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歯学の進歩・現状 Advances and Current Topics in Dentistry

「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」
１５．超音波エラストグラフィを用いた舌の硬さ，厚

さの解析
－舌の硬さは舌機能指標になりえるか？－

大久保 真 衣 他………………９１

“Report by the Jaw Bone Disease Project”
１５：Analysis of the hardness and thickness of

the tongue by ultrasound elastography
－Influence of tongue hardness on tongue

function? －
M. OKUBO, et al. ……………………９１

カラーアトラス Color Atlas

Minimal Intervention Dentistry（MID）に基づく
齲蝕治療
⑴ 齲蝕リスク評価によるテーラーメイド型の齲蝕

管理と再石灰化療法
半 場 秀 典 他………………９９

Caries treatment based on minimal intervention
dentistry（MID）
⑴ Tailor-made caries management and

remineralization therapy by caries risk
assessment

H. HAMBA, et al. ……………………９９

解 説 Articles

戦時下の歯科医学教育
第５編 修学年限短縮・学徒動員および歯科医師の
補習教育

金 子 譲 他 ……………１０５

A Dental Education in the Time of War
５．Shortening of the term of study, mobilization

of students for labor and supplementary
education for dentists

Y. KANEKO, et al. …………………１０５

臨床報告 Clinical Report

骨性癒着した低位上顎左側犬歯の歯槽骨切り術および
歯槽骨延長器を用いた左側 AngleⅡ級症例

吉 野 史 人 他 ……………１３２

塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-２）製剤を使用し
た再生療法を含む歯周外科治療で対応した広汎型重度
慢性歯周炎の一症例

竹 島 美沙子 他 ……………１４２

広汎型重度慢性歯周炎に対し FGF-２製剤と骨補塡材
を併用した歯周組織再生療法を行った一症例

阿 部 かう子 他 ……………１５３

A Left AngleⅡCase with an Ankylosed
Infrapositional Left Maxillary Canine Treated Using
Corticotomy and a Distraction Device

F. YOSHINO, et al. …………………１３２

Periodontal surgery including periodontal
regenerative therapy using fibroblast growth factor

（FGF-２） for the treatment of generalized severe
chronic periodontitis : A case report

M. TAKESHIMA, et al. ……………１４２

A case report of periodontal regenerative therapy
using FGF-２ and bone graft material
for generalized severe chronic periodontitis

K. ABE, et al. ………………………１５３

臨床のヒント Q&A Clinical Tips Q&A

�１ �１に陶材焼付鋳造冠を装着して３か月後，下部鼓
形空隙が拡大し，いわゆる「ブラックトライアング
ル」になっていた。ブラックトライアングルになる因
子と予防，対処法があったら教えてほしい

関 根 秀 志 ……………………１６３

The basics of Black Triangle
H. SEKINE …………………………１６３

第３１１回東京歯科大学学会講演抄録……………………１６６ Abstracts of Papers Presented at 311th Meeting of
Tokyo Dental College Society …………………………１６６

巻頭言：臨床症例報告と専門性の評価………………………………………………………関 根 秀 志…ⅰ
東京歯科大学大学院歯学研究科博士論文の内容および審査の要旨 …………………………………………１９７


