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１．はじめに

ヒトの口腔内には細菌の他，ウイルスや真菌，更には

アメーバー様生物など，多種多様の微生物が生存し，解

剖学的に複雑な口腔環境中で，特有な微生物叢を構成し

ている．その中でも細菌が最も多く，３５０以上の菌種が

生息していると考えられている．それらの細菌種の大部

分は口腔内固有のもので，健康な口腔環境を保つ働きを

すると同時に，う蝕や歯周疾患を代表とする種々の口腔

内感染症の成立と進行に重要な役割を果たしている．

歯肉溝，歯肉縁上及び縁下部，舌，頬粘膜などの口腔

内各部位で優勢に生息する細菌種は，温度，pH，水分

や栄養成分など種々の条件で規定されるが，最も重要な

要因は嫌気度と考えられている．その嫌気度の程度は酸

化還元電位（mV）によって示され，通常の水道水の酸

化還元電位は＋６００～＋９００mV程度で，ヒトの体液や臓

器は＋３００～－５００mVと言われている．ヒトの口腔内で

は，ブラッシング直後の歯面（歯冠部）は＋２００mV程度

であるが，その後すぐに好気性菌の付着，次いで嫌気性

菌の付着など歯垢の蓄積が始まり，その酸化還元電位は

－２００mV程度まで低下し，急速に嫌気的環境になる．更

に，重篤な歯周ポケットの深部では－４００mVの極めて高

度な嫌気的環境下にあることも知られている．従って，

〔総 説〕

口腔内偏性嫌気性糖非分解性細菌Eubacterium
その意義と展望

中澤 太，鎌口 有秀，宮川 博史

北海道医療大学歯学部口腔細菌学講座

Anaerobic, asaccharolytic and gram-positive rods, Eubacterium , in oral cavity
Its significance and prospects

Futoshi NAKAZAWA, Arihide KAMAGUCHI and Hiroshi MIYAKAWA

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

Abstract

Historically, it has been suggested for a long time that there are so many uncultured, undescribed and unknown bacterial

species including VNC（viable but non−cultivable）in the human oral cavity, especially infectious lesions such as periodontal

pockets. All these strains are asaccharolytic anaerobic gram-positive rods, and have been proven to be difficult to culture and

unreactive in the conventional biochemical tests.

The molecular systematic techniques including１６S rRNA gene sequencing analysis and DNA−DNA hybridization method

have demonstrated that they are mainly Eubacterium and/or the related bacteria with Eubacterium , phylogenetically. And re-

cently, many novel bacterial genera and species, such as genus Slackia, Eggerthella, Cryptobacterium and Mogibacterium ,

have been proposed on the basis of phylogenetic data for these bacterial strains.

A complete description of the microbial flora associated with oral infections lead to the potential benefits for the elucidation

of disease causation and also the development of novel diagnostic tools. In this paper, we summarize the recent knowledge of

these bacteria species, and also discuss the etiologic roles of these bacteria in human oral infections.

キーワード：偏性嫌気性細菌，糖非分解性細菌，口腔内感染病巣，Eubacterium，新細菌属種

受付：平成１７年１０月

北海道医療大学歯学会雑誌 ２４�（１２９－１３７）平成１７年 １

（１２９）
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通常のヒトの口腔内は嫌気的条件下にあり，嫌気性細菌

の生息に適した環境である．事実，酸化還元電位の極め

て低い感染病巣深部では，偏性嫌気性細菌が圧倒的優位

に生息していることが多数報告されている（Ando et al.,

１９９０；Holdeman et al . ,１９８０；Moore et al . , １９８３；

１９９１）．

一方，ヒト口腔内には，VNC（Viable but Non−Culti-

vable）細菌を含め，これまでに同定されていない（未

同定）細菌や培養されていない（または培養が困難な）

細菌種が多数生息することが，長い間示唆されていた．

そして近年，Pasterら（Paster et al．，２００１）及びKazorら

（Kazor et al．，２００３）は，１６S rRNA遺伝子クローンライ

ブラリー法によって，ヒト口腔内には２１５～７００種の細菌

phylo−type（発生学的系統型）が存在し，その約半数以

上は，これまでに報告されていない細菌種であることを

明らかにしている．

我々はこれまで，種々のヒト口腔内感染症の病巣から

多数分離され，従来の方法では既存の何れの細菌種にも

分類されない細菌群（即ち，これまでに報告されていな

い細菌群）について，その形態学的，生化学的，免疫血

清学的，分子遺伝学的性状を検討してきた．その結果，

これらの細菌は何れも，極めて培養が難しい偏性嫌気性

細菌であり，生育してもそのコロニーは小さく，産生す

る終末産物は僅かで，通常の生化学的性状検査において

も殆ど反応性を示さない糖非分解性グラム陽性桿菌Eub-

acteriumまたはその近縁の細菌群であることを明らかに

した．

本稿においては，我々のこれまでの研究結果を中心と

して，ヒト口腔内感染病巣に多数生息する偏性嫌気性糖

非分解性Eubacteriumとその近縁細菌種について，最新

の知見を概説すると共に，口腔内感染症におけるこれら

の細菌群の意義を考察する．

２．嫌気性菌とは

地球誕生直後の無酸素状態での最初の生物が嫌気性菌

だと考えられている．その後，地上における酸素の発生

に伴い，微生物は酸素寛容性（酸素耐性）を獲得しなが

ら好気性菌の出現へと進化してきた．一般的に酸素の存

在によって，・O２－（スーパーオキシドラジカル），H２O２

（過酸化水素），・OH（ヒドロキシラジカル）などの活

性酸素が生成する．これらの活性酸素は，微生物の

DNAや膜に重大な損傷を与える．酸素の存在する環境

下で，好気性菌は，スーパーオキシドジスムターゼ（２

・O２－＋２H２→H２O２＋O２），カタラーゼ（２H２O２→２H２O

+ O２），パーオキシダーゼ（H２O２＋RH２→２H２O + R）等

の酵素を産生する能力を獲得し，活性酸素による細胞障

害から免れる．しかし，一般的に嫌気性菌の多くはこの

ような酵素を産生する能力はなく（または弱い），活性

酸素による細胞障害を強く受ける結果となり，酸素の多

い好気的条件下では生育することが困難になる．

ヒトの口腔内は嫌気的環境下にあり，嫌気性菌が多数

生息することは，前述の通りであるが，これらの嫌気性

菌の酸素寛容性には，菌種間で相当大きな差異がある．

明確な境界はないが，極めて酸素寛容性が低い場合を偏

性嫌気性菌と，また酸素寛容性が比較的強い場合を通性

嫌気性菌と言う（偏性好気性菌は，ヒト口腔内では殆ん

どいない）．そのため，一般的にヒト口腔内の試料中の

細菌を培養する場合，嫌気グローブボックス内で行う．

この嫌気グローブボックス内は，窒素８０％，水素１０％，

二酸化炭素１０％の割合で構成された混合ガスで充満さ

れ，酸素の混入を防ぎ，その酸化還元電位は－４００mV程

度に保たれている．この条件下では通性嫌気性菌と偏性

嫌気性菌は生育するが，嫌気グローブボックスを使わな

い好気培養の場合は通性嫌気性菌のみが生育する．ヒト

口腔内感染病巣深部には偏性嫌気性菌が多いため，試料

の培養のみならず，分散，希釈，播種など試料の調整

も，この嫌気グローブボックス内で行う必要がある．

３．Eubacterium属細菌とは

細菌分類のバイブルとも言えるBergey’s Manual of

Systematic Bacteriologyでは，Eubacterium属細菌はその

終末代謝産物によって定義されている（Moore et

al．，１９８６）．即ち，Actinomyces属（主たる終末代謝産物

がコハク酸），Bifidobacterium属（主たる終末代謝産物

が酢酸と乳酸），Lactobacillus属（主たる終末代謝産物が

乳酸），Propionibacterium属（主たる終末代謝産物がプ

ロピオン酸）以外の細菌で，蟻酸，酢酸，酪酸を終末代

謝産物とする偏性嫌気性グラム陽性桿菌をEubacterium

属と分類している．これは極めて曖昧な分類基準であ

り，長い間，表現形質並びに系統発生が大きく異なる多

種多様の細菌が，このEubacterium属細菌として混在し

ている可能性が指摘されていた．

我々は，ヒト口腔から分離される代表的Eubacterium

属１０菌種の菌体構成タンパク質や免疫血清学的特異性

を，それぞれSDS−PAGE及びWestern Immunoblotting法

を用いて比較検討した結果，それらの菌種間で極めて大

きな相違（表１）があることを明らかにした（Nakazawa

et al．，１９９３）．また，遺伝情報を担う全DNAのG+C含量

は，これら１０菌種では３９～６１％の広範囲に分布し（表

２），Eubacterium属の標準菌種（type species）であるE.

中澤 太 他／口腔内偏性嫌気性糖非分解性細菌Eubacteriumその意義と展望２

（１３０）
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limosumの５０％とは大きく異なっていた（Nakazawa et

al．，１９９４）．更に，遺伝学的類縁性を示すDNA−DNA

hybridization法によるDNA homologyを検討した結果，こ

れらの細菌種は相互に２０％以下の低い値（表２）を示

し，発生系統学的に大きな隔たりがあることを報告した

（Nakazawa et al．，１９９４）．これらの研究結果は，従来か

らの指摘，即ちこれまでEubacterium属細菌として分類

されてきた細菌種は極めて不統一な細菌群であることを

科学的に明らかにするものであり，Eubacterium属細菌

の再分類の必要性を裏付けている．

一方，ヒト口腔由来で，従来は培養できなかった（ま

たは培養が困難な）細菌種や生育が極めて遅いためその

存在が見落とされていた（または無視されていた）細

菌，更には従来の方法では同定できない細菌の中で，最

も多数を占めるものが偏性嫌気性糖非分解性グラム陽性

桿菌であった．そして，従来の同定基準に拠れば，その

多くはEubacterium属細菌種に分類されてしまい，更に

混乱を招く結果となる．従って，口腔内感染病巣に生息

する細菌種を正しく理解するためにはEubacterium属細

菌や，それに近縁する細菌群に対する妥当な定義及び分

類基準を設定することが重要であると考えられる．

４．遺伝学的性状による分類の意義

歴史的に細菌の分類や命名は，新しい知見や手法の導

入によって多くの変遷を繰り返してきた．従来は，グラ

ム染色性や菌体の形態，培養条件や糖分解性，病原性や

産生酵素などの細菌学的，生化学的性状によって分類さ

れてきた．その後，細菌の細胞壁，ペプチドグリカンや

LPSの化学構造の相違，免疫学的血清反応による違いな

どの性状も加えられて，発見される細菌種の増加に対応

しながら，その分類が進められてきた．１９９０年代初め

に，細菌の遺伝学的情報を用いた手法，即ちゲノム

DNAのG+C含量比やDNA−DNA hybridization法による

DNA相同性（DNA homology），１６S rRNAの塩基配列に

よる遺伝学的類縁性（DNA similarity）等が細菌の分

類，同定法として本格的に導入された．そして，現在の

細菌分類においては，従来の表現形質と最近の遺伝学的

情報を組み合わせた多相解析分類が中心になっている．

その中でも，細菌の進化論的類縁関係を示す１６S

rRNA遺伝子をPCR法にて増幅し，そのDNAの塩基配列

を解析する手法，即ち１６S rRNA遺伝子クローンライブ

ラリー法が決定的な役割を担い（Woese，１９８７），これま

での細菌の分類は大きく様変わりした．例えば，５０種以

上の細菌種が列挙されていたBacteroides属細菌は，１６S

rRNA遺伝子塩基配列の違いによってその大部分が他の

菌属（Porphyromonas , Prevotella , Tannerella属など）に

移され（Paster et al．，１９９４），現在ではB. fragilisを標準

菌種として僅か１４菌種が残っているに過ぎない．また，

長い間その分類や名称が混乱していたStreptococcus属細

菌（Kawamura et al．，１９９８）も，１６S rRNA遺伝子塩基

配列類縁性の違いから６群（pyogenic− , anginosus− , mu-

tans− , mitis− , salivarius− , bovis−group）に明確に分類さ

れ，それぞれの分類学的位置が確立された．

１６S rRNA遺伝子は全ての細菌が保有し，全長は僅か

１，５００bp程度と短く，その全塩基配列の解析は容易であ

る．現在，約９割以上の細菌種の１６S rRNA遺伝子塩基

配列が解明され，GenBankなどに蓄積・公開されてお

り，細菌分類の重要なデータベースとなっている．

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologyは，現在２０

年ぶりの大改訂作業が進んでいるが，その主要な分類基

準として，１６S rRNA遺伝子クローンライブラリーデー

タを中心とした遺伝学的性状を採用することを，Editor

−in−chiefであるDr. G. M. Garrityは明言している．

５．新しいEubacterium

従来，糖非分解性Eubacterium属細菌種としては，E.

brachy, E. lentum , E. nodatum , E. timidumの４菌種が知ら

抗血清
（標準株）

抗原

E. aer. E. ala. E. bra. E. len. E. lim. E. nod. E. rec. E. sab. E. tim. E. yur.

E. aerofafaciens ＋＋ － － － － － － － － －

E. alactolyticum － ＋＋ － － － － － － － －

E. brachy － － ＋＋ － － － － － － －

E. lentum － － － ＋＋ － － w － － －

E. limosum w w w w ＋＋ − w － － －

E. nodatum － － － － － ＋＋ － － － －

E. rectale － － － － － － ＋＋ － － w

E. saburreum － － － － － － － ＋＋ － －

E. timidum － － － － － － － － ＋＋ －

E. yurii － － － － － － － － － ＋＋

ターゲットDNA

（標準株）
G+C

(mol%)

標識DNA

E. aer. E. ala. E. bra. E. len. E. lim. E. nod. E. rec. E. sab. E. tim. E. yur.

E. aerofafaciens ５１ １００ １０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. alactolyticum ６１ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. brachy ３９ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ １６ １２ ＜１０

E. lentum ６２ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. limosum ５０ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. nodatum ４１ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. rectale ３８ １００ ＜１０ ＜１０ ＜１０

E. saburreum ４１ １００ ＜１０ ＜１０

E. timidum ５０ １００ ＜１０

E. yurii ４０ １００
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表１ Western immunoblotting法による血清反応

抗血清：全菌体で免疫したウサギ血清
抗原：全菌体を超音波処理した可溶化抗原
＋＋：強い陽性反応
ｗ：弱い陽性反応
－：陰性反応

表２ G+C含量およびDNA相同性

G+C：HPLC法
相同性％：同菌種の相同性を１００％として算出

３

（１３１）
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れていた．１９９３年Uematsuらは，ヒトの歯周ポケットか

ら分離した未同定の偏性嫌気性糖非分解性グラム陽性桿

菌をEubacteriumの新しい細菌種E. saphenumとして報告

している（Uematsu et al．，１９９３）．本菌種は，E. noda-

tumと同様に酢酸及び酪酸を終末代謝産物とし，硝酸塩

還元能を有さないが，アルギニン水解性を示し，その菌

体構成タンパク質やG+C含量などにおいて，明らかにE.

nodatumのそれらとは異なっていた．また，菌体由来全

DNAを用いたDNA−DNA hybridization法により算出され

るDNA homologyは，これまでの糖非分解性Eubacterium

４種の何れに対しても，１０％以下の低い値を示すことを

報告した．

１９９６年には，Eubacterium属の４つの新しい細菌種

が，International Journal of Systematic Bacteriologyに一斉

に報告された．Pocoらは，ヒトの歯周疾患病巣から得ら

れたM－６，M－７，M－８の３株をEubacterium minutum

（Poco et al．，１９９６a）と，また，壊死歯髄や根尖病巣由

来の５株をEubacterium exiguum（Poco et al．，１９９６b）

と，それぞれを新しい細菌種として報告している．厳密

に管理された偏性嫌気性条件下で培養した場合，何れの

菌種も生育が遅く，BHI血液寒天培地に出現するコロニ

ーも極めて小さい偏性嫌気性糖非分解性グラム陽性桿菌

である．E. minutumは終末代謝産物として僅かに酪酸を

産生し，硝酸塩還元能及びアルギニン水解能は陰性を示

す．一方，E. exiguumの終末代謝産物はガスクロマトグ

ラフィーで検出できず，その硝酸塩還元能とアルギニン

水解能はそれぞれ陰性及び陽性であると報告されてい

る．また，E. minutumとE. exiguumのRapid ID３２A API

ZYM codeは，それぞれ“０００００５２６０１”と“２０００

０３３７０５”で，E. brachy（００００４２００００），E. lentum

（２０００１１００００），E. nodatum（０００００１００００），E.

timidum（００００００４０００），E. saphenum（００００００００

０００）とは異なっていた．更にSDS−PAGE法による菌体

構成タンパク質やWestern Immunoblotting法による免疫

血清反応でも，これらの新しい細菌種は，既報のそれと

は全く異なる分布を示していた．DNA homology解析の

結果，２つの新菌種は従来の菌種に対して１３％以下の低

い相同性を示したが，E. exiguumのG+C含量は６０～６３％

で，E. lentum（６２％）同様，Eubacteriumの標準細菌種

E. limosumのそれ（５０％）と，差異が認められた．

また，Cheesemanらは，歯周病患者の試料中から，こ

れまでの報告には無い新しい細菌種を分離し，その１６S

rRNA塩基配列の解析から，Eubacterium infirmumとEub-

acterium tardumの２菌種を提唱した（Cheeseman et

al．，１９９６）．終末代謝産物として，E. infirmumは少量の

酢酸と酪酸を，E. tardumは酪酸のみを産生し，何れも

アルギニン水解能は陰性で，１６S rRNA塩基配列に基づ

くphylogenetic treeにおいて，それぞれ異なるクラスター

を形成することを報告している．

これらの新しい細菌種は，独立して遂行された異なる

研究機関からの発表であるが，E. minutumとE. tardumの

記述が極めて類似していた．その後Wadeらは，E. minu-

tumとE. tardumの標準株を用いて，同一の手法で終末代

謝産物，構成タンパク質，Rapid ID ３２A API ZYM

code，G+C含量，１６S rRNA塩基配列，DNA−DNA ho-

mologyを解析した．その結果，この２菌種は全く同じ

であることが明らかとなり，E. minutumが優先権を持つ

と報告している（Wade et al．，１９９９a）．

６．Eubacterium近縁の新細菌属

Wadeらは，１６S rRNA遺伝子塩基配列データベースを

用いた広範な解析を行い，E. exiguumが発生遺伝学的に

Peptostreptococcus heliotrinreducensと極めて近縁関係に

あることを報告している．同時にE. lentumも，その２菌

種とは異なるクラスターを形成しながらも，遺伝学的類

縁関係にあることを明らかにし，それぞれを新しい細菌

属及び細菌種としてSlackia exigua , Slackia heliotrinire-

ducens , Eggerthella lentaとして再分類することを提唱し

た（Wade et al．，１９９９b）．これらの新細菌属Slackia属及

びEggerthella属は，同じく新設の細菌属Coriobacterium

属やAtopobium属と共にCoriobacteriaceae科に含まれてい

る．この再分類は，E. exiguumのG+C含量が６０～６３％

で，E. lentumのそれが６２％と，いずれも高い割合を示し

た我々の研究結果からも容易に予想された妥当な提案で

あった（Poco et al．，１９９６）．そして最近我々は，S. ex-

igua , S. heliotrinireducens, E. lenta及び近縁の細菌種につ

いて，全ゲノムDNAを用いたDNA−DNA hybridization法

により，相互のDNA相同性を解析し，Wadeらの細菌種

の再分類が正当であることを明らかにした（Nakazawa

et al．，２００４）．

一方，Kageyamaらは，表現形質及び遺伝学的情報の

詳細な解析から，Eubacterium aerofaciensを新細菌属Col-

linsella属のC. aerofaciensに変更すること（Kageyama et

al．，１９９９a），更にE. lentumの１６S rRNA遺伝子塩基配列

がE. limosum（Eubacterium属のtype species）のそれと著

しく異なることから，C. aerofaciensやCoriobacterium

glomerans , Atopobium属細菌に近縁の新しい細菌属に移

すことを提唱している（Kageyama et al．，１９９９b）．この

研究はWadeらとは全く独立して行われ，偶然にも１９９９

年にInternational Journal of Systematic Bacteriology Vol．４９

Futoshi NAKAZAWA et al.／Anaerobic, asaccharolytic and gram−positive rods, Eubacterium, in oral cavity, its significance and prospects４
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表３ ヒト口腔由来の偏性嫌気性糖非分解性グラム陽性桿菌の比較

（１）：PYG液体培地
（２）：典型的糖非分解性Eubacterium（Type speciesは E. limosum)

属名 G+C含量％ 代謝産物（１） アルギニン分解性 硝酸塩還元性

Eggenthella ６２ 無 ＋ ＋

Slakia ６０ 無 ＋ －

Cryptobacterium ５１ 無 ＋ －

Mogibacterium ４６ フェニール酢酸 － －

Eubacterium minutum（２） ３８ 酪酸 － －

に同時に掲載されている．

更に我々は，ヒト口腔内の種々の感染病巣から得ら

れ，従来の細菌種のいずれにも同定されない１０株（１２－

３，D２－１８，D５－２：歯周ポケット由来，KV４３－B, P

９a−h, UJB１３－d：壊死歯髄由来，BA１１a−f：感染根管

由来，HM－６，HM－７，HH－３１：舌垢由来）についてそ

の同定と分類を試みた．これらの１０株は何れも，その培

養が難しく，生化学的性状検査における反応性が乏しい

偏性嫌気性糖非分解性の桿菌である．

菌株によって差異はあるが，グラム染色した場合，い

ずれも培養時間によってグラム陰性化しやすい傾向が認

められた．しかし，透過型電子顕微鏡による観察（図

１）では全ての菌体が典型的なグラム陽性の細胞壁構造

を有していることが確認された．これら１０株について，

構成タンパク質（SDS−PAGE法），免疫血清反応（West-

ern Immunoblotting法），DNAのG+C含量（高速液体クロ

マトグラフィー），DNA相同性（DNA−DNA hybridiza-

tion法），１６S rRNA遺伝子類縁性（塩基配列解析）を解

析し，既に確立している他の標準株のそれらと比較検討

した．その結果，これらの１０株はこれまでに報告された

細菌属とは全く異なる細菌であることが判明し，Cryp-

tobacterium属とMogibacterium属の２つの新しい細菌属

を提案し，国際機関に登録した（ Nakazawa et

al．，１９９９；２０００）．終末代謝産物を全く産生しない１２－

３とKV４３－Bの２株はCryptobacterium curtumに，フェ

ニール酢酸を唯一の代謝産物とするMogibacterium属

は，更にM. pumilum（D２－１８とBA１１a−f株），M. ves-

cum（D５－２株），M. diversum（HM－６，HM－７，HH－

３１株），M. neglectum（P９a−h, UJB１３－d株）の４菌種に

分類されることを報告した．また１６S rRNA遺伝子塩基

配列類縁性から，これまでEubacterium timidumに分類さ

れていた細菌群は，この新細菌属Mogibacteriumに移す

ことの妥当性を明らかにし，M. timidumとして再分類し

た（Nakazawa et al．，２００２）．

表３は，ヒトの口腔内で最も多く生息する偏性嫌気性

糖非分解性グラム陽性桿菌５属（それぞれtype species）

の性状を比較したものである（従来の基準によれば，

Eubacterium属のtype speciesはE. limosumであるが，E. li-

mosumは糖分解性のため，表３では典型的な糖非分解性

EubacteriumであるE. minutumと比較した）．何れも殆ん

ど生化学的性状を示さないが，終末代謝産物（極少

量），アルギニン水解性，硝酸塩還元性において，僅か

に差異が認められた．また，G+C含量は，Eggerthella属

やSlackia属は高G+C％（約６０％）である一方，E. minu-

tumのそれは３８％と著しく低く，中程度（５０％前後）の

Cryptobacterium属やMogibacterium属を含め広い範囲に

分布していた．

７．口腔内感染症における意義と病原因子

う蝕及び歯周疾患など多くのヒト口腔内細菌性感染症

の原因細菌については，必ずしもコッホの４原則

（Koch’s postulate）が符号しない．種々の細菌種が相互

に関連して感染が成立し，更に病気進行の過程で異なっ

た細菌種が関与する複合的感染（polymicrobic infec-

tions）と考えられる（図２）．このような感染症におい

ては，どのような細菌が，進行過程のどの段階で生息し

感染の増悪に関与するかを知ることは，原因解明の第一

歩と言える．

これまで，歯周疾患の歯周ポケットやう蝕象牙質な

ど，種々の口腔内感染病巣に存在する細菌構成について

は膨大な報告がある．１９８０年代において，幾つかのグラ

ム陰性桿菌が歯周病患者の歯周ポケットで優勢に生息す

ると言う報告に端を発して，多くの研究者がそれらの細

菌種の形態学的，生化学的，免疫学的研究を行い，様々

の病原因子を明らかにしている（ Nakazawa et

北海道医療大学歯学会雑誌 ２４�平成１７年

図１ 透過型電子顕微鏡によるCryptobacterium curtumの観察

CM：Cytoplasmic Membrane細胞質膜
CW：Cell Wall細胞壁
IVCM：Invagination of Cytoplasmic Membrane細胞陥没部細胞質膜
―：１００nm

５
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図２ 複数の細菌が関与する複合的感染

al．，１９８８；Zambon et al．，１９８８）．また，う蝕誘発関連

細菌としても，グラム陽性球菌を中心に多数の細菌種や

その病原因子が報告されている．

しかし，それらの研究は何れも容易に培養できる細菌

種についての解析である．ヒト口腔内は嫌気的環境下に

あり，そこに生息する偏性嫌気性細菌には，これまでに

同定，培養されていない細菌種が多いことから，口腔感

染病巣における細菌構成の全容は未だ明らかになってい

ないと言える．実際，１６S rRNA遺伝子中の特異的塩基

配列から構成したprimerを用いたPCR法により，種々の

細菌の検出を検討したWilsonらは，ヒト口腔内感染病巣

に生息する細菌の約５０％は未知の菌種であると報告して

いる（Wilson et al．，１９９７）．また，同様の方法を用いて

Sprattらは，糖非分解性Eubacteriumに類縁の偏性嫌気性

細菌から約５０ヶのPCR産物を解析している（Spratt et

al．，１９９９）．その結果，それらの細菌は遺伝学的に異な

る４群に大別され，これまでに報告のない多くの菌種が

ヒト口腔内感染の進行に重要な役割を担っている可能性

を示唆している．

このような事実から，同定や培養は困難である（また

は培養出来ない）が，実際の感染病巣に存在する細菌種

を明らかにし，次いで，その細菌が有する種々の病原因

子を解明することは，口腔感染症の発症と進行のメカニ

ズムを解明し，効果的治療及び予防法の確立のために不

可欠であると考えられる．

一方，種々の口腔内感染症とEubacterium属との関連

については多く報告がある．特に歯周疾患において

は，１９８０年代から，Eubacterium属細菌が歯周疾患に重

要な役割を果たしている研究結果が多数報告されてい

る．例えば，Tewら及びVincentらは，重篤な急性進行性

歯周炎患者の血清中では，健常者のそれに比較してE.

brachyやE. nodatumに対する抗体値が著しく高いと報告

している（Tew et al．，１９８５；Vincent et al．，１９８６）．ま

た，若年性歯周炎患者においては，E. timidumに対する

高い血清抗体値が認められると同時に，その病巣部位の

最も優勢な細菌種がE. timidumであると報告されている

（Gunsolley et al．，１９９０）．

またUematsuらは，７名の進行した成人性歯周病患者

の歯周ポケットの細菌叢について，厳密に管理した偏性

嫌気性条件下で試料の調整及び培養を行い，その細菌種

の構成を詳細に検討している．その結果，分離した細菌

４２２株中１７７株（４２％）がEubacteriumに属する偏性嫌気

性グラム陽性桿菌であり，それらの細菌群と歯周疾患と

の高い相関性を報告している（Uematsu et al．，１９９２）．

また，Wadeらが，偏性嫌気性糖非分解性Eubacterium

属細菌が成人性歯周病の進行に密接に関係していること

を明らかにした報告（Wade．１９９７）を受け，Smithらは

成人性歯周炎，難治性歯周炎，急性進行性歯周炎の患者

それぞれ４６，１４，６名について，E. brachy , E. exiguum ,

E. nodatum , E. timidumに対する血清中のIgG, IgA, IgM量

を詳細に解析している．その結果，従来のTewら及び

Vincentらの報告の正当性を裏付けると同時に，歯周炎

活動部位では特に新菌種E. exiguumに対する抗体値が高

いこと，難治性歯周炎ではE. exiguumとE. timidumのIgA

抗体レベルの上昇が認められることなどを明らかにし，

糖非分解性Eubacterium属細菌種が種々の歯周病に及ぼ

す潜在的病原性を報告している（Smith et al．，１９９９）．

一方，う蝕との関連においても，Hoshinoらは，平滑

面う蝕病巣や根管壁感染象牙質に生息する主な細菌属の

一つがEubacteriumであることを明らかにし，それらの

細菌がう蝕の進行に深く関与していることを示唆してい

る（Hoshino et al．，１９８５；１９９２）．

歯周ポケットや感染根管などの感染病巣深部では，強

い嫌気的環境に保たれていることは前述の通りである

が，通常の細菌のエネルギー源となる食物由来の糖類は

必ずしも豊富ではなく，破壊された組織や血液由来のタ

ンパク質やペプチドが多いことが推定される．このよう

な環境下では，糖が無くても生育できる細菌，即ちアミ

ノ酸やペプチドを代謝してエネルギーを獲得する糖非分

解性細菌の生育が著しく促進される．その代表的な細菌

群が偏性嫌気性糖非分解性Eubacterium属細菌及びその

近縁細菌であり，それらの細菌群の優勢な増殖は病気の

進行に重要な役割を担っていると考えられる．

更に，偏性嫌気性糖非分解性Eubacterium属細菌及び

近縁細菌種の多くは，アミノ酸の１種であるアルギニン

を水解して，シトルリン（citrulline）やオルニシン（orni-

thine）などを経由して酪酸（butyrate）を産生することが知

られている（Uematsu et al．，２００３）．この酪酸は口臭の

原因の１つとなる有機酸であると同時に，種々の病原性

が指摘されている．特に，ヒト歯肉繊維芽細胞や内皮細

胞の増殖抑制作用，蛋白質合成抑制作用，免疫T及びB

細胞におけるアポトーシス誘導作用などは，感染病巣の

中澤 太 他／口腔内偏性嫌気性糖非分解性細菌Eubacteriumその意義と展望６

（１３４）
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現在の名称 備考

Atopobium fossor 新設属：旧 Eubacterium fossor

Atopobium minutum 新設属：旧 Lactobacillus minutum

Collinsella aerofaciens 旧 Eubacterium aerofacien

Coriobacterium glomerans 新設属種

Cryprobacteriu curtum 新設属種

Eggerthella lenta 新設属：旧 Eubacterium lentum

Eubacterium brachy

Eubacterium combesii 新設種

Eubacterium infirmum 新設種

Eubacterium limosum

Eubacterium minutum 新設種

Eubacterium nodatum

Eubacterium rectale

Eubacterium saburreum

Eubacterium saphenum 新設種

Eubacterium yurii subsp. margaretiae

Eubacterium yurii subsp. schtitka

Eubacterium yurii subsp. yurii

Mogibacterium diversum 新設属種

Mogibacterium neglectum 新設属種

Mogibacterium pumilum 新設属種

Mogibacterium vescum 新設属種

Mogibacterium timidum 新設属：旧 Eubacterium timidum

Pseudoramibacter alactolyticus 新設属：旧 Eubacterium alactolyticum

Slackia exigua 新設属：旧 Eubacterium exiguum

Slackia heliotrinireducens 新設属：旧 Peptostreptococcus heliotrinreducens

表４ ヒトの口腔から分離される主なEubacterium及びその近縁細菌

増悪に深く関与すると推定される（Jeng et al．，１９９９；

Kurita−Ochiai et al．，１９９７；１９９８；１９９９；Pollanen et

al．，１９９７；Tonetti et al．，１９８７；Tse et al．，１９９２）．

８．今後の展望

前述のように，細菌の遺伝情報を応用した新しい手法

を用いた最近の研究により，ヒト口腔内感染病巣から，

これまでに報告されていなかった細菌種が多数検出され

てきている．これらの細菌の多くは培養が困難であると

同時に種々の生化学的反応性が乏しく，従来の表現形質

による同定が不可能の場合が多い．このような場合での

細菌種（species）レベルでの同定には，その系統発生学

的近縁性を明らかにするためにDNA相同性や１６S rRNA

遺伝子塩基配列類似性等の遺伝学的性状を解析すること

が重要になっている．

これまでにEubacterium属には５５菌種（sub−speciesを

含め）が登録されてきたが，近年それらの遺伝学的性状

の違いによって，本属細菌種は大きく再分類されてきて

いると同時に，種々の近縁細菌の存在が明らかにされて

きた．表４に，ヒトの口腔内から多数分離される偏性嫌

気性糖非分解性グラム陽性桿菌の新しい細菌属種，Eub-

acterium属の新細菌種や再分類種をまとめた．これらの

細菌種の１６S rRNA遺伝子塩基配列に基づく進化論的系

統樹は，これらの細菌が相互に異なる遺伝学的クラスタ

ーを形成することから，その遺伝学的多様性を示唆して

いると考えられる．

最近Djaisらは，歯周ポケットなどのヒト口腔内感染

病巣には，未同定の糖非分解性偏性嫌気性グラム陰性球

菌群も生息していることを報告している（Djais et

al．，２００４）．これらの細菌群はそのG+C含量によって２

群に大別され（３５％群と４５％群），１６S rRNA遺伝子塩基

配列の結果からDialister pneumosintesやDialister invisus

と類縁関係にあることを明らかにしている．

これまで述べてきたように，ヒトの口腔内には種々の

理由によってこれまで見逃されてきた細菌が多数存在

し，種々の口腔感染症の発症と進行に深く関与している

ことが次第に明らかになってきている．病巣に残る

DNA断片の増幅によって得られる遺伝情報の検索によ

って，今後も糖非分解性Eubacterium属細菌種やその近

縁細菌群を中心に，更に多くの新しい細菌属，細菌種が

発見されると予想される．そして，ヒト口腔内の複合的

感染（polymicrobic infections）に関与する細菌の全容が

解明されることが期待される．
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緒 論

唾液が唾液腺から分泌されるとき，電位変動がみられ

ることは犬について報告されている（Bayliss and Brad-

ford，１８８５）．Iwataらは，ヒトについて報告し，その電位

は約１０mVあり，さらに電位の発生源は唾液腺にあると

報告している（Iwama and Shinjo，１９５０）．猪股らによれ

ば，ヒトの耳下腺開口部に装着した採唾管内の関電極と

耳垂に装着した不関電極から舌背刺激時に記録される電

位変化は約１０mVであるのに対し，耳下腺開口部近傍上

の粘膜と耳垂との間，及び耳下腺上の皮膚と耳垂との間

のそれぞれの電位変化は小さく，０．２～０．５mVにすぎな

いと報告している（猪股ら，１９８４）．さらに，猪股らはこ

れらの粘膜上及び皮膚上から得られた電位の波形は，耳

下腺開口部から得られた電位波形の微分波形との関係を

調べる必要があると報告している（猪股ら，１９９９）．この

ような関係は１個の細胞が活動したときに見られる細胞

内電位の波形と細胞膜を隔てて得られる細胞外電位との

間にも成立している可能性が示唆されるので，この点を

確認する必要があると考え以下の実験を行った．

〔原 著〕

細胞外電位と細胞内電位の微分波形との関係

猪股 孝四郎１），太田 勲２），倉橋 昌司３）

１）北海道医療大学歯学部口腔生理学
２）北海道医療大学心理科学部言語聴覚療法学科
３）北海道医療大学看護福祉学部生命基礎科学講座

Relationship between extracellular potential and pattern of
differentiated intracellular potential

Koshiro INOMATA１）, Isao OOTA２）and Masashi KURAHASHI３）

１）Department of Oral physiology, School of Dentistry
２）Department of Communication Disorders, School of Psychological Science
３）Department of Medical Science, School of Nursing & Social Services, Health Sciences University of Hokkaido

Abstract

Intracellular and extracellular potentials from one cell that spontaneously discharged in the Aplysia abdominal ganglion (R10,

11, 12, L10, 12, 13) were recorded simultaneously and summarized as follows :

1. The amplitude of intracellular action potential was 50−70mV and the amplitude of extracellular potential was about 0.3mV.

2. The pattern of extracellular action potential was similar to the differential pattern of intracellular action potential.

3. In the time course, there was a time lag between the pattern of extracellular action potential and differential pattern of intra-

cellular action potential. It became clear that this time lag depended upon the time constant in the electrical circuit.

4. From the above results, we concluded that the intracellular action potential was differentiated by the electrical circuit in the

cell membrane and shown as extracellular action potential.

5. The hypothesis of Inomata et al. was supported by the results.

Key words：Differentiated pattern of intracellular potential, extracellular potential, time constant in cell membrane, cell in

abdominal ganglion of Aplysia.
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Fig. 1 Diagram of the experiments.
Setting of the intra cellular electrode and extra cellular electrode.

実 験 方 法

実験には海産軟体動物アメフラシ（Aplysia kurodai

三陸海岸で採取）の腹部神経節にある細胞を用いた．染

井らの方法に従い腹部神経節を取り出し，アメフラシ用

の還流液を用いて還流した（染井ら，１９８１）．この神経節

の内，自発放電を繰り返している神経細胞を一個選び出

した（R１０，１１，１２，L１０，１２，１３ のうち自発放電を繰り返

している細胞：Frazier et al．，１９６７）．選んだ細胞が自発

放電をしていることは，微小電極を細胞体内に挿入し確

認した．このようにして選出した細胞の近くに，さらに

別の微細電極を置き，この電極から記録される電位変化

を細胞外電位とした．このような細胞内・外の二つの電

極から導出された電位変化は微小電極用前置増幅器（日

本光電社製MEZ７２００）に接続した（Fig．１）．前置増幅器

からの出力を加算器（日本光電社製MEN４１０４：Neu-

ropack Fourの加算機能部）と同時にデーターレコーダ

（テアック社製SR－３０）に導いた．必要に応じてデータ

ーレコーダを減速し，この出力を記録器（三栄測器，

Pen−oscillograph８K１４）に導き記録紙に記録する場合も

あった．

実験結果ならびに考察

単一細胞の自発放電時の電位変動について，細胞内・

外の二つの電極によりこの変動を導出し，両者を同時記

録した．Fig．２にその１例を示した．この図から明らか

なように，細胞内電位の振幅は約６０mV（Fig．２の上段）

を示したが，細胞外電位の振幅は小さく約０．３mV

（Fig．２の下段）を示すにすぎなかった．しかも細胞外電

位の変動には不正電位（雑音に相当）が加重されている

可能性が高い．従って記録されたままの細胞外電位の変

動と細胞内電位の変動とを直接比較検討することは不適

当である．そこで，細胞内および細胞外電位の変動を連

続５０回加算した．

Fig．３には連続した５０回の細胞内および細胞外電位変

動を加算した結果を上段に細胞内電位，下段に細胞外電

位をそれぞれ示した．上段の曲線はFig．２の上段と同様

に滑らかな曲線となったが，下段の曲線はFig．２の下段

よりは滑らかであるもののまだ十分とは言い難い．しか

し，これらの曲線を用いて，細胞内および細胞外の電位

変動を比較検討した．この二つの曲線を比較すると細胞

内電位の変動曲線を微分したときの波形と細胞外電位の

変動曲線とは近い関係にあるのではないかと考えられ

た．この関係の有無を調べるために，細胞内電位の変動

曲線の頂点時と細胞外電位の基線を横切る時点を比較し

た．これをFig．４に示した．Fig．４からも判明するように

細胞内の電位曲線の頂点時よりも細胞外電位が基線を横

切る時間の方が約０．３msec遅れていた．このような遅延

が起こる可能性についても考察する必要が生じてきた．

細胞内電位の微分波形が細胞外電位の変化に相当する

猪股 孝四郎 他／細胞外電位と細胞内電位の微分波形との関係

Fig. 2 Intracellular potential and extracellular potential.
Intracellular action potential (intracellular potential) was recorded from intra-
cellular electrode (upper) and extracellular action potential (extracellular poten-
tial) was recorded from extracellular electrode (under) respectively. And the
pair of intracellular and extracellular potentials were recorded simultaneously.

Fig. 3 Average response of 50trials.
Upper : intracellular action potentials (spontaneous).
Under : extracellular action potentials (spontaneous).

１２

（１４０）

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／歯学雑誌／第２４巻２号／本文　１２９ページから始めること／０１１‐０１４　猪股　細胞外電位と  2006.01.30 08.43.08  P



か否かを確認するためにFig．５に示すような微分回路を

用いて検討した．この微分回路には３０kΩを用いたが，

この値は組織の抵抗値を想定したものである．この回路

に用いた入力（input）波形はFig．３およびFig．４に用いた

細胞内電位をデーターレコーダから再生したものであ

る．

Fig．６の上段（左・右とも）は，データーレコーダに

記録したは細胞内電位変動を再生し，連続５０波形を加算

したものである．下段左側は微分回路のコンデンサーの

容量を３０pFに，下段右側はコンデンサー容量を３０００pF

にした場合の微分細胞内電位を加算（５０波形）したもの

である．

微分回路のコンデンサーの容量は３０，１００，３００，１０００

および３０００pFと順に変化させたとき，微分波形の振幅

の大きさには変化が認められたが波形の型（pattern）に

は特に変化を認めることはできなかった．したがって，

コンデンサーの容量が３０と３０００pFの場合の微分波形に

ついてのみ考察した．

Fig．３およびFig．４の下段に示した細胞外電位の変化と

Fig．６の左・右の下段に示した細胞内電位の微分波形を

比較すると，両波形はよく似ている．このことは細胞外

電位を細胞内電位の微分波形と考えることには妥当性が

あると考えられる．しかし，Fig．４の細胞内電位の頂点

時よりも細胞外の基線との交点の方が少し遅れることに

関しては，十分に説明できない．この点は，Fig．６の下

段の左右の波形を比較することによって説明が可能であ

ると考えられる．

微分回路でコンデンサーの容量を３０pFにしたとき

（Fig．６ 下段・左）の，この回路の時定数（time con-

stant）は計算上では約１µsecである．３０００pFのとき

（Fig．６ 下段・右）の時定数は約０．１msecである．次に

Fig．６の両波形の時間的な関係を測定すると，左側上段

の細胞内電位の頂点時と下段左側の微分波形と基線との

交点を比較すると両者間にはほとんど時間的なずれが見

られない．一方，右側上段の頂点時と下段の基線との交

点との両者の間には約０．１msecの遅れが認められた．即

ち，微分回路の時定数が１µsecの場合は図の記録からは

時間的遅れは測定不能ということになり（Fig．６の左側

上・下），また回路の時定数が０．１msecになると図から

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 24� 2005

Fig. 6 Relation between culmination time of intracellular potential and cross-
ing time at differentiated this potential.
Culmination time : vertical broken line
Base line : horizontal broken line
Left : condenser capacity = 30pF
(time constant ≒ 1µs)
Right : condenser capacity = 3000pF
(time constant ≒ 0.1ms)

Fig. 4 Disparity between culmination time and crossing time.
Disparity between culmination time of intracellular potential (vertical broken
line) and time at crossing extracellular potential to base line (horizontal broken
line).

Fig. 5 RC differentiated circuit

１３
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も測定出来，その測定値もほぼ０．１msecとなった（Fig．６

の右側上・下）．この事実は微分回路の時定数値も図に

明確に現れていることが明らかになった．このことを参

考にしてFig．４にみられる０．３msecの遅れは，この被験単

一神経細胞の膜が有している時定数の値と考えるのが妥

当である．しかし，ここで新たな問題はこのような小さ

な細胞の膜が上述のような時定数を有しているか否かと

いうことである．

過去の研究によれば，細胞膜には電気抵抗の性質やコ

ンデンサーの性質が有り，これによって電気回路的な時

定数が存在すると報告している（Hodgkin and Rush-

ton，１９４６； Boyd and Martin，１９５９； Ruch and Pat-

ton，１９６５）．これらの報告は我々の上述の推定を，より

妥当性が有ることの証しとなる．

このように細胞膜が時定数を有するという考えを生体

内全ての膜にも当てはまると仮定するなら猪股らが考え

ているように（猪股ら，１９８４），耳下腺開口部の近く粘膜

上および耳下腺上の皮膚上から記録される電位変動の波

形は耳下腺開口部にみられる電位変動の微分波形と密接

な関係があると考えるのが妥当である．しかし猪股らの

記録波形からも明らかなように（猪股ら，１９８４），耳下腺

から得られた波形には不正電位の加重が著しく，時間的

関係を測定するのには不適当であることは明らかであ

る．

結 語

アメフラシ（Aplysia kurodai）の腹部神経節（R

１０，１１，１２，L１０，１２，１３）の内の一つの神経細胞に電極を

挿入し，さらにこの細胞膜の外にも電極を一つ置き細胞

の内・外から電位変化を同時的に記録し次のような結果

を得た．

１．細胞内の電位変動は約６０mVであった．一方，細胞

外の電位変動は約０．３mVであったが不正電位（雑音

に相当）が加重されており，このままで細胞の内・

外の電位を比較検討することは不可能であった．そ

れ故，内・外の電位変動の５０連続波形を加算し，こ

の波形について比較検討した．同様に細胞内電位お

よびその微分波形を加算したものについても検討を

加えた．

２．この細胞内電位の微分波形と，細胞外の電位の波形

とはよく似ていることが判明した．しかしこの微分

波形よりも細胞外電位の波形の方が少し時間的に延

長していた．

３．この少しの時間的遅延は電気回路の抵抗とコンデン

サーによる時定数（time constant）の値に関係して

いることが判明した．

４．これらのことから細胞内電位の変動経過の微分波形

が細胞外電位の基となっていると考えられる．

５．上述のことがらは猪股らの考えを支持している．即

ちこのことがらは口腔内粘膜および皮膚上から導出

された電位変動波形は耳下腺開口部の電位変動の微

分波形と考えることの妥当性を明確にしている．
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緒 言

現在，エックス線CT画像を用いた硬組織形態の把握

や寸法計測が広く普及しており，画像上での計測値の信

頼性についても多くの研究がなされている．その多くは

肯定的な結果と更なる進歩を促すもので，事実，画像診

断の研究と開発は日々進歩している．以前，我々も本学

CTにおける寸法精度をビーズ法を用いて評価し（田中

他，２００５），歯科臨床的立場から求められる空間分解能を

有することを検証した．

しかしながら，我々が日々行なっているCT画像を利

用した臨床的な軟・硬組織形態の把握や寸法計測では，

単一な情報提供チャートを辿っている訳ではなく，最適

条件を設定し，様々な解析ソフトを利用している．生体

内の測定では，多様なCT値を有する軟・硬組織をエッ

クス線が通過し，正確な情報を検知器に伝え，構築され

る画像に反映される必要がある．例えば従来の１断層撮

影ごとに寝台をずらして間欠的に撮像する方式と，現在

主流となっているヘリカルスキャン方式（エックス線管

の連続回転照射と寝台の連続スライドの組み合わせで，

体軸方向に沿ってらせん状に撮像データを連続収集する

方式）では，得られたデータから画像を構築するシステ

ムが異なるであろうし，画像構築するソフトの性能によ

っても再現性に差が出るものと推察される．従って，こ

れら一連の過程で大きな誤差が生じていれば，誤診を招

き，引いては患者の予後に影響を与える可能性も考えら

〔原 著〕

本学ヘリカルCT（ProSpeed FⅡ）における距離計測の精度評価

田中 力延，細川洋一郎，大西 隆，佐野 友昭，飯沼 英人，藤原 秀光，金子 昌幸

北海道医療大学歯学部歯科放射線学講座

Evaluation of the distance measurement in helical CT（ProSpeed FⅡ）

Likinobu TANAKA, Yoichiro HOSOKAWA, Takashi OHNISHI, Tomoaki SANO
Hideto IINUMA, Hidemitsu FUJIWARA, Masayuki KANEKO

Department of Dental Radiorogy, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Abstract

In order to evaluate image precision of a computed tomography（CT），acrylic and glass cubes soaked in the water were

scaned and length was measured on a constructed image. The following conclusions were obtained from the above−mentioned

results：

1.Length is different from that of the actual size according to software used for measurement in some cases.

2.Length of glass cubes with a high CT number tends to be measured longer

than the actual one in comparison with acrylic cubes.

3.An error is apt to occur in the peripheral part due to the partial volume effect.

4.Difference in precision in the Z axis direction caused by the scan method is not observed.

5.Increase of errors towards the Z axis direction accompanying movement of the table is within the allowable range but

should be considered clinically.

Key words：Computed tomography, Non Helical Scan, Helical Scan
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表１ 立方体の実長計測

表２ ＸＹ画像上における計測①
使用ソフト：Image Works

れる．

そこで今回我々は，規格模型を使用し，より臨床的に

行なわれる計測に近い環境で，本学CTの計測精度を検

討した．

材料および方法

１．実験材料と撮像条件

用いた撮像装置は本学付属病院CT装置ProSpeed FⅡ

（GE横河メディカルシステム社）である．一辺２．０cm

大の立方体（素材：アクリル及びガラス）を水中に浸し

た状態にて撮像し，構築された画像上で一辺の長さを計

測した．撮像条件は本学CT撮像で一般的に用いている

１３０kV，１５０mAs，スライス厚０．６mm，ヘリカルピッチ

１．０で一定とし，本学付属病院においてインプラント用

画像作成の際に臨床的に用いている多断面再構成

（multi−planar reconstruction：MPR）及び３D再構成を行

なった．

２．方法

１）被写体の実長測定

被写体の真の値を測定するため，CT撮像に先立ち，

アクリル立方体及びガラス立方体の実長をノギス（ミツ

トヨ製ABSデジマチックキャリパ）で計測した．測定は

本学歯科放射線学講座に所属する経験年数５年以上の歯

科放射線医４人が行った．任意に決定した一辺を，４人の

測定者が１０回計測した．この際，測定環境による影響が

でないように，室温および反復手技による慣れを考慮し

て，計測は複数日に分けておこなった．

２）XY画像上での計測値と実長の比較

測定者がノギスによる測定値を覚えていないことを確

認した時点で，アクリル立方体及びガラス立方体をCT

で撮像した．その後，画像解析ソフトImage Works（GE

横河メディカルシステム社）及びCentricity TM RA６００

（GE横河メディカルシステム社）で構築された任意のス

ライス一面（XY平面）をモニタ上再現し，X軸方向に

平行に立方体中央部の厚みを，上記４人が同一辺を１０回

計測した．また，得られた立方体の画像情報を画像解析

ソフトImage Works及びCentricity TM RA６００を用いて同

一辺を計測し，利用ソフトによる差を比較検討した．

３）測定部位による精度の比較

CT画像は様々な組織を通過して得られた情報を基に

構築されている為，周囲の異なる組織から影響を受け易

い．そこで，上記のスライス一面（XY平面）で，外部

と接するX軸方向の境界領域辺縁，すなわち立方体のX

軸方向の一辺の測定を行い，中央部の値と比較した．

４）Z軸方向の精度評価とスキャン方式による比較

従来の１断層撮影ごとに寝台をずらして間欠的に撮像

する方式（以後Non Helical Scan）と，現在主流となっ

ているヘリカルスキャン方式（以後Helical Scan）で立

方体を撮像し，Z軸方向への再現性を評価した．

これらの撮像方法はテーブルの移動形式が異なる為，

撮像後MPR及び３D画像上で画像の再構成を行い，Z軸

方向に平行に立方体中央部の厚みを計測した．

結 果

１）被写体の実長測定

被写体のノギス計測の結果を表１に示す．アクリル立

方体の一辺の測定値の平均は２０．０３mm，ガラス立方体

の一辺の測定値２０．０１mm，また測定者の平均値の差は

０．０１mmでほとんど差はみられなかった．以上より使用

した模型の精度は高いと考えられた。

２）XY画像上での計測値と実長の比較

XY画像上での計測値では，CT値の高いガラス立方体

で実長より長く測定される傾向があった．しかし，実長

との差は平均０．０８mm（最大１．０４mm）で，臨床的に許

容できる範囲に留まった（表２，３）．一方，アクリル立方

体の測定値はCentricity TM RA６００による画像計測がほぼ

実長と同じ値を示した．

田中 力延 他／本学ヘリカルCT（ProSpeed FⅡ）における距離計測の精度評価１６
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表３ ＸＹ画像上における計測②
使用ソフト： Centricity TM RA600．

表４ 測定部位による計測
使用ソフト：Centricity TM RA600．

表５ Ｚ軸方向の計測①
素材：アクリル．使用ソフト：Centricity TM RA600．

表６ Ｚ軸方向の計測②
素材：ガラス．使用ソフト：Centricity TM RA600．

３）測定部位による精度の比較

水に多く接している辺縁部ではパーシャルボリューム

効果によって平均０．３～０．５mmの誤差が生じていた．特

に水とCT値の差が大きいガラスにおいて誤差が大きく

なる傾向を示した．（表４）

４）Z軸方向の精度評価とスキャン方式による比較

Z軸方向の測定値においても，ガラス立方体で長く測

定される傾向があり，実長との比較では平均で０．１mm

以上の差がみられた．アクリル立方体は実長とほぼ同じ

値を示した．これらの結果はスキャン方式による差は認

められず，テーブルの移動に伴うZ軸方向への誤差拡大

も認められなかった．（表５，６）

考 察

CT撮像を利用した臨床検査には，術者の読影能力向

上と操作の熟練が必用不可欠である．エックス線CT画

像を用いた距離計測は広く普及しているが，計測する術

者の熟練度や計測ソフトの性能が精度に関連しているこ

とは容易に推測される．模型を利用した画像情報に関す

る研究は，多数報告されている（白石，津田，１９９０）

（Polacin et al．，１９９２）（Polacin et al．，１９９４）（Kalender et

al．，１９９４）（辻岡，１９９６）（馬場他，１９９７）．また，より臨床

に近い研究として川原らは，系統解剖実習献体から摘出

した下顎骨模型を用いて計測している（川原他，２０００）．

今回の研究では，軟組織にCT値が近いアクリルと，硬

組織にCT値が近いガラスという２つの素材を用いて，

臨床に近い状態を再現しつつ本学CTの計測値の精度評

価を行った．

その結果，XY画像上での計測値は，CT値の高いガラ

ス立方体で実長より長く測定される傾向があった．しか

し，実長との差は平均０．０８mm（最大１．０４mm）で，臨

床的に許容できる範囲に留まった．従って歯科領域の診

断で測定されることの多い硬組織の計測でも，問題ない

程度の誤差と考えられる．現在普及しているエックス線

CT装置のほとんどが医科との兼用であり，硬組織の撮

像に特化した厳密な意味での歯科用CT装置が存在しな

い現状では臨床的に十分な情報を提供できるものと考え

られた．

計測用ソフトの性能は報告されてはいるが，各メーカ

ーによって評価方法にばらつきがあるので，統一した見

解は存在しない．本研究で計測に用いたソフトは本学で

現在臨床に用いている２種類のソフトであり，厳密な意

味での専門的な画像計測解析ツールではなく，あくまで

ビューワーに付属した計測ツールである．従って計測に

特化した性能を有する訳ではないが，Centricity RA６００

は世界基準であるDICOM保存形式のビューワーとして

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 24� 2005 １７
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広く利用されているおり（奥田他，２００５），汎用的な計測

に適している．しかしながら，多様化するCTの需要を

考慮すると，より専門的な分野に特化したソフトの導入

が求められている．

本研究ではXY画像上でも計測部位によって誤差が増

減することが示された．これは，吸収値がスライス幅に

おける組織の重なり割合に応じた値になることから生じ

る，パーシャルボリューム効果によるものである．この

ため水と吸収値のことなるガラス立方体の辺縁部で，精

度が著しく低下したと考えられる．パーシャルボリュー

ムはスライス幅が厚いほど効果は大であるため，薄いス

ライスにしてスキャンすることにより防ぐことが出来る

が，硬組織や金属のような周囲とCT値が極端に異なる

組成の場合，どうしても画像に影響が出現する．従って

吸収値が比較的差の少ない部位を選んで計測する事が望

ましい．

Non Helical ScanとHelical Scanの比較の研究は比較的

多く行なわれている（竹中，１９８２）（速水，１９９１）（花井，１９９７）

（辻岡他，２０００）．Helical Scanで収集したデータは，従来の

CT撮像方式と比べて体軸方向に高性能な空間分解能を

持つため，高精細な３D画像を作製することが可能と言

われている．本学CTでもHelical Scanによって撮像した画

像を用いて診療に活用しているが，今回の研究ではスキ

ャン方式によるZ軸方向への影響は認められなかった．

Z軸方向の計測においてNon Helical ScanとHelical Scan

ともに，ガラス立方体で長く測定される傾向があり，実

長との比較では平均で０．１mm程度の差がみられた．今

回の研究では０．６mmのスライス厚で撮像されたことを

考えると使用したシステムの精度上の大きな問題とはい

えないが，この程度の誤差があることを念頭に使用する

ことが必要であろう。従ってCT撮像後MPR及び３D画

像上で構成された画像から，硬組織のZ軸方向の距離を

測定する時は注意を要するといえる．またテーブルの移

動には，回転するベルトによる動力でテーブルがスライ

ドする距離を制御しているので，患者の撮像の場合，ベ

ルトの弛みや負荷が増加すれば誤差も増大すると思わ

れ，誤差がさらに拡大する可能性も否定できない．しか

し，今回の結果は水中のガラス辺を測定していることか

ら，硬組織内部の長さ測定することの多い歯科臨床と根

本的に条件設定がやや異なっており，この点について今

後も検討したいと考えている．

結 論

本学CTの歯科臨床的立場から求められる計測値の精

度を評価するため，一辺２．０cm大のアクリル及びガラス

立方体を水中に浸した状態で撮像し，構築された画像上

で長さを計測した．その結果，次の結論を得た．

１．計測に用いたソフトによっては，実物の大きさより

上下することがある．

２．CT値の高いガラスはアクリルに比べ，実長より長

く計測される傾向がある．

３．パーシャルボリューム効果によって，辺縁部では誤

差が生じやすい傾向がある．

４．スキャン方式によるZ軸方向の精度の差は本研究で

は認められなかった．

５．テーブルの移動に伴うZ軸方向への誤差拡大は許容

出来る範囲内であるが，臨床上考慮すべきである．
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４．学生会員
本学部専門課程の学生で理事会の承認を得た者．ただし，学生会員は卒業後正会員に移行するものとす
る．

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

（入 会）
第４条 本会に入会を希望する者は，所定の申し込み書に必要事項を記入の上本会事務局に申し込むものとする．
（退 会）

第５条 会員で退会を希望する者は，速やかにその旨を本会事務局に通知すること．ただし，納入済み会費の返還はこ
れを行わない．

（会員資格喪失）
第６条 会員は以下の事由によりその資格を喪失する．

１．２年以上会費の未納，所在不明または連絡のつかいない者．
２．本会の名誉に反する言動のあった者については，会長は理事会，評議員会の議を経て退会を勧告または除

名することがある．
（再入会）

第７条 会費未納により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は，２年分の未納会費を納入後入会手続きをとる
ものとする．

第３章 役員および運営

（役 員）
第８条 本会に以下の役員をおく．

会長１名，専務理事１名，常任理事 若干名，理事 若干名， 監事２名，評議員 若干名，および常任委員若干
名
１．会長は本学部教授の中より，理事会が推薦し，評議員会の議を経てこれを決める．会長は本会を代表し，

会務を統括する．
２．専務理事は理事会の議を経て会長が委嘱する．専務理事は会務の運営処理を推進する．
３．常務理事は理事の中より選出し，会長が委嘱する．常任理事は常任理事会を組織し，会務を分担し，執行

する．分担する会務は，庶務，会計，編集，企画，その他とする．
４．理事は本学部教授，ならびに３名以上の理事の推薦を受け理事会の承認を得た者とする．理事は，理事会

を組織し，役員の推薦など会務に関する重要事項を審議する．
５．監事は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する．監事は会計およびその他の会務を監査する．また必要に

１９

（１４７）
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応じ，理事会に出席する．
６．評議員は本学部教授，助教授，専任講師で構成するほか，会長の推薦により理事会の承認を得た者とす

る．評議員は評議員会を組織し，会長の諮問に応じて必要事項を審議する．
７．常任委員は理事会の議を経て，会長がこれを委嘱する．常任委員は常任理事を補佐し，会務の分掌処理

にあたる．
（会議の成立条件）

第９条 理事会，評議員会は構成員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立し，議事は出席者の過半数
によりこれを決する．

（任 期）
第１０条 各役員の任期は２年を原則とする．ただし，再任を妨げない．

第４章 事 業

第１１条 本会は第２条の目的を達成するために以下の事業を行う．
１．総 会

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

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

３．学術講演会，研修会
４．会 誌

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

５．その他
本会の目的達成に必要と認めた事業．

第５章 会 計

（運営経費，会計）
第１２条 本会の運営経費は会員の納入する会費，寄付金，その他の収入をもってこれにあてる．

２ 各会員の会費は以下の通りとする．
イ 正会員 入会金 ３，０００円 年会費 ５，０００円
ロ 準会員，学生会員 年会費 ３，０００円
ハ 賛助会員 入会金 １０，０００円 年会費 ３０，０００円

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

３ 本会の会計年度は１月１日より１２月３１日とする．
（会計報告）

第１３条 本会の収支決算については，理事会，評議員会の承認を得て，総会において会員に報告しなければならな
い．

第６章 雑 則

（事務局）
第１４条 本会の事務局は本学部内におく．
（会則の改廃）

第１５条 この会則に定めるもののほか，本会則の実施に必要な内規は理事会の議を経て別に定めるものとする．
第１６条 本会則の改廃は理事会，評議員会の承認を得て，会長は会員に報告しなければならない．

附 則

１．本会則は昭和６１年８月１日より施行する．
２．本会則は平成７年３月１日より施行する．
３．本会則は平成８年４月１日より施行する．
４．本会則は平成１７年４月１日より施行する．

２０

（１４８）
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「北海道医療大学歯学会雑誌」投稿規程

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

２．生命倫理への配慮
１）臨床研究は，ヘルシンキ宣言の主旨にそったもので，「北海道医療大学倫理委員会」の承認を得たものとす

る．
２）人の遺伝子解析を含む場合は，本学の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究の計画および実施に関する倫理規程」に

基づき，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会」の審査をへて学長の許可を得たものとす
る．

３）動物実験は，「北海道医療大学動物実験の指針」に基づき，「動物実験センター管理運営委員会」の承認を得た
ものとする．

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

３．論文の種類及び内容
１）論文の種類は，原著論文，症例報告，総説，解説，システマテックレビューとする．
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，歯学情報，本学会講演抄録，学会関係記事，学位論文などを掲載する．

４．査読および採否
１）投稿論文は，編集委員会および編集委員会の依頼する専門家により査読される．
２）採否については，査読の結果に基づき編集委員会が決定する．

５．投稿論文の作成
１）投稿論文は，投稿規程ならびに別に定める「投稿の手引き」に準拠して作成すること．
２）投稿論文は，表紙，チェックリストシ一ト，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．投稿原稿とともにCD−R/RWまたはフロッピ一ディスク

（CD−R/RWが望ましい）を提出すること．なおディスクには，使用したOS，ワードプロセッサーのソフト名
とファイル名を記載する．

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

５）英文論文の本文については，原則として，Abstract（３００語以内），Introduction，Materials and Methods，Re-
sults， Discussion，Conclusion，Acknowledgment（必要な場合のみ），Referencesの順に記載するものとする．

６．投稿論文の校正
１）投稿論文に対する著者校正は２回までとする．
２）１回の校正を４８時間以内に提出するものとする．

７．証明書等の発行
１）投稿原稿の受付日は，編集委員会に到着した日付とする．
２）受理証明が必要な場合には，掲載が決定した後に受理証明書を発行する．

８．掲載料および別刷料
１）掲載料は，刷り上がり１０頁まで無料とする．これを超過した場合には，編集委員会が依頼したものを除き，１

頁１万円の著者負担とする．
２）カラー頁については，著者の実費負担とする．
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．

９．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，著者が全て
の責任を負う．

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

１１．原稿の送付および本誌に関する問い合わせ
住所：〒０６１－０２９３北海道石狩郡当別町宇金沢１７５７番地

北海道医療大学歯学部・口腔生理学講座
北海道医療大学歯学雑誌編集委員会

Tel；０１３３－２３－１２３９
e−mail；izumih@hoku−iryo−u.ac.jp 和泉博之

２１

（１４９）
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「北海道医療大学歯学会雑誌」投稿の手引き

本学会誌の体裁を統一するために，「投稿の手引き」に準拠して，ご執筆下さいますようお願い致します．

原稿はすべてＡ４版とし，下記の項目１）－８）のすべてを，２部提出して下さい．和文抄録，英文抄録，本文に

ついては，CD−R/RWまたはフロッピーディスク（CD−R/RWが望ましい）を投稿原稿とともに提出して下さい．なお

ディスクには，使用したOS，ワープロのソフト名とファイル名を記載して下さい．

１）投稿原稿表紙 ５）図表説明文

２）チェックリストシート（著者全員分のサインと連絡先を記載） ６）表

３）英文抄録（ABSTRACT，英文表題を含む） ７）図

４）本文

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 ５）著者の所属および所在地

２）表題 ６）別刷数（５０部単位）

３）著者名 ７）連絡先（郵便番号，住所，電話，Fax，e−mail）

４）キーワード（５語以内）

１）表題

� 一般固有名詞として通用していない商品名は用いない．

� 和文表題には，原則として略号以外の英文字を用いない．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．

� 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，スペースも含め

て４５字以内のランニングタイトルを付ける．

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

い．

和文・英文：－□□□□□□□□□－

２）キーワード

５語以内のキーワードを付ける．英文の場合は，キーワードの先頭のみを大文字とし，他は

小文字とする（例：Impression materials, Bone morphogenetic proteins）．

３）氏名および所属

� 英文氏名（和文）は，姓は大文字，名は先頭のみを大文字とする（例：Akira Yamada（山田昭）and Taro

Hokkai（北海太郎））．

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

２．チェックリストシート

チェックリストの指示に従い，投稿原稿を確認する．

著者全員分のサインを取り，連絡先を記載する．

３．抄録

３００語以内の英文抄録を付ける．

４．本文

１）原稿はＡ４判用紙にワードプロセッサなどによる横書きとする．原則として１２ポイント文字を使用し，１頁３５

文字×３０行とする．句読点は「．」と「，」を用いる．英文の場合は，ダブルスペースとする．

� 提出メディアに，使用機種名，OS名，ソフト名，所属，著者名を明記する．

� 著者がテキストファイルヘ変換できる場合は，変換したファイルを提出する．

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．

２２

（１５０）
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４）見出しを用いるときは次の順に項目をたてる．

３ → ３）→ � → 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・Z8202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），２名（Izumi and Ito, 1998），３名以上（Izumi et al., 1970）

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andを入れ

る．

５）文献の記載方法の基本は次のとおりとする．

� 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. Functional roles played by the sympathetic supply to lip blood vessels in the cat. Am J Physiol

Regulatory Integrative Comp Physiol 277 : R682−R689, 1999.

Izumi H and Ito Y. Sympathetic attenuation of parasympathetic vasodilatation in oro−facial areas in the cat. J

Physiol (Lond) 510 : 915−921, 1998.

Izumi H, Ito Y, Sato M, Karita K and Iwatsuki N. The effects of inhalation anesthetics on the parasympa-

thetic reflex vasodilatation in the lower lip and palate of the cat. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp

Physiol 273 : R168−R174, 1997.

� 単行本の場合

�）章を参考にしたとき
例：Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms.

In：Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology : mechanisms of disease. Philadelphia :

Saunders, 1974, p457−472.

�）個人または複数の著者の場合
例：Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London : S. Paul ; 1986.

�）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.

�）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 Founda-

２３

（１５１）
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tion ; 1987.

�）会議録全体を参考にした場合
例：Vivian VL, editor. Child abuse and neglect : a medical community response. Proceedings of the First

AMA National Conference on Child Abuse and Neglect ; 1984 Mar 30−31 ; Chicago. Chicago : Ameri-

can Medical Association ; 1985.

� 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．

� 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０．１５－０．３mmになるよ

う原図を作成する．

５）図のタイトルおよび説明は，まとめて，文献の後につける．

６）組図の原稿は，貼込み間隔や角度を正確にする．

７）写真は，Ａ４判の用紙に貼り，必要な文字，記号などを記入する．写真の拡大率は，単位長さのバーで表す．

８）患者の顔や特徴ある身体の一部の写真を使用する場合は，目隠し等により個人が特定できないように配慮する

とともに，患者本人あるいは後見人から文書により許可を得ること．

９）記号は中心の明確な○●□■◇◆などを使用する．

１０）記号を使用する場合の凡例は，脚注に置かずに図中に入れる．

７．表

１）罫線はできる限り入れない．

２）標準偏差は，（ ）もしくは±とし，信頼区間との混同を避けるために説明を入れる．

３）表題が英文字の場合は書き出しのみを大文字にし，それ以後は小文字とする．しかし略号はこの限りではな

い．

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

（例：）

８．その他

本規定ならびに「投稿の手引き」に規定されていない事項については，編集委員会にお尋ね下さい．

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

２４

（１５２）
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編 集 後 記

本号は第２４巻第２号であります。発行予定より一ヶ月遅れとなったことをお詫び申し上げます。

平成１７年度に学会名が東日本歯学会から北海道医療大学歯学会に変更されたのを機会に雑誌名（東日本歯学雑誌か

ら北海道医療大学歯学雑誌）、投稿規定を大幅に変更しました。変更当初は投稿者に多大のご迷惑をおかけし、大変

申し訳なく思っております。

さて、今年度３月には解剖学第二講座の武田正子教授が定年退官されます。本当にご苦労様でした。歯学部創立時

からの先生方が少なくなってきましたが、創立時の気概を我々が引き継ぎ、北海道医療大歯学部の今後の発展を担っ

ていかなければならないと改めて痛感しています。本誌編集長としては、北海道医療大学歯学雑誌を通して本学の発

展に寄与したいと思う次第であります。今後とも学会員皆様方の暖かい御協力を宜しくお願い申し上げます。

２６

（１５４）
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