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Introduction

The insulin−like growth factor (IGF) system is known

to be essential for normal growth and development. In

the tooth morphogenesis, IGF−I appears to regulate the

proliferation and differentiation : immunoreactivity for

IGF−I is observed in the enamel organ and mesenchyme

at the cap stage, and in the inner and outer enamel epi-

thelium at the bell stage in the rat molar. Differentiating

ameloblasts, and secretory ameloblasts and odontoblasts

also express IGF−I in rat incisors at embryonic day (E)

13−E19 (Joseph et al., 1993 ; 1994a). As detected by in

situ hybridization, IGF−I signals are expressed in the

apical loop and secretory ameloblasts as well as in the

odontoblasts in the rat incisor (Joseph et al., 1996). IGF

−I also aids in crown formation and in the enlargement

of the size of tooth germs (Young, 1995). In the root

formation stages, immunoreactivity for IGF − I is ob-

served in Hertwig’s epithelial root sheath (HERS ; Sy-

mons et al., 1996). In in vitro organ cultures of postna-

〔Original〕
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Abstract

The organogenesis of tooth germs requires epithelial

−mesenchymal interactions, which are mediated by cy-

tokines and growth factors such as insulin−like growth

factors (IGFs). The expression of IGFs and IGF action−

regulating IGF−binding proteins (IGFBPs), in the de-

veloping mouse molar teeth was determined by in situ

hybridization. IGF−I receptor (IGF−IR ) was detected

in the enamel organ and mesenchyme ; and IGF−I , IGF

−II , in the enamel organ at the cap stage of E14 mouse

embryos. Also, IGFBP−2 , −3 , −4 , and −5 were ex-

pressed at this stage : IGFBP−2 was expressed in the

whole enamel organ, whereas IGFBP−3 and −5 were

expressed only in a part of it. In the mesenchyme sur-

rounding the enamel organ, IGFBP−3 and −4 were ex-

pressed. At the late cap stage of E15 embryos, IGFBP−

2 was expressed in the inner and outer enamel epithe-

lium ; and IGFBP−5 , in the outer enamel epithelium.

At the bell stage from E17 to P0, IGF−II was detected

in the cervical loop and odontoblasts. IGF−IR was ex-

pressed weakly in the inner enamel epithelium. IGFBP−

2 expression was observed in the inner and outer

enamel epithelium, and then became restricted to the

inner enamel epithelium at P0. At this stage, IGFBP−5

was expressed in the outer enamel epithelium. IGFBP−

3 was detected in the dental follicle, and IGFBP−4

was found in both the dental pulp and dental follicle.

At the crown formation stage from P0 to P13, IGF−II

and IGF − IR were detected in the ameloblasts and

odontoblasts. IGFBP−2 and −5 were expressed in the

stellate reticulum. IGFBP−5 was detected in the dental

pulp from P9 to P13. At the root formation stage from

P5 to P13, strong expression of IGF−IR was observed

in Hertwig’s epithelial root sheath ( HERS ) . Also,

IGFBP−2 and −5 were expressed in it. These data

suggest a role for these molecules as local mediators of

tooth growth and differentiation.

Key words：IGF−I , IGF−II , IGF−IR , IGFBP , in situ hybridization, molar tooth germ
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tal day (P) 5 mouse molars, exogenous IGF−I promotes

active root growth (Fujiwara et al. , 2005), suggesting

that its receptor, IGF−IR, is expressed in HERS. Also,

IGF−IR is expressed in the secretory ameloblasts, odon-

toblastic epithelium, and mesenchyme in rat incisors

(Joseph et al., 1994b ; 1999). Moreover, Yamamoto et

al. (2006) showed that IGF−II and IGF−IIR were ex-

pressed in the apical loop of the incisors, inner and

outer enamel epithelium, and secretory and mature

ameloblasts in the rat incisor. Treatment of cultured

mouse first molar tooth germs with insulin, IGF−I, and

IGF − II increased the synthesis of amelogenin and

ameloblastin (Takahashi et al., 1998), which are enamel

−specific gene products.

The IGF family is associated with high−affinity IGF−

binding proteins (IGFBPs). The actions of the IGFs ap-

pear to be regulated and coordinated by these IGFBPs,

which are thought to have 4 major functions that are es-

sential to the regulation and coordination of the biologi-

cal activities of IGFs. That is, IGFBPs are considered 1)

to act as transport proteins in the bloodstream and to

control the efflux of IGFs from the vascular space ; 2)

to prevent IGFs from being degraded and to prolong

their half−lives ; 3) to provide a means of tissue and cell

type−specific localization, and 4) to directly modulate

the interaction of the IGFs with their receptors and

thereby indirectly control their biological actions (Swis-

shelm et al., 1995 ; Burger et al., 1998 ; Duan, 2002).

Recent evidence suggests that IGFBPs can also have di-

rect IGF−independent actions on various cellular func-

tions : IGFBP−4 caused a marked inhibition of ceramide

−induced apoptosis of human breast cancer cells, which

lack IGF−IR (Zhou et al., 2003).

Little is yet known about the expression and localiza-

tion of IGFBPs during tooth development. In previous

studies, we showed by in situ hybridization that IGFBPs

were expressed in developing submandibular and von

Ebner’s glands, in developing lingual papillae, in the ol-

factory epithelium and in the taste buds, suggesting that

they regulate the morphogenesis of these tissues

(Suzuki, 2005 ; Suzuki et al. , 2005 ; Suzuki, 2006 ;

Suzuki, 2007). Moreover, the expressions of mRNAs of

IGF−I , IGF−II , and IGF−IR in developing mouse mo-

lars remained unknown. Therefore, the goal of this

study was to examine the temporal and spatial pattern of

IGFs and IGFBPs during the development of the

murine molar tooth.

Materials and methods

Animals and tissues

Timed pregnant ddY mice, whose embryos were con-

sidered as being at day 0 on the morning of discovery

of the vaginal plug, were obtained from Sankyo Labora-

tories (Tokyo, Japan). They were maintained in a heat−

and humidity−controlled vivarium with food and water

provided ad libitum . Experimental protocols concerning

animal handling were reviewed and approved by the

Animal Ethics and Research Committee of the Health

Sciences University of Hokkaido.

To obtain embryos, pregnant females were killed by

cervical dislocation and carefully dissected out their

uteri bearing fetuses (E14−E17). Postnatal mice at P0,

P5, P9, and P13 were killed by an overdose injection of

Nembutal (Dainippon Pharmaceutical, Osaka, Japan ) .

For in situ hybridization, the mandibles were fixed with

4% paraformaldehyde in 0.1M phosphate buffer (pH7.4)

overnight at 4°C. Each specimen was washed in phos-

phate−buffered saline (PBS) solution, cryoprotected with

25% sucrose, and embedded in OCT compound (Oken,

Tokyo, Japan). The tissues were sectioned coronally at a

thickness of 8−10 μm, and the sections were then col-

lected and placed on silane−coated slides.

RNA probes and in situ hybridization

cDNA fragments of IGF−I, IGF−II, IGF−IR, IGFBP−

2, IGFBP − 3, IGFBP − 4, IGFBP − 5, IGFBP − 6, and

IGFBP−7 genes were generated by the reverse transcrip-

tion polymerase chain reaction (RT−PCR) by using total

RNA extracted from the tongue and then used for the

synthesis of cRNA probes. The sequences of the primers

were as follows : 5’−TCTCTCTCTGGCCGACGAGT−

3’ and 5’−GAGCAGAAGTCACCGAATCG−3’ (977

bp, AF056187) for IGF−IR, 5’−GTGGATGCTCTTCAG

TTCGT−3’ and 5’−ACACTCCTAAAGACGATGTT−3’

(520 bp ; NM010512) for IGF−I, 5’−ATTGGGTTCCCC

TCGTTAGC−3’ and 5’−GTATCTGGGGAAGTCGTCC

G−3’ (950 bp, NM010514) for IGF−II ; 5’−GACGCTA

CGCTGCTATCCCA−3’ and 5’−GTCTCCTGCTGCTC

GTTGTA−3’ (614 bp ; NM008342) for IGFBP−2 ; 5’−G

GAAACATCAGTGAGTCCGA−3’ and 5’−GCTGAGG

2 Yuko SUZUKI et al.／Gene expression of insulin-like growth factor family during tooth development of the mouse
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CAATGTACGTCGT−3’ (458 bp ; X8158.1) for IGFBP

−3 ; 5’−GGAGAAGCCCCTGCGTACAT−3’ and 5’−AC

CCCTGTCTTCCGATCCAC−3’ (434 bp ; X76066) for

IGFBP−4 ; 5’−AGTAACGTTGAGTGACGCGT−3’and

5 ’ − CAGTGTTGGGGGTGCGTACT − 3 ’ ( 750 bp ; L

12447) for IGFBP−5 ; 5’−TAATGCTGTTGTTCGCTG

CG − 3 ’ and 5 ’ − CACTGCTGCTTGCGGTAGAA − 3 ’

(552 bp ; NM008344) for IGFBP−6 ; and 5’−AAGGTC

CTTCCATAGTGACG−3’ and 5’−CAGGGTTATAGCT

GTCGGCT−3’ (439 bp ; NM008048) for IGFBP−7. The

specificity of cDNA of these riboprobes was confirmed

by the BLAST analysis. The PCR was carried out for

35 cycles. Each resulting fragment was cloned into Hin-

d III/EcoRI sites of pT7/T3 DH5α−FTTM (Invitrogen,

Tokyo, Japan) and sequenced. Digoxigenin (DIG) −la-

beled antisense and sense probes were produced by use

of a RNA transcription kit ( Roche Diagnostics,

Mannheim, Germany).Sections were washed in PBS and

then treated for 20 minutes with 0.2 N HCl and thereaf-

ter for15−20 minutes with proteinase K (1μg/ml in PBS,

Takara, Kyoto, Japan) at 37°C. Next, the sections were

washed in PBS, and refixed with 4% paraformaldehyde

in 0.1M phosphate buffer for 20 minutes. After having

been washed twice in PBS, the sections were air−dried

and hybridized. Hybridization was performed at 47°C
for 16 hours with RNA probes in a hybridization solu-

tion containing 50% formamide, 0.3M NaCl, 0.02M Tris

−HCl, 1mM EDTA, 10% dextran sulfate, 1X Denhardt’s

solution, 1mg/ml yeast tRNA and 0.02% SDS. Hybrid-

ized sections were washed for 1 hour at 47°C in a solu-

tion containing 50% formamide and 2XSSC, and there-

after twice in 2XSSC for 5 minutes each time. Then,

they were treated with 20μg/ml of RNase (TypeII−A,

Sigma) at 37°C for 30 minutes, and washed at 47°C in

50% formamide/2XSSC followed by 50% formamide/1

XSSC, each for 1 hour. After having been washed 3

times in PBS, the sections were incubated with 1%

blocking reagent (Boeringer Manheim GmbH, Manheim,

Germany) in maleic acid buffer (pH7.5) for 1 hour at

room temperature. Subsequently, they were incubated

overnight at 4°C with alkaline phosphatase−conjugated

anti−DIG Fab fragments (Boeringer) diluted 1 : 500 in

PBS. After 3 washes in PBS, chromogenic reactions

were carried out by using NBT/BCIP (Boeringer).

Results

Prior to detection of IGFBPs , we examined the ex-

pressions of IGF−I , −II and IGF−IR in developing

mouse lower first molars thoroughly. In the cap stage at

E14, IGF−IR was expressed in the enamel organ and

mesenchyme (Fig.1A). At this stage, IGF−I expression

was weak and only observed in the enamel organ (Fig.1

B). Also, IGF−II expression was weakly observed in

the enamel organ. Strong expression of IGF−II was ob-

served in mesenchyme cells surrounding Meckel’s carti-

lage (Fig.1C). From late cap stage at E15 to the bell

stage at E17, the enamel organ differentiated into the in-

ner and outer enamel epithelium, the stellate reticulum,

and the stratum intermedium. The inner enamel epithe-

lium proceeded down in the cervical direction to form

the cervical loop ; and, in particular, there was intense

expression of IGF−II in it (Fig.1D). At P0, the tooth

germs increased in size and the inner enamel epithelial

cells differentiated into ameloblasts. Also, the odon-

toblasts became differentiated ; and dentin was formed

near the cusp tips. At this stage, IGF−IR was expressed

weakly in the inner enamel epithelium (Fig.1E). Also,

IGF−I was expressed weakly in the inner enamel epi-

thelium (Fig.1F). IGF−II expression was observed in

the cervical loop, in the odontoblasts, and in the mesen-

chymal cells of the dental follicle (Fig.1G). At P5−P9,

enamel and dentin were formed in the tooth crown. In

the tooth root, the inner and outer enamel epithelium

formed the double−layered HERS, which proliferated

apically and directed root morphogenesis. IGF−II was

expressed in the odontoblasts and weakly in the

ameloblasts at P5 (Fig.1H). At that time weak IGF−IR

expression was also observed in the ameloblasts and in

the odontoblasts. Strong expression was observed in the

HERS at P9 (Fig.1I). IGF−I signals disappeared during

postnatal development.

Among IGFBP mRNAs, IGFBP−1 mRNA is detect-

able only in adult liver tissue (Suzuki et al. 2005), and

so it was not examined in the present study. IGFBP−6

and −7 were not detected in tooth specimens by the in

situ hybridization technique. Therefore, expression lev-

els of IGFBP−2 , −3 , −4 , and −5 mRNAs were exam-

ined in the developing teeth. IGFBP−2 was expressed

in the enamel organ in the cap stage at E14 (Fig.2A). At

3The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 31⑴ 2012
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this stage, IGFBP−3 was expressed in a part of the

enamel organ and in mesenchymal cells in the dental

follicle (Fig.2B). IGFBP−4 was expressed in the mes-

enchyme of the dental papillae and dental follicle (Fig.2

C). IGFBP−5 was expressed in the outer enamel epithe-

lium, but not inside of the enamel organ (Fig.2D). At E

15, IGFBP−2 was expressed in the inner and outer

enamel epithelium (Fig.2E), IGFBP−5 was expressed

intensely in the outer enamel epithelium on the lingual

side. IGFBP−2 and −5 were also expressed in the cer-

vical loop (Fig.2F). At E17, in the bell stage, IGFBP−2

was expressed in the inner and outer enamel epithelium

(Fig.2G). IGFBP−3 was detected in the outer enamel

epithelium and surrounding mesenchymal cells in the

dental follicle (Fig.2H) ; and IGFBP−4 in the mesen-

chymal cells of the dental papillae and dental follicle.

Strong expression was observed in the pulp horn (Fig.2

I). IGFBP−5 was expressed in the outer enamel epithe-

lium (Fig.2J). At P0, when crown formation begins,

IGFBP−2 was found in the ameloblasts, stellate reticu-

lum and the outer enamel epithelium (Fig.2K). IGFBP−

3 was expressed in the dental follicle and in blood ves-

sels of the dental pulp (Fig.2L). Also at P0, IGFBP−4

was seen in the dental pulp and in the dental follicle. In

the dental pulp, the expression became weak in the pulp

horn, but was observed in the central to basal region

(Fig.3A) ; IGFBP−5 in the outer dental epithelium and

surrounding connective tissue (Fig.3B). At P5, IGFBP−2

expression was similar to that at P0 (not shown). IGFBP

−3 expression became weak and remained only in the

mesenchyme of the dental follicle near developing

HERS (Fig.3C). Similarly, IGFBP−4 was observed in

Fig.1 Expression of IGF-I, IGF-II, and IGF-I receptor mRNAs in the developing mouse lower first molars as detected by
in situ hybridization with RNA probes. (A)-(C) E14, cap stage showing expression of IGF-IR (A), IGF-I (B), and IGF-II (C).
The dashed lines in B and C indicate the boundary of the tooth germ. (D) E17, bell stage showing expression of IGF-II in
the cervical loop (arrow ). (E)-(G) P0. bell stage. Weak expression of IGF-IR and IGF-I is seen in the inner enamel epithe-
lium (E, F). IGF-II expression (G) is seen in the cervical loop (arrowheads) and in the odontoblasts (arrow). (H) P5. IGF-II ex-
pression is observed in the odontoblasts (O) and ameloblasts (A). (I) P9. Weak IGF-IR expression is observed in ameloblasts
(A) and odontoblasts (O). Hertwig’s epithelial root sheath (HERS, arrow) expresses IGF-IR . Scale bars=100μm.
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the dental follicle and weakly in the dental pulp (Fig.3

D). IGFBP−5 expression was similar to that at P0 (not

shown). At P9, IGFBP−2 was strongly expressed in the

stellate reticulum and weakly in the odontoblasts and

ameloblasts (Fig.3E). At this stage, IGFBP−5 was ex-

pressed at the cell−rich zone of the dental pulp and in

the stellate reticulum (Fig.3F). IGFBP−3 and −4 ex-

pression levels had become undetectable at this stage. In

the root formation stage, which is from P 5 to P 13,

IGFBP−5 was expressed in the developing HERS and

Fig.2 Expression of IGFBP mRNAs from E14 to P0 in mouse lower first molars as detected by in situ hybridization with RNA
probes. (A)-(D) E14. cap stage. IGFBP-2 expression appears in the enamel organ (A). IGFBP-3 expression is seen in a part of
the enamel organ and in the mesenchyme (B). The dashed lines indicate the boundary of the enamel organ. IGFBP-4 expres-
sion is observed in the mesenchymal cells in the dental papillae and dental follicle (C). IGFBP-5 expression is seen in a part of
the enamel organ (D). (E), (F) E15. IGFBP-2 expression is observed in both outer and inner enamel epithelium (E). IGFBP-5 is
expressed in the outer enamel epithelium on the lingual side and in the cervical loop (F). (G)-(J) E17. bell stage. IGFBP-2 ex-
pression is seen in the inner and outer enamel epithelia (G). IGFBP-3 is expressed in the outer enamel epithelium and in the
dental follicle (H). IGFBP-4 expression is seen in the dental papillae and dental follicle. The dashed lines indicate the border
between the cervical loop and mesenchyme (I). IGFBP-5 is found in the outer enamel epithelium and cervical loop (J, arrow ).
The dashed line indicates the border between cervical loop and mesenchyme (J). (K), (L) P0. IGFBP-2 is expressed in the
ameloblasts and stellate reticulum (K). IGFBP-3 is detectable in the surrounding mesenchyme and in blood vessels (bv). The
dashed lines indicate the border between the cervical loop and mesenchyme (L). T tongue. Scale bars=100μm.
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surrounding connective tissue (Fig.3G). At P13, IGFBP

−2 was found in HERS (Fig.3H). IGFBP−5 expression

remained detectable in the dental pulp ( Fig. 3 I ) and

HERS (not shown). Also, IGFBP−5 was expressed in

the periodontal tissue (Fig.3I). Sections incubated with

sense riboprobes of IGFBP−2 , −3 , −4 , and −5 dis-

played no reactivity (not shown). These results are sum-

marized in Table1.

Discussion

In situ hybridization was used to examine the expres-

sion of IGF−I , −II , and IGF−IR in mouse mandibular

first molars at various stages of tooth development. Al-

though the intensity of the hybridization signal varied

with the developmental stage, the distribution was con-

sistent with that found in previous studies using immu-

nohistochemistry or rat incisor specimens (Joseph et al.,

1993, 1994a, b, 1996, 1999 ; Young, 1995 ; Symons et

al. , 1996 ; Yamamoto et al. , 2006). However, IGF−I

signal was weak in the present study, thus it was not de-

tected in mesenchyme at the cap stage, in ameloblasts,

odontoblasts, and HERS at the crown and root-

formation stages. Since the expression of IGF−IR in

HERS was suggested in in vitro organ cultures (Fuji-

wara et al., 2005), the signal could be detect for the first

time in the present study.

The present study revealed that numerous IGFBPs

were synthesized locally, suggesting that these mole-

cules may modulate IGF action during tooth develop-

ment. A specific pattern of IGFBP expression was ob-

Fig.3 Expression of IGFBP mRNAs from P0 to P13 in mouse lower first molars as detected by in situ hybridization with
RNA probes. (A), (B) P0. IGFBP-4 expression is seen in the dental pulp and dental follicle (A). IGFBP-5 expression is de-
tectable in the outer enamel epithelium, and surrounding connective tissue (B). (C), (D) P5. IGFBP-3 expression is seen in
the basal region of the dental follicle, and in blood vessels. The dashed lines indicate the border between the cervical loop
and mesenchyme (C). IGFBP-4 is expressed in the dental pulp and the dental follicle. The dashed lines indicate the border
between cervical loop and mesenchyme (D). (E)-(G) P9. IGFBP-2 expression is evident in the stellate reticulum (E). IGFBP-
5 is seen in the surface of dental pulp, the stellate reticulum (F), and in HERS (G, arrow ) and the surrounding connective tis-
sue. (H), (I) P13. IGFBP-2 expression is detectable in HERS (H, arrow) ; and IGFBP-5 expression is seen in the dental pulp,
HERS, and periodontal tissue (PDL , I). A ameloblast, O odonotoblast. Scale bars=100μm.
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served during the embryonic stages ; i.e., IGFBP−2 and

−5 mRNAs were localized in the developing enamel or-

gan, whereas IGFBP−4 mRNA was found exclusively

in the mesenchyme. IGFBP−2 and −5 may facilitate

receptor binding, resulting in IGF−induced protein and

DNA synthesis (Werner & Katz, 2004). Their expres-

sion often overlaps in the same cells or tissue or are in

adjacent tissues, e.g., taste buds, submandibular and von

Ebner’s glands (Suzuki et al., 2005 ; Suzuki, 2006), lung

alveolae (Schuller et al., 1993), and ectoderm of limb

buds and astrocytes (Green et al., 1994). In the present

study, IGFBP−2 mRNA was expressed in the inner and

outer enamel epithelium in embryonic stages and be-

came expressed in the ameloblasts, stellate reticulum

and in HERS at postnatal stages. IGFBP−5 was de-

tected in the outer enamel epithelium at embryonic

stages and in stellate reticulum and in HERS at postna-

tal stages. Therefore, in HERS, these binding proteins

were expressed together with IGF−IR . This may pro-

motes IGF action on the root growth. In contrast, IGF−

I , −II , and the receptors were not expressed in the stel-

late reticulum in the present study and in the previous

studies (Joseph et al., 1994a, b, 1999 ; Yamamoto et al.,

2006), IGFBP−2 and −5 may have IGF−independent

actions (Zhou et al. , 2003) in the stellate reticulum.

Moreover, the IGFBP − 5 expression pattern was

unique ; i.e., this binding protein was expressed not only

in tissues that originated from the enamel organ, but

also in the dental pulp and periodontal connective tissue

in postnatal stages.

In adult serum, IGFBP−3 is the major IGF carrier

protein (Clemmons, 1992) : and it is also expressed in

developing peripheral tissues, such as the dermal papil-

lae of lingual filiform papillae (Suzuki, 2005) and hair

follicles (Batch et al., 1996). Most recent study revealed

that porcine enamel organ−derived epithelial cells cul-

tured on vitronectin−IGF−I−IGFBP−3 complex differen-

tiated into ameloblasts−like cells that were able to se-

crete amelogenin proteins and form enamel−like tissues

in vivo (Shinohara et al., 2012). In the present study,

IGFBP−3 was expressed not only in the dental follicle,

but also in a part of the enamel organ at the cap stage,

and the outer enamel epithelium at the bell stage. Also,

IGF−I was expressed in the enamel organ. Therefore,

IGFBP−3 together with IGF−I may promote differen-

tiation of the enamel organ.

IGFBP−4 is the member of the IGFBP family that ap-

pears to have an inhibitory effect on IGF action. The

mechanism was shown to be the binding of IGFBP−4 to

secreted IGFs, preventing their interaction with IGF re-

ceptors (Zhou et al. , 2003). IGFBP−4 together with

other IGFBPs, such as IGFBP−3 and IGFBP−5 , is sug-

gested to have a role in maintaining or causing the dis-

appearance of mesenchyme and connective tissue of the

tooth germs. In humans, other IGFBPs are suggested to

act as anti−proliferative molecules suppressing the mito-

genic effects of IGFs ; i.e., in deciduous teeth, the epi-

thelial cells of Malassez are immunoreactive with anti-

bodies against IGFBP−4 and −6, and the latter molecule

inhibits IGF−II proliferative function (Götz et al., 2003).

Human IGFBP−5 has no effect on proliferation but is

anti−apoptotic and associated with the migration of gin-

gival epithelial cells (Hung et al., 2008).

In conclusion, IGFBP−2 , −3 , −4 , and −5 locally

expressed in the epithelium and mesenchyme of tooth

germs, may play a role in tooth growth and differentia-

tion.
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E14 E17−P0 P5 P9−P13

E DP DF E DP DF A O DP DF A O HERS DP PDL

IGFBP−2 ++ － － ++ － － ＋ ＋ － － +/− +/− ++ － －

IGFBP−3 ＋ － ++ ＋ － ＋ － － － ＋ － － － － －

IGFBP−4 － ++ ++ － ++ ++ － － ＋ ＋ － － － ＋ ＋

IGFBP−5 ＋ － － ＋ － － +/− +/− ＋ ＋ － － ++ ++ ++

Table 1. Summary of IGFBP expression pattern in the developing mouse teeth. Relative levels of expression (from +/- to +
+) are based on hybridization intensity of sections, i.e., (++)=signal intense, (+)=signal moderate, (+/-)=signal weak. (-)= sig-
nal low to undetectable. A, ameloblast；E, enamel organ ; DP, dental papilla (dental pulp) ; DF, dental follicle ; HERS, Her-
twig’s epithelial root sheath ; O, odontoblast；PDL, periodontal tissue
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〔原著〕

上顎埋入インプラント周囲骨に発生する応力の三次元有限要素解析
－CTデータに基づいた頭蓋骨全体モデルの構築と拘束条件の検討－

坂本 太郎1），仲井 太心1），遠藤 一彦2），中山 英二3），越智 守生1）

1）北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系 クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野
2）北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系 生体材料工学分野
3）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系 歯科放射線学分野

Three-dimensional finite-element analysis of the stress in
bone around maxillary implants.

-Construction of whole skull model using CT data and
investigation of restricting conditions-

Taro SAKAMOTO1），Taishin NAKAI1），Kazuhiko ENDO2），Eiji NAKAYAMA3），Morio OCHI1）

1）Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation,
School of Denstistry, Health Sciences University of Hokkaido

2）Division of Biomaterials and Bioengineering, Department of Oral Rehabilitation,
School of Denstistry, Health Sciences University of Hokkaido

3）Division of Human Biology and Pathophysiology, Department of Oral and Maxillofacial Radiology,
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Abstract

There are anatomical limits to implant treatment in

the maxilla due to the presence of the maxillary sinus.

It is generally accepted that implant treatments in the

maxilla have a lower success rate than those in the

mandible. In finite-element analysis of maxillary dental

implants, however, no studies using the finite element

model of the whole skull have been reported. In the

present study, we constructed a finite element model of

the whole skull based on Computed Tomography (CT)

data and evaluated the stress distribution in bone using

three-dimensional finite-element analysis (3D-FEA).

CT data for edentulous parts of the skull with 700−

900 H.U. were converted into a finite element model

that reflected the actual bone form and bone density.

Effect of each region of the model and restricting con-

ditions on the distribution of stress were investigated.

3D-FEA demonstrated that the stress induced in im-

plant marginal bone for the partial skull model without

the sincipita was approximately 12.3% lower than that

for the whole skull model. The average values of stress

induced in implant marginal bone for the whole skull

model were almost the same independent of the restrict-

ing conditions, while the distribution of stress in the

whole skull was different depending on the restricting

conditions. For the partial skull model, the average val-

ues of stress induced in implant marginal bone were

significantly influenced by the restricting condition em-

ployed.

These results suggested that a whole skull model

with a restricting condition similar to the actual chew-

ing state should be employed for stress distribution

analysis of the maxilla around dental implants using the

three-dimensional finite-element method.

Key words：3D-FEM, CT, Maxillary model, All-on-4concept
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緒 言

現在，無歯顎患者に対して様々な歯科インプラントに
よる治療が行われており，顎骨の状態，侵襲性および経
済的観点から，インプラント体を一歯一本から少数本化
する方法が多く行われている．無歯顎の症例で臼歯部に
十分な骨がない場合，従来の方法であると骨増生手術が
必要になる場合がある．Maló et al．（2003）によって提
唱されたAll‐on‐4コンセプトでは，無歯顎の症例にお
いて臼歯部にインプラント体を埋入する十分な骨量がな
い場合においても，前歯部にある豊富な骨量を利用して
インプラント体を傾斜させて埋入することが可能であ
る．上顎におけるインプラント治療は，上顎洞の存在に
よりインプラント体の埋入に制限があり，下顎に比べて
インプラント治療の成功率が低いとされている（Mundt,

2005 ; Bryant et al., 2007）．しかしながら，上顎のインプ
ラント体周囲骨に対する応力の解析は未だ十分に行われ
ておらず，治療の予知性は臨床的な統計調査による検証
はされているものの，力学的な検証は十分行われていな
い．現在までに歯科インプラントにおける生体力学的研
究は，光弾性試験や歪みゲージを用いた研究，あるいは
有限要素解析法を用いた研究が行われてきた．なかでも
インプラント体の形状，埋入方向，埋入本数，骨質およ
びアバットメントの形状による応力分布の違いを解析す
る有効な構造力学的手法として，有限要素解析が脚光を
浴びている（Huang et al., 2005 ; Lin et al., 2007, 2008 ;

Bergkvist et al., 2008）．有限要素解析は，モデルの形
状，材料特性，拘束条件および荷重条件などにより結果
が左右される．そのため，実際の生体力学的環境をシミ
ュレートするには，まず有限要素モデルの各条件を生体
と近似させる必要があり，その上で詳細な構造力学的な
解析を行う必要がある．

Marco et al．（2008）やTakahashi et al．（2010）は，有限
要素解析を行ってAll‐on‐4コンセプトのインプラント
体周囲骨に発生する応力を評価した．彼らは皮質骨と海
綿骨の単純2層モデルを有したアーチ状ブロック型のモ
デルを用いて，インプラント体の傾斜埋入は有効である
と報告している．しかし，Akagawa et al．（2003）は，単
純な皮質骨と海綿骨の2層構造モデルと骨密度を考慮し
たモデルでは，応力分布が異なることを既に明らかにし
ており，2層モデルを用いて解析を行ったMarco et al．
（2008）やTakahashi et al．（2010）の結果の妥当性には疑
問が残る．さらに，上顎における有限要素解析での拘束
部位は，上顎骨上面や撮像された骨の上面を完全に拘束
するモデルが多く，実際の咬合状態とは異なる境界条件

が殆どである（Saab et al., 2007 ; Okumura et al., 2011）．
現在までのところ，上顎埋入インプラント体の有限要素
解析において，頭蓋骨全体の有限要素モデルを用いた研
究は行われていない．そこで本研究では，無歯顎のヒト
乾燥頭蓋骨骨体標本のCTデータを有限要素モデルに置
き換えることによって骨形態と骨質情報を獲得し，実際
の骨密度に近い状態のモデルを構築して応力分布の解析
を試みた．また，頭頂部を含まないモデルを作成し，頭
蓋骨全体を用いたモデルで得られた結果と比較し，解析
に用いる妥当なモデルの範囲について検討した．さらに
頭頂部，後頭窩周囲および咬合関連筋付着部位での拘束
条件を設定し解析を行った．本研究の目的は，ヒト頭蓋
骨全体のCTデータを使用した三次元有限要素解析法を
用いて，モデルの作成範囲および拘束条件の影響につい
て検討を行うことである．

材料と方法

1）CTデータの獲得
（1）頭蓋骨CTデータ
頭蓋骨モデルはMishの分類でD2～3（Mish, 2007），

700～900H.Uを持つインプラント体を埋入する条件の良
い骨質を有する無歯顎のヒト乾燥頭蓋骨骨体標本を使用
した．コンプレッサーを用いて減圧したデシケータ内で
頭蓋骨を水中に48時間浸漬し，骨内から空気を除去し
た．脱気された骨は，水中に浸漬したままヘリカルCT

（PROSPEED FⅡ，GE）で，Field of view204mm，管電
圧120kV，管電流130mA，一回転1000ms，0．6mmスライ
スの条件下で撮像し，CTデータを得た．そのCTデータ
からwindow値600H.U.，window幅3200H.U.のDICOM画
像データを得た．

（2）インプラント体マイクロCTデータ
インプラント体は，先端が先細りの形状を持つNobel-

Speedy（Nobel Biocare）を使用した．応力解析には，直
径4．0mm，長さ15．0mmのインプラント体を使用した．
マイクロCT（MCT‐12505MF（H），日立メディコ）を
用い，管電圧65kV，管電流100mA，スライス幅0．1mm

の条件下で撮像し，window値1500H.U.，window幅500H.

U.の連続画像（JPEG形式）を得た．

2）ボリュームおよび形状データの構築
（1）頭蓋骨モデル
頭蓋骨のCTデータは，本研究においてモデルの構築

および解析に用いた有限要素解析ソフトウェア（Me-

chanical Finder Version6．1，計算力学研究センター）に
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取り込み，2値化の最小閾値を300H.U.に指定し，全CT

原画像を決定閾値に初期化した．全CT原画像上で任意
に骨外形領域を選択し，頭蓋骨モデルとしてCT値を反
映する領域を決定した．それを頭蓋骨ROI（Region of

Interest‐対象領域）としてモデルに導入した．要素数を
低減させるため，頭蓋骨ROIの形状データをSTLバイナ
リー形式で出力し，頭蓋骨形状データとして保存した
（図1）．

（2）インプラント体モデル
インプラント体のボリュームは，有限要素解析ソフト

ウェアに導入されている画像構築ツールを用いて，ピク
セルサイズと画像間距離を指定することにより作成し
た．ピクセルサイズは0．03mm，画像間距離は各インプ
ラント体長軸距離を各インプラント体撮影枚数で除して
求めた値を用いた．構築されたインプラント体データを
有限要素解析ソフトウェアに取り込みROI抽出を行った
後，インプラント体外形態を形状データとしてSTLバイ
ナリー形式で保存した（図2）．

（3）アバットメントモデル
インプラント体と上部構造を連結するアバットメント

は，Nobel Biocare社から供給されている30度角度付きア
バットメントを考慮し，CADソフト（TURBOCAD Pro-

fessional Version15，IMSI）で直径4mmの円錐台形態に
モデル化した．垂直埋入用アバットメントも，直径4

mmの円柱形状にモデル化し，STLバイナリー形式で保

存した（図3）．

（4）上部構造モデル
上部構造は顎堤弓に沿って湾曲したプレートとして，

CADソフトで高さ3mm，幅5mmとしたモデルを構築
し，形状データとしてSTLバイナリー形式で保存した
（図4）．

3）有限要素モデルの構築
インプラント体の埋入計画は，埋入位置および方向を

インプラント術前シミュレーションソフト（SimplantPro

12．03，マテリアライズデンタルジャパン）を用いて作
成した．
有限要素モデルは，インプラント術前シミュレーショ

ンソフトで設計した埋入計画に従って有限要素解析ソフ
トウェアを用いて，CTデータを基にした頭蓋骨モデ
ル，マイクロCTデータから構築した各インプラント体
モデル，アバットメントモデルおよび上部構造モデルを
用いて構築した．
構築したモデル上で，遠心インプラント体2本を上顎

洞を避けてインプラント体頚部を遠心に30度傾斜させ設
置した．頬舌的角度は，顎堤弓に法線に垂直な角度とし
た．埋入深度は，インプラント体頚部近心が完全埋入す
る位置に設置した．前歯部インプラント体は，垂直に2
本のインプラント体を頚部まで埋入した．インプラント
体を設置した後，傾斜埋入用および垂直埋入用アバット
メントをそれぞれのインプラント体上部に0．1mm重ね
合わせるように設置した．その上に上部構造を上顎骨歯
槽突起に接触しないように設置した．この条件で，カン

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 31⑴ 2012

図3：アバットメント形状モデル
CADソフトを用いて作成したインプラント体と上部構造を接続するア
バットメントSTLモデル．
左：傾斜埋入インプラント体用30度角度付きアバットメント
右：垂直埋入インプラント体用アバットメント

図1：頭蓋骨形状モデル
CT撮影で得られたヒト乾燥頭蓋骨骨体標本のDICOMデータからボリ
ューム構築した頭蓋骨モデル．

図4：インプラント上部構造モデル
CADソフトを用いて作成したインプラント用補綴装置STLモデル．上顎
骨歯槽突起の湾曲に合わせて作成．

図2：インプラント体形状モデル
マイクロCTを用いて作成したインプラント体STLモデル．
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チレバーの長さは14mmであった（図5）．

4）要素分割
要素分割は，有限要素解析ソフトウェアに導入されて

いる要素分割ソフトウェア（ANSYS ICEM CFD Version

13．0，ANSYS）で行った．ジャギー除去「強」で補間処
理を行ったのち，頭蓋骨モデルのメッシュサイズは最小
0．3mm，最大1．2mmに設定した．インプラント体，ア
バットメントおよび上部構造に対しては，メッシュサイ
ズを0．3mmとした．要素数が膨大になるのを防ぐため
に，頭蓋骨メッシュサイズ倍率は2倍に設定し，各モデ
ルの要素分割を行った．要素の形状は四面体とした（図
6）．平均要素数は約280万であった．

5）メッシュ解析条件
材料種別分類は，有限要素モデルの構築の時に頭蓋骨

と各STLパーツが重なり合っている領域の種別を決定す

るために行った．骨に埋まったインプラント体，アバッ
トメントおよび上部構造は，材料特性を別に設定するた
め，他材料に設定した．それ以外は，骨材料とした．ま
た，骨とインプラント体はオッセオインテグレーション
が達成されている状態を想定し，節点共有として完全結
合状態とした．

6）材料特性
メッシュ解析条件によって要素分割され，材料種別分

類された頭蓋骨有限要素モデルに対して材料特性を与え
た．骨領域に対する材料特性は解析ソフトウェアの規定
に従い，下記換算式（1）と（2）を用いてCT値から
骨密度に変換した．

骨密度［g/cm3］
＝（CT値［H.U.］＋1．4246）×0．001／1．0580（CT値
＞－1）…………………………………………（1）

骨密度［g/cm3］＝0．0（CT値≦－1） …………（2）

骨密度の値からヤング率への変換は，表1に示す
Keyak et al．（1998）の公式に基づいて行い，要素ごとに
ヤング率を決定した．また，ポアソン比は0．4とした．
インプラント体，アバットメントおよび上部構造におい
ては，純チタンの物性データを用いた（ヤング率108
GPa，ポアソン比0．19）．

7）解析条件
（1）頭蓋骨有限要素モデルの拘束条件の検討

密度範囲［g/cm3］ ヤング率関係式E［MPa］
ρ＝0

0＜ρ≦0．27
0．27＜ρ＜0．6
0．6≦ρ

E＝0．001
E＝33900ρ2．20

E＝5307ρ＋469
E＝10200ρ2．01

Taro SAKAMOTO et al.／Three−dimensional finite−element analysis of the stress in bone around maxillary implants.

図5：インプラント埋入モデル
All−on－4コンセプトを用いた傾斜埋入モデル．カンチレバーの長さは
14mm.

図7：拘束条件
左上；咬合関連筋付着部位．右上；頭頂部．左下；後頭窩

図6：垂直埋入モデルの要素分割
要素は四面体要素．メッシュサイズは0．3～2．4mm.

表1：Keyak et al．の式
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拘束条件としては，頭頂部を完全拘束したモデル，後
頭窩を完全拘束したモデルおよび実際の咬合咀嚼状態を
できる限り再現性するために閉口筋である咬筋，側頭筋
および内側翼突筋を想定して，各筋付着部位に拘束点を
付与し完全拘束したモデルをそれぞれ作成し解析を行っ
た．（図7）
また，同じ頭蓋骨の頭頂部を含まないモデルを構築

し，切断面上面で完全拘束したモデル，後頭窩を完全拘
束したモデルおよび咬合関連筋付着部位で完全拘束した
モデルをそれぞれ作成し解析を行った．（図8）

（2）荷重条件
上部構造左側カンチレバー最遠心部に，咬合平面に対

し垂直に250Nになるように荷重条件を設定した
（Asundi et al., 2000）．

8）応力分布の評価
各モデルの応力分布を評価するためにコンター図を作

成した．
頭頂部を含むモデルおよび頭頂部を含まないモデルに

おける拘束部位およびインプラント体形状による応力分

布について，指定数値以上あるいは以下の要素だけを抽
出し，その表面コンターを表示するデータ抽出表面コン
ターモードを用いてコンター図を作成した．

9）応力データの採取
インプラント体の頚部周囲骨に発生する応力を評価す

るため，インプラント体頚部周囲骨を覆う半径5mmの
球状領域をインプラント体軸点と歯槽骨との交点を球中
心として定義し，このデータ採取領域内の応力を算出し
た．この値を用いて，インプラント体頚部周囲骨に生じ
る応力の増減傾向を比較した．なお，この領域は引張応
力と圧縮応力が混在するため，圧縮・引張を区別しない
絶対値である相当応力を計算した．
データ採取領域はモデルごとに位置座標で記録されて

いるため，各モデル間における採取データは同座標で採
取した（図9）．

結 果

1）頭蓋骨有限要素モデルの作成範囲の検討
図10に傾斜埋入モデルにおける骨全体の要素の内，応

北海道医療大学歯学雑誌 31⑴ 平成24年

図8：頭頂部を含まないモデルでの拘束条件
左上；咬合関連筋付着部位．右上；切断面．左下；後頭窩 図9：応力評価データの採得領域

インプラント体頚部周囲骨を覆う半径5mmの球状領域をインプラント
体軸点と歯槽骨との交点を球中心としてデータ採取領域とした．

図10：頭頂部を含むモデルおよび頭頂部を含まないモデルにおける応力の分布
頭頂部を含むモデルおよび頭頂部を含まないモデルにおける骨内応力の分布の違い．
骨内応力の分布範囲は，拘束条件，頭頂部を含むモデルおよび頭頂部を含まないモデルによって違いが認められた．上顎骨歯槽突起部に限局した応力
の分布範囲には大きな差を認めなかった．
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力値の高い上位5％の要素の分布を示す．いずれのモデ
ルにおいても上顎骨歯槽突起部に限局した応力の分布範
囲には大きな差を認めなかった．しかし，応力の分布範
囲に関して，頭頂骨を含むモデルでは頭蓋骨の広範な部
位に応力が発生している．頭頂骨を含まないモデルでは
応力が荷重負荷部位と拘束部位の間に発生していた．こ
の結果から，頭蓋骨全体を用いたモデルと頭蓋骨を部分
的に用いたモデルでは，発生する応力の分布に違いのあ
ることが分かった．

2）頭蓋骨有限要素モデルの拘束条件の検討
図11に頭頂部を含むモデルと含まないモデルにおい

て，各拘束条件下でのインプラント体頚部周囲骨部に発
生した応力を示す．インプラント体周囲骨部に発生した
応力は，頭頂部があるモデルと比較して，頭頂部がない
モデルでは平均12．3％低い値を示した．頭頂部を含むモ
デルにおいて，いずれの拘束モデルにおいても，インプ
ラント体周囲骨部に発生する応力の値に大きな差は認め
られなかった．頭頂部を含まないモデルでは，後頭窩拘
束モデルで高い応力の値を示し，次いで切断面上面拘束
モデル，咬合関連筋付着部拘束モデルの順に低い値を示
した．インプラント体周囲骨に発生する応力の値につい
て，頭頂部を含まないモデルでは拘束部位によって値に
相違があるのに対し，頭頂部を含むモデルでは値の相違
が小さかった．

考 察

過去の研究においては，主として片側二次元の応力解

析が行われてきたに過ぎず，均質化された皮質骨と海綿
骨で構成された単純な2層モデルを用いた解析が殆どで
あった（Zampelis et al., 2007 ; Okumura et al. 2011）．三
次元の応力解析を行った研究においても，インプラント
体埋入周囲骨のみをブロック状の形態としたシミュレー
ションが殆どで，荷重条件も現実の咬合状態には程遠い
ものであった（Wang et al. , 2002 ; Bergkvist et al. ,

2008）．また，Akagawa et al．（2003）は，単純な皮質骨
と海綿骨の2層構造モデルと骨密度を考慮したモデルで
は，応力分布が異なることを既に明らかにしている．均
質化された2層構造モデルは任意に皮質骨および海綿骨
の厚みや物性を変更できるため，設計条件の異なる複数
の条件のモデルを比較検討できる利点がある．しかし，
荷重条件および拘束条件の設定が難しく，実際に起こっ
ている現象を正しくシミュレーションすることは困難で
あると考えられる．本研究では，ヒト乾燥頭蓋骨骨体標
本をCT撮像し有限要素モデルに置き換えることで，頭
蓋骨全体の形態および骨質を有限要素モデルに反映し
た．過去に行われた上顎埋入インプラント体の有限要素
解析では，頭蓋骨全体の有限要素モデルを用いた研究は
なく，上顎骨や骨の一部といった部分的な顎骨モデルが
多かった．その結果，上顎骨上縁およびその側面で拘束
するなど，実際の咬合状態とは異なる境界条件を設定し
て解析した結果が大半であった（Saab et al., 2007 ; Oku-

mura et al., 2011）．従来の研究で用いられてきたモデル
では，頭蓋骨を部分的に解析に用いることで要素数の調
整を行っていた．そのため，その範囲の中で拘束するこ
とによって，頭蓋骨全体の応力伝搬や骨の歪みを抑制し

坂本 太郎 等／上顎埋入インプラント周囲骨に発生する応力の三次元有限要素解析

図11：頭頂部を含んだモデルおよび頭頂部を含まないモデルにおける相当応力の値
頭頂部を含むモデルにおける後頭窩，頭頂部および咬合関連筋付着部と，頭頂部を含まないモデルにおける後頭窩，切断面および咬合関連筋付着部位
での各拘束条件におけるインプラント体周囲骨部で発生した応力を比較した結果．頭頂部を含んだモデルでは，いずれのインプラント体モデルでも荷
重負荷部位に近接したインプラント体周囲骨部で発生した応力の値に大きな差を認めなかった．頭頂部を含まないモデルでは，拘束部位によってイン
プラント体周囲骨に発生する応力の値が異なった．頭頂部があるモデルと比較して，頭頂部がないモデルでは平均12．3％低い応力の値を示した．
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てしまう結果，実際の咬合咀嚼時に発生する応力の分布
を再現することは難しいと考えられる．本研究では，頭
頂部を含む頭蓋骨全体のモデルに加えて，頭蓋骨の一部
をモデル化することによって，過去の研究に近似した条
件下においても応力解析を行った．
上顎骨を含んだ頭蓋骨の一部分を解析に用いた過去の

研究（Saab et al., 2007 ; Heng et al. 2008 ; Okumura et al.

2011）では，荷重負荷部位と拘束部位が近接しているた
め，応力が骨体の荷重負荷部位と拘束部位の中間で高く
分布しており，実際は頭蓋骨の広範な部位に分布すると
予想される応力が分散せず，一部に集中していることが
考えられる．本研究では，頭蓋骨全体のモデルについ
て，頭頂部を完全拘束したモデル，後頭窩を完全拘束し
たモデルおよび各筋付着部位を完全拘束したモデルを構
築した．また，頭頂部を含まない頭蓋骨の一部を構築し
たモデルについて，切断面上面で完全拘束したモデル，
後頭窩を完全拘束したモデルおよび咬合関連筋付着部位
で完全拘束したモデルを構築した．荷重条件は過去の研
究結果（Asundi & Kishen., 2000）を参考にし，臼歯部カ
ンチレバー最遠心部にかかる荷重を250Nに設定した．
頭蓋骨の一部をモデル化した場合と頭蓋骨全体をモデル
化した場合では，図10に示したように応力の分布に差が
認められる．しかし，上顎骨歯槽突起部に限局した応力
の分布範囲には大きな差を認めなかった．
過荷重により骨吸収や骨折が生じやすい部位は，イン

プラント体の頚部周囲骨であるというQuirynen et al．
（1992）による臨床研究の結果から，本研究ではインプ
ラント体の頚部周囲骨に発生する応力の解析を行った．
図11に示したインプラント体頚部周囲骨に発生した応力
の結果から，頭蓋骨全体を構築したモデルでは応力の値
に変動が少なく，頭頂部を含まないモデルでは応力の値
に変動を認めた．つまり，大きな構造物の一部分を解析
に用いる際は拘束条件によって，応力および応力分布に
差が出る可能性が大きい．有限要素解析は，その物体を
固有の要素に分割して個々の要素の特性を方程式で与え
ることで近似的に再現する．それらの方程式を組み合わ
せることで全体の方程式が成り立つ解を求め，モデルの
動態を予測しようとするものである（Rao., 2005）．これ
は信頼性の高い解析結果を得るためには，実際に近い解
析モデルを構築しなければならないということである．
つまり，頭蓋骨全体のモデルを構築し，実際の咀嚼状態
に近似した拘束条件を用いたモデルが，最も実際の状態
を反映させていると考えられる．よって，本拘束条件に
基づいて得られた解析結果は，臨床的に個体差の多い顎
骨のうちの一つを対象としたシミュレーションモデルで

はあるが，従来から報告されてきた結果よりも精度や信
頼性が高いものであると考えられた．

結 論

本研究では，ヒト頭蓋骨骨体標本のCTを用いて有限
要素モデルを構築し，モデルの作成範囲および拘束条件
の影響について検討を行い以下の結果を得た．

1．頭蓋骨全体をモデル化した本研究の解析条件下にお
いて，どの拘束条件でも解析結果の値に大きな差を認め
なかった．
2．頭頂部を含めない頭蓋骨の一部を用いたモデルと
は，インプラント体周囲骨に発生する応力の分布に差が
あることから，実際の状態を反映させている頭蓋骨全体
での解析条件が妥当であると考えられた．

結論として，有限要素解析における上顎埋入インプラ
ントの応力解析では頭蓋骨全体のモデルを構築し，実際
の咀嚼状態に近似した拘束条件を用いたモデルが，最も
実際の状態を反映させていると考えられる．
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緒 言

新生児期の口唇口蓋裂症例について，哺乳障害の改善
や顎裂・口蓋裂部の裂幅の狭小を目的としたHotz型口蓋
床等の装置を用いた治療に関する報告が多く認められ
る．（Hotz & Gnoinski，1976；西原，1993；五味，2000；
西久保ら，2007）．Graysonらは，Hotz型口蓋床の機能に
加え，口唇形成術術前矯正として顎裂・口蓋裂部の裂幅
を狭小し，鼻・口唇の形態的改善が非外科的に獲得でき

るPresurgical Nasoalveolar Molding（以後PNAMと略す）
法の有効性について報告した（Grayson et al., 1999）．
PNAM装置を用いた治療に関して，審美的評価や長期的
安定性を調べた報告も認められる（Grayson et al.，
2009；若林ら，2006）．PNAM装置の装着時期は可及的
に生後早期が望ましいとされている．しかし，PNAM装
置の作製には口腔内の印象採得が必要であり，新生児の
印象採得には誤飲・誤嚥・気道閉塞等のリスクがあるた
め，それらリスクの回避が重要である．

〔症例報告〕

口唇口蓋裂患者の治療に用いるPNAM装置作製へのRapid prototypingの応用

村井 茂1），今野 正裕2），飯嶋 雅弘2），吉井 朋子3），内澤 朋哉2），中尾 友也2），岡 由紀恵2），溝口 到2）

1）みはら歯科矯正クリニック
2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

3）よしい歯科医院

Application of rapid prototyping fabrication of presurgical nasoalveolar
molding for cleft lip and palate patients

Sigeru MURAI1），Masahiro KONNO2），Masahiro IIJIMA2），Tomoko YOSHII3），Tomoya UCHIZAWA2），
Tomoya NAKAO2），Yukie OKA2），Itaru MIZOGUCHI2）

1）Mihara Orthodontic Office
2）Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Oral Growth and Development,

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido.
3）Yoshii dental office

Abstract

Presurgical Nasoalveolar Molding (PNAM), which

can be used to align alveolar cleft segments while at

the same time correcting nasal cartilage and soft tissue

deformities before lip and palate reconstruction, has re-

cently been introduced. This article describes an appli-

cation of PNAM which uses computer tomography

(CT) data to create the PNAM. The study used CT im-

ages obtained from two newborn patients. Three−di-

mensional−reconsturction was carried out and the data

was saved as Digital Imaging and Communication in

Medicine (DICOM) files. Rapid prototyping (RP) mod-

els were created using an RP manufacturing system

(SOUP II 600GS, CMET Inc). The PNAM for the two

patients were created using the RP models, and the

PNAM were ready for use within 3 days of the CT im-

aging ; the treatment with the PNAM successfully influ-

enced both soft tissue and bone configuration before

the lip reconstruction surgery. It was concluded that the

use of an RP model would be useful to create the

PNAM for newborn patients with cleft lip and palate,

and there is no risk of suffocation due to the impres-

sion material.

Key words：Rapid prototyping, Computed tomography, Cleft lip and/or plate, Presurgical nasoalveolar molding
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近年，computed tomography（CT）撮像により得られ
るComputer aided design（CAD）データを利用して作製
されるRapid Prototyping（RP，光造形システム）に関す
る研究や臨床的応用が歯科領域で行われるようになった
（Chow et al.，2006；Kim et al.，2007；上地ら，2008；
太田ら，2008）．今回我々は，新生児の口腔模型作製に
おける印象採得時のリスクを回避するために，CT像か
ら得たCADデータを基に作製したRP模型を用いて
PNAM装置を作製して治療を行った症例を経験したので
その概要について報告する．

対象および方法

1．対象
当院に，PNAM装置を作製，装着のために来院した唇

顎口蓋裂患児のうち，装着前後および手術後にCT撮像
をおこなった口唇口蓋裂の患児（片側1名 両側1名）
2名を対象とした．
症例1：初診時年齢生後10日（2007年7月18日生まれ）
の男児，左側唇顎口蓋裂
既往歴および家族歴：特記事項なし．
現病歴：母親は妊娠中に異常はなく，2007年7月に他院
産婦人科にて正常分娩で出産した．その際，片側性口唇
口蓋裂の診断を受け，函館中央病院形成外科を受診し
た．その後2007年7月に本院に来院した．
初診時所見
全身所見：哺乳状態はやや不良であった．その他特記事
項なし．
顔貌所見：左側唇裂を認め，完全裂であった．鼻背は圧
平されていた．
口腔内所見：最大径約5．0mmの口蓋裂を認め，顎裂部
は左側完全裂であった．
症例2：初診時年齢生後20日（2007年8月18日生まれ）
の女児，両側唇顎口蓋裂
既往歴および家族歴：特記事項なし．
現病歴：母親は妊娠中に異常はなく，2007年8月に他院
産婦人科にて正常分娩で出産した．その際，両側性の口
唇口蓋裂の診断を受け，函館中央病院形成外科を受診し
た．その後2007年9月に本院に来院した．
初診時所見
全身所見：哺乳状態は良好であった．その他特記事項な
し．
顔貌所見：両側唇裂を認め，完全裂であった．鼻背は圧
平されていた．
口腔内所見：最大径8．0mmの口蓋裂を認め，顎裂部は
両側完全裂であった．

2．CT撮像方法
CT撮像には函館中央病院既設のヘリカルCT（東芝ア

クイリオン64，東芝）を使用した．その際には，歯肉と
頬粘膜，顎裂部と舌を分け隔てるため，口腔前庭および
上顎歯槽粘膜を覆う発泡スチロールトレーを口腔内に介
在させ撮像した（図1－a）．この発泡スチロールトレー
は，事前に様々な大きさのものを準備し，適合の良いも
のを選択して使用した．撮像中には，患児が動かないよ
うに体を固定した．撮影条件は，0．3mm，再構成間隔
0．3mm，field of view256×256mmならびにmatrix512×
512と設定した．得られたスキャンデータは，汎用性の
あるDigital Imaging and Communication in Medicine（DI-

COM）formatに変換後，CD−Rに保存した．
3．PNAM装置の作製方法
得られたDICOMデータをDICOM編集ソフト（Zed

View, LEXI）に読み込み，三次元構築をした（図1－
b）．北海道立工業技術センター所有の光造形システム
（SOUPⅡ600GS，シーメット）により三次元構築モデ
ルからRP模型を作製した（図1－c）．このRP模型の印
象を採得して作業用模型（普通石膏）を作製し，（図1
－d）即時常温重合レジンを用いて口蓋床を作製した．
その後0．9mmのCo−Cr合金矯正用線でnasal stent部分のワ
イヤーを屈曲し，作製した口蓋床に埋め込み固定した．
口蓋床に固定した0．9mm線の先端部には，即時重合レ
ジンを用いて小豆状のバルブを作製し，さらにPNAM装
置を固定するための小突起を唇側前面部に付与した（図
2－a，b）．
4．PNAM装置の使用方法

村井 茂 等／口唇口蓋裂患者の治療に用いるPNAM装置作製へのRapid prototypingの応用

図1 a，発泡スチロールトレー；b，三次元構築像；c，RP模型；d，
作業用模型
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ワイヤーとバルブを患側の鼻腔内側が伸展するように
調整し，テーピング（エラテックス，アルケア）を用い
て左右の上唇を引き寄せた．その際，皮膚の爛れを防止
するため，創傷被覆・保護材（デュオアクティブET，
コバンテック）を貼った上にテーピングを貼付した．顎
矯正力を加えるため，口蓋床内面を削合し，内面唇側面
にソフトリライニング材（ジーシーリライン，GC）を
添加した．削合により適合が悪くなった場合は，PNAM

装置の小突起部にゴム（エラスティックゴム，tomy）
をつけ，テープ（サージカルテープ，ニチバン）にて固
定した．

処置および経過

症例1：初診は，生後10日（2007年）で（図3－a），同
日函館中央病院形成外科を受診しCT撮像をした．3日
後にPNAM装置を装着した後（図3－b），口唇形成術ま
での間，PNAM装置の調整を行った．3か月後に口唇形
成術を施行した．術後は定期的に本院にて経過を観察し
（図3－c，d），1歳6か月時に口蓋形成術を施行した．
その後は再び経過観察し（図3－e，f），3歳3か月時
から側方拡大装置を装着した．4歳時からチンキャップ
を使用し，現在に至る．
症例2：初診は，生後20日（2007年）で（図4－a），同
日函館中央病院形成外科を受診しCT撮像をした．3日
後にPNAM装置を装着した後（図4－b，c），口唇形成
術までの間，PNAM装置の調整を行った．4か月後に口唇
形成術を施行した．その後定期的に本院にて経過を観察
し，他の病院に転院した（図4－d）．

考 察

本症例ではいずれにおいても，RP模型を応用して作
製したPNAM装置が口唇口蓋裂の治療に有効であること
が確認された．従来法のPNAM装置の作製には口腔内の
印象採得が必要であり，新生児の印象採得には誤飲・誤
嚥・気道閉塞等のリスクがある．しかし，RP模型を用
いることで患児に対して印象採得の必要がなくなり，印
象採得時の窒息や印象材の誤咽等のリスクを回避するこ
とができた．大学病院や総合病院等の他科との連携が整
っている医療機関での印象採得とは異なり，小規模歯科

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 31⑴ 2012

図2 a，PNAM装置側面；b，PNAM装置上面

図3 a，初診時口腔内写真；b，PNAM装置装着後の写真；c，口唇形
成術後の顔面写真；d，口唇形成術後の口腔内写真；e，口蓋形成術後の
顔面写真；f，口蓋形成術後の口腔内写真

図4 a，初診時口腔内写真；b，c，PNAM装置装着後の写真；d，口唇
形成術後の顔面写真
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診療所における本法の導入は，患者の安全性向上や術者
の負担軽減等の利点を持つものと考えられる．

RP模型を作製するには，CT撮像が必要となる．近
年，歯科におけるCTを用いた研究およびその臨床応用
が盛んに行われている．それは口唇口蓋裂症例において
も同様であり（古内ら，1997；許為勇ら，2006），本法
もCTを活用した症例である．しかし，乳児にCT撮像す
る場合には，体動と被ばくの問題が生じる．成人であれ
ば，CT撮像時の体動の静止は可能であるのに対して，
乳児では，固定しても体動の静止は不可能である．しか
しながら，近年の多列式CT装置の普及により撮像時間
が短縮したため，ある程度の体動は容認できるようにな
った．被ばくの問題では，新生児等の小児では，放射線
による影響が成人に比べ大きいとされている（ICRP，
1991；ICRP，2009；欅田ら，2011）．しかし石口らは，
CT検査にあたり適応を厳密に検討し，有用であれば使
用するべきだというガイドラインを提案している（石口
ら，2005）．本法では，患児が出産直後の新生児である
ことに加え，障害が嚥下機能や異物の咽頭部迷入に対す
る反射機能にある場合，印象採得時の窒息等のリスクを
考慮した場合妥当なものと考えられた．

PNAM装置作製のための口腔模型は，頬粘膜や舌から
分離された上下顎の歯槽部軟組織を再現した模型が必要
である．歯肉，頬部軟組織および舌は，近似したCT値
を有するため，CT像におけるそれらの境界は不明瞭と
なりやすい．本法では，CT像における上下顎歯槽粘膜
と舌のコントラストを明瞭化するための発泡スチロール
製トレーを作製し，口腔内に装着した状態でCT撮像を
行った．発泡スチロール中の空気を陰性造影剤として利
用することにより，歯肉，舌，頬粘膜および顎裂部等の
軟組織間の境界が明瞭なCT像が得られた．
また，使用時の注意点として本法では，出生直後から

ワイヤーとバルブを患側の鼻腔内側が伸展するように調
整した．伸展強さは装着時に患側外鼻皮膚上に軽度の貧
血状（白色）ができる程度に調整した．鼻軟骨は新生児
期早期には，容易に変形するが，この時期を過ぎると急
激に硬化すると報告されている（Matsuo et al.，1984；
松尾ら，1986）．このように出生直後からPNAM装置を
使用することで，鼻軟骨が容易に変形でき，外鼻形態の
改善することが出来たと考えられる．さらに，術前顎矯
正力を与えることにより，テーピングのみで鼻の形態を
改善できるという報告がある（Grayson et al.，1999）．本
法では，テーピングを用いて上唇の左右を近接させるこ
とで，PNAM装置の効果の向上がみられた．加えて，装
置内側の削合と内面唇側面へのソフトリライニング材の

添加により，顎裂部分の狭窄が大幅に促されたと考えら
れる．
口唇口蓋裂症例におけるPNAM装置を用いた治療によ

り，Hotz床の本来の目的である術前の顎発育誘導と哺乳
障害の改善に加えて，外鼻形態の改善を得ることができ
た．さらに口唇形成術の際は，顎裂部が狭小化および分
離された上顎形態が改善されていることから，手術へよ
い影響を与えている．術後においても，良好な外鼻形態
の形成とその後の安定性が期待できるため，矯正歯科治
療への移行がスムーズに行えることになる．

結 語

唇顎口蓋裂新生児のPNAM装置作製において，発泡ス
チロール製のトレーを応用したCT撮像により頬粘膜，
舌および上下顎粘膜の境界が明瞭な像を得ることが可能
となった．RP模型からPNAM装置を作製し口唇口蓋裂
患者の治療に用いることは，新生児患者の印象採得に伴
うリスクを回避できるため有効な手段である．
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緒 言

口腔インプラント治療はオッセオインテグレーション
の概念の確立により，非常に予知性の高い治療として従
来の歯科治療に大きな変化をもたらしてきた．骨折治癒
を促進させる方法として低出力パルス超音波刺激（Low

Intensity Pulsed Ultrasound stimulations；LIPUs）がDuarte

ら（1983）により報告され，整形外科領域では遷延癒合
や偽関節の治療に応用されている．歯科領域でも，イン
プラント埋入後のLIPUs照射によるオッセオインテグ
レーションの早期獲得が報告されている．しかし，上顎
洞底挙上術後の治癒期間短縮を目的とする報告は少な
い．本研究では，LIPUsによる上顎洞底挙上術後の治癒
期間短縮を目的とし，ウサギ鼻骨部での上顎洞底挙上術
実験モデルにLIPUs照射することにより新生骨様組織面
積の測定と細胞増殖動態の組織学的ならびに免疫組織化
学的検索から，LIPUsが上顎洞底挙上術後の治癒に与え
る効果を検討した．

材料と方法

実験動物には，体重約2．5kg日本白色ウサギ（ホク
ドー，札幌）60羽を用いた．実験部位を左右の鼻骨部と
し，同部に5×10㎜の骨窓を形成した．鼻腔粘膜を深さ
10mmまで剥離し，左右粘膜挙上部に対してβ−tricalcium

phosphate顆粒（β−TCP顆粒，オスフェリオンG1－1，
オリンパステルモバイオマテリアル，東京）250mgを填

入した．LIPUs照射装置にはBRソニック－Pro（伊藤超
短波，東京）を使用し，右側をLIPUs照射側，左側をLI-

PUs非照射側とした．術部外側皮膚上から振動周波数1
MHzと3MHzを術翌日より2，4，8週にわたって毎
日15分間照射した．その他のLIPUs照射条件については
超音波出力240mW，パルス幅2．0msec，パルス周期10．0
msecの同一条件で行った．照射期間終了後，ウサギを
安楽死させ，術部試料を摘出した．また，細胞増殖活性
の検出のため，試料の一部に5－bromo－2’－deoxy-

uridine（20mg/kg, BrdU, Sigma−Aldrich, USA）を安楽死
前に経耳静脈投与した．非脱灰研磨標本には塩基性フク
シン・メチレンブルー重染色を，脱灰標本にはBrdU In−

Situ Detection kit（BD Biosciences, USA）を用いて免疫
組織化学染色を施した．新生骨様組織面積の計測は組織
像の粘膜挙上範囲を頭頂部より5mmの位置で上下に区
分し，画像解析ソフト（Image J, NIH, Bethesda, MD,

USA）にて各々の面積を測定した．さらに，免疫組織化
学染色による細胞増殖動態を検討するため，BrdU標識
細胞数と全細胞核数をカウントし，BrdU標識率（％）
を算出した．有意差検定は，分散分析を実施した後，
Schefféの検定（p＜0．05）を行った．

結 果

術後2週の塩基性フクシン・メチレンブルー重染色像
では，上下両部ともに開窓部付近から既存骨と連続した
骨組織が観察されたが，β−TCP顆粒間への新生骨様組織

〔学位論文〕

低出力パルス超音波刺激が上顎洞底挙上術実験動物モデルの
新生骨様組織形成に与える効果

建部 廣明

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系 クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

Effect of Low Intensity Pulsed Ultrasound Stimulation on
Sinus Augmentation in Rabbits

Hiroaki TAKEBE

Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology Department of Oral Rehabilitation,
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

受付：平成24年3月31日
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の侵入はわずかしか認められなかった．実験群と対照群
の新生骨様組織面積の比較では，振動周波数1MHzの
上部で，実験群と対照群との間に有意な差が認められ
た．また，振動周波数1MHzと3MHzの新生骨様組織
面積は，1MHzの上部が3MHzの上部に比べ，有意に
増加した．下部では1MHzと3MHzに有意な差は認め
られなかった．
術後4週の塩基性フクシン・メチレンブルー重染色に

よる観察では，新生骨組織が既存骨と連続して認めら
れ，β−TCP顆粒の吸収は挙上部内の中心部まで進んでい
た．振動周波数1MHz照射群では，上部下部とも既存
骨と連続した骨組織が中心部まで認められ，対照群と比
較して骨様組織像が多く，β−TCP顆粒の吸収はさらに進
んでいた．実験群と対照群の新生骨様組織面積の比較で
は，振動周波数1MHzの上部，下部での実験群と対照
群との間に有意な差が認められた．振動周波数3MHz

では，上部，下部ともに実験群と対照群との間に有意な
差が認められなかった．振動周波数1MHzおよび，3
MHzの新生骨様組織面積の比較では，振動周波数1
MHzの上部，下部が3MHzの上部，下部に比べ，有意
に増加した．術後8週の塩基性フクシン・メチレンブ
ルー重染色で，さらなる新生骨組織像の増加とβ−TCP顆
粒の吸収が観察された．また，新生骨様組織が幅広くな
っていた．実験群と対照群の新生骨様組織面積の比較で
は，振動周波数1MHzの上部，下部と3MHzの上部の
実験群と対照群との間に有意な差が認められた．振動周
波数1MHzと3MHzの新生骨様組織面積の比較では，
上部，下部ともに1MHzと3MHzの間に有意な差は認
められなかった．BrdU標識率の比較では，術後2週で
の振動周波数1MHzが，3MHz，対照群に比べて有意
に増加したが，振動周波数3MHzと対照群の間に有意
な差は認められなかった．術後4，8週では，振動周波
数1，3MHzと対照群の間に有意な差は認められなかっ
た．

考 察

LIPUs刺激により，振動周波数1MHzにおいて，2週
の上部で実験群と対照群の新生骨様組織面積に有意な差
が認められ，さらに4，8週では上部，下部ともに有意
な差が認められた．一方，振動周波数3MHzでは，実
験期間を通して，実験群と対照群の間に有意な差は認め
られなかった．また，振動周波数の違いによる新生骨様
組織面積の比較でも，2週では上部に，4週では上部，
下部ともに振動周波数1MHzが有意に増加した．これ
らのことから，振動周波数1MHzの方が3MHzに比
べ，LIPUsの到達深度が深いため，1MHzのLIPUs照射
により新生骨様組織形成が促進したと推測される．ま
た，細胞増殖動態の検索では，2週での振動周波数1
MHzのみが細胞増殖を促進させた．この結果から，振
動周波数1MHzのLIPUs照射により細胞の分化時期が早
まったため，4，8週での1MHzの新生骨様組織面積
に有意な差を生じたと考えられる．

結 論

本研究により，上顎洞底挙上術後，早期のLIPUs照射
は治癒期間短縮に有効あることが示唆され，特に振動周
波数1MHzのLIPUs照射条件は，3MHzに比較して，より
治癒期間を短縮することが推察され，臨床応用の可能性
が示唆された．

建部 廣明

平成19年3月 北海道医療大学歯学部歯学科卒業
平成24年3月 北海道医療大学歯学部歯学研究科博士課程修了

建部 廣明／低出力パルス超音波刺激が上顎洞底挙上術実験動物モデルの新生骨様組織形成に与える効果26
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緒 言

無歯顎の症例で臼歯部に十分な骨がない場合，従来の
方法であると骨増生手術が必要になる場合がある．無歯
顎の症例において臼歯部にインプラント体を埋入する十
分な骨量がない場合においても，インプラント体を傾斜
させて埋入することにより前歯部にある骨を用いること
が可能なAll－on－4コンセプトが近年多く行われてい
る．本手法の利点として，（1）片顎に対して4本のイ
ンプラント体しか用いないため患者に対して侵襲が少な
い，（2）インプラント体の干渉および補綴時の干渉が
回避でき，操作性に自由度が増すため，審美的および機
能的な上部構造が製作できる，（3）インプラント体の
埋入本数が少ないため，患者側に経済的な余裕ができ
る，（4）骨質が良好であれば2から3歯分のカンチレ
バーを延長でき，骨質が悪くても最低1歯分は延長可能
である等が挙げられる．しかし，一般的にカンチレバー
の存在は，歯やインプラント体および周囲骨に対して過
酷な条件であると考えられている．カンチレバーを有し
たインプラント補綴における10年生存率は61％と低いと
いう報告もあることから，今後，インプラント体の破折
や骨吸収によるインプラント体の脱落報告などが増加す
る可能性も考えられる．また，上顎におけるインプラン

ト治療では，上顎洞の存在によりインプラント体の埋入
に制限があり，更に下顎に比べてインプラント治療の成
功率が低いとされている．しかしながら，上顎のインプ
ラント周囲骨に対する応力の解析は未だ十分に行われて
いない．また，上顎埋入インプラント体の有限要素解析
において，頭蓋骨全体の有限要素モデルを用いた研究は
行われていない．そこで本研究では，上顎埋入インプラ
ントの上部構造にカンチレバーを付与する条件におい
て，傾斜埋入法は垂直埋入法と比較して有効な治療法か
否かをヒト頭蓋骨全体のCTデータを使用した3次元有
限要素解析にて明らかにすることを目的とした．

材料と方法

頭蓋骨モデルは700～900H.Uを持つ無歯顎のヒト乾燥
頭蓋骨骨体標本を使用した．水中に浸漬し脱気された頭
蓋骨を水中に浸漬したまま，0．6mmスライスの条件下
で撮像しCTデータを得た．インプラント体は，直径4．0
mm，長さ7．0mm，10．0mmおよび15．0mmのインプラン
ト体を使用した．マイクロCTを用い，スライス幅0．1
mmの条件下で撮像して連続画像を得た．
頭蓋骨のCTデータは，本研究においてモデルの構築

および解析に用いた有限要素解析ソフトウェア（Me-

chanical Finder Version6．1，計算力学研究センター）に

〔学位論文〕

ヒト頭蓋骨のCTデータに基づいた上顎埋入インプラント体周囲骨に対する
3次元有限要素解析

坂本 太郎

北海道医療大学歯学部大学院歯学研究科 口腔機能修復・再建学系
クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

3D-FEM for maxillary peri-implant bone based on
human skull CT deta.

Taro SAKAMOTO

Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation,
School of Denstistry, Health Sciences University of Hokkaido

Key words：3D−FEM, CT, Maxillary model, Human bone, Dental implant

受付：平成24年3月31日
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取り込み，モデルに導入した．インプラント体のボリ
ュームは，有限要素解析ソフトウェアに導入されている
画像構築ツールを用いて，ピクセルサイズと画像間距離
を指定することにより作成した．インプラント体と上部
構造を連結するアバットメントは，CADで直径4mmの
円錐台形態にモデル化した．垂直埋入用アバットメント
も直径4mmの円柱形状にモデル化した．上部構造は顎
堤弓に沿って湾曲したプレートとして，CADで高さ3
mm，幅5mmとしたモデルを構築した．
傾斜埋入モデルは，インプラント術前シミュレーショ

ンソフト（SimplantPro12．03，マテリアライズ デンタル
ジャパン）で設計した埋入計画に従って有限要素解析ソ
フトウェアを用いて，CTデータを基にした頭蓋骨モデ
ル，マイクロCTデータから構築した各インプラント体
モデル，アバットメントモデルおよび上部構造モデルを
構築することで有限要素モデル化した．遠心インプラン
ト体2本を上顎洞を避けてインプラント体頚部を遠心に
30度傾斜させ設置した．頬舌的角度は，顎堤弓に法線に
垂直な角度とした．埋入深度は，インプラント体頚部近
心が完全埋入する位置に構築した．前歯部インプラント
体は，垂直に2本のインプラント体を頚部まで埋入する
ように構築した．インプラント体を設置した後，傾斜埋
入用および垂直埋入用アバットメントをそれぞれのイン
プラント体上部に0．1mm重ね合わせるように構築し
た．その上に上部構造を上顎骨歯槽突起に接触しないよ
うに設置した．カンチレバーの長さは14mmであった．
また，3次元有限要素法によるインプラント体傾斜埋入
モデルの応力解析では，最初に15mmのインプラント体
を用いてモデルを構築し，インプラント体のみを短いイ
ンプラント体に置換して行き，7mmのインプラント体長
径までモデルを構築した．以下に示す対照モデルにおけ
る各インプラント体長径モデルも同様の手法により構築
を行った．
垂直4本埋入モデルは，傾斜埋入モデルの比較対象と

して構築した．傾斜埋入モデルの左右遠心インプラント
体先端部を軸中心として，咬合面に対し垂直に埋入した
モデルを構築した．前方2本の垂直埋入インプラント体
は，傾斜埋入モデルと同じ座標を使用し，埋入深度はイ
ンプラント体頚部とした．傾斜埋入モデルで設定した上
部構造と前歯部インプラント体およびアバットメントは
同じ座標を維持した．カンチレバーの長さは，23mmで
あった．
垂直6本埋入モデルの左右遠心インプラント体，前歯

部インプラント体，アバットメントおよび上部構造は，
傾斜埋入モデルと垂直4本埋入モデルの座標と同じ位置

とした．垂直4本埋入モデルの各インプラント体間に1
本ずつ計2本設置し，全体として計6本のインプラント
体を垂直に埋入したモデルを構築した．カンチレバーの
長さは垂直4本埋入モデルと同様に，23mmであった．
要素分割は，有限要素解析ソフトウェアに導入されて

いる要素分割ソフトウェア（ANSYS ICEM CFD Version

13．0，ANSYS）で行った．頭蓋骨モデルのメッシュサ
イズは最小0．3mm，最大1．2mmに設定した．インプラ
ント体，アバットメントおよび上部構造に対しては，メ
ッシュサイズを0．3mmとした．要素数が膨大になるの
を防ぐために，頭蓋骨メッシュサイズ倍率は2倍に設定
し，各モデルの要素分割を行った．要素の形状は四面体
とし，平均要素数は約280万であった．
材料種別分類は，有限要素モデルの構築の時に頭蓋骨

と各パーツが重なり合っている領域の種別を決定するた
めに行った．骨に埋まったインプラント体，アバットメ
ントおよび上部構造は，材料特性を別に設定するため他
材料に設定した．それ以外は，骨材料とした．また，骨
とインプラント体はオッセオインテグレーションが達成
されている状態を想定し，節点共有として完全結合状態
とした．
メッシュ解析条件によって要素分割され，材料種別分

類された頭蓋骨有限要素モデルに対して材料特性を与え
た．骨領域に対する材料特性は解析ソフトウェアの規定
に従いCT値から骨密度に変換し，Keyak et al．の公式に
基づいて要素ごとにヤング率を決定した．また，ポアソ
ン比は0．4とした．インプラント体，アバットメントお
よび上部構造においては，純チタンの物性データを用い
た（ヤング率108GPa，ポアソン比0．19）．
拘束条件は，頭頂部を完全拘束したモデル，後頭窩を

完全拘束したモデルおよび実際の咬合咀嚼状態をできる
限り再現性するために閉口筋である咬筋，側頭筋および
内側翼突筋を想定して，各筋付着部位に拘束点を付与し
完全拘束したモデルをそれぞれ作成し解析を行った．ま
た，上部構造左側カンチレバー最遠心部に，咬合平面に
対し垂直に250Nになるように荷重条件を設定した．
応力分布について，指定数値以上あるいは以下の要素

だけを抽出し，その表面コンター図を作成した．インプ
ラント体周囲骨の応力の局在を示すコンター図は，イン
プラント体の長軸方向の中心軸を含み，かつ歯列弓に対
してインプラント体の中心での接線方向の面で切断面を
作成し，ボリュームデータを分断した．そして体積の大
きい分断片について，切断面に対して外方から内方へ向
かう垂直方向に観察したときの断面表面に分布する平均
相当応力のコンター図を作成した．

坂本 太郎／ヒト頭蓋骨のCTデータに基づいた上顎埋入インプラント体周囲骨に対する3次元有限要素解析28
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インプラント体の頚部周囲骨に発生する応力を評価す
るため，インプラント体頚部周囲骨を覆う半径5mmの
球状領域をインプラント体軸点と歯槽骨との交点を球中
心として定義し，このデータ採取領域内の応力を算出し
た．この値を用いて，インプラント体頚部周囲骨に生じ
る応力の増減傾向を比較した．なお，この領域は引張応
力と圧縮応力が混在するため，圧縮・引張を区別しない
絶対値である相当応力を計算した．
データ採取領域はモデルごとに位置座標で記録されて

いるため，各モデル間における採取データは同座標で採
取した．

結 果

いずれの条件下においても，傾斜埋入モデルは垂直モ
デルと比較して，インプラント体頚部周囲骨に発生した
応力の値は低かった．咬合平面に対し垂直にインプラン
ト体を4本埋入したモデルと6本埋入したモデルを比較
した結果，インプラント体の埋入本数の増加は，インプ
ラント体頚部周囲骨に発生する応力には寄与しないこと
が分かった．10mmのモデルでは，15mmのモデルと比
べ平均10％程度の応力の上昇が認められた．7mmのモ
デルでは，垂直6本埋入モデルにおいて，荷重部位に近
接しているインプラント体周囲骨部応力は15mmのモデ
ルと比較して60％近くの応力の増大を認めた．また，ど
のモデルにおいても荷重部位の反対側の周囲骨に発生す
る応力は小さかった．拘束条件による応力の計算値に優
位な差はみられなかった．

考 察

信頼性の高い解析結果を得るためには，実際に近い解
析モデルを構築しなければならない．本拘束条件に基づ
いて得られた解析結果は，臨床的に個体差の多い顎骨の
うちの一つを対象としたシミュレーションモデルではあ
るが，従来から報告されてきた結果よりも精度や信頼性
が高いものであると考えられた．
咬合平面に対し垂直にインプラント体を埋入した垂直

4本埋入モデルと垂直6本埋入モデルを比較した結果，
インプラント体の本数を増やしたにも関わらずインプラ
ント体頚部の周囲骨に発生した応力は低下しなかった．
原因として，インプラント本数を増やすことにより上部
構造の歪みが少なくなり，インプラント周囲骨に応力が
集中したことが考えられる．この結果から，上顎のイン
プラント治療において，カンチレバー遠心部に荷重を負
荷した場合，インプラント体の本数を増加することによ
りインプラント体頚部周囲骨における応力は増大する可

能性があることが分かった．
傾斜埋入モデルと垂直4本埋入モデルのインプラント

体頚部周囲骨での応力を比較した結果，いずれのモデル
においても垂直4本埋入モデルに比べ傾斜埋入モデルで
応力の低減を認めた．この結果は，カンチレバーの長さ
によるものと考えられる．カンチレバーの長さが長くな
ると，インプラント体の軸から荷重が加わる力点が離れ
るため大きなモーメント応力を生むことになる．このこ
とから，できる限りカンチレバーを短く設定することが
望まれる．傾斜埋入は，垂直埋入と比較してカンチレ
バーを短く設定できることから，応力を低減できること
が考えられる．
上顎骨に対するインプラント治療において，傾斜埋入

は垂直埋入と比較してカンチレバーを短く設定できるこ
とと，長いインプラント体を埋入できるという利点によ
り，応力を低減できる可能性が示唆された．

結 論

1．カンチレバー遠心部に荷重を負荷した場合では，イ
ンプラント体の本数を増加することにより，荷重負荷
部位に近接したインプラント体頚部周囲骨に発生する
応力は増大した．

2．上顎骨に対するインプラント治療において，上部構
造にカンチレバーを付与する場合，カンチレバーを短
くすることができ，かつ長いインプラント体を埋入で
きる傾斜埋入が有効である．

結論として，上顎無歯顎に対するインプラント治療に
おいて，カンチレバーを付与する設計の際，長径10mm

以上の長いインプラント体を用いて臼歯部インプラント
体を傾斜埋入する方法は，垂直埋入と比較して周囲骨に
発生する応力の低減に有効である．

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 31⑴ 2012 29
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［最近のトピックス］

脳室下層の神経新生と嗅覚機能について

長田 和実

北海道医療大学歯学部口腔生物学系生理学分野

Kazumi OSADA

Department of Oral Biology, Division of Physiology, Health Sciences University of Hokkaido

一般に成体動物の脳では，神経細胞は新生しないと考
えられていた．しかしながら，近年，齧歯類を中心に成
体の脳室下層や海馬において神経新生が見られることが
注目されている．
第三脳室や側脳室に面した脳室下層には，幹細胞とし

て働くグリア細胞であるアストロサイトが存在してい
る．アストロサイトは移行増幅細胞（transit amplifying

cell）に分裂して，新生細胞の数が増幅される．移行増
幅細胞から分裂した神経芽細胞がRMS（Rostral migra-

tory stream）を移行し，嗅球で介在神経として機能す
る．
脳室下層における細胞新生は，神経伝達物質（セロト

ニン，ドーパミン，アセチルコリン，GABA），ホルモ
ン（甲状腺ホルモン，プロラクチン，プレグネノロン，
下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド（PA-

CAP）や各種成長因子（脳由来神経栄養因子（BDNF），
上皮成長因子（EGF），ヘパリン結合性EGF様増殖因子
（HB−EGF），血管内皮細胞増殖因子（VEGF），線維芽細
胞成長因子（FGF），毛様体神経栄養因子（CNTF），ト
ランスフォーミング増殖因子（TGFα））などにより調節
されている．
脳室下層では，33％の細胞が分裂している．通常の条

件下では，新生した細胞の25％が嗅球まで移動する．
15％は脳室下層にとどまって分裂を続け，60％はそのま
ま死んでしまう．海馬でも神経新生が活発に行われてい
るが，新生の度合いは脳室下層の方が高い．ラットの海
馬では1日あたり9，000個ほどの細胞が新生されるが，
マウスの脳室下層では30，000個以上の細胞が新生する
（Alvarez−Buylla A et al., Nat Rev Neurosci 2 : 287−293,

2001）．したがって，脳室下層は，成体の脳内で一番活
発に神経が新生している場所といえる．
脳室下層の神経新生の低下は嗅覚障害を伴う脳疾患で

見られる．たとえばパーキンソン病は，大脳基底核の黒
質に存在するドーパミン作動性神経の変性が原因とされ
ているが，運動症状だけでなく嗅覚障害も認められてい
る．パーキンソン病で見られる嗅覚障害の発生機構に
は，脳室下層における神経新生が関わっているらしい．
パーキンソン病のモデルマウスは，ドーパミン作動性神
経を選択的に傷害する1−methyl−4−phenyl−1, 2, 3, 6−tet-

rahyrdopyridine（MPTP）を投与することにより作成出
来るが，MPTPを投与すると脳室下層，RMSおよび嗅球
に新生細胞が減少することが見いだされ，ヒトでも，移
行増幅細胞の近傍にドーパミン作動性神経の終末が存在
していることを報告している．（Hoglinger GU et al., Nat

Neurosci 7 : 726−735, 2004）．
成人の脳室下層での神経新生を示唆する報告もある．

難治性てんかん患者から採取した脳室下層由来の細胞を
培養すると，突起を伸長し神経細胞の形態を示すだけで
なく，神経細胞のマーカーを発現し（Kirschenbaum B et

al., Cereb Cortex 4, 576−589, 1994）電位依存性Ca2＋チャ
ネルの開口による細胞内Ca2＋濃度の増加も確認され，さ
らに，BrdUを投与された患者の脳室下層では細胞分裂
能も確認されている（Eriksson et al., Nat Med 4 : 1313−

1317, 1998）．近年，Curtisら（Science 315 : 1243−1249,

2007）は，29歳から80歳までのヒトの標本を用いた研究
で，脳室下層から嗅球へ新生神経細胞が移動する経路で
あるRMSがヒトでも機能していることを報告し，ヒト
における生理的意義に決定的な成果が得られたと思われ
たが，これには異論もあり（Sanai N et al., Nature 478 :

382−386, 2011），成人における脳室下層における神経新
生がどのような意味を持つかを判断するためには，嗅覚
機能を含め，さらなる研究結果を必要とすると思われ
る．
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図：0．5％terpinen‐4‐olのStreptococcus mutansバイオフィルムに
対する浸透性ならびに抗菌性（A），バイオフィルム形成菌に対
するTea Tree Oil構成成分の単独ならびに併用による抗菌効果
（B）

（A）

（B）

［最近のトピックス］微生物学分野

バイオフィルムに対する天然精油成分の浸透性に関する最近の知見

藤田 真理

北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

口腔バイオフィルムは物理的除去ならびに抗菌成分を
用いた殺菌によりコントロールされるが，抗菌成分が浸
透しないため効果的な抗菌アプローチが困難であること
が報告されている．そのため，バイオフィルムに浸透し
やすい抗菌成分の開発、応用方法の検討が進められてい
る1．
天然精油成分，テルペン類は角層脂質との相互作用に

より脂質膜の構造変化や流動性を高め，角層内の拡散を
促進することで皮膚への浸透性を高めることが知られて
おり2，現在，医薬品をモノテルペン環状エーテル1，8‐
cineoleを主成分とするユーカリプタスオイルに溶解して
キャリアとして皮膚に浸透させる技術も開発されてい
る．1，8‐cineoleはユーカリプタスオイル以外にもTea

Tree Oil中に2．5％含有されていることが知られている
が，この浸透促進作用に注目し，バイオフィルムへの応
用が検討されている．2009年には1，8‐cineoleの併用によ
り，MRSAならびにPseudomonas aeruginosaが形成する
バイオフィルムに対するクロルヘキシジングルコン酸塩
の抗菌活性が相乗的に高められることが明らかにされ
た3．
現在まで我々は，天然精油Tea Tree Oil中の主な抗菌

成分であるterpinen‐4‐olがStreptococcus mutansのバイオ
フィルムに対する顕著な抗菌作用を有することを報告し
てきた（図‐A）．今回の報告より，terpinen‐4‐olと1，8‐
cineoleの併用を検討した結果，5分間処理におけるバイ
オフィルムに対する相乗的な抗菌活性は認められず，1，8
‐cineole濃度依存的に阻害傾向が認められた（図‐B）こ
とから，抗菌成分と浸透促進成分の組み合わせにより得
られる抗菌効果が異なることが推測される．
このことはSchmittらによる精油の構成成分の経皮吸

収における皮膚浸透性の実験でも示唆されており，モノ
テルペンの各成分において浸透性を促進する成分が異な
ることが報告されている4．
今後，新しい抗菌成分の発見・開発に加えて，浸透促

進成分の併用による既存の薬剤の抗菌効果の増強が今後
のバイオフィルムに対する効果的なアプローチの一助と
なることが期待される．

参考文献
1）Corbin A, Pitts B, Parker A, Stewart PS. Antimicrobial

penetration and efficacy in an in vitro oral biofilm model.

Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul ; 55(7) : 3338−44.

2）Cal K. Skin penetration of terpenes from essential oils

and topical vehicles. Planta Med. 2006 Mar ; 72(4) : 311−6.

3）Hendry ER, Worthington T, Conway BR, Lambert PA.

Antimicrobial efficacy of eucalyptus oil and 1,8 − cineole

alone and in combination with chlorhexidine digluconate

against microorganisms grown in planktonic and biofilm cul-

tures. J Antimicrob Chemother. 2009 Dec ; 64(6) : 1219−25.

4）Schmitt S, Schaefer UF, Doebler L, Reichling J. Coop-

erative interaction of monoterpenes and phenylpropanoids on

the in vitro human skin permeation of complex composed

essential oils. Planta Med. 2009 Oct ; 75(13) : 1381−5.
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［最近のトピックス］

3Dコラーゲン・グリコサミノグリカン複合体スキャフォールドを使った
再生医療研究

田巻 玉器

北海道医療大学歯学部口腔構造機能発育学系組織学分野

Tamaki YOKOHAMA−TAMAKI

Division of Histology, Department of Oral Growth and Development, Health Science University of Hokkaido

損傷した組織を回復する再生医療の一手段として，細
胞の分化・誘導を促す細胞足場材料の開発が進められて
いる．筆者は2010年から2012年までアメリカ合衆国イリ
ノイ大学アーバナ・シャンペーン校へ海外研究員として
勤務し，Dr. Brendan Harley研究室において様々なスキ
ャフォールドの開発とその応用研究について学ぶ機会を
得たので，近年の生体スキャフォールドを用いた再生医
療研究について紹介する．Dr. Harley研究室では主にコ
ラーゲンとグリコサミノグリカン複合体スキャフォール
ド（Collagen−glycosaminoglycan scaffolds：以下CGスキ
ャフォールド）を中心とした以下の4つのプロジェクト
を進めている：1．損傷によって失われた硬組織・軟組
織の人工構築 2．細胞動態の観察モデルとしてのスキ
ャフォールドの応用 3．幹細胞ニッチの人工構築
4．人工細胞材料としてのスキャフォールドの応用1）．
彼らの研究室でターゲットとする組織は骨・腱・造血系
幹細胞ニッチ・心筋・血管・ガン細胞転移モデルなど多
岐にわたっており，それらの組織に最適なスキャフォー
ルドの形状と構成成分が検討されている．
スキャフォールドの主な構成成分はウシ真皮由来コ

ラーゲンとサメ軟骨由来コンドロイチン硫酸で，それに
酢酸を添加したものがベースとして使用されている．形
状はメンブレン型，スポンジ型，両者を組み合わせた複
合型と自在に成形できる2）．さらにリン酸カルシウムな
どミネラル成分の配合量を調節することにより1つのス
キャフォールド上に，腱組織再生に適した足場層，骨組
織再生に適した層，さらに両組織が移行的に混在する様
に層成分を配置することで，複雑な生体内の組織配列を
再現できるよう改良されている．主な構成成分であるタ
イプⅠコラーゲン線維の形状についてもフリーズドライ
法による温度操作によって，線維の配列方向を調節でき
る点に特色がある．線維方向を異方向もしくは同一方向
に配列することによってスキャフォールドの硬度と細胞
の配列を調節することが可能となった．さらにコラーゲ
ン線維間のポアサイズ（多孔性）の調節は細胞の初期接
着と増殖に直接関与している事が，ウマ由来初代腱細胞
やマウス由来心筋細胞を用いた実験からも明らかになっ
ている2）．
細胞外マトリックス上で立体的に細胞を培養すること

によってこれまでIn vitroで観察できなかった細胞の応
答が観察されつつある．特にCGスキャフォールド上に
増殖シグナルなどのタンパク質やプラスミド，siRNAを
人工的に結合させたデバイスの開発が進められている．
生体内では生理的に配列した細胞が局所的にシグナル分
子を放出し，パラクラインもしくはオートクライン作用
を示す．スキャフォールド上に局所的に結合させたこれ
らの生体分子は，立体的かつ選択的に細胞を配列・増
殖・分化させる可能性がある．フォトリソグラフィ
（Photolithography）は光や電子線等を利用して平面基板
様にパターンを転写する技術であるが，CGスキャフ
ォールド上に生体分子を結合させるための応用技術とし
て新たに注目されている3）．これまでにこの技術によっ
てCGスキャフォールド上の400μmのスペースに100μm
間隔のフィブロネクチンとN－カドヘリンが格子状に交
差するパターンを転写する事に成功している3）．今後数
種類のタンパクや遺伝子とそれらの濃度勾配を組み合わ
せる事によって，生体内により近い培養条件下での細胞
接着や遊走，増殖，分化，遺伝子発現，細胞外基質の分
泌を検討することが可能となる．

iPS細胞やES細胞から様々な細胞の分化培養方法が確
立されつつあり，体外で増殖・分化させた細胞を生体内
へ効率的に移植する為の足場としてスキャフォールドは
不可欠な材料である．また臓器の生理的な機能は細胞の
組織学的な配列と密接に結びついており，細胞の立体培
養とドラッグデリバリーシステムを組み合わせた新しい
細胞培養技術としてのスキャフォールド研究に今後も注
目したい．

参考文献
1）http : //www.scs.illinois.edu/HarleyLab/.
2）Caliari SR, Harley BA. The effect of anisotropic colla-
gen−GAG scaffolds and growth factor supplementation on
tendon cell recruitment, alignment, and metabolic activity.
Biomaterials. 2011, 32 : 5330−40.
3）Martin TA, Caliari SR, Williford PD, Harley BA,
Bailey RC. The generation of biomolecular patterns in
highly porous collagen−GAG scaffolds using direct photo-
lithography., Biomaterials. 2011, 32 : 3949−57.
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Fig．1 機械刺激による細胞内IP3動態のイメージング．
A）機械刺激による細胞内IP3動態の可視化．刺激部位からLI-
BRAの蛍光比（IP3濃度）が上昇し，細胞内を伝播した．Bar：
10μm．B）機械刺激による細胞内IP3濃度変化．●：刺激部位お
よび□：（A）の□内のIP3濃度変化を示す．b～fは（A）の画像に
対応する．

［最近のトピックス］口腔生物学系薬理学分野

機械刺激による細胞内IP3動態の可視化：
―唾液腺由来細胞における機械刺激による2つの異なるIP3産生経路―

根津 顕弘

北海道医療大学歯学部口腔生物学系薬理学分野

Akihiro NEZU

Department of Pharmacology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

細胞膜を細いガラスピペットでつつくと，その部位か
らCa2＋上昇が起こり，細胞内をCa2＋が波の様に伝播する
“細胞内”Ca2＋ウェーブが観察される．このCa2＋上昇は
刺激細胞だけでなく周囲の細胞へも伝播し，いわゆる
“細胞間”Ca2＋ウェーブが観察される．機械刺激による
Ca2＋応答は，イノシトール三リン酸（IP3）産生を介した
Ca2＋放出系が関与すると考えられているが，IP3がどの様
な細胞内動態を示すのか明らかにされていなかった．
我々は，IP3バイオセンサー（LIBRA）を開発し，受

容体刺激によるIP3濃度変化の定量解析やIP3動態とCa2＋

応答との関係を明らかにしてきた（Tanimura, et al . ,

2004, 2009）．今回，機械刺激による細胞内のIP3動態を
可視化することに成功し，さらにIP3産生が2つの異な
る経路により調節されることを明らかにしたので紹介す
る（Nezu, et al ., 2010）．

LIBRAの発現した唾液腺由来培養細胞を機械刺激する
と，刺激部位からIP3の上昇が起こり，その範囲が細胞
内に広がる“細胞内”IP3ウェーブ様の応答が観察され
た（Fig．1）．また機械刺激された細胞に続いて，近傍細
胞でもIP3濃度が上昇する“細胞間”IP3ウェーブが観察
された．機械刺激された細胞と近傍細胞のIP3濃度上昇
は，IP3産生酵素であるホスホリパーゼC（PLC）阻害薬
の処理により完全に抑制された．またプリン受容体阻害
薬存在下では，刺激細胞でのIP3濃度上昇は抑制され
ず，近傍細胞ではほぼ完全に抑制された．これらの結果
は，刺激細胞と近傍細胞では異なるPLC活性化経路を介
してIP3が産生されることを示している．1）機械刺激
された細胞：機械刺激による細胞膜の物理的な変形によ
るPLCの活性化経路，2）近傍細胞：刺激細胞から放出
されたATPによるプリン受容体を介したPLCの活性化経
路である．細胞膜の物理的な変形がPLCを活性化するメ

カニズムは現在も不明だが，最近の報告で膜の変形によ
る細胞膜受容体の立体構造変化がPLCを活性化する可能
性が示されており，今後はこの点について明らかにして
いきたい．

参考文献
Nezu A, Tanimura A, Morita T, Tojyo Y. J Cell Sci. 123

(13) : 2292−2298, 2010.

Tanimura A, Morita T, Nezu A, Shitara A, Hashimoto N,

Tojyo Y. J Biol Chem. 284(13) : 8910−8917, 2009.

Tanimura A, Nezu A, Morita T, Turner RJ, Tojyo Y. J Biol

Chem. 279(37) : 38095−38098, 2004.
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［最近のトピックス］

SNAP23ではなくSNAP29が必須？

田隈 泰信

北海道医療大学歯学部口腔生物学系生化学分野

Taishin Takuma

Department of Biochemistry, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

1．SNAP29のノックダウン
siRNAを用いたSNAREタンパク質の網羅的機能解析

の研究から，SNAP29がゴルジ体から細胞膜への構成的
分泌に必須の役割を果たしている可能性が示唆され
た1）．SNAP29のノックダウンにより，分泌物がERやゴ
ルジ体に蓄積することはなかったが，全反射蛍光顕微鏡
観察による分泌像の出現頻度が有意に低下し，細胞膜近
傍の分泌小胞が増加した．喜ばしいことに，この論文で
は我々のSNAP23やsyntsxin4，VAMP3，8の研究結果
がサポートされ，論文2，3）も引用されたが，残念ながら，
SNAP29は我々の研究では想定外であった．以下に
SNAP29に関する過去の研究結果を概観するが，必ずし
も今回の結果と一貫性のあるものばかりではない．
2．SNAP29の機能4）

SNAP29はSNAP25ファミリーの一員として1998年に
発見された．はじめは主にゴルジ体に存在すると考えら
れていたが，その後，ほとんどのsyntaxinと無節操に結
合することが明らかとなり，膜融合全般に関わることが
示唆された．他方，SNAP29は神経のシナプスにも発現
し，過剰発現により神経伝達が抑制され，逆に，siRNA

によるノックダウンで神経伝達が促進されることから，
SNAP29は負の制御因子として，膜融合後のSNARE複合
体の解離とリサイクルの速度を低下させる役割が想定さ
れた．
3．SNAP29の遺伝子疾患4）

SNAP29はCEDNIK症候群と呼ばれる重篤な遺伝子疾
患の原因遺伝子として同定された．CEDNIK 症候群
（ cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis and kerato-

derma syndrome）は，SNAP29遺伝子の1塩基欠損が原
因で発症する精神運動発達遅滞と角質の異常蓄積による
鱗状皮膚症を特徴とする遺伝子疾患である．頭部の各所
に見られる形態異常と機能障害に加え，皮膚の細胞では

ゴルジ体に由来するlamellar granuleの異常な蓄積が認め
られ，分泌障害との関連が示唆された．CEDNIK症候群
の患者の線維芽細胞を用いた研究では，構成的分泌の
マーカーであるVSVGの開口分泌は正常で，トランスフ
ェリンとβ1インテグリンのリサイクリング系と細胞運
動に異常が見られた．

SNAP29の役割解明には，さらなる研究を必用として
いる．

文献
1．A targeted siRNA screen to identify SNAREs required

for constitutive secretion in mammalian cells. Gordon DE,

Bond LM, Sahlender DA, Peden AA. Traffic 11(9) : 1191−

204, 2010

2．SNAP−23 is not essential for constitutive exocytosis in

HeLa cells. Okayama M, Arakawa T, Mizoguchi I, Tajima

Y, Takuma T. FEBS Lett. 581(24) : 4583−4588, 2007

3．Role of VAMP8/endobrevin in constitutive exocytotic

pathway in HeLa cells. Okayama M, Arakawa T, Tanimura

A, Mizoguchi I, Tajima Y, Takuma T. Cell Struct Funct. 34

(2) : 115−125, 2009

4．Loss of SNAP29 impairs endocytic recycling and cell

motility. Rapaport D, Lugassy Y, Sprecher E, Horowitz M.
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［最近のトピックス］

新しい鎮痛薬による抜歯後疼痛緩和

大桶 華子

生体機能・病態学系 歯科麻酔科学分野

歯科領域では治療に伴う痛みのコントロールが必要不
可欠である．抜歯などの手術では局所麻酔を適応して無
痛状態を得ることで，無痛・安全・快適な歯科診療を提
供している．そして多くの場合，局所麻酔の奏効が消失
した後の疼痛緩和に鎮痛薬の経口投与が行われている．
現在，歯科領域で広く用いられる経口鎮痛薬は非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAIDs）である．NSAIDsはシクロオ
キシゲナーゼ（COX）の阻害により抗炎症・解熱・鎮
痛作用を示すが，副作用として消化性潰瘍などの胃腸障
害がある．
本稿では，近年本邦での発売・適応拡大により，新た

に抜歯後の疼痛緩和への適応が可能となった2種類の鎮
痛薬を紹介する．

1．トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン配合剤
（トラムセット�配合剤）
弱オピオイドであるトラマドールは，μオピオイド受

容体作動薬として神経伝達物質の遊離や神経の興奮を抑
制するだけでなく，シナプス終末のセロトニン・ノルア
ドレナリンの再取り込みを阻害し下行性疼痛抑制系を賦
活して痛みを抑制する．一方，アセトアミノフェンは中
枢性の解熱鎮痛作用により疼痛閾値を上昇させるが，
NSAIDsにみられるCOX阻害作用は弱いため，抗炎症作
用は示さない．さらにアセトアミノフェンは副作用が少
なく安全性が高いため，小児や妊婦での使用頻度が高
い．これら異なる作用・特性を有する2つの鎮痛薬を配
合した製剤として，本邦では2011年7月からトラムセッ
ト�配合剤（ヤンセンファーマ社，1錠中にトラマドー
ル塩酸塩37．5mgとアセトアミノフェン325mgを含有）
の販売が開始された．本剤の適応は「非がん性慢性疼
痛」と「抜歯後の疼痛」であるが，抜歯後疼痛に関して
は「非オピオイド鎮痛剤で治療困難な抜歯（骨切除や歯
冠分割を伴う埋伏智歯抜去などの侵襲度の高い手術後の
重度の疼痛）のみに使用すること」とあり，第一選択で
の使用は難しい．しかし，骨への侵襲度が高くNSAIDs
ではコントロール不良な疼痛には有用である．トラマ
ドールは弱オピオイドであるため，悪心・嘔吐，便秘，
眠気，めまい等の一般的なオピオイドにみられる副作用
に対し注意を要する．特に消化器症状の発現頻度が高
く，必要に応じて制吐薬や緩下薬を併用する．また，眠
気がある場合には自動車の運転を禁ずること，他の鎮痛
剤・睡眠剤・アルコール等との併用により呼吸抑制など
の危険性があること等，事故防止のため処方に際し患者
に対する十分な説明が必要である．

2．セレコキシブ（セレコックス�錠）
NSAIDsが阻害するCOXには，COX‐1とCOX‐2という

2つのアイソザイムが存在する．COX‐1は胃腸粘膜な
どほぼ全ての臓器で恒常的に発現し生理機能の維持に関
与している．一方，COX‐2は炎症組織においてのみ発
現が誘導され，アラキドン酸をプロスタグランジンに変
換して血管透過性亢進・浮腫反応亢進などの炎症反応，
発熱，疼痛を引き起こす．通常，NSAIDsはCOX‐1と
COX‐2の両方を阻害するため，COX‐2阻害による抗炎
症・解熱・鎮痛作用のみならず，COX‐1阻害による胃
腸障害などの副作用が発現する．そこで，COX‐2のみ
を阻害するNSAIDsとして開発されたのが，コキシブ系
のセレコキシブをはじめとするCOX‐2選択的阻害薬で
ある．本邦では慢性痛に対し2007年からセレコックス�

錠（アステラス社，1錠中セレコキシブ100mg・200
mg）の販売が開始され，2011年12月より効能・効果に
「手術後，外傷後ならびに抜歯後の消炎・鎮痛」が追加
された．「初回400mg，以降は必要に応じて200mgを6時
間以上あけて1日2回までの投与」と，急性疼痛におけ
る初期の強い痛みには初回量を多く設定している．注意
点は一般的なNSAIDsと同様である．副作用である胃腸
障害はCOX選択性の無いNSAIDsより少ないものの，発
現がゼロではない．また，すでに発症している消化性潰
瘍は悪化のおそれがあり使用禁忌とされている．コキシ
ブ系のロフェコキシブ投与による心筋梗塞などの血栓・
心血管系合併症の発生リスクの上昇が海外で報告1）さ
れ，本剤添付文書にも「警告」として同様の記載がある
が，頓用などの短期使用ではあまり問題にはならないと
考える．

以上，2種類の抜歯後疼痛に適応のある新しい鎮痛薬
を紹介した．詳細は添付文書にて確認頂き，安全に使用
されることを望む．なお，鎮痛効果における有用性，特
に一般的に使用されているNSAIDsとの比較について
は，国内のデータの集積と今後の研究報告を参考にして
頂きたい．

【参考文献】
1）David J Graham, David Campen, Rita Hui, et al. : Risk
of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in
patients treated with cyclo−oxygenase 2 selective and non−
selective non−steroidal anti−inflammatory drugs : nested case
−control study. The Lancet 365(9458). 475−481, 2005.
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［最近のトピックス］

東日本大震災における歯科医療支援活動と栄養・食生活支援状況について

川西 克弥1），豊下 祥史1），松原 国男2），河野 舞1），会田 康史1），會田 英紀1），越野 寿1）

1）北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系 咬合再建補綴学分野
2）北海道医療大学 歯科内科クリニック 地域支援医療科

災害時における栄養・食生活支援活動は，被災者の健
康危機管理状態に大きな影響を与える最も重要な因子の
一つである．また，被災者支援の中心となる市町村は，
すべての被災住民に対し，計画的な栄養・食生活支援を
行う必要があることから，避難所には管理栄養士・栄養
士の設置が望まれる．新潟県災害時栄養・食生活支援活
動ガイドラインにあるように，栄養士がその専門性を活
かし，被災住民の食生活や栄養状態がより早く回復する
よう関連する機関や医師，歯科医師，保健師，看護師な
どと連携を図りながら，支援活動を迅速かつ効果的に展
開することとされている（1）．しかしながら，平成23
年3月に公表された「災害時の食生活支援における保健
所管理栄養士の連携体制及び具体的支援に関する検討事
業の報告書」によると，災害時の栄養・食生活支援に関
しては，約4割の保健所が市町村支援事業に取り組んで
いるのみであり，いつ起こりうるかわからない大規模災
害時への体制が十分に整っていなかったことがわかる．
一方，歯科医療支援活動は，栄養・食生活支援活動に

大きな影響を与えることが予想される．とくに乳幼児や
高齢者，介護者などの災害時要援護者において，口腔衛
生環境の悪化は，生命を脅かす因子となりうる．1995年
に起きた阪神淡路大震災においては，震災関連死として
誤嚥性肺炎が疑われ，災害時における口腔ケアの重要性
が報告されるようになった．その後，2004年の新潟県中
越地震や2007年の新潟県中越沖地震では，組織的な口腔
ケア活動により誤嚥性肺炎による震災関連死を軽減する
ことができている（2）．また，歯科治療においては，
義歯紛失者に対する義歯新製や義歯破折に対する義歯修
理および義歯調整等が行われている（3）．
これまでに，高齢者の低栄養状態が，免疫力低下や身

体的な機能低下を招き，咀嚼機能の改善によって健康栄
養状態を回復できることが明らかとなっている．高齢者
に認められる低アルブミン血症には，歯の欠損や総義歯
による咀嚼能力の低下が大きく関与し，また，不適合義
歯の使用に対する歯科的介入が，食事形態の改善と
QOLの向上に寄与するとされている．
今回，我々は，東日本大震災において，4月11日～5

月22日の全6週間にわたり宮城県沿岸部の被災地での歯
科医療支援活動に従事し，被災直後からの食事事情につ

いての聞き取り調査を行い，歯科医療支援活動と栄養・
食生活支援活動との関係について調べた．その結果，避
難所における食事提供回数や主食，主菜，副菜の増加や
その食事形態が変化するに従い，義歯を装着している高
齢者の中には，主食となるパンのようなパサパサした食
品の摂取を避ける傾向や，義歯不適合による咀嚼能力の
低下を示すことが認められた．そして，我々が歯科医療
支援活動に従事した時期が，その栄養・食生活環境が変
動する時期であり，同時に咀嚼能力の改善が求められる
時期でもあったことがわかった．
このように災害時には，日々その栄養・食生活環境が

変動するため，歯科医療支援活動による歯科治療や口腔
ケアは必要不可欠であり，災害発生後早期からの被災者
の全身状態や咀嚼能力に合わせた栄養・食生活のサポー
トが求められる．そのため，被災地域の保健師や栄養士
が容易に咀嚼能力を評価できるようなシステムを導入す
ることで，派遣される歯科医師との連携によりスムース
な食生活支援活動体制を構築できると考えられる
（4）．今回の東日本大震災を受け，被災地における中長
期的な医療支援連携体制の構築を目的として，平成23年
4月22日には，政府の被災者生活支援特別対策本部の
下，日本医師会，日本歯科医師会，日本薬剤師会，日本
看護協会など7団体で構成された被災者健康支援連絡協
議会が設立された．現在では，日本栄養士会などを含め
た18組織34団体にまで拡大している．
災害時のみならず，平常時において多種専門医療職が

相互に協力し合い，医療支援を提供できる環境を整備し
ていく取り組みは，今後も求められる．

1．新潟県災害時栄養・食生活支援活動ガイドライ
ン．2007．
2．中久木康一．大規模災害時の口腔ケアに関する報告
集．2009．
3．平井敏博．災害時の歯科救援活動に関する一考察－
北海道南西沖地震被災者に対する歯科補綴学的対応と調
査から－．補綴誌 39：114－122，1995．
4．三浦宏子，佐藤加代子．保健・栄養士同時に活用可
能な咀嚼能力チェックリストの開発とその応用性の検
討．厚生労働省科学研究費補助金，分担研究報告書
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図1．a：矯正力計測システム，b：圧力センサ埋入計測用エポ
キシ模型拡大図

図2．初期矯正力計測結果

［最近のトピックス］

熱可塑性樹脂製矯正装置の矯正力について

甲田 尚央，飯嶋 雅弘，六車 武史，中垣 晋，溝口 到

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

近年，可撤式の熱可塑性樹脂製矯正装置を用いた治療
システムが矯正臨床に導入されたが，本装置が発揮する
矯正力については不明である．今回は，熱可塑性樹脂製
矯正装置が発揮する初期の矯正力における樹脂の厚さと
歯の移動距離（アクチベート量）の影響を調べた．装置
から生じる矯正力を測定するために，小型圧力センサ
（PS－20KC, Kyowa）を上顎左側中切歯唇側面に埋め込
んだエポキシ模型を作製した（図1）．次に，上顎左側
中切歯を移動させたセットアップ模型を超硬石膏で作製
した．その際のアクチベート量として，0．5mmと1．0
mmについて検討した．加圧成形器（BIOSTAR, Scheu

Dental）を用い，2種類の厚さ（0．5mm，0．75mm）の
熱可塑性樹脂（DURAN, Scheu Dental）から熱可塑性樹
脂製矯正装置を作製した．測定器（ PCD－300A,

Kyowa）と制御ソフトウェア（PCD－30A, Kyowa）を用
いて，熱可塑性樹脂製矯正装置を装着した時の初期矯正
力を計測した．実験の結果，0．5mmと1．0mmの両方の
アクチベート量において，0．75mmの樹脂から作製した
装置（平均：234gf～297gf）では0．5mmの樹脂から作製
した装置（平均：119gf～164gf）よりも有意に大きな矯
正力を発揮した（図2）．アクチベート量の増加は，矯
正力に影響しなかった．至適矯正力については，約18gf

（Iwasaki et al., 2000）から396gf（Lee, 1995）の範囲でさ
まざまな値が報告されてきた．本研究において熱可塑性
樹脂製矯正装置の矯正力は，一般的に考えられている至
適矯正力と近似する値であった．樹脂の厚さの増加によ
り矯正力が増加したことは，もっともな結果である．一
方，アクチベート量の増加により矯正力が小さくなった
ことは予想外であり，過大なアクチベートによる適合不
良や樹脂の厚さの減少等が理由として考えられた．
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北海道医療大学歯学会第30回学術大会 一般講演抄録

近年，骨組織は種々のホルモンの標的組織であるだけ
ではなく，骨外臓器・組織を制御する内分泌器官の一つ
であることが明らかにされ，従来の概念で骨格を統合的
に理解することが困難な状況になっている．そのため，
我々は骨内外の緊密なコミュニケーションを担っている
細胞・分子群の相互連関を「オステオネットワーク」と
いう概念で捉え（最新医学63：2155－2163，2008），骨
組織を生物学的に深く理解し，顎骨疾患の病態解明の基
盤を構築，新たな治療法を開発することを目的として研
究を進めている．
脊椎動物の骨組織は進化にともなってその構造と機能

を変遷し，我々哺乳類では巧妙なオステオネットワーク
を獲得し，骨組織のホメオスタシスを維持していると考
えられる．そして，オステオネットワークの破綻により
種々の骨疾患が発症すると考えることもできる．そのた
め，オステオネットワークの「維持機構」と「破綻機

構」という観点から研究を推進することにより，骨組織
のホメオスタシス制御機構と骨疾患の病因・病態の理解
がさらに深まると期待できる．また，オステオネットワ
ークの破綻機構の解析は新たな骨疾患の治療法の開発へ
も繋がる．
顎顔面領域には，骨系統疾患，炎症性骨疾患，代謝性

骨疾患，腫瘍性骨疾患などの種々の骨疾患が発症する
が，それらの病因・病態は十分に解明されていない．こ
の点を克服するために，我々はオステオネットワークの
概念を導入して，オステオネットワークの維持機構を解
析するとともに，骨再生や口腔癌の顎骨浸潤におけるオ
ステオネットワークの破綻機構を解析している．本講演
では，初めに我々の提唱するオステオネットワークの概
念を紹介し，次いで骨再生と口腔癌による骨破壊や矯正
的歯の移動におけるオステオネットワーク破綻機構を概
説したい．

1．大豆イソフラボンの修復象牙質形成誘導能の検討

○林敬次郎，半田慶介，小池俊之，M.A. Polan，Jia Tang，斎藤隆史
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

【目的】直接覆髄では，従来から水酸化カルシウム製剤
が使用されてきた．しかし，水酸化カルシウムは高アル
カリ性（pH12）であるため歯髄為害性が懸念されてい
る．また，形成される修復象牙質は多孔質でありトンネ
ル状の欠損や裂隙などが存在し，必ずしも磐石な硬組織
形成を期待できるとは言えない．そのため，良質な修復
象牙質をより効果的に誘導する，安全性の高い覆髄剤の
開発が望まれている．天然成分である大豆イソフラボン
は，食品添加物やサプリメントとして摂取されている健
康食品であり，様々な生理活性効果が期待されている．
また，エストロゲン様作用を有し，骨組織で優位に発現
するエストロゲンレセプターβと結合することにより，
骨芽細胞の活性化を誘導し骨量を増加させ，骨粗鬆症の
予防や改善に有効であるとされている．そこで本研究で
は，大豆イソフラボンのひとつであるゲニステインを直
接覆髄剤として用い，修復象牙質形成能を検討した．
【材料及び方法】創傷被覆剤であるクラビオ�AG（以
下，AG）に，2．7μg，27μg，270μg，2700μgのゲニステ
インを含浸させ複合体（G2．7，G27，G270，G2700）を

作製し，8週齢Wistar系雄性ラットの上顎第一臼歯に直
接覆髄実験を行った．また，コントロールとして，AG

および水酸化カルシウム製剤（以下，Ca）を用いた．
処置歯は，術後4週目に顎骨ごと摘出し，脱灰後に通法
に従いH−E染色を行い，光学顕微鏡にて修復象牙質形成
および歯髄の炎症程度を組織学的に評価した．
【結果および考察】AGおよびCaでは，多数の空隙や細
胞を含有する粗造な修復象牙質形成が認められ，歯髄に
は強度の炎症が観察された．G2．7およびG27では，良質
な修復象牙質形成が認められ，AGおよびCaと比較して
軽微な炎症が観察された．G270およびG2700では，修復
象牙質形成は認められたが，歯髄には中等度の炎症が観
察された．
【結論】低濃度のゲニステインを直接覆髄剤として用い
ることは，歯髄傷害が軽微で，良質な修復象牙質形成を
効果的に誘導することが観察された．このことからゲニ
ステインは，有用な直接覆髄剤となり得る可能性が示唆
された．

［学会記録］

北海道医療大学歯学会第30回学術大会 特別講演
オステオネットワークの維持と破綻：顎骨疾患の病態解明と新たな治療法の開発を目指して

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
GCOEプログラム：歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点

山口 朗
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2．エナメル質の脱灰抑制に対するCO2レーザー照射およびフッ化物塗布の効果

○中垣 晋＊，飯嶋雅弘＊，遠藤一彦＊＊，溝口 到＊

＊北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野
＊＊北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系生体材料工学分野

【目的】矯正治療において，歯の移動を行う上でマルチ
ブラケット装置は有用な方法である．しかし，歯面に直
接ブラケットを接着する本法では，プラークコントロー
ルの不良に伴うエナメル質脱灰のリスクがある．近年，
エナメル質の脱灰抑制にCO2レーザーを応用した研究結
果が報告されているが，その詳細なメカニズムは解明さ
れていない．本研究では，ヒト抜去歯を用いた基礎的実
験により，エナメル質の耐酸性向上に対するCO2レーザ
ー照射およびフッ化物塗布の有効性を調べることを目的
とする．
【試料および方法】試料として抜去したヒト小臼歯を用
いた．試料は無作為にレーザー単独照射群，フッ化物適
用群，併用群，対照群，非浸漬群の5群に分類した．
CO2レーザー（NANOLASER GL-III Fine，GC）は，0．5
W，1．0W，2．0W，4．0Wの出力で頬側面に照射した．
フッ化物（2％リン酸酸性フッ化ナトリウム）は，歯面
に1分間塗布した．その後，試料は頬側照射部以外を耐
酸性マニキュアでコーティングし，pHを4．6に調整した
脱灰液（8％Methocel MC gelと0．1M乳酸の混合液）に
72時間全浸漬し，μCT解析に供した．μCTのデータは，

解析ソフト（TRI／3‐D-BON，ラトックシステムエンジ
ニアリング）を用いて，エナメル質表層から深さ方向に
100μmまでの領域のミネラル量を定量した．さらに，
CO2レーザー照射を行った群では照射中心部から100μm

間隔で1．0mmまでの範囲の解析も行った．
【結果および考察】μCT解析によるミネラル定量結果か
ら，低出力のCO2レーザー照射（0．5W，1．0W）とフッ
化物塗布を併用した場合，ミネラル量の低下が少なく，
他の条件と比較してエナメル質の耐酸性が向上したもの
と考えられる．単独照射群および併用群における高出力
（2．0W，4．0W）のCO2レーザー照射については，出力に
より場所が変わるものの，ミネラル量の低下している領
域が認められ，局部的に耐酸性が低下していると考えら
れる．
【結論】エナメル質に対して，低出力CO2レーザー照射
（0．5W，1．0W）は，フッ化物塗布を併用することによ
り，CO2レーザー単独照射およびフッ化物の単独塗布よ
りも，エナメル質の耐酸性向上に有効であることが示唆
された．

3．JP2型leukotoxin promoterを有するA. actinomycetemcomitans 菌の解析

〇清水伸太郎，長澤敏行，門 貴司，小松寿明，日高竜宏，加藤幸紀，森 真理，古市保志
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学分野

【目的】A. actinomycetemcomitans（A. a）JP2株はleu-

kotoxin遺伝子のプロモーター領域に530bpの欠失を有し
ていることから，leukotoxinを多量に産生し病原性が高
いことが知られている．これまで日本でJP2は検出され
ていなかったが我々はJP2型のA. aが北海道に存在する
ことを報告した．本研究は北海道在住の歯周炎患者，軽
度歯肉炎・健常者におけるA. aの分布と特徴を調べるこ
とを目的として，PCR法によるA. aの検出と培養による
臨床分離株の確立を試み，得られた臨床分離株の特徴を
解析した．
【方法】北海道医療大学歯科内科クリニックに来院した
歯周炎患者16人，健常者10人を対象とし，臨床症状の測
定と唾液，歯肉縁下プラークの採取を行った．唾液，歯
肉縁下プラーク中のA. aの有無を検討した．歯肉縁下プ
ラークからA. aを培養し，各被験者から2～8株ずつ臨
床分離株を確立した．各分離株のleukotoxinプロモータ
ー領域の変異を検討した．AP-PCR法を用いて各株で得
られた増幅産物のパターンを基にクラスター分析を行っ

た．またA. aの宿主細胞への接着に関わるAaeの遺伝子
型を解析した．
【結果】健常者からPCRでA. aは検出されなかったが，
培養によって健常者を含む全ての被験者からA. aが分離
された．臨床分離株は全てJP2と同様のleukotoxinプロ
モーター領域の欠失を有していた．AP-PCR遺伝子型は
1被験者につき1～4パターン認められ，同一被験者か
らは同一のAP-PCR遺伝子型を示す菌株の得られる割合
が高かった．また家族間で同一のAP-PCR遺伝子型を示
す菌株が認められた．臨床分離株のAae遺伝子型の患者
／健常者における分布は，それぞれ type1：19．2％／
11．5％，type2：23．1％／0％，type3：42．3％／30．7％，
type4：11．5％／0％であった．
【結論】JP2様のleukotoxinプロモーターを有するA. aが
北海道に存在し，健常者にも認められることが明らかと
なった．A. aは家族性に伝播すると考えられたが，歯周
炎患者と健常者のA. aでAaeの型が異なることから，病
原性が臨床分離株によって異なる可能性が示唆された．
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4．Prevotella oris が産生する溶血素の溶血機序

○佐藤寿哉，鎌口有秀，藤田真理，宮川博史，中澤 太
北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

【目的】Prevotella orisは口腔顎顔面領域の化膿性炎の
病巣から高い頻度で分離される偏性嫌気性グラム陰性桿
菌である．我々はこれまでにP. orisが病原因子として易
熱性の溶血素を産生することを初めて報告した．口腔内
細菌が産生する溶血素は，これまでに幾つか報告されて
いるが，その溶血機序は何れもほとんど明らかにされて
いない．そこで，今回，P. orisの溶血素が標的とする赤
血球の部位と，細胞膜に与える影響について検討した．
【方法】P. orisの溶血素が標的とする部位を検討する為
に，コレステロールによる溶血活性の阻害効果と，プロ
ティナーゼKで膜タンパクを消化した赤血球を用いた溶
血活性の測定を行った．活性は遊離したヘモグロビンを
540nmにおける吸光度を測定し評価した．さらに，溶血
素が細胞膜タンパクに与える影響を調べる為に，P. oris

の溶血素で処理した赤血球の細胞膜を遠心にて回収し，
SDS-PAGE後，CBB染色した．低張液中で溶血させた赤
血球の細胞膜をコントロールとし，バンドパターンを比
較した．影響を認めたバンドタンパクはプロテインシー

クエンサーでN末端アミノ酸配列を決定し，BLASTで検
索した．
【結果と考察】コレステロールによる活性の著しい阻害
は認められなかった．これは溶血性レンサ球菌のストレ
プトリジンとは異なり，細胞膜のコレステロールを標的
としていないことを示唆している．一方，プロティナー
ゼKで処理した赤血球は活性を示さなかった．したがっ
て，赤血球の膜タンパクが溶血機序に関与していること
が明らかになった．溶血素で処理した赤血球の膜タンパ
クの電気泳動パターンをコントロールと比較したとこ
ろ，38kDaのバンドの消失が認められた．消失した38kDa

タンパクはN末端アミノ酸配列のホモロジーから
GAPDHと同定された．GAPDHの消失を伴う溶血は，こ
れまでにエルトール型コレラが産生する溶血素や腸炎ビ
ブリオが産生する耐熱性溶血素で報告されている．現
在，GAPDHの消失から溶血に至る詳細を検討してい
る．

5．Veillonella 属細菌新菌種の発見

○眞島いづみ，鎌口有秀，宮川博史，藤田真理，中澤 太
北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

【目的】Veillonella属は莢膜，芽胞，鞭毛を欠く，糖非
分解性の偏性嫌気性グラム陰性球菌である．ヒトの口腔
からはV. atypica，V. denticariosi，V. dispar，V. par-

vula，V. rogosaeの5菌種が分離されることが知られて
いる．これまでの研究過程で，我々はVeillonella属特異
的PCRプライマー陽性であるが，上記5菌種の特異的プ
ライマーでは陰性を示す12株を，健常者から分離した．
本研究では上記12株のうち，代表的4株の16S rRNAの
全塩基配列解析，rpoB，dnaK遺伝子の部分解析を行っ
たのでその成績について報告する．また同4株について
行った性状試験，酵素試験，終末代謝産物の解析の結果
と電子顕微鏡写真の観察結果を合わせて報告する．
【方法】Rogosa選択培地にて嫌気培養した4株から
DNAを抽出し，既報の各プライマーを用いて得られた
PCR産物をDye Terminator法により，サイクルシークエ
ンスを行い，得られた塩基配列についてBLAST検索を
行った．また既報のVeillonella属11菌種と合わせてClus-

tal W解析を行い，NJplotによりBootstrap treeを作製し
た．性状試験はRapid ID32A，酵素試験はAPI ZYMを用

い，使用説明書に従って3回行った．終末代謝産物の解
析はGC-MSを用いて行い，電顕写真は超薄切片を作成
して撮影を行った．
【結果および考察】BLAST検索の結果，16S rRNAについ
ては4株とも既報菌種に対して99～93％の類似性を示し
たが，rpoB，dnaKに関してはいずれも93％以下の低い
類似性であった．またBootstrap treeにおいては各遺伝子
とも既報のVeillonella属11菌種とは明らかに異なる1つ
のクラスターを形成した．性状試験，酵素試験，終末代
謝産物の解析の結果と電顕写真の観察結果は，同4株が
いずれもVeillonella属の新菌種であることを裏付けてい
た．我々はこの4株に“Veillonella tobetsuensis ”と命名
し，現在JCM，ATCCに登録中である．今後はGC-MSに
よる脂肪酸解析，各種抗生物質を用いた耐性試験を行
い，既報菌種との相違をさらに明らかにする予定であ
る．
【結論】本研究により，新たに分離された4株はこれま
でに報告されていないVeillonella属の新菌種であること
が確認された．
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6．化学修飾法によりIGF‐1を固定化したジルコニア表面における
ヒト歯肉上皮細胞の付着・伸展挙動および接着能の評価

○伊藤大輔＊，門 貴司＊，日高竜宏＊，遠藤一彦＊＊，古市保志＊

＊北海道医療大学口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学分野
＊＊北海道医療大学口腔機能修復・再建学系生体材料工学分野

【目的】インプラント周囲接合上皮では，内側基底板と
ヘミデスモゾームが歯冠部分から中央部にかけて欠落し
ていることが報告されている．最近，インスリン様成長
因子（ IGF‐1）の存在下で，ヒト角膜上皮細胞が
laminin‐5の発現を高め，細胞の付着・遊走能が向上す
ることが報告されている（Lee K et al．2006）．そこで本
研究では，インプラント周囲接合上皮とジルコニア製ア
バットメントを強固に結合させることを目的として，イ
ットリア安定化正方晶ジルコニア多結晶体（Y-TZP）の
表面にIGF‐1を固定化し，ヒト歯肉上皮細胞（hGEp）
の付着・伸展および接着能を調べた．
【方法】Y-TZP（（株）ジーシーより提供）は，コロイ
ダルシリカ溶液を用いて鏡面に仕上げた．次に研磨した
Y-TZPの表面に，架橋剤としてパラビニル安息香酸用い
た化学修飾法によりIGF‐1を固定化した．IGF‐1の固
定化は，X線光電子分光法を用いて化学修飾前後のY-
TZP表面を分析することによって確認した．各表面にお
けるhGEpの付着・伸展挙動は，初期付着細胞数の計測
およびSEMと共焦点レーザー顕微鏡を用いた細胞の形
態観察によって評価した．また，各表面上における細胞
接着分子であるlaminin‐5およびintegrinβ4のmRNA発
現はリアルタイムPCR法を用いて定量した．細胞接着能

の評価は，Trypsin-EDTAを一定時間作用させた後にY-
TZP表面に残存する細胞の割合を求めることで評価し
た．
【結果および考察】IGF‐1を固定化したY-TZP表面で
は，超音波洗浄後においてもN1sスペクトルの明瞭な
ピークが見られた．この結果から，IGF‐1がY-TZP表面
に固定化されていることが確認された．培養3時間後に
おいて，研磨したY-TZP表面と，IGF‐1を固定化したY-
TZP表面との間にhGEpの初期付着細胞数および伸展に
有意な差は見られなかった．一方培養3日後において，
研磨したY-TZPと比較して，IGF‐1を固定化したY-TZP
表面ではhGEpのlaminin‐5およびintegrinβ4のmRNA発
現が促進し，Trypsin-EDTA作用後にY-TZP表面に残存し
ていたhGEpの割合も有意に増加していた（p＜0．05）．
これらの結果から，IGF‐1を固定化したY-TZP表面は，
研磨したY-TZPと比較して，初期の付着の差は見られな
いが，hGEpの接着能は亢進していることが確かめられ
た．
【結論】化学修飾法を用いることにより，Y-TZP表面に
IGF‐1を固定化できることが明らかとなった．また，
IGF‐1を固定化したY-TZP表面では培養3日後におい
て，hGEpの接着能が亢進することが明らかとなった．

7．Extension of Life-span of Cultured Epithelial Cell Rests of Malassez with Rho Kinase Inhibitor

○Fumiya Harada＊, Takaaki Tokura,＊ Osamu Uehara＊＊, Futami Nagano＊＊＊, Futoshi Nakazawa＊＊, Kazuhiko Endo＊＊＊,
Masato Saitoh＊＊＊＊, Yoshihiro Abiko＊＊＊＊＊

＊A fifth-year student
＊＊Division of Microbiology, School of Dentistry
＊＊＊Division of Biomaterials and Bioengineering

＊＊＊＊Division of Pediatric Dentistry, School of Dentistry
＊＊＊＊＊Division of Oral Medicine and Pathology, School of Dentistry Health Sciences University of Hokkaido

【Purpose】Epithelial cell rests of Malassez (ERM) iso-
lated from periodontal ligament are capable of differentiation
into ameloblast-like cells (Shinmura et al., J. Cell Physiol.,
2008). The ERM cells are expected to apply for tissue engi-
neering of tooth. However, primary ERM cells have a finite
life-span in culture that limits their proliferative capacity and
clinical use. It has been recently shown that inhibition of
Rho kinase greatly increases the cloning efficiency of human
embryonic stem cells (Emre at al., Plos One, 2010). In the
present study, we examined whether Rho kinase inhibitor
extends life-span of ERM cells in the culture conditions.
【Methods】ERM cells were isolated from porcine peri-
odontal ligament by the method described by Brunette et al.
(Arch Oral Biol, 1979). In order to observe the effect of
Rho kinase inhibitor on ERM cells, 5, 10, 50mM of Rho
kinase inhibitor (Y-27632 : Wako, Tokyo, Japan) was added
to the culture systems. The cells cultured without Y-2632
were used as controls. Telomarase reverse transcriptase

(TERT) and p16 expressions were used as markers for life-
span extension and senescence, respectively. The expression
levels of TERT and p 16 were analyzed by reverse
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and real-
time RT-PCR. The expression levels of amelogenin,
ameloblastin, enamelyn and enamelysin were also analyzed
as markers for ameloblastic differentiation. Data from the
real-time PCR were analyzed using U-test of Mann-Whitney.
【Results and Discussion】 The expression level of
TERT was significantly higher in the cell cultured with
10μM of Y-27632 than in the control. There were no sig-
nificant differences in expression levels of p16 or any mark-
ers for ameloblastic differentiation between experiment
group and the control.
【Conclusion】The present study shows Rho kinase in-
hibitor extends lifespan of ERM cells without any pheno-
typic changes. This simple method may contribute to apply
ERM cells to tissue engineering.
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8．ポルトランドセメント溶出物の分析と細胞の活性に与える影響

○戸島洋和，橋本正則，長野二三，井田有亮，遠藤一彦
北海道医療大学歯学部生体材料工学分野

【目的】ポルトランドセメント（PC）は，近年歯内療
法に応用されているMineral Trioxide Aggrigate（MTA）
に類似した成分を有している．覆髄や根管充填などに適
応のあるMTAは，生体親和性に優れるとされている．
そこで本研究ではPCの細胞に及ぼす影響を検討するこ
とを目的とした．
【方法】
1．材料
細胞にはマウス骨芽細胞様細胞（MC3T3‐E1，
RIKEN），セメント粉末には普通ポルトランドセメント
（三菱宇部セメント）を用いた．
2．PC溶出液の成分分析
D-MEM培地中にPC粉末1w/v％を加え，24時間後に濾
過した液をPC溶出液とした．PC溶出液中に含まれる元
素の溶出量をICP発光分光法，原子吸光法を用いて定量
した．分析した元素はPCの主要な成分であるCa，Si，
Al，FeおよびSrとした．
3．細胞活性の測定
D-MEM培地に10v / v % FBSを添加した培養液を用い
た．24well培養プレートにPC溶出液の希釈系列溶液（2

倍，4倍，8倍）を加え，細胞を2．5×104個／wellとなる
よう播種し，4日および7日培養後の細胞数と細胞活性
（Cell Counting Kit‐8，同仁化学）を評価した．また溶
出が確認された元素を所定濃度となるよう調整した培養
液およびpHを調製した培養液を作製し，同様に細胞を
培養して細胞数と細胞活性を評価した．
4．pH測定
PC溶出液および細胞活性の測定で用いた培養液を回収
し，pH電極（堀場）を用いてpHを測定した．
【結果】PC溶出液からは，その主要成分であるCaやSi

が多く検出され，その他に微量のAl,Fe,Srが検出され
た．PC溶出液のpHは約11．5であった．細胞培養後の，
PC溶出液等を含む培養液のpHは約7．3～7．8とFBSを添
加したD-MEM培地と大きく変わらなかった．4倍およ
び8倍希釈したPC溶出液では，細胞数と細胞活性がと
もに有意に増加した．また，Ca添加培養液および初期
のpHを8．5～9．5に調整した培養液を用いた場合も，細
胞数と細胞活性は有意に増加した．
【結論】PC溶出によるCa濃度の上昇とpHの上昇が，細
胞活性の向上に関与することが示唆された．

9．ラットおよびヒト下顎頭軟骨の初期形成過程に関する観察

○柴田俊一
東京医科歯科大学大学院顎顔面解剖学分野

【目的】下顎頭軟骨はその由来に関しては下顎骨の骨膜
（様組織）から形成されるという考え（骨膜説）と，下
顎頭軟骨特有の原基から形成され二次的に下顎骨と癒合
するという考え（原基説）がある．演者らはマウスにお
いては骨膜説が当てはまる事を示してきた．しかし，他
の動物でもこの考えがそのまま適応できるかどうかは不
明であり，今回はラットおよびヒトの初期下顎頭軟骨形
成部位を観察しこの説を検証した．
【方法】胎齢15．0－18．0のSDラットを固定し，凍結切
片，Technovit樹脂あるいはパラフィン切片作を冠状断
で作成し，トルイジンブルー染色，アルカリフォスファ
ターゼ染色およびType I，II，Xコラーゲンのin situ hy-

bridizationを行った．またマドリッドのUniversidad Com-

plutenseのJosé F. Rodríguez-Vázquez教授のご好意で推定
胎齢8週（頂臀長28mm）および9週齢（頂臀長38
mm）のヒト胎児の標本（パラフィン切片，HE染色また
はアザン染色）を供与いただき，顕微鏡観察するととも
に三次元復構模型を作成して，下顎頭軟骨原基あるいは
初期に形成された下顎頭軟骨と下顎骨の位置関係を検討
した．

【結果と考察】胎齢15．0日でラット下顎頭軟骨の原基は
既に形成されている下顎骨の遠心部に間葉細胞の凝集と
して認識され，連続切片で観察するとそれは下顎骨と連
続しており，独立した間葉凝集は認められなかった．ま
た間葉凝集の細胞はアルカリフォスファターゼ染色陽性
を示した．胎齢16．5日では間葉凝集の中に最初の軟骨細
胞が出現し，軟骨細胞は，type IIコラーゲンのmRNAを
発現していた．また形成された軟骨の軟骨細胞はすべて
アルカリフォスファターゼ染色陽性を示した．以上のこ
とからラット下顎頭軟骨もアルカリフォスファターゼ陽
性の骨膜様組織から形成される事が明らかとなった．ヒ
トの標本を連続切片および三次元復構模型で観察すると
頂臀長28mm（推定胎齢8週）では下顎頭軟骨の原基
が，38mmm（推定胎齢9週）では形成された下顎頭軟
骨が観察されいずれも下顎骨と連続していた．従ってヒ
ト下顎頭軟骨もラット，マウスと同様骨膜説が当てはま
る事が推測された．
【結論】マウス，ラット，ヒトの下顎頭軟骨は独立した
間葉凝集からではなく，下顎骨の骨膜様組織に由来す
る．
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10．DICOM viewer OsiriXとiPadを併用したPACSの構築－歯科部門のフィルムレス化の可能性と問題点

○中山英二＊，大西 隆＊，佐野友昭＊，杉浦一考＊

＊北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野

【目的】DICOM viewerのOsiriXを利用したPACSを構築
し，無線LANとiPadによる医用画像参照を機動的に実現
した運用を紹介し，北海道医療大学歯科部門のフィルム
レス化の可能性と問題点を考察することである．
【方法】画像サーバーにApple社製Mac mini Server

v10．6Snow Leopard（CPU：Intel Core2Duo2．66GHz）
2台，画像ストレージにPromise社製SmartStor DS4600
（4×2TB，RAID5）2台，DICOM viewer用のPCとし
て，Apple社製iMacとMac mini（CPU：Intel Core2Duo

2．4GHz），およびiPad複数台，無線LAN rooterはApple社
製AirMac Express複数機を使用した．ソフトウエアとし
ては，Database engineはMySQL，DICOM serverはJava言

語で開発されたDCM4CHEE／2．16O，DICOM viewerは
OsiriX3．8．1（64bit版）である．また，iPadでは・基本
OSはiOS4．3，DICOM viewerはOsiriX HD2．0である．シ
ステム構築はNewton Graphics社（札幌市）が行った．
【結果と結論】ハードウエアを含めた設置費用は低価格
であり，医科部門においてはフィルムレス画像管理が実
現できた．歯科部門においては無線LANとiPadによる口
内法以外の医用画像閲覧のmobile systemを実現でき，多
数台のチェアが存在する歯科部門でのフィルムレス化を
実現する上で本システムは有用である．今後は歯科部門
の口内法のデジタル化システムの導入が課題である．

11．下顎骨における3次元有限要素法を用いた即時荷重インプラントの応力解析

○石川昌洋，國安宏哉，仲井太心，坂本太郎，越智守生
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

【目的】一般的なインプラント治療は埋入から上部構造
の装着までに下顎で約3か月を必要とする．近年インプ
ラント治療は患者のQOLを考慮し，迅速に咬合機能と
審美機能を回復するため，埋入直後に上部構造を装着す
る即時荷重インプラントが行われている．しかし今まで
に即時荷重インプラントの力学的解析は行われていな
い．そのために即時荷重がどのような応力分布を示すか
明らかでない．そこで本研究は三次元有限要素法を用
い，即時荷重時の応力解析の方法を検討すると共に，イ
ンプラントの形態がインプラント周囲骨に及ぼす影響を
明かにすることを目的とした．
【方法】骨モデルは皮質骨と海綿骨の二層のモデルとし
て構築した．幅径10．0mm，高径24．0mm，皮質骨の厚
さは2．0mmの立方体とした．骨モデルの上部中心に1
本のインプラント体を垂直に設置した．インプラント体
はNobel Speedy Groovy（以後SPEEDY）の直径4．0mm，
長径10．0mm及びNobel Active（以後ACTIVE）の直径
4．3mm，長径10．0mmをMicroCTで撮像しモデル化し

た．境界条件は即時荷重を想定し，摩擦係数0．43とした
モデル（GAPモデル）を構築した．対照として，インプ
ラント体と骨が結合したモデル（BONDモデル）の構築
も行った．荷重条件は，インプラント体上部中心に200
Nを垂直に荷重した．拘束条件は下顎骨モデル基底面を
完全に拘束した．設計から解析には，計算力学研究セン
ターのMechanical Finder Version6．0を用いた．
【結果】SPEEDY頚部および先端部周囲骨の平均相当応
力において，即時荷重を想定したGAPモデルのほうが高
い応力値を示した．

ACTIVE先端部周囲骨の平均相当応力においてGAPモ
デルのほうが高い応力値を示したが，頚部周囲骨では
GAPモデルのほうがBONDモデルよりも低い応力値を示
した．
【結論】以上の結果から，即時荷重におけるインプラン
ト体は，インプラント体頚部が逆テーパー状で，さらに
短いスレッドを有したほうが頚部および先端部の応力を
軽減できる．
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12．上顎無歯顎におけるコンピューターガイドシステムを用いた即時負荷インプラント治療の臨床的検討

○今枝明子，北所弘行，杉村佳洋，佐藤里織，上田修平，榊原 豪，田村 誠，
神成克映，工藤 勝，大桶華子，佐野友昭，舞田健夫，越智守生

北海道医療大学病院インプラント歯科外来

【目的】上顎無歯顎症例に対し，コンピューターガイド
システムによる即時負荷インプラント治療を行い，Im-

plant Stability Quotient（以下ISQ）計測にて経時的変化
を捉え，臨床的評価を行ったので報告する．
【方法】上顎無歯顎症例に対し，コンピューターガイド
システム（NobelGuideTM：Nobel Biocare社）を用いて埋
入したインプラントに即時負荷を行った．対象患者は9
名（男性5名，女性4名）で，平均年齢60歳であった．
埋入されたインプラント本数は46本であり，インプラン
ト埋入直後から，共鳴振動周波数分析装置（OsstellTM

mentor：Integration Diagnostics社）によるISQ値を経時的
に計測した．
【結果】今回，コンピューターガイドシステムを用いて
インプラントを埋入し，即時負荷を行った後のインプラ
ントの累積残存率は100％であった．骨質はLekholm・

Zarbの分類でTypeⅡ～Ⅳ，TypeB～Cであった．また，
インプラント46本の埋入トルク値は30Ncm～70Ncmであ
った．術直後のISQ値は，インプラント46本中45本が60
以上の値を示し，即時負荷可能と判断した．1本はISQ値
48であったが，埋入トルク値を考慮し即時負荷を行っ
た．
【結論】今回，コンピューターガイドシステムを用いた
9症例はすべて即時負荷を行い，累積残存率は100％で
あった．埋入予定部位の骨質，埋入トルク値，埋入時
ISQ値を考慮し，即時負荷後の経時的ISQ値を観察する
ことにより，アバットメントの弛みなどの偶発症や骨の
回復状況の指標となる可能性が示唆された．今後も，術
後の経過を追うとともに症例数を増やし，さらなる検討
を行いたい．

13．北海道医療大学病院インプラント歯科外来の現状報告

○佐藤里織，北所弘行，杉村佳洋，今枝明子，上田修平，榊原 豪，田村 誠，
神成克映，工藤 勝，大桶華子，佐野友昭，舞田健夫，越智守生

北海道医療大学病院インプラント歯科外来

【目的】我々は，2006年から2011年の6年間に北海道医
療大学病院インプラント歯科外来を受診した患者の動向
を調査したので報告する．
【方法】北海道医療大学病院インプラント歯科外来にお
いて，2006年1月から2011年12月までの6年間にインプ
ラント関連治療を受けた患者348症例，909本を対象に分
析し検討した．検討項目は来院患者内訳，インプラント
の本数，種類，サイズ，埋入部位，手術管理および受診
経路とした．
【結果】インプラント関連治療を受けた患者は348症例
（男性131症例，女性217症例）で，年齢分布は16歳から
78歳，平均年齢は56．1±9．5歳（男性58．8±9．0歳，女性
54．2±9．4歳），インプラント埋入本数は総数909本であ
り，累積残存率は97．5％であった．インプラントシステ
ムはBrånemark systemが765本，インプラント直径は4．0
～4．4㎜が456本（50％），長径は10～12㎜が391本
（43％），インプラント埋入部位は下顎臼歯部が436本

（48％），インプラント手術での入院症例320症例のうち
日帰り入院が216症例（62．1％），局所麻酔と笑気吸入鎮
静法＋静脈内鎮静法併用での手術が302症例（86．8％）
および患者の受診経路においては他院からの紹介が191
症例（54．9％）と最多であった．
【結論】今回，当院インプラント歯科外来の現状を調査
することにより，近年では埋入本数の減少が若干認めら
れたが，安定したインプラント手術件数および高い紹介
患者率を確認することができた．また他院からの骨増生
手術，CT撮影依頼の経年的増加傾向がみられた．この
増加要因として他院におけるインプラント治療の普及お
よび患者のインプラント治療に対する関心が高まったこ
とが考えられた．今後，我々は，当院におけるインプラ
ント治療を積極的に情報公開すると共に病診連携をより
深めていく責務が生じていると思われた．さらに安心・
安全なインプラント治療を目指し研鑽に努める所存であ
る．
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14．保存修復学基礎実習における問題志向型教材の開発

○油尾俊也，泉川昌宣，半田慶介，伊藤修一，永井康彦，甕富美子，小池俊之，林敬次郎，岸田佳枝，斎藤隆史
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

【目的】保存修復学基礎実習は，人体を模擬したファン
トームを用いた実習を通じ，う蝕などの歯の硬組織疾患
に対する検査・診断・治療計画の立案・治療といった一
連の基本的技能を習得することを目的としており，卒前
臨床実習および卒後臨床研修の基礎をなす重要な過程で
ある．しかし，現在の基礎実習は検査～治療計画の立案
を加味した実習となっておらず，臨床における治療プロ
セスとの乖離が認められる．そこで今回我々は，保存修
復学基礎実習における問題志向型教材を開発したので報
告する．
【方法】北海道医療大学，東京歯科大学，朝日大学，大
阪歯科大学，福岡歯科大学における保存修復学基礎実習
書を精査し，実習内容と臨床における治療プロセスとを
比較検討した．その結果をもとに臨床所見等（口腔内写
真，エックス線写真や他の検査結果）を教材に付与し，
問題志向型教材（PowerPoint教材・動画教材）を作成し
た．作成した教材は平成23年度保存修復学基礎実習にお
いて一部の課題について試用し，アンケート調査を行っ
た．
【結果】5大学の実習書を比較した結果，その内容は多
種多様であり，実際の臨床と基礎実習とで得られる情報

に大きな差が認められた．また各大学の実習書には断片
的な情報が多いため，治療の一連の流れを把握しにく
く，窩洞形成～修復処置といった単純作業になっている
傾向にあることが明らかになった．そこで各大学間で術
式，文言の統一化を行い，臨床所見等を付与することに
より，検査・診断・治療計画の立案・治療のプロセスを
組み込むことによって，臨床における問題解決のプロセ
スをイメージしやすいように工夫を加えた教材を開発し
た．今回開発した教材を使用してのアンケート結果で
は，PowerPoint教材・動画教材ともに内容量，理解のし
やすさ等に対し，良好と回答した学生が多かった．
【考察】歯学教育において合理的で効率的な臨床教育を
実践するためには，基礎実習の段階からより臨床に即し
た実習を導入することが重要と考える．今回我々は，臨
床所見等を教材に組み込むことにより，学生の問題解決
プロセスの習得に役立つ教材の開発を行った．今後，学
生の臨床推論能力を育成する新たな実習システムの構築
に関してさらに検討を進めていきたいと考える．
【結論】今回開発した教材は，保存修復学分野の一連の
基本的技能を効果的に習得できる教育システムとして有
用であることが示唆された．

15．実習における視覚素材を用いたPre-post testによる学生の理解度の評価

〇額 諭史＊，川西克弥＊，河野 舞＊，會田英紀＊，豊下祥史＊，会田康史＊，小池智子＊，
土屋一陽＊，伊東由紀夫＊＊，奥田耕一＊＊＊，池田和博＊＊＊＊，越野 寿＊

＊北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系咬合再建補綴学分野，
＊＊伊東歯科医院，＊＊＊おくだ歯科クリニック，

＊＊＊＊北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系高齢者・有病者歯科学分野

【目的】卒前歯科医学教育において，歯科医師に求めら
れる知識や臨床問題解決能力を効果的に習得させること
は重要である．そのためには，教育者は学生の理解度を
把握しながら講義・実習を進める必要があるため，理解
度評価のためにレポートや小テストなどが用いられるこ
とが多い．しかしながら，教育効果を評価するための代
表的なツールである筆記試験では，正答率が学生の理解
度と必ずしも一致しているとは限らないと考えられる．
そこで本研究では，第4学年に実施される全部床義歯補
綴学基礎実習を通して，技工操作や臨床に関連した視覚
素材を用いたプレテストとポストテストを導入し，各設
問に対する学生の理解度について調査を行うことで，基
礎知識や臨床問題解決能力の学習初期段階における教育
方法の問題点を抽出することを目的とした．
【方法】平成23年度本学歯学部第4学年の学生108名
（男性89名，女性19名）に対し，全部床義歯補綴学基礎
実習時に視覚素材を用いた選択回答式質問による小テス
ト（プレテストとポストテスト）を実施した．また，各
設問に対し，学生の自己判断による理解度について調査
した．
【結果および考察】理解度の主観的評価に用いたアンケ

ートに不備が認められた3名を除く105名（有効回答率
は97．2％）に対して分析を行った．全13回（130問）の
プレテストの正答率の平均値は53．9±28．6％であったの
に対し，ポストテストでは正答率の平均値が78．7±
23．3％で，プレテストと比較して有意に高い値を示した
（p＜0．001）．一方，プレテストで正答を選択し，「理解
しているから解答できた」と答えた割合がポストテスト
において有意に増加していることが示された（p＜
0．001）．また，プレテストで正答を選択し，「よくわか
らないので適当に解答した」と答えた割合が，ポストテ
ストにおいて有意に低下していることが示された（p＜
0．001）．さらに，プレテストにおいて不正解でなおかつ
「よくわからないので適当に解答した」と答えた割合が
ポストテストにおいて有意に低下していることが示され
た（p＜0．01）．以上の結果より，正答率は学生自身の理
解度とは必ずしも一致していないことが示唆された．こ
れらのことから，今後，講義・実習内容に関して改善す
べき点を抽出することによって，効率的かつ効果的な卒
前歯科医学教育システムを構築することができると考え
られる．
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16．当診療科における予知性の高い歯科補綴治療システム構築を目指した取り組み－ベースライン調査－

〇会田康史＊，川西克弥＊，會田英紀＊，額 諭史＊，河野 舞＊，豊下祥史＊，佐々木みづほ＊，
渡部真也＊，小池智子＊，土屋一陽＊，松原国男＊＊，池田和博＊＊＊，越野 寿＊

＊北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系咬合再建補綴学分野，
＊＊北海道医療大学歯科内科クリニック地域支援医療科訪問診療室，

＊＊＊北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系高齢者・有病者歯科学分野

【目的】これまで，歯科補綴学領域では歯列の欠損に対
する1顎単位の分類としてKennedy分類が幅広く利用さ
れ，さらに上下顎残存歯の咬合支持域を示す分類方法と
してはEichner分類が採用されてきた．しかし，これら
の分類方法は簡便ではあるが，欠損歯列の病態診断や予
後を判定することが困難であるという欠点が挙げられ
る．そこで今回，咬合支持と残存歯との関係からその予
後の判定を客観的に行うことを目的として，宮地らが考
案した咬合三角による欠損歯列の病態診査方法をもと
に，北海道医療大学歯科内科クリニックの第一補綴診療
科を受診した患者を対象とし，歯科診療録を用いて残存
歯と咬合支持の状況などについて調査を行うこととし
た．本発表では，研究の概要およびベースラインでの解
析対象のデータについて報告する．
【方法】平成23年度4月～12月に第一補綴診療科を受診
した患者349名（男性157名，女性192名）を対象とし，
最終診療日の時点における歯科診療録の記載内容から生
年月日，歯式，診療内容，通院履歴を調査した．なお，
全患者のうち，施設入所者の障害者および介護を必要と
する者は除外対象とした．

【結果および考察】Eichner分類では，B型とC型を合わ
せると全体の92．5％を占め，とくにC‐2では24．3％と
最も高い割合を示した．一方，A型の割合は7．5％と少
なく，宮地らのデータとは異なる分布結果が得られた．
これは当診療科の対象患者の平均年齢が高齢（67．9±
13．4歳）であることや，主に有床義歯補綴患者を対象と
していることが理由として考えられる．また，咬合三角
による分類では，レベルⅠが13．5％，レベルⅡが
20．6％，レベルⅢが20．3％，レベルⅣが45．6％であっ
た．さらに，すれ違い咬合や片顎の全部歯列欠損状態に
陥る直前下の患者，すなわち，レベルⅢの領域内からリ
スクが高い対象者を抽出し，宮地らが考案した歯の生涯
図に照合させ，その予後について後向きに追跡調査を行
ったところ興味深い知見が得られたので合わせて報告す
る．今後，当診療科における補綴治療の予後に関するエ
ビデンスを蓄積することによって，担当歯科医が治療経
験年数に関係なく，欠損歯列の病態から妥当性の高い補
綴物の設計ならびに治療計画の立案が行えるようになる
と考えられる．

17．咀嚼刺激による脳神経活動部位検出のための脳機能イメージング法の検討

〇河野 舞，川西克弥，會田英紀，豊下祥史，越野 寿
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系咬合再建補綴学分野

【目的】近年，咬合・咀嚼と脳機能の関係を評価する方
法として，脳内血流変化によるBOLD効果を利用した
fMRIによる脳機能イメージングの研究が発展してい
る．一方，動物を用いた脳機能イメージングの研究で
は，塩化マンガンイオンを用いたManganese Enhanced

MRI（MEMRI）があり，脳内の神経活動依存的な変化
を直接検出できることから，多くの報告がなされてい
る．そこで本研究では，咀嚼刺激や咬合不全による誘発
が脳内でのMEMRI信号から検出することが可能か否か
を検討すること目的として研究を行ったので報告する．
【方法】実験動物にはWistar系雄性ラットおよびICR雄
性マウスを用いた．MRI撮影装置には小動物用MRI撮影
装置（MRmini）を用い，シークエンスにはT1強調画像
およびFLASH撮影を用いた．まず，脳組織内のMEMRI

信号を検出するため，ラットおよびマウスに塩化マンガ
ンを腹腔内投与し，経時的な変化を観察した．次に，咀
嚼刺激による脳内のMEMRI信号強度を観察するため，
塩化マンガン投与後に咀嚼刺激や咬合不全を誘発する実
験群と対照群の2群を設定した．なお，MEMRI測定前

は24時間に及ぶ絶食を行い，また，投与後は咀嚼や咬合
不全以外の刺激が影響しないよう遮光，遮音の環境下に
て単独飼育とした．
【結果および考察】脳組織内のMEMRI信号検出に関し
ては，塩化マンガン投与後，側脳室および顎顔面の血管
系に微量なMEMRI信号の検出が認められ，投与後3～
7時間が経過した時点では，海馬や側脳室において明瞭
なMEMRI信号が検出され，分析が可能であった．しか
し，24時間後にはMEMRI信号は各部位に拡散し，特定部
位による検出が困難となった．一方，咀嚼刺激による脳
内のMEMRI信号の変化に関しては，塩化マンガン投与
直後より各飼育飼料を与えたものの，ほとんど飼料摂取
が行えないこと，自発行動が低下することから，自発的
な咀嚼行為を望むことは困難であり，MEMRI信号の変
化をとらえることはできなかった．回，塩化マンガンイ
オンを用いたManganese Enhanced MRI（MEMRI）は咀
嚼刺激による明確な変化をとらえることはできなかった
ものの，口腔機能運動時の新たな脳機能イメージングの
評価方法として期待できることが示唆される．

47

（47）

第３１巻１号　　　４Ｃ１５０　１Ｃ１３３／本文　※３１‐１から組体裁変更　ＯＴＦ／０３９～０４９　特別講演・一般講演抄録  2012.07.05 19.30.06  Page 47 



18．当センターにおける医療安全管理について

○関口五郎
東京都立心身障害者口腔保健センター

【目的】平成19年に施行された第五次改正医療法によ
り，地域歯科診療所を含めたすべての医療機関において
医療安全の確保に関する指針の作成とその実施が義務付
けられた．当センターにおいても医療安全管理指針を作
成し，職員全員が医療安全の必要性や重要性を自分自身
の課題として認識して医療事故の防止に積極的に取り組
み，患者さんやその保護者との信頼関係を保つように努
めている．今回は当センターにおける医療安全管理の取
り組みの中のヒヤリ・ハット，アクシデントの対応につ
いて報告する．
【方法】平成22年4月から23年3月までの1年間に当セ
ンター医療安全委員会に届け出のあった「ヒヤリ・ハッ
ト」，「アクシデント」の報告書を対象として，事例の件
数，内容，発生時のスタッフの対応やその後の改善状況
等について調査した．
【結果および考察】「ヒヤリ・ハット」として平成22年
度は合計93件の報告があった．事例の内容では①装置や
器具の破折・破損，②補綴物やティースブラシなどの口
腔内落下，③創傷が全体の半数を占めた．その一方で迷
子や他害，患者さんが施設や器具・器材にみだりに触れ
たことによるトラブルなど，当センターのような障害者
歯科医療機関特有ともいえる事例もみられた．なお当セ
ンターでは全ての事例について，かかわった職員は遅滞

なく医療安全管理責任者に文書にて報告することになっ
ており，医療安全委員会では報告書をもとに院内システ
ムのエラー発生要因を把握するとともに，関係する各部
署に必要な改善の指示を出している．さらに得られた情
報は全職員に定期的に文書をファイルにて回覧するとと
もに，年度ごとに事例集をまとめることで情報の周知と
共有を図っている．さらに事故発生時のフローチャート
型のマニュアルを診療室に常備することで，必要時に職
員がこの流れに沿って対応できるようにしている他，医
療事故，院内感染防止，医薬品・医療機器の安全使用な
どにかかわる内容で，職員に対して実地を含めた研修を
定期的に実施しており，こうした取り組みによって今後
の医療安全対策に反映させている．また当センターでは
さまざまな全身疾患を併発している患者さんも多いこと
から，今回具体例のトラブルの報告はなかったものの，
医科医療機関との連携や情報の共有が今後とも重要であ
ると思われた．
【結論】当センターでは今回報告したような医療安全管
理体制をとっている．そして職員全員が医療安全に対す
る情報を共有することで事故発生の未然の防止に取り組
み，今後とも障害者歯科医療において安全・安心・良質
な歯科医療を提供するために，適切な医療安全管理を推
進してゆくことにしている．

19．下顎骨中心性神経鞘腫の1例

○鬼頭秀和＊，吉本良太＊，佐野友昭＊＊＊，中山英二＊＊＊，安彦善裕＊＊＊＊，永易裕樹＊，柴田考典＊＊，有末 眞＊

＊北海道医療大学歯学部生体機能病態学系顎顔面口腔外科分野
＊＊同 組織再建口腔外科

＊＊＊同 歯科放射線科
＊＊＊＊同 臨床口腔病理学

【目的】口腔領域で発生する神経鞘腫は全体の中で
0．02％と報告されており，中でも顎骨に発生するものは
稀である．今回下顎骨に発生した神経鞘腫の1例を経験
したのでその概要を報告する．
【症例】患者：33歳，女性．現病歴：近医歯科で右側下
顎部のX線透過像を指摘され，精査・加療目的に平成23
年5月当科初診となった．現症：顔貌は左右対称性でオ
トガイ部の知覚異常はなかった．・・歯肉歯槽部に腫脹
は認めず，電気歯髄診で生活反応を認めた．パノラマX

線写真では・・・根尖部に境界明瞭な透過像を認め，
CT画像では病変は頬側への軽度膨隆と舌側皮質骨の菲
薄化を伴い，下歯槽神経との境界は不明瞭であった．
臨床診断：右側下顎骨腫瘍
【処置および経過】・・根管治療術後，全身麻酔下で腫
瘍摘出術および・・・歯根端切除術を施行した．腫瘍は
下歯槽神経に一部癒着していたが，注意深く剥離し神経

鞘の一部とともに摘出し下歯槽神経を温存した．病理組
織学的には，結合組織中に紡錘形の細胞が密に配列し，
束状配列や核の観兵式様配列を認めた．また，免疫染色
よりS‐100，NSE陽性を示し，神経鞘腫Antoni A型と診
断された．術後8ヶ月現在，再発の所見は認めず，オト
ガイ神経支配領域の知覚鈍麻は改善傾向にある．
【まとめ】下顎骨中心性神経鞘腫に関しては下歯槽神経
に由来することが多く，自験例でも同様であった．発症
年齢の平均は28～34歳で，性差は明らかではない．組織
型ではAntoni A型が多く次いでAB混合型，B型と続き，
自験例ではA型であった．治療法では下顎骨区域切除や
摘出術が行われているが，摘出での下歯槽神経の処理に
関しては詳細な検討は行われていない．現在まで神経を
温存した症例での再発は報告されていないが，自験例を
含めて再発の可能性は否定できず，今後の経過観察が重
要である．
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20．「口腔内科相談外来」における非定型歯痛患者41症例の臨床像の検討

○佐藤英樹＊，吉田光希＊＊，佐藤 惇＊＊，山崎真美＊＊，西村学子＊＊，
松岡紘史＊＊＊，千葉逸朗＊＊＊，森谷 満＊＊＊＊，安彦善裕＊＊

＊北海道医療大学病院歯科医師臨床研修科，
＊＊北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野，
＊＊＊北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野，

＊＊＊＊北海道医療大学病院個体差医療科学センター医学部門

【目的】非定型歯痛は，歯に原因がないにも関わらず歯
痛を訴えるものである．根管治療患者の3～6％に存在
すると言われているが，未だに臨床家による認識が乏し
く，的確な診断と有効な治療をうけることなく，繰り返
し行われる歯科治療と緩解しない歯痛に苦しむ患者が多
い．北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」では口腔
症状全般への対応を行っているが，その中には非定型歯
痛の患者もみられる．今回われわれは，当外来における
非定型歯痛患者の背景や経過などの臨床像を検討したの
で報告する．
【症例】平成17年9月～平成23年12月までの間に北海道
医療大学「口腔内科相談外来」を訪れ，非定型歯痛との
診断がついた患者41名であった．その中で，精神疾患の
共存（既に精神科・心療内科で治療をうけているもの，
問診により精神疾患が疑われ，対診したところ精神疾患

への治療が開始されたもの）したものは18名であり，他
の23名は共存がみられなかったため歯科医師による治療
となった．前者の18名の中で治療により明らかな緩解が
認められたものは6名，後者では13名であった．緩解さ
れた患者で用いられた薬剤で最も多かったものはミルナ
シプランであった．また，認知行動療法による介入も
VASの低下に効果的であった．
【経過および考察】完全緩解した患者は僅かであり，緩
解しながらも現在も継続治療の行われているものが多
く，一旦，非定型歯痛が発症すると，完全緩解まではか
なりの経過を要するものと考えられる．非定型歯痛の多
くは歯科治療が引き金となることから，非定型歯痛を発
症させないためのリスクや，発症時には過度な歯科治療
を行うことのないような診断に関するガイドラインの策
定が望まれる．

21．北海道医療大学病院における患者の臨床統計的検討

○大西達也＊，永易裕樹＊，北所弘行＊，吉本良太＊，淀川慎太郎＊＊，
佐野聖子＊＊，植村太輔＊，鬼頭秀和＊，有末 眞＊，柴田考典＊＊

＊北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野
＊＊北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野

【緒言】北海道医療大学病院口腔外科は地域医療の貢献
を目的に診療を開始した．今回我々は開院から4年9ヶ
月間の臨床統計的検討を行ったのでその概要を報告す
る．
【対象および方法】平成17年7月から平成22年3月まで
の4年9ヶ月間に北海道医療大学病院口腔外科を受診し
た患者40700名を対象とした．対象患者を入院患者，外
来患者に分け手術症例別，紹介患者別，地域別，年度別
に集計し，検討項目とした．
【結果】①患者延数40700名（入院患者7511名，外来患
者33189名）②手術件数：外来小手術件数5661例，口腔
外科手術件数954例，③外来小手術内訳：抜歯4151例
（75．09％），炎症267例（4．72％ ）， 嚢 胞309例
（5．46％），良性腫瘍130例（2．30％），悪性腫瘍1例
（0．02％），唾液腺疾患関連88例（1．55％），顎変形症・
奇形103例（1．82％），外傷85例（1．5％），インプラント
209例（3．69％），その他218例（3．85％）．入院手術例内
訳：抜歯252例（25．50％），炎症27例（2．73％），嚢胞78
例（7．89％），良性腫瘍49例（4．96％），悪性腫瘍47例

（4．76％），唾液腺疾患関連26例（2．63％），顎変形症・
奇形144例（14．57％），外傷31例（3．14％），インプラン
ト326例（33．00％），その他8例（0．81％）④紹介患者
数1966名（外来紹介患者1709名，入院紹介患者257名）
⑤紹介元施設数は札幌市88件（65．1％），その他の群市
47件（34．9％）であった．
【結語】北海道医療大学病院口腔外科における開院から
4年9ヶ月間の臨床統計的検討を行った．患者数は開院
より年次的に増加しており，それに伴い手術件数も増加
を示した．内訳は口腔外科小手術では抜歯が75％，入院
手術ではインプラント手術が33％，抜歯術，顎変形症手
術と続き，地域医療のニーズを示唆された．紹介先は札
幌市88件（65．1％）のうち51件（37．8％）は北区，東区
からの紹介であり，受診の利便性の関与が示唆された．
また市内だけでなく全道各地より紹介があり，そのうち
同窓会からの紹介が大部分を占めた．今後もさらなる病
診連携体制など機能の充実をはかれるよう努力を続けて
行く．
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第30回北海道医療大学歯学会総会記録

1）庶務報告
⑴ 会員数 ⑵ 役員
正会員 977名 常任理事 7名
準会員 10名 理 事 28名
賛助会員 14名 監 事 2名
臨時会員 5名 評 議 員 74名
名誉会員 14名
合 計 1，020名

⑶ 会務報告
平成23年
第1回理事・監事会 平成23年2月9日㈬
報告事項 庶務報告 編集報告 企画報告について
審議事項 平成22年決算報告と平成23年予算（案）について
その他 第30回学術大会担当講座

生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野 有末眞
第2回理事・監事会 平成23年7月13日㈬

特別講演①②が事後承認された．
第3回理事・監事会 平成23年9月14日㈬

特別講演③が承認された．
第4回理事・監事会 平成23年9月28日㈬

特別講演⑤が承認された．
第5回理事・監事会 平成23年10月12日㈬

特別講演④が事後承認された．

2）編集報告
北海道医療大学歯学雑誌 （30巻1号）
総説3編 原著3編 症例報告1編 学位論文11編 最近のトピックス11編
学会記録 （本文118頁）

北海道医療大学歯学雑誌 （30巻2号）
総説1編 原著1編 最近のトピックス7編 （本文70頁）

会 務 報 告
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3）企画報告
第29回学術大会

日 時：平成23年3月5日（土曜日）
場 所：北海道医療大学サテライトキャンパス
担当講座：歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野

定例講演会
平成23年第29回学術大会と併催
演題名：治癒の病理―研究から臨床へ，臨床から研究へ―

“Bench to Clinic, Clinic to Bench”

講師 ：東京歯科大学病理学講座 教授
下野正基先生

特別講演
①平成23年7月11日（月曜日） 担当講座 顎顔面口腔外科学分野
演題名：アメリカで行われている最新歯科治療
演者 ：Tommy Yamashita 先生 DenTech International, Inc. C.E.O

南カルフォルニア大学 生涯研修専任講師・補綴科専任講師
②平成23年7月12日（火曜日） 担当講座 生体材料工学分野
演題名：口腔内での材料劣化と修復物の寿命
演者 ：浅岡憲三 先生 徳島大学院生体材料工学分野 教授

③平成23年9月28日（水曜日）担当講座 臨床口腔病理学分野
演題名：ミクロとマクロのぶどう膜炎論

―ベーチェット病関連遺伝子の発見を含めて―
演者 ：北市伸義 准教授 北海道医療大学病院 眼科

④平成23年10月6日（木曜日）担当講座 生理学分野
演題名：唾液分泌機能の維持機構
演者 ：吉垣純子 先生

日本大学松戸歯学部生理学講座 教授
⑤平成23年10月11日（火曜日）担当講座 う蝕制御治療学分野
演題名：Recent Development of Dental Education in Private Sectors in Bangladesh

演者 ：MD Raquibul Hossain 先生
Vice−President,Bangladesh Dental Society Chairman, Governing Body of Pioneer Dental College &

Hospital, Dhaka, Bangladesh

研究奨励金
口腔構造・機能発達学系 歯科矯正学分野
永坂 萌 研究テーマ：顎関節内障の発症機構の分子生物学的解明

口腔生物学系 微生物学分野
佐藤寿哉 研究テーマ：細胞毒素産生細菌をマーカーとした口腔内疾患の病態診断法の基礎的検討

口腔生物学系 微生物学分野
眞島いづみ 研究テーマ：口腔バイオフィルム形成に及ぼすveillonella属細菌の分子遺伝学的役割
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本年度の帳簿等関連諸表を調査の結果，決算報告に誤りのないこ
とを認めます。

平成 年 月 日

会計監事

会計監事

収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率

①会費等収入 4，395，000 4，277，000 97
正会員
本年納入分 3，245，000 3，140，000 97

（649名×5，000円）（628名×5，000円）
滞納分 600，000 505，000 84

（120名×5，000円）（101名×5，000円）
準会員
本年納入分 30，000 15，000 50

（10名×3，000円）（5名×3，000円）
滞納分 0 6，000

（2名×3，000円）
賛助会員
本年納入分 420，000 420，000 100

（14名×30，000円）（14名×30，000円）
滞納分 0 30，000

（1名×30，000円）
新規会員
新卒 100，000 95，000 95

（20名×5，000円）（19名×5，000円）
その他 0 30，000

（0名×5，000円）（6名×5，000円）
臨時 0 21，000

（0名×5，000円）（3名×5，000円・2名×3，000円）
入会金 0 15，000

（0名×3，000円）（5名×3，000円）
②事業収入 300，000 371，975 124
広告料 300，000 270，000 90
別刷料 0 51，975
掲載料 0 50，000

③雑収入 15，000 41，437 276
利息 10，000 7，297 73
その他 5，000 34，140 683

当期収入A 4，710，000 4，690，412 99
前期繰越金B 17，400，566 17，400，566
収入合計 22，110，566 22，090，978 99．9
（Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ）

支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①学術大会及び定例講演会 700，000 582，643 83

開催費等 400，000 300，443 75
印刷費 100，000 98，700 99
宿泊費 20，000 20，000 100
旅費 80，000 63，500 79
謝礼 100，000 100，000 100

②特別講演会補助 300，000 150，000 50
③雑誌発行費 2，530，000 2，467，916 98

印刷費 2，200，000 2，261，700 103
発送費 200，000 155，316 78
査読費 100，000 39，000 39
英文添削費 30，000 11，900 40

④事務費 1，700，000 1，582，031 93
事務委託費 1，080，000 1，210，000 112
事務印刷費 20，000 1，688 8
事務通信費 300，000 248，226 83
事務用品費 300，000 122，117 41

⑤研究奨励金 500，000 500，000 100
⑥デンタルトピックス補助 300，000 300，000 100
⑦会議費 10，000 4，788 48
⑧予備費 300，000 0 0
⑨諸雑費 50，000 40，950 82
⑩日本歯学系学会年会費 50，000 50，000 100
当期支出小計� 6，440，000 5，678，328 88
当期支出差額�

（Ａ－Ｄ） －1，730，000 －987，916
次期繰越金�

（Ｂ＋Ｅ） 15，670，566 16，412，650 105
当期支出合計

（Ｄ＋Ｈ） 22，110，566 22，090，978

収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額

①新規預かり金 200，000 245，000
新入会員
2012年分 100，000 100，000

（20名×5，000円）（20名×5，000円）
2013年分 100，000 100，000

（20名×5，000円）（20名×5，000円）
その他（3年以上の預かり金） 45，000
2012年～2020年分 （9年×1名×5，000円）

②前年度繰り越し金 330，000 330，000
2011年分 155，000 155，000

31名×5，000円 31名×5，000円
（2009年預かり金）（2009年預かり金）

90，000 90，000
18名×5，000円 18名×5，000円

（2010年預かり金）（2010年預かり金）
2012年分 85，000 85，000

17名×5，000円 17名×5，000円
（2010年預かり金）（2010年預かり金）

③収入合計（①＋②） 530，000 575，000

支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額

2011年会費 245，000 245，000
155，000 155，000

31名×5，000円 31名×5，000円
（2009年預かり金）（2009年預かり金）

90，000 90，000
18名×5，000円 18名×5，000円

（2010年預かり金）（2010年預かり金）
④支出小計 245，000 245，000
次期繰り越金

⑤＝③－④ 285，000 330，000
支出合計 ④＋⑤ 530，000 575，000

会計報告

北海道医療大学歯学会 平成23年 決算書（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

北海道医療大学歯学会 平成23年 預かり金会計 決算書（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

次期総繰越金
一般会計繰越金（H）＋預かり会計繰越金⑤
16，412，650円＋330，000円＝16，742，650円

資産の部
現金 97，073円
北海道銀行当別支店 普通預金 3，045，522円
北海道銀行当別支店 定期預金 5，500，000円
北洋銀行当別支店 定期預金 8，045，975円
郵便局 54，080円

合計 16，742，650円
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収 入 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額

①会費等収入 4，395，000 4，150，000
正会員
本年納入分 3，245，000 3，100，000

（649名×5，000円）（620名×5，000円）
滞納分 600，000 500，000

（120名×5，000円）（100名×5，000円）
準会員
本年納入分 30，000 30，000

（10名×3，000円）（10名×3，000円）
滞納分 0 0

賛助会員
本年納入分 420，000 420，000

（14名×30，000円）14名×30，000円）
滞納分 0 0

新規会員
新卒 100，000 100，000

（20名×5，000円）（20名×5，000円）
新規会員
その他 0 0

（0名×5，000円） （0名×5，000円）
新規会員
臨時 0 0

（0名×5，000円） （0名×5，000円）
入会金 0 0

（0名×3，000円） （0名×3，000円）
②事業収入 300，000 300，000

広告料 300，000 300，000
別刷料 0 0
掲載料 0 0

③雑収入 15，000 15，000
利息 10，000 10，000
その他 5，000 5，000

当期収入A 4，710，000 4，465，000
前期繰越金B 17，400，566 16，412，650
収入合計
（Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ） 22，110，566 20，877，650

支 出 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額
①学術大会及び定例講演会 700，000 600，000

開催費等 400，000 300，000
印刷費 100，000 100，000
宿泊費 20，000 20，000
旅費 80，000 80，000
謝礼 100，000 100，000

②特別講演会補助 300，000 300，000
③雑誌発行費 2，530，000 2，530，000

印刷費 2，200，000 2，200，000
発送費 200，000 200，000
査読費 100，000 100，000
英文添削費 30，000 30，000

④事務費 1，700，000 1，700，000
事務委託費 1，080，000 1，080，000
事務印刷費 20，000 20，000
事務通信費 300，000 300，000
事務用品費 300，000 300，000

⑤研究奨励金 500，000 500，000
⑥デンタルトピックス補助 300，000 300，000
⑦会議費 10，000 10，000
⑧予備費 300，000 300，000
⑨諸雑費 50，000 50，000
⑩日本歯学系学会年会費 50，000 50，000
当期支出合計� 6，440，000 6，340，000
当期支出差額�

（Ａ－Ｄ） －1，730，000 －1，875，000
次期繰越金�

（Ｂ＋Ｅ） 15，670，566 14，537，650
総支出（Ｈ＋Ｄ） 22，110，566 20，877，650

収 入 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額

①新規預かり金 200，000 200，000
新入会員
2013年分 100，000 100，000

（20名×5，000円）（20名×5，000円）
2014年分 100，000 100，000

（20名×5，000円）（20名×5，000円）
②前年度繰り越し金 330，000 330，000
2012年分 155，000 85，000

31名×5，000円 17名×5，000円
（2009年預かり金）（2010年預かり金）

90，000 100，000
18名×5，000円 20名×5，000円

（2010年預かり金）（2011年預かり金）
2013年分 85，000 100，000

17名×5，000円 20名×5，000円
（2010年預かり金）（2011年預かり金）

その他（3年以上の預かり金） 45，000
2012年～2020年分 9年×1名×5，000円

（2011年預かり金）
③収入合計（①＋②） 530，000 530，000

支 出 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額

2012年会費 245，000 190，000
155，000 85，000

31名×5，000円 17名×5，000円
（2009年預かり金）（2010年預かり金）

90，000 100，000
18名×5，000円 20名×5，000円

（2010年預かり金）（2011年預かり金）
5，000

1名×5，000円
（2011年その他預かり金）

④支出小計 245，000 190，000
次期繰り越金

⑤＝③－④ 285，000 340，000
支出合計 ④＋⑤ 530，000 530，000

北海道医療大学歯学会 平成24年予算書（案）（平成24年1月1日～平成24年12月31日）

北海道医療大学歯学会 平成24年 預かり金会計 予算書（案）（平成24年1月1日～平成24年12月31日）
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北海道医療大学歯学会会則（2006年12月15日現在）

第1章 総 則

（名 称）
第1条 本会は北海道医療大学歯学会（The Dental Soci-

ety of Health Sciences University of Hokkaido）
と称する．

（目 的）
第2条 本会は北海道医療大学歯学部（以下本学部と略

す）を中心に，会員相互の緊密な協力により，
学術研究の推進・専門技術の錬磨を計り，歯学
の進歩・発展に寄与するとともに，会員の親睦
を図ることを目的とする．

第2章 会 員

（会 員）
第3条 本会は以下の会員よりなる．

1．正会員
歯学の研究に従事し，本会の目的に賛同す
る者，本学部教職員・大学院生・研究生・
臨床研究生・歯科臨床研修医・卒業生およ
び本学部元教育関係者で理事会の承認を得
た者．

2．名誉会員
本会の設立または発展に，特に功労のあっ
た者で，常任理事会が推挙し，理事会，評
議員会の議を経た者．なお，名誉会員には
名誉会員証を贈るほか会員の権利を保有
し，年会費一切の費用を徴収しない．

3．準会員
歯学教育・診療関係者で理事会の承認を得
た者．

4．学生会員
本学部専門課程の学生で理事会の承認を得
た者．ただし，学生会員は卒業後正会員に
移行するものとする．

5．賛助会員
本会の目的および事業に賛同し，協力・支
援する個人・団体等で，理事会の承認を得
た者．

（入 会）
第4条 本会に入会を希望する者は，所定の申し込み書

に必要事項を記入の上本会事務局に申し込むも
のとする．

（退 会）
第5条 会員で退会を希望する者は，速やかにその旨を

本会事務局に通知すること．ただし，納入済み
会費の返還はこれを行わない．

（会員資格喪失）
第6条 会員は以下の事由によりその資格を喪失する．

1．2年以上会費の未納，所在不明または連絡
のつかいない者．

2．本会の名誉に反する言動のあった者につい
ては，会長は理事会，評議員会の議を経て
退会を勧告または除名することがある．

（再入会）
第7条 会費未納により会員資格を喪失した者が再入会

を希望する場合は，2年分の未納会費を納入後
入会手続きをとるものとする．

第3章 役員および運営

（役 員）
第8条 本会に以下の役員をおく．

会長1名，専務理事1名，常任理事 若干名，
理事 若干名， 監事2名，評議員 若干名，およ
び常任委員若干名
1．会長は本学部教授の中より，理事会が推薦

し，評議員会の議を経てこれを決める．会
長は本会を代表し，会務を統括する．

2．専務理事は理事会の議を経て会長が委嘱す
る．専務理事は会務の運営処理を推進す
る．

3．常務理事は理事の中より選出し，会長が委
嘱する．常任理事は常任理事会を組織し，
会務を分担し，執行する．分担する会務
は，庶務，会計，編集，企画，その他とす
る．

4．理事は本学部教授，ならびに3名以上の理
事の推薦を受け理事会の承認を得た者とす
る．理事は，理事会を組織し，役員の推薦
など会務に関する重要事項を審議する．

5．監事は理事会の議を経て会長がこれを委嘱
する．監事は会計およびその他の会務を監
査する．また必要に応じ，理事会に出席す
る．

6．評議員は本学部教授，助教授，専任講師で
構成するほか，会長の推薦により理事会の
承認を得た者とする．評議員は評議員会を
組織し，会長の諮問に応じて必要事項を審
議する．

7．常任委員は理事会の議を経て，会長がこれ
を委嘱する．常任委員は常任理事を補佐
し，会務の分掌処理にあたる．

（会議の成立条件）
第9条 理事会，評議員会は構成員の2分の1以上の出

席（委任状を含む）をもって成立し，議事は出
席者の過半数によりこれを決する．

（任 期）
第10条 各役員の任期は2年を原則とする．ただし，再

任を妨げない．

第4章 事 業

第11条 本会は第2条の目的を達成するために以下の事

54

（54）

第３１巻１号　　　４Ｃ１５０　１Ｃ１３３／本文　※３１‐１から組体裁変更　ＯＴＦ／０５４～０５５　会則  2012.07.05 19.30.06  Page 54 



業を行う．
1．総 会

総会は会長の召集により年1回学術大会を
開催し，会務等について報告する．また，
必要に応じ会長は臨時総会を開催すること
がある．

2．学術大会
学術大会は年1回以上開催し，会員の研究
発表，その他学術発展に関する行事を行
う．

3．学術講演会，研修会
4．会 誌

本会は機関誌“北海道医療大学歯学雑誌
（The Dental Journal of Health Sciences Uni-
versity of Hokkaido）”を年2回発行し，会
員に配布する．会誌は逐次増刊することが
出来る．北海道医療大学歯学雑誌の投稿規
定ならびに論文査読規定については別に定
める．

5．その他
本会の目的達成に必要と認めた事業．

第5章 会 計

（運営経費，会計）
第12条 本会の運営経費は会員の納入する会費，寄付

金，その他の収入をもってこれにあてる．
2 各会員の会費は以下の通りとする．
イ 正会員

入会金 3，000円 年会費 5，000円
ロ 準会員，学生会員

年会費 3，000円
ハ 賛助会員

入会金10，000円 年会費30，000円
ただし新入会員（正会員，賛助会員）
で，会費3年以上を前納した者に対して
は入会金を免除する．なお事業の目的に
応じ，臨時会費を徴収することがある．

3 本会の会計年度は1月1日より12月31日と
する．

（会計報告）
第13条 本会の収支決算については，理事会，評議員会

の承認を得て，総会において会員に報告しなけ
ればならない．

第6章 雑 則

（事務局）
第14条 本会の事務局は本学部内におく．
（会則の改廃）

第15条 この会則に定めるもののほか，本会則の実施に
必要な内規は理事会の議を経て別に定めるもの
とする．

第16条 本会則の改廃は理事会，評議員会の承認を得
て，会長は会員に報告しなければならない．

附 則

1．本会則は昭和61年8月1日より施行する．
2．本会則は平成7年3月1日より施行する．
3．本会則は平成8年4月1日より施行する．
4．本会則は平成17年4月1日より施行する．
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「北海道医療大学歯学雑誌」投稿規程（2012年6月30日現在）

1．投稿資格
著者は，原則として共著者を含め，本会会員に限
る．ただし，非会員が共著者となる場合には，1年
分の会費を徴収する．

2．生命倫理への配慮
1）臨床研究は，ヘルシンキ宣言の主旨にそったもの

で，「北海道医療大学倫理委員会」の承認を得たも
のとする．

2）人の遺伝子解析を含む場合は，本学の「ヒトゲノ
ム・遺伝子解析研究の計画および実施に関する倫
理規程」に基づき，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究
に関する倫理審査委員会」の審査をへて学長の許
可を得たものとする．

3）動物実験は，「北海道医療大学動物実験規程
（Regulations for the Care and Use of Laboratory
Animals in Health Sciences University of Hok-
kaido）」に基づき，「動物実験センター管理運営
委員会」の審査を経たものとする．

なお，本学以外の研究機関等で行われた研究につい
ては，当該研究機関等の倫理委員会等で承認を得た
ものとする．

3．論文の種類及び内容
1）論文の種類は，原著論文（Original），症例報告

（Clinical report），総説（Review），解説（Com-
ment），システマティックレビュー（Systematic
review），臨床統計（Clinical statistical survey）と
する．

2）論文の内容は，他の刊行物に未発表のものに限
る．

3）本誌はその他に，ミニレビュー，最近のトピック
ス，歯学情報，本学会講演抄録，学会関係記事，
学位論文などを掲載する．

4．査読および採否
1）投稿論文は，編集委員会および編集委員会の依頼

する専門家により査読される．
2）採否については，査読の結果に基づき編集委員会

が決定する．
5．投稿論文の作成
1）投稿論文は，投稿規程ならびに別に定める「投稿

の手引き」に準拠して作成すること．
2）投稿論文は，表紙，チェックリストシート，英文

抄録（300語以内），本文，表，図および図表説明
文の順番にまとめる．

3）投稿原稿は，2部（正1部，コピー1部）とす
る．最終的に論文掲載を認められた際には投稿原
稿とともにUSBメモリー（USBメモリーは印刷終
了後にお返しします）を提出すること．

4）和文論文の本文については，原則として，緒論
（緒言），方法（材料および方法），結果，考察，
結論（結語），謝辞（必要な場合のみ），文献の順
に記載するものとする．

5）英文論文の本文については，原則として，Ab-
stract（300語以内）， Introduction，Materials and
Methods，Results， Discussion，Conclusion，Ac-

knowledgment（必要な場合のみ），Referencesの順
に記載するものとする．

6）投稿論文のヘッダーに右詰めで，名前，所属さら
に初稿なのか修正論文なのかがわかるように記載
する．

7）投稿時，著者全員が編集委員会に当該論文の共著
者である旨の承諾許可をメールで送信するものと
する．

6．最近のトピックスの作成
1）最近のトピックスは，投稿規程ならびに別に定め

る「投稿の手引き」に準拠して作成すること．
2）最近のトピックスは，作成した文書ファイル
（Microsoft Word）をe−mailの添付文書として編集
委員会まで送信すること．e−mailでの送信が不可
能な場合は，作成した文書ファイルをUSBメモリ
ーに保存して提出すること．

メールアドレス；takuma@hoku−iryo−u.ac.
jp

件名；歯学雑誌，最近のトピックス
ファイル名；最近のトピックス，講座名，

著者名
3）最近のトピックスは，原則1トピックスにつき1

ページでの掲載とする．
4）最近のトピックスは，全角文字で1800字程度にま

とめること（参考文献リストを含む）．原稿に図
・表を添える際は，以下の例に従って，片段サイ
ズの図・表1つにつき本文の文字数を500文字程
度削減すること．

例：本文のみ1800字程度
（第28巻／第1号 35頁 参照）

本文1300字程度＋片段サイズの図・表
1つ＋図・表の説明文

（第27巻／第1号 37頁 参照）
本文800字程度＋片段サイズの図・表
2つ＋それぞれの図・表の説明文
（第27巻／第2号 109頁 参照）

本文800字程度＋両段サイズの図・表
1つ＋図・表の説明文

7．投稿論文の校正
1）投稿論文に対する著者校正は原則として1回とす

る．
2）修正論文は，特別な事情がない限り一週間以内，

校正は48時間以内に返却するものとする（返却，
連絡が無い場合は，投稿を取り下げたものと判断
する）．

8．証明書等の発行
1）投稿原稿の受付日は，編集委員会に到着した日付

とする．
2）受理証明が必要な場合には，掲載が決定した後に

受理証明書を発行する．
9．掲載料および別刷料
1）掲載料は，刷り上がり10頁まで無料とする．これ

を超過した場合には，編集委員会が依頼したもの
を除き，1頁1万円の著者負担とする．
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2）カラー頁は，無料とする．
3）別刷料については，50部まで無料とし，これを超

過する場合（50部単位）には著者の実費負担とす
る．

10．著作権の帰属
本誌に掲載された著作物の著作権は東日本歯学会に
帰属する．本会はこれら著作物の全部または一部
を，ネットワーク媒体を含む媒体に掲載・出版する
ことが出来る．ただし，論文の内容については，著
者が全ての責任を負う．

11．著者のプロフィール
巻末に著者のプロフィールを記すので，著者のスナ
ップ写真と経歴を提出すること．

12．原稿の送付および本誌に関する問い合わせ
住所：〒061－0293北海道石狩郡当別町宇金沢1757番地
北海道医療大学歯学部・口腔生物学系・生化学分野
北海道医療大学歯学雑誌編集委員会（田隈 泰信）

Tel；0133－23－2394
e−mail；takuma@hoku−iryo−u.ac.jp
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「北海道医療大学歯学雑誌」投稿の手引き（2012年6月30日現在）

本学会誌の体裁を統一するために，「投稿の手引き」
に準拠して，ご執筆下さいますようお願い致します．
原稿はすべてＡ4版とし，下記の項目1）～7）のす

べてを，2部提出して下さい．査読後，論文掲載が認め
られた際には，論文原稿を収めたUSBメモリー（USBメ
モリーは，印刷終了後にお返しします）をプリントした
最終原稿1部とともに提出して下さい．

1）投稿原稿表紙
2）チェックリストシート（著者全員分のサ

インと連絡先を記載）
3）英文抄録（ABSTRACT，英文表題を含

む）
4）本文
5）図表説明文
6）表
7）図

1．投稿原稿表紙
表紙には以下の事項を和文および英文で記入する．

1）原稿の種類
2）表題
3）著者名
4）キーワード（5語以内）
5）著者の所属および所在地
6）別刷数（50部単位）
7）連絡先（郵便番号，住所，電話，Fax，

e−mail）
1）表題
⑴ 一般固有名詞として通用していない商品名は用

いない．
⑵ 和文表題には，原則として略号以外の英文字を

用いない．別にスペースも含めて35字以内のラ
ンニングタイトルを付ける．

⑶ 英文表題は和文表題の内容と一致させる．文頭
のみ大文字とし，他は小文字とする．また，別
にスペースも含めて45字以内の英文ランニング
タイトルを付ける．

⑷ 副題はできる限り用いない．ただし，必要な場
合は次の例に準拠する．続報，第2報などの表
記は認めない．

和文・英文：－□□□□□□□□□－
2）キーワード
5語以内のキーワードを付ける．英文の場合は，キ
ーワードの先頭のみを大文字とし，他は小文字とす

る（例： Impression materials, Bone morphogenetic

proteins）．
3）氏名および所属
⑴ 英文氏名（和文）は，姓は大文字，名は先頭の

みを大文字とする（例：Akira YAMADA（山
田 昭）and Taro HOKKAI（北海太郎））．

⑵ 著者の所属が2ヶ所以上の場合には，所属の著
者に 1），2），3） を付ける．

2．チェックリストシート
チェックリストの指示に従い，投稿原稿を確認する．
著者全員分のサインを取り，連絡先を記載する．

3．抄録
300語以内の英文抄録を付ける．
4．本文
1）原稿はA4判用紙（縦）にワードプロセッサなど

による横書きとする．書式は以下に従うこと．
・Windows Microsoft Word

余白は上下3cm，左右2．5cm

文字は12ポイント
1頁35文字×26行
行間を1．5行
句読点は「．」と「，」（全角）を用いる．英文
の場合は，半角文字を使用する．

・Macintosh Microsoft Word

余白は上下3cm，左右2．5cm

文字は12ポイント
1頁30－35文字×22－25行
行間を1．5行
句読点は「．」と「，」（全角）を用いる．英文の
場合は，半角文字を使用する．

2）原稿の下段中央にページ番号を記す．
3）論文の原則的な構成は，緒論（緒言），方法（材

料および方法），結果，考察（結果および考察），
結論（結語），謝辞，文献，図の説明，図表とす
る．

4）見出しを用いるときは次の順に項目をたてる．
3 → 3）→ ⑶ → a → a）→ ⒜

5）文章は，専門用語を除いて，常用漢字，新かなづ
かい，ひらがなは口語体とする．

6）数字はアラビア数字とし，単位の記号はJIS・Z

8202およびZ8203に準じ，国際単位系（Sl）を使用す
るよう努める．また単位にピリオドをつけない．
（例：GHz，MPa，kW，cm，mV，μm，nA，pF，
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mL，mmol，N（kgf），K，℃，min）
7）学術用語は，原則として「文部省学術用語集」に

準拠する．
8）商品名，器械名などは，可能な限り一般化されて

いる「カタカナ書き」とする．英文字で表す場合
は，かしら文字のみ大文字にする．

9）外国の人名などの固有名詞は原則として原綴とす
る．

10）連続した数値は「，」でつなぎ，最後に単位をつ
ける．（例：10，20，30℃）

11）製造社の表記法は（ ）内に会社名のみを記し，
社製および製作所，工業社製，株式会社などを入
れない．
例：（型式名，製造会社名），（略号，製造会社名）

（X−3010，日立） （EPMA，日本電子）
12）図表の挿入場所を本文右欄外に朱書きする．
5．文献
1）文献リストは，アルファベット順（A, B…Z順）

で作成する．また本文中の引用箇所に以下の体裁
に従い，文献内容を記載する．
例：単著者（Izumi, 1999）（和泉，1999），2名
（Izumi & Ito, 1998）（和泉，伊藤，1998），
3名以上（Izumi et al. , 1970）（和泉ら，
1970），2編以上（Sato et al., 1988; Izumi,

1999）（佐藤ら，1988；和泉，1999）（Izumi,

1999a, b）
※「，」や「；」の様な記号は，日本文の場合全
角を，英文の場合は半角を使用する．

2）文献として不適当なもの，例えば未公表のデータ
や私信などは文献として引用しない．

3）文献の著者または編集者が複数の場合にはet al.,

他などとせず，その全部を記載する．
4）著者名が欧字綴の場合は姓の後に名前の頭文字を
つけ，また著者が複数の場合は最後の著者の前に
&を入れる．
※ 著者間の「and」は記号「&」を使用すること．

5）文献の記載方法の基本は次のとおりとする．
⑴ 雑誌の場合

著者名（複数の場合，氏名を「，」で区切
る．）．表題－サブタイトル－．雑誌名 巻：引
用ページの始めと終わり，発行年．
例：Izumi H, Ito Y, Sato M, Karita K & Iwat-

suki N. The effects of inhalation anes-

thetics on the parasympathetic reflex

vasodilatation in the lower lip and pal-

ate of the cat. Am J Physiol Regula-

tory Integrative Comp Physiol 273: R

168−R174, 1997.

⑵ 単行本の場合
ⅰ）章を参考にしたとき

例：Weinstein L, Swartz MN. Pathologic

properties of invading microor-

ganisms.

In：Sodeman WA Jr, Sodeman WA, edi-

tors. Pathologic physiology: mecha-

nisms of disease. Philadelphia: Saun-

ders, 1974, p457−472.

ⅱ）個人または複数の著者の場合
例：Colson JH, Armour WJ. Sports inju-

ries and their treatment. 2nd ed.

London: S. Paul; 1986.

ⅲ）編集者，監修者が著者の場合
例：Diener HC, Wilkinson M, editors.

Drug − induced headache. New

York: Springer−Verlag; 1988.

ⅳ）団体，組織が著者で，かつ出版社の場合
例：Virginia Law Foundation. The medical

and leagal implications of AIDS.

Charlottesville: The Foundation;

1987.

ⅴ）会議録全体を参考にした場合
例：Vivian VL, editor. Child abuse and

neglect: a medical community re-

sponse. Proceedings of the First

AMA National Conference on

Child Abuse and Neglect; 1984

Mar 30 − 31; Chicago. Chicago:

American Medical Association;

1985.

⑶ 分担執筆の場合
分担執筆者名：分担執筆の表題．書名 巻な
ど，発行所名：発行年，引用ページの始めと終
わり．
例：山田早苗：橋義歯の力学－傾斜歯ブリッ

ジの形成と設計について－．新臨床歯科
学講座3，医歯薬出版：1978，157－
165．

⑷ 翻訳書の場合
著者（翻訳者）：書名（原著書名）．発行所名：
発行年，引用ページの始めと終わり．
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Table1 Mechanical properties of specimen

Specimen
Tensile

strength Mpa
Elongation
％

A 500（20） 10．2（3．3）

B 300（15） 5．4（2．3）

（ ）：SD

表1 試料の力学的性質

試料 引張強さ
Mpa

伸び
％

A 500±20 10．2±3．3

B 300±15 5．4±2．3

平均±標準偏差

例：Davidge RW（鈴木弘茂，井関孝善）：セ
ラミックスの強度と破壊（Mechanical

behavior of ceramics）．共立出版：1982，
34−55．

6．図
1）用紙はＡ4版（縦）とし，1枚ずつ別葉にする．
2）各葉杖に，図の番号，著者名，片段あるいは両段

の指定，カラー印刷の有無を明記する．
3）図の大きさは，片段か両段一杯になることがのぞ

ましい．刷り上がりを想定して，図の大きさが片
段で横幅45－68mm，両段で100－150mmになる
ように縮小コピーし，文字，記号の大きさ，線の
太さなどをチェックする，棒グラフなどのハッチ
ングは識別可能なものにする．

4）図中の文字は，刷り上がりで本文とほぼ同じ10－
13級（7－9ポイント），線の太さは0．15－0．3
mmになるよう原図を作成する．

5）図や表はA4縦で作成する．一ページに一つの図
あるいは表とする．図のタイトルや表の説明
（Figure legends）は図の印刷を希望する位置に記
載する．図と表の挿入箇所は投稿論文中の右余白
に示すこと．

6）組図の原稿は，貼込み間隔や角度を正確にする．
7）写真は，Ａ4判の用紙に貼り，必要な文字，記号

などを記入する．写真の拡大率は，単位長さのバ
ーで表す．

8）患者の顔や特徴ある身体の一部の写真を使用する
場合は，目隠し等により個人が特定できないよう
に配慮するとともに，患者本人あるいは後見人か
ら文書により許可を得ること．

9）記号は中心の明確な○●□■◇◆などを使用す
る．

10）記号を使用する場合の凡例は，脚注に置かずに図
中に入れる．

7．表
1）罫線はできる限り入れない．
2）標準偏差は，（ ）もしくは±とし，信頼区間と

の混同を避けるために説明を入れる．
3）表題が英文字の場合は書き出しのみを大文字に

し，それ以後は小文字とする．しかし略号はこの
限りではない．

4）単位などの表記は同一言語に統一する．単位
（unit），平均（mean），標準偏差（SD）

（例：）

8．その他
本規定ならびに「投稿の手引き」に規定されていな
い事項については，編集委員会にお尋ね下さい．
投稿の手引き，投稿規定，チェックリストのファイ
ルは，ホームページ（http : //www.hoku-iryo-u.ac.jp/

~dental-society/）からダウンロード出来ます．
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編 集 後 記

次号（第31巻，第2号）の発行は平成24年12月31日です．
投稿原稿募集の締め切りは平成24年9月30日必着と致します．期日厳守の上，ご投稿をお願いします．本誌投
稿規定は，2012年第31巻，第1号の巻末をご参照ください．

第23巻（平成13年度刊行）以来，久しぶりに歯学会雑誌の編集業務を担当することになりました．宜しくお願い致
します．初めて歯学会誌の編集に参加した時から，ずっと不満に思っていることがあります．それは，原稿をお願い
する立場からすると大変残念で心苦しいことですが，歯学会誌の評価が，歯学部内においてすら著しく低い，という
ことです．各分野の諸先生には順送りで，毎号「最近のトピックス」の執筆をお願いしております．しかし，多大な
時間と労力をさいて頂いているにもかかわらず，評価の点では，大学院生の業績評価においてすら，残念ながら，対
象外の扱いを受けております．そこで，次号から，トピックスの3～5倍のスペースを提供し，あらたに「ミニレビ
ュー」のコーナーを設けたいと存じます．執筆担当の先生には，もうひと手間かけて業績評価の対象となる「ミニレ
ビュー」にするか，これまでと同じ「最近のトピックス」にするか，選択して頂きます．「ミニレビュー」の執筆には
時間がかかりますので，各分野におかれましては，あらかじめ執筆のローテーション表を作成して頂きますようお願
い申し上げます．（田隈記）
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