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抄録：東京歯科大学千葉病院口腔外科は昭和５６年９
月，大学の千葉市への移転を機に開設され，地域歯
科医師会の協力のもと医療連携を重視しながら高度
医療機関として活動してきた。現在のような患者
ニーズの多様化に対応するため，当科は平成１７年４
月に統合し，新体制を整えるとともに，さまざまな
特殊外来を設置し疾患別の熟練した診療チームを編
成し治療にあたっている。そこで今回は，平成１８年
４月１日から平成１９年３月３１日までの１年間におけ
る当科の初診患者を対象として，性別，年齢分布，
月別患者数，来科地域，受診経路，疾患別について
の臨床統計を行い，現段階における患者動向および
疾患病態について認識を広め，今後の口腔外科にお
ける医療の質の向上を目指すこととした。また，患
者の紹介医療機関についても検討した。

緒 言

２１世紀に入り，歯科医療を取り巻く環境は急速に
変化している。齲蝕歯の減少・６５歳以上の人口の急
激な増加とそれに伴う全身疾患を有する患者の増
加・一般市民の医療知識の向上と医療サービスに対
する要求の多様化などが，一層拍車をかけている。

そしてこの現象は危機管理体制，医療面接などを含
めて歯科医師の日常臨床をより複雑にしている。

一方，口腔外科学は歯，顎，口腔領域の疾患の予
防と治療を目的とする歯科医学の一分野で，すでに
わが国では８０年以上の歴史を持ち，今日まで目覚ま
しい進歩をとげてきた。その診療内容は多岐にわた
り，口腔領域の特殊性とも相まって，高度の歯科的
知識と医学・生物学的知識が要求される専門分野と
して発展してきた。

本学口腔外科においても，口腔疾患の治療と制
御，さらに口腔機能の保全と回復に向けて，治療水
準を向上させるべく基礎的かつ臨床的研究を積み重
ねてきた。今回，当科の現状における診療内容を把
握し検討することは，今後の口腔外科臨床を考える
上に欠かすことのできない重要な基礎的資料を提供
するものと考えた。

そこでわれわれは，平成１８年４月１日から平成１９
年３月３１日までの１年間における当科の初診患者を
対象として，性別，年齢別，疾患別に臨床統計を行
うとともに，患者の紹介医療機関についても検討を
加えた。そして，今後の口腔外科における医療提供
の内容と質の向上を目指すため，口腔外科の果たし
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ている社会的役割，現段階における患者動向および
疾患病態についても考察を行った。

対象および調査方法

１．対象患者
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの１

年間に本学千葉病院口腔外科を受診した患者のう
ち，保険や自費診察などを問わず，初診症例のみを
集計し対象とした。夜間，休祭日などの急患，緊急
の入院患者も含めた。また，他疾患で通院中の患者
でも口腔外科の新たな疾患が発見された場合は集計
に含めることとした。さらに一度完全に終診した症
例が再発あるいは再燃した症例，および経過観察中
に別な新たな疾患が発見された症例も初診患者とし
て取り扱った。この期間に来院した再診患者およ
び，１か月未満または経過観察中の再発症例は含ま
ないものとした。
２．調査方法

㈳日本口腔外科学会調査企画委員会が作成した実
績調査票１）に基づいて疾患を分類し集計を行った。
この調査票に記されていない疾患名については標準
口腔外科学の記載に則って分類した２）。これらは初
診時における臨床的な診断名であり，最終的な病理

組織に基づいた診断ではないことを付記する。
検索項目は対象患者の性別，年齢分布，月別受診

者数，居住地域，受診経路，そして疾患別からみた
患者動態についてコンピューター（Windows XP，
Microsoft Excel）を用いて解析を行った。初診時に
患者が２つ以上の疾患名を重複している場合には，
すべての疾患名を数として加算し，１患者に重疾患
名とした。

結 果

１．性 別
期間中に受診した初診の患者総数は８４４１名であ

り，内訳は男性が３５１０名（４１．６％）で女性が４９３１名
（５８．４％）であった（図１）。
２．年齢分布

受診患者の年齢分布は生後１週の新生児から９５歳
まで，広い幅で分布していた。全体の平均年齢は
４０．５歳で，男性が３９．６歳，女性が４１．２歳であった。
年齢別患者数は，２０歳代が１７６６名（２０．９％）で最も多
く，次いで３０歳代が１６３９名（１９．４％），６０歳代が１０７５
名（１２．７％）の順であった（図２）。
３．月別患者数

月別患者数は，３月が最も多く８０８名（９．６％），次

図２ 年齢分布

図１ 性別

図３ 月別患者数 図４ 初診患者の居住地域別（千葉市内）
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いで８月が７７７名（９．２％），１０月が７５９名（９．０％）の順
であった。また，最も少ない月は１月で６３０名（７．５％）
であった（図３）。
４．来科地域

居住地域別患者数は，千葉県内が８１１６名（男性：
３３７４名，女性：４７４２名）（９６．１％）で近隣住民患者が
大多数を占めていた。千葉市内の患者は４０１３名（全
体の４７．５％）で，このうち本学が位置する美浜区は
１１５０名（２８．７％）と最も多く，次いで花見川区９７８名
（２４．４％），稲毛区７５２名（１８．７％），中央区５０４名（１２．６
％），若葉区３３９名（８．４％），緑区２８８名（７．２％）の順
であった（図４）。一方，千葉県内で千葉市以外の患
者は４１０４名で，この内，船橋市が７１３名（１７．４％）で
最も多く，次いで習志野市が５８７名（１４．３％），佐倉
市が４４２名（１０．８％）の順であった。

県外は，東京都が１５９名（１．９％），神奈川県が４７名
（０．５％），茨城県が３５名（０．４％），埼玉県が３４名（０．４
％），愛知県が１０名（０．１％）の順であった。
５．受診経路

他の医院または歯科医院からの紹介受診が５５９２名
（６６．３％）で最も多く，このうち１次医療機関が５３８２
名（９６．２％）で大多数を占めており，その他の高次医
療機関は２１０名（３．８％）であった。紹介元の医療機関
の科別内訳では歯科，口腔外科からの紹介受診が
５２６０名（９４．０％），医科からの紹介受診が３３２名（５．９

％）であった（図５－１）。医科を診療科別に分類する
と，内科が１０７名（３２．２％）と最も多く，次いで耳鼻
咽喉科が８５名（２５．６％），整形外科，外科ともに３５名

（１０．５％）であった（図５－２）。次に紹介状がなく直接
来院した患者が１７５０名（２０．７％），院内からの紹介が
１０９１名（１２．９％），救急車による搬送が８名（０．１％）
の順であった（図６）。院内からの紹介患者の内訳
は，保存科からの紹介が４９４名（４５．３％）と最も多く，
次いで補綴科２２８名（２０．９％），矯正歯科２００名（１８．３
％），小児歯科７９名（７．２％），総合診療科３８名（３．５
％），口腔インプラント科２２名（２．０％），歯科麻酔科
２０名（１．８％），スポーツ歯科６名（０．５％）の順であっ

図５ 紹介患者の受診経路

図６ 初診患者の受診経路
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た（図７）。
６．疾患別分類

初診時の臨床診断名の内訳は，智歯周囲炎，水平
埋伏智歯，埋伏歯を含む歯牙疾患が６２５２名（５６．０％）
と最も多く，次いで顎関節疾患１０５２名（９．４％），口
腔粘膜疾患７３４名（６．６％），炎症性疾患６３８名（５．７
％），嚢胞性疾患５６８名（５．１％），先天異常・顎変形
４５６名（４．１％），外傷４２０名（３．７％），良性腫瘍３５２名
（３．２％），神経性疾患２９８名（２．７％），悪性腫瘍２４３名
（２．２％），唾液腺疾患が１５０名（１．３％）の順であった
（図８）。
１）歯牙疾患

智歯周囲炎，水平智歯，埋伏歯などの歯牙疾患が
最も多く６２５２名で，この中で智歯に関連した智歯周
囲炎や埋伏歯が大多数を占めていた。奇形歯，外傷
歯，炎症を併発した原因歯などは当該分類に含ま
ず，それぞれの主症状となる疾患項目に加えた。男
女比は１：１．２で女性に多かった。年齢別では２０歳
代が１８５５名（２９．７％）で最も多かった。
２）顎関節疾患：

患者数は１０５２名で，内訳は顎関節症が１０２９名（９７．８
％）と最も多く，次いで顎関節脱臼２１名（２．０％），顎
関節炎２名（０．２％）の順であった。男女比は１：２．３
で女性に多かった。年齢別では，２０歳代が２１２名

（２０．２％）で最も多かった。
３）口腔粘膜疾患

患者数は７３４名で，内訳は，舌炎が２４５名（３３．４％）
と最も多く，次いで口内炎１７８名（２４．３％），口腔乾

燥症８２名（１１．２％），白板症５０名（６．８％），扁平苔癬
３６名（４．９％），金属アレルギー２９名（４．０％），口腔カ
ンジダ症２５名（３．４％），ウイルス性疾患２２名（３．０％），
褥瘡性潰瘍１８名（２．５％），色素沈着１１名（１．５％）の順
であった。なお，口腔乾燥症は口腔粘膜の炎症が必
発していたため，この分類に加えた。男女比は１：
２．３で女性が多かった。年齢別では６０歳代が２１８名
（２９．７％）で最も多かった。
４）炎症性疾患：

患者数は６３８名で，内訳は上顎洞炎が２１２名（３３．２
％）と最も多く，次いで骨膜炎１４１名（２２．１％），蜂窩
織炎８３名（１３．０％），骨髄炎５５名（８．６％），頬部膿瘍
３４名（５．３％），顎炎２５名（３．９％），インプラント周囲
炎２２名（３．４％），リンパ節炎２０名（３．１％），歯肉膿瘍
１３名（２．０％），口底部膿瘍１０名（１．７％）の順であっ
た。男女比は１：１．０６であった。年齢別では５０歳代
が１２１名（１９．０％）で最も多かった。
５）外傷

患者数は４２０名で，内訳は口腔内創傷が８９名（２１．２
％）と最も多く，次いで下顎骨骨折８０名（１９．０％），
歯牙脱臼６８名（１６．２％），外傷による歯牙破折６１名

（１４．５％），口腔外創傷４９名（１１．７％），歯槽骨骨折３２
名（７．６％），上顎骨骨折２０名（４．８％），血腫１３名（３．１
％），頬骨骨折６名（１．４％），歯牙埋入２名（０．５％）
の順であった。男女比は１．２：１で男性が多かっ
た。年齢別では１０歳未満が１２１名（２８．８％）で最も多
かった。
６）嚢胞性疾患

患者数は５６８名で，内訳は歯根嚢胞が１９６名（３４．５
％）と最も多く，次いで病因不明の顎嚢胞１４１名（２４．８

図８ 疾患別分類

図７ 院内紹介の内訳
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％），粘液嚢胞１２６名（２２．２％），ガマ腫３５名（６．２％），
含歯性嚢胞２５名（４．４％），濾胞性歯嚢胞２０名（３．５％），
術後性上顎嚢胞１４名（２．５％），鼻口蓋管嚢胞８名

（１．４％）の順であった。男女比は１：１．２で女性が多
かった。年齢別では３０歳代が１３０名（２２．９％）で最も
多かった。
７）先天異常・顎変形

患者数は４５６名で，内訳は顎変形症が２１９名（４８．０
％）と最も多く，次いで歯列不正７０名（１５．４％），骨
隆起６７名（１４．７％），小帯異常３８名（８．３％），唇顎口
蓋裂２６名（５．７％），口蓋裂１８名（３．９％），鼻咽腔閉鎖
不全７名（１．５％）の順であった。男女比は１：１．８で
女性が多かった。年齢別では１０歳代が１２１名（２６．５
％）で最も多かった。
８）良性腫瘍：

患者数は３５２名で，内訳は病因不明の腫瘍が１０５名
（２９．８％）と最も多く，次いで線維腫６９名（１９．６％），
血管腫３９名（１１．１％），歯牙腫２３名（６．５％），歯原性
腫瘍２２名（６．３％），エプーリス１９名（５．４％），乳頭腫
１６名（４．５％），エナメル上皮腫１４名（４．０％）の順で
あった。男女比は１：１．２で女性が多かった。年齢
別では５０，６０歳代がともに６５名（１８．５％）で最も多
かった。
９）神経性疾患：

患者数は２９８名で，内訳は舌痛症が１８２名（６１．１％）
と最も多く，次いで三叉神経痛３５名（１１．７％），味覚
障害２６名（８．７％），オトガイ神経麻痺１７名（５．７％），
顔面神経麻痺９名（３．０％），三叉神経麻痺８名（２．７
％），舌神経麻痺７名（２．３％），非定型顔面痛６名

（２．０％），顔面神経痛４名（１．３％）の順であった。舌
痛症はこの分類に加えたことに異論もあるが，舌炎
を併発していない疼痛のみの病態をこの分類に加え
た。男女比は１：２．８で女性が多かった。年齢別で
は６０歳代が８５名（２８．５％）で最も多かった。
１０）悪性腫瘍

初診時に悪性腫瘍として臨床診断されていた患者
は２４３名であった。この内訳は，歯肉癌が７７名（３１．７
％）と最も多く，次いで舌癌７４名（３０．５％），頬粘膜
癌３９名（１６．０％），口蓋癌２８名（１１．５％），口底癌８名

（３．３％），悪性リンパ腫６名（２．５％），口唇癌４名
（１．６％），悪性黒色腫３名（１．２％）の順であった。男
女比は１．４：１で男性が多かった。年齢別では６０歳

代が６２名（２５．５％）で最も多かった。この内，最終病
理診断で悪性腫瘍と診断とされたのは７２名であっ
た。また，受診経路としては医院や歯科医院からの
紹介が８０．０％と最も多かった。
１１）唾液腺疾患

患者数は１５０名で，内訳は唾石症が５９名（３９．３％）
と最も多く，次いで耳下腺炎３５名（２３．３％），シェー
グレン症候群１４名（９．３％），顎下腺炎１１名（７．３％），
耳下腺腫瘍１０名（６．７％），口蓋部唾液腺腫瘍８名

（５．３％）の順であった。男女比は１：２．８で女性が多
かった。年齢別では５０，６０歳代がともに，２７名（１８．０
％）で最も多かった。

考 察

本学千葉病院口腔外科における平成１８年度１年間
の総初診患者数の臨床統計を行い，性別，年齢，受
診経路，疾患別などから検討を加えた。

この１年間の初診患者総数は８４４１名であった。男
女比は１：１．４１と女性が多く，年齢別では１０歳未満
以外は，全ての年齢層で女性が多かった。最近の他
医療機関の報告と比較すると，愛知学院大学歯学部
口腔外科第一講座が２２０７名３），北海道医療大学歯学
部付属病院口腔外科７１６名４），独協医科大学口腔外科
２９１５名５），横浜市立大学医学部付属病院口腔外科
１９７１名６），新潟大学歯学部第二口腔外科１４２７名７），大
阪大学歯学部付属病院第一口腔外科２３０８名８），大阪
医科大学付属病院歯科口腔外科３５０２名９），鹿児島大
学歯学部口腔外科第一講座１８８４名１０），国立栃木病院
口腔外科２４３０名１１），長野赤十字病院口腔外科３９４７
名１２）で，我々が渉猟し得た報告では本学の初診患者
数が圧倒的に多かった。

年齢別患者数は，２０歳代が最も多く，この内，歯
牙疾患，とくに埋伏智歯や智歯周囲炎の智歯関連疾
患が多数を占めていた。これは他の報告と一致して
おり，病院歯科・口腔外科の一つの特徴といえる。
次いで，６０歳代が多かった。これは，加齢に伴い基
礎疾患有病率が高くなり，歯周疾患や腫瘍性疾患，
口腔粘膜疾患の好発年齢となるためと考えられる。

月別患者数は，学校休暇期間において受診患者が
増加する傾向がみられた。とりわけ８月，３月は，
それぞれ８００名余り来院しており，他月と比較し患
者数の増加が認められた。通年でみると，毎月６２０
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～８１０名，月平均７０３名（標準偏差±５９．２名）で，各月
間での大きな差は認められなかった。

受診患者の居住地域は，９６．１％が千葉県内から来
院しており，千葉市内では美浜区が２８．７％と最も多
かった。これは本学が美浜区に立地していることが
大きく影響していると思われる。市外では船橋市が
１７．４％，習志野市が１４．３％の順で多く，これは当院
への JR，私鉄沿線からの来院が多いことを反映し
ている。千葉県外からの，来院は東京都が１５９名，
神奈川県４７名であった。これは，広報活動の成果も
あり当科の特殊性，専門性が認識され，遠方にもか
かわらず来院があったと思われる。今後も引続き特
殊外来の充実を図っていく必要性がうかがえる。

受診経路は，他医療機関または歯科医院からの紹
介が全体の６６．３％と最も多く，このうち歯科開業医
が紹介総数の９２．０％，一次医療機関が９６．２％で大多
数を占めていた。この結果は，当科が地域開業医と
良好で密な医療連携システムを保ち，高度な歯科医
療を地域に提供している実態がうかがえる。医科か
らの紹介においては，内科が３２．２％で，疾患名は歯
牙疾患にかかわらず多岐にわたっていた。医科から
の紹介患者の平均年齢は５６歳であり，基礎疾患を持
つ高齢者が多かったことも一つの理由として挙げら
れる。次いで耳鼻咽喉科が２５．６％で，これは隣接領
域で，口腔外科との関連性が高いためと考えられ
る。

院内からの紹介患者の内訳では保存科，補綴科が
合わせて６６．２％を占めていた。これは基礎疾患をも
つ患者の観血処置や難易度の高い抜歯の依頼が多
かったためと考えられる。改めてチームアプローチ
の重要性を示す結果となった。

疾患別分類は，歯牙疾患が５６．０％で過半数を占
め，２０歳代が最も多かった。これは智歯の萌出時期
と相関していると考えられる。

先天異常・顎変形では，顎変形症が４８．０％を占め，
若年者の女性の割合が高かった。これは矯正歯科か
ら便宜抜歯や外科的矯正治療などの依頼が多く，矯
正歯科との連携の重要性が再認識される。次いで，
唇顎口蓋裂が１０．０％を占めていた。当科では，週３
回の唇顎口蓋裂外来や週１回の言語治療外来を設け
ており，育成医療の推進に伴い母子教育も充実して
きているため，今後，さらなる患者数の増加が予想

される。
外傷性疾患では，１０歳未満と１０歳代の患者数が多

かった。１０歳未満の性差はなく，１０歳代では２．３：
１の割合で男性に多かった。これは幼児期，学童期
は活発に運動する時期であり，男児の転倒，打撲な
どが原因で来院する症例が多いためと推測される。

埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科の報
告も，１０歳未満と１０，２０歳代の割合が高かった。ス
ポーツ，喧嘩，交通事故など外傷を招くような行為
との強い相関がうかがえた１３）。

炎症性疾患では，上顎洞炎，骨膜炎，蜂窩織炎，
骨髄炎が合わせて７６．９％であり，この内上顎洞炎が
最も多く２１２名であった。この内８名が耳鼻咽喉科
からの紹介であった。上顎洞は診療が耳鼻咽喉科と
重複する領域であり，職域の保全にも繋がる喜ばし
い現状と思われ，さらなる協力体制が望まれる。

口腔粘膜疾患では，舌炎，口内炎，口腔乾燥症が
６８．９％で多数を占めており，５０～７０歳代の高齢者の
割合が高く，また男女比は１：２．３の割合で女性が
多かった。これは加齢に伴う唾液分泌の低下や，薬
剤の副作用による口腔乾燥，女性ホルモンや更年期
との関係が考えられる。また女性は家事から育児ま
で関わり，さらに現代では社会的責任も増大してい
るため，精神的ストレスとの関連も重要視する必要
がある。

顎関節疾患では，顎関節症が９７．８％と大多数を占
めていた。年齢的特徴としては，２０～３０歳が最も頻
度が高く，男女比は，１：２．３と女性が多かった。こ
れは女性が男性より健康に対する意識が高いため，
治療にも関心が高い傾向があるためと考えられる。

嚢胞性疾患では，歯根嚢胞が３４．５％と最も多かっ
た。これは他医療機関の報告と同様であった。次に
多かったものとして，「病因不明な顎嚢胞」という
初診時の大雑把な臨床診断名が示されていた。最終
的な病理診断としては歯根嚢胞，濾胞性歯嚢胞など
に該当していたが，今回の調査方法では，詳細な追
跡調査することができなかった。今後は，正確な診
断名が記載できるシステム，最終診断名の記載方法
など，集計方法や分類方法に不足な点を，速やかに
改善する必要性があると思われた。

良性腫瘍では，線維腫が１９．６％，血管腫が１１．１％
と多く認められ，他医療機関の報告と一致していた
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が，最も多かったのは「病因不明の腫瘍」２９．８％で
あった。これも嚢胞と同様，初診時の臨床診断名に
基づいた結果であり，今後は確実なデータベースを
作成するためにも病理組織検査による確定診断が得
られた時点で確定診断をデータに自動的に変更でき
るシステムを取り入れるべきである。

悪性腫瘍では，歯肉癌が３１．７％，舌癌が３０．５％と
多く認められた。一般的には舌癌が口腔癌の中では
最も多いとされている１４）。また，愛知学院大学歯学
部口腔外科第一講座の報告も，舌癌が最も多かっ
た３）。今回の報告では歯肉癌がわずかに上回る結果
となった。しかし，この診断は初診時の症状からの
診断所見で，嚢胞や良性腫瘍と同様，病理組織診断
による確定診断が得られていないため，実際に歯肉
癌が最も多いとは断定できない。

患者層は５０～６０歳代が多く１．４：１で男性が多
かった。これは喫煙や飲酒などの生活習慣が関係し
ているためと思われる。悪性腫瘍の患者は他医療機
関より多く，これは当科が千葉市，習志野市，佐倉
市，市原市，八街市など幅広い地域で口腔癌集団検
診を行っていることが一端を担っていると思われ
る。受診経路としては医院や歯科医院からの紹介が
８０．０％と最も多く，これは悪性腫瘍の治療施設とし
て当科が認知されている結果である。また，週１回
の歯科放射線科との合同カンファレンス，週２回の
腫瘍外来を設置し，悪性腫瘍患者個々に対する専門
的な診断・治療を患者に提供することができること
や，特殊外来患者を登録管理し，統計的なデータを
収集することで新たな治療方針の確立が図れるもの
と考えられている。

唾液腺疾患では，唾石症が５９名（３９．０％）と最も多
かった。この内歯科開業医からの紹介が６６．０％で，
唾石症は開業医での処置が困難なため紹介された患
者が多かったと考えられる。医科からの紹介は
１１．０％であったが，そのうち耳鼻咽喉科からの紹介
は見られなかった。これは，唾石症は口腔に初発症
状が多いため歯科へ受診する患者が多かったと考え
られる。

神経疾患では，舌痛症が６１．１％と過半数を占めて
おり，男女比は１：２．８で女性に多かった。年齢別
では５０歳以降の更年期の女性に多かった。受診経路
は，歯科医院からの紹介が４１．０％で，これは当科が

地域医療機関から神経疾患に対して，特殊性かつ専
門性の高い治療を行っていることが認識されている
結果と思われる。

今回８４４１名の臨床統計を行ったが，データを作成
する上で収集方法にいくつか不十分な点があること
が明らかになった。事前に診断名の統一化を行わ
ず，素データのまま集計したため，診断名の分類に
特に，困難を極めた。今後は正確な臨床統計を行う
ために，基準となるマニュアルの作成を検討し，今
回，調査項目の対象に入れなかった有病者数の内訳
や治療内容まで追跡できるようなシステムの構築が
必要である。

今後も，院内はもとより地域の医療機関との連携
をさらに密なものとし，疾患の併発にも対処できる
よう，口腔外科としての専門性，とくに各疾患チー
ムにおける治療体制の充実を図りながら，診療の向
上に努めていきたいと考えている。

結 論

東京歯科大学千葉病院口腔外科の平成１８年４月１
日から平成１９年３月３１日までの１年間の外来初診患
者について臨床統計的観察を行った。
１．初診患者総数は８４４１名でこの内，他医療機関か

らの紹介患者数は５５９２名であり，紹介率は６６．３％
であった。

２．初診患者の年齢分布では２０歳代が最も高い割合
を占めた。

３．疾患名は歯牙疾患５６．０％，顎関節疾患９．４％，
口腔粘膜疾患６．６％，炎症性疾患５．７％，嚢胞性疾
患５．１％，先天異常・変形４．１％，外傷性疾患３．７
％，良性腫瘍３．２％，神経疾患２．７％，悪性腫瘍
２．２％，唾液腺疾患１．３％の順であった。

４．紹介施設の地域別調査では，千葉市が最も多く
地域医療機関との医療連携の重要性が示唆され
た。

本論文の要旨は，第２８５回東京歯科大学会例会（２００８年６月
７日，千葉）において発表し，座長から推薦された論文である。
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