羽伸行(2) : 登院前学生を対象とした口

内法撮影手技実習用シミュレータの開発, 歯放線 45(4), 177, 2005.(第 46 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, 

新潟市) (1)千病・放科,(2)京都科学 

 

  



20. 片倉 朗(1), 音成貴道, 原田卓哉, 和光 衛, 武田栄三(1), 野村武史(1), 椎木さやか(1), 盧 靖文(1),松原志津加(1), 

井上 孝(2), 柴原孝彦(1) : CT・MRIが診断に有用であったPrimary Intraosseous Carcinoma (PIOC)の一例, 歯放

線 45(4), 188～189, 2005.(第 46 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, 新潟市) (1)口外,(2)臨検査 

 

21. 山本あや, 山本実佳, 和光 衛, 音成貴道, 山田正幸, 原田卓哉, 大久保真衣, 早川吉彦, 西川慶一,

田辺耕士, 眞木佐恵子, 柴原孝彦(1), 佐野 司 : 上顎洞に生じた悪性間葉系腫瘍 2 症例の画像所見, 歯放線 

45(4), 194, 2005.(日本歯科放射線学会第 10 回臨床画像大会, 仙台市) (1)口外 

 

22. 大久保真衣, 眞木佐恵子, 檜垣卓生(1), 佐野 司, 田辺耕士, 山本あや : 舌のMRI画像によるMFTへのアプロー

チ, 日本口腔機能療法研究会 5, 21, 2006.(第 4 回日本口腔筋機能療法研究会大会, 東京) (1)千病・放科 

 

23. 音成貴道, 神立 進(1), 高木多加志(2), 山本実佳, 大久保真衣, 山本あや, 田辺耕士, 原田卓哉, 山田正幸,

和光 衛, 佐野 司 : 顎関節部へのCTおよびMR画像によるfusion画像適用の試み, 歯放線 46(1), 28～29, 

2006.(日本歯科放射線学会第 201 回関東地方会, 新潟県南魚沼郡) (1)放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター病

院,(2)口外 

 

24. 原田卓哉, 片倉 朗(1), 音成貴道, 山本実佳, 矢島あや, 田辺耕士, 和光 衛, 柴原孝彦(1), 髙野伸夫(1),     

佐野 司 : 下顎に発生した顎骨中心性癌 2 例の画像所見, 歯放線 46(1), 29～30, 2006.(日本歯科放射線学会第

201 回関東地方会, 新潟県南魚沼郡) (1)口外 

 

25. 檜垣卓生(1), 大久保真衣, 西川慶一, 佐野 司 : 嚥下運動に対するMR動態撮像条件の検討, 歯放線 46(1), 32, 

2006.(日本歯科放射線学会第 202 回関東地方会, 東京) (1)千病・放科 

 

26. 一戸達也(1), 久保浩太郎(1), 佐野 司, 新谷益朗(2), 澁川義幸(3), 加藤元一郎(4), 金子 譲(1) : 口腔の痛覚誘発脳

磁場に関する総合的研究：歯髄神経における電気刺激誘発時の脳磁場応答の観察―歯髄神経内にAβ線維

が存在するか?MEG計測の観点からの検討―, 平成 17 年度 東京歯科大学口腔外科研究センター ワークショ

ップ プログラムおよび抄録集, 46～47, 2006.(平成 17 年度 東京歯科大学口腔外科研究センター ワークショップ, 千葉

市) (1)歯麻,(2)脳科学研究施設,(3)生理,(4)慶大・医・精神神経科 

 

  



12．ス ポ ー ツ 歯 学 研 究 室 

 

プロフィール 

 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 石上 惠一 咬合と重心動揺（Ａ98-0508-1） 

助 教 授 武田 友孝 マウスガードの衝撃吸収能について（Ａ00-0790-2） 

講  師 中島 一憲 咬合と運動パフォーマンス（Ａ98-0508-2） 

病院助手 川村慎太郎 スポーツにおける身体運動時の口腔内状態（Ａ00-0790-12） 

 半田  潤 頭部に生ずる加速度に対する噛みしめ，マウスガードの影響（Ａ00-0790-11）

 奈良 和彦 マウスガードの厚径変化に関する研究（Ａ00-0790-5） 

 宮島 至郎 顎口腔系の状態変化が歩行に及ぼす影響（Ａ00-0790-18） 

 秋場 岳史 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響（Ａ-00-0790-13） 

大学院生 内藤  薫 骨細胞の各種機械的刺激に対する反応に関する研究（Ａ02-0790-15） 

 黒川 勝英 頭部に生ずる加速度に対するかみ締め，マウスガードの影響（Ａ00-0790-11）

 渋澤 真美 マウスガードのデザインが頭頸部の安全性に及ぼす影響（Ａ00-0790-14） 

 須田  鎮 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の破折強度に及ぼす影響（Ａ02-0790-17）

 若野 新八 衝撃性閉口に対するマウスガードの効果について（Ａ00-0790-09） 

専 攻 生 前田 昌彦 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の破折強度に及ぼす影響（Ａ02-0790-17）

 小島 一郎 脳の活性化に及ぼす口腔内および咀嚼条件の影響（Ａ02-0790-16） 

 

2．成果の概要 

1）咬合と全身状態、スポーツパフォーマンスについて 

スポーツにおいて生ずる頭部への加速度は、頭位・姿勢の変化を惹起しスポーツパフォーマンスに影響し、

またその値がある閾値を超えた場合には脳震盪などの脳傷害、頸椎への損傷の原因となる。この加速度の発

生に影響する因子としては、頸部の長さ、太さ、アライメントなどの解剖学的個体差、頸部の筋力、外来刺

激に対する反応時間などの運動能力などが挙げられる。したがって、頭部への加速度の軽減のための顎口腔

系の条件として、咬合の確立、正しい咬合を有するマウスガード、スプリントの装着、すなわち、顎口腔系

の状態の改善、適切なマウスガードの装着によるかみ締め力の増大および早期の筋活動が、頭頸部の固定の

増強に寄与し、スポーツパフォーマンスの向上、頭頸部の損傷予防に有効と考えられる。 

 

  2）マウスガードの安全性について（Ａ00-0790-2）（Ａ00-0790-5） 

   種々のスポーツ、特にコンタクトスポーツにおける顎顔面領域への障害防止対策として、マウスガードの

使用が注目され、実際様々なタイプものが使用されつつある。しかしカスタムメイドタイプと現在多くの選

手に使用されている市販のタイプとでは、装着感はもとよりその安全性においても大きな隔たりがある。す

なわち、不適切なタイプでは異物感が強く、会話等を阻害し使用が不可能であったり、また外傷の予防に十

分な衝撃吸収能を得るだけの厚みを確保するのは難しい。さらに、適切な咬合関係の付与がなされていない

マウスガードでは、顎関節症を誘発してしまうケースが多く認められるばかりか、外力が加わった際に早期

接触部位が支点となりかえって骨折の可能性を増大してしまう事になる。そこで、適切なマウスガードの啓

発、普及が必要と考えられる。 



    日補綴歯会誌 49(4), 608～616, 2005. 

 

  3）マウスガードの物性に関して（Ａ00-0790-2）（Ａ00-0790-5） 

適切なマウスガードは、十分な衝撃吸収能を有しかつ製作過程および使用により変形、損傷等起こしては

ならない。衝撃吸収能は、その能力が高いほど歯牙および粘膜の保護、また下顎へ加わった衝撃の上顎歯列

および頭蓋への緩衝に有効と考えられる。そこで、衝撃吸収能測定およびより高い安全な材料の開発を進め、

さらに製作過程および加圧などの条件下における厚みの減少および変形量についても検討を行っている。ま

た、若年者においてはマウスガードの装着が成長発育を阻害してはならないことより、この時期に適したマ

ウスガード材の開発も行っている。さらにラミネートタイプのマウスガードの耐久性は、材料そのものの機

械的強度もさる事ながら十分な接着強度が必要でありその定量および接着性の向上に及ぼす溶剤の使用、接

着面の削合、加熱条件などについても多方面より検討している。 

      Dent Traumatol  21(3)，134～140, 2005. 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹 

石上 惠一 

武田 友孝 

スポーツ選手の外傷認識度 慶煕大学 韓国 崔大  均 

石上 惠一 マウスガード材の開発とその

衝撃吸収能について 

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎 

石上 惠一 ラミネートマウスガードの接

着強さについて 

モルテンメディカル 東京 播戸日出男 

石上 惠一 聴性脳幹反応（ABR）と顎関節

の形態について 

日本大学歯学部 東京 篠田 宏司 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 

absorption ability of the 

mouthguard materials 

シドニー大学歯学部

バイオマテリアル研究室

Australia Michael 

Swain 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 

absorption ability of the 

mouthguard materials 

香港大学保存学教室 中国 Danny Low 

石上 惠一 マウスガードの性能評価：制

振性能他物理的性能、成形性、

印象性 

クラレメディカル株式

会社 

東京 大橋 克己 

 

 

 

 



 4．研究活動の特記すべき事項 

  受賞 

受賞者名 年月日 章 名 テーマ 学会・団体名

武田 友孝 2005.8.24 FDI/UNILEVER POSTER COMPETITION 

AWARD 

Influence of surface 

temperature on shock 

absorption ability of 

mouthguard materials 

FDI Annual 

World Dental 

Congress 

 

  シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演 題 名 学会 開催地 

石上 惠一 2005.7.16～17 スポーツ歯科外来の現状－大学、歯

科医師会での取り組み― 

第16回日本スポーツ歯科医

学会 

岐阜市 

石上 惠一 2005.10.29 豊かなスポーツライフのために

マウスガードの科学 

第20回日本歯科医学会総会 横浜市 

 

学会等招待講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

石上 惠一 2005.6.11 スポーツ選手も歯が命 第21回東北矯正歯科医学会

市民公開講座 

山形市 

石上 惠一 2005.6.12 MGとスポーツパフォーマンス 第21回東北矯正歯科医特別

講演 

山形市 

石上 惠一 2005.8.26 Dentistry at the Japan Special 

Olympic 

ISDST 4th International 

Symposium on Sports 

Dentistry and Dental Trauma 

Montreal

武田 友孝 2005.8.26 Current Research Update on 

Mouthguards and Concussion  

ISDST 4th International 

Symposium on Sports 

Dentistry and Dental Trauma 

Montreal

武田 友孝 2005.8.27 The hard insert in custom 

mouthguards  

ISDST 4th International 

Symposium on Sports 

Dentistry and Dental Trauma 

Montreal

石上 惠一 2005.10.13 Sports Dentistry 第64回日本矯正歯科学会学

術大会 

横浜市 

石上 惠一 2005.10.21 Sports Dentistry 大韓スポーツ歯科医学会役

員会 

Seoul 

 

 

 

 

 



5．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

武田 友孝 2005.4.17 マウスガードの外傷予防効果 千葉県ラグビー協会安全講習会 千葉市 

武田 友孝 2005.4.23 マウスガードの外傷予防効果 クボタラグビー部安全講習会 船橋市 

石上 惠一 2005.5.19 スポーツと歯 神奈川県学校歯科学術大会 横浜市 

石上 惠一 2005.5.21 MGの有効性とその調製法 新潟県糸魚川西頸城歯科医師会 糸魚川市

中島 一憲 2005.6.9 マウスガードの外傷予防効果 関東ラグビーフットボール協会メ

ディカルサポーター養成講習会 

東京 

石上 惠一 2005.6.17 スポーツ歯学の現状 渋谷区歯科医師会学術大会 東京 

武田 友孝 2005.6.26 マウスガードの外傷予防効果 東京都ラグビー協会安全講習会 東京 

石上 惠一 2005.7.2 咬合とスポーツパフォーマンス JOCスピードスケート強化スタッフ

研修会 

東京 

武田 友孝 2005.7.3 マウスガードの外傷予防効果 東京都ラグビー協会安全講習会 東京 

中島 一憲 2005.7.3 マウスガードの外傷予防効果 関東ラグビーフットボール協会メ

ディカルサポーター養成講習会 

東京 

石上 惠一 2005.8.30 スポーツ選手も歯が命 東京世田谷南ロータリークラブ月

例会 

東京 

石上 惠一 2005.10.15 歯の咬み合わせと競技能力の

向上 

JOCスピードスケート強化スタッフ

研修会 

長野市 

石上 惠一 2005.10.28 スポーツ歯学 日本大学付属山形高校 山形市 

石上 惠一 2005.10.29 Sports Dentistry 山形県酒田地区歯科医師会学術講

演会 

酒田市 

石上 惠一 2005.11.12 最近のスポーツ歯学の事情 北海道北見市歯科医師会講演会 北見市 

石上 惠一 2005.11.12 スポーツ選手も歯が命 北海道北見市市民公開講座 北見市 

石上 惠一 2005.11.19 MGの有効性とスポーツパフォ

ーマンス 

東京歯科大学空手部OB会 東京 

石上 惠一 2005.11.23 MG実習セミナー 日本歯科大学同窓会芝支部 東京 

 



論      文 

 

 1. Takeda,T., Ishigami,K., Hoshina,S., Ogawa,T., Handa,J., Nakajima,K., Shimada,A., Nakajima,T.(1), Regner,C.W.(2) : 

Can mouthguards prevent mandibular bone fractures and concussions? A laboratory study with an artificial skull 

model., Dent Traumatol 21(3), 134～140, 2005. 原著 A00-0790-2 (1)市病・耳鼻科,(2)国立東京工業高等学校 

 

2. 武田友孝, 黒川勝英, 内藤 薫, 奈良和彦, 蜷川雅晴, 宮島至郎, 正村正仁, 半田 潤, 川村慎太郎,

小島一郎, 澁澤真美, 小川 透, 中島一憲, 島田淳, 石上惠一 : 噛みしめ時の歯のひずみに対するマウスガ

ードの効果, 日補綴歯会誌 49(4), 608～616, 2005. 原著 A00-0790-2 

 

 3. 中島一憲, 武田友孝, 小川 透, 川村慎太郎, 半田 潤, 佐藤武司, 前田昌彦, 島田淳, 石上惠一 : 自分自身

のマウスガードを作製した歯科医師に対する調査, 日補綴歯会誌 49(5), 708～715, 2005. 原著 A98-0508-2 

 

 4. 正村正仁, 武田友孝, 中島一憲, 黒川勝英, 川村慎太郎, 宮沢裕夫(1), 石上惠一 : 高校生サッカー部員に対す

るマウスガードに関してのアンケート調査, スポーツ歯 9(1), 7～12, 2006. 原著 A00-0790-10 (1)松歯大・大学院・健

康増進口腔科学 

 

その他 

 

 1. 武田友孝, 中島一憲, 川村慎太郎, 石上惠一 : カラーアトラス マウスガードは脳震盪の予防に有効か, 歯科学

報 105(2), 123～125, 2005. A00-0790-2 

 

 2. 中島一憲, 半田 潤, 石上惠一, 武田友孝 : カラーアトラス マウスガードとフェイスガード, 歯科学報 105(3), 181

～183, 2005. A98-0508-2 

 

学会抄録 

 

 1. 川村慎太郎, 武田友孝, 半田 潤, 澁澤真美, 黒川勝英, 内藤 薫, 中島一憲, 島田淳, 石上惠一 : マウスガー

ド材の衝撃吸収能について(表面温度の影響), 日補綴歯会誌 49(113 特別), 150, 2005.(日本補綴歯科学会第 113

回学術大会, 大阪市) A00-0790-12 

 

 2. 澁澤真美, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一 : 計算時の脳血流に下顎の偏位が及ぼす影響, 第 3 回光脳機能イ

メージング研究会プログラム・抄録集, 23, 2005.(第 3 回光脳機能イメージング研究会, 東京) A00-0790-14 

 

 3. 石川 昴(1), 黒田英孝(1), 三条恵介(1), 小松俊一(1), 石上惠一, 武田友孝 : マウスガードにおける運動能力への影

響, 歯界展望(特別号), 369, 2005.(第 20 回日本歯科医学会総会, 横浜市) (1)東歯大 

 

 4. 内藤 薫, 石上惠一, 小飼英紀(1), 小池吉彦(2), 松坂賢一(2), 井上 孝(2) : 力学的負荷(特に遠心力)に対するラット

培養骨芽細胞様細胞のALP、HSP27 のm-RNAの発現, 歯科学報 105(3), 242, 2005.(第 279 回東京歯科大学学会

(例会), 千葉市) A02-0790-15 (1)慶大・医・歯口外,(2)臨検査 

 

 5. 黒川勝英, 﨑山浩司(1), 武田友孝, 阿部伸一(1), 井出吉信(1), 石上惠一 : 培養筋芽細胞の伸展刺激に対する筋

線維特性の影響について, 歯科学報 105(3), 244, 2005.(第 279 回東京歯科学会例会, 千葉市) A00-0790-11 細生

研 (1)解剖 

 

  



 6. 中島一憲, 川村慎太郎, 半田 潤, 奈良和彦, 武田友孝, 石上惠一 : 咬合関係の変化が直立姿勢時の神経運

動器強調機構に及ぼす影響(その 1：計測方法), 日補綴歯会誌 49(114 特別), 163, 2005.(日本補綴歯科学会第

114 回学術大会, 新潟市) A98-0508-2 

 

 7. 澁澤真美, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一 : 実験的下顎偏位によるストレスが前頭部脳血流におよぼす影響, 

第 15 回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集, 43, 2005.(第 15 回日本全身咬合学会学術大会, 札幌市) 

A-00-0790-14 

 

 8. 武田友孝, 澁澤真美, 中島一憲, 石上惠一 : かみ締めが大脳皮質の賦活に及ぼす影響(近赤外線マッピング法

による検討)その 2, 第 15 回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集, 45, 2005.(第 15 回日本全身咬合学会

学術大会, 札幌市) A-00-0790-2 

 

 9. 須田鎮, 中島一憲, 秋場岳史, 宮島至郎, 正村正仁, 武田友孝, 石上惠一 : インステップキック時における咀嚼

筋筋活動の解析, 日本フットボール学会 3rd Congress プログラム・抄録集, 62, 2006.(日本フットボール学会 3rd 

Congress , 東松山市) A02-0790-17 

 

10. 秋場岳史, 正村正仁(1), 宮島至郎, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一 : ヘディング時における咀嚼筋筋活動の解

析, 日本フットボール学会 3rd Congress プログラム・抄録集, 84, 2006.(日本フットボール学会 3rd Congress , 埼玉

県東松山市) A-00-0790-13 (1)松本歯大・大学院・健康増進口腔科学 

 

11. 半田 潤, 武田友孝, 正村正仁, 中島一憲, 黒川勝英, 前田昌彦, 小島一郎, 石上惠一 : 加衝部位の違いが歯

のひずみに及ぼす影響, スポーツ歯 9(1), 71, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 岐阜市) 

A00-0790-11 

 

12. 正村正仁, 武田友孝, 中島一憲, 川村慎太郎, 澁澤真美, 宮沢裕夫(1), 石上惠一 : マウスガードの歯および歯

周組織への効果, スポーツ歯 9(1), 71, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 岐阜市) A00-0790-10 (1)松

本歯大・大学院・健康増進口腔科学 

 

13. 宮島至郎, 中島一憲, 武田友孝, 半田 潤, 正村正仁, 若野新八, 石上惠一 : ラグビー選手のスポーツ外傷お

よびマウスガードに関する意識調査, スポーツ歯 9(1), 72, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 岐阜

市) A00-0790-18 

 

14. 片野勝司(1), 松本文男(1), 今成 亮(1), 星野 晃(1), 宮下 清(1), 割田一敏(1), 武田友孝, 石上惠一 : アルペンスキ

ー競技における頭頸部外傷ならびに咬合・MGに対するアンケート調査, スポーツ歯 9(1), 73, 2006.(第 16 回日本

スポーツ歯科医学会学術大会, 岐阜市) (1)利根沼田スポーツ歯学研究会 

 

15. 中島一憲, 武田友孝, 奈良和彦, 正村正仁, 石上惠一 : 男子大学生ラクロス部員におけるマウスガードのアンケ

ート調査, スポーツ歯 9(1), 76, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯科医学会学術大会, 岐阜市) A98-0508-2 

 

16. 鷹股哲也(1), 倉澤郁文(2), 正村正仁(3), 宮沢裕夫(3), 武田友孝, 石上惠一 : 超音波パルスランダム計測法による

顎運動機能分析-マウスガード装着者への応用-, スポーツ歯 9(1), 81, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯科医学会学

術大会, 岐阜市) (1)松本歯大・診断,(2)松本歯大・補綴Ⅱ,(3)松本歯大・小児歯 

 

  



17. 武田友孝, 澁澤真美, 奈良和彦, 川村慎太郎, 中島一憲, 内藤 薫, 黒川勝英, 石上惠一 : かみ締めが大脳皮

質の賦活に及ぼす影響-近赤外線マッピング法による検討-, スポーツ歯 9(1), 83, 2006.(第 16 回日本スポーツ歯

科医学会学術大会, 岐阜市) A00-0790-2 

 

  



13．臨床検査学研究室  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 井上  孝 歯髄・歯根膜組織およびDental implant周囲組織細胞の分化の解析 

（Ａ03-0611-1～7） 

助 教 授 松坂 賢一 Dental implantの基礎的研究（Ａ03-0611-1～7） 

病院助手 村上   聡 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

大学院生 重原   聡 矯正移動に伴う歯髄の変化（Ａ03-0611-5） 

 国分 栄仁 歯根膜のtissue engineering（Ａ03-0611-2,3,4） 

 田中 志歩 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 雨宮   花 歯根膜細胞の分子生物学的分析（Ａ03-0611-4） 

 佐藤  大輔 創傷の治癒における細胞とメカニカルストレス（Ａ03-0611-2,3） 

 中川  惠理 ニコチンと歯周組織の動態（Ａ03-0611-1,4） 

 鏡  明展 歯肉移植片の結合組織の動態（Ａ03-0611-2,4） 

 成瀬 晋一 歯根吸収メカニズムの解明（Ａ03-0611-1,2） 

 國分 克寿 

安藤 正之 

山脇 健史 

人工ペプチドの歯科領域への応用（Ａ03-0611-2,4） 

咬合力と歯周組織の変化について 

歯根膜マラッセ上皮残遺細胞の機能の解明(A03-0611-4) 

専 攻 生 李   東瑚 歯周組織の機械刺激による活性化（Ａ03-0611-5） 

 小飼  英紀 歯根膜マラッセ上皮残遺細胞とメカニカルストレス（Ａ03-0611-4） 

  

2．成果の概要 

1）歯根膜組織およびDental implant周囲組織細胞の分化の解析 

本研究の目的は、歯根膜組織および歯槽骨の持つ特性やその動態を検索し、歯根膜細胞のセメント芽細胞 

への分化を引き起こす因子の解析や、歯槽骨新生のための要因を検討するとともに、歯科インプラント等の生

体材料に対する生体の組織反応を検討し、歯根膜誘導の可能性を探ることである。歯根膜組織および歯槽骨の

動態を検討するため、in vivoの実験系では移植や創傷治癒過程を検討するとともに、in vitroでは、培養細

胞を用いて、歯根膜組織および歯槽骨細胞の特性を検討して、骨芽細胞への分化増殖因子を検索している。さ

らに、インプラント材料や移植材料に対する反応を同様の実験系によって検討している。インプラント材料表

面の微細構造が細胞動態に与える影響を検索したところ、骨芽細胞では、深さと幅が数μｍの微細溝を有する

材料上で、溝に沿って増殖、配列するとともに、石灰化能が上昇する。平成17年度には基質にナノレベルで

のタンパク固定を行い、in vitro的に細胞動態を検索した。 

J Periodpmt Res 40, 385～394, 2005. 

J Biomed Mater Res 77B(2), 47～54, 2006. 

J Biomed Mater Res 74A(4), 570～580, 2005.  

Biomed Res 26(2), 51～59, 2005.  

Biomed Res 26(6), 257～269, 2005. 

Biomed Res 27(1), 29～36, 2006. 

Bull Tokyo Dent Coll 46(4), 201～211, 2005． 



2）歯髄組織の動態解析 

歯髄組織の発生、加齢変化、象牙芽細胞への分化、種々の薬剤に対する組織反応を検討することにより、 

歯髄組織の動態、象牙質形成能や歯髄組織保存の可能性をin vivoならびにin vitroの系で検討する。これ

らの研究を遂行するためには、組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした形態計測に加え、生化学的検

索やRNAの発現、局在を検索するためのin situ  hybridizationやRT-PCR法、タンパク質の変化をwestern 

blot、免疫組織化学的検索、免疫電顕などの手法を用いる。平成17年度には炭酸ガスレーザーを歯髄に作用

させ、創傷治癒を検索した。 

Int Endod J 38(11), 817～821, 2005． 

   

3）口腔内病変に関する臨床研究 

本研究は、東京歯科大学千葉病院および水道橋病院口腔外科において細胞診、組織診、手術材料として得 

られた口腔病変の検体を用いて、病理組織学的に検討すると共に、免疫組織化学的、超微構造的に検索し、腫

瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく。平成17年度には唾液腺腫瘍と歯原性腫瘍の発生メカニズムの

解析を症例からアプローチした。 

Bull Tokyo Dent Coll 45(4), 223～227, 2005． 

Bull Tokyo Dent Coll 45(4), 229～233, 2005． 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

井上  孝 象牙質・歯髄複合体の病態生理 アラバマ大学 

バーミンガム校歯学部

U.S.A. S. Suzuki 

井上  孝 ポーラスタイプインプラントの

組織親和性 

トロント大学歯学部 Canada D.A.Deporter 

井上  孝 

松坂 賢一 

歯根膜細胞の再生とその機能 ブリテイシュコロンビ

ア大学歯学部 

Canada D.M.Brunette 

松坂 賢一 インプラントと組織界面 ナイメーヘン大学歯学

部 

Netherlands J. A. Jansen 

井上  孝 

松坂 賢一 

インプラントと組織界面 日本大学歯学部 東京 小木曽文内 

 

 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 

井上  孝 唾液検査とオーダーメード治療 学術研究高度化推進経費・ハイテ

クリサーチセンター経費(第5) 

井上  孝 Tissue engineeringにより作られたハニカム構造を持つ

人工歯根膜 

文科省科研費・基盤研究(Ａ) 

井上  孝 Defensin遺伝子導入による歯周病に罹患し難い生体を作

るプロジェクト 

文科省科研費・萌芽研究 



研究代表者 研究課題 研究費 

松坂 賢一 ナノ制御されたミクロ表面構造インプラント 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

村上  聡 炭酸ガスレーザーによるオーラルヘルスプロモーション 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

井上  孝 2005.4.22～24 The behavior of the cells 

on dental materials, in 

terms of adhesion 

The 2nd International 

Congress on Adhesive 

dentistry 

東京 

井上  孝 2005.7.2 形態病理学からみたにおい

の問題 

口鼻臭臨床研究シンポジウム 大阪府 

井上  孝 2005.10.1～2 インプラントと移植歯牙を

受け入れる欠損歯列の基礎 

第114回日本補綴学会総会 新潟市 

井上  孝 2005.12.11 治癒期間の短縮を目指して、

抜歯窩の治癒 

九州インプラント研究会、20

周年記念学術講演会 

福岡 

井上  孝 2006.2.6 レーザー治療によるメラニ

ン除去、歯周疾患、インプラ

ントへの応用 

レーザー研究会・特別講演 東京 

井上  孝 2006.2,19 最新の再生医療を探る、臨床

歯科医が使える技術の現在、

そして予言できること 

第 2 回、GC 国際歯科シンポ

ジウム 

東京 

 

学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2005.6.26 信頼・安心―安全が見えるス

タッフの仕事 

第46 回日本歯科医療管理学

会総会 

東京 

井上  孝 2005.9.18 臨床の疑問を病態論から考

える 

第35回日本口腔インプラン

ト学会総会       

（ランチョンセミナー） 

弘前 

井上  孝 2005.10.10 いまさら聞けない病理学 日本臨床歯周療法集団会

（JCPG） 

東京 

 

 

 

 

 

 

 



6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 

 

2005.4.9 インプラントの病理 京都インプラント研究会

（認定医養成講座） 

京都市 

井上  孝 2005.4.16 インプラント体と生体の反応、

口腔粘膜の治癒と骨の治癒およ

び骨代謝 

九州インプラント研究会

（認定医養成講座） 

熊本市 

井上  孝 2005.5.14 インプラントに対する生体反

応、病理・病態 

日本歯科先端技術研究所

（認定医養成講座） 

東京 

井上  孝 2005.5.15 インプラント周囲組織の病理 日本臨床器材研究所（認定

医養成講座） 

大阪市 

井上  孝 2005.7.3 歯根膜とセメント質 第25回臨床歯科を語る会 東京 

井上  孝 2005.7.7 歯科治療とアレルギー 船橋歯科医師会学術講演

会 

船橋市 

井上  孝 2005.7.9～10 歯科臨床エビデンス 富山県歯科医師会三二会 富山市 

井上  孝 2005.8.20 インプラント病態論 新潟再生医療研究会（認定

医養成講座） 

新潟市 

井上  孝 2005.8.27 インプラント周囲組織の病理 北海道形成歯科研究会（認

定医養成講座） 

札幌市 

井上  孝 2005.9.25 インプラント治療におけるレー

ザーの応用 

パナラスレーザー講演会 Seoul, 

Korea 

井上  孝 2005.10.2 歯科医療と歯科医学の舞台裏か

ら、真のエビデンスを考える 

千葉県旭スタディグルー

プ講演会（ASG） 

千葉県 

井上  孝 2005.11.15 再生医療について 北歯科医師会学術講演会 東京 

井上  孝 2005.11.13 歯科に役立つ基礎エビデンス 救歯会講演会 東京 

井上  孝 2005.11.20 人工骨の病理的推移、各種検査

について 

東京インプラントアソシ

エイション（TIA） 

東京 

井上  孝 2005.12.3 インプラントにおける病理的な

基礎知識 

日本インプラント臨床研

究会（認定医養成講座） 

東京 

井上  孝 2005.12.4 インプラント治療の舞台裏、病

態からエビデンスを探る 

茨城県歯科医師会県西支

部学術講演会 

茨城県 

井上  孝 2006.1.21 臨床歯科治療はエビデンスに基

づいているか？病態学と歯科医

学から 

京都歯科学術研究会 京都府 

井上  孝 2006.1.31 臨床に役立つ知識 三鷹市歯科医師会学術講

演会 

東京 

 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

井上  孝 2006.2.17 インプラントの成功から歯科治療

を見直す 

中野区東京歯科同窓会

支部学術講演会 

東京 

井上  孝 2005.10.24～25 転機に立つ私立大学－教員の意識

改革― 

私立大学の教育・研究充

実に関する研究会 

（大学の部） 

東京 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

松坂 賢一 2005.12.3～4 第2回東京歯科大学試験問題作成と

セキュリティの確保に関するワーク

ショップ 

参加者 船橋市

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

松坂 賢一 2006.2.9 平成17年度第4学年CBT 試験実施委員 千葉市 

松坂 賢一 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

松坂 賢一 2006.3. 8 平成17年度第4学年CBT  追・再試 試験実施委員 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Shiratori,K.(1), Matsuzaka,K., Koike,Y., Murakami,S., Shimono,M.(1), Inoue,T. : Bone formation in beta-tricalcium 

phosphate-filled bone defects of the rat femur: morphometric analysis and expression of bone related protein 

mRNA, Biomed Res 26(2), 51～59, 2005. 原著 細形研 (1)病理 

 

 2. Kichi,E.(1), Enokiya,Y.(1), Muramatsu,T.(1), Hashimoto,S.(1), Inoue,T., Abiko,Y.(2), Shimono,M.(1) : Cell proliferation, 

apoptosis and apoptosis-related factors in odontogenic keratocysts and in dentigerous cysts, J Oral Pathol Med 

34(5), 280～286, 2005. 総説 A79-0160-23 細形研 (1)病理,(2)北医療大・歯・口腔病理 

 

 3. Tazaki,M.(1), Matsuzaka,K., Ikumoto,H.(2), Inoue,T. : Leukemia case in patient with taste dysfunction, Bull Tokyo 

Dent Coll 46(1-2), 33～36, 2005. 症例 (1)生理,(2)口外 

 

 4. Muramatsu,T.(1), Hashimoto,S.(1), Inoue,T., Shimono,M.(1) : Melanotic schwannoma arising in the floor of the mouth,  

J Maxillofac Surg 63(5), 703～706, 2005. 原著 細形研 (1)病理 

 

 5. 松坂賢一, 馬渕量平(1), 長坂 浩(2), 吉成正雄(3), 井上 孝 : 顎骨内飛散逆根管充填材の除去により皮膚の湿疹

様症状が軽快した一例, 歯科学報 105(3), 41～45, 2005. 症例 (1)病理,(2)宮城県こども病院・歯口外,(3)理工 

 

 6. 中山 敦(1), 松坂賢一, 井上 孝 : Mineral trioxide aggregate における骨芽細胞様細胞の動態―形態学的観察お

よびI型コラーゲン、骨関連タンパクのmRNA発現について―, 歯科学報 105(3), 46～53, 2005. 原著 (1)日大・

歯・歯内療法 

 

 7. Siebers,M.C.(1), Matsuzaka,K., Walboomers,X.F.(1), Lwwuwenburgh,S.G.(1), Wolke,J.C.(1), Jansen,J.A.(1) : 

Osteoclastic resorption of calcium phosphate coatings applied with electrostatic spray deposition (ESD), in vitro, 

J Biomed MaterRes A 74(4), 570～580, 2005. 原著 (1)Department of Periodontology and Biomaterials， College of 

Dental Science, Radboud University Nijmegen Medical Centre 

 

 8. Koike,Y., Matsuzaka,K., Inoue,T. : The effect of Emdogain® on ectopic bone formation in tubes of rat demineralized 

dentin matrix, J Periodont Res 40(5), 385～394, 2005. 原著 

 

 9. 井上 孝 : 抜歯窩へのインプラント埋入に関する合意声明と推奨する臨床術式：, Quintessence Dent Imp 別冊, 

29～32, 2005. 総説 

 

10. 萩田恵子 (1) , 仙波利寿 (1) , 秦 暢宏 (1) , 川原由里香 (1) , 才藤純一 (1) , 成瀬晋一, 國分克寿, 鏡 明展,

佐藤大輔, 国分栄仁, 小池吉彦, 村上 聡, 松坂賢一, 井上 孝 : 東京歯科大学千葉病院臨床検査部におけ

る感染症検査の統計学的検討―特にB型肝炎、C型肝炎および梅毒について―, 歯科学報 105(5), 41～46, 

2005. 症例 (1)千病・臨検 

 

11. Muramatsu,T.(1), Hamano,H.(1), Ogami,K.(2), Ohta,K.(3), Inoue,T., Shimono,M.(1) : Reduction of osteocalcin expression 

in aged human dental pulp, Int Endod J 38(11), 817～821, 2005. 原著 分子生研 (1)病理,(2)補綴I,(3)生化学 

 

12. Nashimoto,M.(1), Matsuzaka,K., Yoshinari,M.(2), Shimono,M.(1), Inoue,T. : The effect of surface pore size on the 

differentiation of rat bone marrow cells: morphological observations and expression of bone related protein mRNA, 

Bull Tokyo Dent Coll 46(4), 201～211, 2005. 原著 (1)病理,(2)理工 

  



13. Shima,K.(1), Hashimoto,S.(1), Inoue,T., Muramatsu,T.(1), Takasaki,Y.(2), Shibahara,T.(3), Shimono,M.(1) : Ｐａｐｉｌlary 

Thyroid Carcinoma Revealed by Metastasis to the Lateral Neck Region, Oral Med Pathol 10(4), 145～148, 2005. 

臨床 (1)病理,(2)口健臨・口外科,(3)口外 

 

14. Suzuki,Y.(1), Matsuzaka,K., Ishizaki,K.(2), Tazaki,M.(3), Satou,T.(1), Inoue,T. : Characerization of the peri-implant 

epithelium in hamster palatine mucosa: Behavior of Merkel cells and nerve endings, Biomed Res 26(6), 257～269, 

2005. 原著 細形研 実動施設 (1)補綴II,(2)補綴I,(3)生理 

 

15. Shibahara,T.(1), Yoshimura,G.(1), Inoue,T., Saito,C.(2) : Malignant Fibrous Histiocytoma of the Neck, Asian J Oral 

Maxillofac Surg. 17(2), 85～87, 2005. 症例 (1)口外,(2)新潟大・歯・歯口外 

 

16. Yoshinari,M.(1), Hayakawa,T.(2), Matsuzaka,K., Inoue,T., Oda,Y.(1), Shimono,M.(3), Ide,T.(4), Tanaka,T.(5) : Oxygen 

plasma surface modification enhances immnobilization of simvastatin acid, Biomed Res 27(1), 29～36, 2006. 原著 

(1)理工,(2)Dept. of Dental Materials,(3)病理,(4)Dept. of Oral Anatomy and Cell Biology， Graduate School of Dental 

Science,(5)Ｄｅｐｔ. of Oral Anatomy 

 

17. Yoshinari,M.(1), Kato,T.(2), Matsuzaka,K., Hayakawa,T.(3), Inoue,T., Oda,Y.(1), Okuda,K.(2), Shimono,M.(4) : 

Adsorption behavior of antimicrobial peptide histatin 5 on PMMA, J Biomed Mater Res Part B 77(1), 47～54, 

2006. 原著 (1)理工,(2)微生物,(3)日大松戸,(4)病理 

 

18. Matsuzaka,K., Mabuchi,R.(1), Nagasaka,H.(2), Yoshinari,M.(3), Inoue,T. : Improvement of Eczematous Symptoms after 

Removal of Amalgam-like Metal in Alveolar Bone, Bull Tokyo Dental Coll. 47(1), 13～17, 2006. 症例 細形研   

(1)病理,(2)宮城小児病院・口外,(3)理工 

 

解      説 

 

 1. 井上 孝 : 歯科医院における術前検査 1.HBV,HCV,HIV の簡易検査について, 月刊保団連(858), 52～59, 2005. 

 

 2. 井上 孝 : 歯科医院における術前検査 2, 月刊保団連(863), 52～57, 2005. 

 

 3. 井上 孝 : 歯科医院における検査 1－ドライマウスと味覚異常の外来―, 月刊保団連(876), 42～47, 2005. 

 

 4. 井上 孝 : 歯科医院における検査 2―歯科金属アレルギー外来―, 月刊保団連(879), 49～53, 2005. 

 

単行図書 

 

 1. 井上 孝(a),(l),(o), 中村弘明(1)(b),(e),(g), 太田一正(2)(c),(d),(m), 渡邊弘樹(3)(d),(n), 関口 浩(4)(f),大畠 仁(5)(h),(k), 

橋本貞充(6)(i),(m),(o), 阿部伸一(7)(j) : 著分担 :病態からみた発生 (a)病態からみた発生序論 1～7 頁,(b)受精

から妊娠 8～12 頁,(c)ES細胞 13 頁,(d)全身の発生 14～19 頁,(e)胚葉形成・神経管形成 20～21 頁,(f)奇形の

原因，遺伝子異常と診断 22～24 頁,(g)顔のイントロダクション、頭頸部の形成 25～27 頁,(h)顔面の形成と先天

異常 28～32 頁,(i)発育性嚢胞の発生 33～34 頁,(j)歯牙の発生、交換、加齢 35～40 頁,(k)歯周組織の発生と

疾患 41～45 頁,(l)歯原性腫瘍、歯原性嚢胞の発生 46～56 頁,(m)歯の発生異常と遺伝子 57～64 頁,(n)舌・唾

液腺、甲状腺の発生 65～68 頁,(o)舌・唾液腺、甲状腺の病態 69～80 頁, 南山堂, 東京, 2005. (1)生物,(2)生化

学,(3)超微構造,(4)小児歯,(5)口外,(6)病理,(7)解剖 

 

  



 2. 井上 孝(a): 著分担 :よくわかる口腔インプラント学 (a)第 2 章口腔インプラントのための基礎科学・Ⅲ組織学(骨・軟

組織) 47～59 頁, 医歯薬出版, 東京, 2005. 

 

 3. 井上 孝(a): 著分担 :一から学ぶ歯科医療安全管理 (a)第 4 章 検査・放射線 140～148 頁, 医歯薬出版, 東京, 

2005. 

 

 4. 松坂賢一(a),川原由里香(1)(a), 井上 孝(a): 著分担 :日本歯科評論増刊 2005 唾液による健康づくり-明日からの

臨床に取り組む- (a)2-7 唾液を診ることの意義 61～68 頁, ヒョーロン, 東京, 2005. (1)千病・臨検 

 

その他 

 

 1. 井上 孝 : 巻頭言 名物教授, デンタルダイヤモンド 30(7), 19, 2005. 

 

 2. 井上 孝 : 分化的歯科, GC CIRCLE 中国語版, 3, 2005. 

 

 3. 井上 孝 : Essay 体育系の歯科, GC CIRCLE(113), 3, 2005. 

 

 4. 井上 孝 : 歯科医療と臨床検査<その 1>―感染症簡易検査―, 日歯医師会誌 58(3), 33～42, 2005. 

 

 5. 井上 孝 : 歯科医療と臨床検査<その２>―歯科基本スクリーニング検査―, 日本歯科医師会雑誌 58(4), 46～51, 

2005. 

 

 6. 井上 孝 : 新幹線と鈍行, GCCIRCLE(114), 3, 2005. 

 

 7. 井上 孝 : 歯科のリエゾンオフィスをめざして, Quintessence 24(9), 129, 2005. 

 

 8. 井上 孝 : 巻頭言・今昔物語, デンタルダイヤモンド 30(12), 3, 2005. 

 

 9. 井上 孝 : Essay 分化的歯科, GC CIRCLE 韓国語版, 3, 2005. 

 

10. 井上 孝 : 抜糸後即時および早期インプラント埋入：生物学的根拠、臨床的術式および結果に関するレビュー, 

Quintessence Dent Imp 別冊, 14～28, 2005. 日本語訳 

 

11. 井上 孝 : 請負と準委任, GC CIRCLE(115), 3, 2005. 

 

 

12. 内藤 薫(1), 井上 孝 : ミニブタ上顎における歯科インプラントの即時負荷と遅延負荷の比較 インプラントの安定性

と失敗の追跡, Quintessence Dent Imp 12(3), 84～86, 2005. Main topics from JOMI(訳) (1)スポーツ歯 

 

13. 宗宮英希(1), 井上 孝 : ヘビースモーカーで無歯顎患者へのインプラント・支持補綴物装着後の即時負荷につい

て：組織学的および組織形態学的分析, Quintessence Dent Imp 12(4), 76, 2005. Main topics from JOMI(訳) (1)口外 

 

14. 井上 孝 : イラストで見る生体のメカニズム・オッセオインテグレーションの概念とは, インプラントジャーナル 22, 7, 

2005. 

 

  



15. 井上 孝 : 二次元像と三次元イラストで見る生体のメカニズム・インプラント周囲ではどのようにリモデリングが起こっ

ているのか？エンドポアインプラントの場合, インプラントジャーナル 23, 37～39, 2005. 

 

16. 井上 孝 : 二次元像と三次元イラストで見る生体のメカニズム・インプラント粘膜貫通部周囲の上皮はどのような状

態を呈しているのか?, インプラントジャーナル 24, 65～69, 2005. 

 

17. 井上 孝 : 特別座談会 再考：抜歯後即時インプラントの埋入の適応症 第 2 回 臨床編：抜歯後即時インプラント

埋入における予知性向上のためのさまざまな処置, Quintessence Dent Imp 13(1), 11～22, 2006. 
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14．総 合 診 療 科 

  

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 角田 正健 口臭診断と治療法のガイドラインを作成する 

講  師 杉山 利子 窩洞形成技術評価システムの臨床研修医教育への応用 

  

2．成果の概要 

1）平成17年7月より5カ年計画で、歯科・内科・耳鼻科・企業の協議により口臭の診断と治療法のガイ 

ドラインを作成する。 

 

2）総合診療科では、歯科臨床研修医の臨床技能評価を26種類の評価シートを用い、研修医自身による自 

己評価、および同一評価シートを用いて指導医による評価を行っている。これは臨床経験を重ねるにつれてそ

の評価は高くなってきている。 

しかし、基本的な手技の中でも窩洞形成は、実際に臨床で行う前段回として十分なシミュレーションを必 

要とする。そこでシミュレーション室あるいは診療室においてマネキン上で窩洞形成を行い、研修医自身が基

本的な窩洞形態との相違点を見つけることで自己評価を行い、さらに指導医から主観的な評価、指摘を受けて

いる。この際に客観的な一つの指標となる結果を窩洞形成評価装置から得ることにより、自己評価が的確に行

える。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

  教育講演等 

氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

角田 正健 2005.6.4 気になる口臭の悩み 三鷹市歯科医師会 東京 

角田 正健 2005.10.14 口臭－新しい消臭物質研究と展望 企業研究者 東京 

角田 正健 2005.10.23 あなたは口臭が気になりませんか？ 松戸市歯科医師会 千葉市 

角田 正健 2006.1.19 社保講習会 香取郡歯科医師会 佐原市 

角田 正健 2006.2.23 口臭－新しい消臭物質研究と展望 企業研究者 東京 

 

卒後研修セミナー等 

氏 名 年月日 セミナー名 役割 開催地 

角田 正健 2005.11.13 東京歯科大学卒後研修セミナー 講師 東京 

 

 

 

 

 

 

 



教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

角田 正健 2005.5.21～22 第 17 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

タスクフォース 

 

千葉市 

 

角田 正健 2005.8.6～7 第 18 回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

タスクフォース 

 

千葉市 

 

杉山 利子 2005.11.18～19 平成 17 年度第 3 回共用試験歯学系

OSCEワークショップ 

参加者 九州 

 

 

  共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

杉山 利子 2006.2.26 平成17年度第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市 

 



論      文 

 

 1. 角田正健 : 医療現場でのにおい計測－口臭－, におい・かおり環境会誌 36(5), 250～260, 2005. 臨床 

 

 2. 角田正健 : 口臭の原因と対応について<その 1>, 日歯医師会 58(9), 875～881, 2005. 臨床 

 

 3. 高瀬保晶(1), 杉山利子, 平井義人(1) : 窩洞形態の標準化モデルについて, 第 3 回デンタルシミュレーション教育

(DSE)研究会研究発表論文集, 11～14, 2005. 総説 保情研 (1)保存III 

 

 4. 杉山利子, 新谷敏弘(1), 春山親弘(1), 高瀬保晶(1), 平井義人(1) : 窩洞形成技能評価システムによる窩洞形成評価

法－臨床基礎実習への導入－, 第 3 回デンタルシミュレーション教育(DSE)研究会研究発表論文集, 101～104, 

2005. 原著 保情研 (1)保存III 

 

 5. 角田正健 : 口臭の原因と対応について<その 2>, 日歯医師会 58(10), 973～979, 2006. 臨床 

 

プロシーディングス 

 

 1. 角田正健 : 口臭患者への対応, 茨城県歯科医学会誌 13, 73～74, 2005.(茨城県歯科医学, 水戸市) 

 

その他 

 

 1. 角田正健 : 口臭・歯周病：季刊美楽, アクティブ倶楽部 1, 16～19, 2005. 

 

 2. 角田正健 : 口臭外来, ヘルスアンドライフ(245), 14～15, 2005. 

 

 3. 角田正健 : 口臭－口の中から嫌なにおいを感じたときには・・・, 健康探偵団(リーフレット), 2005. 

 

 4. 角田正健 : 口臭－口の中から嫌なにおいを感じたときには・・・, 健康探偵団(リーフレット), 2005. 

 

 5. 角田正健 : 口臭があると家族にいわれた。改善するには?, 季刊クリニック QA 30, 535, 2006. 

 

学会抄録 

 

1. 杉戸博記 (1), 古澤成博 (2), 角田正健 (1), 杉山利子 (3), 山倉大紀 (4), 一戸達也 (5), 外木守雄 (6), 石井拓男 (7),

佐藤 亨(8), 山田 了(1), 小田 豊(9), 井出吉信(10) : 第 2 学年病院実習と臨床研修歯科医の初期研修を組み合わ

せた新しい多目的カリキュラム, 第 24 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会抄録集, 96, 2005.(第 24 回日本

歯科医学教育学会総会・学術大会, 徳島市) (1)保存II,(2)口健臨・総合歯科,(3)保存III,(4)補綴III,(5)歯麻,(6)市病・オーラルメ

ディシン,(7)社会歯,(8)補綴II,(9)理工,(10)解剖 

 

 2. 高瀬保晶(1), 杉山利子(1), 平井義人(1) : 窩洞形態の評価 -16 番歯について-, 第 21 回 日本歯科人間工学会/日

本人間工学会 口と健康部会学術大会および総会 学術大会プログラム, 24, 2005.(第 21 回日本歯科人間工学会/

日本人間工学会 口と健康部会学術大会および総会, 札幌市) シンポジウム「人間工学から見た客観的評価に伴う歯学実技

技能実習 －切削実習について－」 (1)保存III 

 

  



15．口腔インプラント科 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

助 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 

               骨造成法の確立 

講 師  荒瀧 友彦     骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

助 手  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 

病院助手  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            

 

2． 成果の概要 

1）インプラント治療のリスクファクターの明確化 

インプラント治療を当科で行う症例すべてに対して骨代謝マーカー、骨吸収マーカーを測定している。 

その中の約20%の症例に何らかの異常が認められた。これらの症例をCTのデータ、インプラント治療の予後、

骨吸収の程度、インプラント周囲炎の発症頻度等を長期的に検討し、血液、尿検査からインプラントの予知性

を把握することが目的である。 

 

2）治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

抜歯後即時埋入、即時負荷、即時修復等の症例を積極的に行い、治癒期間の短縮化、患者負担の軽減化を 

目指す。現在までの症例では、新しいプロトコールによる失敗症例は見られない。しかし、即時埋入や即時負

荷を行うための一定の基準は報告されていない。この研究では、術前の画像診断やインプラント埋入時の力学

的定量結果、組織学的所見より適応症を確定することを目的としている。 

 

3）骨造成法の確立 

現在、インプラントのための骨造成法は自家骨移植だけを行っている。骨採取部位は腸骨皮質骨、腸骨海 

綿骨骨梁、下顎枝外側皮質骨、上顎結節部海綿骨等が用いられているが、移植後インプラント埋入のための最

適時期は決まっていない。これらを明らかにするために、歯科用CTの濃度分布と手術所見を検討し、インプ

ラント埋入のために最も良い時期を確定したいと考える。この結果をもとに、人工材料（β-TCP, α-TCP）、

PRP、の臨床症例との比較検討を行う予定である。 

 

4) 骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

下顎臼歯部欠如症例にインプラント治療を行う場合の、fixtureの植立位置が、fixture周囲骨組織の応力 

に与える影響について、三次元有限要素法解析を用いて検討を行った。その結果、4 本の fixture を植立し、

上部構造で連結する場合、水平荷重により、すべての fixture 周囲緻密骨に生じた牽引および圧迫負担は、

fixture の植立位置を水平的に偏心させることで減少した。また全ての fixture 周囲緻密骨に生じた応力は、

fixtureの植立位置を水平的に偏心させ、咬合面観でのfixtureの中心を結んだ仮想線が、弧を描く状況とな

った場合に最小となった。従って、fixtureの植立位置を水平的に偏心させることは、上部構造への水平荷重

による緻密骨での応力を減少させ、緻密骨によるfixtureの支持を力学的に安定させるために、有効な植立様

式であることが示唆された。 



歯科学報 105(4），399～413, 2005. 

 

5) 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 

インプラント周囲組織の健康を維持するためには、プラークコントロールの徹底が必要である。その後の 

細菌の定着や病原性の進行は、宿主の要因に大きく関わっている。特に唾液は、その量や成分などを中心に重

要な環境因子となっている。唾液は、口腔内の環境を維持し、そこに含まれる唾液タンパク質はタンパク分解

酵素の作用を阻害したり、細菌の繁殖を抑えたりと口腔内の自然免疫において重要な働きを担っている。そこ

で 我々はまずCystatin SAのモノクローナル抗体の開発を行い、臨床的に応用できることに成功した。そし

て、今後の研究ではインプラント周囲炎および歯周炎患者における唾液中抗菌タンパク質であるシスタチンお

よびリゾチームを定量し、歯周病関連細菌の定量も併せて行い、両者の相関性を調べ、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を行う予定である。 

Mol Immunol 42(10), 1259-1263, 2005 

 

6) 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  

   本研究の方法は骨を分割してその間にできる仮骨を延長させる従来の仮骨延長法と異なり、分割する骨の

代わりに薄い吸収性プレートを骨膜下に挿入してこれを徐々に挙上して仮骨を形成させる方法で、技術的に

は容易である。本年度は、上記の概念の検討のために従来の歯槽部仮骨延長装置を使って骨の増量の可能性

について観察を行った。 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

伊藤 太一 糖尿病患者に対する歯周治療の効

果について 

広島大学 広島市 栗原 英見 

  

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 

矢島 安朝 MEG 計測によるヒト口蓋粘膜への電気刺激による大脳

皮質の応答 

学術研究高度化推進経費・ハイテク

リサーチセンター経費(第6) 

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  

文科省科研費・若手研究（B） 

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 

平成 17 年度学長奨励研究助成

 

5．研究活動の特記すべき事項 

  シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題     学会名 開催地 

荒瀧 友彦 2005.10.16 インプラントの臨床的疑問と最近の

知見，インプラントシンポジウム 

第280回東京歯科大学学

会（総会） 

東京 



6．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育講演 

氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2005.5.21～22 明日から始めるために必要なインプラ

ントの基礎 

TDC卒後研修セミナー 東京 

矢島 安朝 2005.7.3 メディカルインタビュー（求められる言

葉の医療行為）－医療面接から21世紀の

新しい歯科医師・スタッフ像を探る― 

千葉県歯科医師会学

術講演会 

木更津市

矢島 安朝 2005.11.20 インプラント実習コース 

インプラントの外科手技実践コース 

安全で確実な基本外科手技を身につけ

よう 

生涯研修指導日本大

学歯学部同窓会生涯

教育2005 

東京 

荒瀧 友彦 2005.11.20 インプラント実習コース 

インプラントの外科手技実践コース 

安全で確実な基本外科手技を身につけ

よう 

生涯研修指導日本大

学歯学部同窓会生涯

教育2005 

東京 

矢島 安朝 2005.2.5 CB Throne のインプラント関連手術へ

の有用性 

2006 Hitachi Dental 

CT Meeting 

東京 

矢島 安朝 2005.12.4 千葉病院に新しく開設した口腔インプ

ラント科について 

東京歯科大学同窓会

千葉県支部総会 

千葉市 

矢島 安朝 2006.3.4 21世紀の歯科医療の方向性と東京歯科

大学インプラント科がめざすもの 

東京歯科大学同窓会

青森県支部総会・学

術講演 

青森市 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

矢島 安朝 2005.7.15 

 

平成17年度教育ワークショップ 

歯学教育モデル・コア・カリキュラム

を踏まえた歯科臨床概論 

作業部会委員 千葉市 

 

 

 

 



論      文 

 

 1. Ito,T.(1), Ito,A.(1), Okuda,K.(2), Minaguchi,K.(3), Saitoh,E.(4), Yamada,S.(1), Kato,T.(2) : Murine monoclonal antibody 

which can distinguish cystains SA1 and SA2, Mol Immuno 42(10), 1259～1263, 2005. 原著 保情研,細生研 (1)保存

II,(2)微生物,(3)法歯,(4)日歯大・新潟生命歯・微生物 

 

 2. 本間慎也(1), 荒瀧友彦, 岸 正孝(1) : 下顎臼歯部におけるフィクスチャーの植立位置が骨組織の応力分布に及ぼ

す影響について, 歯科学報 105(4), 399～413, 2005. 原著 (1)補綴III 

 

 3. Ro,Y.(1), Muramatsu,T.(2), Shima,K.(2), Yajima,Y., Shibahara,T.(1), Noma,H.(1), Shimono,M.(2) : Correlation between 

reduction of sydecan-1 expression and clinico-pahological parameters in sqamous cell carcinoma of tongue, Int  

J Oral Maxillofac Surg 35(3), 252～257, 2006. 原著 (1)口外,(2)病理 

 

解      説 

 

 1. 矢島安朝, 武田孝之 : インプラント最前線 治療期間の短縮化 -即時荷重、早期荷重について-, DE(156), 23～

26, 2005. 2004 年度分 

 

2. 山本信治 (1), 野村武史 (1), 武田栄三 (1), 花上健一 (1), 山内智博 (1), 笠原清弘 (1), 畑田憲一 (1), 片倉 朗 (1),

高木多加志(1), 矢島安朝, 柴原孝彦(1) : 当講座で行っている口腔癌検診の現状と将来展望-歯科医師会と協力

して行っている口腔癌検診-, 歯科学報 105(2), 96～102, 2005. (1)口外 

 

3. 山本信治 (1), 浜瀬真紀 (1), 古谷義隆 (1), 山内智博 (1), 須賀賢一郎 (1), 片倉 朗 (1), 矢島安朝, 内山健志 (1),

髙野伸夫(1), 柴原孝彦(1) : ボーングラフトはゴールドスタンダード 簡単に行える骨移植の実際, 歯科学報 

106(1), 5～12, 2006. (1)口外 

 

その他 

 

 1. 矢島安朝 : デンタルインプラントとは, 高崎地域保健だより(48), 1～3, 2005. 

 

 2. 矢島安朝, 荒瀧友彦, 伊藤太一, 古谷義隆 : インプラント治療の潮流への対応, Zoom Up(121), 2～9, 2005. 

 

学会抄録 

 

 1. Ro,Y.(1), Shibahara,T.(1), Muramatsu,T.(2), Shima,K.(2), Shimono,M.(2), Ohta,K.(3), Yajima,Y. : The expression of 

syndecan-1 in human cancer cell line, The46th Journal of the Korean association of oral and maxillofacial 

surgeons, 244～245, 2005.(The 46th Congress the Korean association of oral and maxillofacial surgeons, Kangwon-do, 

Korea) (1)口外,(2)病理,(3)生化学 

 

 2. 山内智博(1), 武田栄三(1), 高木多加志(1), 髙野伸夫(1), 内山健志(1), 柴原孝彦(1), 古谷義隆, 原 好秋 : Dual-Top 

Anchor Screw を用いた顎間固定の経験, 日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 32, 

2005.(第 7 回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会, 千葉市) (1)口外 

 

  



 3. 山内智博(1), 武田栄三(1), 高木多加志(1), 髙野伸夫(1), 内山健志(1), 柴原孝彦(1), 古谷義隆 : Dual-Top Anchor 
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