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緒 言

細胞のマイグレーションは細胞の形態形成や，発生に
おいて重要な細胞運動である．胎生期では原腸形成の際
に胚盤胞の細胞が集団で移動して，胚の外胚葉，中胚

葉，内胚葉を構成する．さらにこれらの細胞が目標とす
る場所に移動し，分化をすることが報告されている
（Horwitz & Webb, 2003）．発生段階では，様々な臓器や
器官が形成されるときに正しいマイグレーションが必要
となってくると考えられ，歯の形成においても同様であ

〔原著〕

歯原性上皮細胞のマイグレーションにおける成長因子とケモカインの相互作用

村田 佳織1），石田 成美1），齊藤 正人2），谷村 明彦1）

1）北海道医療大学口腔生物学系薬理学分野
2）北海道医療大学口腔構造機能発育学系小児歯科学分野

Effects of growth factor and chemokine on the migration of
the dental epithelial cell

Kaori MURATA1），Narumi ISHIDA1），Masato SAITOH2），Akihiko TANIMURA1）

1）Division of Pharmacology, Department of Oral Biology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
2）Division of Pediatric Dentistry, Department of Oral Growth and Development, School of Dentistry,

Health Sciences University of Hokkaido

Key words：Dental epithelial cell，Migration，Epidermal Growth Factor (EGF)，C−X−C motif chemokine Ligand 12

(CXCL12)

Abstract

Cell migration is a crucial cell function, and involved in

many biological processes including embryo genesis, wound

healing, and cancer metastasis. In tooth morphogenesis, the

interactions between the dental epithelium and mesenchyme

are important for the proliferation and differentiation of the

cells involved, and contribute to form the right number and

shape of teeth. In these processes, cell migration plays an

important role.

The SF2 cell is a preameloblast cell line originating from

dental epithelium, and this study examined the factors con-

trolling migration of SF2 cells. And, we identify factors

controlling the migration of SF2 cells.

Observation of DIOC6−stained SF2 cells using confocal

laser scanning microscopy suggested that the migration of

SF2 cells are controlled by factors present in the serum. For

a more quantitative analysis, we examined the effect of se-

rum on the cell migration using the OrisTM cell migration as-

say kit, and confirmed that the cell migration of SF2 cells

increased in the presence of serum. This serum−dependent

cell migration was inhibited by gefitinib, an epidermal

growth factor (EGF) inhibitor, indicating some role of EGF

in the migration. Next we examined the effects of EGF and

the C−X−C motif chemokine ligand 12 (CXCL12) on the

migration in serum − free conditions. Neither EGF nor

CXCL12 promoted cell migration. However, addition of

EGF and CXCL12 promoted the cell migration to an extent

comparable to that with serum present. It has been known

that EGF and CXCL 12 respectively activate a tyrosine

kinase receptor EGF receptor and the Gi protein−coupled

receptor CXCR4. The results here suggest that simultaneous

activation of these two pathways is necessary for the migra-

tion of SF2 cells. Addition of EGF and CXCL12 in the

presence of serum did not increase cell migration further,

suggesting that the factors, including the cytokine and

chemokines in serum are sufficient for cell migration.

北海道医療大学歯学雑誌 38�（1－7）令和元年 1

（1）

第３８巻１号　　　４Ｃ１５０　１Ｃ１３３／本文　※３１‐１から組体裁変更　ＯＴＦ／００１～００７　原著　村田　　　　　４Ｃ  2019.06.25 15.11.21  Page 1 



ると考えられる．
歯の原基である歯胚は，口腔上皮由来の歯原性上皮細

胞と神経堤由来の間葉細胞から形成される（Thesleff,

2003 ; Nakamura et al., 2008）．歯はこれらの細胞の上皮
―間葉相互作用により生じ，肺や腎臓など他の多くの器
官の発生と多くの類似性を持っている．歯胚から歯が形
成されていく過程では，細胞増殖，細胞分化，細胞移
動，細胞死が制御され，形態形成が行われる．この過程
において，マイグレーションは重要な役割を担っている
と考えられる．
歯の発生過程は開始期，増殖期，組織分化期，形態分

化期，添加期，石灰化期，萌出期を経て，口腔内に歯が
萌出する．この過程では，歯原性上皮細胞は，アメロゲ
ニンやアメロブラスチン（AMBN）といったエナメルタ
ンパクを分泌するエナメル芽細胞へと分化し，エナメル
質の形成をする（He et al., 2010 ; Nakamura et al., 2017）．
間葉細胞は象牙芽細胞や，歯髄幹細胞などに分化し，象
牙質や歯髄などを形成する（Nakamura et al., 2017 ; Liu

et al., 2018）．エナメル質や象牙質を形成し，歯の形態
を形成していく過程では，細胞の正しい整列や遺伝子発
現が重要であると考えられ，異常を生じると歯の形成不
全が生じる．
ラット歯原性上皮細胞株（SF2細胞）は前エナメル芽

細胞株として歯の発生メカニズムの研究に用いられてお
り，AMBN高発現型のSF2細胞がマウス由来iPS細胞をエ
ナメル芽細胞へ分化誘導させることや，歯髄幹細胞を象
牙質シアロリンタンパク質発現細胞へ分化誘導させるこ
とが報告されている（Arakaki et al., 2012）．一方，この
SF2細胞のマイグレーションに関する知見はほとんど得
られていない．
マイグレーションには増殖因子やケモカインが関与す

ることが知られている（Qiang et al., 2004 ; Agle et al.,

2011 ; Maretzky et al., 2011 ; Sokol & Luster, 2015）．増殖
因子の1つである上皮成長因子（EGF）は，扁平上皮癌
細胞であるSAS細胞のマイグレーションを促進すること
が報告されている（Ohnishi et al., 2017）．ケモカインは
サイトカインの一種であり，ケモカインの1つである
CXC chemokine ligand 12（CXCL12）はCXC chemokine

receptor 4（CXCR4）に結合することが知られている
（Busillo & Benovic, 2007）．マウス前エナメル芽細胞で
あるmHAT9細胞はCXCL12の存在下で細胞の運動性を示
すことが報告されており（Yokohama − Tamaki et al. ,

2015），CXCR4／CXCL12シグナルが歯の幹細胞が維持
されているニッチからの歯原性上皮細胞のマイグレー
ションを制御していることが示唆されている．そこで本

研究では，EGFとCXCL12に着目してSF2細胞のマイグ
レーションを制御する因子について検討した．

材料および方法

1．材料
SF2細胞は東北大学福本教授より供与された．培養液

には56℃で30分間非動化した10％ fetal bovine serum

（FBS, HyClone, Buckinghamshire, England）含有Dul-

becco’s Modified Eagle Medium：Nutrient Mixture F−12

Ham（DMEM/F12, Gibco, MA. U.S.A.）を使用した．

2．試薬
試薬にはEpidermal growth factor（EGF, R&D SYS-

TEMS, MN, U.S.A），Stromal Cell−Derived Factor−1 α,

Human, recombinant（CXCL12, Wako, Osaka, Japan），
EGF受容体の選択的阻害剤（Gefitinib, AOBIOUS, MA,

U.S.A）を使用した．また細胞膜の染色には3,3’−Dihexy-

loxacarbocyanine Iodide（DIOC6, Enzo Life Sciences, NY,

U.S.A）を使用した．

3．共焦点レーザー顕微鏡解析
共焦点レーザー顕微鏡観察には，×40油浸対物レンズ

（NA=1.30, Nikon, Tokyo, Japan）を取り付けた共焦点
レーザー顕微鏡システム（Nikon, C1）を用い，488nm

の励起光で発生する蛍光を515nmのバンドパスフィル
ター（半値幅30nm）で選択し，DIOC6蛍光を取得し
た．
ライブイメージング観察では，35mmのGlass base dish

（Iwaki, Shizuoka, Japan）に播種したSF2細胞を血清
（FBS）を加えたメディウム（DMEM/F12）で2～5日
間培養し，この培地に2μM DIOC6を加えて10分間染色
した後，培地を交換して共焦点レーザー顕微鏡観察を
行った．この観察では，共焦点レーザー顕微鏡システム
に装着した顕微鏡用培養装置（TOKAI HIT, Shizuoka,

Japan）を用い，37℃5％CO2の培養条件下で30秒から2
分間隔でDIOC6染色したSF2細胞の蛍光を取得した．
また一部の実験では，細胞をメディウムあるいは血清

を加えたメディウムで6時間培養した後，2μM DIOC6

を加えて10分間染色した．これらの細胞を4％パラホル
ムアルデヒドで10分間固定し，リン酸緩衝液で洗浄後に
Aqua−Poly/Mount（Polyscience, PA, U.S.A）で封入して
共焦点レーザー顕微鏡を行った．これらの画像は，画像
解析ソフトウェアNIS−Elements（Nikon）を用いて解析
した．
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4．増殖能の測定
SF2細胞を96 well plate（FALCON, NY, U.S.A）に3×

105cells/mLで播種し，血清を含むメディウムで2日間培
養した後に，メディウムのみ，血清を添加したメディウ
ム，血清とGefitinib（1μM，5μM）を添加したメディ
ウムに交換し，0時間と15時間後の増殖能の計測を行
なった．増殖能の計測にはCyQUANT� Cell Proliferation

Assay Kit（invitorogen）を用いた．

5．マイグレーションアッセイ
SF2細胞を3×105cells/mLで96well plate（OrisTM Cell

Migration Assay kit, PLATYPUS TECHNOLOGIES, WI.

U.S.A）に播種し，血清を添加したメディウム（DMEM/

F12）中で細胞がストッパーの周りを取り囲むまで培養
した．培地をメディウムあるいは血清，Gefitinib，
EGF，CXCL12を添加したメディウムに交換してストッ
パーを除去してから15時間培養した．ストッパーを除去
した直後と培養15時間後の細胞不在領域の面積を計測
し，減少した面積の割合を比較した（図1）．

6．統計処理
一元配置分散分析を行なったのち，Sceheffe法および

Fisher法にて有意差検定を行なった．また，Kruskal Wal-

lis検定を行なった．なお，有意水準p＜0．05で有意差あ
りとした．統計ソフトとしてエクセル統計を用いた．

結 果

1．SF2細胞のマイグレーション
DIOC6で染色したSF2細胞のマイグレーションの様子

を共焦点レーザー顕微鏡で観察した（図2）．SF2細胞

がガラス面に大きく拡げた突起を変形させて動き回る様
子が観察された（図2A）．この大きく広がった細胞突
起は，固定した細胞でも観察された（図2B）．一方，
培地から血清を除去すると辺縁が棘状に変化した細胞が
多数観察された（図2C）．
そこでOrisTM Cell Migration Assay kitを使って，血清の

マイグレーションへの影響を定量的に解析した．このシ
ステムでは，シリコン製のストッパーの周囲に細胞を定
着させた96 well plateを使用する方法である．ストッ
パーを除去すると円形の細胞不在領域に細胞が移動して
面積が縮小するので，ストッパーを除去した直後（図3
A）と培養15時間後（図3B−D）の細胞の浸潤が無い部
分の面積を計測することによって，定量的にマイグレー
ションを計測することが出来る．
定量的解析により（図4），血清非存在下ではアッセ

イ後15時間で，細胞不在領域が約50％閉鎖したのに対し
（図3B，図4），血清存在下では約75％閉鎖した （図3

C，図4）．このことから血清存在下では，コントロー
ル（血清非存在下）に比べてマイグレーションが促進す
ることが示唆された．ただしこのアッセイには細胞増殖
が影響する可能性があるため，血清存在下および非存在
下で細胞数の変化を測定した．その結果，15時間の培養
では血清存在下及び非存在下での細胞数に有意差は認め
られなかった（図5）．このことから血清存在下での細
胞不在領域の閉鎖は，主にマイグレーションの促進によ
るものであることが明らかになった．

2．マイグレーション促進機構の解析
血清によってマイグレーションが促進されることが明

らかになったため，血清中に含まれるマイグレーション

図1 Migration assayの模式図
OrisTM Cell Migration Assay Kitを用いた定量的マイグレーションアッセイの模式図．

3The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 38� 2019
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に影響を及ぼす因子の解析を試みた．血清に含まれる
EGFは，様々な細胞の増殖やマイグレーションに関与す
ることが知られており，無血清培地にも必須因子として
添加される．そこで，SF2細胞のマイグレーションにお
けるEGFの関与を調べるために，EGF受容体の阻害剤で
あるGefitinibの作用を検討した．Gefitinib（1μM）の添
加により，血清存在下における細胞不在領域の閉鎖が顕
著に抑制された（図3D，図4）．また，5μM Gefitinib

でも同様の抑制作用が認められた（data not shown）．
一方，15時間培養後の細胞数はGefitinibの添加による

有意な変化は認められなかった（図5）．これらのこと

からGefitinib存在下での細胞不在領域の閉鎖の抑制はマ
イグレーションの抑制によるものであることが明らかと
なった．

3．EGFによるマイグレーション促進機構の解析
Gefitinibが血清存在下のSF2細胞のマイグレーション

を抑制したことから，EGFがマイグレーションの促進に
関与することが示唆された．そこでまず，マイグレー
ションに対するEGF単独の作用を検討した．図6に示す
ように血清を含まないメディウムにEGFを添加したがマ
イグレーションは促進されなかった．そこで次に，ケモ

図2 血清存在下と非存在下でのSF2細胞形態変化
A：SF2細胞を2μM DIOC6で染色し，血清存在下におけるマイグレーションを30秒毎に共焦点レーザー顕微鏡にて観察
した．図は2分毎の細胞の変化を表す．B, C：血清存在下（B）および血清非存在下（C）で培養後，DIOC6で染色した
のちに固定したSF2細胞の蛍光像．左側の画像の点線部の拡大図を右側に示す．血清非存在下（C）では辺縁が棘状に変
化した細胞が観察された（矢頭）．

図3 SF2細胞の定量的マイグレーション計測
SF2細胞のマイグレーションをOrisTM cell migration assay kitを使用した測定におけるアッセイ開始時
（pre−migration）と15時間後（post−migration）の顕微鏡像．アッセイ開始時の顕微鏡像（A）と，血清
を含まないメディウム（B），血清を添加したメディウム（C），血清とGefitinib（1μM）を添加したメ
ディウム（D）で15時間培養後の顕微鏡像と細胞の境界（点線）を示す．

4 Kaori MURATA et al.／Effects of growth factor and chemokine on the migration of the dental epithelial cell
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カインであるCXCL12がマイグレーションに関与すると
考えられたため，CXCL12の添加でマイグレーションが
促進されるか検討した．血清を含まないメディウムへの
CXCL12の添加ではマイグレーションは促進されなかっ

たが，血清を含まないメディウムへのEGFとCXCL12の
共添加をした場合は，血清と同等のマイグレーションの
促進作用が認められた．一方，血清存在下でEGF，
CXCL12，EGFとCXCL12を添加した場合は，血清のみ
と比較してマイグレーションは促進されなかった．

考 察

本研究では共焦点レーザー顕微鏡観察による細胞形態

図5 SF2細胞の増殖能に対する血清とGefitinibの作用
測定開始時の細胞数に対する培養15時間培養後の細胞数の変
化の割合を血清非存在下，血清存在下，および血清と1μM
あるいは5μMのGefitinib存在下で計測した．値は3～12回の
実験の平均値±標準誤差を示す．血清存在・非存在やGefit-
inibの存在・非存在における増殖能に有意差はなかった．図4 SF2細胞のマイグレーションに対する血清とGefitinib

の作用
血清非存在下（白），血清存在下および血清存在下にGefitinib
添加時（黒）におけるSF2細胞のマイグレーションを円の閉
鎖率（％：Area closure）として定量的に示す．値は4～18
回の実験の平均値±標準誤差を示す．＊p＜0．05，＊＊p＜
0．01

図6 SF2細胞のマイグレーションに対するEGFとCXCL12の作用
血清を含まないメディウムにEGF単独，CXCL12単独，EGFとCXCL12の共添加を行なった（白）．血
清を含むメディウムへはEGF単独，CXCL12単独添加を行なった（黒）．値は4～10回の実験の平均値
±標準誤差を示す．＊p＜0．05

5北海道医療大学歯学雑誌 38� 令和元年
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の違いから，血清中のマイグレーションに必要な因子の
存在が示唆された．そこでOrisTM Cell Migration Assay kit

を使った定量的マイグレーションアッセイによって，SF

2細胞のマイグレーションに必要な因子を明らかにした．
マイグレーションアッセイでは，血清存在下において

促進されるSF2細胞のマイグレーションがEGF受容体の
阻害剤であるGefitinibによって抑制されたことからEGF

の重要性が示された．そこでEGFの作用を明らかにする
ために，血清を含まない培養液へEGFを添加したが，マ
イグレーションの促進は起こらなかった．しかし，ケモ
カインのCXCL12をEGFと共添加することによって，血
清存在下と同様にマイグレーションが促進された．
CXCL12の単独添加ではマイグレーションが促進されな
かったことから，EGFはケモカインなど血清中に含まれ
る因子との相互作用によってマイグレーションを促進す
ると考えられた．また血清を含む培養液にEGFやCXCL

12をそれぞれ加えてもさらにマイグレーションが促進さ
れるということはなかったことから，血清中のEGF，ケ
モカイン，その他の成分で十分マイグレーションが起こ
ると考えられた．

EGFはチロシンリン酸化酵素内蔵型受容体の一種であ
るEGF受容体を介して作用する成長因子である．EGF受
容体にはErbB1，ErbB2，ErbB3，ErbB4の4種類が知ら
れている（Wang，2017）．これらはErbBファミリーと呼
ばれており，EGFの結合によって二量体化し，活性化さ
れた受容体チロシンキナーゼが受容体のチロシン残基を
リン酸化する（Dawson et al. , 2005 ; Zeng & Harris,

2014）．このチロシンリン酸化部位にSH2ドメインや
PTBドメインなどのチロシンリン酸化結合ドメインを持
つタンパク質が結合し，下流にシグナルを伝える．
下流の情報伝達経路にはRas−MAPキナーゼ経路，PI3

キナーゼ－Akt経路，ホスホリパーゼC（PLC）－Ca2＋－
プロテインキナーゼC（PKC）経路がある（Wells,

1999 ; Zeng & Harris, 2014）．扁平上皮癌細胞であるSAS

細胞では，無血清培地へのEGFの添加によって，Aktの
リン酸化を介してマイグレーションを促進することが報
告されている（Ohnishi et al., 2017）．しかし，マイグ
レーションにおけるEGFの作用は細胞によって異なり，
同じ扁平上皮癌の細胞であるHSC4細胞では無血清培地
へのEGF添加はマイグレーションに影響しないことが報
告されている（Ohnishi et al., 2017）．

CXCL12はStromal cell−derived factor1α（SDF−1α）と
も呼ばれるケモカインであり，Gタンパク質共役型受容
体（GPCR）であるCXCR4に結合する．CXCR4は分
化，血管新生，器官形成，血液生成において必要な受容

体である（Busillo & Benovic, 2007）．マウス切歯では上
皮系幹細胞が切歯の形成端部に球状に存在し（apical

bud），エナメル質を形成する細胞を恒常的に供給してい
る．走化性因子の受容体としてよく知られるCXCR4は
apical budに発現し，胚形成においてマイグレーション
に関与していることや（Yokohama−Tamaki et al., 2015），
白血球や造血前駆細胞マイグレーションを制御している
ことが報告されている（Zou et al., 1998）．またがん細
胞ではCXCR4が高発現し，細胞のマイグレーションに
深く関与していることから，がん転移との関係が注目さ
れている（Lu et al., 2001）．CXCR4はGi型のGPCRであ
り，Gタンパク質のαサブユニットがアデニル酸シク
ラーゼの活性を低下させてcAMPの濃度を低下させる．
αサブユニットは他にもSrc，Rasなどを介してERK1/2を
活性化するなど様々なシグナル経路を活性化する
（Busillo et al., 2010）．またGタンパク質のβγサブユニッ
トはPLCやPI3キナーゼを活性化するとの報告もある
（Busillo & Benovic, 2007）．
このようにEGFおよびCXCL12はどちらともRas−MAP

キナーゼ経路，Pl3キナーゼ経路，PLC−Ca2＋－PKC経路
の活性化することが知られているが，細胞の種類によっ
て主要な経路が異なると考えられる．

SF2細胞のマイグレーションはEGFとCXCL12のどち
らか片方では促進されなかったため，マイグレーション
にはCXCL12がGタンパク質共役型受容体に結合し伝達
する経路と，EGFがチロシンリン酸化酵素内蔵型受容体
に結合し伝達する経路の2つの異なった経路が必要であ
ると考えられる．今後の課題として，SF2細胞のEGF受
容体に関連するシグナル経路と，CXCR4に関連するシ
グナル経路を詳細に検討し，マイグレーションの調節機
構を明らかにする必要がある．

結 論

EGFとCXCL12は，各々の単独作用では歯原性上皮細
胞のマイグレーションを促進しなかった．しかし，それ
ら両方が存在すると血清と同等のマイグレーション促進
作用を示した．生体内では様々な成長因子やケモカイン
が協調してマイグレーションを制御していることが示唆
された．
マイグレーションの調節には，チロシンリン酸化酵素

内蔵型受容体やGタンパク質共役型受容体など異なる細
胞内情報伝達系の協調が関与することが示された．
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緒 言

顎関節は，側頭骨と円板間の上関節腔，および関節円
板と下顎頭間の下関節腔からなる複合関節であり，上関
節は主に滑走運動を，下関節は回転運動を営むことか
ら，顎関節の複雑な形態と運動機能によって下顎頭の関
節面では圧縮，剪断，引張応力が生じ，下顎頭は複雑な

力学的環境を受容する荷重負荷関節でもあることが知ら
れている．そして下顎頭軟骨は成長段階において軟骨内
骨化を生じることで，頭蓋の中で最も旺盛な成長を示
し，生体力学的環境の変化に対して複雑な反応を示すこ
とが知られている．組織学的にみると下顎頭軟骨は3つ
の細胞層（線維層，増殖細胞層および軟骨細胞層）から
構成され，それぞれの細胞層には線維芽細胞，未分化間

〔原著〕

関節荷重が成長期ラット下顎頭軟骨の細胞外基質mRNA発現に及ぼす影響

山口 優，樫尾 治奈，中尾 友也，飯嶋 雅弘

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

Effects of joint loading on the extracellular matrix mRNA expressions
in condylar cartilage of growing rats

Masaru YAMAGUCHI，Haruna KASHIO，Yuya NAKAO，Masahiro IIJIMA

Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Oral Growth and Development,
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, Japan

Key words：temporomandibular joint, mandibular condyle, aggrecan, Growth

Abstract

In orthodontic clinics, we believe that an understanding

the cellular changes due to altered joint loadings of the

mandibular condylar cartilage (MCC) may contribute to our

understanding of the mechanisms underlying condylar

growth modifications in response to orthodontic forces. This

study attempts to clarify morphological changes in the

MCC due to joint loads and the reactivity of the extracel-

lular matrix, investigated by using a growth model of rat in-

cisor occlusal elevation, which involves histologically gen-

erated MCC joint loading and changes in the mRNA ex-

pression of the extracellular matrix. One hundred and four 7

−week−old male Wistar rats were assigned randomly to

control and bite plane groups. To increase the joint load to

the temporomandibular joint, a resin occlusal plate was at-

tached to the maxillary incisor part, and an occlusion modi-

fication model was prepared by occlusion elevation. Rats

from each group were sacrificed after 1, 2, 3, or 4 weeks of

wearing the appliance. Histological observations of the

mandibular condylar cartilage and quantification of DNA,

GAG and collagen content, as well as a quantification of

proteoglycan and collagen mRNA expression levels were

performed. The collagen mRNA expression increased type I

and type III collagen in response to the changes in the me-

chanical environment of the mandibular condylar cartilage.

All proteoglycans that show increased mRNA expression

were involved in the formation of collagen fibrils.

The raising of the incisor bite varied the mechanical load

exerted on the MCC of the rats in the growt phase. As a re-

sult, differentiation from the proliferating cell layer to chon-

drocytes and hypertrophication of chondrocytes were sup-

pressed. At the same time, the tissue structure of the MCC

changed by maintaining cell proliferation in the proliferat-

ing cell layer and endochondral ossification in the hy-

pertrophic chondrocyte layer. These changes suggest that

the adaptation of the temporomandibular joint and sur-

rounding tissue reverts to the original tissue structure.

北海道医療大学歯学雑誌 38�（9－20）令和元年 9
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葉系細胞および軟骨細胞の3つの細胞集団が存在する
（McNamara, 1979）．最表層の線維層では，細長い線維
芽細胞が密に走行するⅠ型，Ⅲ型collagen線維束の間に
散在している．増殖細胞層は，細胞外基質としてⅠ型
collagenで囲まれた，未分化間葉系細胞によって特徴付
けられ，下顎頭軟骨における細胞増殖を行う．軟骨細胞
層の細胞外基質は，主にⅡ型collagenであり，成熟に従
い大きさが増大，肥大化し，最終的に骨化前面で石灰化
する．下顎頭軟骨は生力学的環境の変化に対して高い適
応能を有するとされているが（Imamura et al., 1973），
それに最も寄与しているのは未分化間葉系細胞で，骨芽
細胞と軟骨細胞への分化能を有している（Strauss et al.,

1990）．下顎頭の成長のメカニズムを知るために，ホル
モンやビタミンなどの内的刺激，および外力や咬合の変
化などの外的刺激が下顎頭の成長に及ぼす影響について
検討した研究はこれまでにも多く報告されている．In

vivoでは，咬合改変による，ラット顎関節細胞外基質の
変化として，proteoglycan発現の増加や（Mao et al. ,

1998），Ⅰ型，Ⅱ型およびⅩ型collagenの発現活性の増加
が報告されている（Sasaki, 1998）．また，下顎運動の制
限による，軟骨の厚さおよび軟骨の肥大領域におけるメ
タクロマジー反応の減少など（Ogawa, 1999），顎関節に
おける荷重負荷の変化は，下顎頭軟骨の細胞増殖および
細胞外基質合成に変化を引き起こすことが報告されてい
る（Copray, 1985）．しかし，生体力学的環境と細胞外
基質の組成の変化についてはいまだ不明な点が多い．
Proteoglycanは分子量の違いにより，modular proteogly-

canとsmall leucine rich proteoglycan（SLRP）に分類され
るが（Iozzo & Murdoch, 1996），顎関節における荷重負
荷による，これらのproteoglycanのmRNA発現の変化
は，様々な結果の報告がなされている．歯科矯正臨床で
は整形装置や機能的矯正装置などを用いて，顎顔面形態
と咬合形成に大きな影響を及ぼす下顎骨の成長を制御し
ていることから，下顎頭の荷重変化に対する応答反応を
解明することは歯科矯正治療における，結果予測性の向
上につながると考えられる．そこで，本研究では関節荷
重による下顎頭軟骨の形態変化と細胞外基質の反応性を
明らかにすることを目的とし，切歯部にレジン製の咬合
挙上板を装着し咬合挙上を行うラット咬合改変モデルを
用いて（Nakao et al., 2015），in vivo実験系による生体力
学的環境と下顎頭に生じる組織学的変化および細胞外基
質のmRNA発現の変化を検討した．

方 法

1．実験動物

実験動物には，生後7週齢のWistar系雄性ラット104
匹を用いた．組織学的観察に24匹，生化学的分析に40
匹，mRNA発現の定量に40匹を用い，各実験で対照群と
実験群の2群に分けた．すべての実験動物は通常のラッ
ト用固形飼料と水道水を十分に与え，自由摂食とした．
本研究で用いた咬合挙上装置は，7週齢ラットの上顎歯
列を印象採得し，歯科用超硬石こうで上顎歯列模型を作
製後，歯科充填用コンポジットレジン（BEAUTIFIL II.

SHOFU.）を用いて作製した．咬合挙上装置の設計は，
D：5．0mm，W：7．0mm，H：3．0mmとした（図1）．
咬合挙上装置の装着には，歯科充填用コンポジットレジ
ン（BEAUTIFIL Flow. SHOFU．）を用い，咬合挙上装置
を装着した際の臼歯部の離開度は上下顎第一臼歯間で
3．0mmとなるように調整した．なお，実験期間中に臼
歯部離開度の減少が認められた場合は，ラットの上顎前
歯部に直接法によりコンポジットレジンを築盛し，実験
期間を通して臼歯部離開度がほぼ一定となるよう調整し
た．実験期間は，1，2，3，および4週とし，装置未
装着同週齢ラットを対照群として用いた．なお，本研究
における動物実験は，北海道医療大学動物実験規定に基
づき承認を得た（承認番号：094）．

2．試料作製と組織学的観察（n＝3）
各実験期間終了後，ラットはイソフルラン（マイラン

製薬）吸入深麻酔下にて，二酸化炭素（CO2）吸入法に
より安楽死を施行し，その後頸椎脱臼を行った．頭部を
離断後，顎関節部組織を摘出し，4％paraformaldehyde

／0．1Mリン酸緩衝液（pH7．4）で24時間浸漬固定し
た．その後，4℃下で10％EDTA脱灰液を用いて4週間
脱灰し，通法に従い脱水処理し，パラフィンに包埋し
た．包埋試料からは厚さ7µmの連続切片を作製した．

図1 切歯部咬合挙上装置の模式図
咬合挙上装置は幅径（D）：5．0mm，前後径（W）：7．0mm，
高径（H）：3．0mmで設計した．
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薄切切片を通法に従い脱パラフィン後，0．04％Toluidine

Blue（pH4．1）染色を行い，封入後，鏡検した．咬合挙
上の際に最も荷重のかかる下顎頭の中央部を各細胞層の
厚径計測部位とした．組織像を用いて，下顎頭軟骨の下
方，軟骨細胞の存在する境界領域を基準線とし，垂直二
等分線を引き，垂線と基準線のなす角の二等分線を後方
領域に引いた（図2）．3分割した領域のうち，中間領
域に軟骨と骨の境界を結ぶラインを設定，このラインと
平行となるよう下顎頭表面に接線に引き，その位置に垂
線を立てそのライン上の各細胞層の厚径を計測した．ま
た，厚径計測部位を中心とした200㎛の幅に存在する各
細胞層の細胞数をカウントした．

3．下顎頭軟骨の生化学的分析（n＝5）
各実験期間終了後，顎関節より下顎頭を明示し軟骨を

採取，glycosaminoglycan（GAG）含有量，DNA含有
量，collagen含有量の測定を行った（Hoemann et al. ,

2002）．GAGの抽出は，採取した下顎頭軟骨をホモジナ
ズ後，500µLのパパイン（Sigma）溶液を加え，60℃，
24時間反応させた．その後，パパイン処理したサンプル
に，等量のDimethylmethylene Blue溶液を加え，速やか
に吸光度計で計測した．吸光度は，530nmと590nmの2
波長の値を計測した．DNA含有量はGAG含有量と同様
の手順で，下顎頭軟骨からDNAを抽出し，パパイン処
理したサンプルにHoechst33258を添加し，速やかに蛍光
プレートリーダー（infinit F200, TECAN）で計測した．
collagen含有量も同様の手順で，下顎頭軟骨からhy-

droxyprolineを抽出し，パパイン処理したサンプルに6N

HCLを加え110℃に加熱し加水分解後，pH指示薬として
フェノールレッドを加え6N NaOHにより中和し，試料
を作製した．その後Ehrlich試薬による比色反応を，吸光
度計で吸光度550nmの値を計測した．

4．下顎頭軟骨におけるmRNA発現の定量（n＝5）
実験期間終了後，採取した下顎頭軟骨から，RNeasy

mini Kit（Qiagen）を用いてtotal RNAを抽出後，Omnis-

cript reverse transcriptase protocol（Qiagen）を用いてRT

法により，total RNAからcDNAの調整を行った．Proteo-

glycan（aggrecan, versican, biglycan, decorin, fibromodulin,

lumican, PRELP, osteoadherin, mimecan, chondroadherin），
collagen（Ⅰ型collagen，Ⅱ型collagen，Ⅲ型collagen）お
よびGAPDH（内的標準）に対し，連続希釈系の試料を
作製し，それぞれのcDNA定量のための外的標準とし
た．各proteoglycan,collagenとGAPDHに対し，Step One

Real Time PCR System（Thermo Fisher Scientific Inc．）を
用い，RT−PCR法によるmRNA発現量の定量を行った．

5．統計学的処理
各実験により得られた値は，単変量F検定とStudent’s t

testにより解析した．各群における有意差は，危険率
5％未満（P＜0．05）をもって統計的有意差とした．統
計解析には統計解析ソフト（IBM SPSS Statistics ver23,

IBM）を使用した．

結 果

1．Toluidine Blue染色性の変化と各細胞層厚径の変化
下顎頭の組織学的観察では，実験期間2週目に対照群

と比較し，実験群で増殖細胞層における細胞密度の減少
およびToluidine Blue染色による染色性の低下を認め
た．軟骨細胞層に限局してメタクロマジー反応を認めた
が，実験群ではメタクロマジーの反応は弱かった．また
肥大軟骨細胞は対照群と比べ，小型化していた．4週目
の組織像では対照群と実験群で違いは認めなかった（図
3）．各細胞層の厚径は，実験群では線維層で3，4週
目に，増殖細胞層では1，2週目に厚径の増加を認め，
軟骨細胞層では1，2，3週目に厚径の減少を認めた
（図4，A）．軟骨細胞層全体の厚径は，対照群では4週
目で加齢に伴う，厚径の減少を生じた．実験群では1週
目で厚径は減少したが，2週目では厚径は増加した（図
4，B）．各細胞層の細胞数は，実験群では増殖細胞層
の1週目に有意な増加を認めた．軟骨細胞層では，対照
群，実験群の間に有意差は認められなかった（図5）．

図2 下顎頭軟骨の軟骨層の形態計測の方法
下顎頭軟骨の下方，軟骨細胞の存在する境界領域を基準線と
し，基準線の両端から設定した中点より垂直二等分線を引
き，垂線と基準線のなす角の二等分線を後方領域に引い
た．3分割した領域のうち，中間領域に軟骨と骨の境界を結
ぶラインを設定（黄色の矢印に示す），このラインと平行と
なるよう下顎頭表面に接線に引き，その位置に垂線を立てそ
のライン上（赤線）の各細胞層の厚径を計測した．
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図3 咬合挙上2週と4週における下顎頭軟骨の組織像（Toluidine Blue染色pH4．1）
（a）2週における対照群の下顎頭軟骨の組織像（b）2週における実験群の下顎頭軟骨の組織像．実験群で増殖細胞層に
おける細胞密度の減少およびToluidine Blue染色による染色性の低下を認めた．軟骨細胞層では限局した赤紫のメタクロ
マジーを認めた．実験群では肥大軟骨細胞の小型化とメタクロマジーを示す反応領域の減少を認めた．（c）4週における
対照群の下顎頭軟骨の組織像（d）4週における実験群の下顎頭軟骨の組織像．両群の組織像に違いは認めなかった．
F：線維層，P：増殖細胞層，C：軟骨細胞層．

図4 咬合挙上による下顎頭軟骨の各細胞層の厚径変化
（A）実験群では線維層は3，4週目，増殖細胞層では1，2週目に厚径の増加を認め，軟骨細胞層では3週
目まで厚径の減少を認めた．（n＝5，mean±S.D., *P＜0．05）
（B）軟骨層全体の厚径は，対照群では4週目で加齢に伴う，厚径の減少を生じた．実験群では1週目で減少
したが，2週目では増加した．
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2．下顎頭軟骨におけるGAG含有量
実験期間を通し，対照群，実験群ともに加齢に伴い

GAG含有量は減少傾向を示した．対照群と実験群の間
に有意差は認めなかった（図6）．

3．下顎頭軟骨におけるDNA含有量
実験期間を通し，対照群と比較して，実験群で高い値

を示す傾向を示し，1，4週目では実験群で有意に高い
値を示した（図7）．

4．下顎頭軟骨におけるcollagen含有量
実験期間を通し，対照群，実験群ともに加齢に伴い

collagen含有量は減少傾向を示した．対照群と実験群の
間に有意差は認めなかった（図8）．

5．下顎頭軟骨における各collagenおよび各proteoglycan

のmRNA発現

各collagenにおけるmRNA発現は，対照群と比べ，実
験群ではⅠ型collagenは1週目，Ⅲ型collagenは1，2週
目に高値を示した．Ⅱ型collagenは3週目まで有意に低
い値を示した（図9）．各ProteoglycanにおけるmRNA発
現は，対照群と比べ，実験群ではaggrecanが2週目に低
値，biglycan，decorin，PRELP，mimecanは1週目に高
値を示した．fibromodulin，lumican，chondroadherinでは
1，2週目に対照群と比較して実験群で有意に高い値を
示した．その他のproteoglycanは，実験期間を通して，
対照群と実験群の間に有意差は認めなかった（図10，
11）．

考 察

1．咬合改変による顎関節の組織学的変化
ラット顎機能の解析研究によると，ラットの主要な顎

運動には臼歯部での咀嚼と切歯部での切断の2つのスト
ロークが存在する（Hiiemae, 1971 ; Weijs & Dantuma,

図5 咬合挙上1，2週での下顎頭軟骨の増殖細胞層，軟骨
細胞層の細胞数
各細胞層における細胞数は，増殖細胞層の1週に有意な増加
を認めた．軟骨細胞層では，対照群，実験群の間に有意差は
認められなかった．（n＝5，mean±S.D., *P＜0．05）

図7 咬合挙上における下顎頭軟骨のDNA量の変化
下顎頭軟骨におけるDNA含有量の変化は，実験期間の1週
目，4週目に実験群で有意に増加した．（n＝5，mean±S.D., *
P＜0．05）

図6 咬合挙上における下顎頭軟骨のGAG量の変化
下顎頭軟骨におけるGAG含有量の変化は，実験期間を通
じ，対照群，実験群の間に有意差は認めなかった．（n＝5，
mean±S.D., *P＜0．05）

図8 咬合挙上における下顎頭軟骨のcollagen量の変化
下顎頭軟骨におけるcollagen含有量の変化は，実験期間を通
じ，対照群，実験群の間に有意差は認められなかった．（n＝
5，mean±S.D., *P＜0．05）
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図9 咬合挙上による下顎頭軟骨の各collagenのmRNA発現
各collagenにおけるmRNA発現はⅠ型collagenでは1週目，Ⅲ型collagenは1，2週目に高値を示した．Ⅱ型collagenは3週
目まで対照群と比較して有意に低い値を示した．（n＝5，mean±S.D., *P＜0．05）

図10 咬合挙上による下顎頭軟骨の各ProteoglycanのmRNA発現
各proteoglycanにおけるmRNA発現は，対照群と咬合挙上群の比較では，咬合挙上群のaggrecanは2週目にて低値，
biglycanは1週目，decorinは1週目，fibromodulin，lumicanは1週目，2週目に有意に高い値を示した．その他の
proteoglycanは，実験期間を通して，対照群と実験群の間に有意差は認められなかった．（n＝5，mean±S.D., *P＜
0．05）

14 山口 優 等／関節荷重が成長期ラット下顎頭軟骨の細胞外基質mRNA発現に及ぼす影響
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1975）（図12，A，B）．本研究で用いた咬合改変モデル
は，切歯部咬合挙上板を用いることで，臼歯部咀嚼スト
ロークを排除し，切歯部切断ストロークの頻度の増加と

持続時間が延長し，切歯部切断ストロークでは，作用力
と抵抗点である切歯間の距離が増大，より大きい荷重が
顎関節部に負荷される（Hiiemae, 1971）．
下顎頭軟骨に生じる力学特性については，ヒト顎関節

をモデルとした生体力学研究（Hylander, 1985）による
と，顎関節には機能時に圧縮応力と引っ張り応力および
剪断応力が複雑に作用し，領域によって異なる力学的環
境を示すことが示唆されている．凸面形態を有する関節
組織表面に荷重が負荷された場合，中央部には圧縮応力
が集中する接触面を生じるが，その辺縁部には逆に引っ
張り応力が生じ（O’Connor & Johnson, 1993），関節組織
は複雑な力学的環境下にある．加えて，下顎頭における
成長は，軟骨内骨化の一連の過程を経て行われ，最表層
の線維層は，下顎頭の成長には関与していない（Luder

& Schroeder, 1992）が，増殖細胞層は軟骨細胞を供給
し，これらの細胞が下層に行くに従って分化，肥大化
し，併せて肥大軟骨細胞は骨髄側からの吸収により骨組
織に置換することで成長し，そのバランスが保たれるこ
とにより軟骨細胞層全体の厚みが制御されている（En-

low, 1968）．本研究では，咬合挙上に伴って下顎頭中央
部において1，2週で増殖細胞層の厚径の増加と軟骨細
胞層の厚径の減少が認められたが，4週では厚径の変化

図11 咬合挙上による下顎頭軟骨の各ProteoglycanのmRNA発現
各ProteoglycanにおけるmRNA発現は，PRELPの1週目，mimecanの1週目，およびchondroadherin1週目，2週目に対
照群と比較して有意に高い値を示した．その他のproteoglycanは，実験期間を通して，対照群と実験群の間に有意差は
認められなかった．（n＝5，mean±S.D., *P＜0．05）

図12 （A）切歯部切断ストロークおよび（B）臼歯部咀嚼
ストロークにおけるラット顎関節部の力学的環境
（R）：顎関節部の機能圧（E）：咀嚼筋の筋力（F）：咬合力
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は認めなかった．これらの厚径の変化には，各細胞層を
構成する細胞の数，細胞サイズおよび細胞外基質の容量
が関与していると考えられる（Luder & Schroeder,

1992）．下顎頭軟骨で増殖活性を示すのは線維層の線維
芽細胞と増殖細胞層の未分化間葉系細胞であり（Luder

et al., 1988），本研究では咬合挙上1週の下顎頭軟骨の
DNA量と増殖細胞層の細胞数で有意な増加を示した
が，2週では増殖細胞層の細胞数に有意な差はなかった
（図5）．このことから下顎頭軟骨の中央部における増殖
細胞層の細胞数の増加は，下顎頭軟骨全体でのDNA量
の増加に関与した可能性がある．また，細胞サイズと細
胞外基質の容量については，軟骨細胞層だけが厚径の減
少を示し，肥大軟骨細胞の消失，軟骨細胞層の軟骨細胞
のサイズの小型化を認められたが，軟骨細胞層の細胞数
では変化を認めなかった．これらの変化は以前に行われ
た関節荷重を増大させる研究（Kantomaa et al., 1992）
でも，同様の報告がある．有限要素法を用いた下顎頭軟
骨の生体力学研究（Chen et al., 1998）によると，下顎
頭軟骨に負荷される力は，軟骨およびその直下の骨の境
界部に集中することが示されており，Young率などの物
性が著しく異なる組織間の界面である石灰化開始部位，
すなわち肥大軟骨細胞の領域に力が集中することが考え
られる．したがって，本研究でも同様に下顎頭の肥大軟
骨細胞領域に関節荷重が強く作用し，この力学的環境が
軟骨細胞の肥大化を抑制する因子を刺激している可能性
が考えられる．

2．咬合改変によるGAGの変化
GAGは20数種類が存在し（Iozzo, 1996），下顎頭軟骨

に存在するGAGは，コンドロイチン硫酸（chondroitin

sulfate ; CS），デルマタン硫酸（dermatan sulfate ; DS），
ケラタン硫酸（keratan sulfate；KS）およびヒアルロン
酸（hyaluronic acid ; HA）である（Hargital et al., 2018）．
これらのGAGのうち，HA以外は硫酸化されていて，
proteoglycanの発現変化に伴い，そこに結合する硫酸化
GAGはToluidine Blue染色によりメタクロマジー反応を
示す．本研究では，実験群2週において下顎頭軟骨全体
での両群間のGAG量は有意な変化は示さなかったが，
組織化学での結果は，軟骨細胞層にメタクロマジーの反
応部位と反応強度の顕著な減少を示した．硫酸化GAG

鎖との結合能を有し，咬合挙上2週にmRNA発現に変化
のあったproteoglycanは，aggrecan（KS, CS），biglycan

（DS），decorin（DS），mimecan（DS）， fibromodulin

（KS）およびlumican（KS）であり，aggrecanのみmRNA

発現が減少を示し，その他は増加を示していた．これら

の結果から，下顎頭軟骨のGAG量は軟骨細胞が産生す
るaggrecanとそれに結合する硫酸化GAGの減少に対し，
線維芽細胞と未分化間葉系細胞が産生する，aggrecan以
外のproteoglycanが増加した結果，組織全体では実験群
のGAG鎖の数が対照群と同等に保たれたと考えられ
る．そして，軟骨細胞層のメタクロマジー反応の変化に
ついては，多くの硫酸化GAGを持ち，軟骨細胞層に高
密度に存在するaggrecanの減少を強く反映した可能性が
考えられる．また，ウシの関節円板のproteoglycanに結
合する硫酸化GAGを調べた研究では，関節負荷のかか
る領域の硫酸化GAGには長さに伸長を認めたとの報告
があり（Scott et al., 1995），本研究でも，aggrecanに結
合する硫酸化GAGもしくはその他のproteoglycanに結合
する硫酸化GAGの長さの変化により，組織全体では実
験群のGAG量は補償された可能性も考えられた．つま
り，荷重負荷によりGAGとproteoglycanの組成は変化し
たが，下顎頭軟骨全体でみるとGAGの総量は変わら
ず，GAGがもたらす組織の荷重抵抗性は維持された可
能性が考えられる．

3．Collagen mRNA発現
Collagenは，現在30近くの型が発見されているが，下

顎頭軟骨では，Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅵ型，Ⅸ型，Ⅹ型
collagenの存在が明らかにされている（Silbermann et al.,

1987 ; 1990 ; Luder et al., 1988 ; Strauss et al., 1990 ; Mi-

zoguchi et al., 1990 ; 1997a ; 1997b ; Milam et al., 1991 ; Ali

& Sharawy, 1995 ; 1996 ; Fukuda et al., 1999 ; Chen et al.,

2012）．本研究では，線維性collagenに分類され，組織の
機械特性と関連性が高い3つの型のcollagen mRNA発現
について検討した．下顎頭軟骨におけるcollagenの分布
は，Ⅰ型 collagenは線維層と増殖細胞層に存在し
（Strauss et al., 1990.），組織の牽引力に対する抵抗性を
付与していて，Ⅱ型collagenは軟骨細胞層に存在する軟
骨特異的なcollagenである（Scott et al., 1986）．Ⅲ型col-

lagenは線維層，増殖細胞層，軟骨細胞層に分布を認め
（Mizoguchi et al., 1997），成長が旺盛な胎生期など組織
改造が盛んに生じる部位に豊富に存在するとされている
（Gay et al., 1978）．本研究における各collagen mRNA発
現は，Ⅰ型では咬合挙上後1週，Ⅲ型は1，2週に高値
を示したのに対し，Ⅱ型は3週まで対照群と比較して有
意に低い値を示した．この結果は，増殖細胞層と軟骨細
胞層の厚径変化のあった期間に相関しており，Ⅰ型，Ⅲ
型collagenの増加は増殖細胞層，Ⅱ型collagenの減少は軟
骨細胞層で生じた変化であると考えられる．荷重負荷に
対する線維芽細胞を主体とする結合組織のⅠ型collagen
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mRNA発現に及ぼす影響に関するin vitroの研究は数多く
行われている．ラット歯根膜由来細胞（Ozaki et al. ,

2005），ヒト膝蓋腱由来細胞（Yang et al., 2004），ヒト
前十字靭帯由来細胞（Lee et al., 2007）への伸展負荷に
よってI型collagen mRNA発現が増加することが報告され
ており，本研究と一致する結果を示した．一方，Ⅲ型
collagenはⅠ型collagenの原線維形成に必要不可欠である
ことがⅢ型collagen遺伝子の突然変異の導入実験から明
らかにされている（Liu et al. , 1997）．Ⅲ型 collagen

mRNA発現に関しては，伸展応力に対して間葉系幹細胞
で増加したという報告がある（Lee et al., 2007）．Ⅱ型
collagenは軟骨組織に特徴的な細胞外基質であり
（Evanko & Vogel, 1993），圧縮力，剪断応力に対する耐
性を組織に付与する（Stegenga et al., 1991）．荷重を加
えた in vivoの研究では，間欠的負荷はⅡ型 collagen

mRNA発現を増加し（Smith et al., 1996），静的な持続的
荷重負荷ではmRNA発現を減少したとの報告がある
（Ragan et al., 1999）．本研究ではⅡ型collagen mRNA発
現の減少が認められ，さらに軟骨組織に特徴的な細胞外
基質であるaggrecan mRNA発現の減少も認められた．ま
た，Ⅱ型collagen産生の最も高い領域は軟骨細胞層上層
であるとの報告もある（Luder et al., 1988）．以上から本
研究における結果は，咬合挙上による下顎頭中央部での
持続的な圧縮応力の負荷によって，軟骨細胞層の分化直
後から肥大化初期の分化段階の軟骨細胞のⅡ型collagen

の産生が著しく抑制され，Ⅱ型collagenの減少に対し，
喪失した荷重抵抗性を補うため増殖細胞層のⅠ型，Ⅲ型
collagenは増加したと推察される．これらの変化は，下
顎頭軟骨における軟骨細胞層と増殖細胞層の組織改造の
一過程であり，これは適応反応であったと推察される．

4．Modular proteoglycan

Aggrecanは，軟骨細胞（Kiani et al., 2002），vercicanは
未分化間葉系細胞と線維芽細胞が産生する（Iozzo &

Murdoch, 1996）．本研究では，aggrecanは2週目で対照
群に対して有意に低い値を示し，versicanは実験期間を
通じ変化を示さなかった．メカニカルストレスが軟骨の
aggrecanに及ぼす影響に関する研究は数多く報告されて
いる．In vitro研究では，関節軟骨細胞への間欠的な圧
力がaggrecan mRNA発現を増加させることが示され
（Smith et al., 1996），持続的静的圧縮はaggrecan mRNA

発現を低下させるという報告と（Ragan et al., 1999），
aggrecan mRNA発現を増加させるという報告があるが
（Takahashi et al., 1996），これらはおそらく圧縮応力の
大きさの違いによる結果であると推察される．以上か

ら，本研究では咬合挙上によって関節荷重の増大と，持
続的な荷重負荷を行ったことで軟骨細胞によるaggrecan

の産生が抑制されたと考えられる．

5．Small leucine−rich proteoglycan（SLRP）
本研究では，下顎頭軟骨でその発現が確認された8種

類のSLRPのmRNAの定量を行い，mRNA発現が高い値
を示したのは，biglycan，decorin，fibromodulin， lumi-

can，mimecan，PRELP，condroadherinの7つであった．
これらのうち，PRELPとcondroadherinを除くSLRPは，
collagen原線維の形成に重要な役割を担っていることが
明らかにされている（Brown & Vogel, 1989）．Biglycan

とdecorinは，免疫組織学的研究によると，biglycanと
decorinはともに下顎頭軟骨では線維層と増殖細胞層に分
布する（Del Santo et al., 2000）．Decorinは，collagen原
線維の直径や形成速度を調整し（Brown & Vogel,

1989），decorin遺伝子を欠損させたマウスでは，腱や皮
膚のcollagen原線維の直径が不均一となり，組織の脆弱
性を引き起こすことが報告されている（Danielson et al.,

1997）．一方，biglycanは，遺伝子の欠損によって，
decorinと同様に，collagen原線維の直径を不均一にする
こと，および2つの遺伝子の欠損では，相乗作用を示す
（Svensson et al., 1999）．Biglycanは圧縮主応力に対し
て，decorinは牽引主応力に対して機能している（Scott

et al., 1995 ; Mizoguchi et al., 1998）．本研究における
biglycanとdecorinのmRNA発現は，咬合挙上装置による
荷重負荷により1週目において高値を示した．つまりこ
の結果は下顎頭において圧縮力と牽引力による複雑な生
体力学的環境が生じていることを示唆している．一方，
fibromodulinとlumicanはⅠ型collagen分子との結合能を有
し，原線維の形成を調節していることが明らかにされて
いる（Svensson et al., 1999）．興味のあることに，この
2つのSLRPは，Ⅰ型，Ⅲ型collagen分子への結合部位を
一部共有し（Svensson et al., 2000），fibromodulinの遺伝
子欠損は，lumicanのmRNA発現も減少させるが，lumi-

canのタンパク質発現およびcollagen原線維への結合量を
増加させる．しかし，形成されたcollagen原線維は細
く，直径は不均一で，組織の機械的強度が低下する
（Svensson et al., 1999）．このことは，2つのSLRPがcol-

lagenとの反応に関して競合関係にあり，タンパク質レ
ベルでは相補的に作用して組織の機械的強度の維持に寄
与することを示している．本研究ではfibromodulinと
lumicanはいずれも1，2週目にmRNA発現は高値を示
した．これらの結果は同じく1，2週目にmRNA発現に
変化のあったⅢ型collagenの形成に伴う反応であったと
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考えるのが妥当である．以上から，本研究において
mRNA発現の増加を示した biglycan， decorin， fibro-

modulin，lumicanは，力学的環境の変化に対する下顎頭
軟骨のⅠ型，Ⅲ型collagenの原線維の形成や改造過程に
関与し，増殖細胞層における厚径変化に大きく寄与した
ものと考えられる．また，軟骨における細胞の成熟過程
で，軟骨細胞への分化調節を行う甲状腺ホルモン関連タ
ンパク質（PTHrP）は，軟骨における細胞増殖の促進と
軟骨細胞肥大を阻害する作用があり，PTHrPのノックア
ウトマウスによる研究では細胞増殖の低下と軟骨細胞の
早期の肥大を生じた（Amizaka et al., 1994）．SLRPにつ
いては軟骨細胞分化での関与が報告されており，bigly-

canとfibromodulinの遺伝子欠損マウスの研究では，下顎
頭軟骨の軟骨細胞の増殖の減少，PTHrP発現の減少
（Chen et al., 2009），軟骨細胞層での軟骨細胞のアポ
トーシスの促進（Wadhwa et al., 2005），骨代謝を促進す
ることが報告されている（Embree et al., 2011）．ラット
の下顎骨に器具を装着し，前方誘導を行った研究では荷
重変化によるPTHrPの発現増加と，肥大軟骨の分布を示
すマーカーの減少を認めたという報告もあり（Rabie,

2003），本研究で厚径の減少と細胞の小型化を認めた軟
骨細胞層での反応と類似している．よって，咬合挙上に
よる力学的環境の変化で生じたSLRPの発現変化も，
PTHrP発現に関与して，軟骨細胞分化の抑制に影響を与
えた可能性がある．これらを確認するには軟骨から骨領
域まで対象を拡大し，荷重負荷に対する下顎頭軟骨の骨
分化への影響や骨構造の変化も検討していく必要があ
る．

結 論

切歯咬合挙上により成長期ラットの下顎頭軟骨にかか
る力学的負荷を変化させると，増殖細胞層から軟骨細胞
への分化および軟骨細胞の肥大化は抑制された．一方
で，増殖細胞層の増殖および肥大軟骨細胞層での軟骨内
骨化は維持されることによって下顎頭軟骨の組織構造に
変化を起こすと考えられた．そして，これらの変化は顎
関節や周囲の組織の適応によって，最終的に元の組織構
造に収束することが示唆された．
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Abstract

Objectives : Tamogitake is a mushroom containing com-

pounds with antitumor and anti−atopic effects. The amount

of ergothioneine (EGT ) with antioxidant properties con-

tained in Tamogitake is the highest among mushrooms.

However the antioxidant and anti−inflammatory effects in-

duced by EGT may suppress the onset and progress of in-

flammatory oral mucosal diseases, and the effect of EGT on

gingival epithelium has not been reported. In the present

study, we performed genome − wide and bioinformatics

analyses of gingival epithelial cells by stimulation with

EGT extracted from Tamogitake for short and longer peri-

ods.

Method : The gingival epithelial cells were cultured with 1

mM EGT for 24 hours or one month. Cells cultured without

EGT were used as the controls. After total RNA was ex-

tracted the expression level of each of the genes was ana-

lyzed by a DNA microarray. The pathway analyses were

performed with the Ingenuity Pathway Analysis package to

predict the various functions.

Results and Discussion : The pathway analyses of the gene

expressions showed that elevated expressions of genes were

involved in blood coagulation, infection protection, and

wound healing in the cells stimulated with EGT for the

short period. In the cells stimulated with EGT for the longer

period, elevated expression of the genes was related to an

immune response and antimicrobial peptides. The results in-

dicate that the EGT stimulation mainly increases the protec-

tive effects of gingival epithelium.

Conclusions : In addition to its antioxidant activity, the EGT

may act to protect gingival epithelium against inflammatory

oral mucosal diseases. However, EGT also increased the ex-

press of chemokines that may be involved in the progres-

sion of periodontitis in the gingival epithelium. Further in-

vestigation is needed to determine clinical applications.
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緒 言

タモギタケ（Pleurotus cornucopiae）は，主に北海道や
東北地方に天然分布し，初夏から秋にかけてニレ類を主
とする広葉樹の倒木や立ち枯れ木から発生する食用の茸
である．近年，タモギタケは食材としてのみならず，乾
燥粉末や抽出物が健康補助食品や機能性食品としても利
用されており，抗腫瘍作用を持つエルゴステロールパー
オキサイド，保湿効果や抗アトピー効果を持つグルコシ
ルセラミド，血圧調節物であるアンギオテンシン変換酵
素阻害物質，そして抗酸化作用を持つエルゴチオネイン
（EGT）が含まれていることが報告されている（Takei et

al., 2005 ;富山ら., 2008 ; 山岸ら, 2011 ; Hagiwara et al.,

2005 ;福田ら, 2013）．EGTは多くの茸類に含まれている
が，タモギタケでの含有量は他のどの茸に比べても多
く，一般的な各種食用キノコの10倍以上という報告があ
る（貫名，2009）．
口腔粘膜は，外来物質や感染により様々な酸化ストレ

スに晒されるリスクが高く，高齢者の口腔乾燥や歯周炎
の発症に酸化ストレスが関与していることが示唆されて
いる（Halliwell, 1991 ; Droge, 2003 ; Valko et al., 2007）．
EGTの抗酸化作用や抗炎症作用はこれらの疾患の発症や
進行に抑制的に働くことが期待されるが，その詳細は不
明であり，EGTの口腔粘膜への直接的な影響についても
明らかとなっていない．そこで本研究では，タモギタケ
由来EGTを培養歯肉上皮細胞へ短期及び長期作用させた
際の遺伝子発現の変化について網羅的に観察し，そのパ
スウェイについてバイオインフォマティクス解析を行っ
た．

材料および方法

1．タモギタケ由来EGTの調整
人工栽培されたタモギタケ子実体を5倍量の沸騰水に

10分間浸漬し，得られた抽出液を減圧濃縮して固形分
2．5％の濃縮液を得た．濃縮液を120℃，2気圧，15分間
加熱殺菌処理し，タモギタケ熱水抽出物とした．EGTは
タモギタケ熱水抽出物より，活性炭カラムを用いて精製
され，エタノールにて溶出後に減圧下で低温蒸留し，乾
燥粉末とした．EGT粉末を滅菌蒸留水に溶解した後
Minisart Single use filterunit（ Sartrius, Göttingen, Ger-

many）にて濾過滅菌し，EGT溶液（100mM）とした．

2．細胞培養
ヒト歯肉上皮前駆細胞HGEP（CELLnTEC, Bern, Swit-

zerland）を4×103cell / cm2濃度で IWAKI 60mm Tissue

Culture Dish（旭テクノグラス，静岡）に播種し，ヒト
上皮細胞用培地CnT − Prime（CELLnTEC）を用いて
37℃，5％CO2下で培養，継代三代目に80％コンフルエ
ントに達した後，タモギタケ由来EGTを最終濃度1mM

となるよう培養液に添加し24時間後のものを短期作用と
して用いた．また長期作用として，EGTを最終濃度1
mM濃度で添加した培養液を3日おきに交換し，1ヶ月
間培養したものを用いた．24時間，1ヶ月間どちらにお
いても溶媒である滅菌蒸留水を，試薬添加量と同量添加
したものをcontrolサンプルとした．（それぞれn＝3）

3．マイクロアレイ法およびパスウェイ解析
培養細胞よりRNA抽出用薬剤（Trizol Reagent：Invi-

trogen, Carlsbad, CA, USA）を用いたAGPC法により，to-

tal RNAを抽出した．得られたtotalRNAよりLow Input

Quick Amp Labeling Kit（ Agilent, Santa Clara, CA,

USA）を用いてラベル化cDNAを作成した．ラベル化
cDNAはGene Expression Hybridization Kit（Agilent）によ
りSurePrint G3 Human Gene Expression 8x60K V2（Ag-

ilent）にハイブリダイズした後，Agilent DNA Microar-

ray Scanner G2539A（Agilent）でスキャンし，Feature

Extraction（Agilent）にて画像の数値化を行った．得ら
れたデータの解析にはGene Spring GX（Agilent）を使用
し，遺伝子発現量をcontrolサンプルと比較した．マイク
ロアレイ法にてcontrolサンプルと比較して2倍以上の遺
伝子発現変化がみられる遺伝子群について，Ingenuity

Pathway Analysis（IPA Ver9.0およびVer24390178 : Inge-

nuity Systems, Redwood City, CA, USA）を用いてパス
ウェイ解析を行い，その機能予測を行った．

4．mRNA発現解析
発現変化の認められた遺伝子のうち，IPA解析におい

て機能の関連性が高かったグループについて，定量的
RT−PCRを用いてその発現変化の詳細な検討を行った．
total RNAより，Oligo（dT）12−18プライマーおよびSu-

perscript reverse transcriptase（Invitrogen）を用いた逆転
写を行いcDNAを作成した．得られたcDNAは，SYBR

Green（Applied Biosystems, Foster City, CA, USA）を使
用した定量的real−timePCRにより，LightCycler� Nano

（Roche, Basel, Swiss Confederation）にてmRNAの発現変
化を定量した．内在性controlにはヒトGAPDHをcontrol

とし，解析には⊿⊿Ct法を用いた．

5．統計学的手法
定量的real−timePCRで得られた結果は， IBM SPSS
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Statistics 20（IBM, Armonk, NY, USA）を用いたMann−

WhitneyのU検定にて比較・検討した．（P＜0．05）

結 果

1．マイクロアレイ法
マイクロアレイの結果から，EGTの培養液への添加に

よりcontrolサンプルと比較して2倍以上の遺伝子発現変
化がみられる遺伝子群について調査した結果，24時間の
短期作用においては発現上昇が2倍～5倍未満が178プ
ローブ，5倍から10倍未満が55プローブ，10倍から50倍
は15プローブであった（表1）．また1ヶ月の長期作用
においては発現上昇が2倍～5倍未満が1580プロー

ブ，5倍から10倍未満が114プローブ，10倍から15倍は
4プローブであった（表2）．

2．遺伝子群のパスウェイ解析
発現の増加がみられた遺伝子群の機能予測を行うため

に，マイクロアレイ結果をIngenuity Pathway Analysis

（IPA）により分析し，発現上昇がみられた遺伝子群の
機能分類と，既知のパスウェイとの照合を行った．
機能分類では，短期作用において「Hematological Sys-

tem Development and Function」「Cellular Movement」「In-

flammatory Response」などが上位にランキングされた．
長期作用においては「Dermatological Diseases and Condi-

tions」「Cell−To−Cell Signaling and Interaction」「Cellular

Movement」などが上位にランキングされた．（表3，4）
既知のパスウェイとの照合においては，有意性の高い

パスウェイとして，短期作用においては「Extrinsic

Prothrombin Activation Pathway」「Coagulation System」な
どの血液凝固に関連したパスウェイが認められ，関連す
る発現上昇遺伝子の内訳として血液凝固第13因子，6型
コラーゲン，フィブリノーゲン遺伝子，BMP6，FGF22

などであった（表5，図1，2）．長期作用においては
「IL−17A Signaling in Gastric Cells」「Role of Cytokines in

Mediating Communication between Immune Cells」などの
免疫応答に関連したパスウェイが有意性が高く，内訳と

1month Fold change プローブ数
10倍～15倍 4
5倍～10倍未満 114
2倍～5倍未満 1580

24h Fold change プローブ数
10倍～50倍 15
5倍～10倍未満 55
2倍～5倍未満 178

24h Function Rank p値 関連プローブ数（平均）
Hematological System Development and Function 8．43×10－5～3．33×10－2 3．1

Cellular Movement 8．43×10－5～3．33×10－2 4．4
Inflammatory Response 8．43×10－5～3．09×10－2 3．3

Immune Cell Trafficking 8．43×10－5～3．33×10－2 3．3
Antigen Presentation 8．43×10－5～3．09×10－2 4．2

1month Function Rank p値 関連プローブ数（平均）
Dermatological Diseases and Conditions 9．62×10－8～6．21×10－3 27．7
Cell−To−Cell Signaling and Interaction 1．79×10－7～6．67×10－3 10．6

Cellular Movement 1．79×10－7～6．67×10－3 17．7
Hematological System Development and Function 1．79×10－7～6．67×10－3 13．4

Immune Cell Trafficking 1．79×10－7～6．67×10－3 20．5

24h Pathway −log（p−value） 関連プローブ数
Extrinsic Prothrombin Activation Pathway 4．56 4

Coagulation System 3．17 4
Intrinsic Prothrombin Activation Pathway 2．44 3

Acute Phase Response Signaling 1．90 6
Axonal Guidance Signaling 1．46 9

表1 マイクロアレイ法にて解析されたEGTの短期刺激によ
り発現上昇が認められた遺伝子数

表2 マイクロアレイ法にて解析されたEGTの長期刺激によ
り発現上昇が認められた遺伝子数

表3 短期作用において発現上昇がみられた遺伝子群の機能予測カテゴリー上位5位

表4 長期作用において発現上昇がみられた遺伝子群の機能予測カテゴリー上位5位

表5 短期作用において発現上昇がみられた遺伝子群と有意性が高い既知のパスウェイ上位5位

23The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 38� 2019
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してコロニー刺激因子，IL－17A，CCL20，CXCL1，ヒ
トβディフェンシン3などの発現上昇遺伝子が含まれて
いた（表6，図3，4）．

3．マイクロアレイ法結果の定量的RT−PCR法による確
認

EGTを長期的に作用させた場合と違い，EGTを短期の
み作用させた場合の遺伝子発現変化の再現性を確認する
ため，また短期作用のIPA解析において，機能の関連性
が高かった創傷治癒やフィブリンの安定性にかかわる遺
伝子をより詳細に検討するためにすべてのサブタイプに
ついて各プライマーを用いて（表7），定量的RT−PCR

法によりそれぞれの発現変化について検討を行った．そ
の結果， Fibrinogen alpha chain（ FGA）， Fibrinogen

gamma chain（FGG），Coaglation factorⅩⅢB（F13B）に
おいていずれも遺伝子発現の有意な上昇が確認された．

1month Pathway −log（p−value） 関連プローブ数
IL−17A Signaling in Gastric Cells 3．20×10－1 8

Role of Cytokines in Mediating Communication
between Immune Cells

2．04×10－1 10

Differential Regulation of Cytokine Production in
Macrophages and T Helper Cells by IL−17A, IL−17F

3．33×10－1 6

Role of IL−17A in Psoriasis 3．85×10－1 5
Differential Regulation of Cytokine Production in
Intestinal Epithelial Cells by IL−17A and IL−17F

2．61×10－1 6

図1 発現上昇がみられた遺伝子（ピンク～赤）との有意性
ランキングが第1位であった既知のパスウェイ図．遺伝子名
下部の数値はcontrolと比較した発現量（Fold change）を示
す．

図2 発現上昇がみられた遺伝子（ピンク～赤）との有意性
ランキングが第2位であった既知のパスウェイ図．遺伝子名
下部の数値はcontrolと比較した発現量（Fold change）を示
す．

図3 発現上昇がみられた遺伝子（ピンク～赤）との有意性
ランキングが第1位であった既知のパスウェイ図．遺伝子名
下部の数値はcontrolと比較した発現量（Fold change）を示
す．

表6 長期作用において発現上昇がみられた遺伝子群と有意性が高い既知のパスウェイ上位5位

24 Jun SATO et al.／A bioinformatics analysis of gene expression changes in gingival epithelial cells by short− and longer−term activity of ergothioneine extracted from Tamogitake.
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（図5，6，7）なお，他のサブタイプであるFibrinogen

beta chain（FGB）およびCoaglation factorⅩⅢA（F13

A）については，マイクロアレイによる解析と同様，そ

の有意な発現変化は認められなかった．（図8，9）

プライマー シークエンス RefSeq

Fibrinogen alpha chain F 5´−TAGCTGAATTCCCTTCCCGTG−3´ NM_021871.2

(FGA) R 5´−GGATACCTCTGACAGGGCGA−3´

Fibrinogen beta chain F 5´−TCCCAAGGTGTCAACGACAA−3´ NM_005141.4

(FGB) R 5´−CCAGCATCAGGGGCTTTTCT−3´

Fibrinogen gamma chain F 5´−TGGCATTATTTGGGCCACTTG−3´ NM_000509.4

(FGG) R 5´−GGTCTTTTAAACGTCTCCAGCC−3´

Coagulation factor XIII A F 5´−AGATGGCACTCATGTGGTGG−3´ NM_000129.3

(F13A) R 5´−GGGCAGTTTCTAGGGCCAAT−3´

Coagulation factor XIII B F 5´−GTAGCCTGTGAGGAACCACC−3´ NM_001994.2

(F13B) R 5´−CATGGAGAAGGTAGCCGCTT−3´

表7 定量的RT−PCR法に用いたプライマー配列

Primer design：NCBI Primer−BLAST

図4 発現上昇がみられた遺伝子（ピンク～赤）との有意性
ランキングが第2位であった既知のパスウェイ図．遺伝子名
下部の数値はcontrolと比較した発現量（Fold change）を示
す．

図6 定量的real time RT−PCR法による血液凝固関連遺伝子
のmRNA発現解析（Fibrinogen gamma chain）

図7 定量的real time RT−PCR法による血液凝固関連遺伝子
のmRNA発現解析（Coagulation factor XIII B）

図5 定量的real time RT−PCR法による血液凝固関連遺伝子
のmRNA発現解析（Fibrinogen alpha chain）

25北海道医療大学歯学雑誌 38� 令和元年
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考 察

本研究では，タモギタケ由来EGTの口腔粘膜由来上皮
細胞への影響を網羅的に観察した．その結果，短期作用
させたものでは，血液凝固系に関連したい遺伝子パス
ウェイの有意性が高く，長期作用させたものでは，免疫
応答に関連したパスウェイの有意性が高い結果となって
いた．EGTは，水溶性で正電荷に帯電したアミノ酸の一
種（分子量229．3）であり，抗酸化作用をはじめとする
さまざまな機能を有することが知られている（Chear et

al, 2012）．ヒトはEGTを体内では生合成できず，菌類や
マイコバクテリアにより生合成されたEGTを吸収した植
物や菌糸類を直接摂食することにより体内にEGTを取り
こんでいる（Drothy, 1970）．われわれが口にする食品に
おいては，キノコ類にEGTが多く含まれ，キノコの種類

の中でも特にタモギタケに多く含まれている（貫名，
2009）．経口摂取されたEGTは胃酸による分解も受けず
血管内に吸収され，肝臓，腎臓，肺，心臓などの各臓
器，筋肉，骨髄，赤血球，および皮膚にも0．3～3mg/g

tissueの濃度で分布する（Hartman, 1990）．また健常なヒ
トの血液中には1～4mg／100ml（43～173μM）が保持
されているとの分析結果がある（Melville, 1958）．組織
液中のEGT濃度は不明であり，条件による濃度差もある
ことから，まず本研究では健常なヒトの血液中濃度のお
よそ10倍台となる6～23倍のEGT濃度として1mMの培
養液による作用を検討した．
短期作用において発現上昇が認められた血液凝固系の

中で，特にFibrinogen alpha chain（FGA），Fibrinogen

gamma chain（FGG）は，止血作用のみならず，血管外
にプールされて細菌やウイルスをフィブリン内に閉じ込
め，生体内に散布されるのを防ぐ感染防御として働くこ
とも知られている（松下，2006）．また血液凝固第13因
子は同様の凝固因子として感染防御の働きのみではな
く，止血後の周囲組織の創傷治癒に関与することが知ら
れており（福武，2010），EGTの歯肉上皮への短期作用
は歯周炎に対して防御的に働き，創傷治癒の促進へも関
わることが示唆された．EGTの長期作用においてみられ
た免疫応答ではIL−17に関連した遺伝子の発現上昇が特
徴的であったが，同時に発現上昇が認められたS100A8

やβディフェンシン（hBD3）は抗菌ペプチドであり，い
ずれも歯周病原菌のみならず，う蝕原因菌，カンジダ
菌，ウイルスの増殖を抑制することが知られており
（Joly et al., 2004 ; Vylkova et al., 2007 ; Scudiero et al.,

2010），歯周炎やう蝕，カンジダ性口内炎やウイルス性
口内炎の発症に対して防御的に働くものと考えられた．
しかしながら，一方ではIL−17の発現に伴い，歯周炎の
進行に促進的に関与する可能性のあるCCL20の発現上昇
も認められている．CCL20は歯周炎における炎症細胞浸
潤を促進する一方，歯肉線維芽細胞からの血管内皮増殖
因子の産生を促進することがわかっており（Hosokawa

et al），この発現上昇が歯周組織において炎症を促進さ
せるものか創傷治癒を促進するものと考えるかは今回の
実験においては検討できず，この点に関しては今後in

vivoにおいての検討が必要と思われる．EGTによる口腔
粘膜上皮の遺伝子の発現変化の中には，歯周炎予防に対
して必ずしもポジティブに働くもののみならず，ネガ
ティブに作用する可能性があるものもあることが示唆さ
れた．
本研究から，EGTは歯肉上皮細胞に対する短期及び長

期作用においてそのものの抗酸化作用以外に，口腔粘膜

図8 定量的real time RT−PCR法による血液凝固関連遺伝子
のmRNA発現解析（Fibrinogen beta chain）

図9 定量的real time RT−PCR法による血液凝固関連遺伝子
のmRNA発現解析（Coagulation factor XIII A）

26佐藤 惇 等／タモギタケ由来エルゴチオネインの短期及び長期作用による歯肉上皮細胞における遺伝子発現変化のバイオインフォマティクス解析
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上皮への反応を介して歯周炎をはじめとした炎症性の口
腔粘膜疾患を防御する作用があることが示唆された．し
かしながら，その作用の中にはネガティブに作用すると
考えられるものもあることから，EGTを口腔内に応用す
る際には，更なる研究が必要であるものと思われた．
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Introduction

Odontogenic keratocyst (OKC) is a benign odontogenic

cystic lesion characterized by a thin, regular lining of parak-

eratinized stratified squamous epithelium with palisading hy-

perchromatic basal cells (Neville et al, 2008 ) . The term

OKC was first proposed by Philipsen (Philipsen, 1956). It is

a locally aggressive lesion with a potential for infiltration

and a high rate of recurrence. OKC generally occurs intraos-

seously, with a high predilection for the mandible. In con-

trast, peripheral odontogenic keratocyst (POKC) is a rare

cyst arising in the soft tissue with a histological appearance

identical to that of the OKC (Abe, et al., 2014). Dayan and

colleague reported on this unusual presentation and sug-

gested the diagnostic term of POKC (Dayan, et al., 1988).

OKC used to be categorized as a tumor, as it has the poten-

tial for infiltration, local aggressiveness, and high rate of re-

currence, in addition to the genetic features supporting it to

be malignant (Barnes, et al., 2005 ; Vazquez−Romero, et al.,

2017). However, a lower rate of recurrence, a characteristic

usually not associated with neoplasia, has been documented

following marsupialization of the POKC (Pogrel & Jordan,

2004). The clinical and histopathological data were insuffi-

cient to support the putative neoplastic nature of this lesion.

Therefore, the originally coined term POKC was retained

(Speight & Takata, 2018). The origin of these cysts from
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Abstract

Peripheral odontogenic keratocyst (POKC) is a rare

cyst with a histological appearance identical to that of

the odontogenic keratocyst, and arises in the soft tis-

sues. Here, we report a case of POKC in the buccal

space of a 66−year−old Japanese male. The patient

complained of a painless swelling on the right cheek in-

side the mouth for four years. On examination, a well−

circumscribed, mobile soft tissue mass (approximately

25 mm diameter), free from the overlying mucosa or

underlying structures was noted adjacent to the right

parotid papilla. Computed tomography (CT) and mag-

netic resonance imaging (MRI) revealed a well−circum-

scribed mass with a homogenous internal structure in

the buccal space. Ablation of the mass in the right

cheek was performed under general anesthesia. Tissue

sections stained with hematoxylin−eosin revealed the

presence of a cyst with the lumen lined by parakerati-

nized stratified squamous epithelium. The parakerati-

nized layer was strongly stained with cytokeratin (CK

19). The diagnosis and treatment procedures, as based

on the literature, are also discussed. This article pre-

sents a case of this uncommon entity.
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odontogenic epithelium or other tissues has not been con-

firmed so far. The majority of the POKC have been located

on the gingiva. In this paper, we report a case of POKC lo-

calized in the buccal space.

Case Report

A 66−year−old Japanese male was referred by a general

practitioner to the Department of Oral and Maxillofacial

Surgery of Health Sciences University of Hokkaido Hospital

Fig. 1. Clinical findings. a) Extraoral findings show bilateral symmetrical face without any visible swelling on right
cheek, b) Intraoral finding shows swelling at the right buccal mucosa (dotted area), c) A pus−like grey straw coloured
fluid was aspirated from the tumor, d) Intraoperatively, an off−white coloured well−circumscribed mass, located under-
neath the muscle of right cheek, and adjacent to Stensen duct.
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in June 2016. The chief complaint was a swelling in the

right cheek, inside the mouth. The swelling had been present

for 4 years without any sign of pain or discomfort. His

medical history revealed that he had undergone treatment for

colon cancer 10 years ago, and was free of any symptoms at

the present. On examination, his face was bilaterally sym-

metrical. No enlarged lymph nodes were noticed in subman-

dibular region and neck. Clinical examination revealed a

solid mobile mass, about 23 × 25 mm in size, in the right

buccal mucosa adjacent to the parotid papilla, covered by

normal oral mucosa. The solid mass was soft, well−circum-

scribed, mobile, and free from overlying mucosa or underly-

ing structures. No paresthesia or other swellings concomitant

with that of the chief complaint were noted. CT and MRI

revealed a cystic mass, 25 mm in size, in the right buccal

space. The mass was localized around the region of the pos-

terior maxillary arch and along the lateral wall of the right

maxillary sinus. It showed a low signal intensity on T1−

weighted MRI and a heterogeneous high signal intensity on

T2−weighted MRI. The mass was well−circumscribed and

had a homogenous internal structure. Diagnostic imaging re-

vealed no abnormalities in the lymph nodes. The mass was

clinically diagnosed as a tumor, and ablation of the mass in

the right cheek was performed under general anesthesia. In-

traoperatively, an off−white colored mass located underneath

the muscles of the right cheek and adjacent to the Stensen’s

Fig. 2. Radiographic findings. a) Axial CT, b) Axial MRI (T1), c) Axial MRI (T2), d) MRI (enhanced). A well−circumscribed
low density mass is observed in the right buccal space in CT (arrow head). It shows a low signal on T1−weighted MRI and a
heterogeneous high signal on T2−weighted MRI (arrow head). Enhanced MRI showed a well− circumscribed mass with ho-
mogenous internal structure.
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duct, was easily resected from the connected tissue. Dis-

charge of pus−like grey straw−colored fluid was observed

from the tumor while separating the superficial tissue. The

resected mass was immediately fixed in 10% formalin solu-

tion for histopathological examination. The patient is in

regular follow−up and currently free of disease.

Histopathological findings

Tissue sections stained with hematoxylin and eosin re-

vealed a cystic lumen containing keratin flakes, a moderate

amount of inflammatory cells, hemosiderin deposits, choles-

terol clefts, and giant cells. The lumen of the cyst was lined

by a 4–6 cell layer of parakeratinized stratified squamous

epithelium. The lining epithelium showed mild surface cor-

rugations and palisading of basal columnar cells forming a

flattened interface with the connective tissue. A uniformly

thick connective tissue wall with mild chronic inflammatory

cell infiltrate was noted at some locations. Other normal

structures like muscle, adipose, and vascular tissue were

found over the deeply−seated minor salivary gland tissues.

To confirm the histopathological diagnosis of POKC for the

present case, we performed immunohistochemistry for its

lining epithelium. CK19 was strongly positive in the entire

parakeratinized layer of the cystic epithelium. The immuno-

histochemical profile for the present case was identical to

those for OKC.

Discussion

Here, we present an extremely rare case of a peripheral

odontogenic keratocyst in the buccal space. The diagnosis

Fig. 3. Histological findings. a) The cyst wall is lined with 4−6 layers of parakeratinized squamous cells arranged in palisaded
pattern with a corrugated surface. b) Nuclei of the cells in the basal layer are palisaded. The rete ridge of the epithelium is not
evident. c) On immunohistochemistry, the parakeratinized layer was strongly stained with cytokeratin (CK19).
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was based on the specific histological criteria of the tissue

sample, including the presence of prominent parakeratiniza-

tion, a focally corrugated surface, and a well−defined pali-

sading basal layer. POKC arising in the buccal space is ex-

tremely rare ; only 5 out of 24 cases (Table 1) have been

reported in the buccal space (Abe, et al., 2014 ; Vazquez−

Romero, et al., 2017). POKC is reported to occur during the

third to seventh decade of life, with a peak incidence in the

third decade (Vazquez−Romero, et al., 2017). In the present

case, the patient was older than the peak incidence age of

the cases previously reported. He had noticed the swelling 4

years prior to visiting the hospital without any signs of pain

or aggressive destruction of the adjacent tissue. Previous

POKC patients visited 6 months after they noticed the lesion

in mouth (Zhu, et al., 2014 ; Buchner, et al., 1979). OKCs

often exhibit an aggressive behavior (Zhu. et al. , 2014) .

Thus, POKC should be considered as a differential diagnosis

for a swelling in the buccal space.

The differential diagnoses of POKC include gingival cyst,

peripheral ameloblastoma, epidermoid cyst, and dermoid

cyst (Neville, et al, 2008). The gingival cyst is very com-

mon in neonates, but rare in adults (Viveiros, 2019). Unlike

POKC, the gingival cyst is located in the gingiva and dis-

plays orthokeratosis (Neville, et al., 2008). POKC may share

some clinical features with peripheral ameloblastoma, an

odontogenic lesion arising commonly on the buccal mucosa

(Isomura, et al., 2009). However, differences in the histopa-

thological features of peripheral ameloblastoma, including

neoplastic features, help to differentiate between the two le-

sions. Although epidermoid cysts are lined by keratinizing

epithelium, and the lumen is filled by keratin, they can be

differentiated by the presence of sebaceous cells, which are

not a common feature in POKC (Neville, et al., 2008). Der-

moid cysts in the skin are lined by epidermis that possesses

various epidermal appendages, such as sebaceous, eccrine,

and apocrine glands that are not present in the POKC

(Neville, et al., 2008).

The dislocated and persistent dental lamina during odonto-

genesis may be the main candidate for the lining epithelium

of the cystic components (Ide, et al., 2010). The lesion in

the present case was located in the buccal space adjacent to

the opening of the parotid duct, a common site of involve-

ment of the dental lamina (Ide, et al., 2010). Other odonto-

genic lesions such as peripheral ameloblastoma and odon-

toma that develop in the buccal space were also considered

to originate from the dental lamina (Bakry, 1977 ; Isomura,

Author Number of cases Age (yrs)/gender of patient Site of lesion Reference

Stoelinga and colleagues 1 N/A Maxillary gingiva Stoelinga, et al.,1975

Buchner and Hansen 2 N/A Buccal mucosa Buchner & Hansen,1979

Dayan and colleagues 1 42/M Left maxillary gingiva Dayan, et al.,1988

Chehade and colleagues 6

66/F Left maxillary gingiva

Chehade, et al.,1994

57/F Right maxillary gingiva

70/M Left mandibular gingiva

37/M
Right mandibular gingiva

42/M

35/F Mandibular gingiva

Fardal and Johannessen 1 41/F Maxillary and mandibular gingiva Fardal, et al.,1994

Ide and colleagues 2
38/F Left maxillary gingiva

Ide, et al.,2002
46/F Right maxillary gingiva

Chi and colleagues 2
81/F

Left maxillary gingiva Chi, et al.,2005
64/F

Preston and Narayana 1 83/F Left maxillary gingiva Preston & Narayana,2005

Faustino and colleagues 1 57/F Left mandibular gingiva Faustino, et al.,2008

Vij and colleagues 1 56/M Left maxillary gingiva Vij, et al.,2011

Grobe and colleagues 1 52/M Buccal mucosa Grobe, et al.,2012

Zhu and colleagues 2
44/F Deep left lateral oral fascia region

Zhu, et al.,2014
69/M Deep right lateral oral fascia region

Sakamoto and colleagues 1 24/F Mandibular gingiva Sakamoto, et al.,2014

Abe and colleagues 1 46/M Left temporalis muscle Abe, et al.,2014

Vazquez−Romereo and colleagues 1 32/M Left maxillary gingiva Vazquez−Romero, et al.,2017

Table 1 : Summary of the POKC cases reported in English literature

N/A : not available ; M : male ; F : female ;
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et al., 2009). Based on these findings, it may be reasonable

to assume that the lesion in the present case report had

originated from the dental lamina.

Conclusion

Based upon the histological findings, the patient in this

case report was identified with POKC in the buccal space, a

unique and rare site of occurrence for this disease. Assuming

a less destructive clinical course, a conservative surgical

treatment was provided and regular follow−up was planned.
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［最近のトピックス］

グルタミンの経口摂取は口腔粘膜炎に有効か？

廣瀬 知二

伊東歯科口腔病院

グルタミン（Glutamine）は非必須アミノ酸の一つで
あり，生体で合成が可能である．しかし，外傷，手術な
どのストレス状態では，必要量に見合うほど合成ができ
ないので十分な補給が望ましいとされている．そのため
条件付き必須アミノ酸（Conditionally essential amino

acid）もしくは，準必須アミノ酸（Semi−essential amino

acid）と呼ばれることもある．
がんの化学療法や放射線治療時に強い疼痛を伴う口腔

粘膜炎が発症し，経口摂取が困難となり，QOLが大幅
に低下するケースがしばしば見られる．口腔環境の改善
と対症療法が対処法の主体となっているが，近年，この
有害事象の改善にグルタミンの効果が注目されている．
そのきっかけは2007年にCancer誌に報告された無作為第
3相試験の結果である．Petersonらは乳がん患者を対象
として化学療法を行い，グレード2以上の口腔粘膜炎を
発症した患者にグルタミンを経口投与した．その結果，
プラセボと比較して有意に口腔粘膜炎のグレードが低下
しグルタミンの有用性が示唆された．この他にも実地臨
床において口腔粘膜炎を軽減させた報告が多数ある

（表）．
これらの報告からがん化学療法や放射線治療時のグル

タミン補充投与は，口腔粘膜炎の予防・改善に寄与する
可能性がある．グルタミンは水溶液としては非常に不安
定で容易に分解してアンモニアやグルタミン酸に形をか
えることから，摂取直前に水に溶解するのが望ましい．
現在国内では，グルタミンCO（アイドゥ），GFO�（大
塚製薬），アバンド�（アボットジャパン）などが，グル
タミン補給に特化した補助栄養食品として市販されてい
る．あくまで食品であり効能・効果が明示されるわけで
はない．また，現時点ではエビデンスは十分ではないた
め，その応用は今後の研究に期待される．

著者・文献 がん治療 被験者数 グルタミン投与 調査項目 結論

Anderson PM et al.
Cancer. 83, 1433-9, 1998 化学療法 24 4g ×14days ECOG grading system 口腔粘膜炎軽減，

治癒日数短縮

Cerchietti LC et al.
Int J Radiat Oncol Biol Phys.
65, 1330-7, 2006

化学療法
＋放射線治療 29 0．4g/kg iv × 5days WHO Scale 口腔粘膜炎軽減

Choi K et al.
Clin Nutr. 26, 57-62, 2007 化学療法 51 30g ×15days CTCAEv3．0 口腔粘膜炎軽減

Peterson DE et al.
Cancer. 109 : 322-31. 2007 化学療法 326 Saforis＊7．5g ×14days WHO Scale 口腔粘膜炎軽減

Tsujimoto T et al.
Oncol Rep. 33 : 33-9. 2015

化学療法
＋放射線治療 40 30g × 7days CTCAEv3．0

疼痛スケール（NRS）
口腔粘膜炎軽減
疼痛スケール低下

Lopez-Vaquero D et al.
Mol Clin Oncol. 6 : 931-6. 2017

化学療法
＋放射線治療 50 30g ×42days CTCAEv3．0 口腔粘膜炎軽減

表 グルタミン摂取の有効性を示した論文

＊グルタミン製剤（国内未承認）
ECOG：Eastern Cooperative Oncology Group
CTCAE：Common Terminology Criteria for Adverse Events
NRS：Numerical Rating Scale
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Figure 1. Competitive Fluorescent Ligand Assay for IP3 (CFLA−IP3). FL :
Fluorescent ligand, CFP : Cyan fluorescent protein, LBD : Ligand binding do-
main of IP3R.

［最近のトピックス］

Measurement of IP3 by the Competitive Fluorescent Ligand Assay (CFLA) method

Azmeree JAHAN, Akihiro NEZU, and Akihiko TANIMURA

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

Key words：Inositol 1,4,5−trisphosphate, Fluorescence Resonance Energy Transfer, Fluorescent sensor

Inositol 1,4,5−trisphosphate (IP3) is an important intracel-

lular messenger in Ca2+ signaling and is involved in numer-

ous responses to hormones, neurotransmitters, and growth

factors. The IP3 releases Ca2+ from intracellular stores

through the IP3 receptor (IP3R), and this makes IP3 measure-

ment advantageous. There are several methods to measure

IP3, including (1) AlphaScreen technology (Taouji et al. ,

2009), and (2) fluorescence polarization for detection of the

binding of IP3 binding proteins and fluorescent analogues of

IP3 (Rossi & Taylor, 2011). These methods, however, re-

quired large amounts of IP3 binding protein and accurate

concentrations of functional binding sites. Presently, a con-

ceptually new method for measuring IP3, the Competitive

Fluorescent Ligand Assay for IP3 (CFLA−IP3) has become

available.

The CFLA − IP3 uses Fluorescence Resonance Energy

Transfer (FRET) which occurs between two different fluo-

rescent molecules, CFP−labeled ligand binding domains of

IP3R (CFP−LBD), and fluorescent ligand (FL). The binding

of FL to CFP−LBD causes FRET, and IP3 competes with the

FL in the binding to the LBD, and thereby decreases the

FRET signal (Fig. 1).

Oura et al. , developed a new high affinity fluorescent

ligand for IP3R, fluorescent adenophostin A by introducing

the fluorescein unit at the 5’−position of ADA and its low

affinity analogue (F−LL). It has been shown that the binding

of these FL and CFP−LBD decreased the CFP signal and in-

creased the FL signal due to FRET. In addition, F−LL−in-

duced changes in the fluorescence ratio (CFP/FL) were re-

duced by the addition of IP3 in a concentration−dependent

manner. This method was further applied to measure the IP3

concentration in cytosolic fractions of COS−7 cells with and

without stimulation by ATP, and to examine the potency of

IP3R ligands.

These results show that the CFLA method is reliable, and

the principles of this method are simply applicable to any

receptor for which a fluorescent ligand is available.
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［最近のトピックス］

Effects of Phosphophoryn derived RGD peptide on dentin regeneration

Tubayesha HASSAN1, Youjing QIU1, Jia TANG2, Takashi SAITO1

1. Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation,
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

2. Division of Biochemistry, Department of Oral Biology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Direct pulp capping is the treatment for reversible pulpitis

and calcium hydroxide is the common material of choice.

However, there has been reports of inflammatory reaction of

pulp tissue (Accorinte et al., 2008). Tunnel defect formation

and uneven hard tissue formation has also been observed in

some cases (Cox et al. , 1996 ; Maria de Lourdes et al. ,

2008). Mineral Trioxide Aggregate or MTA shows a supe-

rior result in sealing ability (Aeinehchi et al., 2003) as direct

pulp capping material but long−term follow−up study evi-

dence is limited for this material. Besides, the high cost is a

barrier to using MTA in a wide level.

There has been ongoing research to develop a novel pulp

capping material with the goal to regenerate dentin of sig-

nificant quality with novel biocompatibility property. In re-

cent years, it has been focused in the field of tissue engi-

neering and a number of extracellular matrix (ECM) proteins

play a vital role in this research focus. Dentin phosphopho-

ryn (DPP) is the most abundant non−collagenous protein in

dentin matrix. It is a split product of dentin sialophosphoryn

(DSPP). DPP exhibits a characteristic RGD motif and pro-

motes cell migration and differentiation via the RGD motif.

RGD peptides support cell attachment when immobilized

onto surfaces (Jadlowiec et al., 2004).

Saito et al. (2000) experimented with DPP immobilized to

type l collagen fibrils and observed that it induces apatite

formation, indicating the major role of DPP in dentin calcifi-

cation.

Yasuda et al. (2008) evaluated the role of DPP in early

reparative dentin formation, and reported that DPP has sig-

nificant effect on human dental pulp cells migration in a

concentration dependent manner. This study also found that

the Porcine RGD motif of DPP significantly promotes cellu-

lar migration.

In the study by Koike et al. (2014), DPP/collagen com-

Koike, T., Polan M. A. A., Izumikawa, M., & Saito, T. (2014). Induction of reparative dentin formation on exposed dental pulp by dentin phosphophoryn/collagen
composite. BioMed research international, 2014.
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posite was used simultaneously with calcium hydroxide as

direct pulp capping material in rodent teeth. It was con-

cluded that DPP / collagen composite promotes reparative

dentin formation more rapidly and with better quality than

calcium hydroxide in vivo.

Polan et al. (2014) observed the role of DPP in odon-

toblast differentiation and mineralization and stated that DPP

promotes the differentiation and mineralization of mouse

dental papilla cell line 23 in vitro. In this study, it was also

reported that DPP has the ability to induce mineralization in

vivo.

In the study by Tang et al. (2015), the possible functional

significance of RGD peptide and its ability to induce prolif-

eration, differentiation and mineralization of odontoblast −

like cells were evaluated. RGD peptides were immobilized

onto modified tissue culture polystyrene surfaces and mdpc−

23 cells were cultured onto the surfaces. It was reported that

RGD peptides has significant effect on differentiation and

mineralization of the mdpc−23 cells.

From the above discussion, DPP can clearly be a potential

agent to formulate a novel pulp capping material. Moreover,

If RGD peptides are included in pulp capping materials, that

can engage odontoblasts preferentially and improve wound

healing process in exposed pulp.
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ICT技術の発達とともに，健康・医療の各領域におい
ても情報化が進展してきた．中でもAIやビッグデータ
といった“buzzword”の出現によって専門家以外からも
医療情報について注目されるようになった．本講演で
は，これら現代の医学・医療そして医業における医療情
報のテクノロジーと具体例について概説し，さらに歯科
における応用について会場の皆様と議論できればと考え
ている．
ビッグデータを基礎とするデータベース疫学
保険診療にともなって生成される診療報酬請求書（レ

セプト）の内容を集約したNDBや，医科入院の診療報
酬算定の基礎となるDPCデータを集約したDPCデータベ
ースなどを用いた疫学研究を実施する環境・手法が開発
され，そこから得られた知見が盛んに報告されるように
なった．海外でもAdministrative Claims Databaseをデー
タソースとした研究は盛んであり，多数の論文が発表さ
れている．従来の疫学研究の手法に比べて悉皆性が高
く，医療機関をまたいで患者の追跡が可能となるなど多
くの利点があるこの手法は，ビッグデータ分析技術の進
歩が医学にもたらした新たな研究手法と言える．
AIが成し遂げるプレジションメディシン
2015年に東大医科研病院において米IBMの人工知能

Watson Genomic Analyticsを導入し，がんの個別化ゲノ
ム診療が日本でも始まった．従来の抗がん剤治療によっ
て病状の改善がみられなかった白血病患者のゲノム情報
をAIで分析したところ，わずか10分で特殊なタイプの
白血病であることがわかり，治療法を変えた結果，60代
女性患者の命が救われた．このことは，「人工知能が人
の命を救った」としてメディアでも多く取り上げられ
た．AIが医療に応用される事が，今やSFの物語ではな
くなったのである．
医事DWH・電子カルテDWHを利用したデータドリブン
経営
データドリブン経営とは，「データ」と「アルゴリズ

ム」に基づく客観性の高い意思決定を経営に持ち込むこ
とを指す言葉である．企業活動を通じて蓄積している
様々なデータを管理・加工し，二次利用する基盤を構築
し，簡便なデータ可視化ツール，いわゆる「BIツール」
を用いる「経験と勘」に頼らない経営は今日のビジネス
トレンドである．医療機関もまた，カルテ・医事会計シ
ステムを中心として多くの経営上有益な情報を有してい
る．各システムのデータを統合し，情報の倉庫（Data

WareHouse）として分析に供することで，収入の分析，
診療原価の抑制などの収支に関する改善を始めとして，
自院の経営状況を的確に把握し，地域における自院の役
割の明確化，医療提供体制の選択などの大局的な経営判
断の支援につながることが，近年の事例から明らかとな
っている．
歯科における医療情報の活用
日本政府の示した「骨太の方針’17，‘18」には歯科健

診，口腔機能管理の推進，歯科口腔保健の充実，地域に
おける医科歯科連携の構築などが明記され，歯科に寄せ
られる大きな期待が表れている．診療報酬の改定などに
おいても，これを受けて様々な手当てがなされたところ
である．しかし，これから数年後に我々が直面するの
は，これら施策の「成果」をわかりやすい形で示せと求
められることである．それができなければ，これらの施
策はあっさりと消滅しかねない．その時への備えとし
て，すでに歯科医療情報の利活用の提案は待った無しの
状況となっていると言える．いくつかの拙案をお示しし
つつ議論したい．

Keywords：医療情報学，Healthcare Informatics，電子診
療録，電子カルテ，レセプトデータ，医療ビッグデー
タ，医療AI

［学会記録］

北海道医療大学歯学会第37回学術大会 定例講演会

「医療情報が牽引する現代の医学・医療」

東京大学 特任講師
井田 有亮
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北海道医療大学歯学会第37回学術大会 一般講演抄録

1．Fibrin membrane with BMP-2 induced bone in back subcutaneous tissues of nude mice

○Bowen Zhu1, Keiko Onji2, Kenji Yokozeki1, Takashi Saito2, Masaru Murata1
1Division of Oral Regenerative Medicine, Health Sciences University of Hokkaido

2Division of Clinical Cariology and Endodontology, Health Sciences University of Hokkaido

Introduction : Fibrin is obtained easily from human blood,

which is nothing more than centrifuged blood without any

addition.

The aim of this study was to estimate human fresh fibrin

membrane as a delivery glue of recombinant human BMP−2

in ectopic sites, histologically.

Materials and Methods : Fibrin membrane : human venous

blood in glass tube was centrifuged at 2400−2700 rpm for

13 min (Medifuge®, Italy), and the fibrin buffy coat layer

(middle layer) was taken. The fibrin glue layer was com-

pressed into a membrane.

Composition : Forty microliter of rhBMP−2 solution (0.025

g /L) was added into the membrane, and the membrane was

fold (5x5x2mm3) before graft.

Bioassay and tissue preparation : Fibrin with BMP−2

(1.0μg) and fibrin alone were grafted into subcutaneous tis-

sues of back skin in nude mice (5 week−old, male). The

graft materials were explanted at 1, 2 and 3 weeks. The tis-

sues were fixed, demineralized, embedded in paraffin, cut

and stained with HE.

Results : Fibrin with BMP−2 induced bone and marrow at

2 and 3 weeks, while fibrin alone was almost absorbed at 1

week in the subcutaneous tissues.

Discussion : Fibrin is a main component of blood coagula-

tion. Plasmin digests fibrin for regeneration. The fibrin buffy

coat layer contains growth factors. We consider, therefore,

the fibrin is short−term biological glue from a patient.

Conclusion : Fibrin never inhibited a bone−inducing capa-

bility of BMP−2. Fresh fibrin membrane might be a simple

delivery auto−glue for BMP−2 molecule in bone regenera-

tion.
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2．加齢に伴う咀嚼筋の血流動態の変調とそのメカニズム

○三戸浩平，佐藤寿哉，石井久淑
北海道医療大学歯学部口腔生物学系生理学分野

【目 的】これまでに本分野では，咀嚼筋には他の骨格
筋には認められない副交感性血管拡張線維が存在するこ
とを明らかにしている（Ishii et al., 2005）．この線維を
介した血管拡張は急峻且つ広範囲に及ぶ血流増加を誘発
することから，同部における血流調節に重要であり，そ
れらの破綻が顎関節症や咀嚼筋痛などの病態に密接に関
係していることを示唆している（Ishii et al., 2014 ; Ishii

& Sato, 2017）．近年，顎顔面頭部領域における脳梗塞な
どの循環障害に起因する疾患は，自律神経系の老化に伴
う変調と密接に関係することが報告されている（Freel-

ing et al., 2015）．しかしながら，咀嚼筋における副交感
神経系の加齢変化とそれらの病態との関連性は不明であ
る．そこで本研究では，咀嚼筋における加齢変化とその
メカニズムを明らかにすることを目的とし，三叉神経刺
激時の咬筋の血流動態を若齢（10－12w）及び老齢（60
－70w）のラットについて比較・検討した．
【方 法】ラットはウレタン麻酔下で人工呼吸して管理
した．副交感神経は舌神経を求心性に電気刺激すること
で反射性に活性化した．咬筋の血流はレーザードップラ
ー血流計或いは二次元血流計を用いて記録し，体幹血圧
の変化は大腿動脈に挿入したカテーテルから観血的に継

続して記録した．なお，舌神経刺激は両側の迷走神経お
よび交感神経を頸部で切断した状態で行なった．
【結 果】舌神経の電気刺激は，体幹血圧の上昇ととも
に咬筋に刺激頻度に依存する有意な血管拡張（血流増
加）を誘発した．また，血管拡張に先行する血管収縮が
生じ，二相性の反応が認められた．この血管収縮は，グ
アネチジン（アドレナリン枯渇性降圧薬）の前処理で消
失した．老齢ラットの舌神経刺激（20V，20Hz，20s）
による咬筋の血管拡張は，若齢ラットに対して有意に減
少した．血管拡張に先行する血管収縮は，若齢ラットよ
りも老齢ラットで有意に増大した．また，老齢ラットに
おけるアセチルコリンの静脈内投与による血管拡張は，
若齢ラットと比較して有意に低下していた．さらに，老
齢ラットの咬筋のムスカリン受容体の発現量は若齢ラッ
トよりも有意に低下していた．
【考 察】以上の結果から，咀嚼筋の三叉神経入力を介
する副交感性血管拡張は，加齢に伴い顕著に抑制される
ことが明らかになった．また，この抑制作用にはムスカ
リン受容体発現量の低下に伴う血管拡張の抑制と血圧上
昇に起因する局所性の血管収縮の亢進が密接に関与する
ことが示唆された．
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3．Arecoline may promote oral carcinogenesis through downregulation of the sirtuin1 (SIRT1) gene of oral
epithelial cells

○Shajedul Islam1, Osamu Uehara1,2, Hirofumi Matsuoka1, Yasuhiro Kuramitsu2, Bhoj Raj Adhikari3, Daichi Hiraki3,
Seiko Toraya1, Tetsuro Morikawa3, Fumiya Harada4, Rie Takai5, Hiroki Nagayasu4, Yoshihiro Abiko3, Itsuo Chiba1

1Division of Disease Control and Molecular Epidemiology, School of Dentistry,
2Research Institute of Cancer Prevention,

3Division of Oral Medicine and Pathology, School of Dentistry,
4Division of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry,

5Research Institute of Health Sciences, Health Sciences University of Hokkaido

Purposes : Arecoline, the major alkaloid of areca nut, is

known to induce oral carcinogenesis, however, its mecha-

nism is still needed to elucidate. In the present study, we in-

vestigated the effects of arecoline on, gene expression, DNA

methylation as well as protein levels of SIRT1 in oral epi-

thelial cells ; and observe DNA methylation level of SIRT1

in the samples obtained from the betel quid chewers.

Methods : Human gingival epithelial progenitors (HGEPs)

cells were treated with arecoline at a concentration of 50 μg/

ml. The culture was replaced every 3 days, alternating with

and without arecoline for 30 days. Untreated samples were

used as controls. Total RNA was extracted from the HGEPs

and cDNA was prepared from the RNA. mRNA expression

levels of SIRT1 were analyzed by quantitative real− time

PCR. DNA was extracted from the HGEPs and treated with

sodium bisulfite. DNA methylation analysis was performed

by quantitative methylation−specific PCR (q−MSP). Proteins

were extracted and analyzed by Western−blotting. DNA was

also extracted from the buccal swabs of betel quid chewers

and treated with sodium bisulfite. DNA methylation analysis

was assessed by using q−MSP. The data were analyzed us-

ing the Mann−Whitney U and multivariable logistic regres-

sion test. Results with p<0.05 accepted as statistically sig-

nificant.

Results : The expression level of SIRT1 mRNA is signifi-

cantly lower and the level of DNA methylation of SIRT1 is

significantly higher in the cells stimulated with arecoline

than the control (p<0.05 ) . The SIRT1 protein levels in

HGEPs cells were decreased with arecoline treatment com-

pared to the control. The DNA obtained from the betel quid

chewers revealed significantly higher levels of methylation

than the non−chewers (p<0.05).

Conclusions : The decreased SIRT1 mRNA expression is

observed in cells treated with arecoline and is induced by

DNA hypermethylation. Arecoline mediated downregulation

of SIRT1 expression may attribute to the betel quid chewing

and is involved in the cytomorphologic changes of oral epi-

thelial cells.
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4．洗口前後の唾液・頬粘膜における細菌数の変化について

○松本崇嗣，加藤幸紀，清水伸太郎，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】歯科治療開始直前等に洗口することは口腔細
菌を減少させ，歯科治療による周囲環境への飛散の抑制
や，さらには血中に侵入する細菌数を減少させる効果が
あると考えられる．しかしこのような洗口の効果につい
てのエビデンスはまだ少ない．そこで本研究では，1回
の洗口による口腔細菌数の変化について，唾液と頬粘膜
組織から抽出した細菌DNAを用いて，Real−Time PCR法
で解析し，さらに洗口液中の細菌の増殖について培養法
を用いて調べることを目的とした（北海道医療大学倫理
審査委員会 第146号）．
【方 法】
1．歯周病治療後に Supportive Periodontal Therapy

＜SPT＞を受けている者を被験者とした．同意取得
後，被験者情報を聴取し，さらに被験者の歯周組織
検査を実施した．

2．各被験者に洗口液として蒸留水・アルカリ電解水・
ナタマメ茶・緑茶カテキンを各10名ずつ，無作為に
割り当てた．

3．洗口前にOMNIGene・Oral（唾液用）を用いて唾液
を，スワブ法にて頬粘膜組織を採取した．その後，
無作為に割り当てた洗口液10mlを用いて30秒間の
洗口を行わせた．この時，洗口後の洗口液を別に回
収した．洗口終了5分後に再度，唾液と頬粘膜組織

を採取した．
4．採取した唾液と頬粘膜組織から抽出した細菌DNA

を用いてReal−time PCR法を実施し，細菌数を計測
し，洗口前後の変化について解析した．

5．回収した洗口後溶液100μLを血液寒天培地上に播種
し，7日間の嫌気培養後に，コロニー数を計測し
た．

【結果および考察】
1．本研究に参加したSPT患者は，歯周組織のコントロ

ール状態が良好であり，各被験者の歯周組織の状態
について有意差はみられなかった．

2．洗口により頬粘膜の細菌数が有意に減少した．
3．洗口後の洗口水中の生菌数は，蒸留水＞緑茶＞ナタ

マメ茶＞アルカリ電解水であった．アルカリ電解水
は他の洗口液に比べ，有意に生菌数が少なかった．

【結 論】
歯科治療前や食事の前，あるいはブラッシング前に洗

口を行うことは，口腔細菌数を減少させ，歯科治療時や
食事の際の口腔細菌の誤嚥防止に役立つと考えられる．
また，細菌の増殖を抑えて飲水も可能な洗口液は，洗口
時に誤嚥した場合でも安全に使用できることが考えられ
る．
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5．The Development of New Screening System to Evaluate Oral Hygiene

○Mosammat Morsheda Khatun1, Yasuhiro Matsuda1, Mari Fujita2, Saito Takashi1
1Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation,

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
2Department of Oral Microbiology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Introduction : Dental plaque is a biofilm that grows on

tooth surfaces within the mouth. It is the main cause of den-

tal caries, gingival and other intra oral inflectional disease.

Recently, a novel caries risk screening protocol, known

commercially as CariScreen has been developed. The tool

uses an adenosine triphosphate bioluminescence light meter

to measure visible light release from dental plaque following

activation with luciferase enzyme. The ATP and ADP vol-

ume would change depending on the maturity of the plaque.

The purpose of this research is to evaluate and carry out

relevance with an ATP & ADP wiping examination and

otherbacteria identification analytical skills.

Materials and methods : ATP Bioluminescence (A1) and

the ATP, AMP and ADP Bioluminescence (A3) were pre-

pared using Streptococcus−mutans (n=5) has been done.

Resin discs were placed in 48 well plate, 50μl cultured bac-

teria and 950μl BHI medium mixed with 1% sucrose were

taken. We placed the well plate into an incubator (37°c,24h)

to form the biofilm. After incubation, one disc was wiped

out the newly formed bacteria on resin disc with distilled

gauze every day and another disc was not wiped. We placed

the well plate again in the incubator and measured the fluo-

rescence by A1 and A3 on the 2nd and 4th day of incubation

in a similar way.

Result and Discussion : Not wiped disc surface fluores-

cence by A3 show significantly high value compared with

the wiped disc on the 2nd day and 4th day. There is no sig-

nificant differences between wiped disc and not wiped disc

the 2nd day and 4th day. These results suggested the A3

measurement method can detect daily cleaning history on

the material surface, A1 could not recognize it.

Conclusion : Detection the maturity of plaque by counting

ATP and ADP will be easy to evaluate the level of oral hy-

giene. This new screening system can be a better way of

oral hygiene evaluation in future.
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6．Relieving symptoms of burning mouth syndrome using ethyl loflazepate, milnacipran and amitriptyline：
A non-interventional clinical study

○Durga Paudel1, Masafumi Utsunomiya1, Koki Yoshida1, Daichi Hiraki1, Puja Neopane1, Bhoj Raj Adhikari1,
Aya Onishi1, Tetsuro Morikawa1, Jun Sato1, Michiko Nishimura1, Itsuo Chiba2,

Hirofumi Matsuoka2 and Yoshihiro Abiko1
1Division of Oral Medicine and Pathology, Department of Human Biology and Pathophysiology,

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, Japan
2Division of Disease Control and Molecular Epidemiology, Department of Oral Growth and Development,

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Introduction : BMS is a chronic intraoral burning sensation

without clinically evident causative lesion. Ethyl loflazepate

(EL), milnacipran and amitriptyline are often used to reduce

symptoms in BMS but their effectiveness has not been

shown in large number of patients. Herein, we present clini-

cal characterization and effectiveness of these drugs in pa-

tients attending our university hospital.

Materials and methods : In a non−interventional study, the

clinical records of patients diagnosed with BMS (n=113) at

our university hospital were analyzed to study the effective-

ness of EL, milnacipran and amitriptyline. Visual Analog

Scale score (VAS)� 20 was considered as target VAS (T−

VAS). Statistical analysis was done using SPSS 23.0 and chi

−square test was employed to test the significance.

Results : Ethyl loflazepate (EL) monotherapy was effective

in 34.5% while combination therapy (EL+ milnacipran and/

or amitriptyline) was effective in 24.8% of total patients to

achieve T−VAS. The mean percentage change in VAS at 1

month and 3 months were significantly lower in treatment

withdrawal group compared to treatment completed group (p

<0.05).

Conclusion : EL monotherapy and EL in combination with

milnacipran or amitriptyline can be effective in relieving

symptoms of BMS. The alternative treatment and psycho-

logical counselling should be initiated during first three

months for patients in withdrawal group to prevent treatment

withdrawal.
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7．ヒト歯肉線維芽細胞におけるCa2＋動態の変化とフェニトインの作用

○蓑輪映里佳1，倉重圭史1，村田佳織2，根津顕弘2，谷村明彦2，齊藤正人1

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野
2北海道医療大学歯学部口腔生物学系薬理学分野

【目 的】フェニトイン（PHT）は，神経細胞のNa＋チ
ャネルを阻害して脱分極を抑制する薬物であり，抗てん
かん薬として広く用いられている．PHT服用者の約50％
が副作用として歯肉増殖症を起こすことが知られてお
り，薬物性歯肉増殖症（Drug−induced gingival enlarge-

ment：DIGE）と呼ばれている．これは歯肉線維芽細胞
（HGF）の増殖や，コラーゲン代謝の不均衡などの要因
が複合して生じるものと考えられている．さらにPHTは
HGFの細胞内Ca2＋濃度（［Ca2＋］i）を上昇させることが報
告されている．本研究では，fura2／AMを使用したライ
ブセルイメージング法を使って，PHTによるHGFの
［Ca2＋］i上昇とその作用のメカニズムについて解析した．
【方 法】ヒト歯肉繊維芽細胞（HGF）を使用し，カル
シウム蛍光指示薬としてFura－2／AMを用いて，イメー
ジング法を用いて細胞内のCa2＋動態を観察した．
【結果および考察】HGFにPHT（10－200μM）を作用さ
せると［Ca2＋］iが上昇し，この［Ca2＋］iの上昇を示す細胞
数は，PHTの濃度依存的に増加した．このようなPHTに
よる［Ca2＋］iの上昇は，細胞外液にCa2＋が存在しない条

件でも認められた．次に，小胞体内Ca2＋ポンプ阻害剤で
あるタプシガーギン（ThG）を添加し，ストアを枯渇さ
せた状態でのPHTの作用を検証した．2μMのThGによ
って［Ca2＋］iの上昇が起こり，その後100μMのPHTを共
添加した結果，ThG単独よりもさらに［Ca2＋］iが高くな
る傾向を示した．この反応は，マウス胎児皮膚線維芽細
胞（NIH3T3）では認められなかったことからHGFに特
異的である可能性が示唆された．HGFにおけるPHTによ
る［Ca2＋］iの上昇が，細胞外Ca2＋の除去や，ThGによる
Ca2＋ストアの枯渇状態でも起こったことから，PHTが細
胞外へのCa2＋排出阻害に関与していることが推測され
た．細胞外への主なCa2＋排出機構には，Na + /Ca2＋ex-

changer（NCX）と細胞膜Ca2＋ポンプ（PMCA）が知られ
ている．PHTがこれらを抑制している可能性が考えられ
るため，NCXおよび，PMCAの阻害剤を用いてPHTの作
用点を解析している．
【結 論】PHTによりHGFの［Ca2＋］iの上昇を認めた．こ
の反応はHGFに特異的であり，細胞膜におけるCa2＋排出
阻害が関与すると考えられた．
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8．Development of improved IP3 biosensors using circularly permuted fluorescent proteins

○Azmeree Jahan1, Kaori Murata1, Takao Morita2, Akihiro Nezu1, Akihiko Tanimura1
1Department of Pharmacology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido,
2Department of Biochemistry, Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata

Introduction : Inositol 1,4,5−trisphosphate (IP3) is an impor-

tant intracellular messenger that releases Ca2+ from intracel-

lular stores via IP3 receptors. Previously we have developed

fluorescent biosensor LIBRA which consists of the ligand

binding domain of IP3 receptor (LBD) and fluorescent pro-

teins, CFP and YFP. To further improve the dynamic range

(changes in florescence ratio), we developed a new method

‘Competitive Fluorescence Ligand Assay for IP3 (CFLA−

IP3)’. This method uses the binding of two types of fluores-

cent molecules, fluorescent ligands (FL) and fluorescent IP3

binding protein (LBP), and this FRET signal was ~10−times

larger than that of the maximal effect of IP3 on LIBRA. In

this study, we developed new type of LBPs for CFLA−IP3

using circularly permuted ECFP(cpC), and we found signifi-

cant increase in the FRET signals with these LBPs.

Method : We constructed five variants of plasma membrane

− targeted LBPs with the ligation of circularly permuted

ECFPs between 2nd and 3rd αhelix of LBD. Resulting con-

structs, LBP−cpC50, LBP−cpC157, LBP−cpC173, LBP−cpC

195 and LBP−cpC229, were expressed in COS−7 cells using

LipofectAMINE 2000, and were used for the measurement

of FRET signals with the excitation at 435 nm and dual

emissions at 480 nm (for CFP) and 535 nm (for FL) using

imaging system consisting an EM−CCDcamera and inverted

fluorescence microscope. Cytosolic LBPs (cyLBPs) and cy-

tosolicLIBRAvIIS−Vd (cyLvIIS−Vd) were extracted from

the expressing cells, and were incubated with DYK beads or

TALON beads to make fluorescent beads.

Results and Discussion : Fluorescence of LBP−cpC 50,

−cpC157, − cpC 173, and − cpC 195 were localized to the

plasma membrane, and that of LBP−cpC157 and LBP−cpC

173 showed changes in fluorescence ratio with the applica-

tion of F−ADA (fluorescent adenophostin A). F−ADA−in-

duced changes in fluorescence ratio in LBP−cpC157 and

LBP−cpC173 were ~45% of the basal ratio, whereas that in

the previous plasmid, LvIIS−Vd, was ~30%. LBP−cpC157

and LBP−cpC173 also responded to F−LL (fluorescent low

affinity ligand). These results indicate that F−ADA and F−

LL caused FRET with the bind to LBP−cpC157 and LBP−

cpC173. Applications of 10−300 nM F−LL to LBP−cpC157

and LBP−cpC173 increase the FRET signal in a concentra-

tion−dependent manner, indicating that F−LL compete with

IP3 on the binding to these new LBPs. We also developed

the cyLBPs for more quantitative analysis. The changes in

fluorescence ratio of cytosolic LBPs were 2−times larger

than that of cyLvIIS−Vd.

Conclusions : We found that new construct LBP−cpC157

and LBP−cpC173 showed larger changes in fluorescence

than that of previous LBP LvIIS−Vd upon the binding of F−

ADA. We also found that cpC can inserted between 2nd and

3rd αhelix of LBD. This information is useful for further im-

provement of CFLA−IP3 and development of IP3 sensors.
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9．Analysis the characteristics of Epithelial rests of malassez cloning cells

○Syed Taufiqul Islam, Erika Minowa, Daisuke Noro, Yoshihito Kurashige, Masato Saitoh
Division of Paediatric Dentistry, Department of Oral growth and development,

Health Sciences University of Hokkaido

Introduction : Cap stage of tooth development includes four

different cell layers. The inner layer is called inner enamel

epithelium (IEE), the outer layer is outer enamel epithelium

(OEE). After the bell stage, Hertwig’s epithelial root sheath

(HERS) is formed at the lower edge of enamel organ during

root formation stage. This structure consists of IEE and OEE

and is thought to have an ability that decides the shape of

tooth root formation. After root formation, HERS disinte-

grates and forms epithelial rests of Malassez (ERM). The

characteristics of ERM cells in vitro have been demonstrated

as cultured epithelial cells derived from periodontal liga-

ments. However, there are two kinds of epithelial cell in

ERM. The identity of those cells has yet to be explored. In

this study, we established clone cells derived from ERM by

single cell limiting dilution method and analyzed the charac-

teristics of ERM cloning cells.

Materials and methods : Cloning : ERM cells were iso-

lated from porcine periodontal ligament by outgrowth

method, from which a group of cloning ERM cells was ob-

tained through the single cell limiting dilution. Each cloning

ERM cell was checked for odontogenic epithelial marker

Cytokeratin 19 and growth rate was assessed by proliferation

assay.

Real−time RT−PCR : Total RNA was extracted from crude

ERM and cloning ERM cells. After cDNA synthesis, expres-

sion levels of amelogenin were evaluated by real−time RT−

PCR.

Calcification : Osteoblast−like cells, MC3T3−E1, were ap-

plied onto insert of 6−well culture dishes transwell units

coated with collagen I. Crude ERM and cloning ERM cells

were co−cultured with MC3T3−E1 on the bottom of 6−well

culture dishes transwell units for 30 days. Alkaline phos-

phatase activity was measured from the culture media with

the p−nitrophenyl−phosphate reaction by spectrophotometric

absorption at 405 nm using a plate reader.

The statistical significance of the difference was analyzed

using One−way ANOVA and Scheffe’s test.

Result and discussion : Isolated number of cloning cells

from crude ERM was 30. From them, several cloning ERM

cells were found with different distinct characteristics. 3 type

of Cloning ERM cells were selected by visual inspection

and proliferation assay. These cloning ERM cells exhibited

high and low expression level of amelogenin by Real−time

RT−PCR. High amelogenin expressed cells showed low pro-

liferation ratio where else low expressed cells showed high

proliferation. On calcification assay, cloning cells with high

amelogenin showed less calcification in compare to cells

withlow amelogenin.

Conclusion : These results showed a different type of cells

co−exists within ERM cells.
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10．Micro-tensile Bond Strength Test of self-etching bond with fluoride-containing Zinc
and Copper nanocomposite

○Bayarchimeg Altankhishig1, Yasuhiro Matsuda1, Futami Nagano2, Saito Takashi1
1Division of Clinical Cariology and Endodontology, Department of Oral Rehabilitation,

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

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Objectives : In restorative dentistry, bonding is a base of

successful treatment, but secondary caries still occurs. The

antibacterial agent will be effective to prevent secondary car-

ies. Novel fluoride−containing Zinc, and Copper nanocom-

posite ( ZCF ) we developed has an antibacterial effect

stronger than Calcium hydroxide. This study aimed to evalu-

ate the impact of ZCF nanoparticles on the adhesive strength

by microtensile bond strength (μTBS).

Material and methods : Nanocomposites comprising ZCF

were prepared by a simple one−step homogeneous co−pre-

cipitation method at a low temperature1). Self−etch adhesive

(Clearfil SEBond) was prepared and applied on four caries−

free extracted human molars with ZCF and without ZCF

(control group). After restorations were performed, samples

were stored in water at 37.C for 24 hours. Then samples

were sectioned to beam shape (1.0mm2 cross−section) and

tested at 1.0mm/min (μTBS) by EZ Test machine (SHI-

MAZU). Data were analyzed using t−test (α = 0.05).

Results & Discussion : In the mlicrotensile bond strength,

there is no significant difference between the ZCF group and

control group. However, the ZCF includes adhesive tended

to reduce the microtensile bond strength compared to the

control group. These results suggested that the ZCF nano-

particle has possibility reducing the dentin bond strength de-

pending on its concentration.

Conclusion : Fluoride−containing Zinc and Copper nano-

composite do not influence bond strength of the self−etching

bond. Further, we should detect a suitable concentration of

ZCF that may not affect the bond strength and show anti-

bacterial effect also.

1) Matsuda et.al, 14th International Conference on Nuclear

Microprobe Technology and Application.
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11．Static and kinetic frictional forces of three different lingual appliances

○E Ezra Zuñiga Heredia, Takeshi Muguruma, Naohiko Kawamura, Masahiro Iijima
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

[Introduction] Nowadays lingual orthodontics has become

in a widely use technique specially in Japan due to esthetics

and the versatility of the technique, allowing to professionals

the treatment of different malocclusions with predictable re-

sults.

Despite the advantages of lingual orthodontic, frictional

resistance is still one of the most important factor during or-

thodontic treatment. The self ligation lingual brackets were

introduced by Newman and Holtgrave in 1999, with the

main purpose to reduce friction. Since then several studies

have been performed to research the frictional resistance of

this brackets.

This study compared three types of self ligating lingual

appliances in static andkinetic friction with different cross−

sectional dimension of arch wires.

[Materials and Methods] Stainless steel brackets and tubes

for the 1st molar, 2nd molar and second premolar of three

different lingual appliances ( 2 D®, Forestadent® ; Alias™,

Ormco™ ; Clippy® L, Tomy International Inc. ) , were

mounted in a custom fabricated jig, attached to an acrylic

plate, with 0°angulation (tip and torque) in molar tubes and

5°angulation (tip) in premolar brackets.

Universal testing machine (Shimadzu) was used to meas-

ured the static and kinetic friction by drawing the following

arch wires stainless steel with 0.017 × 0.025 inch cross−sec-

tional dimensions, stainless steel wire with 0.016 × 0.022

inch cross−sectional, stainless steel wire with 0.018 × 0.018

inch cross−sectional dimension and stainless steel wire with

0.016 × 0.016 inch cross−sectional dimension. The results

were subjected to the Kruskall−Wallis and the Mann−Whit-

ney U tests.

[Results and discussion] The lowest static friction was

presented by the 2D bracket with statistical significant dif-

ference with Alias and Clippy L in full size arch wire mean

while Clippy L presented the highest friction in both group

(full size and non full size arch wire). Alias presented a sta-

tistical significance with Clippy L in the non full size and

full size arch wire but with 2D the statistical significance

was only in the fullsize arch wire (static friction).

In Kinetic friction the highest value was obtained by

Clippy L with a mean of 7.88 N but no statistical signifi-

cance was found with Alias which values were 6.02 N in

the full size arch wire. Notwithstanding Alias and 2D had

the lowers values of kinetic friction without a significant dif-

ference between them in the not full size arch wire, in the

full size arch wire there was found statistical significance

difference.

With the increase of arch wire size the friction tends to

increase. In spite of the full size arch in the Alias appliance

(0.018 × 0.018 inch slot size and stainless steel 0.018 ×

0.018 inch cross−sectional arch wire) the higher value of

static and kinetic was obtained by Clippy L which in theory

was not completely full size (0.018 × 0.025 inch slot size

and stainless steel 0.017 × 0.025 inch cross−sectional arch

wire), this could be related to the elastic module of arch

wire.

[Conclusions] The friction values of lingual brackets varies

among the different appliances used. The design of the

brackets influences in the frictional values.

The authors declare that there is no conflict of interest.
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12．東京医歯大における担任制と保護者説明会－寄り添う教育の実践と課題－

○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】東京医歯大では学年主任という制度は昔から
存在していたが，実際の活動は無に等しく，例えばメン
タルに問題を抱えた学生が生じたときも直接教育委員長
が面談等の対応するようになっていた．しかしながら
2014年（平成26年）の第107回国家試験の不成績を受け
て教育システム全体の大きな改革を迫られた．その際国
家試験対策とともに下の各学年に対しても担任制をひく
事になった．さらにそれらに引き続いて，3年前より保
護者説明会も行うようになったのでその経緯の報告と今
後の課題について考察する．
【方 法】東京医歯大で導入された担任制度，保護者説
明会の実施状況を包括し評価をした．
【結果と考察】東医歯大で導入された担任制はこれまで
存在していた学年主任のもと，学生約10－15人に一人担
任教員を付ける複数担任制である．担任は原則講師以上
としたが，近年大学の定員削減が著しく人数が足りない
場合は助教も動員された．また国家試験対策として，非
公式な科目として導入された少人数ゼミでは学生2人に
1名が担任となり受験指導等を行っている．担任の業務
としては今のところメンタル問題等で大学を休みがちに
なっている学生を察知し，そのような学生の最初の窓口
となって面談を行う事が主なものとなっている．担任面

談の引き続きの対応としては学年主任，教育委員長と相
談し必要に応じて大学の学生支援室に支援をお願いする
ことなどを行っている．成績不振者に対する学習指導に
関しては，私も含め導入を促す声はあるもののまだ実現
には至っていない．保護者説明会に関しては，まずは学
部に進級したD2の学年の保護者を対象として，前期授
業が終了した秋口に大学に来ていただき，学生の生活状
況や卒後の進路，年々厳しさを増す国家試験の実情等に
ついて説明を行っている．過去二年の実施では，学年53
名のうち約30名の保護者の方にお越しいただき，好評を
いただいている．保護者との個別面談に関しては動員で
きる教員数が少ないため，現在のところ実現には至って
いない．担任制や保護者説明会は私立大学では当たり前
に行われている「寄り添う教育」の実践に他ならない．
これは従来の国立大学では考えられない事であり，良
い．悪いという問題ではなく，時代の変遷に伴う必然的
なものであるともいえる．しかしながらこのような教育
はたいへん手がかかるものである一方で，よく言われる
事ではあるが，教員の業績としての評価が非常に低い事
も事実であり，この点が最大の課題であると考えてい
る．
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13．新規教育資材を活用した多職種連携教育実習への挑戦

○川西克弥1，5，會田英紀2，門 貴司7，伊藤修一7，菅 悠希5，竹田洋輔5，白井 要3，松原国男5，廣瀬由紀人6，
村田幸枝1，岡橋智恵8，越野 寿5，坂倉康則8，斎藤隆史4，長澤敏行1

北海道医療大学歯学部臨床教育管理運営1，高齢者・有病者歯科学2，歯周歯内治療学3，う蝕制御治療学4，
咬合再建補綴学5，クラウンブリッジ・インプラント補綴学6，歯学教育開発学7，附属歯科衛生士専門学校8

【目 的】超高齢社会においては，特定の臓器や疾患に
限定せず，患者の心理や社会的側面なども含めて幅広く
考慮しながら，個々人に合った総合的な疾病予防や診
断・治療を行う医療，いわゆる「全人的医療」が求めら
れる．ところが，臨床実習で用いる歯列模型は3，4年次
の臨床基礎実習で用いた模型を流用したものが多く，実
際の高齢者の口腔内状態とは乖離している．また，各講
座の実習内容に応じて複数の歯列模型を使い分けている
ことや，治療学の習得を目的に作られているため口腔ケ
アや多職種連携教育には適していないといった問題があ
った．そこで各講座における高齢者歯科の教育実態を確
認し，各講座の特色が網羅された新規歯列模型を開発し
た．
今回，開発した模型を用いて，歯学部と歯科衛生士専

門学校とが共同して，より実践的な多職種連携教育実習
を試みたので報告する．
【方 法】2018年度歯学部5年生（64名），歯科衛生士
専門学校2年生（27名）を10班に分けて，リフレクショ
ンの時間を活用して全2回の実習を行った．1回目は，
教員が“歯科訪問診療の初診時における医療面接現場”
を演じ，マネキンをそこで登場した模擬患者として見立
て，新規歯列模型の歯式や齲蝕や不良補綴装置などの確

認，歯周組織やプラーク付着状況を検査させた．学生は
得られた情報を基に，主訴や問題点を抽出してプロブレ
ムマップを作成した．2回目は，1回目の結果から策定
した口腔ケアプランについて発表した．実習終了後，プ
ロダクトの提出と電子ポートフォリオの提出をもって評
価した．本発表は，平成29年度教育向上・改善プログラ
ム「全人的医療の実践を目指した多職種連携教育のため
の新規教育資材の開発」の一貫で実施した．
【結果と考察】学生の新規歯列模型に対する関心度は高
かったものの，実習自体についての関心度は温度差が大
きかった．その要因として，模型が少なく班構成が複数
人だったため1人当たりの実習時間が不足していたこ
と，短時間に実習内容を集約しすぎたこと，定期試験期
間の時期と重なったことなどが考えられる．一方で，両
学部学年が同時期に臨床現場で参加していたため，実践
に近いコミュニケーションが図れたこと，共同実習での
意見交換が有意義であったことなど一定の評価は得られ
た．今回の問題点を踏まえ，新規歯列模型の個数を更に
充実させ実習時間を確保するとともに，今後の他学部と
の連携を視野に入れたより実践的な実習を展開する予定
である．
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14．歯科放射線学教育におけるEBE（Evidence based education）の試み

○佐野友昭1，杉浦一考1，田代真康1，南 誠二1，2，佐藤尚武1，3，飯沼英人1，4，中山英二1
1北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系歯科放射線学分野，2みなみ歯科医院，

3さとうファミリー歯科クリニック，4風の杜歯科

【目 的】本学歯学部第6学年の臨床実習に，EBM

（Evidence−based Medicine）の基礎の習得が目標の一つ
にある．EBMは個々の患者の問題点に対し医学的に利
用可能な最善の根拠を適応させる医療のことである．
教育の現場においても教育版のEBMとしてEBE（Evi-

dence−based Education）なるものが得られたら面白いの
ではと考える．EBMでは根拠を得るための方策として
無作為化比較試験（Randomized controlled trial）が施行
される．この方法は客観的な治療効果を評価することで
高いエビデンスをもたらす研究デザインである．今回は
一つの試みとして，歯科衛生士専門学生と歯学部学生に
対して，同一問題を出題し比較試験を実施したので報告
する．
【方 法】比較対象者は，平成30年度歯学部歯科衛生士
専門学校第2学年（以下，DH）の29名，歯学部第3学
年（以下，学部3年）の85名（男性60名，女性25名）と
第5学年（以下，学部5年）の64名（男性41名，女性23
名）である．比較した問題は，DHの前期定期試験の口
内法のエックス線照射筒の位置づけに関する問題（以
下，問題1）とフィルムマッピングに関する問題（以
下，問題2）である．問題1は学部5年，問題2は学部
3年に出題して比較した．問題1は16点満点，問題2は
10点満点である．なお，学部5年以外には事前に問題の

課題内容に関して告知した．統計解析はYstat2006を使
用し，Mann−Whitney U−testにより危険率5％で有意差
検定した．
【結果および考察】問題1は，DHは平均14．7点（SD

2．2），最高点（16点）が72．4％（21名），最低点（8
点）が3．4％（1名）だった．学部5年は平均13．8点
（SD2．4），最高点（16点）が48．4％（31名），最低点
（10点）が6．3％（4名）であった．問題2は，DHは平
均9．6点（SD1．0），最高点（10点）が82．7％（24名），
最低点（6点）が3．4％（1名）だった．学部3年は平
均9．2点（SD1．4），最高点（10点）が75％（64名），最
低点（6点）が13％（11名）であった．DH―学部5年
者間に有意差を認めたが（p＜0．05），DH―学部3年者
間には認めなかった（p＜0．05）．前者の有意差を認めた
原因として最高点を獲得した人数の差が考えられた．口
内法撮影に関しては，DHは実技が未経験だったが，学
部5年は試験1か月から5か月前に模型による10枚法撮
影と相互撮影（1枚）の経験済みであった．
今回得られた結果から，1．短期間での実技経験の有

無が成績の優位性には反映しないと考えられた．2．試
験内容を告知させることは成績の底上げには有効な手段
となりえることが考えられた．3．少人数での講義は学
習効果の向上に有利と考えられた．
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15．個人識別事例におけるX線写真の一考察

○大熊一豊1，泉川昌宣2，松田康裕2，斎藤隆史2
1大熊歯科医院，2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】歯科臨床におけるX線写真の重要性は言うま
でもないが，歯科的個人識別においてもそれは各所で発
揮されている，しかしながら現状において，各所轄警察
署や個人の歯科医院単位で可搬性X線照射装置を有して
いるところは少なく，現場においてはX線写真同士の照
合が困難な場合も少なくない．今回X線写真を有効活用
した個人識別事例を経験したので，改めてX線写真の有
用性について今後の課題と共にご報告させて頂く．
【事 例】平成28年7月，北海道中川郡豊頃町十勝河口
橋で男性水死体が発見された．検視・検案の結果，死因
は溺死と判定され，自殺と事故の両面で捜査が行われた
が，身元に関する決め手がなく，同日池田署より演者に
口腔内所見による異同識別が依頼された．該当すると思
われる人物の生前情報は，歯科医院に残された問診票と
パノラマX線写真のみであったため，ご遺体のX線写真
を撮影し，X線所見による比較・照合を行い，同一人物
のものであると判定した．

【結果及び考察】生前情報と死後情報の比較において
は，同種の情報同士，すなわち文字情報は文字情報同
士，画像情報であれば画像情報同士で比較することが誤
判定を防ぐ有効手段である．X線所見は生前情報として
入手し得る貴重な画像情報であり，個人識別における歯
科情報の中でも特に確実性の高い根拠の1つである．本
事例では，生前のX線写真が入手可能であったため，ご
遺体のX線撮影を実施し，診療録等の文字情報では比較
できない埋伏歯や根管充填の状況等の情報を得て，より
多くの一致点を見出すことが可能であった．今回本事例
を通じて改めてX線写真の有用性について再認識した
が，現状において可搬性X線照射装置の普及が十分であ
るとは言い難い．今回は訪問診療用のX線照射装置の借
用が可能であったが，生体と死体との兼用については倫
理的あるいは衛生面からも十分な配慮が必要であり，今
後さらに検討を続けていきたいと考えている．
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16．歯性上顎洞炎における歯科用コーンビームCTの活用について

○南 誠二1，2，佐野友昭1，杉浦一考1，田代真康1，中山英二1
1北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系歯科放射線学分野

2みなみ歯科医院

【目 的】歯科用コーンビームCT（以下CBCT）の導入
により，デンタルエックス線やパノラマエックス線の画
像では不可能であった病巣の3次元的な広がりが観察可
能となった．上顎洞においても炎症による洞粘膜の肥厚
が，軟組織レベルの画素値を示す領域（以下，低吸収
域）として3次元的観察が可能となった．そこで，
CBCT検査を行った歯性上顎洞炎の症例を報告するとと
もに，CBCTの有用性について考察する．なお，撮影装
置としてはCBCT複合機の，Pax-i3D Smart（Vatech社，
韓国）を使用した．
【症 例】
1．76歳男性．主訴は上顎右側5番の冷水痛で，CR

充填を行ったが，自発痛と咬合痛，EPT（－）となった
ため，根管治療を開始した．治療開始時点のCBCT画像
では，根尖部の頬側骨裂開と，右側上顎洞の含気低下を
認めた．治療約2か月後のCBCT画像では，根尖部歯槽
骨の改善および，洞内含気の回復を認めた．
2．47歳女性．主訴は上顎左側5番の強い咬合痛で，

EPT（－）のため，根管治療を開始した．治療開始時点
のCBCT画像では，根尖病巣と，左側上顎洞に洞粘膜肥
厚と考える広範な低吸収域が認められた．治療約2か月
後のCBCT画像では，洞粘膜肥厚がほぼ消失し，さらに

6か月後のCBCT検査では，ほぼ完全に消失すると共
に，根尖の病巣部および歯槽骨の改善も認めた．
3．54歳女性．主訴は上顎左側⑤6⑦ブリッジ部の腫

脹，疼痛と口臭であった．パノラマ画像にて根尖におよ
ぶ歯槽骨吸収が認められ，歯周ポケットからの排膿もあ
り，ブリッジを除去すると動揺度3度であった．治療開
始時点のCBCT画像では，歯根全周にわたる低吸収域，
さらには左側上顎洞に洞粘膜肥厚と考える広範な低吸収
域を認めた．このCBCT画像を用いた説明によって，抜
歯に消極的だった患者からの同意が得られ，抜歯が行わ
れた．抜歯の約2か月後のCBCT画像では，左側上顎洞
内の低吸収域は，ほぼ完全に消失していた．
【結果および考察】いずれの症例でも，治療前後の
CBCT画像の比較から，上顎洞炎の改善を視覚的に確認
することができた．これにより，患者の理解や同意が十
分に得られ，術者も確信をもって次の治療に進むことが
できた．これらは，3次元的観察を行えないデンタルエ
ックス線やパノラマエックス線の画像では，容易には成
しえないことであり，CBCTは患者とのインフォームド
コンセントに有効であるとともに，治療効果を正確に判
断するのに有効であると考えた．
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17．咬合崩壊が全身に及ぼす影響―「診査・診断」編―

○石﨑晴彦
神戸市 石﨑歯科医院

【目 的】咬合崩壊を起こしている患者に全身的所見を
考慮した「診査・診断」を，行うこととした．
【方 法】口腔内診査のみならず，顔貌所見，全身所見
などを診査し咬合崩壊「顎位の変位」が，全身におよぼ
す影響を診断する．
【結果および考察】
患者背景
・年齢 42歳男性
・口腔内既往歴診査…多数歯カリエスにより継続的に歯
科医院を受診

・内科的既往歴…無
・整形外科的既往歴…過去にバイク事故にて3回複雑骨
折．

現症…現在，歯科に通院中，違和感や痛みが消えず来院
の度に（貼り付け治療）に疑問を感じ転院／歯牙単位の
診断‥多数歯カリエス，根尖病変，歯周疾患，歯牙欠

損，etc．／咬合単位の診断‥臼歯部の干渉，臼歯咬合崩
壊により顎位の左側変位．顎位の変位継続により顎関節
の変形を引き起こし，全身的ひずみを誘因．咀嚼機能障
害．

顔貌所見から左側咬筋の緊張を認める．左側鼻唇溝も
深く左側閉眼傾向より左側でのクレンチングや咀嚼習
慣，左側咬合の干渉を示唆する．全身所見から左側の肩
が上がり前傾姿勢を認める．左側胸鎖乳突筋や広頸筋の
緊張により左肩上がりとなり，バランスを保つために全
身をゆがめた起立となっている．顎位の左側後方への変
位により気道の狭窄を認め，気道確保のために，顎を前
に出す姿勢となる．そのため前傾姿勢傾向となってい
る．
咬合崩壊が顎位の変位を引き起こし，顎位の変位が全

身的ひずみを引き起こしている事が予測される．
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18．咬合崩壊が全身に及ぼす影響―「治療」編―

○石﨑晴彦
神戸市 石﨑歯科医院

【目 的】患者背景や顔貌，全身所見を考慮し咬合再構
成を行う事により，口腔内環境の改善「咀嚼機能」のみ
ならず全身的改善を図ることとした．
【方 法】初期治療（カリエス処置・根管治療・歯周治
療・抜歯）終了後，歯牙移植・歯牙再植・歯牙廷出・イ
ンプラント補綴により臼歯の咬合支持を獲得する．年齢
的要因を考え可及的に歯牙の保存に努める．咬合平面の
是正により顎位を模索できる環境を獲得し，スプリント
療法により顎位の模索．顎位決定の後，前歯部に関して
は，部分矯正治療，レジンアップにて犬歯ガイドを獲得
し臼歯の干渉を回避することにより，臼歯部の移植歯，
再植歯の保護に努める．プロビジョナルにて全身的改善
を煮詰めながら最終補綴に移行する．

【結果および考察】
①適切な顎位を模索した上で，咬合再構成を行う事によ
り口腔内のみならず全身的改善を認めた．

②長期予後を確立するために一期治療としての治療を施
術したが，ブラキオタイプであり年齢的要因を考慮する
と今後，必ず再治療が必要となる．今回の治療のゴール
設計として，歯列弓の改善による気道の確保，咬合平面
の是正による干渉の除去，顎位の是正による全身的変位
の改善を行う．今後，歯牙を喪失し欠損した部位に関し
ては，現在の顎位，咬合平面，歯列弓を維持した状態で
のインプラント補綴を行う事が必要であり，患者にとっ
て優位なものであることを説明，了承済みである．
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19．導帯管による低位埋伏智歯が疑われた1例

〇若林茉梨絵1，原田文也1，南田康人1，石川昌洋1，佐々木智也1，淀川慎太郎2，中山英二3，奥村一彦2，志茂 剛2，
村田 勝4，安彦善裕5，永易裕樹1

1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
2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

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
4北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系口腔再生医学分野

5北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野

【目 的】埋伏智歯は腫瘍性病変や嚢胞に起因すること
なく低位となることがあり，無症状に経過する事も多い
が，その原因については明らかにされていない．今回
我々は智歯周囲炎を契機に発見された，低位埋伏智歯の
一例を経験したため，文献的考察を加えて報告する．
【症 例】患者：38歳，女性．主訴：右側下顎臼歯部の
疼痛．既往歴：子宮頸癌（2013年）．現病歴：以前から
疼痛を繰り返していたが放置していた．2018年4月9日
頃から疼痛が出現し，疼痛の増悪を自覚したため，精
査・加療目的に4月12日に当科初診となった．現症：顔
貌左右対称で，右側下顎智歯は埋伏しており，周囲歯肉
に腫脹発赤を認めた．左側下顎智歯は周囲歯肉に腫脹や
発赤はないものの，左側下顎第二大臼歯遠心部に10mm

以上の深いポケットを認めた．画像所見：パノラマX線
画像より，右側下顎智歯は遠心に傾斜して埋伏してお
り，頬舌的な傾斜も認めた．左側下顎智歯は頬舌的に水
平埋伏しており，左側下顎第二大臼歯根尖より低位に位
置していた．また，歯冠を含んだ類円形透過像は歯槽頂
部まで連続していた．CTより，左側下顎智歯は頬側に
歯冠を向けて水平埋伏しており，歯冠は類円形の軟組織
病変に覆われ，病変は歯槽骨頂まで達していた．歯根は

2根であり，下顎管は歯牙舌側の根分岐部を走行してお
り，軟組織病変とは一層の皮質骨の介在を認めた．
【経過および考察】両側下顎埋伏智歯および左側下顎骨
腫瘍の臨床診断下に，2018年8月6日に全身麻酔下に両
側下顎埋伏智歯抜歯および左側下顎骨腫瘍摘出術を施行
した．この際，左側下顎埋伏智歯の抜歯術は口腔内より
行い，歯槽頂部歯肉および歯冠周囲の軟組織を病理標本
として提出した．病理所見：提出した標本からは腫瘍細
胞を認めず，炎症性変化に乏しい線維性結合組織と形質
細胞主体の炎症性細胞浸潤を伴った肉芽組織が認められ
たため，腫瘍性病変は否定的であった．また，上皮成分
や嚢胞腔は見られず，嚢胞性病変も否定的であった．以
上より，炎症性肉芽組織の診断となった．患者の抜歯窩
は良好に治癒し，現在当科外来で経過観察を行ってい
る．
腫瘍性病変や嚢胞などの原因がないにもかかわらず，

非常に低位な埋伏歯を生じる場合，歯胚の形成不全，歯
根の形成不全やアンキローシス，導帯などの関与が示唆
されている．今後，同様な症例を集めて，その原因につ
いて検討する予定である．
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20．足寄町における疫学調査について

○豊下祥史，木村 聡，朝廣賢哉，中本雅久，山崎真郎，菅 悠希，竹田洋輔，佐々木みづほ，川西克弥，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】超高齢社会において対策が急務とされる認知
症は，根本的な治療方法が未だ解明されず，進行の予防
が重要視されている．これまで咀嚼と脳機能の関係につ
いて数多くの報告がなされていることから咀嚼による脳
機能の賦活化は認知症の予防と関連することが期待され
るが，未だ不明な点も多い．本研究では，地域居住の自
立高齢者に軽度認知障害（MCI）のスクリーニングテス
トを行い，さらにMCIが疑われる高齢者と健常高齢者の
口腔機能の比較を行ったので報告する．
【方 法】調査期間は2013～2018年であり，足寄町在住
の65歳以上の自立高齢者614名へ協力を依頼し，研究参
加への承諾を得た．認知機能の評価にはMini−Mental

State Examination（MMSE）を用い，スコアが26～30点
を正常，0～25点をMCIの疑いとした．口腔機能に関す
る測定項目として，一人平均残存歯数，Eichner分類，
ケネディ分類，25品目の摂取可能食品アンケートによる
咀嚼スコア，グミゼリーによる咀嚼能力試験，最大咬合
力，オーラルディアドコキネシス，義歯装着の有無につ
いて調査した．統計分析にはStudent’s t−test，Mann−

Whitney U testおよびChi−squared test（いずれも危険率

5％未満）を用いた．
【結 果】MMSEの結果から対象者をMCI群とNormal群
の2群に分けた．MCI群は200名であり，Normal群は417
名であった．両群の口腔機能に関する測定項目の結果を
比較したところ，一人平均残存歯数はNormal群が16．7
±10．2本，MCI群が14．1±10．4本であり，MCI群に比較
してNormal群が有意に多く，義歯装着者の割合は上下
顎ともにMCI群のほうが多かった．さらに，咀嚼機能に
関与する25品目の摂取可能食品アンケートによる咀嚼ス
コア，グミゼリーによる咀嚼能力試験，最大咬合力や口
唇，舌の運動の巧緻性の指標となるオーラルディアドコ
キネシスの比較においてもNormal群がMCI群に比較して
有意に高い値を示した．
【結 論】MCIを有する高齢者は残存歯が少なく，口腔
機能が低下していることが明らかとなった．こうした口
腔機能低下はオーラルフレイルへの始まりであことも懸
念され，口腔機能維持，向上の対策が重要である．今後
はデータ採取と分析を続け，認知機能と咀嚼機能の因果
関係についても検討を行っていく予定である．
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21．本学大学病院における歯科訪問診療の平成29年度診療実績報告

○金本 路1，尾立 光2，堀内優香2，煙山修平2，末永智美2，5，吉野夕香4，6，塚越 慎2，川上智史2，3，會田英紀2
1北海道医療大学病院歯科部

2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
3北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進保存学分野

4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
5北海道医療大学病院歯科衛生部
6北海道医療大学病院地域連携室

【目 的】当院では，平成17年の開院以来，地域の関係
機関との連携を図りながら歯科訪問診療を実施してき
た．今回は，当院の歯科訪問診療の現状と治療を行って
いる患者の欠損歯列の病態を把握しその傾向を分析する
ことを目的とした．
【方 法】平成29年4月から平成30年3月までの1年間
で，歯科訪問診療を受診した患者を対象として，性別，
年齢構成，治療内容，回数ならびに残存歯数について後
ろ向き調査を行った．
【結果および考察】調査対象とした期間中に歯科訪問診
療を実施した患者の総数（実人数）は275名（平均83．7
±9．1歳，男／女：81／194名）であった．その内訳は後期
高齢者（75歳以上）が234名（84．5％），前期高齢者（65
～74歳）が36名（13．0％）であり，65歳未満はわずかに
7名であった．延べ回数は3，809回であった．治療の内
訳は，①口腔衛生指導2，227件（58．5％），②義歯関連
1，210件（31．8％），③その他208件（5．5％），④歯周治
療190件（5％），⑤外科処置73件（1．9％），⑥歯冠補綴

98件（2．6％），⑦歯内療法106件（2．8％），⑧修復処置
93件（2．4％）であった．残存歯数の平均は24．1±9．0
本，咬合支持数の平均は16．5±4．3本であった．宮地の
咬合三角における分布は第Ⅰエリア13．2％，第Ⅱエリア
19．1％，第Ⅲエリア15．1％，第Ⅳエリア52．6％であっ
た．また，平成28年から継続して介入している患者は
152名であり，そのうち平成28年時点で宮地の咬合三角
のエリアが第Ⅰ～Ⅲエリアであった患者でエリアを維持
していた患者は72名であった．また，当院の歯科衛生士
または施設の歯科衛生士による口腔衛生指導が実施され
ていた患者は118名（77．6％）であった．
【結 論】今回の結果より，当院において歯科訪問診療
を受診している患者の大部分は後期高齢者が占めてお
り，その治療内容は口腔衛生指導と義歯関連が多いこと
が分かった．また，経年的調査から継続した口腔衛生指
導を行うことで欠損歯列の拡大を防止する可能性が示唆
された．
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22．災害時における歯科支援物資の需要と供給について

○竹田洋輔1，越野 寿1，3，川西克弥1，2，菅 悠希1，山崎真郎1，松原国男3，木村 聡1，朝廣賢哉1，中本雅久1，
佐々木みづほ1，村田幸枝2，豊下祥史1，長澤敏行2

北海道医療大学歯学部 1咬合再建補綴学分野，2臨床教育管理運営分野，
3北海道医療大学歯科クリニック地域医療支援科訪問歯科診療

【目 的】本学歯科クリニックでは，2018年9月6日に
発生した北海道胆振東部地震に対して，北海道歯科医師
会歯科チームの一員として，厚真町，安平町，むかわ町
の3町の被災者に対し口腔健康管理を中心とした歯科医
療救護活動を実施した．これまでの災害時において歯科
医療救護活動の実績がある歯科医師が中心となり，115名
の歯科医師と46名の歯科衛生士が9月10日～24日までの
15日間に亘って支援活動に携わった．地域歯科医院の再
開に伴い，直接的な歯科医療行為の需要は少なかったも
のの，歯科グッズの配布や口腔衛生環境の保持に関する
啓発運動などの間接的な需要が多かった．
本発表では歯科医療救護活動の内容について報告する

とともに，今後起こり得る自然災害において，どのよう
な歯科支援物資が必要とされているのかを把握すること
を目的として，配布した歯科グッズについて分析したの
で報告する．
【方 法】活動期間内に実施した標準アセスメント票レ
ベル2（日本歯科医師会）や歯科保健指導実施記録（日
本歯科衛生士会）および日報に記載された内容から，歯
科医療支援活動ならびに配布した歯科グッズの集計・分
析を行った．
【結果および考察】歯科に関する相談39件のうち口腔ケ
ア・義歯ケアを行ったのが31件，義歯調整・修理に関す

る処置と相談が5件，嚥下に関する相談が1件あった．
配布した歯科グッズで最も多かったのが歯の清掃器具
（大人用歯ブラシ：1046本，子供用歯ブラシ：391本）で
あった．次いで，義歯ケア関連グッズ（義歯保管ケー
ス：315個，義歯用ブラシ：176個，義歯洗浄剤：214
箱）が多かった．2015年における3町の高齢化率（厚真
町：35．4％，安平町：34．6％，むかわ町：36．5）が全国
平均（26．6％）よりも高かったこと，65歳以上の高齢者
の4割以上は可撤性義歯を装着していること（平成28年
歯科疾患実調査）が影響していると考えられた．今後，
高齢化率は益々上昇することが予想され，災害時におけ
る義歯装着者に対する口腔ケア・義歯ケア関連グッズの
配布は必須となる．一方で，これらの歯科支援物資の購
入や在庫しておくことは決して容易なことではない．本
講座では災害時の歯科支援物資提供に備え，試供品を少
しずつ確保しては期限内に交換するローリングストック
法を行っていた．そのため，寄贈分と併せて口腔ケア・
義歯関連グッズを早期に配布することが出来たが十分な
量は確保できていなかった．発災後，暫くしてから歯科
医師会に届けられた支援物資と併せて必要量を充足する
ことが出来たが，今後の災害時において早期に配布すべ
き歯科支援物資の確保に関して課題が残った．
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23．北海道・東北地区における口腔インプラント学会専門医の医療機関ウェブサイト表記について

〇久原啓資1，2，山田哲郎1，3，山口摂崇1，3，石川昌洋1，2，仲西和代1，3，井田有亮4，仲西康裕1，3，廣瀬由紀人1，3，志茂 剛5，
永易裕樹2，越智守生1，3

1北海道医療大学歯科クリニック口腔インプラント科
2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

3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
4東京大学大学院医学系研究科

5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

【目 的】近年，我々は医療機関をインターネットで検
索することが多く，また医療機関ウェブサイトは医療サ
ービスの内容について詳しく知るための重要な情報源と
なっている．しかし，美容医療などの自由診療を中心に
ウェブサイトでの情報と実際のサービスの内容や対応が
違うなどのトラブルが問題になっている．厚生労働省は
従来の広告規制に加え，2018年6月にウェブサイトやメ
ールマガジンなども法的規制の対象に加えた改正医療法
を施行した．そこで，本研究は日本口腔インプラント学
会専門医取得の歯科医師が医療機関ウェブサイトを通し
て広告表記している現状を把握するため，北海道・東北
地区を対象に調査を行った．
【方 法】今回，我々は北海道・東北地区の日本口腔イ
ンプラント学会専門医取得の歯科医師がウェブサイトで
「口腔インプラント学会専門医」と広告表記をしている
か否かを調べた．調査期間は，2018年12月1日から12月

31日までとした．
【結 果】「日本口腔インプラント学会専門医」の広告
表記していた歯科医師は，全体で134名中77名だった．
総数の割合では57．5％であった．
【考 察】改正医療法の施行後から約6か月が経過して
おり，今回の調査で規制対象となる医療機関ウェブサイ
トを認めている．これまで我々が確認した限り，行政指
導や違反者に対する罰則などの適用は起こっていない．
患者は口腔インプラント治療のみならず，良質な治療を
求めている．そのため，我々歯科医師は各医療機関が正
しい広告や誤解のない情報を患者に発信し，多くの患者
が安心と信頼のできる正しい歯科医療を提供することが
今後も必要である．今回のように学会専門医などを取得
した歯科医師は，自身を紹介するウェブサイトのプロフ
ィールや経歴などを適切な表記に改善することを願って
いる．
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24．本学の大規模災害に備えた歯科医療支援体制

〇越野 寿1，2，松原国男1，川上智史3，舞田健夫3，武井貴子1，川西克弥2，4，齊藤正人5，6，宮川雄一1，末永智美3，7，
古市保志1

北海道医療大学 1歯科クリニック，2歯学部咬合再建補綴学分野，3大学病院歯科部，4臨床教育管理運営分野，
5小児歯科学分野，6歯学部同窓会，7北海道歯科衛生士会

【目 的】本発表は，本学が担ってきた大規模災害時の
歯科支援について，これまでの経緯から北海道胆振東部
地震に際しての対応までを紹介するとともに，今後に向
けた問題点を提示することを目的とするものである．
【歯科的支援活動の起源】1993年7月に北海道南西沖地
震が発生し多くの犠牲者，被災者を出した．この際に，
多数の義歯紛失者に対応すべく本学から歯科診療支援チ
ームが被災地である奥尻島に派遣された．これが本邦初
の歯科的支援活動といわれており，今日の大規模災害時
の歯科的支援活動の基盤となった．
【歯科的支援活動に備えた体制作り】前述の活動後に本
院に，訪問診療を通じて地域支援を行うとともに，災害
時の支援活動を行う組織として地域支援医療科を設置し
た．最初に地域支援医療科としての災害支援を行ったの
は，有珠山噴火災害であり，この時は北海道庁の要請を
受けて，北海道大学と協力して支援活動を実施した．次
の活動は，東日本大震災であり，本学にも災害支援本部
が設置され，地域支援医療科が調整役を果たして歯科支
援チームの派遣を行った．
【北海道胆振東部地震での活動】2018年9月6日に発生

した北海道胆振東部地震に際し，9月8日昼過ぎに歯学
部同窓会，苫小牧歯科医師会の両者からの支援要請が地
域支援医療科長にあり，クリニック院長と地域支援医療
科長が協議し，地域支援活動の適用を即日決定した．同
日夜に厚真町に先遣隊を派遣し，本学大学病院，歯学部
同窓会と連動した迅速な地域支援活動がスタートし
た．9月10日以降，北海道災害対策本部の要請を受けた
活動となり，北海道大学歯学部，北海道歯科医師会，苫
小牧歯科医師会，北海道歯科衛生士会から構成される歯
科診療チームの統括を本院が担うことになり，事務局機
能は本院事務課が担当した．
【今後に向けて】北海道胆振東部地震に際し，本院の地
域支援活動の一環として初動隊を編成し，活動しながら
関連団体との調整をしながら北海道庁の要請に応える活
動を展開することになった．今後は，大規模災害時に果
たすべき本学の責務について，本院だけではなく，大学
病院を含めた全学的な支援活動に備えた検討が必要であ
り，関連団体との連絡調整についても再検討する必要性
が示唆された．
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第37回北海道医療大学歯学会総会記録

1）庶務報告
� 会員数 � 役員
会員数 715名 常任理事 8名
準会員 6名 理 事 27名
賛助会員 12名 監 事 2名
臨時会員 0名 評 議 員 60名
名誉会員 21名

754名

⑶ 会務報告
平成30年
第1回理事会 平成30年2月14日㈬
報告事項 庶務報告 編集報告 企画報告 その他（研究奨励賞）について
審議事項 平成29年決算報告と平成30年予算（案）について

利益相反について，その他
第37回学術大会担当講座
口腔機能修復・再建学系・生体材料工学分野（遠藤 一彦 教授）
特別講演会①が承認された．

第2回理事会 平成30年2月26日㈪
報告事項 論文賞（最優秀論文賞1・優秀論文賞2）

役員改選（新役員案），名誉会員の推薦
審議事項 平成30年予算について

第3回理事会 平成30年4月25日㈬特別講演会②が承認された．
第4回理事会 平成30年8月9日㈭特別講演③が承認された．
第5回理事会 平成30年9月12日㈬特別講演④が承認された．
第6回理事会 平成30年9月26日㈬特別講演⑤が承認された．
第7回理事会 平成30年10月9日㈫特別講演⑥が承認された．
第8回理事会 平成30年10月24日㈬平成30年度研究奨励募集要項について

第37回学術大会の日時についての報告

2）編集報告
北海道医療大学歯学雑誌（37巻1号）
総説1編 原著2編 症例報告2編 ミニレビュー1編 最近のトピックス2編
学会記録（本文85頁）

北海道医療大学歯学雑誌（37巻2号）
総説1編 原著4編 症例報告1編 最近のトピックス1編
（本文143頁）

3）企画報告
第36回学術大会

会 務 報 告
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日 時：平成30年3月10日（土曜日）
場 所：北海道医療大学札幌サテライトキャンパス
担当講座：口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

定例講演会
平成30年第36回学術大会と併催
演題名：現代人が抱える諸問題と矯正歯科 －呼吸，発音，咀嚼を考える－
講 師：葛西 一貴先生 日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座 教授

＜特別講演＞
①平成30年2月23日㈮ 担当講座 咬合再建補綴学分野
演題名：「歯科と生体力学」
演 者：佐々木 啓一先生 東北大学大学院歯学研究科 研究科長

口腔システム補綴学分野 教授

②平成30年5月15日㈫ 担当講座 う蝕制御治療学分野
演題名：「Smile Design ; Beauty,Art and Science」
演 者：Dr.Mostaque H Sattar Professor and Principal, City Dental College,

University of Dhaka（シティ歯科大学 学長）

③平成30年8月31日㈮ 担当講座 う蝕制御治療学分野
演題名：「Dentistry in Malaysia : a SEGi University experience」
演 者：1）Md Nurul Islam 先生

2）Deputy Dean（Academic & Student Affairs）
Faculty of Dentistry, SEGi University, Kuala Lumpur, Malaysia

④平成30年10月3日㈬ 担当講座 生理学分野
演題名：「咀嚼と嚥下における赤核の役割」
演 者：佐藤 義英先生 日本歯科大学新潟生命歯学部生理学講座 教授

⑤平成30年10月11日㈭ 担当講座 臨床口腔病理学分野
演題名：歯周病，歯牙欠損，ソフトダイエットと認知症

～歯周病介入によるアルツハイマー病進行予防効果を含めて～
演 者：道川 誠先生 名古屋市立大学大学院医研究科長 医学部長

同 医学研究科病態生化学分野 教授

⑥平成30年10月24日㈬ 担当講座 顎顔面口腔外科学分野
演題名：Reconstructive Plastic Surgery of the Head and Neck

演 者：Prof. Berthold H. Hell

4）その他
＜研究奨励金＞
生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野 原田文也
研究テーマ：キサントフモールP.gingivalis，歯肉上皮細胞および悪性腫瘍細胞への影響

北海道医療大学病院 歯科医師臨床研修科 関 姫乃
研究テーマ：光学スキャナーを用いた顎補綴装置の作製
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＜論文賞＞
＊最優秀論文賞（1編）
建部 廣明 口腔構造・機能発育学系 組織学分野
・副甲状腺ホルモン間欠投与とメカニカルストレスが歯槽骨に及ぼす影響

＊優秀論文賞（2編）
石川 昌洋 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野
・3次元有限要素法を用いた口腔インプラント治療の術前シミュレーションの検討

赤沼 正康 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・東苗穂にじいろ歯科クリニ
ック

・特別養護老人ホームにおける歯科の取り組み
－Oral Assessment Guide（OAG）と口腔内状況の変化－
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本年度の帳簿等関連諸表調査の結果，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 3，531，000 3，526，000 99．9％
正会員
本年納入分 2，650，000 2，690，000101．5％

（530名×5，000円）（538名×5，000円）
滞納分 400，000 278，000 69．5％

（80件×5，000円）（55件×5，000円）
入会金滞：1件3000円

準会員
本年納入分 15，000 12，000 80．0％

（5名×3，000円）（4名×3，000円）
賛助会員 360，000 360，000100．0％
本年納入分 （12名×30，000円）（12名×30，000円）
滞納分 30，000

（1名×30，000円）
新規会員
新卒 25，000 35，000140．0％

（5名×5，000円）（7名×5，000円）
新規会員
その他 50，000 85，000170．0％

（10名×5，000円）（17名×5，000円）
新規会員
臨時 25，000 0 0．0％

（5名×5，000円）（0名×5，000円）
入会金 6，000 36，000600．0％

（2名×3，000円）（12名×3，000円）
②事業収入 220，000 255，000115．9％
広告 220，000 255，000115．9％
別刷り料
掲載料

③雑収入 1，592，236 1，603，713100．7％
利息 1，000 759 75．9％
その他 1，591，236 1，602，954100．7％

当期収入A 5，343，236 5，384，713100．8％
前期繰越金B 11，238，680 11，238，680
収入合計 16，581，916 16，623，393
（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 610，000 487，297 79．9％

開催費等 300，000 245，957 82．0％
印刷費 110，000 88，560 80．5％
宿泊費 20，000 14，000 70．0％
旅費 80，000 38，780 48．5％
謝礼 100，000 100，000100．0％

②特別講演会補助 300，000 180，000 60．0％
③雑誌発行費 2，830，000 2，258，059 79．8％

印刷費 2，300，000 1，884，600 81．9％
発送費 200，000 119，059 59．5％
査読費 100，000 51，000 51．0％
英文添削費 30，000 3，400 11．3％
論文賞費（最優秀・優秀） 200，000 200，000100．0％

④事務費 1，760，000 1，296，749 73．7％
事務委託費 1，300，000 1，035，000 79．6％
事務印刷費 10，000 7，268 72．7％
事務通信費 250，000 176，914 70．8％
事務用品費 200，000 77，567 38．8％

⑤備品費 50，000 383，205766．4％
⑥研究奨励金 500，000 250，000 50．0％
⑦会議費 15，000 12，000 80．0％
⑧予備費 100，000 0
⑨諸雑費 50，000 21，080 42．2％
⑩日本歯学系学会年会費 50，000 50，000100．0％
当期支出合計� 6，265，000 4，938，390 78．8％
当期支出差額�

（Ａ－Ｄ） －921，764 446，323
次期繰越金�

（Ｂ＋Ｅ） 10，316，916 11，685，003
総支出 （Ｈ＋Ｄ） 16，581，916 16，623，393

収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額

①新規預かり金 100，000 155，000
新入会員
2019年会費 50，000 95，000

（10名×5，000円） 19名×5，000円
2020年会費 50，000 60，000

（10名×5，000円）（12名×5，000円）
②前年度までの預かり金 190，000 190，000
2018年会費分 40，000 40，000

8名×5，000円 8名×5，000円
（2016年預） （2016年預）

70，000 70，000
14名×5，000円 14名×5，000円
（2017年預） （2017年預）

2019年会費分 55，000 55，000
11名×5，000円 11名×5，000円
（2017年預） （2017年預）

その他3年以上預かり金 15，000 15，000
2018年～2020年会費3年×1名×5，000円3年×1名×5，000円

（2011年預） （2011年預）
2020年会費（2017年頃） 10，000 10，000

2名×5，000円 2名×5，000円
（2017年預） （2017年預）

③収入合計＝①＋② 290，000 345，000

支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額

2018年会費 115，000 115，000
40，000 40，000

8名×5，000円 8名×5，000円
（2016年預） （2016年預）

70，000 70，000
14名×5，000円 14名×5，000円
（2017年預） （2017年預）

5，000 5，000
1名×5，000円 1名×5，000円
（2011年預） （2011年預）

④支出小計 115，000 115，000
次期預かり金

⑤＝③－④ 175，000 230，000
支出合計 ④＋⑤ 290，000 345，000

会計報告
北海道医療大学歯学会 平成30年（2018年）決算（平成30年1月1日～平成30年12月31日）

北海道医療大学歯学会 平成30年（2018年）預かり金会計 決算（平成30年1月1日～平成30年12月31日）

次期繰越金
一般会計繰越金（H）＋預かり金⑤
11，685，003円＋230，000円＝11，915，003円

資産目録
現金 34，997円
北海道銀行（普通預金） 3，274，236円
北海道銀行（定期預金） 5，500，000円
北洋銀行（定期預金） 3，029，240円
振り替口座残 76，530円
合計 11，915，003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 3，531，000 3，415，000
正会員 2，650，000 2，650，000
本年納入分 （530名×5，000円）（530名×5，000円）

滞納分 400，000 250，000
（80件×5，000円）（50件×5，000円）

準会員
本年納入分 15，000 15，000

（5名×3，000円） （5名×3，000円）
新規入会

賛助会員
本年納入分 360，000 360，000

（12名×30，000円）（12名×30，000円）
滞納分

新規会員
新卒 25，000 25，000

（5名×5，000円） （5名×5，000円）
新規会員
その他 50，000 75，000

（10名×5，000円）（15名×5，000円）
新規会員
臨時 25，000 25，000

（5名×5，000円） （5名×5，000円）
入会金 6，000 15，000

（2名×3，000円） （5名×3，000円）
②事業収入 220，000 220，000

広告 220，000 220，000
別刷り料
掲載料

③雑収入 1，592，236 11，000
利息 1，000 1，000
その他 1，591，236 10，000

当期収入A 5，343，236 3，646，000
前期繰越金B 11，238，680 11，685，003
収入合計 16，581，916 15，331，003
（Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ）

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 610，000 600，000
開催費等 300，000 300，000
印刷費 110，000 100，000
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 2，830，000 2，850，000
印刷費 2，300，000 2，300，000
発送費 200，000 200，000
査読費 100，000 100，000
英文添削費 30，000 30，000
総説依頼費 20，000
論文賞費（最優秀・優秀） 200，000 200，000

④事務費 1，760，000 1，660，000
事務委託費（交通費含む） 1，300，000 1，300，000
事務印刷費 10，000 10，000
事務通信費 250，000 200，000
事務用品費 200，000 150，000
⑤備品費 50，000 50，000
⑥研究奨励金 500，000 500，000
⑦会議費 15，000 15，000
⑧予備費 100，000 100，000
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� 6，265，000 6，175，000
当期支出差額�

（Ａ－Ｄ） －921，764 －2，529，000
次期繰越金�

（Ｂ＋Ｅ） 10，316，916 9，156，003
総支出 （Ｈ＋Ｄ） 16，581，916 15，331，003

収 入 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額

①新規預かり金 100，000 150，000
新入会員
2020年会費 50，000 75，000

（10名×5，000円）（15名×5，000円）
2021年会費 50，000 75，000

（10名×5，000円）（15名×5，000円）
②前年度までの預かり金 190，000 230，000
2019年会費分 40，000 55，000

8名×5，000円 11名×5，000円
（2016年預） （2017年預）

70，000 95，000
14名×5，000円 19名×5，000円
（2017年預） （2018年預）

2020年会費分 55，000 60，000
11名×5，000円 12名×5，000円
（2017年預） （2018年預）

その他3年以上預かり金 15，000 10，000
2019年～2020年会費3年×1名×5，000円2年×1名×5，000円

（2011年預） （2011年預）
2020年会費 10，000 10，000

2名×5，000円 2名×5，000円
（2017年預） （2017年預）

③収入合計＝①＋② 290，000 380，000

支 出 の 部
科 目 前 年 予 算 額 本 年 予 算 額

2019年会費 155，000
55，000

11名×5，000円
（2017年預）

95，000
19名×5，000円
（2018年預）

5，000
1名×5，000円
（2011年預）

④支出合計 200，000 155，000
次期預かり金

⑤＝③－④ 90，000 225，000
支出合計 ④＋⑤ 290，000 380，000

北海道医療大学歯学会 平成31年（2019年）予算（案）（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

北海道医療大学歯学会 平成31年（2019年）預かり金会計 予算（案）（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

70

（70）

第３８巻１号　　　４Ｃ１５０　１Ｃ１３３／本文　※３１‐１から組体裁変更　ＯＴＦ／０６６～０７０　会務報告  2019.06.27 17.51.03  Page 70 



北海道医療大学歯学会会則（2017年3月4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・大学院性・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
名誉会員証を送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．但し，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
持する個人・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
の会費の返還は行わない．

（会員資格喪失）
第6条 会員は以下の事由により資格を喪失する．

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ものが再入

会を希望する場合，2年分の未納会費を納入後
入会手続きを取るものとする．

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 若干名及び常
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，会務を総括する．

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．常任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，准教授，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
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業を行う．
1．総 会

総会は会長の招集により年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も行
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．研究活動の奨励
詳細は内規に定める．

6．委員会
本会に委員会を置くことが出来る．委員会
は委員を持って組織する．構成，任務等必
要事項は別に定める．

7．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，その他の収入を持ってこれにあてる．
1 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

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．

2 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，本会則の実地に

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．
5．本会則は平成27年4月1日より施行する．
6．本会則は平成29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（2018年3月10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．
（臨時会員は除く）

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

で北海道医療大学の各学部・大学院研究科倫理委
員会の承諾を得たものとする．

2）人の遺伝子解析を含む場合は，本学の「ヒトゲム
・遺伝子解析研究の計画および実地に関する倫理
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」の審査を経て学長の許
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，「北海道医療大学動物実験委
員会（Animal Ethics and Research Committee）の
審査を経て，北海道医療大学長の承認を得たもの
とする．

なお，本学以外の研究機関で行われた研究について
は，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．利益相反（COI）について
投稿する論文については，本学会の定める「研究等
の利益相反に関する指針」に基づき，投稿時に指定
の申告書を提出するとともに，利益相反の有無を本
文の最後もしくは謝辞の前に明記すること．企業な
どの経済的，人的，専門的な利益相反がある場合は
企業名を記載する．ない場合は，「申告すべきCOI
状態はない」と文言を記す．
（詳しくは利益相反（COI）に関する指針参照）

4．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．

5．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．
6．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．また，投稿原稿と著者プロフィールを電子フ

ァイルにて編集長宛にe−mailで提出する．
4）和文論文の本文については，原則として，緒論

（緒語），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，Result，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．

7．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での添付文書として編
集委員会まで送付すること．

メールアドレス：委員長宛
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

頁での掲載とする．
4）最近のトピックスは，全角文字1800字程度にまと

めること．（参照文献リストを含む）．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
に削減すること．

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

8．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）校正論文は，特別な事情がない限り一週間以内，

校正時間は48時間以内に返却するものとする．（返
却，連絡がない場合は，投稿を取り下げたものと
判断する）．

9．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
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受理証明を発行する．
10．別刷料
1）掲載頁は，刷り上り一人10頁程度とする．
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．
11．優秀論文賞

その年の本誌に掲載された原著論文の中から「最優
秀論文賞」（1編），「優秀論文賞」（2編）を選び表彰
する．
選考は編集委員会が行う．

12．著作権の帰属
本誌に掲載された著作物の著作権は北海道医療大学

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，著者がすべての責任を負う．

13．著者のプロフィール（6．投稿論文作成 3）参照）
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．

14．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金沢1757番地
北海道医療大学歯学部・口腔生物学系・生理学分野
北海道医療大学歯学雑誌編集委員会（委員長 石井久淑）

Tel：0133－23－1239
e−mail：hisayosh@hoku−iryo−u.ac.jp

患者のプライバシー保護ならびに研究倫理に関する指針（2014年2月26日）

北海道医療大学歯学雑誌に掲載される症例報告等を含
む臨床研究論文では，患者のプライバシーを保護するた
め，以下の指針を遵守しなければならない．また，臨床
研究等においては，患者ならびに被験者の尊厳と人権に
配慮し，世界医師会によるヘルシンキ宣言と我が国が定
めた下記の指針ならびに法的規範を遵守しなければなら
ない．

1．患者のプライバシー保護に関する指針
1）氏名，カルテ番号，入院番号，イニシャル等，患
者個人の特定が可能となる情報は記載しない．

2）患者の住所は記載しない．ただし，疾患の発生場
所が病態等に影響する場合は，区域（県，市など）
までに限定して記載する．

3）診療日等の記載は，年月までとする．
4）診療科名と他の情報を照合することで患者が特定
され得る場合，診療科名は記載しない．

5）他施設でも診断・治療を受けている場合，その施
設名と所在地は記載しない．ただし，救急医療など
で搬送元の記載が不可欠の場合は，この限りではな
い．

6）顔写真には目隠しをする．
7）生検，剖検，画像情報などに含まれる番号等，症
例を特定できる情報は削除する．

8）以上の配慮をしても個人が特定される可能性のあ
る場合は，発表に関する同意を患者本人（または遺
族もしくは代理人，未成年者では保護者）から得
る．

9）前項の手続きが困難な場合は，筆頭著者または責
任著者（corresponding author）の所属する施設の倫
理委員会の承認を受ける．

2．遵守すべき倫理指針等＊

1）「臨床研究に関する倫理指針」（厚生労働省）（平成
20年7月31日改正）
2）「疫学研究に関する倫理指針」（文部科学省・厚生
労働省）（平成25年4月1日改正）

3）「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
（文部科学省・厚生労働省・経済産業省）（平成25年
2月8日改正）

4）「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（文部科学省
・厚生労働省）（平成20年12月1日改正）

5）「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」（厚
生労働省）（平成25年10月1日改正）

6）「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of
Interest：COI）の管理に関する指針」（平成20年3月
31日厚生科学課長決定）

＊なお，上記の指針等は，管轄官庁のHPに掲示されてい
る最新版を参照すること．
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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
3）英文抄録
4）本文
5）文献
6）図，表
7）図表説明文

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）著者名および所属
4）キーワード（5語以内）
5）別刷数（50部単位）
6）連絡先（郵便番号，住所，電話， 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）著者名および所属
⑴ 氏名の英文表記では，姓は大文字，名は先頭の

みを大文字とする（例：Akira YAMADA（山
田 昭））．

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．

3）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）．

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．
著者全員のサインを取り，連絡先を記載する．

3．英文抄録
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，
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,
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1999）（佐藤ら，1988；和泉，1999）（Izumi,
1999a, b）

※「，」や「；」の様な記号は，日本文の場合は
全角，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．
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）
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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：）

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38巻，第2号）の発行は令和元年12月31日です．
投稿原稿募集の締め切りは令和元年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，2019年第38巻，第1号の巻末をご参照ください．

2019年は例年になく6月上旬から気温が上昇し，当別は豊かな日差しを感じ，北海道ならではの爽やかな季節を迎
えています．令和初発刊となる本号におきましても，論文等の投稿並びにお忙しい中，論文の査読を快く引き受けて
いただいた先生方に深く感謝申し上げます．
さて，本号では原著論文3編，症例報告1編並びに最近のトピックス3編の投稿をいただきました．原著論文は薬

理学分野の村田佳織先生，歯科矯正学分野の山口優先生並びに臨床口腔病理学分野の佐藤惇先生からの報告です．村
田先生からは歯原性上皮細胞のマイグレーションにおける血清中成分とEGFやケモカイン受容体との相互作用の重要
性について，山口優先生からは生体力学的環境が下顎頭の組織構造と細胞外基質のmRNA発現に与える影響につい
て，佐藤惇先生からはタモギタケ中に含まれるエルゴチオネインの口腔粘膜防御作用ついて報告されています．いず
れも，若手研究者の皆様による精力的な研究成果が披露されています．また，臨床口腔病理学分野のBhoj先生には，
歯原性角化嚢胞に関する希少な症例を紹介していただいております．さらに，薬理学分野のAzmeree先生，う蝕制御
治療学分野のTubayesha先生並びに伊東歯科口腔病院の廣瀬知二先生からは，基礎研究手法或いは歯科臨床に密接に
関連する最近のトピックスを提供していただいております．いずれも大変興味深い内容ですので，是非ご一読くださ
い．
今年度は歯学部入学者数が定員80名を満たすとともに，歯科医師国家試験合格率も80％を越えて，新元号の令和旋

風と同様に歯学部の巻き返しを図る盛り上がりが期待されます．本学歯学雑誌もこれらの勢いに乗じて，さらなる充
実に努めて参りますので，今後ともご支援ご協力を賜りますようどうかよろしくお願いいたします．（石井 記）
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