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第 71 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会を平成 29 年４月 26 日
（水）
～ 28 日
（金）
に松山市ひめぎんホー
ルで開催させていただきます。松山市での開催は 1998 年に前任の谷岡博昭が主幹して以来、２度目にな
ります。過去 70 年に及ぶ先人たちの努力、成果を踏まえ、新たなる 10 年の第一歩を踏み出します。
日本口腔科学会の重要なミッションは口腔科学の研究及び討議を通して，医学の進歩と発展に貢献す
ることにあります。そのためには口腔領域および他領域との横断的連携が必須です。今回のテーマ「New
Collaboration Networks ―新たなる協同を求めて―」は、本学会のあるべき姿を考え、その実現を目指
すものです。
医学と歯学の連携、基礎と臨床の連携、隣接科との診療連携など新たな Collaboration Networks 構築
を目指して、これまでの研究成果報告、今後の課題など大いに議論していただきたいと考えます。特別講
演では、米国での頭頸部癌の Pembrolizumab 治験責任者である、シカゴ大学の Seiwert 先生に頭頸部癌
の免疫療法をお話していただきます。
特別講演として、厚生労働省医政局歯科保健課長の田口円裕氏に「歯科保健における連携と協働」をお
願いしました。また、基礎研究として大隅典子先生に「神経堤細胞は八面六臂」
、基礎臨床融合研究とし
て今村健志先生に「先端蛍光イメージング技術が拓く新たな口腔科学研究」をお話していただきます。ま
た、糖尿病医科歯科連携として西田亙先生に「口腔感染制御が医科歯科と社会を結ぶ～医科と国民を歯科
の理解者とするために～」の講演をお願いしました。同氏は単に「医科歯科連携」を謳うだけでは成果は
得られず、「社会」と連携することが重要であると説いています。
シンポジウムでは「薬剤関連顎骨壊死と感染性心内膜炎のカッティングエッジ」
、
「臨床応用をめざした
基礎研究のアプローチ～医学・歯学・獣医学研究者からの提言～」
、
「みんなで診る！口腔がんの連携医療」
の３テーマを企画しました。これらのシンポジウム、また、実臨床に即した五つのワークショップでは若
い臨床家、研究者が深い感銘を受け、否が応でも研究マインドと臨床意欲を高揚させるような研究成果を
発表していただけると期待しています。
教育研修会では「口腔科学における研究の進め方」をテーマにしています。口腔科学領域から数多くの
優れた研究成果が得られ、潤沢な研究費が確保できるよう、多くの先生方にご参加をお願いします。本学
会の目玉である宿題報告、指名報告そして学会賞受賞講演も楽しみです。
また、日本癌学会では過半数のセッションが英語で発表、討議されており、日本癌治療学会でも
international session の数が増えています。これからは本学会も国際化標準を目指すべきであり、本会会
員はいつでも国際学会で活躍する準備が必要です。その意味から、基礎・臨床での英語発表セッションも
企画しました。これは今後とも是非継続していただきたいと希望しています。
今回は 315 題の一般演題を頂きました。例年よりもやや少なめの印象がありますが、その分、熱い討論
を期待しています。その後は、松山の夜の街で瀬戸内の豊富な海産物、柑橘類などを召し上がっていただ
き、愛媛の銘酒を片手にクールダウンするのがよろしいかと思います。
平成 29 年４月吉日
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日本口腔科学会担当大学
回
◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

年

度

担当校

会

長

第１回

昭和22年度

大阪大学

弓倉

繁家

第２回

昭和23年度

東京大学

金森

虎男

第３回

昭和24年度

京都大学

美濃口

第４回

昭和25年度

九州大学

加来

素六

第５回

昭和26年度

東京大学

金森

虎男

第６回

昭和27年度

岡山大学

今川

與曹

第７回

昭和28年度

千葉大学

佐藤

伊吉

第８回

昭和29年度

九州大学

加来

素六

第９回

昭和30年度

京都大学

美濃口

第10回

昭和31年度

名古屋大学

北村

一郎

第11回

昭和32年度

東京女子医科大学

村瀬

正雄

第12回

昭和33年度

鹿児島大学

副島

侃二

第13回

昭和34年度

東京大学

河野

庸雄

第14回

昭和35年度

東北大学

前田

栄一

第15回

昭和36年度

岐阜医科大学

茂田

貫一

第16回

昭和37年度

九州大学

藤野

博

第17回

昭和38年度

大阪大学

永井

巌

第18回

昭和39年度

東京医科歯科大学

上野

正

第19回

昭和40年度

三重県立大学

田島

時博

第20回

昭和41年度

岡山大学

渡辺

義男

第21回

昭和42年度

名古屋大学

高木

芳雄

第22回

昭和43年度

徳島大学

筒井

英夫

第23回

昭和44年度

東京医科大学

内田

安信

第24回

昭和45年度

山口大学

山内

寿夫

第25回

昭和46年度

東京大学

林

第26回

昭和47年度

千葉大学

堀越

達郎

第27回

昭和48年度

北海道大学

岡田

泰紀

第28回

昭和49年度

久留米大学

朱雀

直道

第29回

昭和50年度

京都大学

小野

尊睦

第30回

昭和51年度

帝京大学

林

一

第31回

昭和52年度

大阪大学

宮崎

正

第32回

昭和53年度

横浜市立大学

大谷

隆俊

第33回

昭和54年度

東京大学

山下

一郎

第34回

昭和55年度

岡山大学

西嶋

克巳
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玄

玄

一

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

第35回

昭和56年度

東京医科歯科大学

塩田

重利

第36回

昭和57年度

名古屋大学

岡

第37回

昭和58年度

大阪大学

作田

正義

第38回

昭和59年度

東京女子医科大学

河西

一秀

第39回

昭和60年度

東北大学

林

進武

第40回

昭和61年度

九州大学

田代

英雄

第41回

昭和62年度

慶應義塾大学

野本

種邦

第42回

昭和63年度

東日本学園大学

富田

喜内

第43回

平成１年度

長崎大学

佐々木元賢

第44回

平成２年度

鳥取大学

浜田

驍

第45回

平成３年度

京都大学

飯塚

忠彦

第46回

平成４年度

名古屋大学

金田

敏郎

第47回

平成５年度

弘前大学

鈴木

貢

第48回

平成６年度

大分医科大学

清水

正嗣

第49回

平成７年度

岐阜大学

岡

伸光

第50回

平成８年度

鹿児島大学

山下

佐英

第51回

平成９年度

新潟大学

大橋

靖

第52回

平成10年度

愛媛大学

谷岡

博昭

第53回

平成11年度

東京大学

高戸

毅

第54回

平成12年度

昭和大学

道

健一

第55回

平成13年度

岩手医科大学

関山

三郎

第56回

平成14年度

大阪大学

松矢

篤三

第57回

平成15年度

九州大学

大石

正道

第58回

平成16年度

鶴見大学

石橋

克禮

第59回

平成17年度

徳島大学

佐藤

光信

第60回

平成18年度

愛知学院大学

亀山洋一郎

第61回

平成19年度

兵庫医科大学

浦出

雅裕

第62回

平成20年度

九州大学

白砂

兼光

第63回

平成21年度

浜松医科大学

橋本

賢二

第64回

平成22年度

北海道大学

戸塚

靖則

第65回

平成23年度

東京医科歯科大学

天笠

光雄

第66回

平成24年度

広島大学

岡本

哲治

第67回

平成25年度

獨協医科大学

今井

裕

第68回

平成26年度

日本大学

小宮山一雄

第69回

平成27年度

大阪歯科大学

森田

第70回

平成28年度

福岡大学

喜久田利弘

第71回

平成29年度

愛媛大学

浜川

第72回

平成30年度

愛知学院大学

有地榮一郎

達

章介
裕之

（◯：日本医学会総会）
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日本口腔科学会役員名簿
（平成 29 年３月現在）
理事長
丹沢

秀樹

副理事長
嶋田

淳

藤田
理

浅海
北川
槻木
前田

淳一
善政
恵一
初彦

有地榮一郎
古郷 幹彦
長塚
仁
溝口
到

安藤
阪井
中村
宮崎

智博
丘芳
誠司
隆

事

飯野 光喜
佐々木啓一
浜川 裕之
山本
学
監

近藤

茂之

池邉
柴原
羽村
吉岡

哲郎
孝彦
章
泉

岡本
砂田
林
依田

哲治
勝久
孝文
哲也

風岡
高木
武川

宜暁
律男
寛樹

事

壽郎

藤内

祝

名誉会員
（就

任）

昭和27年
昭和28年
昭和34年
昭和35年
昭和36年

昭和41年

昭和44年
昭和47年
不

明

昭和49年
昭和51年
昭和52年

昭和54年

昭和55年
昭和56年

昭和57年

昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年

平成元年
平成２年
平成３年

（氏名）

石
泰三
都築 正男
北村 一郎
長尾
優
中村 平蔵
河野 庸雄
佐藤 伊吉
正木
正
今川 与曹
高木 芳雄
美濃口 玄
本永七三郎
藤野
博
村瀬 正雄
田島 時博
西嶋庄次郎
池尻
茂
上野
正
宇賀 春雄
川勝 賢作
永井
巌
中村 保夫
堀越 達郎
槙野可代二
渡辺 義男
伊藤 秀夫
大谷 隆俊
山内 寿夫
筒井 英夫
岡
達
河西 一秀
宮崎
正
岡田 泰紀
新国 俊彦
林
進武
朱雀 直道
村田 睦男
高橋庄二郎
佐々木元賢
塩田 重利

（就

任）

平成３年
（第10回総会長）

（氏名）

野本
松田
山本

（就

種邦 （第41回総会長）
登
肇

任）

平成10年

平成11年

SAILER,Hermann

（第13回総会長）
（第7回総会長）

平成４年
平成５年

（第6回総会長）

（第21回総会長）
（第3回，第9回総会長）

平成６年

（第16回総会長）
（第11回総会長）
（第19回総会長）

（第18回総会長）

平成７年

平成８年

（第17回総会長）
（第26回総会長）
（第20回総会長）
（第32回総会長）
（第24回総会長）
（第22回総会長）
（第36回総会長）
（第38回総会長）
（第31回総会長）
（第27回総会長）
（第39回総会長）
（第28回総会長）

（第43回総会長）
（第35回総会長）

平成10年

小野 克巳
藤岡 幸雄
鈴木 鍾美
下里 常弘
園山
昇
富田 喜内
金田 敏郎
久保田康耶
鈴木
貢
田代 英雄
成田 令博
泉
廣次
加藤 譲治
山下 一郎
内田 安信
岡
伸光
清水 正嗣
高井
宏
高田 和彰
西村 恒一
浜田
驍
福田 道男
森
昌彦
山城 正宏
吉岡
済
石川富士郎
大橋
靖
内海 順夫
川島
康
西連寺永康
佐藤 研一
小谷
朗
岡野 博郎
島田 桂吉
田縁
昭
冨岡 徳也

8

平成12年

（第42回総会長）
（第46回総会長）

平成13年

（第47回総会長）
（第40回総会長）

平成14年

（第33回総会長）
（第23回総会長）
（第49回総会長）
（第48回総会長）

平成15年

（第44回総会長）

（第51回総会長）

平成16年

（氏名）

山下 佐英
北野 繁雄
藤田
浩
藤田 訓也
千野 武廣
河合
幹
渕端
孟
坂本 忠幸
谷岡 博昭
作田 正義
梶山
稔
野井倉武憲
埜口五十雄
工藤 逸郎
赤坂 庸子
北村 中也
高久
暹
東
義景
堀
亘孝
上田
裕
榎本 昭二
大目
享
香月
武
金澤 正昭
小浜 源郁
佐川 寛典
佐々木次郎
篠崎 文彦
白数 力也
新藤 潤一
杉村 正仁
日比 五郎
福田
博
藤林 孝司
松村 智弘
松本
章
松矢 篤三
道
健一
茂木 克俊
飯塚 忠彦

（第50回総会長）

（第52回総会長）
（第37回総会長）

（第56回総会長）
（第54回総会長）
（第45回総会長）

（就

任）

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

（氏名）

（就

伊藤 学而
神田 重信
北
進一
佐藤 温重
芝
良祐
関山 三郎
花田 晃治
三谷 英夫
安田 英一
山本
昭
和田 卓郎
大石 正道
大竹 繁雄
大西 正俊
大庭
健
鈴木 邦夫
野間 弘康
三村
保
都
温彦
吉澤 信夫
池村 邦男
井口 次夫
尾崎登喜雄
岸
幹二
佐藤 光信
戸塚 盛雄
南雲 正男
藤田 浄秀
内田
稔
亀山洋一郎
川嵜 建治
田辺 晴康
兒野 喜穂

任）

平成19年
平成20年

（第55回総会長）

（第57回総会長）

平成21年
平成22年

平成23年

（第59回総会長）

（第60回総会長）

平成24年

（氏名）

古田
勲
吉村 安郎
石橋 克禮
植木 輝一
扇内 秀樹
片桐 正隆
長畠駿一郎
長山
勝
茂木 健司
山本 茂久
下野 正基
瀬戸 晥一
木下 靭彦
竹内
宏
千葉 博茂
橋本 賢二
水野 明夫
山岡
稔
吉田
廣
天笠 光雄
賀来
亨
亀田
晃
島原 政司
下岡 正八
白砂 兼光
林
良夫
藤下 昌巳
山田 史郎
山根 源之
山本 悦秀
鹿島
勇
戸塚 靖則
福島 和昭

（就

任）

平成24年
（第58回総会長）

平成25年

平成26年

（第63回総会長）

（第65回総会長）

（第62回総会長）

平成27年

平成28年

（第64回総会長）

（氏名）

福田 仁一
朝波惣一郎
内山 健志
浦出 雅裕 （第61回総会長）
齊藤
力
白川 正順
砂川
元
田川 俊郎
土川 幸三
横井 基夫
今井
裕 （第67回総会長）
岡野 友宏
小村
健
小谷順一郎
篠原 正徳
杉原 一正
谷口 邦久
山本 浩嗣
有末
眞
高橋 和裕
木村 博人
田中 貴信
式守 道夫
諏訪 文彦
小宮山一雄 （第68回総会長）
大関
悟
覚道 健治
樋口 勝規
古澤 清文
松田 光悦
水城 春美
由良 義明
領家 和男

評議員
浅海 淳一
有地榮一郎
石丸 直澄
梅田 正博
興地 隆史
勝海 一郎
川尻 秀一
北川 善政
久山 佳代
小宮 正道
酒巻 裕之
篠原 光代
下郷 和雄
砂田 勝久
髙田
訓
武知 正晃
津賀 一弘
豊澤
悟
中山 英二
長谷川 博
羽村
章
福田 雅幸
馬嶋 秀行
宮本 洋二
山下 善弘
吉浦 一紀

朝比奈 泉
安藤 智博
一條 秀憲
大浦
清
奥村 泰彦
加藤 文度
川又
均
桐田 忠昭
玄
景華
小室 歳信
佐々木 朗
柴田 考典
下山 哲夫
住友伸一郎
高田
隆
田中 昭男
槻木 恵一
中川 種昭
中山 秀樹
長谷川博雅
林
勝彦
藤田 茂之
又賀
泉
森
悦秀
山本
学
吉岡
泉

東
雅之
飯田順一郎
市ノ川義美
大木 秀郎
葛西 一貴
金村 成智
河野 憲司
草間
薫
古郷 幹彦
古森 孝英
佐々木啓一
柴田 敏之
代田 達夫
瀬上 夏樹
高戸
毅
田中
彰
土持
眞
中嶋 正博
永易 裕樹
畑
毅
林
孝文
別所 和久
丸岡 靖史
森
良之
山本 哲也
吉田
篤

東 みゆき
飯田 征二
今村 佳樹
大野
敬
風岡 宜暁
金子 明寛
管野 貴浩
楠川 仁悟
後藤 昌昭
近藤 壽郎
笹野 高嗣
柴原 孝彦
進藤 正信
関谷 秀樹
高橋 一郎
田中 昌博
鄭
漢忠
長塚
仁
二川 浩樹
服部 正巳
日比 英晴
本田 和也
水谷 英樹
森田 章介
湯浅 賢治
代居
敬
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鮎瀬 卓郎
飯野 光喜
上木耕一郎
大矢 亮一
片岡 竜太
金田
隆
喜久田利弘
倉林
亨
小林
馨
斎藤 一郎
佐藤 博信
渋谷 恭之
杉浦
剛
仙波伊知郎
高橋 浩二
田沼 順一
藤内
祝
永原 國央
西川 泰央
浜川 裕之
平塚 博義
本田 雅規
溝口
到
森本 泰宏
横江 秀隆
依田 哲也

新井 直也
伊賀 弘起
植野 高章
岡田 康男
片倉
朗
上條竜太郎
岸本 裕充
栗田 賢一
小林
恒
阪井 丘芳
里村 一人
嶋田
淳
杉山
勝
高井 良招
高橋
哲
丹沢 秀樹
戸苅 彰史
中村 誠司
野口
誠
濱田
傑
深山 治久
前田 伸子
三宅
実
森山 啓司
横尾
聡
米原 啓之

新崎
章
池邉 哲郎
上山 吉哉
岡本 哲治
勝又 明敏
川上 敏行
北井 則行
栗田
浩
小林 正治
坂下 英明
佐野 和生
清水谷公成
杉山 芳樹
高木 律男
武田 泰典
近津 大地
冨永 和宏
中村 典史
野村 武史
濱田 良樹
武川 寛樹
前田 初彦
宮崎
隆
矢島 安朝
横山 敦郎
李
昌一

お知らせとお願い
Ⅰ．学術集会参加の皆様へ
受付開始：2017 年４月 27 日（木） 8:00 〜 18:00
28 日（金） 8:00 〜 16:00

事前参加登録の方：事前に参加証、プログラム・抄録集を送付いたします。
当日はお忘れなくご持参いただき、会場内では参加証をご着用ください。

当日参加受付にお越しいただく必要はございません。
当日参加登録の方：参加登録受付（１F サブホールホワイエ）で参加費 一般 15,000 円、外国人留学生・
医歯学部学生（※ 1）
・メディカルスタッフ 5,000 円（要証明書）を納入いただき、参加証、
プログラム・抄録集をお受け取りください。

教育研修会：3,000 円（事前登録制ですが、空席がある場合は、当日先着順で申し込みを受付いたします。）
参加証：会場内では必ずご記入の上、着用してください。未着用の方の入場はお断りいたします。
プログラム・抄録集：追加でご入用の場合は 3,000 円でご購入いただけます。
※１ 歯学部・歯科大学および医学部・医科大学に在学中の学部学生、歯科衛生士専門学校・看護
師養成学校に在学中の学生で、大学院生は含みません。

Ⅱ．会場
ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）
住所：〒 790-0843

松山市道後町 2 丁目 5 番１号

総合受付：１F

サブホールホワイエ

P C 受付 ：１F

サブホールホワイエ

クローク：１F

展示コーナー

企業展示：１F

展示コーナー

書籍展示：２F

ロビー

ドリンクコーナー：１F

展示コーナー

Ａ会場

：１F

サブホール

Ｂ会場

：２F

真珠の間 A

Ｃ会場

：２F

真珠の間 B

Ｄ会場

：３F

第６会議室

Ｅ会場

：３F

第８会議室

Ｆ会場

：３F

第５・７会議室

ポスター会場：１F

多目的室

※ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）では全館で無料 Wi-Fi がご利用できます。
※お手持ちのスマートフォン、タブレットにて、第 71 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会ホームページ
（http://convention-w.jp/jss71/）より抄録集（PDF）をダウンロードすることで、スマートフォン、タブレッ
トで抄録集をご覧いただけます。
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Ⅲ．発表者の皆様へ
―重要なお知らせ―

事後抄録の登録を下記期間内に本学会のホームページからお願いいたします。
期間内に抄録の登録がない場合には、登録時の抄録を使用いたしますので予めご了承ください。

登録期間：４月 24 日（月）～ ５月 31 日（水）

１．発表者の資格
１）発表者、共同演者とも日本口腔科学会会員に限ります。非会員の方は、事前に入会手続きをお済ませく
ださい。

連絡先：〒 135-0033 東京都江東区深川 2 - 4 -11
一ツ橋印刷株式会社

学会事務センター内

NPO 法人日本口腔科学会事務局
TEL：03-5620-1953

FAX：03-5620-1960

２）入会金ならびに年会費の送金先は次のとおりです。
銀行振込：三井住友銀行深川支店（普）3748923
特定非営利活動法人

日本口腔科学会

郵便振替：00180-9-630158
特定非営利活動法人

日本口腔科学会

２．口演発表される方へ
１）次演者、次々演者の方は、所定の席（次演者席）でお待ちください。
２）一般口演の発表時間は６分、質疑応答は４分です。演者は時間を厳守し、座長の指示に従ってください。
発表日時はプログラムでご確認ください。
３）会場で使用する PC の仕様
（1）OS：Windows ７
（2）ソフト：Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016 を準備しております。
（3）発表者ツールの使用は禁止とさせていただきます。
４）発表データ
単写、CD-R または USB メモリー持ち込みによる発表といたします。USB メモリーに保存したデータが、
他の PC でも読み込めることを事前にご確認ください。特別な場合以外、ご自身でお持込の PC はご利
用できませんのでご注意ください。スライドの枚数制限はありませんが、時間厳守でお願いします。
Mac ユーザーの方は念のためご自身のノート PC と D-sub15 ピンケーブルと接続できる形状に変換する
コネクタをご持参ください。また、当日 PC センターでの混乱を避けるため、あらかじめ Windows で修
正ならびに確認をお願いいたします。
動画データをご使用の場合も念のためご自身のノート PC をご持参ください。
ノート PC をお持ち込みの場合、AC アダプターを必ずご用意ください。会場でご用意する映像ケーブル
は D-sub15 ピンケーブルです。映像出力端子が特殊な形状の場合は D-sub15 ピンケーブルと接続できる
形状に変換するコネクタをご自身でご用意ください。
また、スクリーンセーバー、省電力設定、パスワードはあらかじめ解除しておいてください。
発表データ受付時に確認させていただき、設定が解除されていない場合は設定を変更させていただく場
合がありますので、ご了承ください。
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パ
 スワードの設定が解除されていない場合は、パスワードロック時にお呼び出しをする場合がございます。
フォントは文字化けを防ぐため、次に記す Microsoft 社の標準フォントをご使用ください。
【日本語】MS ゴシック、MS P ゴシック、MS 明朝、MS P 明朝
【英語】Times、Times New Roman、Arial
発表データのファイル名は「演題番号（半角）、発表者氏名（フルネーム）.ppt（.pptx）」としてください。
お預かりした発表データは、学会終了時に事務局で責任をもって消去させていただきます。
５）PC 受付
発表の 30 分前までに PC 受付（１F

サブホールホワイエ）にて受付をお済ませください。受付後、発

表の 15 分前までに口演会場内の次演者席にて待機してください。
４月 28 日（金）の演題は前日（４月 27 日（木））の午後からも受付いたします。

３．ポスター発表される方へ
１）ポスター発表はパネルに演題番号を掲示してありますので、ご自身の番号をご確認の上、指定のパネ
ルに貼付してください。
２）ポスター貼付
貼付時間：４月 27 日（木）９:00 ～ 10:30

20cm

28 日（金）９:00 ～ 10:30

20cm

質疑時間：４月 27 日（木）13:40 ～ 14:40

演題
番号

70cm

演題名・氏名・所属
(W70×H20cm)

28 日（金）14:40 ～ 15:40
撤去時間：４月 27 日（木）18:00 ～ 19:00
28 日（金）16:00 ～ 17:00
撤去時間終了後も掲示されているポスターは事務局
で処分しますのでご了承ください。
３）幅 70 × 20cm の上部スペースに演者の演題名、
所属、
発表者（演者に○）を幅 90 × 160cm のスペースに
本文等を掲示してください。

160cm

発表内容貼付スペース
(W90×H160cm)

演題番号は事務局にて準備します。
な
 お、示説発表者は配布資料（A 3 判ないしA 4 判に
縮小したポスターあるいは発表内容をまとめたも
の）30部を必ずご用意ください。
４）要旨口頭発表は３分、質疑応答は２分となっています。
５）ポスター賞・若手優秀ポスター賞
本 学術集会では学会賞選考対象に応募されたポス
ター発表の中より、優れた発表に対しポスター賞・
若手優秀ポスター賞が授与されます。４月 28 日（金）
14:00 頃に発表（受賞ポスターにリボンを貼付する
とともに、総合受付に受賞者名を掲示）します。
授賞式は、16:40 に A 会場にて行いますので、受賞
者は会場にご集合ください。
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30cm

この部分には
貼らないでください。
90cm

210cm

Ⅳ．理事会、評議員会、総会
１）理事会

４月 26 日（水）13:30 ～ 15:30

D 会場（３F

第６会議室）

２）評議員会

４月 26 日（水）15:30 ～ 17:00

C 会場（２F

真珠の間 B）

３）総会

４月 28 日（金）13:20 ～ 14:20

A 会場（１F

サブホール）

Ⅴ．教育研修会
日本口腔科学会員を対象とした教育研修会を開催いたします。
日時：４月 27 日（木） 15:30 ～ 17:45
会場：B 会場（２F

真珠の間 A）

主題：
「口腔科学における研究の進め方」
受講料：3,000 円
参加申し込み：事前参加登録制ですが、空席がある場合は、当日、先着順で申し込みを受け付けます。
※本教育研修会の参加者には、日本口腔外科学会専門医等の申請要件、資格更新に必要な単位として５単
位が付与されます。受講修了証書は全ての講演を受講された方に対して、研修会終了後に交付いたします。

Ⅵ．ランチョンセミナー
お弁当整理券を、開催当日総合受付（１F

サブホールホワイエ）付近にて配布いたします。

配布時間：４月 27 日（木） 8:30 ～ 11:00
４月 28 日（金） 8:00 ～ 11:00
※お１人様１枚の配布となります。

Ⅶ．企業展示・書籍展示
日時：４月 27 日（木）9:00 ～ 18:00
４月 28 日（金）8:30 ～ 16:00
会場：１F
２F

展示コーナー（企業展示）
ロビー（書籍展示）

Ⅷ．クローク
日時：４月 27 日（木）8:00 ～ 18:00
４月 28 日（金）8:00 ～ 17:00
場所：１F

展示コーナー
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交通のご案内・会場アクセス
【ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）】
■住所
〒 790-0843
愛媛県松山市道後町 2 丁目 5 番 1 号
TEL：089-923-5111
■交通案内
倉敷

尾道

呉

西瀬戸尾道IC

西瀬戸自動車道

松山

予讃線
八幡浜

大洲

内子

内子線

須崎東

土讃線

宇和島

京

川之江JCT

いよ小松JCT

徳島線

徳島自動車道

徳島線

高知自動車道

大洲北只

予土線

予讃線

高松空港

松山自動車道

西予宇和

東

高松自動車道

今治小松自動車道

石鎚SA

明石

瀬戸中央自動車道

坂出JCT

今治IC

松山空港

垂水JCT

瀬戸大橋線

今治

柳井

三崎

倉敷JCT

阪神淡路鳴門自動車道

淡路島

鳴門IC

徳島空港

徳島

阿南

土讃線

高知空港

中村

のぞみ 約3時間30分

新大阪

のぞみ 約45分

広

のぞみ 約40分

島

新山口

のぞみ 約1時間10分

岡

新下関

さくら 約1時間30分

山

米

子

鳥

取

松

江

徳

島

特急うずしお 約1時間10分

高

知

南風 約1時間50分

特急しおかぜ 約2時間40分

山

特急やくも 約2時間20分
特急スーパーはくと
約1時間10分

上郡

山陽本線普通
約1時間

特急やくも 約2時間40分

高

松

多度津
14

松

特急いしづち 約2時間30分
特急しおかぜ 約2時間

■会場周辺図
至今治
（Ｒ196）
至松山観光港
道後温泉

松山大学
愛媛大学
赤十字病院前

南町

道後公園

松山東
警察署

松山城
愛媛県庁

Ｊ
Ｒ
松
山
駅

城山公園
松山
市役所

大
街
道

会場周辺拡大図
松山市駅

銀天街

松風寺

道後
グランドホテル
水口酒造

道後郵便局

道後温泉
至松山空港

身体障害者
福祉センター

至宇和島

至高知・高松

愛媛看護
研修センター

ひめぎんホール

□ JR 松山駅から約 4km
・伊予鉄市内電車③番（道後温泉行）で

松山市役所
道後支店

愛媛県
国際交流
センター

医療法人団伸
パルティフジ
会奥島病院

約 15 分

道後公園

吉田眼科

南町・県民文化会館前で下車

南町

・伊予鉄バス（道後温泉駅前行）で

日野歯科医院

宇佐八幡
神社

松山南町
郵便局

約 20 分
南町・県民文化会館前で下車
□松山市駅から約 3km
□松山観光港から約 11km

・伊予鉄市内電車③番（道後温泉行）で約 10 分

・伊予鉄バス（道後温泉駅前行）で約 45 分

南町・県民文化会館前で下車

・リムジンバスで約 35 分

・伊予鉄バス（道後温泉駅前行）で約 15 分

南町・県民文化会館前で下車

南町・県民文化会館前で下車

□松山自動車道

□松山空港から約 9km

・松山 IC より車で約 30 分

・伊予鉄バス（道後温泉駅前行）で約 40 分
・リムジンバスで約 30 分
南町・県民文化会館前で下車
15

会場のご案内

1階

ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）

総合受付
PC受付

A会場

（サブホール）

正面入口

ポスター会場
（多目的室）

クローク
企業展示
ドリンクコーナー
（展示コーナー）

16

２階

ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）

運営本部
（第二会議室）

書籍展示
休憩コーナー

C会場

（真珠の間B）

17

B会場

（真珠の間A）

３階

ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）

D会場

F会場

（第６会議室） （第５・７会議室）

E会場

（第８会議室）

18

日程表
C会場

9：00

２F 真珠の間B

4 月 26 日（水）

ひめぎんホール
D会場

３F 第６会議室

E会場

３F 第８会議室

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

13：30 〜 15：30

14：00

14：30

理

事

会

15：00

15：30

15：30 〜 17：00

16：00

評議員会
16：30

16：30 〜 17：30

2016年度NPO法人日本口腔科学会
暫定認定医面接試験

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00

19

日程表
A会場

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

15：00

15：30

9：00 〜 10：30

9：00 〜 9：40

17：00

17：30

18：00

２F 真珠の間B

ワークショップ１

「予防および治療における抗菌薬
適正使用のガイドライン」
金子 明寛・坂本 春生・岸本 裕充
座長：岸本 裕充

10：30 〜 11：30

9：00 〜 9：50

先天異常・発育異常
1-B-1〜1-B-4

ARONJ１
1-C-1〜1-C-5

座長：古郷 幹彦・中村 典史

座長：池邉 哲郎・吉岡 泉
9：50 〜 10：40

10：00 〜 11：30

ARONJ２
1-C-6〜1-C-10

ワークショップ2

教育講演

「Immunotherapy – a new treatment
modality for head and neck cancer」
Tanguy Y. Seiwert
座長：岡本 哲治

11：50 〜 12：40

「手術手技の向上を目指して
－手術の達人に聞くスペシャリストへの道程－」

座長：喜久田 利弘・北川 善政

横尾 聡・山口 芳功・山下 徹郎・髙戸 毅
座長：横尾 聡

11：50 〜 12：40

ランチョンセミナー１
大鵬薬品工業株式会社
塚原 清彰

座長：山本 哲也

12：50 〜 13：50

ランチョンセミナー2
ストローマン・ジャパン株式会社
豊嶋 健史

12：50 〜 14：20

特別講演1

「歯科医療における連携と協働」
田口 円裕
座長：浜川 裕之

13：50 〜 14：20

学会賞受賞講演

ワークショップ3

「口腔感染症と全身疾患
～そのメカニズムと対応策に迫る～」
湯本 浩通・高橋 直紀・山口 貴功
座長：野杁 由一郎

座長：前田 初彦

14：20 〜 16：20

シンポジウム1

「薬剤関連顎骨壊死と感染性心内膜炎の
カッティングエッジ」
豊田 茂・森本 佳成・萩野 浩・内田 大亮
座長：川又 均・安藤 智博

14：20 〜 15：20

14：20 〜 15：10

その他３
1-B-5〜1-B-10

座長：山本 学・柴田 敏之

症例報告 悪性腫瘍１
1-C-11〜1-C-15
座長：近藤 壽郎・桐田 忠昭

15：10 〜 16：00

症例報告 悪性腫瘍２
1-C-16〜1-C-20

15：30 〜 17：45

座長：河野 憲司・川尻 秀一

16：00

16：30

C会場

２F 真珠の間A

開会式

8：50 〜 9：00

後藤 明彦・水野 頌也

14：30

ひめぎんホール
B会場

１F サブホール

8：30

9：00

4 月 27 日（木）

16：00 〜 17：00
16：20 〜 17：50

ワークショップ4

「がん免疫療法最前線～がんワクチン、
チェックポイント阻害剤、
免疫細胞治療～」

第11回教育研修会

「口腔科学における研究の進め方」
丹沢 秀樹・前田 健康・針田 哲
座長：中村 誠司・阪井 丘芳

症例報告 悪性腫瘍３
1-C-21〜1-C-26
座長：鄭 漢忠

17：00 〜 17：40

症例報告 ARONJ
1-C-27〜1-C-30

岡本 正人・原田 耕志・植村 靖史・杉山 治夫
座長：杉山 治夫・岡本 正人

座長：杉山 勝・片岡 竜太

18：00 〜 20：00

18：00 〜 20：00

18：30

19：00

サテライトセミナー1

「顎顔面手術手技研究会」

19：30

20：00

20：30

20

サテライトセミナー2

「よりよい口唇口蓋裂治療を考える会」

日程表
D会場

8：30

9：00

9：30

３F 第６会議室

9：00 〜 9：50

10：30

E会場

３F 第８会議室

ひめぎんホール
F会場
３F 第５・７会議室

9：00 〜９：40

その他１
1-D-1〜1-D-5

座長：砂田 勝久・深山 治久

10：00

4 月 27 日（木）

9：50 〜 10：40

その他２
1-D-6〜1-D-10

ポスター会場
１F 多目的室

9：00 〜 10：30

基礎 悪性腫瘍１
1-E-1〜1-E-4

座長：進藤 正信・武川 寛樹
9：40 〜 10：20

ポスター貼付

基礎 悪性腫瘍２
1-E-5〜1-E-8

座長：山本 哲也・杉浦 剛

座長：米原 啓之・二川 浩樹

10：30 〜 13：40

11：00

11：30

12：00

12：30

11：50 〜 12：40

11：50 〜 12：40

ランチョンセミナー3
ティーアンドケー株式会社
小川 泰治

座長：田中 宏史

ランチョンセミナー4
株式会社大塚製薬工場

利光 久美子

ポスター掲示

座長：日野 聡史

13：00

13：30
13：40 〜 14：40

14：00

ポスター討論１
14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

14：20 〜 15：00

悪性腫瘍１
1-D-11〜1-D-14

14：20 〜 15：10

症例報告 嚢胞
1-F-1〜1-F-5

14：30 〜 17：00

座長：野口 誠・上山 吉哉

15：00 〜 15：50

悪性腫瘍２
1-D-15〜1-D-19
座長：佐々木 朗・新崎 章

15：50 〜 16：50

悪性腫瘍３
1-D-20〜1-D-25

14：40 〜 18：00

座長：朝比奈 泉・濱田 良樹
15：10 〜 16：00

2016年度NPO法人
日本口腔科学会
暫定認定医面接試験

座長：藤内 祝・楠川 仁悟

症例報告 その他１
1-F-6〜1-F-10

座長：中川 種昭・金村 成智
16：00 〜 16：40

症例報告 神経障害
1-F-11〜1-F-14
座長：高田 訓・今村 佳樹

ポスター掲示

16：40 〜 17：30

17：00

症例報告 その他２
1-F-15〜1-F-19

座長：宮本 洋二・小宮 正道

17：30

18：00

18：00 〜 20：00

18：00 〜 20：00

18：00 〜 19：00

18：30

19：00

ポスター撤去
サテライトセミナー3

サテライトセミナー4

「全国医学部附属病院
「第11回口腔顎顔面核医学
歯科口腔外科科長会議」
フォーラム学術集会」

19：30

20：00

20：30
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日程表
A会場

8：00

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

4 月 28 日（金）

１F サブホール

ひめぎんホール
B会場

C会場

２F 真珠の間A

8：30 〜 10：00

２F 真珠の間B

8：30 〜 9：20

ワークショップ5

「ARONJ の新たな医科歯科連携」
長谷川 巧実・林田 咲・樋口 智子・梯 裕恵
東森 秀年
座長：柴原 孝彦

10：00 〜 11：00

特別講演2

「神経堤細胞は八面六臂」
大隅 典子
座長：藤田 茂之

その他４
2-C-1〜2-C-5

9：00 〜 11：00

座長：依田 哲也・高木 律男

シンポジウム2

「臨床応用をめざした基礎研究の
アプローチ～医学・歯学・獣医学
研究者からの提言～」
阪井 丘芳・山城 隆・田村 勝利・飯村 忠浩
座長：阪井 丘芳・飯村 忠浩

11：00 〜 12：00

宿題報告

11：30

岡本 哲治
座長：丹沢 秀樹

12：00

12：30

13：00

13：30

12：20 〜 13：10

ランチョンセミナー5
メルクセローノ株式会社
田中 薫

座長：桐田 忠昭

16：00

ランチョンセミナー6
イーエヌ大塚製薬株式会社
長尾 由実子

14：20 〜 14：40 指名報告
來生 知
座長：中村 誠司

14：20 〜 15：20

中川 洋一

座長：本多 由武

14：40 〜 16：40

「口腔感染制御が医科歯科と社会を結ぶ
～医科と国民を歯科の理解者とするために～」

シンポジウム3

「みんなで診る！口腔がんの連携医療」
森川 貴迪・鵜久森 徹・白杉 由香理・鵜澤 成一
山下 善弘・上田 倫弘・安達 美樹・大西 淑美
兒玉 成博・小岩井 慶一郎
座長：太田 嘉英・中山 秀樹

14：20 〜 15：00

特別講演3

西田 亙

16：40 〜 16：50
16：50 〜 17：00

座長：嶋田 淳

15：20 〜 16：20

特別講演4

「先端蛍光イメージング技術が拓く
新たな口腔科学研究」
今村 健志

16：30

17：00

座長：上山 吉哉

ランチョンセミナー7

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

総会

15：00

15：30

12：20 〜 13：10

13：20 〜 14：20

14：00

14：30

12：20 〜 13：10

優秀ポスター賞表彰式
閉会式

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

22

座長：有地 榮一郎

基礎 悪性腫瘍３
2-C-6〜2-C-9
座長：上條 竜太郎

日程表
D会場

8：00

8：30

9：00

9：30

３F 第６会議室

8：30 〜 9：40

English Session
2-D-1〜2-D-7
座長：高橋 哲・高橋 浩二

4 月 28 日（金）
E会場

３F 第８会議室

ひめぎんホール
F会場
３F 第５・７会議室

１F 多目的室

8：30 〜 9：20

基礎 その他１
2-E-1〜2-E-5

9：00 〜 10：30

座長：東 みゆき・李 昌一
9：20 〜 10：10

基礎 その他２
2-E-6〜2-E-10

10：00

ポスター会場

ポスター貼付

座長：風岡 宜暁・飯野 光喜
10：10 〜 11：00

基礎 その他３
2-E-11〜2-E-15

10：30

10：30 〜 14：40

座長：槻木 恵一・本田 雅規

11：00

11：30

12：00

12：30

ポスター掲示

13：00

13：30

14：00
14：20 〜 15：00

14：30

15：00

15：30

16：00

14：45 〜 16：45

症例報告 良性腫瘍１
2-E-16〜2-E-19
座長：小林 正治・大木 秀郎

15：00 〜 15：40

症例報告 良性腫瘍２
2-E-20〜2-E-23

2016年度NPO法人
日本口腔科学会
暫定認定医面接試験

座長：酒巻 裕之・田沼 順一

15：40 〜 16：30

症例報告 唾液腺疾患
2-E-24〜2-E-28
座長：森 悦秀

16：30

14：20 〜 15：20

症例報告 感染・炎症
2-F-1〜2-F-6
座長：植野 高章・杉山 芳樹

15：20 〜 16：00

症例報告 その他３
2-F-7〜2-F-10

座長：奥村 泰彦・小川 尊明
16：00 〜 16：40

症例報告 粘膜疾患
2-F-11〜2-F-14

座長：佐野 和生・丸岡 靖史

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

23

14：40 〜 15：40

ポスター討論２
15：40 〜 16：00

ポスター掲示

16：00 〜 17：00

ポスター撤去

座長表

（敬称略）

■４月 27 日（木）
会場

時間

演題番号

Ａ

９：00 〜 10：30

ワークショップ１

Ａ

10：30 〜 11：30

教育講演

Ａ

12：50 〜 13：50

特別講演１

内容

座長

予防および治療における抗菌薬
岸本
適正使用のガイドライン
Immunotherapy – a new
treatment modality for head
岡本
and neck cancer
歯科医療における連携と協働

１．食 道がんにおける術後合併
症と口腔ケアの関係
「当科における血管撮影術を用
２．
学会賞受賞講演
いた鎖骨下静脈への穿刺法」
─ 血管撮影術を用いた鎖骨
下静脈への穿刺法─
薬剤関連顎骨壊死と感染性心内
シンポジウム１
膜炎のカッティングエッジ
がん免疫療法最前線～がんワク
ワークショップ４ チン、チェックポイント阻害剤、
免疫細胞治療～

裕充

兵庫医科大学

哲治

広島大学

浜川

裕之

愛媛大学

前田

初彦

愛知学院大学

川又
安藤

均
智博

獨協医科大学
東京女子医科大学

杉山
岡本

治夫
正人

大阪大学
大阪大学
大阪大学
鹿児島大学

Ａ

13：50 〜 14：20

Ａ

14：20 〜 16：20

Ａ

16：20 〜 17：50

B

９：00 ～９：40

1-B-1〜4

先天異常・発育異常

古郷
中村

幹彦
典史

B

10：00 〜 11：30

ワークショップ２

手術手技の向上を目指して－手術の
横尾
達人に聞くスペシャリストへの道程－

聡

群馬大学

B

12：50 〜 14：20

ワークショップ３

口腔感染症と全身疾患～そのメ
野杁由一郎
カニズムと対応策に迫る～

新潟大学

B

14：20 ～ 15：20

1-B-5〜10

その他３

B

15：30 〜 17：45

C

山本
柴田

学
敏之

滋賀医科大学
岐阜大学

第11回教育研修会 口腔科学における研究の進め方

中村
阪井

誠司
丘芳

九州大学
大阪大学

９：00 ～９：50

1-C-1〜5

ARONJ １

池邉
吉岡

哲郎
泉

福岡歯科大学
九州歯科大学

C

９：50 ～ 10：40

1-C-6〜10

ARONJ ２

喜久田利弘
北川 善政

福岡大学
北海道大学

C

14：20 ～ 15：10

1-C-11〜15

症例報告

悪性腫瘍１

近藤
桐田

壽郎
忠昭

日本大学
奈良県立医科大学

C

15：10 ～ 16：00

1-C-16〜20

症例報告

悪性腫瘍２

河野
川尻

憲司
秀一

大分大学
金沢大学

C

16：00 ～ 17：00

1-C-21〜26

症例報告

悪性腫瘍３

鄭

漢忠

北海道大学

C

17：00 ～ 17：40

1-C-27〜30

症例報告

ARONJ

杉山
片岡

勝
竜太

広島大学
昭和大学

D

９：00 ～９：50

1-D-1〜5

その他１

砂田
深山

勝久
治久

日本歯科大学
東京医科歯科大学

D

９：50 ～ 10：40

1-D-6〜10

その他２

米原
二川

啓之
浩樹

日本大学
広島大学

D

14：20 ～ 15：00

1-D-11〜14

悪性腫瘍１

野口
上山

誠
吉哉

富山大学
山口大学

D

15：00 ～ 15：50

1-D-15〜19

悪性腫瘍２

佐々木
新崎

D

15：50 ～ 16：50

1-D-20〜25

悪性腫瘍３

藤内
楠川

祝
仁悟

横浜市立大学
久留米大学

E

９：00 ～９：40

1-E-1〜4

基礎

悪性腫瘍１

進藤
武川

正信
寛樹

北海道大学
筑波大学

E

９：40 ～ 10：20

1-E-5〜8

基礎

悪性腫瘍２

山本
杉浦

哲也
剛

高知大学
鹿児島大学
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朗
章

岡山大学
琉球大学

F

14：20 ～ 15：10

1-F-1〜5

症例報告

嚢胞

朝比奈 泉
濱田 良樹

長崎大学
鶴見大学

F

15：10 ～ 16：00

1-F-6〜10

症例報告

その他１

中川
金村

種昭
成智

慶應義塾大学
京都府立医科大学

F

16：00 ～ 16：40

1-F-11〜14

症例報告

神経障害

高田
今村

訓
佳樹

奥羽大学
日本大学

F

16：40 ～ 17：30

1-F-15〜19

症例報告

その他２

宮本
小宮

洋二
正道

徳島大学
日本大学

■４月 28 日（金）
会場

時間

演題番号

内容

Ａ

８：30 〜 10：00

ワークショップ５ ARONJ の新たな医科歯科連携

柴原

孝彦

Ａ

10：00 〜 11：00

特別講演２

神経堤細胞は八面六臂

藤田

茂之 和歌山県立医科大学

Ａ

11：00 〜 12：00

宿題報告

無血清培養法を用いた細胞内分
泌学的研究による顎顔面口腔疾
患の診断・治療法の開発

丹沢

秀樹

千葉大学

Ａ

14：20 〜 14：40

指名報告

口腔癌新規治療法の開発―微小
環境ニッチを標的として―

中村

誠司

九州大学

Ａ

14：40 〜 16：40

シンポジウム３

みんなで診る！口腔がんの連携
医療

太田
中山

嘉英
秀樹

東海大学
熊本大学

B

９：00 〜 11：00

シンポジウム２

阪井
飯村

丘芳
忠浩

大阪大学
愛媛大学

B

14：20 〜 15：20

特別講演３

嶋田

淳

明海大学

B

15：20 〜 16：20

特別講演４

先端蛍光イメージング技術が拓
く新たな口腔科学研究

有地榮一郎

愛知学院大学

C

８：30 ～９：20

2-C-1〜5

その他４

依田
高木

埼玉医科大学
新潟大学

C

14：20 ～ 15：00

2-C-6〜9

基礎

上條竜太郎

昭和大学

D

８：30 ～９：40

2-D-1〜7

English

高橋
高橋

東北大学
昭和大学

E

８：30 ～９：20

2-E-1〜5

基礎

その他１

東
李

E

９：20 ～ 10：10

2-E-6〜10

基礎

その他２

風岡
飯野

宜暁
光喜

愛知医科大学
山形大学

E

10：10 ～ 11：00

2-E-11〜15

基礎

その他３

槻木
本田

恵一
雅規

神奈川歯科大学
愛知学院大学

E

14：20 ～ 15：00

2-E-16〜19

症例報告

良性腫瘍１

小林
大木

正治
秀郎

新潟大学
日本大学

E

15：00 ～ 15：40

2-E-20〜23

症例報告

良性腫瘍２

酒巻 裕之 千葉県立保健医療大学
田沼 順一 朝日大学

E

15：40 ～ 16：30

2-E-24〜28

症例報告

唾液腺疾患

森

悦秀

九州大学

F

14：20 ～ 15：20

2-F-1〜6

症例報告

感染・炎症

植野
杉山

高章
芳樹

大阪医科大学
岩手医科大学

F

15：20 ～ 16：00

2-F-7〜10

症例報告

その他３

奥村
小川

泰彦
尊明

明海大学
香川大学

F

16：00 ～ 16：40

2-F-11〜14

症例報告

粘膜疾患

佐野
丸岡

和生
靖史

福井大学
昭和大学

臨床応用をめざした基礎研究の
アプローチ～医学・歯学・獣医
学研究者からの提言～
口腔感染制御が医科歯科と社会
を結ぶ～医科と国民を歯科の理
解者とするために～

悪性腫瘍３
Session

25

座長

哲也
律男

哲
浩二
みゆき
昌一

東京歯科大学

東京医科歯科大学
神奈川歯科大学

■４月 27 日（木） ポスター
時間

演題番号

内容

座長

13：40 〜 14：00

1-P-1 〜 4

優秀ポスター

基礎

悪性腫瘍１

永易

裕樹

北海道医療大学

13：40 〜 14：00

1-P-5 〜 8

優秀ポスター

基礎

その他１

梅田

正博

長崎大学

13：40 〜 14：00

1-P-9 〜 12

優秀ポスター

症例報告１

住友伸一郎

朝日大学

13：40 〜 14：00

1-P-13 〜 16

若手優秀ポスター

基礎

栗田

浩

信州大学

13：40 〜 14：00

1-P-17 〜 20

若手優秀ポスター

その他１

合田

啓之

愛媛大学

13：40 〜 14：00

1-P-21 〜 24

優秀ポスター

基礎

骨

宮崎

隆

昭和大学

13：40 〜 14：00

1-P-25 〜 28

優秀ポスター

その他１

溝口

到

北海道医療大学

14：00 〜 14：20

1-P-29 〜 32

若手優秀ポスター

原田

浩之

14：00 〜 14：35

1-P-33 〜 39

優秀ポスター

ARONJ

佐々木啓一

東北大学

14：00 〜 14：20

1-P-40 〜 43

優秀ポスター

症例報告２

土持

眞

日本歯科大学

14：00 〜 14：20

1-P-44 〜 47

若手優秀ポスター

小林

恒

弘前大学

14：00 〜 14：20

1-P-48 〜 51

優秀ポスター

基礎

悪性腫瘍２

渋谷

恭之

名古屋市立大学

14：00 〜 14：20

1-P-52 〜 55

優秀ポスター

基礎

その他２

近津

大地

東京医科大学

14：00 〜 14：20

1-P-56 〜 59

優秀ポスター

悪性腫瘍

森

良之

自治医科大学

14：20 〜 14：40

1-P-60 〜 63

若手優秀ポスター

東

雅之

徳島大学

14：20 〜 14：40

1-P-64 〜 67

優秀ポスター

その他２

大林由美子

香川大学

14：20 〜 14：40

1-P-68 〜 71

優秀ポスター

再建

福田

雅幸

秋田大学

14：20 〜 14：40

1-P-72 〜 75

優秀ポスター

基礎

野村

武史

東京歯科大学

14：20 〜 14：40

1-P-76 〜 79

優秀ポスター

その他３

別所

和久

京都大学

14：20 〜 14：40

1-P-80 〜 83

優秀ポスター

基礎

代田

達夫

昭和大学

14：20 〜 14：40

1-P-84 〜 87

若手優秀ポスター

下山

哲夫

埼玉医科大学
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基礎

悪性腫瘍

その他１

その他２

基礎

その他２

悪性腫瘍３

その他３
基礎

その他３

東京医科歯科大学

■４月 28 日（金） ポスター
時間

演題番号

内容

14：40 〜 15：05

2-P-1 〜 5

基礎

その他１

14：40 〜 15：10

2-P-6 〜 11

症例報告

14：40 〜 15：05

2-P-12 〜 16

基礎

14：40 〜 15：05

2-P-17 〜 21

症例報告

14：40 〜 15：00

2-P-22 〜 25

14：40 〜 15：00

座長
大浦

清

馬嶋

秀行

鹿児島大学

一條

秀憲

東京大学

内田

大亮

獨協医科大学

悪性腫瘍

関谷

秀樹

東邦大学

2-P-26 〜 29

その他１

伊賀

弘起

徳島大学

14：40 〜 15：00

2-P-30 〜 33

症例報告

武知

正晃

広島大学

14：40 〜 15：10

2-P-34 〜 39

感染・炎症

篠原

光代

順天堂大学

14：40 〜 15：00

2-P-40 〜 43

口腔機能管理

玄

景華

朝日大学

15：10 〜 15：35

2-P-44 〜 48

基礎

鵜澤

一弘

千葉大学

15：10 〜 15：35

2-P-49 〜 53

発育異常・外傷

飯田

征二

岡山大学

15：10 〜 15：30

2-P-54 〜 57

その他２

田中

彰

15：10 〜 15：30

2-P-58 〜 61

症例報告

15：10 〜 15：30

2-P-62 〜 65

基礎

15：10 〜 15：35

2-P-66 〜 70

症例報告

15：10 〜 15：30

2-P-71 〜 74

症例報告

15：10 〜 15：30

2-P-75 〜 78

15：10 〜 15：30
15：10 〜 15：30

悪性腫瘍

悪性腫瘍１
補綴・インプラント

良性腫瘍

悪性腫瘍２

顎関節・神経障害

大阪歯科大学

日本歯科大学

上木耕一郎

山梨大学

管野

貴浩

島根大学

その他１

水谷

英樹

藤田保健衛生大学

その他２

濱田

傑

近畿大学

その他３

新井

直也

三重大学

2-P-79 〜 82

唾液腺疾患

坂下

英明

明海大学

2-P-83 〜 86

基礎

日野

聡史

愛媛大学

その他２

その他３

27

プログラム

プログラム
教育講演
特別講演
宿題報告
指名報告
学会賞受賞講演
シンポジウム
ワークショップ
第11回教育研修会
サテライトセミナー
ランチョンセミナー

プログラム

教育講演

4月27日(木)

10：30 ～ 11：30

Ａ会場

座長：岡本 哲治（広島大学）

「Immunotherapy – a new treatment modality for head and neck cancer」

Tanguy Y. Seiwert
The University of Chicago

特別講演 1

4月27日(木)

12：50 ～ 13：50

Ａ会場

座長：浜川 裕之（愛媛大学）

「歯科医療における連携と協働」

田口 円裕
厚生労働省医政局 歯科保健課長

特別講演 2

4月28日(金)

10：00 ～ 11：00

Ａ会場

座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学）

「神経堤細胞は八面六臂」

大隅 典子
東北大学大学院医学系研究科 発生発達神経科学分野

特別講演 3

4月28日(金)

14：20 ～ 15：20

B会場

座長：嶋田 淳（明海大学）

「口腔感染制御が医科歯科と社会を結ぶ〜医科と国民を歯科の理解者とするために〜」

西田 亙
にしだわたる糖尿病内科
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プログラム

特別講演 4

4月28日(金)

15：20 ～ 16：20

B会場

座長：有地 榮一郎（愛知学院大学）

「先端蛍光イメージング技術が拓く新たな口腔科学研究」

今村 健志
愛媛大学 大学院医学系研究科 分子病態医学講座

宿題報告

4月28日(金)

11：00 ～ 12：00

Ａ会場

座長：丹沢 秀樹（千葉大学）

「無血清培養法を用いた細胞内分泌学的研究による顎顔面口腔疾患の診断・治療法の開発」

岡本 哲治
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 分子口腔医学･顎顔面外科学

指名報告

4月28日(金)

14：20 ～ 14：40

Ａ会場

座長：中村 誠司（九州大学）

「口腔癌新規治療法の開発 ―微小環境ニッチを標的として―」

來生 知
横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

学会賞受賞講演

4月27日(木)

13：50 ～ 14：20

Ａ会場

座長：前田 初彦（愛知学院大学）

１．食道がんにおける術後合併症と口腔ケアの関係
静岡県立総合病院歯科口腔外科

後藤 明彦

２．「当科における血管撮影術を用いた鎖骨下静脈への穿刺法」
─血管撮影術を用いた鎖骨下静脈への穿刺法─
春日井市民病院 歯科口腔外科（現所属：愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座）
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水野 頌也

プログラム

シンポジウム 1『薬剤関連顎骨壊死と感染性心内膜炎のカッティングエッジ』


4月27日(木)

14：20 ～ 16：20

Ａ会場

座長：川又 均（獨協医科大学）・安藤 智博（東京女子医科大学）

１．心疾患への口腔疾患の関わり 循環器内科医の立場から

豊田 茂

獨協医科大学 心臓・血管内科

２．口腔疾患と心疾患のかかわり－歯科医師の立場から

森本 佳成

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 全身管理医歯学講座、国立循環器病研究センター 歯科

３．骨粗鬆症治療薬の光と影

萩野 浩

鳥取大学医学部 保健学科

４．薬剤関連顎骨壊死の実態 —原因，誘因，治療—
獨協医科大学医学部口腔外科学講座

内田 大亮，他

シンポジウム 2『臨床応用をめざした基礎研究のアプローチ
～医学・歯学・獣医学研究者からの提言～

4月28日(金)

9：00 ～ 11：00

B会場

座長：阪井 丘芳（大阪大学）・飯村 忠浩（愛媛大学）

１．オープニングリマーク
大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室

阪井 丘芳

２．口蓋裂発症の分子機構を解明する新たなアプローチ
大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室

山城 隆

３．犬の脊髄疾患に対する再生医療の成果
愛甲石田動物病院 顧問、アニコムホールディングス株式会社 顧問（先進医療研究開発担当）
、
倉敷芸術科学大学 生命科学部 前教授

田村 勝利

４．産学および分野横断連携研究の取り組みと成果
愛媛大学大学院医学系研究科、プロテオサイエンスセンター（PROS）バイオイメージング部門、
学術支援センター（ADRES）・病態機能解析部門
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飯村 忠浩

プログラム

シンポジウム 3『みんなで診る！口腔がんの連携医療』


4月28日(金)

14：40 ～ 16：40

Ａ会場

座長：太田 嘉英（東海大学）・中山 秀樹（熊本大学）

１．口腔癌検診を行う口腔外科医の立場から
～東京歯科大学における口腔がん検診の取り組み～
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

森川 貴迪

愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

鵜久森 徹

東海大学医学部内科学系 血液・腫瘍内科

白杉 由香理

２．頭頸部外科医の立場から
３．がん薬物療法専門医の立場から
４．東京医科歯科大学歯学部附属病院における口腔がん診療連携の現状
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

鵜澤 成一

５．医学部附属病院歯科口腔外科医の立場から
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

山下 善弘

６．がんセンター口腔腫瘍外科医の立場から
北海道がんセンター口腔腫瘍外科

上田 倫弘

７．「がんを告知するときから終末期まで地域や在宅医療も含めたチーム医療」
～当院歯科口腔外科外来での取り組み～
熊本大学医学部附属病院 がん看護専門看護師

安達 美樹

	 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 歯科

大西 淑美

８．歯科衛生士の立場から
９．言語聴覚士の立場から
熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻

兒玉 成博

10．放射線治療医の立場から
信州大学医学部附属病院 放射線部 小岩井
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慶一郎

プログラム

ワークショップ 1『予防および治療における抗菌薬適正使用のガイドライン』


4月27日(木)

9：00 ～ 10：30

Ａ会場

座長：岸本 裕充（兵庫医科大学）

１．歯科における抗菌剤の適正使用（AMS ：Antimicrobial Stewardship）
東海大学医学部 外科学系 口腔外科

金子 明寛

２．抗菌薬予防投与の理論的背景
特に感染性心内膜炎発症予防のための抗菌薬投与について
東海大学医学部付属八王子病院 口腔外科

坂本 春生

３．術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

岸本 裕充

ワークショップ 2『手術手技の向上を目指して
−手術の達人に聞くスペシャリストへの道程−』

4月27日(木)

10：00 ～ 11：30

B会場

座長：横尾 聡（群馬大学）

１．歯科医師である口腔外科医の宿命－失敗も後退も敗北も許されない－
群馬大学大学院 医学系研究科口腔顎顔面・形成外科学講座

横尾 聡

２．この人を治さねば・・・William H.Bell 先生との出会い
社会医療法人誠光会 草津総合病院 歯科口腔外科

山口 芳功

３．歯科口腔外科医として口腔癌術者の誕生について
〜私の歩んで来た道程と私の師匠〜
惠佑会札幌病院 歯科口腔外科

山下 徹郎

４．手術はサイエンスであるー誰が呼ぶのか？ゴッドハンドや匠の技
東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻 感覚・運動機能医学講座 口腔顎顔面外科
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髙戸 毅

4月27日(木)

12：50 ～ 14：20

B会場

座長：野杁 由一郎（新潟大学）

１．口腔レンサ球菌の全身（特に宿主免疫）に及ぼす影響
徳島大学病院 歯科

湯本 浩通

２．歯周病と全身疾患の関連メカニズム －腸内細菌叢を介する新たな仮説－
新潟大学大学院医歯学総合研究科 高度口腔機能教育研究センター

高橋 直紀

３．がん連携（周術期口腔機能管理）における医科と歯科
徳島県歯科医師会、山口歯科クリニック

山口 貴功

ワークショップ 4『がん免疫療法最前線
〜がんワクチン、チェックポイント阻害剤、免疫細胞治療〜』

4月27日(木)

16：20 ～ 17：50

Ａ会場

座長：杉山 治夫（大阪大学）・岡本 正人（大阪大学）

１．樹状細胞がんワクチン～ Bench to Bedside ～
大阪大学大学院 薬学研究科 先端免疫治療学講座

岡本 正人

２．口腔癌における免疫チェックポイント分子の発現とニボルマブの効果予測
山口大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学分野

原田 耕志

３．人工多能性幹細胞に由来する免疫細胞を用いたがん免疫療法の開発
国立がん研究センター先端医療開発センター免疫療法開発分野

植村 靖史

４．ＷＴ１ペプチドがんワクチン
大阪大学大学院医学系研究科
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杉山 治夫

プログラム

ワークショップ 3『口腔感染症と全身疾患〜そのメカニズムと対応策に迫る〜』


プログラム

ワークショップ 5『ARONJ の新たな医科歯科連携』


4月28日(金)

8：30 ～ 10：00

Ａ会場

座長：柴原 孝彦（東京歯科大学）

１．抜歯と骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死に関する多施設共同後ろ向き研究 ～抜歯前休
薬の有無と術中処置について～
神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

長谷川 巧実

２．薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の治療成績に影響する因子に関する多施設共同後ろ向
き観察研究

林田 咲

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

３．ゾレドロン酸からデノスマブへの投与変更はARONJのリスク因子である
岡山大学病院 医療支援歯科治療部

樋口 智子

４．ARONJ を保存的外科治療でどこまで治せるか
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

梯 裕恵

５．呉市での骨粗鬆症に関する医科歯科連携
－顎骨壊死・骨髄炎の予防と歯科用パノラマX線写真による骨粗鬆症スクリーニング－
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 歯科口腔外科

東森 秀年，他

第11回教育研修会『口腔科学における研究の進め方』


4月27日(木)

15：30 ～ 17：45

B会場

座長：中村 誠司（九州大学）・阪井 丘芳（大阪大学）

研究プランニング法に関する一考察：発想、実験、研究費申請
千葉大学大学院 医学研究院口腔科学 教授、NPO 法人日本口腔科学会 理事長

丹沢 秀樹

科研費改革と審査の方向性
新潟大学

前田 健康

日本医療研究開発機構（AMED）戦略推進部

針田 哲

AMEDの取り組みについて
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4月27日(木)

18：00 ～ 20：00

B会場

座長：中村 誠司（九州大学）・長谷川 和樹（静岡市立静岡病院）

第20回 顎顔面手術手技研究会のご案内
『舌癌手術のポイント ― 切除から再建まで ― 』

サテライトセミナー 2『よりよい口唇口蓋裂治療を考える会』


4月27日(木)

18：00 ～ 20：00

C会場

座長：星 和人（東京大学）・夏目 長門（愛知学院大学）

第21回口蓋裂公開勉強会
『初回口唇裂手術と術前矯正のコツ』

サテライトセミナー 3『全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議』


4月27日(木)

18：00 ～ 20：00

D会場

第43回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議（定例）－ご案内－

サテライトセミナー 4『第11回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』


4月27日(木)

18：00 ～ 20：00

E会場

座長：北川 善政（北海道大学）・倉林 亨（東京医科歯科大学）

PET核医学歯科認定医制度の認定審査申請資格に関する指定核医学関連学術講演会
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プログラム

サテライトセミナー 1『顎顔面手術手技研究会』


プログラム

ランチョンセミナー 1

4月27日(木)

大鵬薬品工業株式会社

11：50 ～ 12：40

A会場

座長：山本 哲也（高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

手術を中心とした進行頭頸部癌の集学的治療
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

ランチョンセミナー 2

4月27日(木)

塚原 清彰

ストローマン・ジャパン株式会社

11：50 ～ 12：40

B会場

低侵襲インプラント治療の適応拡大
-Straumann®インプラントの特性からの考察 医療法人社団新樹会豊嶋歯科医院

ランチョンセミナー 3

4月27日(木)

豊嶋 健史

ティーアンドケー株式会社

11：50 ～ 12：40

D会場

座長：田中 宏史（済生会西条病院 歯科口腔外科）

口腔ケア −言うは易く行うは難し−
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

ランチョンセミナー 4

4月27日(木)

小川 泰治

株式会社大塚製薬工場

11：50 ～ 12：40

E会場

座長：日野 聡史（愛媛大学医学部附属病院 歯科口腔外科）

経腸栄養法に起因する合併症対策と機能性成分による栄養管理の有用性
愛媛大学医学部附属病院 栄養部
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利光 久美子

4月28日(金)

メルクセローノ株式会社

12：20 ～ 13：10

A会場

座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学 口腔外科）

がん薬物療法専門医が考える頭頸部がんの薬物療法
近畿大学医学部内科学講座腫瘍内科部門

ランチョンセミナー 6

4月28日(金)

田中 薫

イーエヌ大塚製薬株式会社

12：20 ～ 13：10

B会場

座長：上山 吉哉（山口大学大学院医学系研究科上皮情報解析医科学講座歯科口腔外科学分野）

C型肝炎と扁平苔癬〜診療戦略と今後の展望
佐賀大学医学部臓器相関情報講座

長尾 由実子

ランチョンセミナー 7
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

4月28日(金)

12：20 ～ 13：10

C会場

（

座長：本多 由武 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
エキスパート・セールス エキスパート・ディテーリング  

）

口腔乾燥症における紅斑性カンジダ症とデンチャーケア
鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科

39

中川 洋一

プログラム

ランチョンセミナー 5

日）

4 月 27 日（木）

一般演題
（４月

一般演題
プログラム

27

4 月 27 日（木） B 会場

9：00 〜 9：40
一般演題
（４月
日）

27

1-B-1

山口大学 大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

弘前大学 大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座

伊藤 良平，他

頬骨骨折治療で使用した薄型フラットタイプ生体吸収性プレートとチタンミニプ
レートの比較検討

香川県立中央病院 歯科口腔外科

助川 信太郎，他

歯科金属アレルギー疑い症例の臨床診断とパッチテスト結果の検討

		

日本歯科大学附属病院口腔アレルギー外来、口腔外科

石垣 佳希，他

入院加療を要した顎口腔領域の感染症の臨床的検討

		

1-B-9

座長：山本 学・柴田 敏之

－特に関節突起部と下顎角部における病態について－

		

1-B-8

その他３

栗原 祐史，他

下顎骨骨折における骨折部位の検討

		

1-B-7

末永 英之，他

昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

14：20 〜 15：20

1-B-6

三島 克章，他

当科における顎矯正手術症例の臨床統計的観察：術中出血に関する分析

		

1-B-5

都倉 尭明，他

上顎骨延長術における術前シミュレーションを基にした上顎骨位置決め法の精度

		

1-B-4

札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

当科における過去 10 年間の口唇・口蓋裂一次症例の臨床統計的検討

		

1-B-3

座長：古郷 幹彦・中村 典史

Hemifacial microsomia 患者における顎顔面形態の定量的分析

		

1-B-2

先天異常・発育異常

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

柴山 知紗，他

下顎骨舌側病変に対する内視鏡を用いた口腔内アプローチの臨床的検討

		

東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

山内 健介，他

1-B-10 当院におけるベニアグラフトとチタンメッシュによる GBR 症例の比較検討
		

日本大学 歯学部 口腔外科学講座

小澤 洋輔，他
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4 月 27 日（木） C 会場

9：00 〜 9：50

当科における転移性骨腫瘍に対する BMA 投与患者の MRONJ 予防の試み

		

東京大学 医学部 口腔外科

北海道がんセンター 歯科口腔外科

秦 浩信，他

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野 古野 翔大，他

当院で骨吸収抑制剤を処方された前立腺癌骨転移症例の検討

		

名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科

9：50 〜 10：40
1-C-6

安部 貴大，他

当院泌尿器科における ARONJ 発症率の調査

		

1-C-5

27

がん患者の ARONJ に対する休薬の意義とリスク関する検討

		

1-C-4

小橋 寛薫，他

当院の骨吸収阻害薬使用における医科歯科連携の現状と課題

		

1-C-3

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室

日）

1-C-2

座長：池邉 哲郎・吉岡 泉

ARONJ ２

早川 泰平，他

座長：喜久田 利弘・北川 善政

経 口 BMA 製剤に起因した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死・骨髄炎（ARONJ）にお
ける stage 1・2 症例の治癒に影響を及ぼす因子について

		

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座

栗原 淳，他

1-C-7

演題取り下げ

1-C-8

滋賀医科大学医学部附属病院歯科口腔外科における ARONJ 患者の臨床統計学的
検討

		

1-C-9

滋賀医科大学附属病院 歯科口腔外科

藤居 孝文，他

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生および治療に関する多施設共同前向き研究

第 1 報 -BRONJ の治療に関して（中間報告）-

		

釧路労災病院 歯科口腔外科

藤盛 真樹，他

1-C-10 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生および治療に関する多施設共同前向き研究
第 2 報 -BP 未使用顎骨壊死に関して（中間報告）-

		

釧路労災病院 歯科口腔外科

藤盛 真樹，他
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一般演題
（４月

1-C-1

ARONJ １

14：20 〜 15：10

症例報告

悪性腫瘍１

座長：近藤 壽郎・桐田 忠昭

1-C-11 初発から 12 年後に癌化した広範囲白板症の１例
一般演題
（４月
日）

27

		

鹿児島大学病院 口腔学顔面センター 口腔外科

柿内 貞作，他

1-C-12 NBI 内視鏡により早期治療が可能であった表在性舌癌の 2 例
		

臨生会 吉田病院 歯科口腔外科

先川 信

1-C-13 鼻唇溝皮弁と赤唇伸展皮弁で再建した上唇悪性腫瘍の１例
		

日本歯科大学 新潟病院 口腔外科

佐藤 洋介，他

1-C-14 下顎歯肉悪性黒色腫の全身転移および脳転移に対し Nivolumab により効果を認
めた一例

		

鳥取県立中央病院 歯科口腔外科

木谷 憲典，他

1-C-15 セツキシマブ併用放射線療法完遂のため予め超選択的動注化学療法を行った上顎
歯肉癌 (stage IVa) の治療例

		

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科

15：10 〜 16：00

症例報告

悪性腫瘍２

村山 敦，他

座長：河野 憲司・川尻 秀一

1-C-16 頬粘膜に発生した粘液腺癌の 1 例
		

刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科

浅井 英明，他

1-C-17 下顎骨への転移が疑われた上顎歯肉腺様嚢胞癌の 1 例
		

東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

横川 美咲，他

1-C-18 腺性歯原性嚢胞を発生母体とした顎骨中心性粘表皮癌の 1 例
		

松山赤十字病院 歯科口腔外科

岩本 和樹，他

1-C-19 下顎歯肉扁平上皮癌が顎下腺転移した 1 例
		

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

川邊 睦記，他

1-C-20 口唇への転移が疑われた下顎歯肉扁平上皮癌の１例
		

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

16：00 〜 17：00

症例報告

悪性腫瘍３

加島 義久，他

座長：鄭 漢忠

1-C-21 急
 性前骨髄球性白血病寛解後に慢性 GVHD を併発した患者に発症した舌癌の一例
		

日本大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野

石原 脩平，他

1-C-22 Werner 症候群患者に発症した口腔扁平上皮癌の 1 例
		

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座
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栗林 伸行，他

1-C-23 二度の腎移植後に発症した舌扁平上皮癌の 1 例
		

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座、岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科

首藤 敦史，他

1-C-24 皮膚筋炎の発症を契機に下顎歯肉癌再発が発見された 1 例
山口大学大学院 医学系研究科 歯科口腔外科学講座

堀永 大樹，他

1-C-25 肺血管周皮腫（孤立性線維性腫瘍）の口腔内転移巣に対し血管塞栓術が著効した
春日井市民病院 歯科口腔外科

近藤 祐太朗，他

1-C-26 HIV 陰 性 患 者 の 口 腔 内 外 に 生 じ た 形 質 芽 細 胞 性 リ ン パ 腫（plasmablastic
lymphoma）の一例

		

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野

17：00 〜 17：40

症例報告

ARONJ

長野 公喜，他

座長：杉山 勝・片岡 竜太

1-C-27 不適合義歯によって生じたと思われる上顎骨 MRONJ の 1 症例
		

大阪医科大学 医学部 感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室 	

松本 佳輔，他

1-C-28 びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対するパミドロネートの治療効果
		

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座

小宮山 悠介，他

1-C-29 前頭部側頭部膿瘍を併発した薬剤関連顎骨壊死の１例
		

石川県立中央病院 歯科口腔外科

高木 純一郎，他

1-C-30 重篤な経過をたどった薬剤関連顎骨壊死の 3 例
		

富山大学医学部附属病院 富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

高市 真由，他

4 月 27 日（木） D 会場

9：00 〜 9：50
1-D-1

日本大学歯学部臨床医学講座

秀 真理子，他

口腔外科手術における周術期抗菌薬の適正使用化とその評価～選択抗菌薬と投与
期間について～

		

1-D-3

座長：砂田 勝久・深山 治久

口腔腫瘍患者の術前術後の細菌叢の検討

		

1-D-2

その他１

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 	

西川 敦，他

口腔外科手術前の不安に関する検討；State-Trait Anxiety Inventory-form X の

状態不安質問項目減数化の特性不安の関連性について

		

福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座、

		

福岡大学 医学部 医学科 麻酔科学講座
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古賀 さよ，他

27

日）

1例

		

一般演題
（４月

		

1-D-4

当科における周術期口腔機能管理実地患者のアンケート調査報告

		

1-D-5
一般演題
（４月
日）

27

稲沢市民病院 歯科口腔外科

佐野 大輔，他

精神科入院患者の口腔状態の実態調査

		

東京女子医科大学 東医療センター 歯科口腔外科、

		

医療法人社団 じうんどう 慈雲堂病院

9：50 〜 10：40
1-D-6

座長：米原 啓之・二川 浩樹

脱水症における口腔粘膜乾燥状態の評価に関する検討

		

1-D-7

その他２

埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室

加古川中央市民病院 歯科口腔外科、

		

神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

高田 直樹，他

口腔と全身に関するコホート研究：岩木健康増進プロジェクト その３ ～一般高

齢住民における口腔内環境と軽度認知機能障害～

		

1-D-9

岩崎 良恵

当科における過去３年間の高齢者全身麻酔下口腔外科手術患者の臨床的検討

		

1-D-8

小野沢 基太郎，他

弘前大学大学院 医学研究科医科学専攻 歯科口腔外科学講座 	

長内 俊之，他

口腔内ウエットシートの有用性の検討

		

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

宮本 祥行，他

1-D-10 特定健診・保健指導への歯科検診導入に関する試験的研究
		

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院

14：20 〜 15：00

悪性腫瘍１

唐澤 今人，他

座長：野口 誠・上山 吉哉

1-D-11 舌扁平上皮癌 T2-4N0 に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法は潜在性頸部
リンパ節転移を制御できるか？

		

横浜市立大学大学院 医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

光藤 健司，他

1-D-12 口腔癌に対する超選択的動注化学療法時における動脈乖離について
		

春日井市民病院 歯科口腔外科

丹下 和久，他

1-D-13 口腔扁平上皮癌における focal adhesion kinase（FAK）及びリン酸化 FAK の
発現と臨床病態に関する研究

		

広島大学病院 口腔再建外科 顎・口腔外科

櫻井 繁，他

1-D-14 早期舌癌における再発予測因子としての Tumor Budding の検討
		

奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座
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山川  延宏，他

15：00 〜 15：50

悪性腫瘍２

座長：佐々木 朗・新崎 章

1-D-15 顎骨疾患の骨シンチグラフィ動態解析による検討
日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座

羽山 和秀，他

1-D-16 小唾液腺癌 45 例の臨床病理学的検討
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

服部 多市，他

1-D-17 免疫細胞化学染色による口腔粘膜病変の検出に関する検討
		

千葉県立保健医療大学 健康科学部 歯科衛生学科

酒巻 裕之，他

1-D-18 口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを使用した口腔粘膜疾患の診断方法
		

東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

大野 啓介，他

1-D-19 病理組織標本作製過程における組織の収縮に関する検討
		

東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

15：50 〜 16：50

悪性腫瘍３

野島 瞳，他

座長：藤内 祝・楠川 仁悟

1-D-20 当科における予防的頸部郭清術に関する後ろ向き検討
		

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

松田 彩，他

1-D-21 高齢者に対する口腔がん治療に関する臨床検討
		

自治医科大学 医学部 歯科口腔外科

小野山 薫，他

1-D-22 当科における腫瘍死症例の臨床的検討
		

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 	

三浦 千佳，他

1-D-23 口腔扁平上皮癌における術後早期（1 年以内）の予後不良例に関する臨床的検討
		

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

正井 友里子，他

1-D-24 口腔癌手術における嚥下改善手術に関する臨床的検討
		

神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野

筧 康正，他

1-D-25 周術期の口腔がん患者における QOL の経時的変化について
		

東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学領域
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青木 隆幸，他
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日）

		

一般演題
（４月

		

4 月 27 日（木） E 会場

9：00 〜 9：40
一般演題
（４月
日）
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1-E-1

悪性腫瘍１

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

OSCC 細胞の浸潤・転移を促進する

宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野、

		

宮崎大学 医学部 機能制御学講座  腫瘍生化学分野

福岡歯科大学 生体構造学分野 病態構造学講座、

		

福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野

影響

高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

9：40 〜 10：20

基礎

悪性腫瘍２

愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

徳善 紀彦，他

制御性 T 細胞集積が顕著な扁平上皮癌モデルでの低濃度 TLR7 アゴニスト投与に
よる癌縮小とチェックポイント阻害との併用効果

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子免疫学分野、

		

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

西井 直人，他

口腔扁平上皮癌において GLI-KRT17 シグナルは腫瘍細胞増殖を促進する

		

1-E-8

座長：山本 哲也・杉浦 剛

よる抗腫瘍効果の検討

		

1-E-7

冨田 理生，他

ヒ ト口腔扁平上皮癌細胞に対する PI3K/mTOR および RAS/MAPK 経路阻害に

		

1-E-6

田中 文恵，他

口腔扁平上皮癌細胞の抗癌剤感受性に対するマクロファージ由来エクソソームの

		

1-E-5

中村 友梨，他

PKM2 は EMT を介した口腔扁平上皮癌の進展に関与する

		

1-E-4

津島 康司，他

OSCC における AIM2 及び IFI16 の高発現は、上皮間葉系移行の誘導を介して

		

1-E-3

座長：進藤 正信・武川 寛樹

口腔扁平上皮癌の浸潤における HDM2 の機能解析

		

1-E-2

基礎

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

三上 友理恵，他

CD44+SSEA4+ 口腔扁平上皮癌細胞におけるオートファジーの活性に関する解析

		

富山大学大学院 医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座
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櫻井 航太郎，他

4 月 27 日（木） F 会場

14：20 〜 15：10

上顎洞内に拡大した埋伏犬歯由来の含歯性嚢胞に対して開窓牽引療法を施行した１例

		

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 歯科口腔外科

三重大学大学院 医学系研究科生命医科学専攻 臨床医学系講座口腔 顎顔面外科学分野

岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座 口腔外科学分野

その他１

座長：中川 種昭・金村 成智

総合大雄会病院 歯科口腔外科

北島 正一朗，他

歯根端切除術困難と判断した根尖病巣に対し意図的再植術を行った 2 例

		

篠ノ井総合病院 歯科口腔外科

上原 忍，他

下顎第二および第三大臼歯の重積状埋伏に対する歯の移植の応用

		

1-F-9

症例報告

山本 信祐，他

根尖方向に移動したと推察される小臼歯残根の１例

		

1-F-8

角田 直子，他

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

15：10 〜 16：00

1-F-7

佐竹 真実，他

上顎洞底挙上術後に生じた surgical ciliated cyst の１例

		

1-F-6

丸川 浩平，他

歯根嚢胞を伴った歯内歯の 1 例

		

1-F-5

27

口底に発生したリンパ上皮性嚢胞の１例

		

1-F-4

中村 友保，他

上顎洞内へ増大した類皮嚢胞の 1 例

		

1-F-3

一宮市立市民病院 歯科口腔外科

日）

1-F-2

座長：朝比奈 泉・濱田 良樹

松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

芳澤 享子，他

High perimandibular approach による下顎骨関節突起骨折の治療経験

		

防衛医科大学校病院 歯科口腔外科

峯村 周，他

1-F-10 上気道狭窄を伴った下顎骨骨折の１例
		

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 外科系医学領域 顎顔面口腔外科学分野

16：00 〜 16：40

症例報告

神経障害

定梶 嶺，他

座長：高田 訓・今村 佳樹

1-F-11 下顎智歯抜歯による舌神経損傷後，8 年の長期放置期間にも拘わらず舌神経修復
術を施行し Neuropathic Pain が著しく軽減した 2 例

		

一般演題
（４月

1-F-1

症例報告 嚢胞

和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

49

上田 眞道，他

1-F-12 中
 枢感作が関与すると考えられた舌の外傷後有痛性三叉神経ニューロパチーの 1 例
		

昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

佐藤 仁，他

1-F-13 下顎智歯抜歯後における舌神経障害術後の主観的評価と客観的評価の検討
一般演題
（４月
日）

27

		

和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

新谷 ゆかり，他

1-F-14 オトガイ部及び下唇知覚異常を契機に発見されたびまん性大細胞型 B 細胞性リン
パ腫（diffuse large B cell lymphoma：DLBCL）の 1 例

		

近畿大学 医学部 奈良病院 歯科口腔外科

16：40 〜 17：30

症例報告

その他２

田中 里枝，他

座長：宮本 洋二・小宮 正道

1-F-15 外科的矯正治療前に先端巨大症を診断し得た 1 例
		

京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔外科分野

懸野 安澄，他

1-F-16 1 型糖尿病を合併した顎変形症患者に対して下顎枝矢状分割法を行った 1 例
		

京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔外科学分野

福原 紫津子，他

1-F-17 抜歯後出血を契機として診断に至った血小板無力症の 1 例
		

旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

岡 久美子，他

1-F-18 頬粘膜下の腫瘤自覚を契機に診断された巨細胞性動脈炎の１例
		

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

谷池 直樹，他

1-F-19 当科での術前精査を契機に発見された乳児自己免疫性好中球減少症の 1 例
		

那須赤十字病院 歯科口腔外科

宮城 徳人，他
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4 月 27 日（木） ポスター会場

13：40 〜 14：00
1-P-1

優秀ポスター

基礎

悪性腫瘍１

放射線療法後の癌微小環境ニッチにおける骨髄細胞の役割

		

横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学、

		

筑波大学医学医療系 顎口腔外科学 	

大久保 牧子，他

ヒト口腔扁平上皮癌細胞 HSC-4 において、TGF- β 1 は BMP-2 により誘導され
た間葉上皮転換を Smad1/5/9 経路の抑制を介して制御する

		

岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

千葉 高大，他

ポスター
（４月

1-P-2

座長：永易 裕樹

1-P-3

PAMAM シリカナノ粒子を用いた口腔扁平上皮癌細胞における近赤外免疫治療法

		

1-P-4

日本歯科大学 生命歯科学講座、日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座 山口 晴香，他

口腔扁平上皮癌細胞における PDE5 の機能解析

		

東京歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

13：40 〜 14：00
1-P-5

日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座

矢野 照雄，他

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野

青田 桂子，他

要である

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野

渕上 貴央，他

チタンアレルギー発症に関与する T 細胞の解明について

		
		

鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座、
（独）国立病院機構 相模原病院 臨床研究センター 診断・治療研究室

13：40 〜 14：00
1-P-9

座長：梅田 正博

エナメル上皮腫細胞における IL-1 α依存性の MMP-9 分泌は腫瘍細胞の浸潤に重

		

1-P-8

その他１

シェーグレン症候群における CXCR3+ マクロファージの動態

		

1-P-7

基礎

ヒト顎関節滑膜細胞の炎症性因子産生に対するフィブロネクチン分解産物の影響

		

1-P-6

優秀ポスター

松本 暢久，他

優秀ポスター

症例報告１

熊谷 賢一，他

座長：住友 伸一郎

下顎枝矢状分割法を応用して切除した下歯槽神経に由来する神経周膜腫の１例

		

国立病院機構東京医療センター 歯科口腔外科

高久 勇一朗，他

1-P-10 口腔粘膜に生じた孤立性神経線維腫の 2 例
		

医療法人社団おおつき会大槻歯科医院、奈良県立医科大学口腔外科学講座
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藤田 宏人，他

日）

27

1-P-11 顎下リンパ節にみられた IgG4 関連リンパ節症の 1 例
		

北海道大学大学院 歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室

宮腰 昌明，他

1-P-12 抗凝固療法の新薬服用患者にて抜歯後出血を来した 2 例
		

長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 顎口腔再生外科学分野

13：40 〜 14：00
ポスター
（４月
日）

27

若手優秀ポスター

基礎

悪性腫瘍

江頭 寿洋，他

座長：栗田 浩

1-P-13 口腔扁平上皮癌細胞株 SAS における EMT と Sphere 形成能との関連についての
検討

		

大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第一教室

藤林 えみ，他

1-P-14 Sphingosine kinase 1 阻害薬 PF-543 による口腔扁平上皮癌細胞に対する細胞
死におけるオートファジーの関与

		

大阪大学大学院 歯学研究科 口腔科学専攻 顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第二教室

亀山 裕泰，他

1-P-15 IGFBP3 は DNA 修復の促進を介して口腔扁平上皮癌に放射線抵抗性を附与する
		

熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野

坂田 純基，他

1-P-16 口腔癌における Cavin-2/caveolin-1 複合体シグナルを介した増殖抑制機構の解明
		

千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学

13：40 〜 14：00

大久保 康彦，他

若手優秀ポスター

その他１

座長：合田 啓之

1-P-17 口腔血管病変に対する Ho:YAG レーザーによる焼灼療法の臨床的検討
		

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座

八木沢 就真，他

1-P-18 口腔腫瘍の診断における 18F-FDG PET/CT 有用性の検討
		

千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座 	

永塚 啓太郎，他

1-P-19 下顎区域切除術後の QOL および機能評価
		

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 	

柴田 真里，他

1-P-20 血友病患者における抜歯後出血の要因に関する検討：後ろ向きコホート研究
		 奈良県立医科大学 口腔外科学講座

13：40 〜 14：00

矢多 佐知子，他

優秀ポスター

基礎

骨

座長：宮崎 隆

1-P-21 ヒト歯嚢由来細胞の石灰化過程における miR-29 の影響
		

日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座
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吉本 秀輔，他

1-P-22 家 兎 上 顎 洞 底 挙 上 術 モ デ ル 適 用 し た hydroxyapatite/collagen composite
material による骨造成の評価

		

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科、

		

長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター

大場 誠悟，他

1-P-23 非焼結炭酸含有アパタイト多孔体と骨髄細胞による実験的骨形成
		

朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野

笠井 唯克，他

胞シート移植効果の検討

		

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座、

		

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

貝淵 信之，他

ポスター
（４月

1-P-24 ビーグル犬を用いたビスフォスフォネートによる顎骨への影響と他家間葉系幹細

日）

27

13：40 〜 14：00

優秀ポスター

その他１

座長：溝口 到

1-P-25 小児の顎顔面骨骨折の傾向と特徴
		

奈良県立医科大学口腔外科学講座

松末 友美子，他

1-P-26 唇顎口蓋裂患者に対する顎矯正手術の術後評価
		

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野 大河内 孝子，他

1-P-27 顎矯正手術後の鼻咽腔気道形態と鼻呼吸機能の変化
		

新潟大学大学院医歯学総合研究科 組織再建口腔外科学分野

浅井 佑介，他

1-P-28 台 湾・Chang Gung 記念病院クラニオフエイシャルセンターにおける臨床留学
の検討

		

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

14：00 〜 14：20

若手優秀ポスター

佐々木 亮，他

基礎

その他１

座長：原田 浩之

1-P-29 選 択的 ROCK 阻害剤の長期安定細胞培養効果における分子生物学的解析とその
応用の可能性

		

千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学講座

澤井 裕貴，他

1-P-30 mRNA 成熟阻害活性を持つ食品由来成分の探索と作用機序の解明
		

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能構造医学専攻感覚器形成医学講座 口腔外科学分野、

		

京都大学大学院生命科学研究科分子応答機構学分野

1-P-31 IgG4 関連疾患の病態形成における Toll 様受容体（TLR）の関与
した Th2 活性化機構ー

		

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野
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倉田 雅志，他

ー TLR7 を介
石黒 乃理子，他

1-P-32 SCF β -TRCP 依存的な FNIP タンパク質の量的制御機構は mTORC シグナル活性を
調節し腫瘍形成を制御する

		

福岡歯科大学医科歯科総合病院 顎・顔面口腔外科学講座、

		

福岡歯科大学 細胞生理学

14：00 〜 14：35
ポスター
（４月
日）

27

永嶌 勝之，他

優秀ポスター

ARONJ

1-P-33 骨吸収抑制薬関連顎顎骨壊死 Stage0 の新規診断法の検討
定量評価および NaF PET の応用 -

		

香川大学医学部歯科口腔外科学講座

座長：佐々木 啓一

- 骨シンチグラフィー
大林 由美子，他

1-P-34 薬 剤関連顎骨壊死・放射線性顎骨壊死における SPECT-CT の画像所見と炎症性
変化に関する病理学的所見の関連性

		

藤田保健衛生大学 医学部 口腔外科

小林 義和，他

1-P-35 抜歯前にすでにＭＲＯＮＪは存在する？－抜歯前のレントゲン所見から－
		

信州大学 医学部 歯科口腔外科学教室

近藤 英司，他

1-P-36 ビスフォスフォネート製剤投与によるびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の治療経験
		

久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

篠崎 勝美，他

1-P-37 NTT 西日本大阪病院歯科口腔外科における薬剤関連顎骨壊死症例の予後に関する
後ろ向き研究

		

NTT 西日本大阪病院 歯科口腔外科

森本 泰成，他

1-P-38 多血小板フィブリンは経口ビスホスホネート製剤内服患者の抜歯窩治癒促進に寄
与する。

		

北海道大学大学院 歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断内科 	

浅香 卓哉，他

1-P-39 ビスフォスフォネート（BPs）製剤服用患者の抜歯における血小板濃縮フィブリ
ン製剤（CGF）の応用についての臨床的検討

		

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科第一教室

14：00 〜 14：20

優秀ポスター

症例報告２

小橋 寛薫，他

座長：土持 眞

1-P-40 口腔がん術後に癌性胸膜炎から急速に DIC をきたした 1 例
		

佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

檀上 敦，他

1-P-41 顎口腔領域にみられた悪性リンパ腫の症例ー画像診断を中心とした症例ー
		

日本大学 歯学部 歯科放射線学講座

荒木 正夫，他

1-P-42 舌がん頸部再発腫瘍による頸動脈洞症候群から失神発作を繰り返した 1 例
		

筑波大学 医学医療系 臨床医学域 顎口腔外科学

54

山縣 憲司，他

1-P-43 臨床的に悪性腫瘍を疑った口蓋壊死性唾液腺化生の 1 例
		

埼玉県立がんセンター 口腔外科

14：00 〜 14：20

八木原 一博，他

若手優秀ポスター

その他２

座長：小林 恒

1-P-44 口腔と全身に関するコホート研究：岩木健康増進プロジェクト その 5 －口腔乾
燥感と主観的な対人関係－

弘前大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座

乾 明成，他

1-P-45 当科における口腔扁平上皮癌症例の 8th TNM 分類を用いた再分類およびその有
用性の評価

27

鹿児島大学病院 口腔外科

松村 吉晃，他

1-P-46 透析患者に生じたアミロイドーシスの一例
		

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

安藤 壽晃，他

1-P-47 奈良県立医科大学附属病院口腔外科における抗菌薬適正使用に関する取組み
		

奈良県立医科大学 口腔外科

14：00 〜 14：20

仲川 雅人，他

優秀ポスター

基礎

悪性腫瘍２

座長：渋谷 恭之

1-P-48 セツキシマブ分子標的化マイクロバブルと超音波を併用した抗癌効果
		

福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座

成平 恭一，他

1-P-49 口腔癌細胞株に対するセレニウム化合物の抗腫瘍効果とその作用機序
		

福島県立医科大学付属病院 歯科口腔外科、

		

東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

遠藤 学，他

1-P-50 口腔扁平上皮癌における間質血管の PDGFR-beta 陽性ペリサイトの分布
		

日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座

飯塚 普子，他

1-P-51 扁平上皮がん細胞株における rBC2LCN レクチン認識糖鎖発現細胞の機能解析
		

広島大学病院 顎 ･ 口腔外科

14：00 〜 14：20

中峠 洋隆，他

優秀ポスター

基礎

その他２

座長：近津 大地

1-P-52 羊膜基質がヒト歯根膜線維芽細胞シートの成長因子産生に与える影響について
		

京都府立医科大学 大学院医学研究科 歯科口腔科学

雨宮 傑，他

1-P-53 癌胎児性抗原 5T4 はマウス味蕾幹細胞の維持を制御している
		

奈良県立医科大学 口腔外科学講座

高橋 佑佳，他

55

日）

		

ポスター
（４月

		

1-P-54 ウマプラセンタによる創傷治癒促進効果とその新規薬剤としての可能性
		

鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

井出 信次，他

1-P-55 完全無血清・フィーダーフリー・ウイルスインテグレーションフリー培養系での
疾患特異的 iPS 細胞（iPSC）の樹立と病態モデル研究

		

ポスター
（４月
日）
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広島大学病院 顎 ･ 口腔外科

14：00 〜 14：20

濱田 充子，他

優秀ポスター

悪性腫瘍

座長：森 良之

1-P-56 超高齢口腔がん患者の臨床病態の検討
		

広島大学病院 顎・口腔外科

松岡 美玲，他

1-P-57 舌白板症と早期舌扁平上皮癌におけるダーモスコピー画像所見
		

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室

岡本 俊宏，他

1-P-58 口腔癌の FMISO-PET で描出された低酸素領域と腫瘍血管密度 (MVD) との関係
		

北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座・口腔診断内科学教室

大賀 則孝，他

1-P-59 頭頚部癌治療における放射線性口腔粘膜炎重篤化予防に対する特製アミノ酸配合
物の有効性

		

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野 宮本 大模，他

14：20 〜 14：40

若手優秀ポスター

基礎

その他２

座長：東 雅之

1-P-60 ヒト外胚葉性間葉系幹細胞から誘導分化させた神経系細胞を用いたパーキンソン
病治療

		

日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座、日本歯科大学 生命歯学部 NDU 生命科学講座、

		

日本歯科大学 新潟生命歯学部 先端研究センター再生医療学

高橋 悠，他

1-P-61 骨再生におけるヒト歯髄幹細胞を用いた 3 次元細胞組織体の作製
		

鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

福島 龍洋，他

1-P-62 多孔膜状疎水化ゼラチン接着膜が創傷治癒過程に与える影響の評価
		

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野 古閑 崇，他

1-P-63 骨微小環境における破骨前駆細胞の分化に伴う細胞運動能の変化
		

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

上田 美帆，他
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14：20 〜 14：40

優秀ポスター

その他２

座長：大林 由美子

1-P-64 閉塞性睡眠時無呼吸に対する睡眠外科治療（Phase1）の気道拡大
		

太田総合病院 太田睡眠科学センター・睡眠外科学センター，

		

日本大学歯学部口腔外科学講座 口腔外科分野

有坂 岳大，他

1-P-65 OA 治療における体位依存性 OSA と非体位依存性 OSA
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

古橋 明文，他

1-P-66 ガム咀嚼下刺激唾液嚥下テスト : ガムテストとの相関についての予備調査
		

奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座

山本 一彦，他

ポスター
（４月

		

日）

27

1-P-67 抜去歯牙におけるヘリコバクター・ピロリ菌の検出と胃腸疾患との関連
		

大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第二教室

14：20 〜 14：40

優秀ポスター

再建

濱田 正和，他

座長：福田 雅幸

1-P-68 透明レジン樹脂３D 模型の応用と有用性～顎口腔領域における腫瘍を模型上で可
視化する～

		

北海道大学 大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔顎顔面外科学教室

格口 渉，他

1-P-69 再建下顎の病的骨折症例に対する難易度の高い下顎再再建術への挑戦
		

自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座

早坂 純一，他

1-P-70 再建用チタンプレートとオーダーメイドチタントレーを併用した下顎骨再建術の
有用性に関する臨床的検討

		

秋田大学 医学部 附属病院 歯科口腔外科

中田 憲，他

1-P-71 FDM 方式 3D プリンタの歯科口腔外科領域への応用と課題
		

東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

14：20 〜 14：40

優秀ポスター

神尾 崇，他

基礎

悪性腫瘍３

座長：野村 武史

1-P-72 HMGB1 を介した癌細胞と知覚神経の相互作用は癌性骨痛を増強する
		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野、

		

インディアナ大学医学部

奥井 達雄，他

1-P-73 口腔扁平上皮癌における tRNA 修飾の網羅的解析（tRNA modomics）及び機能
解析

		

熊本大学大学院 生命科学研究部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野、

		

熊本大学大学院 生命科学研究部 総合医薬科学部門 生態機能病態学講座 分子生理学分野

57

高橋 望，他

1-P-74 早 期舌扁平上皮癌の腫瘍浸潤先端部における Cancer-associated fibroblasts
の発現に関する解析

		

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

奥山 紘平，他

1-P-75 抗がん剤誘発口内炎に対するラットを用いた治療薬の探索
		

ポスター
（４月
日）

27

東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

14：20 〜 14：40

優秀ポスター

林 宰央，他

その他３

座長：別所 和久

1-P-76 肺 MAC 症患者に発生した口内広範囲潰瘍の症例検討
		

明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野 1

森 一将，他

1-P-77 慢性上顎洞炎患者の味覚閾値と鼻閉塞の関連性について
		

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室、

		

済生会松阪総合病院 歯科口腔外科

辻 忠孝，他

1-P-78 Clinical study of patients with maxillary sinus foreign bodies
		

近畿大学 医学部 歯科口腔外科

松永 和秀，他

1-P-79 口腔内における Helicobacter pylori 菌定着部位に関する検討
		

京都府立医科大学 大学院医学研究科 歯科口腔科学

14：20 〜 14：40

優秀ポスター

基礎

岩井 浩明，他

その他３

座長：代田 達夫

1-P-80 16S rRNA を指標とした PCR 法による冠動脈病変部検体からの口腔細菌検出例
の報告

		

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門

宮久保 あや子，他

1-P-81 造血幹細胞移植患者における口腔粘膜障害と口腔細菌叢の関与についての検討
		

東海大学 医学部付属 八王子病院 口腔外科

高橋 美穂，他

1-P-82 脱灰象牙質を用いた骨再生研究～ FIB/SEM トモグラフィー法による移植脱灰象
牙質 - 周囲新生骨界面の３次元的微細構造解析～

		

久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

田上 隆一郎，他

1-P-83 ハニカム TCP を用いた幾何学構造による骨・軟骨組織再生メカニズムの解明
		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野
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高畠 清文，他

14：20 〜 14：40

若手優秀ポスター

基礎

その他３

座長：下山 哲夫

1-P-84 口腔扁平上皮癌細胞由来エクソソームによるがん微小環境制御とリンパ行性転移
の規定

		

九州大学 大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野、

		

福岡大学 薬学部 統合臨床医学講座 免疫・分子治療学分野

森岡 政彦，他

発現量の変化

		

日本歯科大学新潟生命歯学研究科 顎口腔全身関連治療学、

		

日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座

渡辺 紘士，他

効果について

		
		

鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面外科、
（独）国立病院機構 相模原病院 臨床免疫学研究室

松原 陵太，他

1-P-87 メラノサイトとエナメル上皮腫および角化嚢胞性歯原性腫瘍について
		

愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座
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磯村 まどか，他

27

日）

1-P-86 パラジウムアレルギーモデルマウスにおけるフェキソフェナジンの免疫応答抑制

ポスター
（４月

1-P-85 顎下腺主導管長期結紮解除マウスにおける萎縮唾液腺の経時的な cytokeratin5

28

日）

4 月 28 日（金）

一般演題
（４月

一般演題
プログラム

4 月 28 日（金） C 会場

8：30 〜 9：20
2-C-1

討（2015 年 1 月 - 12 月）

一般演題
（４月
日）

28

愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

日本大学 松戸歯学部 口腔病理学講座

北海道がんセンター 歯科口腔外科

悪性腫瘍３

座長：上條 竜太郎

のために～

山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座

石川 恵生，他

口腔扁平上皮癌における DEK 発現の検討

		

岐阜大学大学院 医学系研究科 口腔病態学分野

中島 教行，他

口腔扁平上皮癌における Endothelin axis の病理組織学的検討

		

2-C-9

基礎

高橋 雅幸

唾液中代謝物を測定する際の唾液採取条件に関する研究～口腔癌スクリーニング

		

2-C-8

秦 浩信，他

防衛医科大学校 歯科口腔外科

14：20 〜 15：00

2-C-7

末光 正昌，他

下顎骨慢性骨髄炎 / 骨壊死に対する「骨髄くり貫き術」の臨床的検討

		

2-C-6

西尾 佳朋，他

骨髄炎の新たな評価方法としての骨 SPECT 定量解析ソフト GI-BONE の有用性

		

2-C-5

稲川 元明，他

口腔粘膜擦過細胞診：殊に舌縁部擦過細胞診における深層型扁平上皮細胞について

		

2-C-4

高崎総合医療センター 歯科（歯科麻酔）

OA 治療における AHI と無呼吸持続時間，低呼吸持続時間の変化

		

2-C-3

座長：依田 哲也・高木 律男

高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開始から 7 年目の臨床実績についての検

		

2-C-2

その他４

金沢大学 大学院 医薬保健学総合研究科 外科系医学領域 顎顔面口腔外科学分野

宮澤 広樹，他

ヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する microRNA-892b の増殖抑制効果

		

愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座
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小川 妃弥呼，他

4 月 28 日（金） D 会場

8：30 〜 9：40
2-D-1

English

Session

Chairperson : Tetsu Takahashi, Koji Takahashi

Deguelin Potentiates Apoptotic Activity of An EGFR Inhibitor (AG1478)
in PIK3CA-mutated Oral Squamous Cell Carcinoma

		

Department of General Clinical Medicine, Ohu University School of Dentistry



2-D-2

Yuh Baba，et al.

Copper-transporting p-type ATPase 2 is a cisplatin-based

chemoresistance marker in human oral squamous cell carcinoma
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and

		

Surgery, Graduate School of Dentistry, Tohoku University

2-D-3

Hitoshi Miyashita，et al.

E ffects of mandible repositioning appliances on mislocation of the

		

Division of Oral Rehabilitation Medicine, Department of Special Needs Dentistry, Showa

		

University School of Dentistry, Tokyo, Japan

2-D-4

piezosurgery and an intraoperative RED system

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kochi Health Sciences Center



2-D-5

Koji Takahashi

Endoscopically assisted intraoral LeFort II midfacial advancement using

		

Shingo Hara，et al.

F
 easibility of an Unsintered Hydroxyapatite Particles/Poly-L-Lactide
Composite Sheet for Navigation-Assisted Orbital Fracture Reconstruction

		

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shimane University Faculty of Medicine,

		

Izumo, Japan

		

Maxillofacial Trauma Center, Shimane University Hospital, Izumo, Shimane, Japan



2-D-6

Takahiro Kanno，et al.

T he use of bone scintigraphy in the diagnosis of BRONJ:Dynamic

analysis of technetium-99m HMDP accumulation

		

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, The Nippon Dental University

		

School of Life Dentistry at Niigata

2-D-7

Tsuchimochi Makoto，et al.

A case of refixed the mobilized maxilla caused by fractured plate after
LeFort I osteotomy

		

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Saiseikai Yokohamashi Nanbu Hospital
Noriaki Aoki，et al.

63

28

日）

segmented mandible after mandibulectomy

一般演題
（４月

		

4 月 28 日（金） E 会場

8：30 〜 9：20
2-E-1

一般演題
（４月
日）

28

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔外科学

大阪歯科大学 歯学部 口腔外科学第一講座

基礎

その他２

成瀬 かおり，他

座長：風岡 宜暁・飯野 光喜

三叉神経中脳路核ニューロンの閾値周辺にて活動するナトリウム電流の発達
近畿大学医学部附属病院歯科口腔外科

榎本 明史，他

三次元位置センサおよび小型三軸触覚センサを利用したブラッシング解析

		

東北大学病院 歯科衛生室

宍戸 敦子，他

血管新生因子 CCN2 と血管新生抑制因子 VASH1 の内軟骨性骨化における役割

		

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野、

		

岡山大学 歯学部 先端領域研究センター

2-E-9

加藤 大喜，他

エナメル上皮腫の発育における E､ P-cadherin およびα -catenin の発現の検討

		

2-E-8

笹部 衣里，他

口腔粘膜細胞における核酸の細胞内導入による ZAP の発現

9：20 〜 10：10

2-E-7

金子 純也，他

子の影響

		

2-E-6

池田 浩之，他

口腔粘膜上皮細胞およびマクロファージのインフラマソームに及ぼす金属ナノ粒

		

2-E-5

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

M1 マクロファージ分化誘導モデルにおけるビスフォスフォネートの影響

		

2-E-4

座長：東 みゆき・李 昌一

研究

		

2-E-3

その他１

MRONJ モデルラットを用いた MRONJ への Teriparatide の治療効果に関する

		

2-E-2

基礎

村瀬 友里香，他

ヒト歯髄幹細胞を用いた微細血管網と神経組織を含む 3 次元骨組織の再生

		

日本歯科大学 新潟生命歯学研究科 顎口腔全身関連治療学専攻、

		

日本歯科大学 生命歯学部 NDU 生命科学講座、

		

日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座

渡邊 美穂，他

2-E-10 Cowden 症候群特異的 iPS 細胞の樹立研究
		

広島大学広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学
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大林 史誠，他

10：10 〜 11：00

基礎

その他３

座長：槻木 恵一・本田 雅規

2-E-11 サケ DNA スカフォールドはリン酸輸送体の活性を介して骨形成を促進する
		

福岡歯科大学 顎顔面口腔外科学、福岡歯科大学 再生医学研究センター

勝俣 由里，他

2-E-12 スフィンゴミエリン合成酵素による骨芽細胞の分化制御に関する研究
		

金沢医科大学 顎口腔外科学

松本 剛一，他

2-E-13 Activin-A による破骨細胞分化誘導機構の解明
		

九州歯科大学 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外科

梶田 倫功，他

2-E-14 胎仔マウス顎下腺の分枝形態形成における integrin β 1 subunit の役割
朝日大 歯 口腔外科

足立 圭亮，他

2-E-15 モルモット扁桃体の電気刺激で顎運動を誘発する部位と顎運動の特性
大阪大学 大学院歯学研究科 口腔科学専攻 顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室、

		

大阪大学 大学院歯学研究科 口腔科学専攻 高次脳口腔機能形態学講座口腔解剖学第二教室

14：20 〜 15：00

症例報告

良性腫瘍１

上野 祥夫，他

座長：小林 正治・大木 秀郎

2-E-16 舌根部に発生した巨大血管腫の 1 治験例
		

信州大学 医学部 口腔外科学教室

吉村 伸彦，他

2-E-17 長期経過を有する顎下部脂肪腫の１例
		

福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野

見立 英史，他

2-E-18 右側頬粘膜に発生した限局性アミロイドーシスの一例
		

信州大学 医学部 歯科口腔外科

川本 真貴子，他

2-E-19 下顎枝に発生した骨内脂肪腫の 1 症例
		

六甲アイランド甲南病院 歯科口腔外科

15：00 〜 15：40

症例報告

良性腫瘍２

東郷 由弥子，他

座長：酒巻 裕之・田沼 順一

2-E-20 多数歯の根吸収を伴った腺腫様歯原性腫瘍の 1 例
		

ときわ病院 歯科口腔外科、兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

芝辻 豪士，他

2-E-21 下顎臼歯部から下顎枝にかけて生じたエナメル上皮線維歯牙腫の 1 例
		

自治医科大学 総合医学第 2 講座 附属さいたま医療センター 歯科口腔外科

渡辺 秀紀，他

2-E-22 上唇に発生した疣贅型黄色腫の 1 例
		

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

大西 祐一，他
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28

日）

		

一般演題
（４月

		

2-E-23 口蓋に巨大な神経線維腫を生じた von Recklinghausen 病の 1 例
		

飯田市立病院 歯科口腔外科

15：40 〜 16：30

症例報告

小田切 宏樹，他

唾液腺疾患

座長：森 悦秀

2-E-24 軟口蓋部に発生した sialolipoma の 1 例
		

医療法人社団高邦会高木病院歯科口腔外科、

		

久留米大学医学部歯科口腔医療センター

中村 守厳，他

2-E-25 頬粘膜に発生した多形腺腫の 1 例
		
一般演題
（４月
日）

28

三重大学 大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野

小林 加奈，他

2-E-26 頬粘膜部に発生した筋上皮腫の１例
		

横須賀共済病院 歯科口腔外科

大見 寧，他

2-E-27 当科における唾液腺内視鏡を用いた耳下腺唾石摘出術の検討
		

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

平井 雄三，他

2-E-28 汎下垂体機能低下症患者の顎下腺管を占拠した唾石症の一例
		

社会医療法人宏潤会 大同病院歯科口腔外科

松原 誠，他

4 月 28 日（金） F 会場

14：20 〜 15：20
2-F-1

症例報告

感染・炎症

座長：植野 高章・杉山 芳樹

歯性感染症による顎顔面領域壊死性筋膜炎の消炎手術後の開放創に対し局所陰圧
閉鎖療法を用いた 1 例

		

加古川中央市民病院歯科口腔外科、

		

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野

2-F-2

歯性感染症が原因で膿胸を併発し不慮の転帰となった症例

		

2-F-3

東海大学 医学部付属 八王子病院 口腔外科

唐木田 一成，他

市立宇和島病院 歯科口腔外科

工藤 佑喜，他

消炎中に Crowned dens syndrome を併発した頬部蜂窩織炎の 1 例

		

2-F-6

鶴岡 祥子，他

歯性感染に継発し皮膚壊死を伴った顎下部蜂窩織炎の 1 例

		

2-F-5

佐賀大学 医学部 歯科口腔外科

歯性感染症から継発した顎関節周囲膿瘍の２例

		

2-F-4

柚鳥 宏和，他

高島市民病院 歯科口腔外科

田中 宗亮，他

歯肉アメーバ感染を伴い著明な骨吸収を示した下顎骨骨髄炎の 2 例

		

東北大学 大学院 歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野

66

黒羽根 壮，他

15：20 〜 16：00
2-F-7

座長：奥村 泰彦・小川 尊明

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 歯科口腔外科

鈴木 悠哉，他

顎関節腫瘍を思わせた慢性顎関節骨髄炎の一例

		

2-F-9

その他３

化膿性顎関節炎が疑われた１例

		

2-F-8

症例報告

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 歯科口腔外科

久保寺 翔，他

顎関節強直症を伴った SAPHO 症候群の１例

		

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野

足立 真基，他

2-F-10 Le Fort I 型骨切り術および下顎枝矢状分割法を施行した Marfan 症候群の一例
京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野

症例報告

粘膜疾患

座長：佐野 和生・丸岡 靖史

2-F-11 難治性口内炎を契機に AIDS が判明した 1 例
		

産業医科大学病院 歯科口腔外科

平島 惣一，他

2-F-12 口腔，喉頭病変を併発した形質細胞粘膜炎の 1 例
		

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

佐藤 光一郎，他

2-F-13 慢性関節リウマチ患者に認められたサイトメガロウイルス性舌潰瘍の一例
		

伊勢赤十字病院 歯科口腔外科

岩本 哲也，他

2-F-14 口腔粘膜増殖を初発症状とし、診断に苦慮した sweet 症候群の一例
		

東海大学付属八王子病院口腔外科

鈴木 大貴，他
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28

日）

16：00 〜 16：40

浅井 啓太，他

一般演題
（４月

		

4 月 28 日（金） ポスター会場

14：40 〜 15：05
2-P-1

昭和大学 歯学部 口腔生化学講座、昭和大学 歯学部 歯科補綴学講座

		

鳥取大学 医学部 生命科学科 病態生化学分野

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

ポスター（４月 日）

amplification (LAMP) 法と従来法との感度の比較
日本大学 歯学部 口腔外科学講座 	

症例報告

悪性腫瘍

座長：馬嶋 秀行

高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

仙頭 慎哉，他

HPV 感染陰茎癌を併発した下顎歯肉癌の 1 例

		

名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学

市村 典久，他

同種造血幹細胞移植後に舌扁平上皮癌を生じた１例

		

2-P-9

野口 博康，他

原発性下顎骨内扁平上皮癌の 4 例

		

2-P-8

吉村 くらら，他

細 胞 診 検 体 を 用 い た Candida 属 検 出 に お け る loop-mediated isothermal

14：40 〜 15：10

2-P-7

谷口 奈緒美，他

口腔扁平苔癬の SOCS-1 遺伝子の異常メチル化

		

2-P-6

船登 咲映，他

口腔線維芽細胞に対するビスフォスフォネート製剤の影響について
鳥取大学 医学部 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外科学分野、

2-P-5

石橋 牧子，他

シダーゼに依存した細胞外基質の減少

		

28

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

		

2-P-4

座長：大浦 清

インターロイキン -1 β刺激後の軟骨細胞様 ATDC5 細胞における NADPH オキ

		

2-P-3

その他１

ヒト軟骨細胞における増殖速度と軟骨基質産生能との関連性

		

2-P-2

基礎

慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科

舟山 一成，他

原発性免疫不全症候群患者に発症した硬口蓋進行癌の１例

		

大分大学 医学部 歯科口腔外科

渡邊 啓次朗，他

2-P-10 感染性リンパ節腫脹との鑑別に苦慮した悪性リンパ腫の 1 例
		

新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 組織再建口腔外科学分野

三上 俊彦，他

2-P-11 下顎前歯部に発生した EBV 陽性びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の１例
		

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 歯科口腔外科
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丹保 彩子，他

14：40 〜 15：05

基礎

悪性腫瘍１

座長：一條 秀憲

2-P-12 口腔扁平上皮癌における Neurokinin B の役割の検討
		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科  口腔顎顔面外科学分野

小畑 協一，他

2-P-13 抗ウイルス薬 R848 は悪性黒色腫細胞 B16F10 の骨浸潤を抑制する
		

昭和大学 歯学部 口腔生化学講座、

		

昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 障がい者歯科学部門

馬目 瑶子，他

2-P-14 HGF/c-Met シグナル伝達による口腔扁平上皮癌細胞の細胞遊走の制御について
		

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

安井 大樹，他

2-P-15 口腔悪性黒色腫細胞における phosphodiesterase 2 遺伝子変異と細胞浸潤に関
する基礎的研究

		

三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座口腔・顎顔面外科学分野

村田 琢，他

		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科薬理学分野、

		

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野

難波 友里，他

ポスター（４月 日）

2-P-16 転移性癌細胞クローンの薬剤耐性

28

14：40 〜 15：05

症例報告

補綴・インプラント

座長：内田 大亮

2-P-17 骨造成後の口腔前庭拡張術における 3D プリンタによる圧迫保護ステントの使用
経験

		

東北大学大学院 歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野、

		

東北大学病院 歯科インプラントセンター

片岡 良浩，他

2-P-18 インプラント周囲炎において炭酸ガスレーザーを用いたソフトティッシュマネー
ジメントが奏功した 3 症例

		

神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

山下 淳也，他

2-P-19 水平的骨吸収症例に連通多孔体ハイドロキシアパタイトを用いたスプリットクレ
ストおよび GBR による骨造成術を併用した 1 例

		

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔外科学

佐々木 和起，他

2-P-20 当科において口腔癌術後の顎骨再建症例にインプラントを応用した 3 例
		

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔外科学

水田 邦子，他

2-P-21 Buccal inlay graft を用いた口腔前庭形成術と舌小帯形成術の併用により口底癌
術後の顎堤異常、構音障害を改善した１例

		

大阪歯科大学 口腔外科第一講座

中西 環，他
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14：40 〜 15：00

悪性腫瘍

座長：関谷 秀樹

2-P-22 口腔癌に対する DOC, CDDP, PEP 動注・5-FU 静注化学療法
		

福島県立医科大学 歯科口腔外科

金子 哲治，他

2-P-23 早 期 口 腔 扁 平 上 皮 癌 患 者 に お け る ABCG2、ALDH1、Bmi-1、CD24 お よ び
CD44 発現に関する検討

		

徳島大学大学院 医歯薬研究部 口腔外科学分野

玉谷 哲也，他

2-P-24 口腔扁平上皮癌における腫瘍血管マーカー CXCR7 の発現と臨床病理学的因子と
の比較解析

		

北海道大学 遺伝子病制御研究所 フロンティア研究ユニット 血管生物学研究室、

		

北海道大学 大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室

柳谷 美沙，他

2-P-25 口腔扁平上皮癌センチネルリンパ節生検における偽陰性症例の検討
		
ポスター（４月 日）

28

愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

14：40 〜 15：00

その他１

合田 啓之，他

座長：伊賀 弘起

2-P-26 JA とりで総合医療センター歯科口腔外科における受診患者の動向
		

JA とりで総合医療センター 歯科口腔外科

佐藤 豊

2-P-27 歯ブラシによる舌清掃習慣の普及状況
		

福井大学学術研究院 医学系部門医学領域 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学分野

松田 慎平，他

2-P-28 歯科医師は薬剤費用を考慮すべきか
		

愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

齋藤 拓実，他

2-P-29 咽頭扁桃結石に関する X 線診断学的検討
		

徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 口腔外科学

14：40 〜 15：00

症例報告

良性腫瘍

高橋 章，他

座長：武知 正晃

2-P-30 副顎下腺から発生したと考えられた多形性腺腫の 1 例
		

筑波大学附属病院 歯科口腔外科

内田 文彦，他

2-P-31 口蓋に生じた孤立性神経線維腫の 1 例
		

浜松医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

渡邉 賀子，他

2-P-32 上唇の血管平滑筋腫の 1 例
		

仁厚会病院 口腔外科

丸山 志保，他
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2-P-33 下顎切痕から側頭窩におよぶ軟組織に再発したエナメル上皮腫の１例
		

東京歯科大学 口腔病態外科学講座

14：40 〜 15：10

永井 佐代子，他

感染・炎症

座長：篠原 光代

2-P-34 当院でのゾレドロン酸およびデノスマブ投与患者における MRONJ の臨床的検討
～投与薬剤と MRONJ 発生の評価～

		

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野

清水 志保，他

2-P-35 MRONJ 患者の治療に関する臨床的検討
		

大阪大学 歯学部 歯学研究科 口腔外科学第一教室

笠原 駿，他

2-P-36 当科における薬剤関連顎骨壊死 MRONJ 症例の検討
		

順天堂大学 医学部 歯科口腔外科学研究室

篠原 光代，他

2-P-37 BMA 投与中の骨粗鬆症患者に対する抜歯の臨床的検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

荻本 真美子，他

2-P-38 当院における顎骨骨髄炎外来の現状と役割
		

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

岩田 英治，他

2-P-39 公立陶生病院歯科口腔外科における高気圧酸素療法の臨床的検討
		

公立陶生病院 歯科口腔外科

14：40 〜 15：00

神谷 祐二

口腔機能管理

座長：玄 景華

2-P-40 徳島大学病院緩和ケアセンターにおける口腔機能管理の現況
		

徳島大学病院 口腔管理センター

高野 栄之，他

2-P-41 周術期口腔機能管理における化学療法患者の有害事象に関する検討
		

信州大学 医学部 歯科口腔外科教室

鎌田 孝広，他

2-P-42 当院における化学療法施行患者の口腔粘膜炎に関する検討
		

蒲郡市民病院 歯科口腔外科

山本 翼，他

2-P-43 口腔癌手術患者の高精度体成分分析装置を用いた周術期における短期体組成の変
化に関する検討

		

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座、佐野厚生総合病院 歯科口腔外科
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博多 研文，他

ポスター（４月 日）
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15：10 〜 15：35

基礎

悪性腫瘍２

座長：鵜澤 一弘

2-P-44 ATR 阻害による 5-FU 増感作用の検討
		

奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座

伊藤 宗一郎，他

2-P-45 口腔扁平上皮癌細胞株における NADPH oxidase の関与と AKT シグナル伝達経
路の解析

		

愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

伊藤 邦弘，他

2-P-46 舌扁平上皮癌において高発現している Ezrin と Erk の役割
		

滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

野井 将大，他

2-P-47 口腔扁平上皮癌に対する Midkine 阻害剤 iMDK を用いた腫瘍抑制効果の検討
		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野

増井 正典，他

2-P-48 口腔扁平上皮癌に関与する長鎖非コード RNA の同定
ポスター（４月 日）

28

		

札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

15：10 〜 15：35

発育異常・外傷

西山 廣陽，他

座長：飯田 征二

2-P-49 当科過去 15 年間における顎矯正手術の臨床統計的観察
		

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野 今村 晴幸，他

2-P-50 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科における 10 年間の顎矯正手術症例の臨床
的検討

		

秋田大学 医学部附属病院 歯科口腔外科

高野 裕史，他

2-P-51 骨格性下顎前突症に対する顎矯正手術が気道形態や舌骨の位置に与える影響につ
いての検討

		

鳥取大学 医学部 口腔顎顔面外科学分野

本城 正，他

2-P-52 顎矯正手術後に生じる腫脹の関連因子についての検討
		

山梨大学大学院総合研究部 医学域臨床医学系 歯科口腔外科講座

諸井 明徳，他

2-P-53 当科における過去 8 年間の口腔顎顔面外傷の臨床的検討
		

浦添総合病院歯科口腔外科、琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科

15：10 〜 15：30

その他２

萩原 泉，他

座長：田中 彰

2-P-54 当院における歯科材料アレルギー検査（パッチテスト）施行患者に関する検討
		

九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野
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大澤 賢次，他

2-P-55 下顎智歯抜歯後に生じた下歯槽神経麻痺の臨床的検討
		

名古屋市立大学 大学院 医学研究科 生体機能・構造医学専攻

佐藤 隼，他

2-P-56 当科における 1 年間の下顎智歯抜歯症例の臨床的検討 ～とくに下顎管と接する
症例について～

		

大阪警察病院 歯科口腔外科

石濱 孝二，他

2-P-57 当科における過去 4 年間の歯根嚢胞の臨床的検討
		

大阪歯科大学 口腔外科学第一講座

15：10 〜 15：30

上田 衛，他

症例報告

顎関節・神経障害

座長：上木 耕一郎

2-P-58 顎
 関節に生じた色素性絨毛結節性滑膜炎の１例 A case of pigmented villonodular
synovitis in temporomandibular joint

		

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

望月 敬太，他

		

愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

片山 良子，他

2-P-60 片側性舌下神経麻痺の３例
		

大垣市民病院 歯科口腔外科

柴田 章夫，他

2-P-61 口腔顔面領域の神経障害を伴った好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例
		

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室

15：10 〜 15：30

基礎

富樫 悠，他

その他２

座長：管野 貴浩

2-P-62 口 腔と全身に関するコホート研究：岩木健康増進プロジェクト

その１

Complex 比と糖尿病・腎機能との関係

		

弘前大学 医学部 歯科口腔外科

田村 好拡，他

2-P-63 口腔と全身に関するコホート研究：岩木健康増進プロジェクト
環境と睡眠の関係 -

		

その２－口腔内

弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座

2-P-64 口腔と全身に関するコホート研究：岩木健康増進プロジェクト
者の口腔機能とフレイルの関連性―

		

Red

小山 俊朗，他

その 4

弘前大学 大学院 医学研究科 歯科口腔外科学講座

―高齢
佐竹 杏奈，他

2-P-65 抗 GroEL 特異抗体誘導舌下ワクチンによる歯周病抑制効果の検討
		

日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座
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張 うえか，他

ポスター（４月 日）

2-P-59 顎関節脱臼防止プレートの使用経験：プレートによる骨吸収への対応

28

15：10 〜 15：35

症例報告

その他１

座長：水谷 英樹

2-P-66 上下顎に５歯の埋伏過剰歯を認めた１例
		

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学

近藤 星，他

2-P-67 低フィブリノゲン血症患者の抜歯経験
		

博慈会記念総合病院 歯科口腔外科

坂東 沙奈江，他

2-P-68 歯冠部切除術後のドライソケット症例の対応
		

愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

谷口 真一，他

2-P-69 原始性嚢胞が上顎洞内全体に充満し、摘出により上顎洞の形態が回復した 1 例
		

医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科・歯科口腔外科

山本 亞有美，他

2-P-70 顎骨壊死を伴ったメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例
		
ポスター（４月 日）
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東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科

15：10 〜 15：30

症例報告

その他２

深田 健治，他

座長：濱田 傑

2-P-71 おとがいに生じた鰓嚢胞に対し、嚢胞摘出術とおとがい形成術を同時に施行した
一例

		

JA 尾道総合病院 歯科 口腔外科

伊藤 翼，他

2-P-72 大動脈瘤による慢性 DIC のため止血に難渋した抜歯後出血の 1 例
		

愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

竹本 和香，他

2-P-73 五苓散と加工附子末製剤の併用が奏効した三叉神経痛の 1 例
		

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野

桃田 幸弘，他

2-P-74 炎症性偽腫瘍のステロイド療法について
		

北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教室

15：10 〜 15：30

その他３

長峯 杏介，他

座長：新井 直也

2-P-75 咬合接触の左右差が大きいと、重心動揺は増加するが転倒には関連しない
		

大阪歯科大学附属病院 障がい者歯科

田中 佑人，他

2-P-76 東日本大震災被災者における歯周病と不眠症の関連
		

東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科

土谷 昌広，他

2-P-77 口腔扁平苔癬に対する炭酸ガスレーザー蒸散療法の臨床試験
		

神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野
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八谷 奈苗，他

2-P-78 当科における最近 10 年間の血液培養検査に関する臨床的検討
		

高知大学医学部歯科口腔外科学講座

15：10 〜 15：30

北村 直也，他

唾液腺疾患

座長：坂下 英明

2-P-79 過去 10 年間に当科で治療を行った唾液腺腫瘍の臨床統計学的検討
		

日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座

安藤 花，他

2-P-80 当科における口蓋唾液腺腫瘍の臨床的検討
		

明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野１

藤原 敬子，他

2-P-81 下唇に発生した多形腺腫の 1 例とその発症頻度の文献的検討
		

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 歯科口腔外科

古園 大気，他

2-P-82 悪性腫瘍を疑った口蓋多形腺腫の 1 例
		

明海大学 歯学部 病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第一分野 	

基礎

その他３

座長：日野 聡史

ポスター（４月 日）

15：10 〜 15：30

正木 喜博，他

28

2-P-83 ラット末梢性嚥下障害モデルを用いた乳歯歯髄幹細胞由来成長因子の治療効果の
検討

		

名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学

鶴田 剛士，他

2-P-84 新生仔ラット延髄スライス標本を用いた嚥下活動の電気生理学的および薬理学的
解析

		

大阪大学 大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室

近藤 敬秀，他

2-P-85 粉末食を用いた長期飼育がマウスの糖代謝機構へ及ぼす影響
		

東北大学病院 顎口腔機能治療部

土谷 忍，他

2-P-86 母獣ラットへの亜鉛欠乏飼料給餌が新生仔ラット三叉神経中脳路核ニューロンの
活動特性に与える影響

		

大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室
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山田 早織，他
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指名報告

教育講演

座長：岡本 哲治

Immunotherapy – a new treatment modality for
head and neck cancer
The University of Chicago

Tanguy Y. Seiwert
Immunotherapy, enabling a patient’s own immune system to attack a cancer,
is a novel treatment modality that has shown activity in more than 20 cancer
types. Head and neck cancers show a prominent inflamed phenotype with
tumor infiltrating lymphocytes, and is amenable to immunotherapy.
Specifically, immune checkpoint inhibitors, such as those blocking the
interaction of PD-1 and PD-L1 have shown marked activity in recurrent/
metastatic head and neck cancer, including oral cavity tumors.    Responses
are oftentimes more durable than what is observed with chemotherapy or
targeted therapies, and the impact on survival is pronounced compared to
standard treatments. Combined with a favorable toxicity profile PD-1 agents
have been approved in the US for treatment of head and neck cancer.
This presentation will provide an overview of available clinical data from multiple agents, and outline how
to best use these novel medications, as well as a discuss side effect management, and patient selection/
candidate biomarkers.
Furthermore, while PD-1/PD-L1checkpoint blockade is active in HNC and non-cross-resistant with other
treatment modalities, much remains unknown: I will review strategies and ongoing trials, attempting to
integrate immunotherapy in earlier lines of therapy, including curative intent, and adjuvant therapy. I will
教育講演

specifically review how immunotherapy may be complementary with surgical care, as well as potentially
radiation, and chemo-prevention.
Finally we will look ahead at upcoming second generation combination immunotherapy approaches, with
early data suggesting that continued progress is ahead  for our patients with oral cavity cancers and head
and neck cancers in general.

■ Career Summary
Dr. Seiwert did his medical training at Johannes Gutenberg University, Germany.
He completed two internships and subsequent residency in internal medicine at the University of
Heidelberg, and Duke University, NC in the US.
For his fellowship training Dr. Seiwert worked at the University of Chicago. He was mentored by Dr.
Everett Vokes and Ravi Salgia with a focus on Head and Neck Cancer translational research.
He became Faculty at the University of Chicago in 2006. Dr. Seiwert currently is the Associate Program
Director for the Head and Neck Cancer Program.
He well known for his pioneering work in defining the HPV+ HNC genome, and translational and clinical
work related to Immunobiology, and Immunotherapy in head and neck cancer.
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座長：浜川 裕之

歯科医療における連携と協働
厚生労働省医政局 歯科保健課長

田口 円裕
高齢化の進展などの社会情勢に対応するため、国では「地域包括ケアシステム」
の実現を目指しています。
一方で、歯科疾患構造の変化や治療の高度化に伴い、国民の求める歯科医療
サービスも多様化しています。
このような状況の中で、今後の歯科保健医療提供体制の在り方として、医療
機関完結型の歯科医療から地域完結型の歯科医療への移行や在宅歯科医療を担
う、あるいは多職種との連携ができる、かかりつけ歯科医機能をもった歯科医
師の役割が極めて重要になってきます。また、歯科医療の需要に関しては、健
常者に対する需要は減少し、高齢者に対する需要そのものが増加し、従来の修
復治療や，欠損補綴を中心とした歯の形態回復に主眼をおいた歯科治療から、
いくつかの基礎疾患を持つ高齢者や自立度が低下した高齢者に対する口腔機能の回復に主眼をおいた歯科治
療へパラダイムシフトするものと考えられます。
歯科医療機関の間での連携や医科歯科連携の観点から言えば、周術期の口腔機能管理については、在院日
数の減少等のエビデンスも示されていることから、医科歯科連携とあわせ、病院歯科と歯科診療所との連携
も重要です。この他、入院患者に対する栄養サポートチームへの参画や摂食機能等のアプローチ、さらには、
医療機関や患者の状態に応じ、時間軸に沿った医療機関間の連携や多職種協働が求められています。このよ
うに歯科医療における連携と協働の推進は、周術期口腔機能管理料や栄養サポートチーム加算への歯科医師
連携加算といった診療報酬上の評価の面からも図られています。
今回の講演では、今後の歯科医療に求められる診療の在り方や地域等での役割の再構築などについて、連
携と協働をキーワードに述べてみたいと思います。

■ 略歴
長崎大学歯学部卒業

平成６年４月

厚生省（現厚生労働省）入省

平成24年９月

厚生労働省保険局歯科医療管理官

平成28年４月

厚生労働省医政局歯科保健課長

特別講演

平成元年３月
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座長：藤田 茂之

神経堤細胞は八面六臂
東北大学大学院医学系研究科 発生発達神経科学分野

大隅 典子
神経堤は、ヒトであれば受精後３〜４週目、原腸陥入という現象により中胚
葉が形成される時期、外胚葉の正中部が神経板となり、徐々に巻き上がって神
経管となる頃、表皮外胚葉と神経上皮の境界部に形成される一過性の領域を指
す。神経堤の細胞は脱上皮して神経堤細胞として体内を遊走し、移動先におい
て多様な細胞に分化する。医学の一般常識としては、「神経堤細胞＝末梢神経
系の原基」という捉え方であろうが、顎顔面領域では骨、軟骨、歯牙等、口腔領
域の組織に大きく寄与する。また、下垂体等の内分泌系組織の発生にも関わり、
最終的にその結合組織を派生する。これらの内分泌器官は、遊走した神経堤細
胞からの誘導を受けて発生が進むと考えられている。さらに、神経堤細胞の一
部は発生途中で脳の中に再侵入し、毛細血管の周皮細胞や、オリゴデンドロサ
イトというグリア細胞にも分化する。一方、神経堤細胞の増殖・分化異常は多様な病態をもたらし、神経芽腫、
褐色細胞腫、カルチノイド腫瘍、非クロム親和性傍神経節腫などの腫瘍や、von Recklinghausen症候群、多
発性内分泌腺腫瘍症（Sipple症候群）、De Gorge症候群、CHARGE症候群などに関与する。腫瘍の好発は、神
経堤細胞の増殖性が高く多様な細胞に分化するという、幹細胞としての性質を有することに基づくと考えら
れる。本講演では、このように多彩な役割を果たす神経堤細胞の起源や発生過程について、我々の研究成果
を中心に紹介したい。神経堤細胞の発生に関する本講演が、口腔科学の学徒の皆様のresearch mindを刺激す
るものになれば幸いである。

■ プロフィール
東京医科歯科大学歯学部卒、歯学博士。同大学歯学部助手、国立精神・神経センター神経研究所室長を経て、
1998年より東北大学大学院医学系研究科教授。2006年より東北大学総長特別補佐、2008年に東北大学ディス
ティングイッシュトプロフェッサーの称号授与。2007 〜 2012年、東北大学脳科学グローバルCOE拠点リーダー
特別講演

を務める。
「ナイスステップな研究者2006」に選定。2014年より医学系研究科附属創生応用医学研究センター長。
2015年より新学術領域「多様な＜個性＞を創発する脳システムの統合的理解」の領域代表。
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座長：嶋田 淳

口腔感染制御が医科歯科と社会を結ぶ

〜医科と国民を歯科の理解者とするために〜
にしだわたる糖尿病内科

西田 亙
糖尿病と歯周病の関連性が着目されるようになった背景には、”炎症”という
キーワードが存在します。歯周病は、細菌感染による慢性微小炎症がその本態
ですし、糖尿病もまた脂肪細胞が脂質を貯め込み、局所的な慢性炎症を引き起
こすことが、原因のひとつであると考えられています。歯周病と糖尿病で起き
ている慢性微小炎症は、炎症性ホルモンの分泌を通じて、インスリンが効きに
くい状態をもたらし、結果として血糖値を上昇させます。
この「炎症を通じて歯周病と糖尿病がつながっている」という事実は、一般市
民はもちろん、医科の間でもそれほど認知されていないように感じます。私自身、
７年前に歯科の世界に出会うまでは、口腔内にほとんど興味はなく、口の中を
診察した際に扁桃は観察しても、歯牙や歯肉、歯周組織に関しては全く意識す
ることがありませんでした。”視れども見えず”の状態にあった訳です。
しかし、「口腔は全身の窓である」ことを意識して診察するようになると、実に多くのことが見えて参りま
した。本日の講演では、様々な症例を通して口腔内の炎症、すなわち"口腔感染症"が命に関わるほどの事態
を招いたり、歯周治療による"口腔感染制御"が、インスリンにも勝る劇的な効果を糖尿病治療にもたらし得
ることをご紹介します。
次に、糖尿病と歯周病が持つコインの裏表のような密接な関係を観察していますと、さらに大きな、口腔
感染症を介した口腔と全身の関連が見えてきます。そのひとつが、東日本大震災で世界的に注目されること
になった震災後肺炎であり、もうひとつは産科や内科領域で注目されつつあるFusobacterium感染症です。
歯周病と糖尿病、震災後肺炎、Fusobacterium感染症、この３つの病態を国民はもとより、医科領域の全
職種に正しく伝えることで、歯科医療への理解と支援が、日本全国で醸成されるに違いありません。
特別講演

■ 略歴
にしだわたる糖尿病内科 院長
医学博士, 糖尿病専門医
1988年

愛媛大学医学部卒業

1993年

愛媛大学大学院医学系研究科修了 (医学博士)

1994年

愛媛大学医学部・第二内科 助手

1997年

大阪大学大学院医学系研究科・神経生化学 助手

2002年

愛媛大学医学部附属病院・臨床検査医学(糖尿病内科) 助手

2008年

愛媛大学大学院医学系研究科・分子遺伝制御内科学(糖尿病内科) 特任講師

2012年

にしだわたる糖尿病内科 開院

現在に至る
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特別講演 4

座長：有地 榮一郎

先端蛍光イメージング技術が拓く新たな口腔科学研究
愛媛大学 大学院医学系研究科 分子病態医学講座

今村 健志
最近の急速な技術革新により、生命科学研究は飛躍的に進歩し、さまざまな
生命現象の分子メカニズムが解明された。一方で、まだ未解決な複雑な生命現
象や病態の解明のためには、既存の解析技術だけでは限界があり、新たな先端
技術の導入が必要である。特に、培養細胞を用いたin vitro 解析と動物を用いた

in vivo 解析の結果の違いから、従来の組織を固定する組織・病理学的解析や細
胞をすり潰す生化学的解析のみでは限界があり、動物が生きたままin vivo で、
細胞や分子を解析することが重要かつ必須である。
本講演では、生命科学研究を取り巻く上記の問題点を解決する一つの手段と
して、蛍光技術を駆使した生体イメージング技術について、特にがん研究分野
における我々の最近の知見、特に技術革新と研究の進歩について紹介し、革新
的イメージング技術がもたらす次世代口腔科学研究と未来医療について議論する。
具体的には、蛍光タンパク質の遺伝子を導入したがん細胞とさまざまな近赤外蛍光有機小分子プローブを
用いた担がんマウスにおけるがん新生血管のイメージング、抗VEGF抗体のがん血管新生に対する効果評価
における蛍光生体イメージングの有用性を示す。また、複数の近赤外蛍光有機小分子プローブを用いた、例
えば、血管、プロテアーゼ活性とがん細胞などの多元的蛍光イメージングの例を紹介する。加えて、細胞周
期をイメージングするFucciシステムを用いて、骨に転移したがん細胞の細胞周期のイメージングをおこなっ
た結果を紹介する。
さらに、より生体深部の蛍光イメージングのために我々が開発している新たなイメージング技術、特に非
線形光学を駆使した蛍光観察について、新規補償光学型長波長２光子励起顕微鏡の開発の例を示し、蛍光生
体イメージングの技術革新の現状と今後、さらにその口腔科学研究の可能性について考察する。

■ 略歴
特別講演

1987年

鹿児島大学 医学部 卒業

1987年

鹿児島大学医学部附属病院 医員

1994年

鹿児島大学医学部附属病院 助手

1995年

スウェーデン ルードヴィヒがん研究所 客員研究員

1996年

財
 団法人癌研究会癌研究所生化学部
（1996年、嘱託研究員；1998年、研究員；2000年、主任研究員；2004年 部長）

2010年

愛媛大学大学院医学系研究科分子病態医学講座 教授

2013年

愛媛大学プロテオサイエンスセンター教授

2013年

愛
 媛大学医学部附属病院先端医療創生センターセンター長

現在に至る
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座長：丹沢 秀樹

無血清培養法を用いた細胞内分泌学的研究による顎顔面
口腔疾患の診断・治療法の開発

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 分子口腔医学･顎顔面外科学

岡本 哲治
Dr. Gordon H. Sato は、細胞培養における血清の働きは細胞の恒常性・機能
性の維持に必要なホルモン、増殖因子、接着因子、輸送蛋白、脂質等を提供す
ることである、という仮説に基づき、成分の不明確な血清を、成分の明らかな
ホルモン、増殖因子、接着因子、輸送蛋白、脂質などに置き換え、基礎栄養培
地に添加して用いる無血清培養法を開発し、機能性細胞培養法を確立した。そ
の仮説は彼の研究室でのCetuximab(Erbitux)の開発などで証明された。私は、
彼の研究室にポスドクとして参画して以来、口腔粘膜上皮細胞、口腔扁平上皮
癌細胞(OSCC)、唾液腺正常上皮・腺癌細胞、歯周靭帯細胞、マラッセ上皮細胞、
活性化リンパ球、骨髄幹細胞、ES 細胞及びiPS細胞などの増殖・分化・未分化
性などを維持する種々の無血清培地を開発し、細胞（組織）の機能性維持や悪性化に関わる蛋白因子・細胞増
殖因子・受容体群を細胞内分泌学的に明らかにし、診断・治療に応用して来た。
本宿題報告では、FGF結合蛋白HBp17/FGFBPの発見とその遺伝子構造及び機能同定、VEGF受容体のチロ
シンキナーゼ活性の発見、KGFR/FGFR ２IIIb遺伝子による唾液腺腫瘍の遺伝子治療法の開発、基底細胞母
斑症候群及びOSCCにおけるsonic hedgehog-patchedシグナル異常及びFGFR ３変異、Venous Malformation
におけるAngiopoietin-Tie ２シグナル異常、高い細胞障害活性をもつ活性化リンパ球誘導無血清培地の開発と
その臨床応用、両生類・マウス未分化細胞からの顎顔面軟骨・歯胚誘導、マウス・ヒトES細胞のフィーダー
細胞フリー・無血清培地の開発、フィーダー細胞フリー・ウイルスインテグレーションフリー・完全無血清培
養系での正常・顎顔面口腔疾患からの正常・疾患特異的iPS細胞の樹立と発症機構研究などについて報告する。

■ 略歴
学歴
1980. 3.25 広島大学歯学部歯学科卒業
1980. 4. １ 広島大学大学院歯学研究科 博士課程 入学
1984. 3.26 同上修了、歯学博士（広島大学）

1984. 4. １	広島大学歯学部附属病院医員
（第一口腔外科）
1984. 6.11	同歯学部助手 (W. Alton Jones Cell Science
Center, NY, USA (Dr. Gordon Sato)にて客員
研究員1984.6.26 ～ 1987.6.24)
1988. 5. １	同歯学部附属病院講師 (海外研修:ハノーバー
医科大学顎顔面外科,1992)
1996. 7. １ 同歯学部教授
2002. 4. １	同大学院医歯薬学総合研究科創生医科学専
攻先進医療開発科学講座 分子口腔医学・顎
顔面外科学 教授（歯学部教授併任）
2002. 4. １ 同歯学部附属病院副病院長
2003.10. １ 同医学部・歯学部附属病院副病院長
（研究担当）
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学会及び社会における活動
2003.12
カザフスタン共和国保健功労勲章
2004 〜 09 日本組織培養学会 会長
2007 ～ 09	日本学術振興会学術システム研究センター
専門研究員 (医歯薬学専門調査班)
2010 〜 14	産総研 幹細胞工学研究センター 外部評価
委員長
2012	文科省国際協力推進会議 委員、同南米ワー
キング委員
2014.10.1
日本学術会議 連携会員

宿題報告

職歴

2004. 4. １	同病院主席副病院長 広島大学教育研究評
議会評議員
2007. 4. １ 同大学院医歯薬学総合研究科 研究科長
2009. 4. １	同 理事・副学長（産学官社会連携・広報・
情報政策担当）
2015. 4. １	同大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科
学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学 教授

指名報告

座長：中村 誠司

口腔癌新規治療法の開発 ―微小環境ニッチを標的として―
横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

來生 知
口腔癌の標準治療としては手術が主に行われているが、近年放射線・化学療
法を含めた集学的治療が普及し、機能温存が可能となりつつある。しかしなが
ら局所再発や頸部リンパ節転移が散見され、予後を悪化させることから、治療
後の再発・転移の制御は克服すべき課題である。がん組織はがん細胞とそれ以
外の様々な細胞で構成されており、総称して癌微小環境と呼ばれているが、再
発・転移の際にこれらの微小環境が変化することが近年報告されている。我々
はこれまでに、難治性口腔癌に生じる微小環境変化による再発・転移のメカ
ニズム解明とそれらを標的とする新規治療法の開発を目指し研究を進めてき
た。これまでに、放射線照射に伴い既存血管からの伸展が抑制されると腫瘍内
に低酸素が生じHIF-1の活性化を介してCD11b+単球細胞の腫瘍内への誘導が
生じることを見出した。さらに誘導されたCD11b+単球細胞の分化系の中で、CD11b+F4/80+マクロファー
ジ（tumor-associated macrophage：TAM）と CD11b+Gr-1+骨髄由来抑制細胞（myeloid-derived suppressor
cell：MDSC）の割合が有意に高いことが明らかになった。そして浸潤した単球細胞の一部がM ２マクロファー
ジへ分化し、腫瘍血管の再構築および再発に貢献していることが示唆された。これらの結果より、放射線照
射後の腫瘍再発における微小環境変化の中でCD11b+単球細胞、特にTAM、M ２マクロファージ、MDSCが
照射後再発を制御するためのターゲットになり得ることが考えられた。一方、口腔癌のリンパ節転移におけ
る微小環境変化においてもCD11b+骨髄細胞の誘導が認められており、現在その役割および分子メカニズム、
さらには創薬標的について解析を行っている。

■ 略歴
1995年

日本歯科大学卒業

2002年

横浜市立大学大学院医学研究科修了 博士（医学）

1995年

横浜市立大学医学部附属病院口腔外科研修医・常勤医

2001年

FDA/CBER Visiting Fellow

2006年

Stanford大学放射線腫瘍学部門 研究員

2010年

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 講師

2013年

同准教授

資格・受賞
日本口腔外科専門医、日本がん治療認定医（歯科口腔外科）、国際口腔顎顔面外科専門医等
RRS SIT Award, 横浜医学会研究奨励賞, 日本口腔外科学会優秀口演賞等
指名報告

Editorial Board; New Journal of Science, Advances in Medicine等
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学会賞受賞講演

座長：前田 初彦

食道がんにおける術後合併症と口腔ケアの関係
静岡県立総合病院歯科口腔外科

後藤 明彦
食道がん手術は周術期管理が難しく，術後合併症も多い．特に術後の肺炎は
頻度が高く，予防対策が重要な合併症である．近年，食道がん手術の周術期に
おける口腔ケアによる術後の肺炎予防に関する報告も見られ，当科でも，2009
年より専門的な口腔ケアを導入している．一方，食道がん術後には反回神経麻
痺が出現することがあるため，誤嚥による肺炎リスクとして知られている．
今回，食道癌術後の肺炎発症リスクとしての反回神経麻痺および，口腔ケア
による肺炎予防効果に関して検討を行った．2007年１月から2009年12月までに
当院にて右開胸開腹による食道切除術を行った患者86名（男性77名，女性９名，
平均年齢64.0歳）を対象に，後方視的に有意差検定を行った．
全86例中，口腔ケア未実施群（ケアなし群）は53例，口腔ケア実施群（ケアあり
群）は33例であった．ケアあり群とケアなし群を比較するとケアあり群では33例中２例（6.1％）に，ケアなし
群では53例中８例（15.1％）に肺炎発症を認めた．ケアあり群では肺炎発症頻度が少ない傾向を認めたが，両
群間に有意差は認めなかった（p=0.204）．反回神経麻痺合併（反回神経麻痺＋or－群）と肺炎発症に関しては，
反回神経麻痺＋群は25例中６例に，反回神経麻痺－群は61例中４例に肺炎発症を認め，反回神経麻痺＋群で
有意に肺炎発症頻度が多かった（p=0.022）．また反回神経麻痺＋群のうち，ケアなし群は17例中６例に肺炎を
発症したが，ケアあり群は全８例で肺炎を発症しなかった．両群間に統計学的な有意差は認めなかったが，
術後反回神経麻痺症例のうち，ケアあり群で肺炎発症が少ない傾向を認めた（p=0.054）．
本臨床研究の結果から，食道がん術後に発症する肺炎は，反回神経麻痺症例ではリスクが高まるものの，
口腔ケア介入によりリスク低減に寄与する可能性が示された．

■ 略歴
平成20年３月

愛知学院大学歯学部 卒業

平成20年４月

公立陶生病院歯科口腔外科 臨床研修医

平成22年３月

同上 修了

平成22年４月

愛知学院大学大学院歯学研究科 入学（顎口腔外科学講座所属）

平成26年３月

同上 修了

平成26年４月

静岡県立総合病院歯科口腔外科 副医長

現在に至る
（公社）日本口腔外科学会 認定医

学会賞受賞講演
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座長：前田 初彦

「当科における血管撮影術を用いた鎖骨下静脈への穿刺法」
─血管撮影術を用いた鎖骨下静脈への穿刺法─

春日井市民病院 歯科口腔外科（現所属：愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座）

水野 頌也
口腔領域の疾患，特に口腔癌では，長期間にわたる輸液路の確保が必要なこ
とがあるため中心静脈へのカテーテル留置は必要不可欠な治療手技である．穿
刺静脈としては，大腿静脈では長期間留置における感染の可能性が高いこと，
口腔外科領域では内頸静脈が治療域に含まれることがあるため不適である．そ
のため，われらの領域では，気胸や血胸などの合併症が多いものの，鎖骨下静
脈への穿刺を第一選択となることが多い．
一般的に中心静脈穿刺は超音波ガイド下にて行うことが推奨されているが，
超音波装置操作の経験の浅い者には難しい方法である．
当科では血管撮影技術を応用して鎖骨下静脈への穿刺およびカテーテル挿入
を施行している．方法としては，最初に表在静脈より造影剤を投与することに
より，DSA機能を利用した鎖骨下静脈の血管像を作成し，次に鎖骨下静脈の分布を可視化するために前述の
画像と透視画像を重ね合わせ，いわゆる「マップ画像」を構築する．この「マップ画像」を参照とすることで，
血管走行を二次元的に把握することができるため，穿刺針の深度の調整のみで血管確保が可能となる．故に，
経験の浅い術者でもカテーテルの留置が安全に実施できる方法である．また，必要な際には超音波ガイドの
併用も可能であった．
当科で実施している「マップ画像」を利用した鎖骨下静脈穿刺は，比較的簡便で確実な穿刺法であると考え
られたので報告とした．

■ 略歴
2013年

愛知学院大学 卒業

2013年

春日井市民病院 研修

2015年

愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座 大学院入学

現在に至る

学会賞受賞講演
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シンポジウム１

薬剤関連顎骨壊死と感染性心内膜炎のカッティングエッジ
座長

川又 均
獨協医科大学医学部口腔外科学講座

安藤 智博
東京女子医科大学大学院 歯科口腔外科学分野
現在，
医科歯科の連携すべき事項で最も優先順位の高い問題は，
薬剤誘発顎骨壊死のとらえ方，
感染性心内膜炎の予防に関する事項，抗血栓療法患者に対する歯科外科処置時の対応等ではな
いでしょうか．しかしながらこれらの問題は，歯科と医科で足並みがそろっているとは言い難
いと思います．医科歯科双方で，あるいは共同でガイドラインやポジションペーパーが出され，
何とか共通認識を持とうと取り組んでおりますが，何が真実であるのかが不明なところが多く，
不明点を確認しないまま議論が進んでいるところが問題かもしれません．本シンポジウムでは，
現時点でわかっていること（真実であると認識されていること）とわからないことを確認し合い
（最先端という意味でカッティングエッジ），これらの問題を，歯科医師あるいは医師の視点で
向き合って，basic trust（本質的な信頼関係）に基づいて本音で議論する場（過激にという意味
でカッティングエッジ）にできればと存じます．
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S-1-1

心疾患への口腔疾患の関わり

循環器内科医の立場から

獨協医科大学 心臓・血管内科

豊田 茂
心疾患への口腔疾患の関わりで、最も重要な心疾患として広く認識されてい
るのは感染性心内膜炎である。感染性心内膜炎とは心臓弁膜や心内膜、大血管
内膜に細菌集簇を含む疣腫を形成し、菌血症、血管塞栓、心障害など多彩な臨
床症状を呈する全身性敗血症疾患である。その発症には歯科処置などにより一
過性の菌血症が生じると障害された弁膜・心内膜部位に菌が付着、増殖し疣腫
が形成される。我が国における循環器疾患登録研究の感染性心内膜炎データ
(CADRE-IE)によると、発症前背景因子としてう歯・歯周炎は27％であり、推定
感染経路としての歯科治療は38％と報告されている。日本循環器学会による感
染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドラインにおいて歯科手技に際して、
感染性心内膜炎を引き起こす可能性が高い心疾患では抗菌薬の予防投与を推奨
している。一方欧米では抗菌薬予防投与によるアナフィラキシーショックなどの重篤な有害事象で死亡する
患者が感染性心内膜炎で死亡する患者よりも多かったとする報告をうけ、NICEガイドラインでは術前抗菌薬
投与は推奨しないことが発表された。その後2015年Lancetから、2008年のNICEガイドライン発表後予防的抗
菌薬処方は大きく減少したが、感染性心内膜炎症例数は有意な増加を示したと報告し欧米での抗菌薬の予防
投与の在り方が問われている。
当院では口腔外科による口腔ケアー外来、および多職種による口腔ケアー委員会が定期的に開催され、患
者の様々な情報を共有できる環境にある。感染性心内膜炎の患者が当院に受診した際にはすぐに口腔ケアー
外来にて原因検索を行っていただき、その後のフォローも含めケアーしていただいている。その成果として
当院では感染性心内膜炎の起因菌としての口腔内常在菌は減少している。今回本講演では当院での感染性心
内膜炎の起因菌の変遷、感染性心内膜炎に対する取り組みそして今後の展望につき報告する。

■ 略歴
平成５年

獨協医科大学卒業
獨協医科大学第一内科入局

平成11年

獨協医科大学大学院修了

平成12年

助手

平成18年

講師

平成23年

准教授

現在に至る
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S-1-2

口腔疾患と心疾患のかかわり－歯科医師の立場から
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 全身管理医歯学講座、国立循環器病研究センター 歯科

森本 佳成
近年、医療の中で、歯科による周術期口腔機能管理が定着している。これは、
心臓血管外科手術においても同様であるが、循環器領域では「感染性心内膜炎
（infective endocarditis: IE）」と歯科医療の関連性の問題も存在する。
歯科医師がIEのリスクのある患者に歯科観血的処置を行う場合、循環器医と
相談し、適応があれば抗菌薬（通常よりも多い量）を投与して処置を行うのが通
例である。しかし、IEの予防ガイドラインの記載には国によって差がみられる。
これは、IEの発症に関するエビデンスがなく、菌血症の発症と抗菌薬によるそ
の抑制のデータに基づいているため、その解釈が、各国のエキスパートによっ
て異なることに起因すると考えられる。
アメリカ心臓協会（AHA）は、「歯ブラシ等の日常活動でも菌血症が生じるの
で、歯科処置時のみ抗菌薬を投与するのは意味がなく、IEが発症すると重篤になるhigh risk症例にのみ、歯
科処置時の予防投薬を行う。」（2007年）とした。一方、英国国立医療技術評価機構（NICE）は、「すべての歯科
処置時のルーチンな抗菌薬予防投与は必要ない。」（2008年）とした。その後、両国のIE発症率の調査では、米
国では増加を見ていないのに対し、英国では増加を示す可能性のあるデータが提示され、多くの議論がなさ
れている。日本循環器学会は、比較的多くの疾患を予防投薬の対象にしたガイドラインを提示している（2008
年）。
このようにさまざまな考えがある中で、歯科医師は単に各国のガイドラインを遵守するだけでよいのであ
ろうか。今後、どのような考えに基づいてIE予防を考えればよいのであろうか。また、心臓血管外科手術前
の感染源除去は、どのような基準で行えばよいのであろうか。シンポジウムでは、現在までのエビデンスを
紹介し、これら明快な回答が得られていない問題について、多くの方々と議論したい。

■ 略歴
1986年

福岡県立九州歯科大学 卒業
奈良県立医科大学附属病院 臨床研修医（口腔外科）

1988年

島根医科大学附属病院 医員（麻酔科）

1994年

奈良県立医科大学 助手（口腔外科学）

2002年

大阪大学歯学部附属病院 講師（歯科麻酔科）

2014年

九州大学病院 准教授（特殊歯科総合治療部 全身管理歯科）

2015年

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 教授（全身管理医歯学）

2002年～ 国立循環器病研究センター 非常勤医師（歯科）

学位
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S-1-3

骨粗鬆症治療薬の光と影
鳥取大学医学部 保健学科

萩野 浩
骨粗鬆症治療薬はその作用機序から骨吸収抑制剤と骨形成促進剤に分類され
る。骨吸収抑制剤の中ではビスホスホネート（BP）とデノスマブ（Dmab）が最も
高い骨折抑制効果を有する。そこでこれらの薬剤が国内外で骨粗鬆症治療の第
一選択薬に位置している。BPは投与方法や投与経路も様々な薬剤が開発され有
用性が高まっている。ステロイド性骨粗鬆症、不動性骨粗鬆症、糖尿病に伴う
骨粗鬆症、性ホルモン抑制療法に伴う骨粗鬆症に対するBPの有用性も報告され、
死亡率の改善効果も明らかとなっている。DmabもBPと同様の高い骨折抑制効
果を有する。しかしながらこれらの骨吸収抑制剤は長期間使用における懸念が
議論され、非定型大腿骨骨折（AFF）と顎骨壊死（ONJ）のリスク上昇が問題となっ
ている。日本整形外科学会で実施した全国調査では、AFFの症例数は大腿骨近
位部骨折患者数に比べてその0.4％と極めて低頻度であったが、BP使用例がAFF例全体に占める割合は2014
年発生例では63.8％で、経年的にその割合が上昇していた。骨粗鬆症治療例でのONJ発生率は最近のシステ
マティックレビューでは経口BPで1.04 ～ 69 /10万人・年、静注製剤で０～ 90/ 10万人・年と報告されている。
そこで米国骨代謝学会タスクフォースは５年間以上BPを服薬した症例で骨折が無く、骨密度が上昇して骨折
リスクが低下している例ではBPの休薬が可能であると提案した。しかしながら休薬後に大腿骨近位部骨密度
が３％以上低下する例では骨折発生のリスクが高いことも明らかとなっている。BPやDmab以外の骨吸収抑
制剤ではAFFやONJのリスク上昇は無いが、骨折抑制効果はこれら２剤に劣る。骨形成促進剤ではこれらの
リスクは無いものの投与期間に制限がある。本講演では骨粗鬆症治療薬の臨床的有用性（光）と課題（影）に焦
点を当てる。

■ 略歴
昭和57年３月

鳥取大学医学部医学専門課程卒業

昭和57年５月

鳥取大学医学部附属病院整形外科研修医

昭和63年４月

鳥取大学整形外科助手

平成３年３月

クレイトン大学（米国ネブラスカ州）骨粗鬆症センター留学

平成４年５月

鳥取大学医学部整形外科講師

平成14年４月

鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部助教授（副部長）

平成16年４月

同部 部長

平成20年４月

鳥取大学医学部保健学科 教授（附属病院リハビリテーション部長 併任）
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S-1-4

薬剤関連顎骨壊死の実態

—原因，誘因，治療—

獨協医科大学医学部口腔外科学講座

内田 大亮，川又 均
2003年，Marxらによりビスホスホネート製剤（BPs）による顎骨壊死BRONJが
報告されて以降，デノスマブなどの抗RANKL抗体や血管新生阻害薬などの分
子標的薬でも同様の顎骨壊死を生じることが明らかとなり，米国口腔顎顔面外
科学会 (AAOMS)はこれら一連の顎骨壊死に薬剤関連顎骨壊死 (MRONJ)の名称
を用いることを提唱している．MRONJは発症の頻度は低いが，骨吸収抑制薬
投与により一定の確率で起こりうる有害事象であり，その誘因として，抜歯な
どの侵襲的歯科口腔外科治療や，不良な口腔環境が指摘されている．しかしな
がら，BPs内服患者に対する抜歯時の休薬に関しては明確なエビデンスがなく，
AAOMSのポジションペーパーでも，「４年以上BPsを使用している患者に対し
ては，抜歯前２か月間の休薬が用心深いあるいは賢明な（prudent）やり方と考え
る（considers）」と記述するにとどめている．そのため，口腔環境を悪くしている抜歯適応歯が長期間保存的
に対応されている場合も多く，抜歯後にMRONJが発症したとされる症例でも，すでにMRONJを発症してお
り，抜歯により腐骨が表面に露出してきた症例も少なくないと思われる．すでにMRONJを発症している場合，
可能な限りBPsを休薬することは異論のないところであり，今後は抜歯前にMRONJ発症の有無を見極め，
（１）
MRONJが既に発症していると診断できれば，BPsの積極的（治療的）休薬を含め，抜歯とともにMRONJに対
する外科処置を行う，（２）MRONJの発症はなく，単純にMRONJ発症リスク患者の抜歯であれば，BPsの消
極的（予防的）休薬の可否を診断した上で，発症リスクを下げる最大限の配慮を行って抜歯を行うことが必要
である．いずれの場合も，処方医に安易にBPs等の休薬を依頼するべきではないが，症例と病状により投薬
が必ずしも必要でない場合，あるいは他の治療薬に変更が可能な場合もあり，処方医と綿密な連携を取るこ
とが重要である．

■ 略歴
1995年

徳島大学歯学部卒業，歯科医師免許取得

1999年

徳島大学大学院歯学研究科博士課程修了

1999年

徳島大学分子酵素学研究センター研究機関研究員

2001年

徳島大学歯学部助手（口腔外科学第二講座）

2008年

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部助教（口腔外科学分野）

2014年

獨協医科大学医学部口腔外科学講座准教授

現在に至る

日本口腔外科学会専門医・指導医
日本有病者歯科医療学会認定医・専門医
日本がん治療認定医機構認定がん治療認定医（歯科口腔外科）
臨床研修指導歯科医（厚生労働省）
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シンポジウム２

臨床応用をめざした基礎研究のアプローチ
～医学・歯学・獣医学研究者からの提言～
座長

阪井 丘芳
大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室

飯村 忠浩
愛媛大学大学院医学系研究科 プロテオサイエンスセンター（PROS）
バイオイメージング部門 学術支援センター（ADRES）
・病態機能解析部門
我が国は世界有数の長寿国となったが、健康長寿社会の実現には、病院主体の医療から在宅
医療への転換や、寝たきりや認知症の予防、がんや心臓・脳神経疾患、遺伝疾患、アレルギー・
自己免疫などの慢性疾患に対する新しい早期診断・治療法の開発が必要とされている。これま
で高度に専門化した科学技術を横断的に集約し、各分野との密接な連携体制のもと、革新的な
医療技術を創出することが重要である。
本シンポジウムは、理工医歯薬の研究の場と、医療、介護、健康維持に取り組む現場との
ネットワークにより、健康長寿社会の実現の基盤となる先端科学技術の創出、育成、そして
その応用の拠点を形成するとともに、異分野研究者のネットワークを広げることを目的として
いる。領域を越えた連携研究の手始めとして、歯学領域からは遺伝疾患を含めたCraniofacial
anomaliesに対する取組み、獣医学領域からは脊髄損傷に対する実際の臨床治療、医学領域から
は産学および分野横断連携の取組みと成果について紹介したい。今後の口腔科学研究者へのヒ
ントになれば幸いである。
シンポジウム
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S-2-1

オープニングリマーク
大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室

阪井 丘芳
本シンポジウムでは、「臨床応用をめざした基礎研究のアプローチ」をテーマ
とし、基礎研究をベースに臨床応用をめざして各分野でご活躍中の３人に最前
線の内容をご解説いただくようにお願いしました。
まず座長の阪井がオープニングリマークとして全体の概略を述べ、次に山城
先生には歯学部に勤務する臨床歯科医師の立場からの顎顔面領域の遺伝子疾患
に対する矯正歯科学的なアプローチ、田村先生には実際の再生医療臨床に取り
組む獣医師の立場から基礎研究を踏まえた臨床現場での成果と課題、飯村先生
には歯科医師として医学部で研究に取り組む基礎研究者の立場から産学および
分野横断連携研究の取り組みと成果について、それぞれの視点からご講演をい
ただきます。
これから研究を始めようとする学部学生や大学院生はもちろんのこと、シニアの研究者、指導者にとっても、
有益で新しい視野が広がる内容だと期待しています。すべての内容は基礎研究をベースとして臨床へのアウ
トプットに関わっており、どなたでも聴きやすい内容でこれだけの演者が一度に集まることは滅多にない機
会だと確信しています。是非ご参加くださいますようにお願い申し上げます。

■ 略歴
（略歴）
1991年

徳島大学歯学部 卒業
大阪大学 歯学部附属病院 第一口腔外科 研修医

1994年

大阪警察病院 歯科口腔外科 医員

2000年

米国国立衛生研究所(NIH) 客員博士研究員

2001年

日本学術振興会 海外特別研究員

2004年

大阪大学 歯学部附属病院 口腔外科（制御系）講師

2006年

米国国立衛生研究所(NIH) 客員教授
大阪大学 歯学部附属病院 顎口腔機能治療部 部長
大阪大学 大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室 教授

現在に至る

シンポジウム
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S-2-2

口蓋裂発症の分子機構を解明する新たなアプローチ
大阪大学大学院歯学研究科 顎顔面口腔矯正学教室

山城 隆
口蓋裂は、胎生期において口蓋の突起の癒合不全によって生じる先天性奇形
であり、体表奇形としては最も出生頻度が高い。染色体異常や症候性の場合を
除き、その多くは合併奇形を示さず、複数の遺伝子と環境要因との相互作用で
病態が発現する多因子遺伝子疾患である。遺伝子改変動物の解析や遺伝学的な
研究から、口蓋裂を発症させる原因遺伝子はすでに30以上同定されている。し
かし、口蓋裂は１個の遺伝子異常が直接発病に結び付く単一遺伝子疾患ではな
いため、これだけの疾患感受性遺伝子が同定されたものの、口蓋裂が多因子遺
伝子疾患であることを説明する分子機構は解明されておらず、病態発症の本質
は未解明のままである。特に、様々な誘因因子による生体への影響が蓄積し、
その影響がいかにして病態発症の閾値を超えるのか、その手がかりは未だ得ら
れていない。その克服のためには、様々な因子の相互作用が疾患の感受性を決定する分子機構を理解するこ
とが必須である。さらには、そこで得られた知見をもとに、従来の遺伝子改変動物とは異なる疾患解析モデ
ルを構築する必要がある。
我々は、これまでにRunx1のノックダウンで口蓋裂が生じることを見出した。そして、その下流におけるター
ゲット分子の探索において、これまでに知られていないシグナルパスウェイが関与することを見出している。
また、そのシグナルパスウェイは様々な成長因子のみならず、細胞外刺激等によってもその働きが制御され
ることが知られており、多因子遺伝子疾患の病態発生についての理解が進むことが期待される。さらに、そ
の所見は、次世代の口蓋裂の治療法・予防法としての応用基盤を構築することを目標とする。本セッション
では、そのような臨床応用を目指した基礎研究のアプローチを紹介する。

■ 略歴
1990年

大阪大学歯学部卒業

1995年

大阪大学大学院歯学研究科修了

1997年

岡山大学歯学部附属病院矯正歯科 助手

1998年

岡山大学歯学部歯科矯正学講座 講師

2000年

岡山大学歯学部歯科矯正学講座 助教授

2000年

V
 isiting researcher, Developmental Biology program,
Institute of Biotechnology, University of Helsinki

シンポジウム

2005年

大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室 助教授

2006年

岡山大学大学院医歯薬総合学研究科歯科矯正学分野 教授

2009年

岡山大学病院小児頭蓋顔面形成センター 副センター長

2013年

大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室 教授

2016年

大阪大学歯学部附属病院副病院長

2016年

Fellowship, The Royal College of Surgeons of Edinburgh,
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S-2-3

犬の脊髄疾患に対する再生医療の成果
愛甲石田動物病院 顧問、アニコムホールディングス株式会社 顧問（先進医療研究
開発担当）、倉敷芸術科学大学 生命科学部 前教授

田村 勝利
脊髄損傷は、交通事故や落下事故などの外傷性の外的原因と椎間板ヘルニア
や脊髄腫瘍などの内的原因によって障害が発生する。近年、獣医学領域におい
ては、M.ダックスフント、フレンチブルドックなどの登録犬数の増加に伴い臨
床の現場で椎間板ヘルニア、脊椎不安定症などが原因の脊髄損傷を伴った症例
が多くみられるようになった。それらの中で、胸腰部椎間板ヘルニアハンセン
Ⅰ型に起因する痛覚消失を伴う後肢完全麻痺症例に対する治療は、1950年代よ
り片側椎弓切除術(1952 Hoerlein)、背側椎弓切除術(1951 Greene)などの外科的治
療がおこなわれてきた。これらの術後回復率は33（1991 Butterworth）～ 76％
（1991 Anderson）と報告されており、既存の治療方法での臨床的回復率には限界
があり、約半数の症例では麻痺が改善せずに臨床上の問題となっている。また、
治療を行ったにもかかわらず機能回復に至らなかった症例においては、永続的に麻痺が残り、その後に根治
が期待できる治療法は確立されていない。
我々は、イヌの胸腰部椎間板ヘルニアハンセンⅠ型が原因で痛覚消失を伴う後肢完全麻痺症例に対して片
側椎弓切除術直後に自家骨髄由来細胞移植術を実施したところ歩行回復が良好であった症例を多数認めた。
細胞移植をおこなった症例では、回復時に体性感覚誘発電位の測定が可能になるなど電気生理学的検査にお
ける改善を認め、全症例において有害事象は認められなかった。また、従来の外科的治療後に回復に至らなかっ
た症例に対して自家骨髄由来細胞移植術を行ったところ数症例において運動機能の改善を認めた。
本講演では、従来の治療方法では回復率に限界のあるイヌの胸腰部椎間板ヘルニアに起因した痛覚消失を
伴う後肢完全麻痺症例に対する自家骨髄由来細胞移植術の効果について紹介したい。

■ 略歴
1963年８月

東京都新宿区生まれ新宿育ち（大学卒業まで東京）

獣医大学卒業後、大学院博士課程修了し博士号（獣医学）取得。
学位論文テーマ：犬の骨髄由来細胞を用いた脊髄再生医療の研究
1990年愛甲石田動物病院開業後（神奈川県伊勢原市）、京都大学再生医科学研究所研究員。
その後、倉敷芸術科学大学生命科学部動物生命科学科 再生医療学研究室 教授。
倉敷芸術科学大学生命科学部 退職。

2016年４月

アニコムホールディングス株式会社 顧問

受賞歴
麻布獣医学会学会賞、日本獣医内科学アカデミー学会賞、日本小動物獣医師会学術集会学会賞など
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S-2-4

産学および分野横断連携研究の取り組みと成果
愛媛大学大学院医学系研究科、
プロテオサイエンスセンター（PROS）バイオイメージング部門、
学術支援センター（ADRES）・病態機能解析部門

飯村 忠浩
愛媛大学プロテオサイエンスセンター（Proteo-Science Center (PROS)）は、
タンパク質を基盤とする生命科学研究を推進すると共に，病態解明と診断・治
療技術の開発を目指している。分子レベル、細胞レベル、組織・個体レベルの
３つの研究領域が連携し、その構成員（教官・学生）は、医歯薬理工農等全ての
理系学部出身者からなる学際的研究センターである。私の担当するバイオイメー
ジング部門では、顕微鏡技術を駆使した組織・個体レベルでの研究部門を担っ
ている。
いっぽう、愛媛大学学術支援センター（Advanced Research Support Center
(ADRES)）は、全学組織としての共通機器・研究支援センターである。私の担当
する病態機能解析部門は、旧医学部共通機器センターを源流に持つ部門であり、
分子、細胞、組織・個体レベルでの各種共通解析機器を維持管理し、受託研究も担うことで、医学生物学的
研究を支援している。
また、先端研究・学術推進機構・学術企画室では，学内の共同研究及び学際的研究の活性化、さらには全
学レベルの学術プロジェクトに関する企画立案等を行い，学術研究を推進することを目的とした組織である。
本講演では、愛媛大学での上記のような取り組みを背景とした、本研究グループの成果を報告する。企業
との連携による、「新規顕微鏡の新たな感染症研究展開」、「骨粗鬆症治療薬の育薬研究」、「大学博物館展示」
などについて紹介させて頂く。

■ 略歴
平成３年

北海道大学歯学部歯学科卒業

平成７年

東京医科歯科大学大学院歯学研究科生化学専攻 修了

平成８年

東京医科歯科大学大学院助手（分子発生学分野）

平成12年

マルセイユ発生生物学研究所（フランス共和国）研究員

平成14年

ストワーズ医学研究所（ミズーリ州）研究員・シニア研究員

平成21年

東京医科歯科大学 グローバルCOE特任准教授

平成25年

愛媛大学プロテオサイエンスセンター 准教授

平成27年

愛媛大学 教授

シンポジウム

現職
愛媛大学 先端研究・学術推進機構 教授
プロテオサイエンスセンター (PROS) バイオイメージング部門 部門長
学術支援センター (ADRES) 病態機能解析部門 部門長
学術企画室 副室長
大学院医学系研究科
医学部附属病院 人工関節センター オステオサイエンス部門
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シンポジウム３

みんなで診る！口腔がんの連携医療
座長

太田 嘉英
東海大学医学部外科学系口腔外科学領域

中山 秀樹
熊本大学医学部附属病院 歯科口腔外科
口腔は、独特の解剖学的・生理学的な特徴を有する臓器であることから、口腔がんの治療に
当たっては、整容面や機能面に配慮した高い専門性が要求される。一方、他のがんと同様に患
者の病態を全身的な視点で捉え、心身両面に対する全人的な治療を要するのは言うまでもない。
そのためには、腫瘍の状態に加え、患者の背景や主訴を踏まえた上で治療方針を決定し、関連
科と適切に連携医療を推進していく必要がある。
今回、口腔癌治療の連携医療に欠かせない多職種の方々にシンポジストをお願いした。いず
れも現場の第一線で活躍中であり、その道のエキスパートである。
職種や立場は異なっていても、
患者の幸せを願う気持ちは共通している。各シンポジストには、それぞれの立場から、現在の
口腔癌治療における臨床上の疑問点や問題点、そして今後解決すべき課題についてご報告いた
だく。また、現在行っている工夫や取り組みについてもご紹介頂くようお願いした。今回のシ
ンポジウムでは、立場や視点の異なる多職種の意見に耳を傾けることによって、口腔癌治療に
おける問題意識を共有し、口腔癌患者に対し理想の連携医療を提供する上での足がかりとなる
ことを期待したい。

シンポジウム
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S-3-1

口腔癌検診を行う口腔外科医の立場から

	～東京歯科大学における口腔がん検診の取り組み～
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

森川 貴迪
わが国における口腔がんの罹患は、増加傾向にある。口腔は、視診・触診が
比較的容易な臓器であるのに関わらず、早期発見は十分でないのが現状である。
早急な口腔がん対策が必要と考えられる。本学では各地域と連携し、1992年よ
り口腔がん検診を行ってきた。本発表では、これまでの口腔がん検診の取り組
みと成果、今後の展望について報告する。
【これまでの取り組みと成果】1992年から2016年までの25年間に本学と連携し
て行った口腔がん集団検診では17545人が受診した。男女比は１：３で、口腔が
ん発見率は0.12%、要精密検査率4.58%、OPMD発見率は2.51%であった。他臓
器集団５大がん検診と比較し遜色ない成績である。その結果、行政のサポート
を受け、千葉市では2006年より個別検診を開始し、10年間で3807人が受診した。
男女比は１：２で、口腔がん発見率は0.16%、要精密検査率1.71%、OPMD発見率は5.54%であった。集団検診
と比較しても良好な成績であり、個別検診は有効と考えられ、一部の地域では５大がん検診と同列で標榜さ
れている。個別検診では一般歯科医師が中心となるため、そのサポート体制として、講習会やより低侵襲な
蛍光光学機器の開発、バーチャル型検診システムの構築を行ってきた。2012年より一般歯科医師がチェアサ
イドで情報を入力し、web上で口腔外科専門医の意見を得られる口腔がんナビシステムを開始し、現在までに、
全国17都府県で558名が参加し、489件の相談を受けた。男女比は１：１、口腔がん疑いが4.29%、OPMD疑い
が17.18%であった。
【今後の展望】口腔がん検診の成果は向上している。ハイリスク群への対応が今後の課題である。次世代型
口腔がん検診システムの構築に向けて、より簡便なデバイスの適応と蛍光光学機器の応用、国民への啓発活
動などを検討している。
今後、地域医療包括ケアのために歯科医師の役割は重要になる。歯科医療の向上、病診連携を構築し、さ
らなる地域の健康維持・増進のため、口腔がん検診事業を推進していく予定である。

■ 略歴
福島県出身
所属機関及び現職名：東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 助教
学 歴
平成20年３月
平成20年４月
平成21年４月
平成21年11月

シンポジウム

平成24年４月
平成25年３月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年４月

東京歯科大学卒業
東京歯科大学千葉病院 臨床研修歯科医
東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）入学
放射線医学総合研究所 病院治療課 頭頸部勤務
（平成24年３月まで）
放射線医学総合研究所 病院治療課 頭頸部 学
術研究員
（平成27年３月まで）
東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）修了
東京歯科大学 口腔外科学講座 レジデント
（平成27年３月まで）
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 助教
現在に至る
国立研究開発法人放射線医学総合研究所 協力研究員
現在に至る
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所属学会および役職
東京歯科大学学会会員、日本口腔外科学会会員、日本頭頸部癌学会
会員、日本口腔腫瘍学会会員、日本癌治療学会会員、日本放射線腫
瘍学会会員、日本口腔科学会、サイトオンコロジー学会会員など。
日本口腔外科学会認定医。
著者
口腔外科ハンドマニュアル’16（分担執筆）
研究テーマ
口腔癌の臨床病態の解析、光学機器による口腔癌の解析、MRONJ
の臨床病態解析など。
受賞歴
第32回歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い 優秀演
題賞
ANTICANCER RESEARCH for Exceptional Quality Paper
"Radiation-induced Parotid Gland Atrophy in Patients with Head
and Neck Cancer After Carbon-ion Radiotherapy"

シンポジウム３『みんなで診る！口腔がんの連携医療』

S-3-2

頭頸部外科医の立場から
愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

鵜久森 徹
口腔癌の治療は依然として外科的切除が主体である。進行例では広範切除と
再建術が適応となり、その場合、術後創感染のリスクが増大し、また術後嚥下
障害が程度の差はあれ必発である。
この状況に対して我々は多職種の能力を集め対応している。 まず我々は口腔
癌治療の第一歩として「口腔ケア」をおいている。入院が決定された時点で歯科
口腔外科に口腔ケアの依頼を出すようにしている。この指示は治療の流れに組
み込まれており、歯科口腔外科の理解もあり看護師からの直接依頼も受けてい
ただけるようになっている。続いて「術前の嚥下評価」である。治療対象が高齢
者であった場合、生理的加齢変化や認知機能の低下により摂食・嚥下障害の問
題が既に存在する可能性もある。それらを含めた嚥下機能を嚥下専門医と頭頸
部外科医とが術前にディスカッションを行う。実際に手術を行う切除担当医の役割は「機能温存切除」である。
十分な安全域をとっての切除は必須であるが、臓器を可能な限り温存していくこと、低侵襲なアプローチで
切除を行うことが重要となる。当院では形成外科に再建を依頼しているが「嚥下機能温存術と機能的再建」は
形成外科の協力が必要である。術前に切除範囲の設定と再建材料の選択とボリュームなどをディスカッショ
ンし術中も状況を見ながら皮弁の増減についてすり合わせを行う。術後創が落ち着いたら術後の嚥下機能を
嚥下専門医が行いその結果を元に言語聴覚士と共に嚥下リハビリの計画を設定し、「嚥下リハビリ」を行なっ
ている。言語聴覚士も毎週耳鼻咽喉科のカンファレンスに出席し、患者の１週間の状況をプレゼンして情報
を共有化している。
このように我々は口腔癌治療に対して対応しているが、施設によってシステムの違いがあるのは現実であ
る。しかし、口腔癌治療を扱う以上常により良い状況を得られるように施設内の資産をフルに活用し最善の
結果を得るように努力して行く必要があると考える。

■ 略歴
愛媛大学医学部医学科 卒業

平成８年

愛媛大学医学部附属病院 研修医

平成９年

松山赤十字病院 医員

平成10年

愛媛大学医学部附属病院 助手

平成11年

国立がんセンター東病院 レジデント

平成14年

静岡県立静岡がんセンター 頭頸科副医長

平成16年

国立がんセンター東病院 外来部頭頸科医師

平成20年

愛媛大学医学部附属病院 助教

平成21年

愛媛大学医学部耳鼻咽喉科 特任講師

平成26年

愛媛大学医学部耳鼻咽喉科 講師

平成27年

愛媛大学医学部耳鼻咽喉科 准教授
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S-3-3

がん薬物療法専門医の立場から
東海大学医学部内科学系 血液・腫瘍内科

白杉 由香理
日本のがん診療においては，長らく，臓器別講座制度の流れを汲んで，がん
の発生臓器に関連する診療科での薬物療法が行われてきました．しかし，臨床
腫瘍学の大幅な進歩に伴って，臓器単位ではなく横断的ながん薬物療法の知識
を持って，全人的な診療に従事できる専門医の育成が求められるようになりま
した．このような背景の中で，日本臨床腫瘍学会（JSMO）は，2002年より臨床腫
瘍専門医の養成と認定を目指す活動を開始し，2006年には46名のI期合格者の認
定が行われました．2017年３月現在，認定者数は1,103名まで増加し，がん診療
連携拠点病院，大学病院，がんセンターなどの施設で，がん診療の実践にあたっ
ています．JSMOのホームページには，求められる専門医像として，実臨床への
従事にとどまらず，がん治療についてのコンサルテーションやセカンドオピニ
オンに適切に対応すること，また診療科・職種横断的チームの中でリーダーシップを発揮することなどが謳
われており，がん薬物療法専門医とは，まさに本日のテーマである連携医療において，院内・院外におけるコー
ディネーターとして働くための医師集団でもあります．
本日はJSMOのがん薬物療法専門医制度についての概略と，当院における取り組みについて簡単にご紹介
させていただくとともに，これからの口腔がんの連携医療において担うべき役割について，ご一緒に考えて
参りたいと思います．

■ 略歴
1990年

東海大学医学部医学科２年次学士入学

1993-94年 C haring Cross and Westminster Medical School, London University (現Imperial College
London) 交換留学
1995年

東海大学医学部医学科卒業

1995年

川崎市立川崎病院 初期研修医

1997年

社会保険中央総合病院 内科後期研修医

1999年

東海大学医学部内科学血液内科 臨床助手

2002年

東海大学医学部内科学血液腫瘍内科学 助手

2008年

東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科学 専任講師

2011年

東海大学医学部附属病院臨床研修部次長

2014年

東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科学 准教授，同附属病院化学療法室室長
現在に至る
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S-3-4	東京医科歯科大学歯学部附属病院における口腔がん診療
連携の現状

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

鵜澤 成一
がん診療における多職種連携の重要性は広く認知されてきているが、連携の
質や形は、各施設で様々であり、いろいろな課題も明らかになってきている。
今回、本シンポジウムを通じて、本学歯学部附属病院における口腔がん診療連
携の現状を振り返るとともに、課題について考察してゆきたい。本学歯学部附
属病院における口腔がん診療に関わる診療科としては、口腔外科（顎顔面外科、
顎口腔外科）、歯科麻酔科、歯科放射線科、顎義歯外来、インプラント外来、摂
食嚥下リハビリテーション外来、口腔ケア外来、言語治療外来、看護部、薬剤部、
検査部などである。さらに、医科からは、放射線治療科、形成外科などが挙げ
られる。現在行われている情報共有の場としては、毎週１回口腔がん関連各科、
部門により、口腔がん新患と次週のがん関連手術の紹介が行われている。また、
ほぼ月に１回、口腔外科２科、歯科放射線科、口腔病理の参加により臨床病理症例検討会（CPC）が行なわれ、
興味深い症例について、討議している。さらに、月１回、口腔外科、インプラント科、顎義歯外来の３科に
て、広域顎骨支持型補綴装置に関する検討会が行なわれている。このような形で情報共有は進んできているが、
症例ごとの細かな検討課題については、各担当間の相談で決定され、それでどうだったか？すなわちフィー
ドバックの共有化ができていない。また、各職域間で、どこまで担当してゆくのか、明確になっていないこ
ともある。今後、質の高い機能的連携のためには、情報共有が最も重要であるとともに、どれだけ相手を信
頼し、任せきれるかということ、また、連携の質を高めるためには、フィードバックの共有化が重要である
と考える。

■ 略歴
1992年３月

東京医科歯科大学歯学部 卒業

1992年３月

東京医科歯科大学大学院歯学研究科 口腔外科学専攻 入学

1996年３月

同 修了

1996年４月

癌研究会附属病院 頭頸科

1997年４月

東京医科歯科大学歯学部附属病院 医員

2002年７月

東
 京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 助教

2009年４月

東京医科歯科大学歯学部附属病院 口腔外科外来 講師

現在に至る
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S-3-5

医学部附属病院歯科口腔外科医の立場から
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

山下 善弘
私は平成25年７月に本大学に赴任しましたが赴任当初では口腔がん治療の多
くを占める手術、化学療法（動注は放射線科にて施行）は当科単独にて全て行なっ
ていました。手術療法では切除および遊離組織移植を用いた軟、硬性再建も全
て当科単独にて行っていました。その後私が教授に就任した平成27年４月より
院内の頭頸部がんに携わる全ての診療科と協議し、２週間に１度の頭頸部がん
カンファレンスを当院耳鼻咽喉・頭頸部外科と当科を主体として、放射線診断科、
放射線治療科、病理診断科などが加わり行うこととした。また、平成27年６月
より当大学病院外科学講座に診療科として形成外科が開設されたのに伴い頭頸
部がんカンファレンスにもメンバーに加わりました。
現在、当科での口腔がんの手術療法では主に耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成
外科との連携があります。頭頸科との連携では舌がん等においての後方進展例の舌根喉頭摘出や上顎がん等
における上方進展例においての頭蓋底手術あるいは脳神経外科を含めた頭蓋内外のアプローチなどの手術協
力連携が挙げられます。また、多領域からの口腔領域への転移例では他科の切除と同時に当科での口腔領域
の切除、再建も同時に行っている。また、現在では形成外科と合同にて口腔がん切除後の骨、軟組織再建を行っ
ている。
化学療法では動注化学療法においては放射線科にて行い、また、外来化学療法室との連携にて安全な化学
療法の施行が行えるように勤めています。
その他、ICU、脳神経外科、心臓血管循環器外科、内科、緩和ケア診療科など多くの診療科と連携を行い現
在は口腔がんの治療を行っておりその概要について報告する。

■ 略歴
1993. 3. 21

九州歯科大学 歯学部 歯学科卒業

1993. 4. １～ 2005. 4. 30   九州歯科大学 口腔顎顔面外科学講座
生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科） 助手
2002. 4. １～ 2003. 4. 30   オーストリア共和国 グラーツ大学
口腔顎顔面外科学講座 留学
2005. 5. １～	

九州歯科大学 口腔顎顔面外科学講座
生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科） 講師

2008. 7. １～	

九州歯科大学 口腔顎顔面外科学講座
生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科） 准教授

シンポジウム

2011. 9. １～	

福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座
口腔腫瘍学分野 准教授

2013. 7. 16 〜

宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 准教授

2015. 4. １〜

宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 教授
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S-3-6

がんセンター口腔腫瘍外科医の立場から
北海道がんセンター口腔腫瘍外科

上田 倫弘
各都道府県では、がんの診療、研究、臨床医育成を目的にがんセンターが設
立されている。特に難治性のがんや希少がんなどに対応できるよう集学的な治
療が可能な体制が整備されている。北海道がんセンターは北海道道内に20施設
ある「がん診療拠点病院」の中で、中心的役割を担う都道府県がん診療連携拠点
病院である。28科460床を有し、呼吸器センター、悪性骨軟部腫瘍に対応するサ
ルコーマセンター、高度先端内視鏡センター、緩和ケアセンターやなど診療科
の枠を超えた治療を実践し、感染症内科も開設され安全管理も徹底している。
年間3000例超の手術を実施し、放射線治療ではリニアック３台、遠隔操作式小
線源後充填照射装置（RALS）１台、低線量率密封小線源治療病床を創部し放射線
治療を行っている。さらに地位域連携室、癌相談サポートセンターなど治療中、
治療後の患者を支える体制も整備されている。平成28年７月から院内標榜科として口腔腫瘍外科を開設した。
がん患者の支持療法（特に周術期口腔管理）を行う歯科口腔外科とは別に口腔がん治療を主たる目的としてい
る。開設から平成29年２月までの８ヶ月の間に当科を初診し診断治療を行っている口腔領域の悪性腫瘍患者
は 41例で、内訳は病期III、IVの進行21例、再発癌５例であった。化学療法の施行は12例、外科的切除は25
例で頸部郭清は15側に施行。再建手術例は14例（遊離皮弁13例、有茎皮弁１例）に行った。放射線治療は３例で、
CRTが２例、内１例は超選択動注化学療法併用であった。開設から日も浅く、治療成績を報告するには至ら
ないが、開設時に自身で決めたスローガン「標準治療で治るがんはさらに良好な結果に、標準治療では対応不
能ながんに対してもベストな治療を行う。」に則してどのように診療を行っているのか報告するとともに当セ
ンターでの他業種の連携について紹介する。

■ 略歴
1992年３月

北海道大学歯学部卒業

同年 ４月

北海道大学歯学部口腔外科学第二講座

1994年４月

岩見沢労災病院 歯科口腔外科 勤務

1994年10月

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科 勤務

2007年

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科副部長，頭頸科副部長併任

2008年

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科部長，頭頸科部長併任

2013年

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科主任部長

2016年７月

北海道がんセンター 口腔腫瘍外科 医長

日本口腔外科学会指導医･専門医
日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医・評議員
日本がん治療認定医機構暫定教育医・がん治療認定医
日本頭頸部癌学会評議員
AOCMF JAPAN Delegates
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S-3-7	
「がんを告知するときから終末期まで地域や在宅医療も含め
たチーム医療」～当院歯科口腔外科外来での取り組み～
熊本大学医学部附属病院 がん看護専門看護師

安達 美樹
超高齢化、不安定な社会・経済情勢という問題を抱え、我々医療従事者は複
雑な背景をもつがん患者に関わる機会が増え、多職種との連携は不可欠である。
当院歯科口腔外科では、口腔がん告知の時点から外来看護師、がん看護専門
看護師、ソーシャルワーカーが同席し、患者および家族の様々な不安や疑問、
社会的背景などアセスメントを行っている。加えて、治療終了後も継続したケ
アが提供できるよう、病棟と連携し患者や家庭環境の情報共有を行い、必要時
に速やかに在宅医療や緩和医療の導入を多職種と検討するシステムも構築して
きた。
現在、がん看護専門看護師として多くの告知の場面や相談に対応し、主に２
つのことを意識して患者、家族、チームの医療者に関わっている。
１つ目は「多職種が円滑に機能できるような調整」である。口腔がんはその希少性から、患者・家族はもち
ろん医療従事者や介護従事者に対しても疾患や治療に伴う合併症に対する理解は難しい。また、口腔がん治
療後の身体的・精神的変化に対する患者の思いをくみ取ることが困難と感じている医療従事者も多い。がん
看護専門看護師として、がん治療の早期から多職種と疾患の理解や病状も含め情報交換を行い、各職種が専
門性を十分に発揮できるような職種間連携の調整を目指している。２つ目はがんの告知から終末期まで様々
な局面の患者、家族の「意思決定支援」である。熊本地震の影響で気持ちが落ち込み手術をやめたいと話す患
者と家族、仕事や家庭での役割が大きい40 ～ 50代患者の治療の選択や継続の迷い、高齢者の治療の選択、終
末期の気管切開やDNARを考えることが難しい患者、このような患者や家族に対して、私たち医療者は「共に
考える姿勢」を大切に関わってきた。
今回、がん看護専門看護師として当院歯科口腔外科で経験してきた事例を取り上げ、明日からの口腔がん
に必要な多職種連携の在り方について会場の皆様と共に考えていきたい。

■ 略歴
2001年

熊本大学医学部附属病院勤務

2011年

熊本大学医学部附属病院退職

2011年

兵庫県立大学看護学部・看護学研究科がん看護学（高度実践看護コース）入学

2013年

兵庫県立大学看護学部・看護学研究科がん看護学（高度実践看護コース）卒業

2013年

熊本大学医学部附属病院勤務

2015年

熊本大学医学部附属病院 がん相談支援センター、緩和ケアチーム所属
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S-3-8

歯科衛生士の立場から
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 歯科

大西 淑美
口腔がんの治療には、手術療法、化学療法、放射線療法があり、単独から併
用療法までさまざまであるが、いずれの場合においても口腔支持療法としての
口腔機能管理は重要である。
特に同時併用化学放射線療法（以下CCRT）を行う際には、口腔有害事象が問
題となる。さらに術後補助療法としてCCRTを行う場合には、形態異常、機能
障害、自浄作用の低下、セルフケア困難が加わり、口腔有害事象は重症化しや
すい状況となる。中でも重症口腔粘膜炎は、口内疼痛、口腔乾燥、会話や経口
摂取の困難など負の連鎖に陥りやすく、口腔細菌叢の変化、感染巣となる危険
性もある。さらに、治療計画の遂行や抗がん剤投与量に影響すると、治療効果
の減弱につながりうる。
大阪国際がんセンター（旧大阪府立成人病センター）では、2014年度から歯科とオーラルケアチーム、病棟
看護師がそれぞれの専門性を活かした介入を行うことにより口腔がん治療の支援を行っている。
歯科は治療前に口腔環境を整え、治療中の定期診察とセルフケア指導、ケア実施を担当している。歯科衛
生士は治療の進行に合わせて苦痛を伴わない手技でセルフケア不足部分を代償し、可能なセルフケア方法を
指導する。また、がん治療中の患者の口腔状況のみならず、全身状態や心理状況に配慮しながら歯科受診が
負担にならないように多職種と協働し、口腔環境を整えるという重要な役割を担っている。具体的には、週
１回のオーラルケアチーム回診では、チームメンバーと口腔アセスメントを行い、病棟看護師との連携により、
薬剤の提案や、セルフケア支援、さらに必要に応じて歯科診察予約を早める提案などを担当している。
口腔がん治療の際のCCRTにおいて、口腔粘膜炎の発症を防止することは不可能であるが、適切な口腔支
持療法により重症化の予防と早期回復が期待できる。今回、当院の口腔がん治療における多職種連携につい
て報告する。

■ 略歴
職歴
1984年～ 1990年

土居歯科医院勤務

1990年～ 2013年

関西労災病院歯科口腔外科勤務

2013年～ 2014年

兵庫県立塚口病院歯科口腔外科勤務

2015年～

大阪府立成人病センター勤務 現在に至る

最終学歴
新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野卒業

所属学会
日本歯科衛生学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本癌治療学会、日本緩和医療学会
日本口腔外科学会、日本がん口腔支持療法学会、日本歯周病学会、日本口腔感染症学会
日本口腔ケア学会、日本障害者歯科学会
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S-3-9

言語聴覚士の立場から
熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻

兒玉 成博
当院では、嚥下医療に対するチーム医療としての取り組みの中で、2014年よ
り「嚥下障害診療センター」を立ち上げ、医師、看護師、言語聴覚士、栄養士な
どの様々な職種が集まり、嚥下調整食の試食や嚥下障害患者把握のためのスク
リーニングの基準を作成している。また、毎回情報提供を行い、意見交換の場
としても活用している。
口腔癌に対する熊本大学病院耳鼻咽喉科での言語聴覚士の役割として、癌治
療後の嚥下障害や構音障害に対するリハビリテーションが挙げられる。嚥下障
害では、食塊の送り込み障害や咽頭流入、喉頭蓋谷や梨状窩残留、誤嚥、構音
障害では、構音の置換や歪み（特にタ行やカ行）が挙げられ、これらに対して適
したリハビリテーションを組み合わせて行っている。嚥下リハビリテーション
は、実際に食塊を用いない間接訓練と食塊を用いる直接訓練に分けられ、当科で行っている間接訓練には、
舌の筋力アップのための舌の運動や舌骨上筋群を鍛えるシャキア法、咽頭収縮を促進させる前舌保持嚥下な
どの筋肉トレーニングを行っている。また、直接訓練は、送り込み障害や誤嚥に対する食形態の調整や一口
量の調節、体幹角度の調整、顎引き嚥下などを行っている。構音障害に対するリハビリテーションでは、舌
の切除範囲が小さい場合、残存舌が代償的に動くことにより良好な構音が産生されるが、舌切除範囲が大き
い場合では、構音の置換や歪みにより言葉が不明瞭になることが多く、舌の運動や構音訓練を行っている。我々
の行う嚥下・構音リハビリテーションでは、残存筋肉および部位をいかにうまく使えるかが重要となる。よっ
て、舌尖や舌根、舌骨上筋群などの嚥下・構音に関わる機能を可能な限り温存していることが、訓練効果を
引き出すポイントとなってくる。
本講演では、実際の症例を提示しながら、嚥下・構音リハビリテーション手技の方法や効果、また他職種
への要望について述べる。

■ 略歴
2007年

九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 卒業

2007年

熊本大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 言語聴覚士

2011年

熊本大学大学院 医学教育部 修士課程入学

2013年

熊本大学大学院 医学教育部 修士号取得

2013年

熊本大学大学院 医学教育部 博士課程入学

2017年

熊本大学大学院 医学教育部 博士号取得見込み
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S-3-10 放射線治療医の立場から
信州大学医学部附属病院 放射線部

小岩井 慶一郎
口腔がんへの放射線治療は術後照射が中心である。術後照射を行うにあたり
必要な準備を適切かつ円滑に行うためには、我々と口腔外科との間での情報共
有が欠かせない。放射線性顎骨壊死は避けたい合併症であるが、放射線治療前
に必要な抜歯を済ませておくことで発症リスクを低減できる。しかし、顎骨に
照射される線量によってリスクが異なるため、放射線治療を計画する我々と口
腔外科との間でリスク認識を共有したうえで、抜歯の是非を判断する必要があ
る。また、当院では口腔がんの術後照射において強度変調放射線治療を積極的
に用いているが、放射線治療計画用CTにおいて著しい口腔内金属アーチファク
トが見られる場合、正確な治療計画が困難になることがある。このような場合、
我々は治療計画前に口腔内金属の除去を口腔外科に依頼している。この際、除
去に伴う利益と不利益を口腔外科と共に検討したうえで、その是非を判断している。また、術後照射はリン
パ節転移の状況や原発巣の断端の性状により照射範囲や線量を調整する必要があるため、手術の結果に関す
る十分な情報収集が必要となる。これは病理診断報告書からだけではなく、術者から直接情報を得ることが
重要である。当院では放射線科、口腔外科、耳鼻咽喉科、腫瘍内科が出席する頭頸部腫瘍カンファレンスを
毎週行うことで積極的な情報共有を図っている。むろん、我々自身が術前術後、そして放射線治療中に患者
さん自身を診察することがカンファレンスと同等、あるいはそれ以上に情報共有において重要であることは
言うまでもない。我々は、患者さんを中心に関連各科と積極的な情報共有を行うことが、最適な術後照射を
提供するために必須であると考えている。

■ 略歴
平成12年

信州大学医学部医学科 卒業

平成12年

信州大学医学部放射線科 医員（研修医）

平成14年

佐久総合病院放射線科 医員

平成15年

長野赤十字病院放射線科 医員

平成16年

信州大学医学部放射線科 医員

平成19年

伊那中央病院放射線科 医員（22年４月より医長）

平成23年

信州大学医学部画像医学教室 助教

平成28年

信州大学医学部附属病院放射線部 助教

平成29年

信州大学医学部附属病院放射線部 講師

現在に至る
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ワークショップ１

予防および治療における抗菌薬適正使用のガイドライン
座長

岸本 裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
近年、多剤耐性アシネトバクターや、カルバペネム耐性腸内細菌（CRE）など、新たな耐性菌
の出現による難治症例が世界的な問題となっています。地球環境全体における「one health」
、
つまり、「人、動物、環境（生態系）の健康は相互に関連していて一つである」という考え方に基
づいて、抗菌薬の濫用に対して警鐘が鳴らされています。歯科口腔外科領域では、幸いにして
耐性菌によるトラブルケースの報告は、まだ少ないですが、抗菌薬の適正使用が望まれるのは
当然です。
そこで、本ワークショップでは、まず金子教授に、抗菌薬の適正使用支援（AMS：Antimicrobial
stewardship）の概念とともに、歯性感染症治療のガイドラインについて解説していただきます。
次に坂本教授から、感染性心内膜炎発症予防のための抗菌薬投与を中心に予防投与の理論的背
景を解説していただきます。最後に、岸本が、
「実践ガイドライン」に収載された歯科口腔外科
領域の代表的な手術における予防投与法について解説します。
ワークショップ
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W-1-1	歯科における抗菌剤の適正使用
（AMS ：Antimicrobial
Stewardship）

東海大学医学部 外科学系 口腔外科

金子 明寛
薬剤耐性（AMR：Antimicrobial Resistance）の拡大の背景として、抗菌剤の不
適切な使用等が指摘されている。本邦ではヒトに対する抗菌剤の使用量は著し
く高くないが、諸外国と比較し細菌に対して幅広く効果を示す経口のセファロ
スポリン系薬、キノロン系薬、マクロライド系薬が繁用され、ペニシリン（PC）
系薬の使用が低くなっている。歯科における抗菌剤予防・治療のガイドライン
ではペニシリン系薬が主体となっている。歯科ガイドラインの普及を阻む最大
の問題はβラクタマーゼ阻害剤配合のPCが歯科保険適応外である点である(2017
年１月現在)。注射剤の第一選択剤であるアンピシリンスルバクタム配合剤であ
るユナシンS®も適応外使用である（ただし、手術創などの二次感染，顎炎，顎
骨周囲の蜂巣炎に使用した場合，国民健康保険中央会・社会保険診療報酬支払
基金の当該使用事例を審査上認める）。JAID/JSC 感染症治療ガイドライン2016―歯性感染症―では
１）軽症の歯性感染症(歯周組織炎、歯冠周囲炎)
歯肉膿瘍、歯槽膿瘍を形成している際は切開などの消炎処置を行なう
アモキシシリン：１回250mg １日３回~ ４回
２）中等症以上の歯性感染症(顎炎)
アモキシシリン：１回500mg １日３回~ ４回

１回投与量が保険外

スルタミシリントシル酸（ユナシン®）：１ 回375mg を１ 日３ 回 服用 適応外使用
アモキシシリン・クラブラン酸（オーグメンチン®）１回250mgを１日３~ ４回
歯科保険適応外
３）注射剤(顎炎顎骨周囲の蜂巣炎)
外来症例：セフトリアキソン１回１~ ２g １日１回
P
 revotella属の産生するβラクタマーゼには分解される。約４%はR（BPは≧64μg/mL）。
肝代謝のため腎障害患者に使用可能
入院症例：アンピシリンスルバクタム配合剤（ユナシンS®）１回３ｇ １日４回
歯性感染症では緑膿菌感染が少ないのでペントシリンよりアンピシリンスルバクタム配合
ワークショップ

剤が第一選択となる。

■ 略歴
1981年

松本歯科大学 卒業

1981年

東海大学医学部臨床研修医

1994年

東海大学医学部口腔外科講師

1998年

東海大学医学部口腔外科助教授

2002年

東海大学医学部外科学系口腔外科教授

現在に至る
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W-1-2 抗菌薬予防投与の理論的背景

特に感染性心内膜炎発症予防のための抗菌薬投与について
東海大学医学部付属八王子病院 口腔外科

坂本 春生
感染性心内膜炎(infective endocarditis:IE)発症の誘因として歯科処置による
菌血症が関与することが指摘されている。米国心臓協会（AHA）は、従来歯科
処置の際には抗菌薬の予防的投与を推奨してきたが、2007年の改訂において
抗菌薬予防投与の有効性について疑義を呈し、IE予防の対象となる疾患は「人
工弁置換術後、心内膜炎既往患者などの高リスク群のみ」とした。2008年、英
国NICE(The National Instutite for Health and Care Excellence) からより踏み
込んだ勧告がなされた。これは、歯科処置に伴うIE発症抑制のための抗菌薬
予防投与を全て中止するものであった。2014年、LancetにDayerらは、2008年
のNICE勧告以降５年間に、「英国の歯科医によるアモキシシリン処方箋枚数は
88％減少し、それに相反しIEの発症件数が予想を上回る増加を示した。」ことを
報告した。その後、2016年NICEは、勧告に「routinely(には推奨しない)」という一語を挿入した。我が国では
日本循環器学会などの合同研究班が独自のガイドラインを出している。特に予防投与の対象をいわゆる中等
度リスク群などにもカバーする姿勢を維持している。日本化学療法学会と日本外科感染症学会は、2016年４
月に発刊した「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」の中、IE予防に関わる歯科手術（抜歯）
時の抗菌薬投与について中等度リスク群を対象として、抗菌薬をアモキシシリン１- ２g経口投与あるいはア
ンピシリン１gの点滴投与、ペニシリンアレルギーに対してはクリンダマイシン600mg」を推奨した。IEに対
する抗菌薬予防投与の実際と、予防投与の理論的背景を含めて講演する。

■ 経歴

ワークショップ

年月

事項

1980年３月

東京歯科大学卒業

1980年４月

東海大学医学部付属病院 研修医

1985年４月

東海大学医学部 助手（口腔外科学教室）

1991年４月

カロリンスカ研究所客員研究員（臨床細菌学）

1993年４月

いわき市立総合磐城共立病院 科長（口腔外科）

2002年４月

東海大学医学部付属八王子病院 医長（口腔外科）

2010年４月

東海大学医学部 教授（外科学系口腔外科学）

2011年４月

東海大学医学部付属八王子病院 感染制御部門長

現在に至る
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W-1-3 術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

岸本 裕充
平成29年４月に日本化学療法学会と日本外科感染症学会のconsensus statement
として、「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」が出された。
本ガイドライン作成にあたっての基本姿勢は、欧米のガイドラインを踏襲した
ものではなく、日本で活用できる実践的な勧告を行うことであり、作成にあたっ
ては、両学会からの選出によるガイドライン作成委員会が結成され、各術式で
の予防抗菌薬投与の臨床研究に関する知見を収集し、協議した。演者は委員の
一人として実践ガイドラインの作成に加わったことから、この実践ガイドライ
ンを活用する際に知っておくべきポイントを解説する。
本ガイドラインにおけるエビデンスレベルと推奨グレードは、「予防抗菌薬の
適応」と「投与期間」に関して別々に付けられた。前者は、予防抗菌薬を使用しな
い場合と比較し、使用によってより低い感染率が証明されるか、後者は短期投与と長期投与の比較試験によっ
て、日本での医療状況等を考慮し、委員の協議によって決定された。なお、日本で通常使用されている予防
抗菌薬が必ずしもエビデンスを有しているわけではなく、推奨抗菌薬に関しては、抗菌活性ならびに各領域
での使用状況を考慮して提案されている。
手術が始まる時点で、十分な殺菌濃度を示す血中濃度、組織中濃度が必要であり、切開の１時間前以内に投
与を開始する。長時間手術の場合には術中の追加投与が必要で、一般に半減期の２倍の間隔で再投与する。
術後も抗菌薬投与を継続する場合の投与間隔は、セフトリアキソン（CTRX）を除いて８時間（１日３回）を基
本とする。予防抗菌薬であっても治療量を用いる。本ガイドラインにおける投与期間は、原則注射用抗菌薬
において勧告されているが、「推奨投与期間を超えた経口抗菌薬の追加は不要である」と明記されている。
歯科においては例外的に、抜歯などに対する経口抗菌薬による予防を中心に勧告されている。

■ 略歴
1989年３月

大阪大学歯学部卒業

1989年６月

兵庫医科大学病院臨床研修医（歯科口腔外科）

1996年９月

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 助手

2002年１月〜 2004年１月 米国インディアナ大学医学部外科ポスドク
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 講師

2009年４月

同 准教授

2013年４月

同 主任教授，現在にいたる

日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医， 同 指導医
ICD制度協議会認定 インフェクションコントロールドクター
日本口腔感染症学会 専務理事
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ワークショップ

2005年４月

ワークショップ２

手術手技の向上を目指して
－手術の達人に聞くスペシャリストへの道程－
座長

横尾 聡
群馬大学大学院 医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座
口腔外科で行われている診療や手術は，耳鼻咽喉科，形成外科など重複する領域も多く，そ
の場合，術式・手技においては，それらの隣接診療科との区別なく，同じ医療が行われている．
すなわち，口腔癌切除は耳鼻咽喉科でも扱い，その再建や顎変形症は形成外科でも取り扱う．
医学（歯学ではない）において，歯科医師が耳鼻咽喉科や形成外科と同じような手術を行い，さ
らにその結果が同水準であるならば，歯科医師の行う口腔外科の医学における存在意義はない．
歯科医師が行う口腔外科が医学の中で認められるためには，隣接診療科以上の手術結果と治療
成績を出すこと以外にはない．すなわち，失敗も後退も敗北も許されない，これが歯科医師で
ある口腔外科医の宿命である．その意味からも，手術手技の向上を目指して，口腔外科に身を
置いた者は永久に修練し続けなければならない．そして，そのゴールはない．
本シンポジウムでは，３人のスペシャリストから，これまでの道程や手術に対するポリシー
をお聞きし，
若い口腔外科医が手術に対し厳しく臨むことで，
手術手技の向上へ繋げて戴きたい．
ワークショップ
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−手術の達人に聞くスペシャリストへの道程−』

W-2-1	歯科医師である口腔外科医の宿命－失敗も後退も敗北も
許されない－

群馬大学大学院 医学系研究科口腔顎顔面・形成外科学講座

横尾 聡
口腔外科で行われている診療や手術は，耳鼻咽喉科，形成外科など重複する
領域も多く，その場合，術式や手技においては，それらの隣接診療科との区別
なく，同じ技術で同一の医療が行われている．すなわち，口腔癌切除は耳鼻咽
喉科でも扱い，その再建や顎変形症は形成外科でも取り扱う．使用器具まで同
一の場合も多い．医学（歯学ではない）において，歯科医師が耳鼻咽喉科や形成
外科と同一領域において同一手術を行い，さらにその結果が同水準であるなら
ば，歯科医師の行う口腔外科の医学における存在意義はない．歯科医師が行う
口腔外科が医学の中で認められるためには，それらの隣接診療科以上の手術結
果と治療成績を出すこと以外にはない．すなわち，口腔外科が隣接診療科と同
一領域を扱う以上，失敗も後退も敗北も許されない．これが歯科医師である口
腔外科医の宿命である．その意味からも，手術手技の向上を目指して，口腔外科に身を置いた者は永久に修
練し続けなければならない．そして，そのゴールはないと考えている．
本ワークショップでは，「手術手技の向上を目指して－手術の達人に聞くスペシャリストへの道程－」と題
して，３人のスペシャリストから，これまでの道程や手術に対するポリシーをお聞きすることのできる貴重
な機会を得た．若い口腔外科医は，歯科医師であるわれわれが手術を行う意味，意義を正しく理解し，手術
に対し厳しく臨むことで，手術手技の向上のために研鑽を積むべきである．それが口腔外科医療の発展なら
びに医学の中における存在意義に繋がるのである．

■ 略歴
1988

兵庫県立成人病センター（現がんセンター）頭頸部外科研修医

1989

神戸大学大学院医学研究科 外科系口腔外科学入学

1993

New Zealand Middlemore Hospital, Plastic Surgical Department留学

1994

神戸大学大学院医学研究科（口腔外科学）修了（医学博士）

1995

神戸大学医学部附属病院 麻酔科・ＩＣＵ医員，
新潟手の外科研究所 マイクロサージャリー技術研修医

1997

神戸大学医学部附属病院 形成外科医局長

1999

神戸大学医学部附属病院 中央手術部副部長

2002

神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科講師（病棟医長，診療科長補佐）

2008

群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野教授，
同医学部附属病院 歯科口腔外科科長

2014

群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科科長（診療科名変更）

2017

大
 学院再編成により群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座に名称変更．
同形成外科学講座教授併任

現在に至る
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鳥取大学医学部附属病院歯科口腔外科研究生

ワークショップ 2『手術手技の向上を目指して
−手術の達人に聞くスペシャリストへの道程−』

W-2-2 この人を治さねば・・・William H.Bell 先生との出会い
社会医療法人誠光会 草津総合病院 歯科口腔外科

山口 芳功
歯科大学入学前から、開業志向であった私が、とあることをきっかけに、医
学部口腔外科に入局。

佐藤匠教授のもと、口腔外科の研修をさせて頂くこと

となりました。
当時、地域に矯正専門医は、皆無の状態であったこともあり、唇顎口蓋裂術
後の矯正治療を希望する患者が、次々教授のもとに紹介され来院されました。
歯科矯正治療にも興味があったことから、矯正治療の研修を条件に、この治療
にも従事させて頂くこととなり、合わせて、もともと関心のあった外科的矯正
治療の仕事も任せて頂けることとなりました。卒後５~ ６年の間に、矯正治療
から外科手術までいろんな研修、経験をさせて頂いたことになります。
1985年、当時の私の顎変形症の治療は、下顎枝矢状分割法がすべてであり
ました。その年の５月、仙台であった第39回日本口腔科学会総会の書籍売り場で、Surgical Correction of
Dentofacial Deformityという 顎変形症治療のバイブルともいえる成書に、偶然出会い、William H.Bell先生
を知ることとなりました。その後、難治性の顎関節症を有する顔面非対称患者さんに遭遇。様々な保存療法
を行うも、改善せず、『やはり、この人を治すには、根本的に顎骨の位置を正す必要があるのでは？それに
は上顎の骨切りが必要』 Bell先生に是非教えを請いたい、と決意。誰の紹介もなく、失礼極まりない手紙を
Bell先生に送るも、梨の礫。 1986年５月カナダ・バンクーバーでの第９回国際口腔顎顔面外科学会の会場で、
何とかお目にかかることができ、その後、幸運にもBell先生のもとで学ぶ機会を与えて頂くことができました。
Bell先生からは、顎変形症の治療のみならず、人が人として生きていく上でのたくさんのことをお教え頂
きました。また同時にBell先生に集まる多くの先生方からも、たくさんの教えを請うことができました。私
自身は、今なお、それらを十分消化できず、発展途上ではありますが、「顎変形症治療への思い？」、「思い入
れ？」だけで 顎変形症治療を専門職としてきた私の経験を紹介させて頂くことが、一人でも後輩の心に留ま
れば、また一人でも後輩の志を後押しできれば、 との思いで、喜んで今回の役を引き受けさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。

■ 略歴
ワークショップ

1979年３月

大阪歯科大学卒業

1979年４月

八尾市木村歯科医院勤務（歯科臨床研修）

1980年３月

滋賀医科大学附属病院歯科口腔外科 医員

1981年４~ ９月

滋賀医科大学附属病院麻酔科 研修

1982年１月

滋賀医科大学附属病院歯科口腔外科 助手

1986年５～７月

U. T. Dallas Health Science Center 臨床研修

1986 ～ 1988年

U. Southern California/大歯大矯正コース履修（200時間）

1988年１~12月

U.T. Southwestern Medical Center（文部省在外研究員）

1991年11月

滋賀医科大学歯科口腔外科学講座 助教授

2006年４月

草津総合病院歯科口腔外科 部長
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W-2-3 歯科口腔外科医として口腔癌術者の誕生について
〜私の歩んで来た道程と私の師匠〜

惠佑会札幌病院 歯科口腔外科

山下 徹郎
癌の治療にあたっての心構えで重要な事は、患者さんの命を助けて、良い
QOLを保存し獲得させると言う気概です。そのためにはメスを握る口腔外科医
として、手術は上手でなければなりません。口腔外科医にとって当たり前の目
標でありますが、一体どのようにしたら上手になるのでしょうか？優れている
師匠の元、多くの症例で研鑽を積み重ね、解剖や手術手技や適応に習熟するのが、
上手になるための条件であるのは間違いありませんし、そういう場を求めて行
脚するのも必要です。私は口腔癌の術者として一流になりたくて今でも努力し
ております。動画から学ぶ事も多くありますが、動画に頼りすぎるのは疑問です。
手術全体の一断面しか見ることは出来ませんし、繊細な手技を学び取るのは難
しく、さらに術野全体を理解する事も困難です。手術全体を学ぶには何よりも
手術の現場を見ることです。術者・助手・器械出し看護師との一連の動作を理解する事も重要です。「百聞は
一見にしかず」との諺がありますが、良い手術を見学すると「目から鱗が落ちる」事がいっぱいあります。一流
ピアニストに成る為には小学校低学年から１日５〜６時間以上の練習を行い、初めて一流になれるかどうか
なのです。一流術者になるために、我々はそのような努力をしているのでしょうか。それは非常に疑問に思
います。一流になるには中途半端な取り組みでは無理なのです。私はそんなに器用とは思っていませんし、却っ
て不器用なのかもしれませんが、それ故手術を上手くなりたい一心で術者としての道をただひたすら進んで
来ました。それと教えてもらうより、自分で色々経験して種々獲得する気持ちが大事なのは言うまでもあり
ません。それに同世代との切磋琢磨の機会を多く持つ事も必要です。今回の話では、今まで私自身が歩んで
きた術者への道について、お話をしたいと存じます。

■ 略歴

1988年
1993年
2010年
2013年

北海道大学歯学部
卒業
北海道大学歯学部
助手
北海道大学歯学部
講師
東日本学園大学歯学部(現北海道医療大学)
助教授
恵佑会札幌病院歯科口腔外科 部長
惠佑会札幌病院 副院長
同
上席副院長
同
顧問                  

［資

格］北海道大学学位（歯学博士、第1976号）
日本口腔外科学会認定医（第91号）
日本口腔外科学会指導医（第204号）
日本がん治療認定医機構暫定教育医
現在に至る
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1973年
1974年
1980年
1986年
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W-2-4	手術はサイエンスであるー誰が呼ぶのか？ゴッドハンド
や匠の技

東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻 感覚・運動機能医学講座 口腔顎顔面外科

髙戸 毅
すべて私見であるが、手術はサイエンスそのものであり、特定の個人の技と
いうよりは、優れたチームにおいて優れた治療が科学的になされると考えてい
る。私は若い医師に対して、『手術の達人を育てるというより、優れた治療を行
う医療人になる』ための指導を行っている。そもそも、手術の達人やゴッドハン
ドとは、誰が認定するのであろうか。手術は治療の一部に過ぎない。頭脳明晰
かつ人間的にも優れた師匠に恵まれ、多数の経験を積むチャンスに恵まれ、学
問に真剣に取り組み、かつ、センスの良い医師が、上手な術者になるのは確か
である。優秀な若者は、医歯学を深く学び、周術期管理を学び、手術を学び、
国内外の最新の情報を十分に得て、容易に師匠を越えていく。また、越えなく
ては教育の意味はないと考えている。本当に優れた術者は、いつまで経っても
自身に至らないことが沢山あることを自覚し、常に謙虚であり慢心はあり得な
い。そうした事こそ、真に弟子に受け継ぐべき事と、私は肝に銘じている。
数百年前の過去に遡れば、金閣寺や五重塔を作るのには建築の匠の技が必要であったかもしれないが、現
代のインテリジェントビルは、多職種の連携と綿密な計画により完成する。また、江戸時代の町火消は、火
消における匠の技を持っていたかもしれないが、福島では超ハイテク消防車が活躍した。医療においても、
手術用ロボット、画像診断システム、３Ｄプリンタを用いたシュミレーションサージャリーやナビゲーショ
ンシステムなどは手術をより安全に、より的確に、より高度に、かつ低侵襲に行うことを可能にした。医療
は高度化するとともに、大局的には標準化を目指しており、高性能医療機器はそれを助けてくれる。人間の手、
神の手、匠の手、ロボットの手、いずれの手を用いても、手術はサイエンスである。

■ 略歴
東京大学大学院医学系研究科
外科学専攻 感覚・運動機能医学講座 口腔顎顔面外科
教授 髙戸 毅

ワークショップ

職歴
1979年６月
1980年10月
1983年４月
1987年４月
1989年６月
1990年４月
1992年４月
1996年５月
2001年10月
2010年４月
2011年４月
2013年４月

東京大学医学部附属病院形成外科 研修医
兵庫県立こども病院形成外科 研修医
国立がんセンター頭頚科 医員
静岡県立こども病院形成外科 副医長
東京大学保健管理センター歯科口腔外科 講師
文部省長期在外研究員としてトロントこども病院形成外科 留学
東京大学医学部口腔外科学講座 助教授
東京大学医学部口腔外科学講座 教授
東京大学医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部部長（兼任）
東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻長
東京大学医学部附属病院22世紀医療センター長（兼任）
東京大学医学部図書館館長（兼任）
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口腔感染症と全身疾患～そのメカニズムと対応策に迫る～
座長

野杁 由一郎
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生命科学専攻口腔健康科学講座 う蝕学分野
口腔バイオフィルム感染症（特に歯周病）と全身疾患との密接な関連が示唆され、エビデンス
レベル２a以上の明確な科学的根拠が示された全身疾患も数疾患以上存在する。そして、その発
症メカニズムも、分子や遺伝子レベルにまで詳細に検討され、
此処の疾病特異的なメカニズムや、
非特異的な発症機構を示すものの存在が示された。最初の２名の先生には、湯本先生“口腔レン
サ球菌の全身（特に宿主免疫）に及ぼす影響”、高橋先生” 歯周病と全身疾患の関連メカニズム－
腸内細菌叢を介する新たな仮説－”という題目で、発症メカニズムに視点をシフトした発表をお
願いし、各々の疾患の予防・対応策に必要な医療連携について考察いただく。山口先生には“が
ん連携（周術期口腔管理）における医科と歯科”と題して、開業医のお立場で取り組む、がん周術
期医療の医療連携の現状についての発表をお願いしている。最後に、口腔感染症の関与が疑わ
れる全身疾患の予防と制御（管理）について、医療連携の視点から積極的なディスカッションが
できれば成功であると考えている。
ワークショップ
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ワークショップ 3『口腔感染症と全身疾患〜そのメカニズムと対応策に迫る〜』

W-3-1 口腔レンサ球菌の全身
（特に宿主免疫）
に及ぼす影響
徳島大学病院 歯科

湯本 浩通
口腔内には多数の常在菌が棲息して細菌叢を形成し、その特徴としてBiofilm
形成が挙げられ、近年、齲蝕や歯周病に代表される口腔Biofilm感染症と様々な
全身疾患（心疾患・動脈硬化症・誤嚥性肺炎・糖尿病等）との関連が注目されて
いる。この口腔細菌叢の中でも口腔レンサ球菌(Oral Streptococci)は最も優勢な
細菌群の一つであり、根尖及び歯周膿瘍のみならず、脳や肝臓のような主要器
官における重大かつ深在性の化膿性感染症との関連も示されている。我々は、
Biofilm Matrix ComponentであるExtracellular DNAやStreptococci内で高度に
保存され（アミノ酸配列で89-94%のidentity）、Streptococci自身の生存や増殖に
必須の蛋白質であり、さらにextracellular vesicle により菌体外へ分泌されて
ヘパリンやヘパラン硫酸との特異的結合能を有するHistone-Like DNA Binding
Protein (HLP)に焦点を当て、これらの分子がBiofilm形成や薬剤耐性における役割や宿主細胞に対して炎症性
サイトカイン・ケモカインや細胞接着分子等の発現・産生を誘導して炎症反応を惹起する事を明らかにした。
近年、マウスへのS. intermedius 接種により、原因不明の自己免疫疾患である原発性胆汁性肝硬変(Primary
Biliary Cirrhosis: PBC)に酷似した病変が惹起され、核膜蛋白gp210自己抗体のエピトープがHLP内に保存さ
れていた事から、口腔レンサ球菌と自己免疫疾患との関連も示唆されている。本講演では、口腔レンサ球菌
との関連が示唆される様々な全身疾患についての発症メカニズムについて、口腔Biofilm感染症の観点から、
Extracellular DNAや口腔レンサ球菌由来HLPの役割について報告し、さらに臨床及び基礎研究の両面での全
身疾患発症への予防や対応策としての医療連携の必要性とその可能性を考察したい。

■ 略歴
1992年３月

徳島大学歯学部卒業

1996年３月

徳島大学大学院歯学研究科卒業（歯学博士）

1996年４月

徳島大学歯学部附属病院第一保存科 助手

1997年４月

徳島大学歯学部歯科保存学第一講座 助手

2002年４月

ボストン大学医学部感染症部門 博士研究員(Post-Doctoral Fellow)（～ 2005年４月）

2005年４月

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発達予防医歯学部門

ワークショップ

健康長寿歯科学講座歯科保存学分野 助手（助教）
2012年４月

徳島大学病院・歯科（第一保存科） 講師（～現在に至る）
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W-3-2	歯周病と全身疾患の関連メカニズム
する新たな仮説－

－腸内細菌叢を介

新潟大学大学院医歯学総合研究科 高度口腔機能教育研究センター

高橋 直紀
歯周炎はう蝕と並ぶ口腔領域の二大疾患のひとつである。平成23年度厚生労
働省歯科疾患実態調査によると、日本の成人約８割が軽度も含めた歯周炎に罹
患しているとされる。いずれの疾患も口腔内細菌が主原因であり、歯周炎は歯
周病原細菌感染による歯周組織の破壊を伴う慢性炎症性疾患である。放置する
ことによる歯の喪失は、咀嚼・嚥下をはじめとする口腔機能を障害し、著しい
QOLの低下を引き起こす。近年、歯周炎が歯周局所のみならず、様々な全身疾
患に悪影響を及ぼすことが、基礎研究や臨床研究により明らかになりつつある。
歯周病と全身疾患との関連性を科学的根拠に基づいて双方向的に解析する研究
医療体系は、Periodontal Medicine(歯周医学)と呼ばれ、歯科領域に留まらず、様々
な分野で盛んに研究が進められている。
歯や歯周ポケットに形成されるバイオフィルム、すなわちデンタルプラークには、腸内フローラに匹敵す
るほど多種類の常在菌が共棲している。その中で、グラム陰性嫌気性菌であるPorphyromonas gingivalis は、
歯周炎の代表的な原因細菌として知られている。我々はこれまでに、Porphyromonas gingivalis の口腔感染
により歯周炎を惹起する実験的歯周炎モデルマウスを作成し、動脈硬化症や脂肪性肝疾患への関与を報告し
た。そのメカニズムとしてこれまで、( １)歯周炎局所に存在する歯周病原細菌が全身循環へ移行して直接的
に他臓器に作用する、( ２)歯周組織で産生されたサイトカイン等の炎症メディエーターが血流を介して他臓
器作用する、などが考えられているが、関連メカニズムを説明する充分なエビデンスがあるとは言えない。
本ワークショップでは、これまでに我々が得た知見を含め、歯周病原細菌が全身へ影響を及ぼすその新しい
メカニズムを提案したい。

■ 略歴
新潟大学歯学部卒業

2011年

新潟大学大学院医歯学総合研究科修了

2011年

米国カリフォルニア州立大学サンディエゴ校医学部 Postdoctoral Fellow ( 〜 2013年)

2013年

日本学術振興会 特別研究員(PD)

2016年

新潟大学大学院医歯学総合研究科 高度口腔機能教育研究センター 特任助教
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W-3-3 がん連携（周術期口腔機能管理）
における医科と歯科
徳島県歯科医師会、山口歯科クリニック

山口 貴功
平成19年４月に「がん対策基本法」が施行され、それに伴い「がん対策推進基本
計画」また「がん対策加速化プラン」等、がんに対する国策が進行するなかで平成
22年より厚生労働省で「チーム医療推進会議」がはじまり平成24年４月からのが
ん対策推進基本計画において、医科歯科連携による口腔ケアの推進が提言され
歯科保険算定項目に「周術期口腔機能管理」が新設された。 輪をかけて、近年歯
周病関連細菌の１種であるFusobacterium nucleatum が健康なヒトではほとん
ど存在しない腸の腫瘍部に蓄積していること、F. nucleatum が負の免疫応答を
刺激し、大腸がんを形成する増殖遺伝子の発現スイッチをonにすることが明ら
かとなり、口腔ケアの重要性がより強く叫ばれるようになった。
他方で、各都道府県・各地域においてがん患者を受け入れる、がん拠点病院・
急性期病院等において、医科歯科連携はどのように進んでいるのであろうか？連携が進んでいないとしたら
連携の妨げになっている因子は何が考えられるか、またどのように取り組めば解消できるか。
がん拠点病院・急性期病院等、各地域において様々な連携形態構築の取り組みがなされる中、病院内歯科
の有無、歯科関係者（歯科医師・歯科衛生士）による関与の有無等、各病院の形態が連携の進行を左右してい
るか等、医療従事者の意識からだけではなく、連携の舞台（ハード）からの影響も考えながら本講演において、
徳島県歯科医師会での３年間の取り組みを一事例報告として、望ましい舞台（ハード）はどのような形か、が
ん連携（周術期口腔機能管理）における医師・歯科医師また、病院内歯科医師と開業歯科医師の認識はどのよ
うなものなのか、各立場の意見を耳にしてきた私の経験に基づき連携の現状を把握して頂くとともに、各地
域でのがん連携の促進にお役にたてれば、また今後超高齢化社会に対応すべく国策として取り組んでいる地
域包括ケアシステム・地域医療構想において必須となる医科歯科連携・多職種連携への提言となれば幸いか
と思います。

■ 略歴
1992年

徳島大学歯学部卒業
徳島県内（医）瀬尾歯科医院勤務

ワークショップ

1996年

九州（医）康和会勤務（訪問歯科診療部）

1999年

山口歯科クリニック開設

2013年

徳島県歯科医師会理事 医療連携部部長
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ワークショップ４

がん免疫療法最前線
～がんワクチン、チェックポイント阻害剤、免疫細胞治療～
座長

杉山 治夫
大阪大学大学院医学系研究科 癌免疫学共同研究講座

岡本 正人
大阪大学大学院 薬学研究科 先端免疫治療学講座
近年のがん免疫療法の進歩は目を見張るものがある。特に、免疫チェックポイント阻害薬は
がん治療のコンセプトを転換させた。頭頸部癌でも平成29年には抗PD- １抗体医薬品が適応と
なる見込みである。一方でチェックポイント阻害剤の限界も明らかになり、
免疫バイオマーカー
の同定や新たな「複合免疫療法」の確立を目指した研究・開発が進んでいる。
そして
「免疫のブレー
キ」
を解除するチェックポイント阻害剤に加えて
「免疫のアクセル」
が必要だという事が改めて明
らかになり、がんワクチン療法やTCR/CAR遺伝子導入T細胞療法等の開発もさらに加速して
いる。
本セッションでは、口腔外科領域でがん免疫療法の研究・開発を行っている研究者から、最
近最も話題のチェックポイント阻害剤ニボルマブ、既に豊富な臨床データを有する樹状細胞が
んワクチン、そして次世代の免疫細胞療法と期待されるiPS細胞を用いたがん免疫療法の開発

開発者である大阪大学杉山治夫教授をお招きして、その驚くべき治療効果につきご講演頂く。
口腔外科領域の先生方にとって今後のがん研究のヒントになって頂ければ幸いである。
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W-4-1 樹状細胞がんワクチン～ Bench to Bedside ～
大阪大学大学院 薬学研究科 先端免疫治療学講座

岡本 正人
癌に対する免疫療法、その中でも免疫チェックポイント阻害剤が注目されて
いる。チェックポイント阻害剤の中で最も開発が進んでいるのが抗PD- １抗体
であり頭頸部癌においても近々に適応になる予定である。しかしながら、抗PD１抗体は、あくまでも抗腫瘍免疫反応が惹起されている患者で、リンパ球が癌
細胞をアタックする所（エフェクターフェーズ）においてPD- １/PD-L １シグナ
ルで癌細胞への攻撃を阻害されている時に、その阻害を解除するものであり、
そもそも癌特異的免疫反応が起こっていない多くの患者には効果が無い。まず
初めに、癌特異的免疫反応を引き起こす事が重要であり、そのための有効な手
段として癌ワクチンがある。
我々はより強力な癌ワクチン作製のために樹状細胞（DC）を用いた癌ワクチン
(DCワクチン)を開発した。専門的抗原提示細胞であるDCは抗原を取り込み成熟・活性化するとT細胞に抗原
を提示して、抗原特異的細胞傷害性T細胞（CTL）を誘導し抗腫瘍効果を発現する。DCワクチンとは、患者由
来単球より試験管内で成熟DCを大量に誘導し癌抗原をパルスして患者に投与する事で、より強力にCTLを誘
導する方法である。抗原としては「癌ワクチンとして最も優先順位の高い抗原（Clin Cancer Res, 2009）」であ
るWT １を主として使用した。我々のWT １パルスDCワクチンは、膵癌、非小細胞肺癌、卵巣癌等々多くの
癌種において標準治療との併用プロトコールで試験され、その延命効果や臨床反応が報告されており、癌種
による違いはあるが、40%以上のレスポンダーが存在する事が示唆されている。再発・進行頭頸部癌におい
ても有意な生存延長と臨床反応を認めた。また根治切除施行されたハイリスク頭頸部癌患者においては無再
発生存期間の有意な延長効果を認めている。本講演においてこれらの臨床データを紹介する。
DCワクチンにより頭頸部癌/口腔癌患者の治療成績を上げ患者にベネフィットをもたらす事が示唆され、
標準治療の一つになる事が期待される。

■ 略歴

ワークショップ

1988年４月

徳島大学歯学部卒業

1992年３月

徳島大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）

1992年４月

徳島大学歯学部助手

1994年１月

米国ノースウェスタン大学医学部病理学講座 Research Associate

-1997年
2004年10月

徳島大学大学院口腔科学教育部 講師

2006年４月

武蔵野大学薬物療法学研究室 客員教授

2011年６月

慶應義塾大学医学部先端医科学研究所細胞情報研究部門 特任准教授

５月
2014年４月

鶴見大学歯学部口腔内科学（旧口腔外科学第２講座）臨床教授（非常勤）
北里大学薬学部先端免疫治療学講座 特任教授
北里大学北里研究所病院 腫瘍センター
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W-4-2	口腔癌における免疫チェックポイント分子の発現とニボ
ルマブの効果予測

山口大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学分野

原田 耕志
複数の癌種において免疫チェックポイント阻害薬の有効性が明らかにされて
きており、その先駆である抗PD- １抗体ニボルマブの単剤療法は、プラチナベー
ス不応の進行再発転移性頭頸部扁平上皮癌を対象とした第Ⅲ相試験において、
ドセタキセル、メトトレキサート、セツキシマブそれぞれの単剤療法よりも生
存期間を延長させた(CheckMate-141)。上記結果からニボルマブはまず単剤療法
として認可されるであろうが、既存の抗癌剤が腫瘍に対する免疫応答を賦活化
させることが知られているため、抗PD- １抗体と抗癌剤との併用療法の可能性
も検討すべきである。またニボルマブの効果は、PD-L １陽性率やCD ８+T細胞
浸潤の程度、体細胞変異量、喫煙と関連するとの報告がある。そこで口腔癌に
おける免疫チェックポイント分子の発現と臨床病理学的諸因子との関連性を検
索し、さらに動物モデルを用いて抗PD- １抗体と各種抗癌剤との併用療法を行い、ニボルマブの効果増強機
構を検討した。
口腔癌(扁平上皮癌113例、唾液腺癌47例)の治療前生検組織におけるPD-L １の発現は、高度なCD ８+T細胞
浸潤例、再発例、遠隔転移例、喫煙者において有意に高かった。次にマウス扁平上皮癌由来細胞株SCCⅦを
Balb/cヌードマウスおよびC ３H/HeNにSCCⅦを皮下接種し、固形腫瘍を生着させた７日後に、抗癌剤( ５
-FUまたはシスプラチン)単剤療法とマウス抗PD- １抗体の併用療法を施行した。抗癌剤、抗PD- １抗体の単
独療法は抗腫瘍効果を示し、両者の併用によりアポトーシスの増強を伴う顕著な抗腫瘍効果を認めた。この
抗PD- １抗体の抗腫瘍効果はヌードマウスでは観察されず、T細胞依存性であった。また末梢リンパ組織及
び腫瘍部のIFN-γ産生T細胞を検索したところ、抗PD- １抗体投与により腫瘍局所へのIFN-γ産生T細胞の集
積を認めた。
以上の結果から、抗癌剤と免疫チェックポイント阻害剤の顕著な併用効果が期待される。

■ 略歴
徳島大学歯学部卒業

1993年

徳島大学大学院歯学研究科修了

1993年

徳島大学歯学部附属病院口腔外科学第二講座 助手

1998年

文部省在外研究員 英国 ダンデイー大学 医科学研究所

2004年

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部口腔腫瘍制御学分野 助教

2008年

山口大学医学部附属病院歯科口腔外科 助教

現在に至る
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W-4-3	人工多能性幹細胞に由来する免疫細胞を用いたがん免疫
療法の開発

国立がん研究センター先端医療開発センター免疫療法開発分野

植村 靖史
近年、細胞傷害性T細胞（cytotoxic T lymphocytes: CTL）に「がん抗原特異性」
を賦与して、がん患者に投与する免疫細胞療法が開発され、優れた抗腫瘍効果
が報告されている。その一方で、① 多くの進行がん患者では、免疫細胞が機能
不全に陥っており、安定した抗腫瘍効果が得られない、② がん患者から大量の
成分採血を必要とし、患者採血の負担が大きい等の問題を抱えている。また、
自己の細胞を用いた個別化医療の費用は極めて高額であり、治療効果に優れ普
遍的に投与可能な細胞製剤プラットフォームを用いた治療法の開発が期待され
ている。
人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cell: iPSC）から免疫細胞を分化
誘導する技術は、免疫細胞の安定供給にとどまらず、iPSCの段階で遺伝子改
変操作、及びクローン化により、効果と安全性を向上させることができる。さらに、組織適合性に基づいた
iPSCストックプロジェクトと連動させて、がん治療に広く応用可能な細胞製剤の開発に繋がる。これまで私
達は、CTL、ナチュラルキラー T（Natural killer T cell: NKT）細胞、樹状細胞（dendritic cell: DC）など、抗
腫瘍免疫応答に重要な免疫細胞をiPSCから誘導する技術開発を行ってきた。本演題では、これまでに開発し
てきたiPSC由来免疫細胞を紹介して、今後の展望について概説したい。

■ 略歴

ワークショップ

1997年

新潟大学歯学部 卒業

1998年

秋田大学附属病院歯科口腔外科 研修医

1999年

熊本大学大学院医学研究科医学博士課程

2003年

熊本大学大学院医学研究科 修了

2003年

埼玉医科大学医学部 免疫学講座 助手

2005年

埼玉医科大学医学部 免疫学講座 講師

2008年

関西医科大学 幹細胞生物学講座 講師

2010年

愛知県がんセンター研究所 腫瘍免疫学部 主任研究員

2013年

国立がん研究センター・先端医療開発センター 免疫療法開発分野 ユニット長

現在に至る
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ワークショップ４『がん免疫療法最前線
～がんワクチン、チェックポイント阻害剤、免疫細胞治療～』

W-4-4 ＷＴ１ペプチドがんワクチン
大阪大学大学院医学系研究科

杉山 治夫
我々は、ウィルムス腫瘍遺伝子WT １は、白血病やほとんどすべての種類の
がんで高発現している汎腫瘍抗原であることを発見し、WT １タンパクをがん
抗原として用いたがんの免疫療法を開発した。米国がん研究所が75種類のがん
抗原の有用性の評価を行い、ＷＴ１がん抗原を１位にランクした。
WT １ペプチドを用いたがんの免疫療法の臨床研究を、世界に先がけて（Ｆｉ
ｒｓｔ－ｉｎ－Ｍａｎ）2001年に開始した。第Ⅰ相臨床研究で治療した３人の
急性骨髄性白血病の患者さんは、12年以上無病生存しており、治癒の可能性が
高い。WT １ペプチドがんワクチンは、白血病や、悪性脳腫瘍、膵がん、肺が
ん、大腸がん、卵巣がん、その他のほとんどすべての種類の固形癌に有効であ
ることが明らかになってきた。白血病に対しては、骨髄移植に匹敵する効果を
もつものと思われる。現在までに800人以上の末期がん患者に対してWT １ペプチドワクチンを投与したが、
死亡などの重篤な副作用もなく、その安全性が明らかになってきた。進行性膵がんに対して、ランダム化試
験を行い、ＷＴ１がんワクチンの有用性を世界で初めて示した。WT １ペプチドがんワクチンは、大手製薬
会社２社により、日本、米国、アジアで治験中である。小児がんに対しても、脳腫瘍に対する企業治験が進み、
小児横紋筋肉腫に対する医師主導治験が準備されている。
がんには、がん幹細胞とよばれる細胞が存在するが、がん幹細胞は、がんの治療後にも体内にわずかに残り、
これが再増殖を起こし、がんが再発すると考えられる。このがん幹細胞を完全に死滅させない限り、がんは
治らず、再発することになる。このがん幹細を、外科手術、抗がん剤療法や放射線療法では、撲滅させるこ
とができない。このがん幹細胞を死滅させうる力をもっているのは唯一、がん免疫と考えられている。がん
を完治させるためには、ＷＴ１がんワクチンをベースにして、他の３大治療法を組み合わせるのがよいと、
考えられる。

■ 略歴

職歴
昭和54年４月
昭和55年５月
昭和58年３月
平成６年７月
平成７年４月
平成15年４月
教授
平成27年４月

賞罰
荻村孝特別研究賞（1996年）、ゆうかり賞（2004年）、高松宮妃
癌研究基金学術賞（2011年）、第21回日本組織適合性学会大会
長賞（2012年）、ベルギー アントワープ大学 名誉博士号（2014
年）、大阪大学総長顕彰（2014年）

大阪大学医学部卒業
大阪大学大学院医学研究科博士課程入学
同大学院修了、医学博士

大阪大学微生物研究所研究生
大阪大学医学部附属病院・医員
大阪大学医学部第三内科・助手
大阪大学医学部第三内科・講師
大阪大学医学部病態生体情報学・教授
大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学・
大阪大学大学院医学系研究科・特任教授

主な業績
WT １mRNA定量検査の開発（保険適用）。WT １ペプチドが
んワクチン（治験中）
所属学会
日本血液疾患免疫療法学会（理事長）、日本癌免疫学会（アドバ
イザー）、日本血液学会（名誉会員）、日本バイオセラピー学会
（名誉会員）、日本癌学会（名誉会員）、日本免疫学会（評議員）、
日本遺伝子治療学会（評議員）、日本内科学会、日本分子生物
学会、日本臨床腫瘍学会、日本造血細胞移植学会、日本癌治
療学会、日本脳神経外科学会、International Conference on
WT １ in Human Neoplasia（Secretary General）
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学歴
昭和50年３月
同年
４月
昭和54年３月

ワークショップ５

ARONJの新たな医科歯科連携
座長

柴原 孝彦
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
骨吸収抑制薬投与中の患者に対して侵襲的歯科治療を行った場合，骨吸収抑制薬関連顎骨壊
死（Anti-resorptive agents-related osteonecrosis of the jaw，ARONJ）を生じる可能性が2016
年の本邦のポジションペーパーで報告された。Bisphosphonate製剤は，破骨細胞に特異的にと
り込まれアポトーシスを誘導し骨吸収を抑制することから，乳がんなどの骨転移，または骨粗
鬆症などの治療に広く用いられている。しかし近年，その合併症としてデノスマブも同様に口
腔内に顎骨壊死（ONJ）を生じ，悪臭や疼痛，摂食障害などをきたし，患者のQOL（生 活の質）
を大きく低下させることが判明した。
ARONJポジションペーパーは刊行されたが，ONJ発生に関するデータは不十分であり信頼性
のあるエビデンスが確立していないため，ONJに対する治療は主に対症療法，あるいは主治医
と相談の上，該当製剤を休薬するといった方法しか存在しない。今回のWSではこの点に着目し，
ARONJ治療を含めた対策について検討を行う。
ワークショップ
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ワークショップ５『ARONJ の新たな医科歯科連携』

W-5-1	抜歯と骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死に関する多施設共同後
ろ向き研究 ～抜歯前休薬の有無と術中処置について～

神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野，2) 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍
治療学分野，3) 奈良県立医科大学 口腔外科学講座，4) 加古川中央市民病院 歯科口腔外科，5) 新須磨病院 歯科口
腔外科，6) 信州大学医学部 口腔外科学講座，7) JCHO神戸中央病院 歯科口腔外科，8) 関西医科大学 歯科口腔外
科，9) 名古屋市立大学大学院 医学研究科感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野
1)

長谷川 巧実1），川北 晃子2），上田 順宏3），橘 進彰4），小林 正樹5），近藤 英司6），
小松原 秀紀7），兒島 由佳8），佐藤 隼9），梅田 正博2），桐田 忠昭3），栗田 浩6），
渋谷 恭之9，古森 孝英1）
【 目 的 】 近 年、 骨 吸 収 抑 制 薬 関 連 顎 骨 壊 死（Anti-resorptive agents-related
osteonecrosis of the jaw (ARONJ))は広く認識されているが、未だにARONJ発
症リスクにおける、休薬の有無・期間、外科処置内容については議論の余すと
ころとなっており、術中処置内容や他のリスク因子を含め、総合的に検討した
研究はない。また、安易な休薬は骨折リスクを高める可能性もあり、この術前
休薬の必要性はさらなる検討が必要であり医科歯科連携にとって非常に重要な
問題である。これらのリスク因子の同定が困難な理由のひとつに、発症率の低
さが挙げられる。特に、骨粗鬆症患者におけるARONJ発症率は全体で１％未満
であり、多数例での検討が望まれる。そこで、今回、ARONJ発症リスク因子
の同定を目的に、多施設共同後ろ向き観察研究を行ったので報告する。【方法】
2008年１月～ 2015年12月に当科及び協力８施設で抜歯を行った骨吸収抑制薬内服患者1175例2458歯を対象と
した。検討項目は、ARONJ発症の有無、年齢、性別、骨吸収抑制薬の種類、既往歴、内服薬、術前休薬の有
無・期間、骨植の有無、抜歯理由、部位、処置内容とした。【結果】抜歯後ARONJ発症率は41歯(1.7％ )であった。
単変量解析では、抜歯後ARONJ発症リスク因子として、高齢、長期間のBP製剤投与、下顎、臼歯部、単数
歯の抜歯、歯冠/歯根分割を要する歯、開放創が抽出され、多変量解析では、歯冠/歯根分割を要する歯(オッ
ズ比(OR)：6.638)、単数歯の抜歯(OR：3.699)、骨植のない歯(OR：3.601)、開放創(OR：2.512)がリスク因子と
して抽出された。また術前休薬はリスク因子から脱落した。特に、骨鋭縁の削合や減張切開を併用し、閉鎖
創とした症例でのARONJ発症率は０％であった。【結論】骨吸収抑制薬投与患者の抜歯において、上記リスク
因子を念頭に処置に望む必要があると考えられた。また、術前休薬の必要性は今後不要となる可能性が示唆
されたが、慎重に検討する必要があると考えられた。

平成17年３月

大阪大学歯学部歯学科 卒業

平成17年６月

神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 研修医

平成18年４月

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 入学

平成21年３月

同 早期修了 (医学博士)

平成21年４月

加古川中央市民病院歯科口腔外科 医員

平成23年７月

神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 医員

平成25年９月

神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 特定助教

平成26年８月

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 助教

現在に至る
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■ 略歴

ワークショップ５『ARONJ の新たな医科歯科連携』

W-5-2	薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）
の治療成績に影響する因子
に関する多施設共同後ろ向き観察研究

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野，2) 和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座，
神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野，4) 関西医科大学附属病院 歯科口腔外科，5) 奈良県立
医科大学 口腔外科学講座，6) 名古屋市立大学大学院医学研究科 口腔外科学分野，7) 順天堂大学医学部 歯科口
腔外科学研究室，8) 大阪市立大学大学院医学研究科 歯科・口腔外科学教室

1)

3)

林田 咲1,2），柳本 惣市1），藤田 茂之2），長谷川 巧実3），古森 孝英3），兒島 由佳4），
上田 順宏5），桐田 忠昭5），宮本 大模6），渋谷 恭之6），篠原 光代7），中原 寛和8），
梅田 正博1）
【緒言】薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の治療法は確立していないが最近は外科的
治療の有効性が報告されている。MRONJの治療成績に関連する因子について
多施設共同後ろ向き観察研究を行ったので報告する。【対象および方法】 対象
は2009年1月から2015年12月に長崎大学，和歌山県立医科大学，神戸大学，関西
医科大学，奈良県立医科大学，名古屋市立大学の参加6施設で加療したMRONJ
患者289例（315部位）。患者の背景因子，血液検査，画像所見等を診療録より調
査し治療成績と関連する因子をFisherの正確検定，Steel-Dwass検定，Logistic
回帰分析で解析した。治療法は保存的治療群，保存→外科的治療群（保存的治療
で経過不良のため外科的治療を施行），外科的治療群に分けた。また外科的治療
の術式は壊死骨のみを除去したconservative surgeryと壊死骨周囲を含めて切
除したextensive surgeryに分けた。骨吸収抑制剤の用量によりlow-dose群158部
位とhigh-dose群157部位で検討した。【結果】 Low-dose群はアルブミン値と治療法が治療成績に影響し，粘
膜が上皮化した完全治癒率は保存的治療群55.6%，保存→外科的治療群62.5%，外科的治療群96.7%であった。
High-dose群は発症部位，アルブミン値，治療法が影響し完全治癒率は保存的治療群7.5%，保存→外科的治療
群42.1%，外科的治療群64.5%であった。術式ではlow/high-dose群ともにextensive surgeryの治療成績が良好
であった。治療時の休薬は保存的治療群では休薬群がやや治療成績は良好であったが，その治癒率は19.7%に
とどまり外科的治療群では休薬の有無に関わらず治癒率は64%と休薬の必要性はないと考えられた。【考察】
本研究からMRONJ治療は外科的治療を第一選択とすること，術式は壊死骨周囲の骨削除を行うことが必要で
あると示された。さらに後ろ向き研究に起因するバイアスを最小限にするためにpropensity scoreによる解析
も試みたのでその結果も報告する予定である。

■ 略歴
ワークショップ

2007年
神奈川歯科大学 卒業
2007年
神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 研修医
2008 〜 2012年
開業医 常勤勤務医
2012年
長崎大学口腔腫瘍治療学分野 医員
2013年
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 入学
2015年
長崎大学口腔腫瘍治療学分野 助教
2016年
和歌山県立医科大学歯科口腔外科 学内助教
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 修了
2017年
長崎大学口腔腫瘍治療学分野 助教
現在に至る
賞与
日本口腔科学会学会賞優秀論文賞（2016年）
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W-5-3	ゾレドロン酸からデノスマブへの投与変更はARONJの
リスク因子である
1)
2)

岡山大学病院 医療支援歯科治療部
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野

樋口 智子1,2），曽我 賢彦1），室 美里1），佐々木 朗2）
【目的】デノスマブの薬事承認後，臨床でゾレドロン酸（ZA）からデノスマブへの
投与変更が多く見られた。ZAはビスフォスフォネート製剤であるが，デノスマ
ブは抗RANKL抗体製剤であり，薬理作用機構は全く異なる。ZAが骨に沈着し，
長期間，破骨細胞に作用するのに対し，デノスマブは主にリンパ球に結合する
ことから，薬効はリンパ球の寿命と一致すると思われる。従って，ZAからデノ
スマブに投与変更された患者では両者の効能が発揮される結果，ARONJの発症
頻度が高くなる可能性が示唆される。本院では医科歯科連携に特化した治療部
があり，口腔管理を行っている。本研究ではZAからデノスマブへの投与変更が
ARONJの発症リスクであるか，既知のARONJのリスク因子とともに調査した。
【対象および方法】2012年4月より2015年3月までの期間にがんの骨転移に対し
ZAの投与歴のある患者を対象とし，後向き研究を行った（n=149）。診療録より年齢，性別，がん種，死亡転帰，
デノスマブへの投与変更，VEGF阻害薬投与歴，ステロイド製剤投与歴を抽出し，それらと，ARONJ発生の
リスクをロジスティック回帰モデルで分析した。
【結果】21人/149人（14.1%）がARONJを発症した。単変量解析で年齢，がん種，デノスマブへの投与変更，
VEGF阻害薬投与歴，ステロイド製剤投与歴に差があった。これらの因子を用い，多重ロジスティク回帰分
析を行ったところ，デノスマブへの投与変更（OR: 3.6 95％ CI: 1.3-10.0 P＝0.014）とVEGF阻害薬投与歴（OR:
3.5 95％ CI: 1.3-10.2 P＝0.017）で差があった。ステロイド製剤投与歴に差はなかった。
【結論】ARONJの発症には，既知のリスク因子に加え，ZAからデノスマブへの投与変更がリスク因子となっ
ていることが示唆された。ARONJの医科歯科連携で臨床上留意すべきことであると思われる。今後，より大
規模な疫学的研究とともに，機序に踏み込み本結果を説明する基礎的研究が必要と考えられた。

■ 略歴
愛知学院大学歯学部歯学科卒業

2013年４月

藤田保健衛生大学病院 歯科・口腔外科 研修医

2015年４月

岡山大学病院 医療支援歯科治療部 医員（レジデント）

2016年４月

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野 入学
岡山大学病院 医療支援歯科治療部 医員（周術期管理センター）
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W-5-4 ARONJ を保存的外科治療でどこまで治せるか
1)
2)

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野
九州大学病院 口腔総合診療科

梯 裕恵1），松原 良太1），神野 哲平1），森山 雅文1），
山添 淳一2），川野 真太郎1），光安 岳志1），大部 一成1），
中村 誠司1）
【目的】ARONJ に対する治療法は、病期分類に基づいた治療方針が示されては
いるものの、いまだ一定の見解はなく、近年は積極的な外科的治療を推奨する
傾向にある。しかし、患者の全身状態が好ましくなかったり、患者自身が侵襲
の高い治療法を望まないことも多い。そこで当院では、医科歯科連携を密にし、
低侵襲な保存的外科治療を主体としている。本発表では、当院の保存的外科治
療の現状と臨床的検討を報告する。【方法】当院における保存的外科治療とは、
腐骨周囲の歯肉切除や露出壊死骨の可及的な削除により洗浄しやすい形態にし、
含嗽でも十分な洗浄効果が得られるように管理し、腐骨分離を促す低侵襲な治
療である。画像所見で腐骨の分離が確認できたら、周囲の骨や軟組織を掻爬せ
ずに腐骨除去のみを行う。これを繰り返すことで残存骨は粘膜上皮に被覆され、
周囲の骨を掻爬することなく治癒する。臨床的検討の対象は、2004年10月から2015年9月の11年間に当院にて
ARONJ との診断を得て保存的外科治療を行い、1年以上経過が追えた95症例（男性 13名、女性 82名）である。
創部が完全に上皮化したものを治癒症例、現在も治療継続しているものを難治症例とした。【結果】治癒症例
は75例（78.9%）であり、その半数は初診から1年以内に治癒した。腐骨除去後は粘膜上皮にて被覆され、画像
所見上、周囲骨の骨新生や病的骨折部の骨癒合を認めた。難治症例は20例（21.0%）であり、骨吸収抑制相対力
価の高い薬剤が投与されている症例や、リスクファクターのある症例、4年以上薬剤が投与されている症例に
多かった。そのうち7例は病期の改善を認めている。治癒症例と難治症例において、病期に大きな差はなかっ
た。【結論】腐骨除去のみに徹する保存的外科治療の現状を把握して、医科歯科連携にフィードバックし、よ
り良い治療体系を作っていくことが重要であると思われる。

■ 略歴
ワークショップ

2001年３月

九州大学歯学部 卒業

2001年６月

九州大学歯学部附属病院 第一口腔外科 研修医

2007年４月

九州大学病院 顎顔面口腔外科 医員

2007年７月

九州大学大学院歯学研究院博士課程 修了 博士（歯学）

2011年４月

長崎大学大学院 医歯薬総合研究科 顎口腔再生外科学分野 助教

2015年４月

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 助教

現在に至る

130

ワークショップ５『ARONJ の新たな医科歯科連携』

W-5-5 呉市での骨粗鬆症に関する医科歯科連携
	－顎骨壊死・骨髄炎の予防と歯科用パノラマX線写真に
よる骨粗鬆症スクリーニング－
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 歯科口腔外科，2) 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 歯科口腔外
科歯科衛生士，3) 呉市歯科医師会，4) 松本歯科大学 歯科放射線学講座，5) 呉市医師会，6) 国家公務員共済組合連
合会 呉共済病院 整形外科，7) 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 婦人科，8）広島県病院薬剤師会呉支部，
9)
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 看護師，10) 呉・地域包括医療における骨粗鬆症を考える会 世話人
1)

東森 秀年1,3,10)，米田 進吾1,3)，冨本 麻美2)，國原 崇洋3,10)，中原 裕穂3)，田口 明4)，
沖本 信和5,10)，白川 泰山5,10)，原 豊5)，寺元 秀文5,6,10)，湯浅 徹5,7) ，先森 満子8,10)，
渥美 綾子9,10)
呉市は，人口約23万の臨海工業都市で，造船・鉄鋼・パルプなどを中心とし
て発展してきたが，少子高齢化の煽りを受け1975年をピークに人口減少の一途
を辿っている。特筆すべきは高齢化率で，人口15万人以上の都市の中では最も
高く33.7％にのぼる。高齢者では骨粗鬆症が多く，骨折のリスクも高い。
骨粗鬆症の治療薬であるビスフォスフォネートやデノスマブなどの骨吸収抑
制薬は，骨密度を高め骨折を予防する非常に有用な薬剤であるが，まれに顎骨
骨髄炎や顎骨壊死などの重大な副作用を起こすことが報告されている。ただし，
この副作用は適切な口腔管理によりある程度予防できることもわかってきた。
そこで当地区では，医師会と歯科医師会との連携による医科から歯科への簡便
な紹介システムの構築を試みている。
また，わが国の骨粗鬆症患者は約1,300万人と推定されているが，その治療率は30%に過ぎず多くの患者が
無自覚のまま骨折のリスクのある状態で生活している。なかでも大腿骨近位部骨折の患者は年間約17万人に
ものぼり，運動機能障害や全身への影響のため，生活の質を著しく低下させ，生命予後に影響を及ぼす場合
もある。
近年，歯科用パノラマＸ線写真を用いた骨粗鬆症のスクリーニングが有用であることがわかってきた。骨
折のリスクとなる骨粗鬆症患者を早期に診断し有効な予防手段を講じることは健康寿命を延ばすうえでも極
めて重要である。2015年には“骨粗鬆症の治療率・治療の継続率を高め，骨折を予防する”ことを目的に「呉・
地域包括医療における骨粗鬆症を考える会」が発足した。本会とも協調し，歯科疾患の診断・治療の目的で撮
影したパノラマⅩ線写真で骨粗鬆症のスクリーニングを行い，必要な場合は歯科から医科に紹介する事業も
試みている。
の展望などについて報告する。

■ 略歴
1991年
1991年
1992年
1994年
1996年
1998年
2002年
2006年

広島大学歯学部 卒業
広島大学歯学部附属病院 研修医（第二口腔外科）
同
第二口腔外科 医員
公立邑智病院 歯科医長
広島大学歯学部附属病院 第二口腔外科 医員
同
第二口腔外科 助手
広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔外科学 助手
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 歯科口
腔外科医長

2010年

 家公務員共済組合連合会
国
腔外科部長

呉共済病院

博士（歯学）
日本口腔外科学会専門医・指導医
広島県歯科医師会 病院歯科連絡協議会 理事
広島大学歯学部 非常勤講師
日本静脈経腸栄養学会 中国支部 世話人
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今回，これらの多職種連携による医科歯科双方向の密な取り組みについて，その経緯ならびに現状と今後

第11回教育研修会

口腔科学における研究の進め方
座長

中村 誠司
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野

阪井 丘芳
大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室
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研究プランニング法に関する一考察：発想、実験、研究
費申請

千葉大学大学院 医学研究院口腔科学 教授、NPO 法人日本口腔科学会 理事長

丹沢 秀樹
最近、歳のせいか、若い頃のことを良く想い出す。今でこそ、大学院生や若
手研究者と共に研究を愉しみ、彼らの成長を喜ぶようになった。しかし、振り返っ
てみると、必ずしもスムースに研究に入り、実験が進み、結果を得ることがで
きたわけではなかった。常に、迷い、悩み、苦しみさえも覚え、悪夢を見たこ
ともあった。私事ではあるが、「よくある話」でもあるので、これらの経験を整
理してご紹介し、特に、若手研究者の参考にしていただければと考える。笑い
ながらご堪能ください。
・発想・動機・テーマの選択：私の場合は、臨床家であるので、単純である。
一生懸命努力して臨床技術を修練しても、どうしても治せない、あるいは、変
形治癒で苦しむ患者さんがいらっしゃる。何とかならないのかという一念であ
る。大学院時代には分子生物学や生命科学を学びながら、ウイルス学教室の教授から与えられたテーマを忠
実に追い求めた。その後、教官として、自ら口腔外科学教室内に研究室を立ち上げ、はやりの癌遺伝子や癌
抑制遺伝子、未知の癌関連遺伝子を追い求めたが、最終目標は自ら決めた癌の遺伝子診断法や発癌予測法の
開発であった。高度先進医療の承認を得た。また、平成15年21世紀COEプログラムの拠点リーダーとして、
千葉大学、放射線医学総合研究所、千葉県がんセンターの共同事業を遂行した。最先端がん治療法として重
粒子線治療、遺伝子治療、免疫療法、高度抗がん剤療法などの研究を行うとともに、実際に、これらの治療
法を臨床の場で実践した。この経験から、私は、癌治療の現場で重要な現在の課題は、転移、抗がん剤や放
射線に対する耐性であり、特別な装置が必要であったり、高価で煩雑な手続きが必要な治療法ではなく、安
価でどんな辺鄙な地域でも使用可能な薬剤によるこれらの課題の解決に力を注ぐことを決意した。
・研究アプローチ法：私は、主に２種類の研究アプローチ法を用いている。すなわち、まず、癌と正常組織
標的を想定してから研究を組む方法とである。実例を挙げてご紹介する。
・実験で注意する点：臨床家の研究で良く見受けられる落とし穴は、サンプルをため込んで、一度に実験を
行い、全てを失う失敗である。少数のサンプルで技術的な問題点を克服して、エレガントな研究手法を選択
すべきであろう。また、実験手技が内在する誤差に考えが及ばず、特性が誤差に対して不十分なサンプルを
用いて意味のない実験を行うこともある。サンプルの組み合わせが少なくて、対象因子数を絞り込めない場
合もある。候補因子をどのように絞り込んだら良いのかも頭痛の種である。さらに、クラスター解析など数
学的には正しくとも、求める性質に基づくクラスターが得られずに、時間と経費を失うこともある。その他、
実際の実験を通じて、私が陥った失敗の数々とその原因をご紹介する。
・研究費申請：実験を継続するためには、研究費の獲得が必要である。しかし、審査員が認めてくれなければ、
いくら有益な研究でも実を結ぶことはない。研究費の獲得のために必要な注意点を、主に、審査員に理解さ
れる方法を中心として内緒でお話ししたい。
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を比較して、癌特異的発現遺伝子を同定するアプローチ法と、ある特定機能の制御遺伝子マップを俯瞰して、

■ 略歴
1955年２月28日生、 62歳
現職
千葉大学大学院医学研究院口腔科学 教授
千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 科長
千葉大学大学院医学研究院 副研究院長
学歴・職歴
1982年

千葉大学医学部卒業

1986年

東京医科歯科大学歯学部卒業

1991年

千葉大学大学院医学研究課程修了

1997年

千葉大学医学部 教授

2001年～現在

千葉大学大学院医学研究院 教授

2005年～現在

千葉大学大学院医学研究院 副研究院長

学術・歯科医療関係
1994 ～ 1995年

University of North Carolina（USA）留学 (Visiting Scholar)

1995 ～ 1996年

Visiting Professor, University of North Carolina（USA）

2000年～現在

Oral Oncology誌 Editor

2008年～現在

Oral Oncology誌 Senior Adviser

2009年～現在

日本口腔科学会理事

2014年～現在

日本口腔科学会理事長

2005年～ 2015年

日本学術振興会学術システム研究センター 専門研究員

2005年～現在

厚生労働省 医道審議会歯科分科会（国家試験・研修等委員会）委員

2013年～現在

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 専門委員

2003年～ 2012年

千葉県歯科医療協議会 会長

2012年～現在

千葉県歯口腔保険協議会 会長
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科研費改革と審査の方向性
新潟大学

前田 健康
学術研究の多様化、国際化、大学改革、限られた国の予算配分の中、各種政
府方針、各省審議会提言により、科学研究費（科研費）改革が進められ、平成30
年度助成分（平成29年9月公募予定）から、新たな科研費制度が始まります。
歯学系の現状を俯瞰すると、平成28年度実績で応募件数5,407.5件（新規3,724.0
件）、採択件数2,671.5件（新規1,006.0件）であり、平成19年度実績に比べ、採択件
数が大幅に伸びている。しかしながら、一課題あたりの平均配分額（直接経費）
を見てみると、新規（1,728千円）、新規＋継続分（1,464千円）で共に平成19年度ベー
スで約3割減となり、歯学研究の将来が危惧されます。
このような中、平成27年9月に策定された「科研費改革の実施方針」は取組の三
つの柱として、①審査システムの見直し、②研究種目・枠組みの見直し、③柔
軟かつ適正な研究費使用の促進が掲げられ、科研費審査システム改革2018では審査区分および審査方式の見
直しが実施されます。歯学系は中区分57：口腔科学およびその関連分野となり、10細目から8細目に変更され
ました。審査方式の見直しでは、基盤研究SとAで「総合審査」方式が、基盤研究B、Cおよび若手研究では2段
階書面審査方式が導入されます。特に注目すべき点として、基盤研究Sは新たに設けられた11の大区分（歯学
系は大区分I：臨床医学、社会医学と同じ区分）で審査されると共に、基盤研究Aは中区分57内でのスタディー
セクション方式の審査となり、従来の細目ベースでの審査から、歯学全体を俯瞰した審査に変更されます。
この方式は平成28年度に公募された新たな仕組みの挑戦的研究（開拓・萌芽）で、既に導入済です。
この講演では科研費改革、特に新たな審査方法の仕組みについて情報共有し、歯学研究の将来展望を考え
る一助としたいと思います。

■ 略歴
福井県生まれ

1984年

新潟大学歯学部卒業

1988年

新潟大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）

1994年

文部省在外研究員（米国ワシントン大学医学部）

1996年

新潟大学歯学部教授

2001年

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授

2007年

新潟大学歯学部長

2015年

日本学術振興会学術システムセンター専門研究員（医歯薬学専門調査班）
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AMEDの取り組みについて
日本医療研究開発機構（AMED）戦略推進部

針田 哲
AMEDは、医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究
開発の推進・成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発のための環境の整備
を総合的かつ効果的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実
施や助成等を行っています。
当機構は、医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関
として、これまで文部科学省・厚生労働省・経済産業省に計上されてきた医療
分野の研究開発に関する予算を集約し、基礎段階から実用化まで一貫した研究
のマネジメントを行っています。具体的には、「医療分野の研究開発及び環境整
備」、「その成果の普及・活用の促進」、「医療分野の研究開発及び環境整備に対
する助成」などを行っています。また、知的財産に関する専門家、臨床研究や治
験をサポートする専門スタッフなどの専門人材による研究の支援を行います。
こうした支援を通して、基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進及び環境の整備を行うことにより、
世界最高水準の医療・サービスの実現や健康長寿社会の形成を目指します。

■ 略歴
（学歴）
札幌医科大学（平成４年卒）
（職歴）
1992（ H４）.４ 厚生省 健康政策局 計画課
1993（ H５）.４ 茨城県立中央病院/友部病院/水戸保健所
1995（ H７）.７ 自治省 消防庁 救急救助課
教育研修会

1997（ H９）.４ 労働省 安全衛生部 労働衛生課
1998（H10）.11

厚生省 保険局 医療指導監査室

2000（H12）.４ 厚生省 東北地方医務局 医療課長
2001（H13）.８ 岐阜県 保健医療課長
2004（H16）.７ 厚生労働省 医政局 指導課 医療計画推進指導官
2007（H19）.４ 石川県 健康福祉部 次長/参事/部長
2010（H22）.４ 厚生労働省 精神･障害保健課
医療観察法医療体制整備推進室長
2012（H24）.４ 自治医科大学 卒後指導部長（公衆衛生学 教授）
2014（H26）.７ 環境省 環境保健部 環境リスク評価室長
2016（H26）.６ 日本医療研究開発機構 戦略推進部 次長
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サテライトセミナー１

顎顔面手術手技研究会
座長

中村 誠司
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

長谷川 和樹
静岡市立静岡病院 口腔外科

サテライトセミナー２

よりよい口唇口蓋裂治療を考える会
座長

星 和人
東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

夏目 長門
愛知学院大学歯学部付属病院口唇口蓋裂センター

サテライトセミナー３

サテライトセミナー４

第11回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会
座長

北川 善政
北海道大学

倉林 亨
東京医科歯科大学
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サテライトセミナー

全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議

サテライトセミナー 1『顎顔面手術手技研究会』

第20回 顎顔面手術手技研究会のご案内

日 時：平成29年４月27日（木）18:00 ～ 20:00
会 場：Ｂ会場 ひめぎんホール ２階
会 費：無料（事前申し込みなし）
抄録集：2,000円

■ テーマ
「舌癌手術のポイント ―切除から再建まで―」

■ 座長
中村 誠司（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野）
長谷川和樹（静岡市立静岡病院 口腔外科）

■ プログラム
講演１：九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座
顎顔面腫瘍制御学分野
川野 真太郎 先生
「舌部分切除術〜切除からその後の対応まで〜」
講演２：東海大学医学部外科学系口腔外科学領域
サテライトセミナー

太田 嘉英 先生
「発生学から考える舌半側切除術」
講演３：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野
原田 浩之 先生
「中咽頭切除を含む舌癌切除術」
講演４：宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野
山下 善弘 先生
「舌癌切除後の遊離皮弁再建」
連絡・問い合わせ先：静岡市立静岡病院 口腔外科
長谷川和樹
〒420-8630 静岡市葵区追手町10－93
電話：054-253-3125

Fax：054-252-0010

メールアドレス：hasegawa1146@shizuokahospital.jp
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サテライトセミナー 2『よりよい口唇口蓋裂治療を考える会』

第21回口蓋裂公開勉強会

『初回口唇裂手術と術前矯正のコツ』
第71回NPO法人日本口腔科学会学術集会

浜川

裕之会長の御厚意により、下記のごとく公開勉強会を開催

いたします。皆様の御参加をお待ちいたします。
日 時：平成29年４月27日（木） 18：00 〜 20：00
場 所：ひめぎんホール ２階 C会場

松山市道後町２- ５- １ TEL(089)923-5111

■ 座長
東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 星 和人先生
愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター

夏目 長門先生

■ 講演内容
１．出生前診断とご両親への対応

富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座 藤原久美子先生

２．スムーズな哺乳のために

愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター 新美 照幸先生

３．術前矯正
４．初回口唇裂手術の最近の動向

九州大学病院顎口腔外科 光安 岳志先生
東京大学医学部附属病院顎口腔外科歯科矯正歯科 西條 英人先生

５．若手口腔外科医が口唇形成術を行うためには

恵佑会札幌病院歯科口腔外科 松沢 祐介先生

参加費用：1,000円（講演抄録集代金を含む）
口座番号：郵便振替 00870−６−13193

口座名称：よりよい口唇口蓋裂治療を考える会
参加希望の方は郵便振替にて上記までお振込下さい。複数人数分まとめて振り込まれる場合には通信欄に
全員のご所属とお名前をご記入下さい。なお振込通知票をもって領収書を兼ねさせていただきます。
よりよい口唇口蓋裂治療を考える会

世話人：伊東節子、越後成志、後藤昌昭、吉増秀實、内山健志、中村典史、柳澤繁孝、砂川 元、高戸 毅
森 悦秀、三古谷忠、野口 誠、飯野光喜、高木律男、今井 裕、高橋 哲、杉山芳樹、夏目長門
実務委員：笹栗正明、根岸明秀、山下佳雄、西原一秀、平原成浩、松沢祐介、新垣敬一、佐藤 豊、渋井武夫
松井桂子、西條英人、飯島伸、戸谷収二、中富満城、古川博雄、新美照幸、南 克浩、藤原久美子
早川統子、井村英人
連絡先：よりよい口唇口蓋裂治療を考える会（事務局）
〒464-8651名古屋市千種区末盛通２−11愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター内  夏目長門
TEL: 052-751-7181 内線5331 E-mail : natsume@dpc.aichi-gakuin.ac.jp
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申込期限：平成29年４月20日（木） 当日消印有効

サテライトセミナー 3『全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議』

第43回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
（定例）
－ご案内－

標記会議を第71回日本口腔科学会学術集会初日の平成29年４月27日（木）18時00分より開催致しますので、
ご出席の程宜しくお願い申し上げます。
全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
会長

記
日 時：平成29年４月27日（木）

18時00分～ 19時30分

会 場：ひめぎんホール３階D会場（学会会場内）
TEL: 089-923-5111

■議 題
１．平成28年度会計報告
２．歯科医師卒後臨床研修について
３．医学生向け教科書作成について
４．その他
サテライトセミナー

■担 当
高知大学医学部附属病院歯科口腔外科 山本 哲也 教授
TEL：088-880-2421

FAX：088-880-2424

E-mail：yamamott@kochi-u.ac.jp
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飯野 光喜

サテライトセミナー 4『第11回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』

PET核医学歯科認定医制度の認定審査申請資格に関する
指定核医学関連学術講演会

本学術集会は口腔三学会(日本口腔外科学会、日本歯科放射線学会、日本口腔病理学会)連携協議会後援のも
とに開催され、口腔顎顔面領域の核医学臨床、研究に関する情報交換を通じて関連学会会員との相互交流を
計り、核医学を軸とした口腔顎顔面疾患の診断、治療、研究の発展に寄与していくことを目的として開催さ
れる。
なお、本学術集会は一般社団法人日本核医学会と特定非営利活動法人日本歯科放射線学会のPET核医学歯
科認定医制度の認定審査申請資格「日本歯科放射線学会が指定する核医学関連学術講演会」にあたる。
日
場

時：平成29年４月27日(木) 18:00 〜 20:00

所：ひめぎんホール[愛媛県県民文化会館] ３階 E会場
〒790-0843愛媛県松山市道後町２- ５- １、TEL 089-923-5111、FAX 089-923-5112

参加方法：当日、会場にて受付。会費1,000円

■ 講演内容
テーマ：「口腔顎顔面領域の核医学」
ミニレクチャー：座長 北川 善政 (北海道大学)
１．「口腔癌診療におけるPET/CT の活用」
道 泰之 先生 東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面外科学分野
２．「顎顔面領域のPET/CT」

特別講演：座長 倉林 亨 (東京医科歯科大学)
「私と核医学」
土持 眞 先生 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座
連絡先：事務局(世話人)
〒113-8549 東京都文京区湯島１−５−45
東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野
代表幹事

倉林 亨 kura.orad@tmd.ac.jp

事務局担当 中村 伸 shin.orad@tmd.ac.jp
TEL：03-5803-5546 (医局) FAX：03-5803-0205 (医局)
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中村 伸 先生 東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔放射線医学分野

ランチョンセミナー１
協賛：大鵬薬品工業株式会社
座長：山本 哲也（高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

ランチョンセミナー２
協賛：ストローマン・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー３
協賛：ティーアンドケー株式会社
座長：田中 宏史（済生会西条病院 歯科口腔外科）

ランチョンセミナー４
ランチョンセミナー

協賛：株式会社大塚製薬工場
座長：日野 聡史（愛媛大学医学部附属病院 歯科口腔外科）

ランチョンセミナー５
協賛：メルクセローノ株式会社
座長：桐田 忠昭
（奈良県立医科大学 口腔外科）

ランチョンセミナー６
協賛：イーエヌ大塚製薬株式会社
座長：上山 吉哉（山口大学大学院医学系研究科上皮情報解析医科学講座歯科口腔外科学分野）

ランチョンセミナー７
協賛：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

（

）

座長：本多 由武 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
エキスパート・セールス エキスパート・ディテーリング
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ランチョンセミナー 1

大鵬薬品工業株式会社

手術を中心とした進行頭頸部癌の集学的治療
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

塚原 清彰
近年、分子標的薬の出現など頭頸部癌治療は大きく変化している。しかし、
今なお手術の役割は大きい。本セミナーでは進行頭頸部癌治療における手術の
役割について述べさせていただく。
進行癌の治療戦略は拡大切除、皮弁再建と薬物併用放射線療法に分かれる。手
術に関してはエナジーデバイスと呼ばれるパワーエレクトロニクス関連器具の登
場により出血が減少し、手術時間も短縮し、患者侵襲が低くなってきている。エ
ナジーデバイスの有効性と注意点について術中ビデオを供覧しながら解説する。
一方で、医師も患者も手術か薬物併用放射線かの選択に難渋する症例も少な
くない。その様な症例では挿入化学療法によるケモセレクションが行われてい
る。導入化学療法のレジメンはTAX323、324によりシスプラチン、ドセタキセル、
５-ＦＵの３剤併用が標準治療となっている。導入化学療法が生命予後改善に寄与するかは長らく論議の的で
あった。2013年以降これに答えを出す無作為比較試験結果が報告された。これらの試験に関して結果を提示
しながら解説する。
Pignonのmeta-analysisでも生命予後に関するAdjuvant chemotherapyの有効性は否定された。我々は本邦93
施設の協力のもと、手術、放射線、あるいは化学放射線療法にて根治治療がされた526例を対象にS- １投与は
頭頸部癌根治治療後補助化学療法として有効かを検討した。結果としてS- １投与群はUFT投与群に比較して
全生存率が有意に改善していた。
進行頭頸部癌治療では手術、薬物、放射線治療を合わせた集学的治療が必要である。

■ 略歴
1998年３月

東京医科大学卒業

1998年４月

東京医科大学大学院入学（耳鼻咽喉科学）

2002年11月

医学博士（東京医科大学 甲）

2004年11月

がん研究会有明病院 頭頸科

2008年１月

東京医科大学八王子医療センター 耳鼻咽喉科頭頸部外科助手

2010年４月

同 講師

2014年１月

同 准教授

2015年８月

東京医科大学 耳鼻咽喉科学分野 主任教授

2016年７月

東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野(組織変更による) 主任教授

現在に至る
専門医資格
日本耳鼻咽喉科学会 専門医、研修指導医
日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医、暫定指導医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
日本気管食道科学会 専門医
日本内分泌外科・甲状腺外科学会 専門医
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従来、根治治療後の補助化学療法の有効性に関するエビデンスは存在しなかった。2009年に報告された

ランチョンセミナー 2

ストローマン・ジャパン株式会社

低侵襲インプラント治療の適応拡大

-Straumann®インプラントの特性からの考察医療法人社団新樹会豊嶋歯科医院

豊嶋 健史
骨増生術の改良や材料に支えられた治療法の確立により、インプラント治療
の適応症は拡大している。実際には、歯槽骨の増大により補綴主導型治療に適
合した形状のインプラント体の埋入が可能となり、デジタル技術により機能的
かつ審美的な結果が得られる。その一方で、患者層の高齢化、医科との連携が
必要な全身疾患の増加により、前述した理想的なインプラント治療をためらう
場面があることも事実である。その狭間で、私たち臨床医は低侵襲な治療法を
考慮する必要がある。
Straumann®インプラントのナローやショートタイプを選択することで、残存
骨幅や高径が十分でなく全身的リスクを有する患者に対して、低侵襲なインプ
ラント治療を適応できる。例えば、従来は水平的骨増生術を行いレギュラータ
イプを埋入していた狭小部位に対して、強度を向上したジルコニアチタン製のRoxolid®ナロータイプを応用
ランチョンセミナー

できる。また、残存骨高径が不十分な部位にショートタイプを選択することで、垂直的骨増生術や上顎洞底
挙上術を回避できることもある。さらに、Straumann®インプラントは５種類の形状を有しており、埋入時の
歯槽骨の硬さや形態によって選択できる。骨結合獲得には適切な初期固定が重要であり、インプラント体の
選択がその一端を担う。特にBLTはテーパー形状を有するセルフタッピングタイプであり初期固定の向上に
寄与するが、埋入環境に応じてそれぞれを使い分けることで予知性の高い埋入が可能となる。
本セミナーでは、理想的なインプラント治療と対比しながら、残存骨幅や高径が十分でない部位にデジタ
ル技術を利用してナロータイプやショートタイプのインプラントを埋入した症例を供覧し、低侵襲インプラ
ント治療の適応拡大について考察する。また、適切な初期固定を得るために私たち臨床医がすべきことを、
実験データと共にStraumann®インプラントの特性から考察する。

■ 略歴
2001年：九州大学歯学部卒業
2005年：九州大学歯学部歯学研究院卒業、エアランゲン＝ニュルンベルグ大学口腔外科（リサーチフェロー）
2007年：ヨハネスグーテンベルグ大学マインツ口腔外科（リサーチフェロー、ITIクリニカルスカラー 2007、
2008）
2009年：九州大学病院 顎顔面口腔外科（助教）
2015年〜現在：（医）新樹会豊嶋歯科医院勤務、香川大学医学部口腔外科非常勤講師、（公社）日本口腔外科学
会認定口腔外科専門医取得、（公社）日本口腔インプラント学会認定専門医取得
2016年〜現在：神奈川歯科大学大学院高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野客員教授、ITIフェ
ロー
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ティーアンドケー株式会社

口腔ケア −言うは易く行うは難し−
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

小川 泰治
口腔ケアという用語は高齢化が進行する現代社会において広く浸透しており，
社会的関心も高まっています．口腔ケアの歴史を辿ると，古くは100年前の文献
にオーラルケアについての記述がみられます．近年では，学術的な観点からの
口腔ケアの効果が数多く報告されています．エビデンスの蓄積に伴い，口腔ケ
アは疾病の予防や健康維持・増進，Quality of Lifeの向上に貢献できる手法であ
ることが多くの人に認識されています．また，患者の口腔内の状態をみれば看
護の質がわかる，とも言われます．しかし，実際に口腔ケアが必要な人の口腔
を清潔に保持することは非常に困難であるのが現状です．
口腔ケアの現場では多職種が関わるため，それぞれの役割分担が不明瞭とな
り，一部の方法論が偏重される場合があります．そして口腔ケアの目的やゴー
ルの認識の不一致が，昨今の現場における問題であると思われます．したがって，職種や方法論に左右されず，
統一された口腔ケアのコンセプトを構築し，現場で共有することが必要です．何より，誰もが容易に行うこ
とのできるシンプルで効果的な口腔ケア方法を確立することが今後の課題であると考えます．
れた現代であっても依然死亡率の高い老人性肺炎の多くは，口腔内常在菌の不顕性誤嚥に起因すると考えら
れています．また，細菌の生育に適した温度，湿度，酸素，栄養などの条件が整っているため，口腔はしば
しば細菌の培養器にも例えられます．口腔内から細菌を完全に排除するのは不可能なため，口腔ケアは際限
なく増殖を繰り返す，細菌という目には見えない敵との攻防であるとも言えるでしょう．
そこで，本セミナーでは，演者が学んだ口腔細菌学の視点からの口腔ケアについてご紹介させていただき
ます．

■ 略歴
2006年

大阪大学歯学部歯学科卒業

2007年

大阪大学歯学部附属病院 研修歯科医

2011年

大阪大学大学院歯学研究科修了，大阪大学歯学部付属病院 医員

2013年

チューリッヒ大学病院ポスドク研究員

2014年

大阪大学歯学部附属病院 医員

2015年

大阪大学大学院歯学研究科特任助教

2016年

大阪大学大学院歯学研究科助教

現在に至る

145

ランチョンセミナー

口腔は呼吸器および消化器への入り口であり，健康状態に直結する重要な器官です．抗菌薬療法が確立さ
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株式会社大塚製薬工場

経腸栄養法に起因する合併症対策と機能性成分による
栄養管理の有用性

愛媛大学医学部附属病院 栄養部

利光 久美子
栄養補給法は、経口栄養、経腸栄養、静脈栄養があり、経腸栄養剤は窒素源（タ
ンパク質）の分解の程度で成分栄養剤、半消化態栄養剤、消化態栄養剤に分かれ、
医薬品と食品扱いの栄養剤に分類される。その種類は標準タイプ、高濃度・低
濃度タイプ、病態別栄養剤、半固形化栄養剤などに分かれる。経口摂取困難時
の主な経腸栄養剤の選択基準は、腸管の使用可否で決定され、腸管の使用が可
能であれば経腸栄養法を優先する。経腸栄養法は、腸管粘膜の維持や免疫能の
維持、bacterial translocationの回避、代謝反応の亢進抑制、胆汁うっ滞の回避、
消化管の生理機能の維持、カテーテル敗血症などTPN時に発生しうる合併症は
なく長期栄養管理が容易である。また、経腸栄養剤投与により腸管とその免疫
能の刺激に繋がり、腸管免疫ばかりでなく全身の免疫能の腑活化や生体侵襲に
伴う代謝亢進の抑制など、適切な栄養補給と共にメリットは大きい。しかしその反面、注意すべき合併症と
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して誤嚥性肺炎、悪心、嘔吐、腹部膨満、下痢などの消化器症状や高血糖、脱水、電解質異常、微量元素欠
乏症などの代謝関連に伴う合併症があげられる。それらの合併症を防ぐために、投与速度に注意すると同時
に、経腸栄養剤の組成や濃度、病態、症状についても検討し選択すべきである。近年、それらを予防、改善
に効果的とされる半固形化栄養剤が着目され、胃内におけるゲル化栄養剤が注目されている。また、経腸栄
養剤に含まれる食物繊維やオリゴ糖、コラーゲンペプチドといった機能性成分についても、腸管免疫機能維持、
改善や創傷治癒など、栄養療法の効果について報告されている。
本ランチョンセミナーでは、経腸栄養療法の適応と起因する合併症を防ぐための経腸栄養剤の選択や機能
性について、情報共有を行いたい。

■ 略歴
1989年

松山東雲女子大学短期大学食物科 卒業

1989年

国立病院四国がんセンター 栄養管理室

2000年

愛媛大学医学部 医事課 栄養管理室（副室長）

2008年

高知女子大学大学院 生活科学専攻修士課程（学術修士）修了

2010年

愛媛大学大学院 連合農学研究科生物資源利用学専攻博士課程（学術博士）修了

2011年

愛媛大学医学部附属病院 栄養部（部長）

現在に至る
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メルクセローノ株式会社

がん薬物療法専門医が考える頭頸部がんの薬物療法
近畿大学医学部内科学講座腫瘍内科部門

田中 薫
分子標的治療薬を始めとした近年の薬物療法の進歩にともない 、固形がんの
診療における薬物療法の役割が急速に拡大し、その内容も複雑化している。そ
のため様々な癌腫においてがん薬物療法を専門とする腫瘍内科医の重要性が増
しており、頭頸部がんの治療においても、腫瘍内科医が薬物療法を担当するよ
うになってきた。しかしながら腫瘍内科医の中でも頭頸部がんの診療に精通し
たがん薬物療法専門医はまだ少なく、大半の施設においては頭頸部外科医が薬
物療法を行っているのが現状である。そのような中、近畿大学では2009年より
耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線治療科とともに頭頸部がんのCancer Board
を組織し、腫瘍内科医が化学放射線療法や導入化学療法といった根治を目指す
場面、転移・再発症例への緩和的な場面、新規薬剤の開発での研究的な場面で
の薬物療法を担っている。当院ではがん薬物療法専門医が関わっているため、シスプラチン併用の化学放射
線療法や、分子標的治療薬であるセツキシマブも含めた多剤併用療法などの強い副作用を伴う治療も、エビ
デンス通りの標準用量で安全に完遂できており、現在承認申請中の免疫チェックポイント阻害剤であるニボ
本講演では頭頸部がんの薬物療法における最新の知見とともに、日常臨床における薬物療法の選択、副作
用管理等をがん薬物療法専門医の視点から解説する。

■ 略歴
2003年３月

近畿大学医学部医学科卒業

2003年５月～	 近畿大学腫瘍内科 臨床研修医
2004年６月～	 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 臨床研修医
2005年４月～	 同 呼吸器科医員
2006年７月

近畿大学ゲノム生物学教室 研究員

2009年３月

近畿大学大学院医学研究科（腫瘍病態制御学）修了（医学博士）

2009年４月～	 近畿大学腫瘍内科 助教
2010年６月～	 南和歌山医療センター 腫瘍内科
2011年４月～	 近畿大学腫瘍内科 助教
2014年４月～	 近畿大学医学部 内科学教室腫瘍内科部門 講師  病棟医長
現在に至る

■ 専門分野
呼吸器腫瘍の診断・薬物療法、頭頸部がんの薬物療法
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ルマブも他癌腫での使用経験を活かして承認され次第速やかに使用する予定である。
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イーエヌ大塚製薬株式会社

C型肝炎と扁平苔癬〜診療戦略と今後の展望
佐賀大学医学部臓器相関情報講座

長尾 由実子
日本には、約150万人のC型肝炎ウイルス（HCV）感染者が存在すると推定され
ている。国内の年間肝がん死亡者数は３万人を超え、その約７割がHCV感染に
由来する。そのため、わが国における肝がんの撲滅にはHCVの駆除が極めて重
要である。
現在、Ｃ型肝炎に対する抗ウイルス療法はインターフェロン（IFN）をベースに
した治療法からIFNを用いない経口抗ウイルス薬（direct-acting antiviral agents;
DAAs）による治療法が主流となった。DAAs治療は、従来のIFN治療に比べ、
副作用が軽減されただけでなく、ウイルス駆除率も高い（95 〜 100％）。C型肝炎
治療は大きく変貌を遂げた。
一方、HCVは肝臓以外の臓器や組織にも種々の病変を引き起こす。その障害
を「肝外病変」と呼び、腎、肺、心、甲状腺、唾液腺、皮膚、粘膜、代謝などの病変がある。リンパ増殖性疾
患（悪性リンパ腫、クリオグロブリン血症）、腎疾患（膜性増殖性糸球体腎炎）、皮膚疾患（扁平苔癬、晩発性皮
膚ポルフィリン症）、内分泌代謝性疾患（慢性甲状腺炎、糖尿病）などが知られている。口腔領域の肝外病変と
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しては、扁平苔癬、シェーグレン症候群、口腔がんが挙げられる。
日本における扁平苔癬とHCVとの関連は、演者が1995年にはじめて報告した（Nagao et al, Eur J Clin

Invest. 1995 ）。現在までに疫学（hospital-based study, population-based study）、発症要因、抗ウイルス治療
（IFN、DAAs）との関連性を主に明らかにした。HCVによる扁平苔癬の発症には、ウイルス因子・宿主因子・
薬剤因子が関連する。最近、ゲノムワイド関連解析（GWAS）を通して有意なSNPsを見出した（Nagao et al,

Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 ）。
びらん型の扁平苔癬の場合、口腔内が不衛生になりやすい。扁平苔癬患者へのリフレケアH（口腔ケアジェ
ル）の使用が、患者のQOLとくにドライマウス感や睡眠障害を有意に改善させた（Nagao et al, Virol J. 2011 ）。
扁平苔癬の治療は、まずは口腔環境を改善することが大事である。ステロイド剤は炎症を抑えるために有効
なこともあるが、口腔カンジダ症を合併した場合の対処、食事指導、生活指導も大切なポイントとなる。
扁平苔癬から見えてくる全身疾患を中心に、歯科医師としてウイルス性肝疾患をどう捉えるのか？口腔領
域の病態と対策について提示したい。

■ 略歴
1989年３月

福岡歯科大学卒業

1991年１月

久留米大学医学部口腔外科学講座 助教

1997年２月

医療法人社団高木病院歯科口腔外科 医長

1999年４月

久留米大学先端癌治療研究センター 助教

2003年４月

久留米大学学長直属 講師

2005年４月

久留米大学医学部消化器疾患情報講座 准教授

2015年４月

佐賀大学医学部臓器相関情報講座 教授

2016年４月

久留米大学 客員教授

現在に至る
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口腔乾燥症における紅斑性カンジダ症とデンチャーケア
鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科

中川 洋一
口腔乾燥症（Xerostomia）は口腔乾燥感という主観的な自覚症状を表す用語で、
唾液腺機能障害（唾液の分泌減退や質的変化）を伴う場合と伴わない場合がある。
唾液腺機能障害は、腺実質の破壊や神経伝達の機能障害が原因であり、唾液機
能障害の結果として歯のう蝕や上行性化膿性唾液腺炎などの二次的な疾患を生
じる可能性が高くなる。口腔カンジダ症もその一つで、唾液腺機能障害患者で
は紅斑性カンジダ症が多い。
紅斑性カンジダ症の特徴的な徴候の一つに舌乳頭萎縮がある。舌乳頭萎縮に
関連する因子として、唾液分泌量の低下のほか、年齢の増加、義歯装着がある。
唾液の湿潤作用が低下すると粘膜が摩耗して粗造となり、そのためにCandida
が付着しやすい状態になる。唾液分泌減退している場合、義歯装着者は舌背
のCandida 生菌数が増加する。舌乳頭萎縮にはCandida albicans の増加が関連するが、C.glabrata などnon-

albicans Candida species の関与は強くない。
防は、（１）Candida 数を増加させないこと、（２）口腔粘膜の解剖学的バリアーを維持することである。具体
的には（１）唾液腺機能障害患者におけるCandida 数の増加は、低下した唾液の浄化作用を、洗口によって補
い抑制する。義歯基底面はバイオフィルムを形成しやすく口腔粘膜へのCandida の供給源になるため、機械
的清掃と化学的洗浄によるデンチャーケアでこれを予防し、必要に応じて専門的ケアを行う。（２）唾液の湿
潤作用の低下によって摩耗し損傷した口腔粘膜を、保湿剤で補い修復させる。このような口腔粘膜と義歯の
ケアは、口腔カンジダ症のリスクを減らすことができると考えられる。

■ 略歴
1980年

鶴見大学歯学部 卒業

1981年

鶴見大学歯学部口腔外科学第二講座 助手

1988年

鶴見大学歯学部口腔外科学第二講座 講師

1990年４月〜 1992年６月

Department of Oral Biology, University of Florida

2011年

鶴見大学歯学部口腔内科学講座 講師

2015年

鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科 准教授

現在に至る
2008年

日本口腔科学会 宿題報告担当
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カンジダ症はCandida の粘膜への付着と浸入、粘膜上皮の破壊で成立する。そのため口腔カンジダ症の予

一般口演抄録
4 月 27 日（木）
口演（ 月

4

日）

27

9:00〜9:40

先天異常・発育異常

座長：古郷 幹彦・中村 典史

1-B-1

1-B-2

札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

山口大学 大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座

都倉 尭明, 宮崎 晃亘, 荻 和弘, 西山 廣陽, 小池 和茂,
坂本 結生, 中垣 貴文, 五十嵐 友彦, 出張 裕也,
平塚 博義

三島 克章, 白石 麻美, 梅田 浩嗣, 上山 吉哉

Hemifacial microsomia 患者における
顎顔面形態の定量的分析

【 目 的 】Hemifacial microsomia(HFM)は 第1第2鰓 弓
由 来 の 器 官 の 形 成 不 全 を 呈 し、 小 耳 症 や 下 顎 低 形 成
を 主 徴 と す る 先 天 性 疾 患 で あ る。HFMの 発 生 頻 度 は
1/3,500~5,600とされており、その多くは片側性である。
これまで、数十例単位を対象としたHFMの顎顔面形態
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の画像解析の報告は散見されるものの100例を超える多
数症例における定量的評価は報告されていない。HFM
の形態学的特徴を明らかにする目的で、正面頭部X線規
格写真を撮影したHFMの定量的分析をおこなったので
報告する。【対象】2005年から2015年までの間に、正面
頭部X線規格写真を撮影した片側性HFM患者186例( 男
性122例、女性64例、平均年齢11.3歳 )を対象とし、顔面
非対称のない正面頭部X線規格写真を撮影した歯科矯正
治療前の患者80例を対照とした。
【方法】写真データを画
像分析ソフトCephaloMetrics AtoZRで基準点を設定し
た。各基準点を用いた線計測および角度計測項目につい
て、HFM群の健側と患側間およびHFM群と対照群間で
比較検討した。
【結果】線計測では硬組織および軟組織と
もに患側下顎の縮小が見られたが、下顎下縁の厚みは健
側と患側の間で有意差がみられなかった。また、HFM
群と対照群間で下顎下縁の厚みに加えて下顎角の側方的
位置に有意差がみられなかった。角度計測では患側の下
顎枝内側傾斜角は小さくなり、下顎角、下顎下縁の角度
は大きくなった。HFM群と対照群間でも同様であった。
【考察】HFMの患側下顎の低形成は下顎枝のみに限局す
るのでなく、患側の下顎骨全体におよんでいたが下顎下
縁の厚みには影響が少ないことが示唆された。角度計測

当科における過去10年間の口唇・口蓋
裂一次症例の臨床統計的検討

【緒言】本邦では出生約600人に1人の割合で口唇・口蓋裂
が発生するとされ、発生頻度の高い体表奇形の一つであ
る。今回、2006年1月から2016年6月までの間に山口大学
医学部附属病院歯科口腔外科を受診した、口唇・口蓋裂
一次症例（未手術症例）72名を対象とし、臨床統計的検
討を行ったので、その概要を報告する。【研究方法】調査
項目は、初診患者数、紹介元、裂型、披裂側、合併異
常、染色体異常、家族歴とした。【結果】裂型別では口唇
口蓋裂が28例（38.9％）、口蓋裂（粘膜下口蓋裂を含む）が
27例（37.5％）、口唇裂が17例（23.6％）であった。男児34名、
女児38名と性差はなく、口唇口蓋裂は男児に多く、口蓋
裂は女児に多く、口唇裂はほぼ同数であった。両側裂よ
り片側裂が多く、左側に多かった。合併異常の頻度は
16.7%で、特に口蓋裂患者に多くみられた。合併異常の
内訳は先天性心疾患が最も多く、次いで耳介、四肢奇形
であった。染色体異常を8.3%に認め、特に粘膜下口蓋裂
患者に高率に認め、また、過去の報告より高率であった。
家族内発生率は12.5%で、口唇裂を合併した患者に高率
にみられた。【結語】当科における過去10年間の口唇・口
蓋裂一次症例の臨床統計的検討を行った。その結果、裂
型、披裂側、合併異常、家族歴等の項目は、従来の報告
と類似した結果であったが、染色体異常の頻度に関して、
過去の報告より高率であるのが特徴であった。

においてはオトガイの患側偏位および患側の下顎の低形
成に矛盾しない結果であった。線計測と角度計測の結果
から関節突起の側方的位置と下顎枝内側傾斜角がHFM
の顎顔面非対称に大きな影響を及ぼしていることが示唆
された。
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東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

末永 英之, 谷口 明紗子, 西條 英人, 星 和人, 高戸 毅

栗原 祐史, 佐藤 仁, 代田 達夫

上顎骨延長術における術前シミュレーショ
ンを基にした上顎骨位置決め法の精度

【目的】三次元画像処理の最近の進歩により、顎矯正手
術の治療結果を予測し、評価することが可能となって
きている。われわれは、上顎骨延長術を二段階手術と
して、1回目の手術で上顎骨切り術と延長器の装着を行

した。立案は、まずCTを基に予定する上顎骨移動後の
位置とプレート固定の位置、予想される骨片干渉部分を
三次元画像処理ソフトウェア（Mimics Innovation Suite;
Materialise）によるシミュレーションによって把握し、
次に実物大立体モデルを作成しシャム手術を行い、プ
レート固定の位置と必要な骨削除部位を決定した。1回
目の手術時に、上顎骨を計測することによりシミュレー
ションによって決定した位置にスクリューホールをあ
けた。上顎骨延長後、2回目の手術時にそのスクリュー
ホールにプレートを固定した。術前シミュレーションの
精度は、術前のシミュレーション画像と手術後に撮影し
た三次元CT画像を画像処理ソフトウェアにより重ね合
わせ、三次元的な偏差カラーマップによりその差を評価
した。
【結果】上顎移動のシミュレーションと実際の移動
の差異はほとんどの領域で1.5mm未満であった。【結論】
上顎骨延長術に際し、プレート固定の位置を術前シミュ
レーションにより決定することで、正確な骨移動が可能
であった。この方法では、位置決め装置を用いることな
く正確な上顎の骨移動が可能であることが利点と考えら
れる。

どについて，また，輸血の施行状況について調査を行っ
た．【結果】2001年から2015年までの15年間に，当科で
顎矯正手術が施行された症例は947症例で，性別では男
性が389例，女性が558例，年齢は12歳から60歳，手術時
平均年齢は26.5歳であった．術式は下顎枝矢状分割術単
独(SSRO)が601例（63.4%），Le Fort I型骨切術とSSROに
よる上下顎移動術が218例（23.0%），上顎前方歯槽部骨切
り術が37例（4.0%），上顎歯列弓急速拡大装置設置術が30
例（3.2%）であった．術中出血量は，Le Fort I型骨切術と
SSROによる上下顎移動術において最大1896ml，SSRO単
独において最大2450mlであった．2008年以降は1000mlを
超える出血は認めず，平均出血量は269mlであった．い
ずれの手術術式においても手術時間と出血量の間に相関
関係を認めた.また，調査当初より貯血式および希釈式の
自己血輸血が導入され，上下顎移動術には600から800ml
の貯血が行われ,手術終了時に返血が行われていた．一方，
下顎単独症例では手術直前に400mlの血液を採取して手
術終了時に返血する希釈式自己血輸血が行われていた．
しかし，2013年頃より術中出血の減少に伴って，現在で
は自己血輸血を行っていない．【考察】同一術式において
も超音波骨切削機器などの導入，術式の変化，術者の熟
達等により手術時間の短縮とともに出血量の減少が認め
られたと考えられる.そのため，今後，顎矯正手術ではよ
り安全で低侵襲な手術手技および手術機器を選択するこ
とで術中の出血量を最小限に抑え，自己血輸血を避ける
べきではないかと考える.
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ラマX線写真、頭部X線規格写真、歯列模型のほかに頭
部Computed tomography (CT)を撮影し手術計画を立案

【目的】今回われわれは当科において2001年から2015年ま
での過去15年間に施行した顎矯正手術について，術中
の出血量および輸血の有無についてその概要を報告す
る.【対象および方法】上記期間に当科で顎矯正手術を施
行した顎変形症症例を対象とし，術式と出血量の相関な

口演（ 月

い、上顎骨延長後に2回目の手術で延長器を除去して上
顎骨をプレートで固定すると同時に、下顎骨切り術を
行っている。その際に、術前のシミュレーションにより
術前にプレート固定の位置を決定し、上顎骨の位置決
めを行っている。本研究ではこの方法の精度を検討し
た。
【材料及び方法】対象は上顎骨延長術を行った口唇口
蓋裂患者13例で、術前に基本資料である顔面写真、パノ

当科における顎矯正手術症例の臨床統計
的観察：術中出血に関する分析

その他３

14:20〜15:20
座長：山本 学・柴田 敏之
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1-B-6

1

弘前大学 大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座, 2北秋
田市民病院歯科口腔外科

1
香川県立中央病院 歯科口腔外科, 2島根大学医学部 歯科
口腔外科

伊藤 良平1, 久保田 耕世1, 成田 紀彦1, 乾 明成1,
小山 俊朗1, 田村 好拡1, 佐竹 杏奈1, 長内 俊之1,2,
小林 恒1

助川 信太郎1, 管野 貴浩2, 松本 憲一1, 助川 由佳1,
古木 良彦1

下顎骨骨折における骨折部位の検討－特
に関節突起部と下顎角部における病態に
ついて－
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【諸言】下顎骨において関節突起および下顎角は応力が集
中しやすい部位であり、骨折の好発部位である。２つの
骨折の様態には年齢、受傷原因、智歯の有無、咬合支持
などの多くの因子が影響を与えることが報告されてい
る。本研究は関節突起骨折と下顎角骨折を比較し、そ
れぞれに影響を与える因子について検討した。【方法】
2003年1月～ 2015年12月に当科を受診した下顎骨骨折188
例のうち、関節突起骨折111例と下顎角骨折51例を対象
とした。検討項目は年齢、性別、原因、下顎智歯の有無
および埋伏位置
（Pell & Gregory分類）
、咬合支持の状態、
重症度（Facial Injury Severity Scale, FISSおよび下顎骨
内骨折線の数）などついて臨床統計的に検討した。統計
解析にはχ2検定、
マンホイットニー U検定を用いた。
【結
果】関節突起骨折と下顎角骨折の比較では、関節突起骨
折で平均年齢が高く、女性の割合が多かった。受傷原因
では関節突起骨折は転倒、下顎角骨折はスポーツが最も
多かった。関節突起関節突起骨折では咬合支持がない割
合が多く、下顎角骨折において下顎智歯を有する割合が
多かった。智歯の埋伏位置に差はなかった。下顎骨折線
の数では有意差はなく、FISSにおいて有意差を認めた。
【結論】関節突起、下顎角のいずれに応力が集中し、骨折
にいたるかについて、年齢、咬合支持、智歯の有無、原因、
外力の大きさ、骨量など多くの因子が影響すると考えら
れた。

頬骨骨折治療で使用した薄型フラットタ
イプ生体吸収性プレートとチタンミニプ
レートの比較検討

【緒言】顎顔面領域における骨折や骨切り後の固定におい
て、プレート除去が不要である利点を利用し、生体吸収
性プレートを使用する頻度が近年増加している。しかし
ながら、生体吸収性プレートはチタンミニプレートに比
べ強度に劣るため厚みを必要とする。そのため、頬骨前
頭縫合部や眼窩下縁などの顔面皮膚が薄い部位おいては
術後に異物感による摘出を必要とすることがある。今回、
われわれは薄型フラットタイプ吸収性プレートシステム
またはチタンプレートを用いて頬骨骨折治療を行った症
例について、臨床的有用性ならびに術後の軟組織の量的
変化について比較検討したので概要を報告する。【対象】
2012年1月から2015年12月までの3年間に当科にて治療を
行った頬骨骨折に対し、十分に術後経過観察が行えたチ
タンプレート（Matrix MIDFACE、シンセス社）6例、薄
型フラットタイプ吸収性プレートシステム（GrandFix、
グンゼ社）6例を対象とした。
【方法】術後の臨床経過な
らびに合併症に関して検討を行った。また術後6 ヵ月の
ＣＴデータを用いて、各群の頬骨前頭縫合部における軟
組織の厚さを、各患者の健側と比較した軟組織増加率に
ついて比較した。【結果】いずれのプレート群においても
良好な骨治癒が得られ、形態および機能の良好な回復を
認めた。また、異物感等の合併症も認めなかった。薄型
フラットタイプ吸収性プレートシステム群の軟組織増加
率は平均131.1％（101.5-165.8％）であった。一方、チタ
ンミニプレート群の軟組織増加率は平均126.4％（102.2167.6％）であり、二群間に統計学的有意差はなかった(P
＝0.69;＞0.05)。【考察】薄型フラットタイプ吸収性プレー
トシステムは、良好な骨治癒を維持したまま、頬骨前頭
縫合のような触診による異物感を呈し易い部位の骨接合
を必要とする頬骨骨折治療に大変有用であると考えられ
た。
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東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

歯科金属アレルギー疑い症例の臨床診断
とパッチテスト結果の検討
3

日本歯科大学附属病院口腔アレルギー外来, 2口腔外科,
総合診療科, 4内科

入院加療を要した顎口腔領域の感染症の
臨床的検討
柴山 知紗, 熊坂 士, 三宮 範子, 福澤 智, 岡本 俊宏,
安藤 智博

石垣 佳希1,2, 吉田 和正1,2, 川村 浩樹1,3, 五島 順子1,4
【目的】
当院では1997年に皮膚科外来、2010年4月に口腔アレ
ルギー外来を開設し、それ以降歯科材料が原因と疑われ
るさまざまな症状を主訴に多くの患者が受診するように

チテストを行った530人を対象とした。試薬は鳥居薬品
社製17種、輸入製剤3種、自家製剤３種を加えた計23種
である。検査は主として背部皮膚に試薬を貼付し、48時
間後、72時間後、7日後に判定した。判定基準はICDRG
（国際接触皮膚炎研究グループ）の判定方法に準じ、反応
なし
（－）
、弱い紅斑
（+ ？）
、紅斑＋浸潤＋ときに丘疹（+）、
紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱（++）
、大水疱（+++）の5段階
評価とした。
【結果】
症例総数の感作陽性率は62.3％であった。主症状によ
る臨床診断では皮膚炎群が最も多く、次いで口腔粘膜炎
群、口腔扁平苔癬、掌蹠膿疱症、口腔粘膜非炎症群の順
であった。また感作陽性率では口腔扁平苔癬が最も高く、
次いで掌蹠膿疱症、口腔粘膜炎群、皮膚炎群、口腔粘膜
非炎症群時の順であった。
【結論】
口腔または全身に症状のある症例では陽性反応の金属
種別が異なっていたことから発症に関与する可能性が高
い金属を明らかにすることは治療方針の決定に有用であ
ることが示唆された。

疾患、入院時のバイタルサイン、血液検査結果、処置内
容等に関して診療録を元にレトロスペクティブに検討を
行った。統計処理はJMP Pro12を用い、P＜0.05を有意
差ありとした。【結果】男性は36例（43.4％）、女性は47例
（56.6％）であった。年齢は20代が9例（10.8％）、30代が12
例（14.5％）、40代が6例（7.2％）、50代が10例（12.0％）
、60
代が10例（12.0％）、70代が18例（21.7％）、80代以上が18
例（21.7％）で、70代以上が半数近くを占めていた。疾患
としては蜂窩織炎が64例（77.1％）で最も多く、次いで骨
髄炎が17例（20.5％）となっていた。原因疾患として、根
尖性歯周炎が47例（56.6％）と最も多かった。入院日数は2
～ 139日、平均で11日であった。入院時の血液検査の結
果では、平均でWBC：10000個/μl、CRP：7mg/dl、プ
ロカルシトニン：4ng/mlであった。
【考察】顎口腔領域
の感染症は重篤化すると、気道閉塞などの呼吸不全だけ
ではなく、敗血症などにより生命の危機になりうること
がある。重症化をスクリーニングするためには、バイタ
ルサインだけではなく、CRPやプロカルシトニンも有効
な指標となることが示唆された。
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【方法】
2010年4月から2016年12月までの6年9カ月の間にパッ

われは東京女子医科大学病院歯科口腔外科において、入
院下で加療を行った顎口腔領域の感染症の症例について
臨床的検討を行い若干の知見をえたので報告する。
【対
象および方法】東京女子医科大学病院歯科口腔外科にお
いて、平成26年10月から平成28年10月までの間に、入
院下で顎口腔領域の感染症の治療を行った83例（男性36
例，女性47例）を対象とした。原因疾患、原因歯、合併

口演（ 月

なった。これら患者に対して歯科医師、皮膚科医師、歯
科技工士が総合的に取り組み、その原因の特定および治
療に努めている。一連の診査の中で原因を特定する手段
として歯科材料のパッチテストを実施することが多い。
今回演者らは、当院で実施したパッチテスト結果と初診
時の臨床診断との関連性について検討し、若干の知見を
得たので報告する。

【目的】口腔外科分野の主要な疾患の1つである顎口腔領
域の感染症は、重症化すると入院加療を要する場合があ
る。重症化すると死に至る可能性もあり、入院加療の必
要性をスクリーニングすることが重要である。今回われ

1-B-9

1-B-10

東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

1

下顎骨舌側病変に対する内視鏡を用いた
口腔内アプローチの臨床的検討

日本大学 歯学部 口腔外科学講座, 2日本大学 歯学部 臨
床医学講座

山内 健介, 森島 浩允, 佐藤 工, 片岡 良浩,
野上 晋之介, 高橋 哲
口腔外科手術での下顎骨舌側からのアプローチは、口底
を走行する舌神経、ワルトン管の存在のため困難を要す
ることが多い。明視化で確実な展開を行うには口腔外ア
プローチも考慮されるが、顔面神経損傷と皮膚瘢痕の問

口演（ 月

4

日）
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当院におけるベニアグラフトとチタン
メッシュによるGBR症例の比較検討

題が挙げられる。今回われわれは、下顎骨舌側病変に対
して内視鏡を用いた口腔内アプローチに対する臨床的検
討を行ったのでその概要を報告する方法：切開線は下顎
外斜線、最後方臼歯遠心から犬歯までの舌側歯肉溝に設
定し、粘膜骨膜を剥離、顎舌骨筋と下顎骨の付着部を電
気メスにて切離し、顎舌骨筋線下方の骨面を明示する。
その後、直径4mm、30°
の内視鏡（Karl Storz社）を舌側
骨面に沿うように挿入し、下顎骨舌側骨面および周囲骨
膜を明示する。下顎骨内病変に対しては、超音波切削器
具を用いて舌側骨を削合し、病変を明示、摘出、除去する。
また、迷入歯根については、硬組織を触知する骨膜を切
離し、周囲軟組織を鈍的に剥離して摘出する。結果：適
応症例は異所性埋伏歯2例、下顎骨腫瘍1例、智歯迷入1
例であった。全例全身麻酔下で手術を施行し、平均手術
時間59.3分、出血量は20.3mlであった。術後舌神経麻痺
は認めず、１例において術後早期の舌側骨の露出が認め
られた。本法は下顎骨舌側からの口腔内アプローチの適
応を広げる方法であると考えられるが、内視鏡のみなら
ず、手術器具を通常より長いものを用意する必要があり、
モニター上での操作に経験を要すると考えられた。

小澤 洋輔1, 生木 俊輔2, 荻沢 翔平1, 西澤 智香子1,
岩田 潤2, 古川 明彦2, 秀 真理子2, 外木 守雄1,
米原 啓之2
【目的】上顎前歯部に対する骨造成法にはベニアグラフ
ト、 吸 収 性 膜 や チ タ ン メ ッ シ ュ に よ るGBR（Guided
Bone Regeneration）等がある。当院では主にベニアグ
ラフトとチタンメッシュによるGBRを行ってきた。ベニ
アグラフトには様々な採骨部位が有り、また欠損部の骨
増量が容易である。しかし移植骨の厚さの調整が困難な
ことや母骨との適合性、経時的吸収量に問題がある。チ
タンメッシュプレートを用いたGBRでは賦形性および固
定性に優れている。しかし、異物のための露出やチタン
メッシュ除去の煩雑さなどの問題がある。今回我々はベ
ニアグラフトとチタンメッシュによるGBRを臨床的に
比較検討した。【方法】2008年1月から2016年12月までに
日本大学歯学部付属歯科病院で行われた骨造成症例（ベ
ニアグラフト17例、チタンメッシュによるGBR19例）を
対象とした。検討方法は欠損部位、採骨部位、移植骨感
染の有無、欠損部の術前術後の骨幅についてX線画像上
において測定し比較検討した。【成績】骨造成が行われた
症例はベニアグラフト 男7例、女10例、平均年齢48.1歳、
チタンメッシュ 男8例、女11例、平均年齢49.2歳であっ
た。採骨部位はベニアグラフトでは下顎枝10例、腸骨4例、
オトガイ部2例、脛骨1例で、GBRでは前鼻棘部12例、下
顎枝4例、オトガイ部2例、欠損周囲骨１例。移植骨の感
染はベニアグラフトにて１例のみ認められた。骨欠損部
の術前の骨幅の平均値はベニアグラフト2.96mm、GBR
3.00mm、術後の骨幅の平均値はベニアグラフト6.89mm、
GBR 6.48mmであった。【結論】ベニアグラフトは骨増加
量が大きいが、採骨部位での侵襲が大きく、かつ賦形性
が低い。チタンメッシュによるGBRは賦形性が高く、同
一術野での採骨が可能であるが、チタンメッシュの除去
が困難な場合が多い。
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9:00〜9:50
座長：池邉 哲郎・吉岡 泉

1-C-1

1-C-2

1

東京大学 医学部 口腔外科

当科における転移性骨腫瘍に対する
BMA投与患者のMRONJ予防の試み
大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室, 2公立学
校共済組合 近畿中央病院 口腔外科

小橋 寛薫1, 石本 俊介2, 石井 庄一郎2, 薬師寺 登2
転移性骨腫瘍，腫瘍随伴性高カルシウム血症に対して
骨関連事象（skeletal-related event：SRE）の予防や治療
に対して注射用ビスフォスフォネート（以下BPs）である
ゾレドロネート（ゾメタ）および抗RANKL抗体であるデ

症例も増加している．MRONJ発症予防の最良の方法は，
BMA投与前の歯科受診と定期的なオーラルマネージメ
ントとされているが，明確な診断基準はなく，BMA投
与前の抜歯適応とする歯牙の基準も明確ではない．これ
まで当院では，転移性骨腫瘍患者におけるBMA投与患
者に対して，当科での口腔内精査とオーラルマネージメ
ントを中心にMRONJ予防を行ってきたが，初診時にど
の程度の歯科治療を行うかは初診医の判断にゆだねられ
てきた．そのため，BMA投与前口腔内精査により，一
定のNRONJ予防効果は認めたものの，BMA投与後に抜
歯が必要になり，MRONJを発症した症例が見受けられ
た．そこで初診時の対応を統一するために，当科では
BMA投与患者に対する口腔内精査のプロトコールを作
成し，2014年4月より実施している．さらに，処方医お
よびコメディカルスタッフに対してBMA投与前の歯科
受診の重要性とMRONJに対する知識を理解してもらう
ための勉強会等を行ってきた．今回プロトコール実施後
2年半が経過し，一定の成果を認めたため，BMA投与前
歯科受診の有用性およびプロトコールの有用性について
調査・検討を行ったので報告する．

2011年に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行さ
れ、生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保
持の実現に向けた政策が具体化されつつある。目標達
成には医科歯科連携強化が最重要課題の１つといえる。
2003年の米国の報告に始まるビスホスホネート等の骨吸
収阻害薬に関連する顎骨壊死の発生報告は増加の一途
をたどっているが、処方医である医科と、対応する歯科
との相互認識に未だ十分なコンセンサスが得られていな
い。今回我々は、当院の他診療科から当科に対して、骨
吸収阻害薬投与を理由に口腔診査依頼のあった患者を調
査し、院内医科歯科連携の現状を分析するとともに、さ
らなる強化に向けて問題点と課題を考察する。2010年4
月から2016年3月までの期間に、当科口腔ケア外来に依
頼のあった患者のうち（依頼件数 1,388件；同一患者へ
の複数依頼含む）
、骨吸収阻害薬投与を目的とした患者
258名（男性138名、女性120名；年齢1－91歳、中央値67
歳）が抽出された。依頼は当院主要診療科36科のうち22
科（61.1％）からあり、主に整形外科（39名）、泌尿器科（35
名）、血液内科（34名）、呼吸器内科（33名）で全体の54.7％
を占めた。258例中ステージ０を含めたMRONJ発症は11
名（男：女＝8：3；4.3％）に認められ、5例は投与前に口
腔ケアの介入と抜歯が行われていた。また、投与された
薬剤はすべて注射薬（デノスマブ、ゾレドロン酸）で、全
例骨転移のある悪性腫瘍患者であった。当院では整形外
科医による骨転移キャンサーボードが開設され、注射薬
の骨吸収阻害薬使用の助言、指導がなされているため、
ONJリスクの周知と医科歯科連携は良好と思われた。ハ
イリスクな歯科処置を行う際は、各科とも投与の判断に
は慎重な姿勢がみられ、見送る場合もあった。患者の
QOL向上を目指す医科歯科の相互理解の強化がいっそう
望まれる。
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下MRONJ)と呼ばれている．ゾレドロネートおよびデノ
スマブの使用は年々増加しており，それに伴いMRONJ

安部 貴大, 藤原 夕子, 川上 大, 小関 珠理亜,
阿部 雅修, 末永 英之, 西條 英人, 小笠原 徹, 星 和人,
高戸 毅

口演（ 月

ノスマブ（ランマーク）が使用されている．これら骨修
飾作用を有する薬剤はBMA(Bone Modifying Agents)と
呼ばれている．さらに，デノスマブにおいても，Marx
が2003年に報告したBPs関連顎骨壊死（bisphosphonaterelated osteonecrosis of the jaw：BRONJ）と同様の顎
骨壊死が生じることが知られており，BMA関連の顎骨
壊死はMedication-Related Osteonecrosis of the Jaw (以

当院の骨吸収阻害薬使用における医科歯
科連携の現状と課題

1-C-3

1-C-4

1

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医学
専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

がん患者のARONJに対する休薬の意義
とリスク関する検討
北海道がんセンター 歯科口腔外科, 2北海道大学大学院
歯学研究科口腔診断内科学, 3北海道がんセンター 口腔腫
瘍外科

秦 浩信1, 吉川 和人2, 今待 賢治1,2, 鎌口 真由美2,
林 信3, 上田 倫弘3
【緒言】これまでポジションペーパーは骨吸収抑制薬を使
用するがん患者の口腔外科処置を行う際、生命予後や骨
転移の増悪を懸念し、原則休薬を行わない方針を示して
きた。しかし、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（以下ARONJ)
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当院泌尿器科におけるARONJ発症率の
調査

古野 翔大, 前田 道徳, 高島 裕之, 高井 美玲,
千賀 靖子, 由地 伶, 竹内 集, 堀井 幸一郎, 青木 尚史,
渋谷 恭之
【目的】注射ビスフォスフォネート製剤（BP製剤）による
顎骨壊死発症率は海外では0.8 ～ 1.2％と報告されており、
抗RANKL モノクローナル抗体製剤（デノスマブ）による
同発症率は第三相臨床試験で1.8％とされている。今回わ
れわれは、当院泌尿器科での注射BP製剤の一つである

のがん患者については、休薬により壊死骨の分離が得ら
れ、手術が容易かつ確実性が高くなる症例も経験する。 ゾレドロン酸（ゾメタ）とデノスマブ（ランマーク）に関連
した顎骨壊死（ARONJ）発症率を明らかにするため、後
我々はがん患者のARONJに対し骨吸収抑制薬の休薬に
ろ向き調査を行った。
より腐骨分離が得られた19症例を経験したので、休薬意
【方法】当院泌尿器科にて癌治療のため2006年8月から
義とそのリスクについて後方視的に検討した。【対象】
2016年12月までにゾレドロン酸およびデノスマブの投与
2014年4月から2016年6月までに北海道がんセンター歯科
を開始した226名（年齢30 ～ 96/ 平均74歳）を対象とした。
口腔外科を受診した顎骨壊死症例のうち、休薬で腐骨分
離が得られた19例を対象とした。
【結果】
内訳は男性10例、 【結果】対象のうちゾレドロン酸投与患者は169名、その
中でデノスマブへ移行した患者は37名、デノスマブ単独
女性9例で、年齢は45 ～ 84歳(平均65歳)、 乳癌8例、前
立腺癌5例、腎癌3例、膀胱癌1例、多発性骨髄腫1例、肺
癌1例であった。上顎はStage3が4例、Stage ２が3例、下
顎 はStage3が5 例、Stage ２ が2例、Stage １ が2例、 上
下顎はStage ２が3例であった。休薬は主治医判断が15例、
当科から休薬の可否について問い合わせたものが4例で

投与患者は57名であった。ARONJ発症患者は9名（うち
ゾレドロン酸単独2名、デノスマブ移行4名、デノスマブ
単独3名）で、発症率は計4.0％（ゾレドロン酸単独投与
1.5％、デノスマブ移行10.8％、デノスマブ単独5.3％）、
ゾレドロン酸投与開始から発症までの期間は15 ～ 38（平

均23）か月であり、当科受診時期は投与後発症前3名、発
あった。手術は16例に施行し、全麻7例、IVS3例、局麻
6例であった。術後の転帰は治癒12例(75.0%)、改善2例、 症後6名であった。
不変2例であった。手術を施行しなかった3例中2例は腐 【結論】当院でのゾレドロン酸による顎骨壊死発症率は従
来の報告と同程度であったが、デノスマブへ移行した場
骨の自然脱落により治癒した。19例中休薬中に新規骨病
合とデノスマブ単独投与の場合は発症率が高かった。ま
変が生じたのは4例(21.1％ )で、1例は腰椎圧迫骨折およ
た当院での歯科的介入時期については今後の課題と思わ
び臼蓋転移が生じ著しくQOLに影響を与えた。
【考察・
れた。
結論】 がん患者に対する骨吸収抑制薬の休薬は骨転移
の悪化によるQOL低下の可能性があるため、適応につい
て医科と協議し連携を密にする必要がある。年単位の生
命予後が期待でき、骨転移病変が安定しており、主治医
が休薬可能と判断した症例については、休薬はARONJ
の治療に有用である。
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9:50〜10:40

ARONJ ２

座長：喜久田 利弘・北川 善政

1-C-5

当院で骨吸収抑制剤を処方された前立腺
癌骨転移症例の検討
1

名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科, 2名古屋第一赤十
字病院 歯科

早川 泰平1, 佐藤 春樹1, 野田 晴菜1, 小野 翔矢2,
竹内 理沙子2, 大原 令子2, 佐久間 英規2,
大岩 伊知郎1,2

経口BMA製剤に起因した骨吸収抑制薬
関連顎骨壊死・骨髄炎（ARONJ）におけ
るstage 1・2症例の治癒に影響を及ぼ
す因子について
1
2

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座,
群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科

栗原 淳1, 清水 崇寛1, 境野 才紀2, 横尾 聡1,2

2011年1月から2015年12月までの5年間に，当院で骨吸収
抑制剤を処方された悪性腫瘍骨転移症例のうち薬剤関
連性顎骨壊死（MRONJ）例を発症した症例は21例であっ
た．そのうち前立腺癌骨転移例は，11例存在した．本検

収抑制剤に関連した口腔内病変検索のために当科を受診
した症例は28例であり，いずれも紹介受診であった．骨
吸収抑制剤開始前に口腔内感染巣のスクリーニングのた
めに受診した症例は13例であり，7例は慢性感染巣を有
していたため抜歯を行った．骨吸収抑制剤開始前に口腔
内感染巣を除去した症例においてMRONJを発症した症
例はなかった．骨吸収抑制剤処方医にMRONJについて
周知徹底し，使用前に口腔内感染巣の除去を行うことは

患者のQOLの低下を招く可能性がある．われわれはこれ
まで経口BMA製剤内服継続下でのARONJ stage1・2の
治療法について検討を行ってきた．そこで今回ARONJ
の予後に関する因子や治療法/発症機序について統計学
的に検討し，今後の治療の一助とすることを目的とし
た．【方法】2007年?2015年において，医中誌で「ARONJ」
，
「MRONJ」
，「BRONJ」，「経口」，「休薬」のKey wordを
もとに検索した144の文献のうち，治療経過や対象症
例の詳細の確認が可能であった35の論文における経口
BMA製 剤 に 起 因 す るARONJ stage1・2の 合 計108症 例
と，2007年4月?2016年4月までに群馬大学医学部付属病
院 歯科口腔・顎顔面外科外来を受診し，ARONJの診
断基準を満たした経口BMA製剤によるStage1・2の34症
例，合計142症例を対象として治療・経過・背景因子に
ついてプール解析を施行した．
【結果】今回の調査では，
ステップワイズ法による多重ロジスティック解析におい
て有意差を示す項目はなく，経口BMA製剤休薬の有無
等を含め，ARONJ stage1・2の治癒に影響を与える背景
因子は認められなかった．【考察】ARONJの発症機序を
考慮すると，十分な感染のコントロールや患者教育によ
りARONJの発症や増悪は抑制できると思われる．また
様々な背景因子の有無に関わらず，適切な治療を行えば，
経口BMA製剤に起因するARONJの多くは十分に治癒・
改善が可能であると考えられ，経口BMA製剤の画一的
休薬はすべきではないと考えられた．
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スマブであった．初回にゾレドロン酸を投与された症例
のうち，14例が経過中にデノスマブへ変更された．骨吸

【緒言】BPと抗RANKL抗体のDenosumab に起因した
顎骨壊死を総称して骨吸収抑制薬関連顎骨壊死・骨髄炎
（ARONJ）が提唱されるようになった．しかし経口BMA
製剤（骨吸収抑制剤）において従来みられてきた画一的休
薬は骨関連事象（SRE）の発生を惹起し，ARONJ以上に
口演（ 月

討では骨吸収抑制剤を処方された前立腺癌骨転移症例70
例を対象に，年齢，投与薬剤，投与回数（期間）
，骨吸収
抑制剤に関連した口腔内病変検索のための当科受診の有
無などを検討した．対象患者の内訳は，年齢：62 ～ 85
歳（平均71歳）であった．投与された骨吸収抑制剤はすべ
て注射剤であり，その回数は1 ～ 41回（平均13回）であっ
た．初回投与は48例がゾレドロン酸であり，22例はデノ

MRONJ発症の予防において重要である．

1-C-6

1-C-7

演題取り下げ

1-C-8

滋賀医科大学医学部附属病院歯科口腔外
科におけるARONJ患者の臨床統計学的
検討
滋賀医科大学附属病院 歯科口腔外科

藤居 孝文, 越沼 伸也, 野井 将大, 渡邊 裕加, 弘部 悠,
森 敏雄, 山本 学
近年, 骨吸収抑制薬剤関連性顎骨壊死（Anti-resorptive
agents-related Osteonecrosis of the Jaw：ARONJ）が注
目を集めている.【目的】今回, われわれは当科を受診し
た顎骨骨髄炎患者のうちARONJ患者の実態と動向を把
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握すべく臨床統計学的検討を行った.【材料および方法】
2010年7月1日～ 2016年10月31日に顎骨骨髄炎にて当科を
受診した79名のうち, ARONJと診断された33名, および
当院にて骨吸収抑制薬を使用した3623名を対象とし, 電
子診療録より抽出した.【項目】年齢, 性別, 薬剤使用の原
疾患, 薬剤の種類, 投与経路, 発症率, ARONJステージン
グ, 発症部位, 骨吸収抑制薬使用患者の当科への対診件数
について検討を行った.【結果】年齢は60代, 70代が10例と
最も多く, 80代8例, 60代4例と続いた. 性別は女性21例, 男
性12例であり, 女性の割合が大きかった. 薬剤使用の原疾
患は乳癌が11例と最も多く, 次いで骨粗鬆症10例, 前立腺
癌8例の順であった. 薬剤はゾメタR が15例と最も多く. 次
いでボナロンR の6例であった. ARONJステージングで
はステージ2が25例と最も多かった. 骨吸収抑制薬使用開
始前あるいは使用中に口腔内精査, 歯科治療目的に当科
への対診依頼件数は増加傾向を示していた.【結論】当科
を受診したARONJ患者の使用薬剤ではゾメタR が最も多
く, ゾメタR 使用患者の歯科処置に対し, 特に注意が必要
と考えられた. 骨吸収抑制薬の使用開始前あるいは使用
中の患者の当科への対診件数は増加傾向を示しており,
ARONJが周知されてきた結果と考えられた. また, 投薬
前, 薬剤投与中の口腔内精査, 歯科治療を行った患者では
ARONJ発症率は当院全体の値より低値であり, 骨吸収抑
制薬使用前の口腔内精査, 歯科治療が重要であると考え
られた.
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骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生および治療
に関する多施設共同前向き研究
第1報 -BRONJの治療に関して（中間報告）釧路労災病院 歯科口腔外科, 2函館五稜郭病院 歯科口腔外科,
4
3
函館中央病院 歯科口腔外科, 函館協会病院 歯科口腔外科,
5
恵佑会札幌病院 歯科口腔外科, 6恵佑会歯科口腔外科クリ
ニック 歯科口腔外科, 7JR札幌病院 歯科口腔外科, 8札幌徳洲
会病院 歯科口腔外科, 9北海道中央労災病院 歯科口腔外科,
10
苫小牧市立病院 歯科口腔外科, 11日鋼記念病院 歯科口腔外
科, 12旭川赤十字病院 歯科口腔外科, 13市立旭川病院 歯科口腔
外科, 14大西病院 歯科口腔外科, 15吉田病院 歯科口腔外科, 16北
星記念病院 歯科口腔外科, 17帯広徳洲会病院 歯科口腔外科,
18
帯広第一病院 歯科口腔外科, 19釧路赤十字病院 歯科口腔外
科, 20市立釧路総合病院 歯科口腔外科, 21北斗病院 歯科口腔外
科

釧路労災病院 歯科口腔外科, 2函館五稜郭病院 歯科口腔外科,
4
函館中央病院 歯科口腔外科, 函館協会病院 歯科口腔外科,
5
恵佑会札幌病院 歯科口腔外科, 6恵佑会歯科口腔外科クリ
ニック 歯科口腔外科, 7JR札幌病院 歯科口腔外科, 8札幌徳洲
会病院 歯科口腔外科, 9北海道中央労災病院 歯科口腔外科,
10
苫小牧市立病院 歯科口腔外科, 11日鋼記念病院 歯科口腔外
科, 12旭川赤十字病院 歯科口腔外科, 13市立旭川病院 歯科口腔
外科, 14大西病院 歯科口腔外科, 15吉田病院 歯科口腔外科, 16北
星記念病院 歯科口腔外科, 17帯広徳洲会病院 歯科口腔外科,
18
帯広第一病院 歯科口腔外科, 19釧路赤十字病院 歯科口腔外
科, 20市立釧路総合病院 歯科口腔外科, 21北斗病院 歯科口腔外
科
3

藤盛 真樹1, 大坪 誠治1, 嶋崎 康相1, 宮澤 政義2, 宮手 浩樹2,
北田 秀昭3, 三澤 肇4, 山下 徹郎5, 中嶋 頼俊6, 小林 一三7,
杉浦 千尋8, 笠原 和恵9, 浅香 雄一郎10, 榊原 典幸11, 岡田 益彦12,
西村 泰一13, 鳥谷部 純行14, 末次 博15, 阿部 貴洋16, 谷村 晶広16,
角 伸博17, 工藤 章裕18, 道念 正樹19, 高橋 浩師20, 牧野 修治郎21
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【目的】
BP未使用顎骨壊死について対象症例登録期間における発症数
【目的】
と臨床経過，治癒率を調査する。
BRONJ患者の外科的治療を主体とした治療成績を明らかにす
【方法】
ること。
BRONJと放射線性顎骨壊死を除く，BP未使用顎骨壊死発症
【方法】
患者を対象症例とし，本研究において作成した共通治療プロ
BRONJ発症患者に対し，本研究において作成した共通治療プ
トコールを用いて治療を行い評価した。保存療法群について
ロトコールを用いて治療を行った。BP処方医と歯科医師が協
は治療開始後3 ヶ月毎，外科療法群については外科治療開始
議の上，BPの治療的休薬に関して休薬あるいは非休薬を決定
後3 ヶ月毎にその治療効果を判定した。評価は，非DRONJ群
し，休薬治療プロトコールまたは非休薬治療プロトコールを選
とDRONJ群に分けて検討した。
択実施した。保存療法群については治療開始後1年毎，外科療
【成績】
法群は外科治療開始後1年毎にその治療効果を判定した。
対象施設および症例登録期間は第1報と同様で，全登録症例
【成績】
60例中，2016年12月時点で解析可能であった48例症例につい
研究施設は北海道病院歯科医会26施設，患者登録期間は2013
て検討した。
年10月1日-2016年9月30日 の3年 間 で あ っ た。 登 録 症 例 数297
1.非DRONJ群：症例数は35例で治癒率は74.3％であった。保
例のうち2016年12月時点で解析可能であった118例について
存療法群が72.7％，外科療法群が75.0％であり，治癒率に有
検討した。BRONJの治癒率は全症例で55.1％，保存療法群は
意な差は認められなかった。背景因子や投与薬剤，選択した
38.7%，外科療法群は73.2%であり有意に高かった。さらに治
治療法の違いなどが顎骨壊死の治癒に関与するか否かを検討
療的休薬の有無により2群に分類したところ，休薬保存治療
するため，治癒の有無と，年齢，性別，リスク因子，ステー
群は43.8％，休薬外科治療群は81.3％で有意な差を認めた。非
ジ，部位，範囲，治療方法について単変量解析
（χ２検定）を行っ
休薬保存治療群は21.4％，非休薬外科治療群は25.0％で差はな
たが，治癒に関与する有意な因子は認めなかった。
かった。背景因子や投与薬剤，選択した治療法の違いなどが
2.DRONJ群：
BRONJの治癒に影響するか否かを検討するため，BRONJの治
症 例 数 は13例 で 治 癒 率 は38.5 ％ で あ っ た。 保 存 療 法 群 が
癒の有無を目的変数とし，年齢，性別，リスク因子，ステー
40.0％，外科療法群が33.3％であり，治癒率に有意な差は認め
ジ，部位，範囲，BP製剤適応分類，BP製剤休薬の有無，治療
られなかった。非DRONJ群と同様に，
DRONJの治癒の有無と，
方法を説明変数として単変量ロジスティック回帰分析を行っ
年齢，性別，リスク因子，ステージ，部位，範囲，デノスマ
た。さらに有意であった説明変数を同時に投入する多変量ロ
ブ製剤適応分類，デノスマブ製剤休薬の有無，治療方法につ
ジスティック回帰分析を行ったところ，BRONJの治癒に対し
いて単変量解析を行ったところ，デノスマブ製剤適応分類が
て，部位(オッズ比2.8)，BP製剤適応分類(オッズ比5.8)，BP製
治癒に関与する有意な因子であった。
剤休薬の有無(オッズ比5.8)，治療方法(オッズ比5.5)の4項目が
【結論】
有意な変数であった。
第１報で報告したBRONJの発症数118例に対して，対象登録
【結論】
期間における非DRONJ群は35例，DRONJ群は13例であった。
BPの治療的休薬および外科療法はBRONJの治癒率が高かっ
非DRONJ群の治癒率は74.3％であり，DRONJ群の治癒率は
た。また治癒に影響する因子として，部位，製剤適応分類，
38.5％であった。デノスマブ製剤適応分類（悪性腫瘍用製剤）
休薬の有無，治療方法が示され，これらはBRONJ治療に対し
が治癒を阻害する因子であり，治療に際し考慮すべき因子で
て配慮すべき因子と考えられた。今後さらに登録全症例の解
あると思われた。今後，全登録症例について解析し，報告す
析を実施し，報告する予定である。
る予定である。
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骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生および治療
に関する多施設共同前向き研究
第2報 -BP未使用顎骨壊死に関して（中間報告）-

症例報告

悪性腫瘍１

14:20〜15:10
座長：近藤 壽郎・桐田 忠昭

1-C-11

1-C-12

1

臨生会 吉田病院 歯科口腔外科

初発から12年後に癌化した広範囲白板
症の１例
鹿児島大学病院 口腔学顔面センター 口腔外科, 2鹿児島
大学病院 顎顔面放射線科

柿内 貞作1, 別府 真広1, 松村 吉晃1, 浜田 倫文1,
中村 康大1, 永山 知宏2, 長澤 大成2, 杉浦 剛1
【緒言】前癌病変は、癌化を早期発見するため、定期的経
過観察が必要であるが、患者の性格や病識の低さ等の理
由により、通院が途絶えてしまう場合もある。今回我々
は口腔粘膜の広範囲白板症が、２回の通院中断の結果、
初発時より12年後に広域発癌へ移行した１例を経験した
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ので報告する。【症例】患者は51歳男性。X年12月頃にA
歯科医院において右頬粘膜および口蓋部白板症の診断の
下、1年間通院後自己中断した。その後5年間は自覚症状
がなかったが、X+6年10月下旬に白斑、びらんが口腔内
広範囲に広がり、摂食障害を生じ、B歯科医院経由で当
科紹介受診した。生検の結果、病理診断は上皮異形成と
カンジダを伴う上皮過形成であった。抗真菌薬やステロ
イド含嗽等によりびらんは改善し、主に白斑のみが残存
した。以後２週間に1回の定期的な経過観察を継続して
いたが、初診後約４か月、再び自己判断で通院が約5年
間途絶えた。X+12年11月夜間に右頬粘膜からの持続的
出血を認めた為、C歯科医院を受診し、同院の紹介で翌
日当科を受診した。
【処置および経過】前回当科受診時と
比較し、右頬粘膜を中心に口腔全体に疣贅型の腫瘤形成
および出血を認めた。右頬粘膜の病変は右側咽頭方向へ
進展していた。臨床診断：口腔癌（左上唇、両側頬粘膜、
上下歯肉、口蓋、右舌縁、口腔底および右咽頭部）
。左
右頬粘膜と口蓋の３箇所生検を行ったが、全て病理組織
学的診断はSCCで、画像診断の結果cT3N0M0であった。
口腔全領域への放射線化学療法を計画したが、患者の仕
事のため、まず外来にてTS-1を開始し、X＋13年1月入
院となった。広範囲な放射線性口内炎の出現を考慮し、
治療に先立ち胃瘻造設を行い、CDDP+5FU併用の放射
線化学療法を開始した。
【結語】今回我々は広範囲の口腔

NBI内視鏡により早期治療が可能であっ
た表在性舌癌の2例
先川 信
【 目 的 】NBI(Narrow Band Imaging )内 視 鏡 で 粘 膜 を
観察すると,早期癌では病変表面に異形血管が確認でき
る.今回NBI内視鏡で異常血管像を認め,早期治療が可能で
あった表在性舌癌の2例を経験したので報告する.【症例1】
患者:68歳,男性 主訴:舌の違和感 現病歴:4 ヵ月前に左側舌
縁に違和感を自覚するも放置していた.近歯科を受診後に
紹介にて当科を初診した. 現症:左側舌縁に表面性状が一
部粗造で,境界不明瞭な病変を認めた.周囲に硬結,疼痛,出
血は認めなかった. 処置および経過:NBI内視鏡で病変部
を観察し,異形血管像を認めた.生検を施行し,上皮内癌の
診断を得た.全身麻酔で左側舌部分切除術を施行した.【症
例2】患者:77歳,女性 主訴:舌の痛み 現病歴: １ヵ月前に左
側舌縁に痛みを自覚し近歯科を受診後,精査加療を目的に
当科を初診した. 現症:左側舌縁に表面粘膜が粗造で潰瘍
と硬結を伴う病変を認めた.また右側舌縁に表面粘膜がや
や粗造で白色の境界不明瞭な病変を認めたが,硬結や出血
は認めなかった. 処置および経過:NBI内視鏡で病変部を
観察し,両側とも異形血管像を認めた.生検を施行し左側
は扁平上皮癌(高分化型),右側は上皮内癌の診断を得た.全
身麻酔下で両側舌部分切除術を施行した.【考察】症例
1(左側病変),症例2(右側病変)はNBI内視鏡の観察から表在
性舌癌の早期発見,早期治療が可能であった.また症例2の
左側病変ではNBI内視鏡が切除範囲の決定に有用であっ
た.NBI内視鏡は非接触で侵襲性がないため,早期癌スク
リーニング検査法として有用であると考えられた.

粘膜白板症発症から12年後に広域発癌に移行した1例を
経験したので報告した。前癌病変の管理は長期に及ぶ為、
癌化リスク評価、患者教育および患者受診管理が必要で
ある。
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鼻唇溝皮弁と赤唇伸展皮弁で再建した上
唇悪性腫瘍の１例
1

日本歯科大学 新潟病院 口腔外科, 2日本歯科大学 新潟生
命歯学部 口腔外科学講座, 3日本歯科大学 新潟生命歯学
部 病理学講座

佐藤 洋介1, 高田 正典1, 戸谷 収二1, 二宮 一智1,
山口 晃1, 田中 彰2, 岡田 康男3
【緒言】上唇悪性腫瘍切除後の欠損は、しばしば安全切除
域との関係から上唇の全層欠損に止まらず、口角、頬部
におよぶ。しかし、このような広範な欠損を機能的のみ
ならず整容的にも再建することは非常に困難である。今

現症：右側上唇部に30×18mmで弾性硬、無痛性の腫瘤
を認めた。頸部には腫大リンパ節は触知しなかった。画
像所見：MRIにて右側上唇部にT1WI:低信号、T2WI:高
信号を有する境界明瞭な領域を認めた。PET-CTでは、
右側上唇腫瘍部にFDG強陽性を示したが、頸部、全身に
異常集積像は認めなかった。
【経過】全身麻酔下に、右側
上唇腫瘍切除術を施行した。腫瘍辺縁より10mmの安全
域を設け、口角におよぶ切除範囲とし、再建には鼻唇溝
皮弁と赤唇伸展皮弁を用いた。病理組織学的診断は粘表
皮癌で、断端は陰性、CRTC1/3-MAML2キメラ遺伝子
は検出されなかった。現在、腫瘍の再発は認めず、再建
部の壊死や口角の閉鎖不全、流涎などの機能障害も認め
ていない。整容的にも患者の満足を得られている。
【結語】
上唇腫瘍に対して、切除後、鼻唇溝皮弁と赤唇伸展皮弁
を併用し、口唇再建を行った1例を経験した。二種類の
局所皮弁を併用したことにより、一期的な口唇再建が可
能となり、機能的および審美的に良好な結果を得た。

鳥取県立中央病院 歯科口腔外科

木谷 憲典, 大渕 幸与, 藤井 信行
【緒言】悪性黒色腫は非常に転移しやすく予後は極めて悪
い．下顎歯肉悪性黒色腫が全身転移した患者に対し免疫
チェックポイント薬であるNivolumabを用いて全身転移
の縮小及び脳転移の消失を経験したので報告する．
【症
例】患者は70代男性で、既往歴は特になし、2014年12月
末、当院耳鼻科にて3cm大の頸部の腫瘤に対しFNAを施
行し，悪性黒色腫の診断であった．左下顎3-6頬舌歯肉に
黒色斑を認め当科へ紹介受診された．【処置及び経過】左
下顎歯肉悪性黒色腫頸部リンパ節転移の診断下に2015年
1月末、下顎骨辺縁切除および、左頸部郭清術を行った．
術後放射線療法行い口腔内、頸部に再発は見られなかっ
たが，同年6月にPET-CTにて全身転移を認めた．脳転移
に対しγナイフによる治療を行い，全身転移に対し7月
中旬よりDAV-Feron療法を開始したが，反応はなく小
腸転移部が腸重積を起こし外科にて切除した．8月末よ
りNivolumabによる治療を開始．3週間に1度2mg/kgで
外来化学療法を行った．開始時の全身評価にて脳転移の
残存および全身転移を認めていたが3か月後には脳転移
は消失し，多発性肺転移は縮小した．半年後の評価で多
発性の肺転移はほとんど消失し、小腸、胆嚢、胃の転移
は縮小したまま維持され、多発性皮下、筋転移は増大す
ることなく維持されていた． Nivolmabによる治療を開
始し16か月経過した現在、外来点滴治療は継続中で，副
作用もほとんど見られず、QOLが低下することなく生活
をされている．【結語】脳転移を含む全身多発転移した下
顎歯肉悪性黒色腫に対しNivolumabによる外来化学療法
による治療で腫瘍の縮小あるいは維持によりQOLが維持
された症例を経験した．
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も気になるため某病院歯科を受診。生検にて嚢胞腺癌の
診断を受け、精査治療依頼にて当科紹介来院となった。

下顎歯肉悪性黒色腫の全身転移および脳
転移に対しNivolumabにより効果を認
めた一例

口演（ 月

回われわれは、上唇腫瘍切除後の欠損に対して、鼻唇溝
皮弁と赤唇伸展皮弁を併用し、一期的な口唇再建により、
機能的および審美的に良好な結果を得た1例を経験した
ので報告する。
【症例】
55歳、
男性。主訴：上唇のできもの。
既往歴：高血圧症、胃潰瘍。現病歴：2年前、右側上唇
部に腫瘤を自覚するも放置。1年前、腫瘤が自壊し出血
を伴う内容物が流出し、腫瘤は縮小。その後、放置する

1-C-14

症例報告

15:10〜16:00

悪性腫瘍２

座長：河野 憲司・川尻 秀一

1-C-15

セツキシマブ併用放射線療法完遂のため
予め超選択的動注化学療法を行った上顎
歯肉癌(stage IVa)の治療例
1

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科, 2大阪
大学大学院歯学研究科招聘教員, 3兵庫医科大学歯科口腔
外科学講座

1-C-16

頬粘膜に発生した粘液腺癌の1例
刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科

浅井 英明, 石川 純, 大竹 寛紀, 深谷 真希, 萩野 浩子

【目的】粘液腺癌は細胞外への多量の粘液産生を特徴とす
るまれな悪性腫瘍であり，胃，乳腺，大腸に好発し，口
腔および頭頸部領域ではきわめてまれな疾患である．今
村山 敦1, 松本 憲1,2, 吉川 恭平1,3, 西岡 稔浩1, 姜 良順1
回われわれは，頬粘膜に発生した粘液腺癌の1例を経験
【目的】低栄養状態に陥った進行上顎歯肉癌患者に対し， したので報告する．
【症例】65歳，男性．
【主訴】右側頬
セツキシマブ併用放射線療法(BRT)に先立ち超選択的動
粘膜の腫脹．【現病歴】2015年頃より右側頬粘膜の腫脹
注化学療法を施行し，BRT治療を完遂できた症例を経験
を自覚し無痛性のため放置していた．2016年9月頃より
したので報告する．
【方法】患者は認知症と胃癌(3/4程度
増大してきたため10月中旬に近医歯科受診し精査目的に
胃切除)の既往がある80歳の女性(PS 1)で，左側上顎歯肉
て当科紹介受診した．【現症および経過】全身所見は体格
口演（ 月

4

日）
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癌・左側頸部リンパ節転移(T4aN2bM0, stage IVa)の診
断である．手術拒否であるが何らかの治療を希望された
ため，化学放射線療法を予定した．腫瘍増大に伴い摂食
量低下し低栄養状態であったため，先に原発巣に対する
超選択的動注化学療法(DOC+CDDP)を施行し，原発巣を
縮小化させ摂食量の回復を図った．その後，頸部リンパ

節転移に対する放射線照射と原発巣縮小維持目的でBRT
を行う方針とした．
【結果】治療開始前はAlb 2.6g/dl,
TTR 10.1mg/dlであったが，超選択的動注化学療法で原
発巣の縮小化が図られた．それに伴い経口摂取量も上が
り，BRT開始前にはAlb 3.5g/dl, TTR 17.3mg/dlまで改
善した．BRTを行うと，次第に摂食量の低下がみられた
が経口摂取は維持でき，治療終了時点ではAlb 3.0g/dl,
TTR 15.0mg/dlであり，予定の治療も完遂できた．また
治療効果判定はPRであった．
【考察及び結論】口腔がん
では，治療開始前から腫瘍による摂食不良に起因する低
栄養状態に陥っている場合がある．治療開始後に栄養状
態悪化すると，治療完遂が困難になる場合もある．通常
は経口以外の経腸栄養ルートを考慮するが，認知症が
あって胃切除後であるため，本例は経鼻胃管挿入やPEG
造設は困難であった．そのため，経口摂取維持が栄養管
理上必須であった．超選択的動注化学療法後の腫瘍縮小
化により経口摂取量が上がったので，そのタイミングで
栄養を立ち上げるべく提供カロリーをアップさせた．放

中等度，右側頬粘膜に約20mm大，弾性やや硬の無痛性
腫瘤を認めた．腫瘍性疾患否定のため穿刺したところ粘
稠な液体を吸引できた．粘液嚢胞と診断し11月初旬に摘
出術施行し病理組織検査に提出したところ粘液産生を特
徴とする悪性腫瘍の所見が確認され転移性腫瘍が疑われ
た．このためPET-CT検査を施行し全身の検索を行った
が，全身他部位での腫瘍性病変は認められなかった．切
除断端に腫瘍細胞の残存が疑われたため11月下旬に全身
麻酔下に追加切除を行った．切除範囲は術後の瘢痕部か
ら5mm以上の安全域が得られるように設定し切除した．
創部は二次治癒とした．切除物には腫瘍細胞を認めな
かった．【考察】自験例でみられた組織像を呈する唾液腺
原発腫瘍は2005年のWHO分類で初めて粘液腺癌と定義
され記載された．胃，乳腺，大腸などでは好発するが，
唾液腺や小唾液腺由来の粘液腺癌はまれであり，小唾液
腺由来のものは口蓋に発生するものが多く，自験例のよ
うに頬粘膜発生はきわめてまれである．本腫瘍と鑑別す
べき腫瘍として多臓器からの転移性腫瘍も念頭におくべ
きという報告もあり，全身検索の必要性があることや嚢
胞性疾患との鑑別に病理組織検査は必要であることが示
唆された．

射線治療は頸部の転移リンパ節のみとしたことで，BRT
起因の口内炎による栄養状態低下や全身状態悪化を最小
限にすることができ，治療の完遂に寄与したと考えられ
た．
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東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

松山赤十字病院 歯科口腔外科

横川 美咲, 平井 秀明, 富岡 寛文, 島本 裕彰,
原田 浩之

岩本 和樹, 寺門 永顕

下顎骨への転移が疑われた上顎歯肉腺様
嚢胞癌の1例

左側上顎歯肉に発生した腺様嚢胞癌加療後に，左側下顎
骨に転移が疑われた1例を経験したので報告する．患者
は76歳，
男性．2005年9月に左側上顎歯肉の腫瘤を自覚し，
近口腔外科を受診した．生検を施行し，腺様嚢胞癌の疑
いと診断され，同年10月，当科紹介初診となった．左側

癌と診断された．同年9月，全身麻酔下に気管切開，左
側下顎半側切除，プレート再建，腹直筋皮弁移植術を施
行した．病理診断は充実性の腺様嚢胞癌であり，切除断
端は陰性であった．下歯槽神経，舌神経の断端にも腫瘍
細胞は認めなかった．初回手術創との連続性を認めない
ため，
上顎歯肉腺様嚢胞癌の転移の可能性が考えられた．
2012年8月に老衰のため死亡した．

する。【症例】 患者は 74 歳、男性。2016 年 8 月左下顎
の痺れと腫脹を自覚したため、かかりつけ歯科を受診し
た。左下 8 相当部の腫脹を認めたため、同年 9 月に当
科紹介初診した。初診時の口腔内所見は左下 8 相当部
に径 5mm 大の弾性軟の腫瘤形成を認め、腫瘤の頬側粘
膜下に波動を触れるびまん性腫脹を認めた。CT 所見で
は、左下顎骨内に径 30mm 大の比較的境界明瞭な楕円
形の骨吸収像を認め、頬舌側の下顎骨皮質骨は菲薄化し
一部消失していた。左側下顎嚢胞の臨床診断下に、同年
11 月に全身麻酔下に嚢胞摘出術を施行した。病理組織
学的診断の結果、腺性歯原性嚢胞の嚢胞壁内に一部粘表
皮癌の所見が認められた。粘表皮癌において、遺伝子転
座による Chimotrypsine-Like 1 (CTRL1) と Mastermind
Like Transcriptional Coactivator 2 (MAML2) ま た は
Chimotrypsine-Like 3 (CTRL3) と MAML2 による融合
遺伝子が発生に関与している可能性が報告されている。
そこで融合遺伝子検索を Quantitative real-time PCR 法
を用いて行ったところ、CTRL1-MAML2 融合遺伝子が
検出された。
【結語】 融合遺伝子が認められる粘表皮癌
は臨床的には低から中悪性度で、転移は 10% 程度とさ
れ、予後良好との報告が多い。現在再発などなく術後経
過良好であるが、長期経過後の再発や転移の報告もあり、
今後慎重な経過観察を行っていく。
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隆を認め，CTにて左側下顎枝部を中心とする境界不明
瞭な腫瘤が認められた．同部より生検の結果，腺様嚢胞

【緒言】 顎骨中心性粘表皮癌は粘表皮癌全体の 4% 程度
を占めており、発生頻度は非常に稀である。また近年、
唾液腺癌の発生に種々の融合遺伝子の関与が報告されて
いる。今回われわれは、腺性歯原性嚢胞を発生母体とし
た顎骨中心性粘表皮癌を経験したため症例の概要を報告

口演（ 月

上顎歯肉に45×30mm大の腫瘤を認めた．CT，MRIにて
明らかな転移は認めなかった．同年11月，全身麻酔下に
左側上顎全摘，分層植皮術を施行した．病理診断は充実
性の腺様嚢胞癌であった．神経・脈管浸潤を著明に認め，
内側翼突筋の切除断端が陽性であったため，原発巣に対
し術後外照射を50Gy施行した．2011年，左側臼後部に膨

腺性歯原性嚢胞を発生母体とした顎骨中
心性粘表皮癌の1例

1-C-19

1-C-20

1

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座, 2兵庫医科大学 病理
学講座 病理診断部門

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科
学分野

川邊 睦記1, 野口 一馬1, 首藤 敦史1, 森寺 邦康1,
山根木 康嗣2, 岸本 裕充1

加島 義久, 富岡 寛文, 大迫 利光, 平井 秀明,
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下顎歯肉扁平上皮癌が顎下腺転移した1
例
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口唇への転移が疑われた下顎歯肉扁平上
皮癌の１例

【緒言】口腔扁平上皮癌が顎下腺に転移することは少ない
が，われわれは下顎歯肉に生じた扁平上皮癌が顎下腺に
転移した1例を経験したので報告する．
【症例】
患者：53歳，
男性．既往歴：6年前に悪性リンパ腫に対し，当院血液
内科にて造血幹細胞移植を施行し，寛解状態であった．

口唇への転移が疑われた下顎歯肉扁平上皮癌の1例を経
験したので報告する．患者は72歳，男性．2016年3月に
下顎右側第二大臼歯部の歯肉腫脹を自覚し，近歯科医院
を受診した．下顎右側第二大臼歯歯根破折の診断にて抜
歯を施行されたが抜歯窩治癒不全を認め，4月に精査・

現病歴：開口障害を主訴に当院血液内科より紹介来科し
た．現症：4年前から開口障害を認め、初診時には開口
量が減少し，1横指程度となった．口腔内所見：左下78
周囲歯肉に発赤と腫脹を認めた．画像所見：パノラマX
線写真にて，左下78歯肉周囲に骨吸収像を認めた．MRI
にて左下顎骨に27×35×33mmの腫瘍性病変を認め，明

加療目的に当科を受診した．右側顎下リンパ節，右側上
内頸静脈リンパ節，右側中内頸静脈リンパ節，オトガイ
下リンパ節，左側顎下リンパ節の腫大を認めた．右側下
顎歯肉に32×22mm大の腫瘍を認めた．また右側下唇粘
膜下に7×6mm大の腫瘤を認めた．右側下顎歯肉より生
検を施行し，高分化型扁平上皮癌と診断した．5月，全

らかなリンパ節腫脹はなし．FDG-PETでは左下顎歯肉
に限局した高集積を認めた．臨床診断：左下顎歯肉悪性

身麻酔下に気管切開，右側全頸部郭清変法，左側肩甲舌
骨筋上頸部郭清，下顎区域切除，右側下唇腫瘍切除，肩

腫瘍．処置および経過：左下7部歯肉の生検を施行し，
扁平上皮癌の診断を得た．左下顎歯肉癌（T4aN0M0）の
診断の下，下顎半側切除術，頸部郭清術，腹直筋皮弁に
よる再建術を施行した．病理組織学的所見：異型の強い
非角化型扁平上皮癌が，小胞巣，索状にびまん性かつ広

甲骨複合皮弁移植を施行した．病理組織学的に原発巣は
中分化型扁平上皮癌であり，断端陰性と診断した．右側
頸部に21個，左側頸部に4個のリンパ節転移を認めた（計
25/57個）
．また右側下唇腫瘍は中分化型扁平上皮癌と診
断した．臨床的・病理組織学的に下顎歯肉扁平上皮癌

範に浸潤増生する像を認め，最深部では下顎管下部にま
で達していた。断端は陰性であったが，顎下腺の静脈枝
内に明らかな腫瘍塞栓を認め，転移していた．また，顎
下リンパ節にも転移を認めた．術後再発なく経過良好
であったが，転院後，術後4か月で誤嚥性肺炎のため永
眠した．
【考察】Nareshらは口腔扁平上皮癌の0.096％
（2/2074）が顎下腺に転移すると報告している．当科の過
去10年において顎下腺転移を認めた症例は他になかっ
た．腫瘍塞栓を合併した症例では，多くで肺や骨などに
遠隔転移が認められ，予後が悪いとされている．【結語】
われわれは下顎歯肉に生じた扁平上皮癌が血行性に転移

の転移が疑われた．6月の画像診断にて肺転移を認めた．
同月よりシスプラチンとセツキシマブによる化学療法を
開始した．7月に左側下唇粘膜下に腫瘤を認め，生検に
て中分化型扁平上皮癌と診断し，転移が疑われた．以後
も化学療法を継続したが，下唇粘膜下の転移巣ならびに
両側肺転移巣の増大を認め，呼吸不全により10月に原病
死した．

したと考えられる顎下腺転移を認めた1例を報告した．
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急性前骨髄球性白血病寛解後に慢性
GVHDを併発した患者に発症した舌癌の
一例
日本大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外
科学分野

石原 脩平, 真宮 淳, 北野 尚孝, 吉田 美昭
【緒言】急性前骨髄球性白血病（APL）は急性骨髄性白血
病 (AML)の一種で、FAB分類ではM3、WHO分類では
APL [t（15；17）
（q22；q12）あるいはPML ／ RARαを
有するAMLとその亜型]に分類される。また、凝固線溶

その後、血縁者間同種骨髄移植を施行し移植後に慢性
GVHDの併発を認めたが、現在は寛解状態を維持してい
る。2013年8月に左側舌縁に白斑を認めたため当科受診。
病変部の組織試験切除術を行い病理組織検査を行った結
果、白板症の診断を得た。2016年3月頃より左側舌縁に
疼痛を自覚。左側舌縁に硬結を伴う30×25mmの腫瘤を
認め、再度組織試験切除術を行い病理組織検査を行った
結果、扁平上皮癌との診断を得た。造影CT、造影MRI
およびPET-CTでは明らかなリンパ節転移や他臓器転移
は認めなかった。同年6月に全身麻酔下で腫瘍切除術を
施行した。術後6 ヶ月経過したが腫瘍の再発および転移
を認めず経過良好である。
【考察】今回，われわれはAPL
患者の造血幹細胞移植後に慢性GVHDを併発し、その後
舌癌を発症した１例を経験した。本症例は免疫抑制剤の
内服や慢性GVHDが長期化した事により発症したと考え
られた。骨髄移植後に発生する二次癌は、口腔と皮膚に
多く発生し、口腔癌の発生に要する期間は骨髄移植後15
年前後の報告が最も多い。また、二次癌が多発する症例
も報告されているため今後も慎重に経過観察が必要であ
ると考えられた。

1

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座, 2佐野厚生総合病
院 歯科口腔外科

栗林 伸行1, 博多 研文1,2, 上村 亮太1, 螺良 真希1,2,
土田 修史1, 内田 大亮1, 川又 均1
【緒言】Werner症候群は、早期老化現象、強皮症様皮膚
変化などの特徴的な身体症状を有する常染色体劣性遺伝
性疾患であり、悪性腫瘍を高頻度に併発すると言われて
いる。発症する悪性腫瘍は、悪性黒色腫、骨肉腫、造
血系腫瘍などの間葉系腫瘍が多く、口腔扁平上皮癌な
どの上皮性悪性腫瘍の報告は少ない。今回われわれは、
Werner症候群患者に発症した口腔扁平上皮癌の1例を経
験したので報告する。
【症例の概要】患者は63歳、女性。
2014年5月、右側下顎第二大臼歯歯肉頬移行部における
糜爛の精査および加療を目的に近歯科医院から当科紹介
され受診した。既往歴として当院皮膚科でWerner症候
群と診断されており、両側白内障、両側足底部の角化お
よび潰瘍、腱反射亢進、糖尿病、骨粗鬆症を認めていた。
また、皮膚は全体的に乾燥し、低身長で鳥様顔貌を呈し
ていた。右側下顎第二大臼歯部の病変部に対し生検を
行ったところ、明らかな腫瘍細胞はみられなかったため
潰瘍性病変として外来で経過観察を行っていた。2015年
8月の診察時、同部位表面が顆粒状で周囲に硬結を有す
る腫瘍性病変を認めたため、再度生検を行ったところ中
分化型扁平上皮癌の診断を得た。術前検査にて転移所見
はなく、他部位にも悪性腫瘍を疑う所見は認めなかった
ため、同年9月に右側下顎歯肉癌（T2N0M0）の診断のも
と、下顎骨辺縁切除術を行った。退院後は外来にて経過
観察を行い、現在術後1年が経過するが再発および転移
所見は認めない。
【結語】今回われわれは、Werner症候
群患者に発症した口腔扁平上皮癌の1例を経験したので
報告した。
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化療法を施行し第一寛解期となった。2年後に再発を認
めたため再寛解導入療法を施行し第二寛解期となった。

Werner症候群患者に発症した口腔扁平
上皮癌の1例

口演（ 月

系の異常を高頻度に合併し重度の出血症状を認める疾患
である。今回われわれは、APL寛解後に造血幹細胞移植
を行った際に慢性GVHDを併発した患者が、移植18年後
に舌癌を発症した症例を経験したので報告する。【症例】
56歳，男性。1996年に胸痛を主訴に近医を受診。汎血球
減少を認めたため当院血液膠原病内科を紹介されAPLと
診断された。同科で寛解導入療法、地固め療法、維持強
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山口大学大学院 医学系研究科 歯科口腔外科学講座

二度の腎移植後に発症した舌扁平上皮癌
の1例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座, 2岸和田徳洲会病院
歯科口腔外科

首藤 敦史1,2, 野口 一馬1, 川邊 睦記1, 岸本 裕充1
【緒言】免疫抑制剤の進歩により腎移植の治療成績は向上
し，腎移植後患者の生存率および生着率は大幅に上昇し
ているが，その一方で腎移植後患者における悪性腫瘍の
増加が指摘されている．今回われわれは，二度の腎移植
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後に発症した舌扁平上皮癌の1例を経験したので，概要
を報告する．
【症例の概要】患者は60歳，男性．2015年8月，近歯科医
院で右側舌縁の腫瘤を指摘され，精査目的に当科を紹介
受診した．初診時，右側舌縁に長径約5mmの白色腫瘤を
認めた．硬結は伴わず，自発痛や接触痛などの自覚症状
は認めなかったが，右側下顎智歯が舌側傾斜しており舌
への接触を認めた．ヨードグリセリンによる生体染色に
て腫瘤周囲に不染域は認めなかった．既往歴として慢性
糸球体腎炎由来の腎不全があり，1983年より透析導入さ
れ，1987年に生体腎移植を受けたが2010年に移植後腎不
全を生じ，2013年に二度目の生体腎移植を受けていた．
薬物歴として，一次移植後よりプレドニゾロンが継続投
与されており，二次移植後にはエベロリムス，シクロス
ポリン，ミコフェノール酸モフェチルが投与されていた．
舌白板症の診断のもと，2015年8月末に切除生検を行っ
たところ，病理組織検査にて浸潤性扁平上皮癌との診断
が得られ，切除断端は陰性であった．接触を認めた右側
下顎智歯を抜歯のうえ経過観察を行っていたが，2016年
2月に同部位に白色腫瘤が出現した．ヨードグリセリン
による生体染色にて腫瘤周囲に広がる不染域を認め，舌
扁平上皮癌の再発が疑われた．2016年2月末，全身麻酔
下に舌部分切除術を行った．術後病理組織検査では浸潤
性扁平上皮癌と上皮内癌が混在しており，切除断端は陰
性であった．舌部分切除術後1年が経過しているが，再
発などの異常所見は認めず経過は良好である．
【結語】腎移植後の患者においては，口腔領域においても
悪性腫瘍の発症率が高くなることを念頭に置くことが重
要と考えられた．

皮膚筋炎の発症を契機に下顎歯肉癌再発
が発見された1例
堀永 大樹, 内田 堅一郎, 原田 耕志, 真野 隆充,
三島 克章, 上山 吉哉
【症例】患者：69歳，女性。当科初診：2015年10月。主
訴 右 側 頬 粘 膜 の 疼 痛。 既 往 歴：2012年 第3腰 椎 圧 迫 骨
折，末梢性めまい症。2015年11月右側下顎歯肉扁平上皮
癌(T4aN2bM0)の診断のもと右側下顎歯肉悪性腫瘍手術
（連続離断，プレート再建）
，右側頸部郭清術施行。転
移リンパ節が計6個認めたことから，12月に術後放射線
化 学 療 法(CDDP total 240mg/m2 + RT60Gy)施 行。2月
下旬退院にて経過観察となる。
【治療経過】3月下旬より
全身の皮疹，喋りにくさが出現。術後CRTの合併症を
疑い，当院耳鼻咽喉科入院。喉頭浮腫認めたためステロ
イド治療開始。喉頭浮腫は改善傾向にあるも皮疹は増
悪傾向であり，同時に嚥下障害・構音障害・上肢の挙上
困難を認めた。頭部MRI検査では明らかな異常は認めな
かった。4月神経内科受診にて筋力低下を指摘され，筋
炎などの筋疾患を疑われ神経内科に転科となる。筋生
検を行い悪性腫瘍合併の皮膚筋炎と診断され，4月27日
PET-CT施行。右側上顎部に集積あり，5月造影MRI検
査にて右側上顎に22mm大の辺縁優位に造影効果のある
腫瘤を認め、右側下顎歯肉癌再発と診断された。筋炎に
対しては神経内科にてIVIg (0.4g/kg/day×5days)施行。
PSL30mg/day内服開始。5月に当科転科となり，下顎歯
肉癌再発に対しては超選択的動注化学療法（TXT40mg/
m2）＋TS-1 80mg/bodyを2コース施行するも腫瘍制御不
能に陥り，11月死亡した。【結論】皮膚筋炎は悪性腫瘍を
合併する頻度が高いため，経過観察期間中に筋炎症状を
認めた場合には再発を疑い早急な対応が必要と考えられ
た。
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春日井市民病院 歯科口腔外科

1

肺血管周皮腫（孤立性線維性腫瘍）の口腔
内転移巣に対し血管塞栓術が著効した1
例

HIV陰 性 患 者 の 口 腔 内 外 に 生 じ た 形
質 芽 細 胞 性 リ ン パ 腫（plasmablastic
lymphoma）の一例
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔
顎顔面外科学分野, 2九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔
面病態学講座 口腔病理学分野, 3飯塚病院 歯科口腔外科

近藤 祐太朗, 丹下 和久, 脇田 壮, 小原 圭太郎,
五藤 義之

長野 公喜1, 山田 朋弘1, 秋本 直柔1, 上妻 亜也子1,3,
石井 広太郎1, 熊丸 渉1, 清島 保2, 森 悦秀1

当科にて経過観察し口腔内の腫瘍の消失を確認したが，
塞栓後10か月，呼吸不全のため死亡された．
【結論】肺原
発HPC/SFTの口腔内転移巣に対して，TAEは低侵襲で
しかも短期間で効果が得られるため，QOLの改善に有用
であると考えられた．

年2下旬に当科を初診した。
【既往歴・家族歴】特記事項
なし【現症】左側上顎前歯部唇側と右側下顎臼歯部頬側に
25mm大の圧痛を伴う腫瘤を認め、いずれも表面粗造で
暗褐色の有茎性、弾性硬であった。顎下部および頸部に
も腫大した腫瘤を触知した。【臨床診断】悪性リンパ腫の
疑い【検査所見】造影CTでは口腔内の両腫瘤とも近傍の
顎骨吸収部を伴い内部不均一であった。両側顎下および
左側頸部にも複数の腫大したリンパ節を認めた。PETCTでは上記部以外にFDGの集積を認めなかった。血
液検査ではLDH:248U/L、可溶性IL-2受容体:711U/mL、
HIV抗原抗体は陰性であった。右側下顎臼歯部の腫瘤よ
り生検を施行したところ、核小体が明瞭で不正な核を有
する円形細胞を認め、多数の分裂像を示した。免疫染
色ではCD138、EBERが陽性であったのに対し、CD3、
CD4、CD20、CD30、CD38、CD56、CD79a、MUM1、
bcl-2などは陰性であった。またMIB-1陽性細胞は90% で
あった。【診断】形質芽細胞性リンパ腫【経過】H28年3月
上旬に血液腫瘍内科へ転科後、CHOP療法を6コース施
行したところ腫瘤は消失しPET-CTでCRと判定した。化
学療法終了後7 ヶ月が経過した現在、再発なく経過良好
である。
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出血の防止ならびに腫瘍減量のためTAEを施行した．
【成績】腫瘍は1週間ほどで自然脱落し，塞栓後8か月まで

口演（ 月

【目的】血管周皮腫（HPC）は毛細血管を取り巻く血管周
皮細胞を由来とした軟部組織腫瘍である．HPCは組織
像や臨床像が孤立性線維性腫瘍（SFT）と類似しており， 【緒言】形質芽細胞性リンパ腫（plasmablastic lymphoma、
2013年より同義語として用いられている．今回われわれ
以下PBL）はB細胞性免疫芽球に類似の大型細胞がびまん
は，肺原発のHPC/SFTの口腔内転移巣に対し血管塞栓
性に増殖する非常に稀なリンパ腫であり、ヒト免疫不全
術（TAE）が著効しQOLの改善が得られた症例を経験し
ウイルス（HIV）感染などによる免疫不全に合併する場合
たので報告する．
【方法】78歳，女性．下顎前歯部唇側
が多い。今回我々はHIV陰性患者の歯肉および頸部リン
歯肉の腫瘤を指摘され紹介来科となった．既往に肺原発
パ節に生じたPBLの一例を経験したので報告する。【症
HPC/SFTがあり他院にて経過観察中であった．当科初
例】40歳、男性【主訴】歯肉の腫脹【現病歴】H28年1月下
診時より徐々に腫瘍が増大してきたため生検を施行した
旬より左側上顎前歯部、続いて右側下顎臼歯部の腫脹
ところ，肺原発HPC/SFTの口腔内転移巣と診断した． を自覚し、共に増大傾向にあったため近歯科を経てH28

症例報告

ARONJ

17:00〜17:40
座長：杉山 勝・片岡 竜太
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大阪医科大学 医学部 感覚器機能形態医学講座 口腔外
科学教室 , 2医療法人 恒昭会 藍野病院 歯科

1

獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座, 2上都賀総合病院
歯科口腔外科, 3菅間記念病院 歯科口腔外科

松本 佳輔1, 諏訪 吉史1, 小越 菜保子1, 藤田 有美1,
伊藤 雄一2, 寺井 陽彦1, 植野 高章1

小宮山 悠介1, 志村 美智子1, 森 俊光1, 栗林 伸行1,
和久井 崇大1,2, 泉 さや香1,3, 内田 大亮1, 川又 均1

不適合義歯によって生じたと思われる上
顎骨MRONJの1症例

口演（ 月

4

日）
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びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対するパ
ミドロネートの治療効果

【緒言】不適合義歯の装着や過大な咬合力が、ビスフォ
スフォネート製剤等の薬剤関連顎骨壊死（ medicationrelated osteonecrosis of the jaw 以下 MRONJ ）発症に
関与する可能性について、2016年に顎骨壊死検討委員会
が発表したポジションペーパーで示唆されている。今回

下顎骨骨髄炎は歯性感染に続発して発症し，典型的な急
性症状を呈する急性化膿性骨髄炎が良く知られている．
近年では，抗菌薬が多用されるようになり，ほとんど急
性症状を呈さない慢性骨髄炎も多くなっている．慢性骨
髄炎は化膿性炎が慢性化した慢性化膿性骨髄炎と，顎

我々は不適合義歯の装着から上顎骨に MRONJ を生じ
たと思われる1症例を経験したので報告する。
【症例】患
者は、上顎義歯装着時の疼痛を主訴に2016年9月、近歯
科を受診し、左側上顎345相当部の骨露出と、義歯の鉤
歯である右側上顎34の破折を指摘された。既往歴に骨粗
鬆症があり、これに対して15年前からミノドロン酸水和

骨内で骨の造成を伴う慢性硬化性骨髄炎に分けられ，硬
化性骨髄炎はさらに炎症の波及範囲によって限局性で
ある巣状と広範囲に及ぶびまん性とに分類されている．
びまん性硬化性骨髄炎(diffuse sclerosing osteomyelitis，
DSO)は顎骨の疼痛に種々の程度で主張や開口障害を伴
う．細菌感染に続発して広範な骨硬化像を呈するもの

物を内服していたため、MRONJ が疑われ、同年10月に
当科へ紹介された。当科初診時、左側上顎345相当部の

と原因不明のものが混在していると考えられ，いずれ
も自己免疫やアレルギーの関与が想定されている．小

5cm×2cm大の骨露出及び周囲歯肉の発赤、腫脹を認め
た。また、CT画像にて左側上顎洞側壁から鼻腔に及ぶ
骨破壊、腐骨の分離像を認めた。
【臨床診断】感染を伴う
骨露出、顎骨壊死及び上顎洞への進展性骨破壊を認めた
ことから MRONJ ステージ3と診断した。
【考察】上顎義

児に発症するCRMO（慢性再発性多発性骨髄炎），成人
のSAPHO症候群の局所症状と捉えられることもある．
DSOに対する治療として，抗菌薬投与や皿状形成術など
の消炎手術が行われてきたが，治療にもかかわらず，完
全寛解に至る症例は少なく，難治性である．近年，DSO

歯の鉤歯であった右側上顎34の破折により、上顎義歯は
十分な支持を得られていなかった。このため、義歯床下
粘膜に過大な負担がかかり褥瘡性潰瘍を生じ、更に、骨
露出、細菌感染を伴ったことで顎骨壊死へと至ったと推
察された。MRONJ は、様々な局所的、全身的要因が重
なり生じるものであるため、その予防には、抜歯などの
侵襲的な治療だけでなく、患者が自覚しにくい過大な咬
合力や不適合補綴物を早期に発見し対応することが重要
ではないかと考えられる。
【結語】今回我々は不適合義歯
の装着から上顎骨に MRONJ を生じたと考えられる1症
例を経験したので報告した。

の発症には破骨細胞の異常活性化が関連しているとの考
察から，ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)の投与によ
る治療が試みられており，DSOに著効する報告が散見
されるようになった. 今回，DSO難治症例４例に対して
第2世代BP製剤であるパミドロネートの投与を行い，疼
痛症状の著名な改善を認めた症例を経験したので報告す
る．経験症例では投与後まもなく疼痛症状の消退を認め
ており，長期経過観察しえた症例では，画像評価におい
ても骨の融解像の消失と硬化像に改善を認めた．今後，
疼痛症状を伴う難治性のDSOに対して有効な治療法とな
ることが示唆された．
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石川県立中央病院 歯科口腔外科, 2明海大学歯学部病態
治療学講座口腔顎顔面外科学第2分野

富山大学医学部附属病院 富山大学大学院医学薬学研究
部 歯科口腔外科学講座

高木 純一郎1, 宮田 勝1, 名倉 功1, 坂下 英明2

高市 真由, 藤原 久美子, 津野 宏彰, 冨原 圭,
今上 修一, 野口 誠

前頭部側頭部膿瘍を併発した薬剤関連顎
骨壊死の１例

【緒言】ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）が
報告がされてから,治療に難渋する症例が多数報告されて
いる。現在、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）と総
称されたが治療法については未だに十分に確立されてい

内服をおこなっている。採血にてWBC：27470 CRP：
40.8と高値であり、即日入院の上、側頭部膿瘍形成部よ
り切開排膿および抗生剤の投与を開始した。また顎骨に
は明らかな原因歯がなく画像上でも腐骨や壊死がなかっ
たが、右側下顎大臼歯部歯槽部からの排膿も認めた。側
頭部および前頭部からの排膿は長期に継続した。細菌検
査にて適宜同定し抗生剤投与を継続した、入院後１ヶ月
で心不全を発症するなど全身管理にも難渋した。67病日
目に退院し現在は再燃を認めていないが、今後も慎重に
経過観察をおこなう予定である。
【考察】ARONJについ
ては顎骨壊死を起こす原因、発症のリスク因子、抜歯や
歯科治療との関連性、主病名である疾患の状態、高齢や
ステロイド投与や糖尿病などの増悪因子、薬剤の有効性、
休薬期間や休薬の是非ならびに治療法等については未だ
明らかな基準や治療方針についてコンセンサスは得られ
たとは言い難い状況で今後も本症例に類似した難症例を
経験することが予想される。本邦における治療指針や一
定の見解の必要性を感じるとともに各症例に対して迅速
で適した治療も必要であると考えられた。

前立腺癌の多発骨転移にてゾレドロン酸投与歴あり。近
在歯科で抜歯後より右下顎臼歯部の骨露出を認め、初診
時はステージ2であった。保存療法を行っていたが、約
3か月後に顔面の腫脹が著明となり、頬部蜂窩織炎を認
めた。入院下での消炎処置を開始したが、治癒までに4
回の外科的消炎処置が必要であった。
【症例2】87歳、男
性。前立腺癌の多発骨転移に対してゾレドロン酸投与歴
あり。左下顎臼歯部舌側に骨露出部を認め、初診時はス
テージ2であった。保存療法を行っていたが、約1か月後
に嚥下困難、呼吸苦が出現し、頚部から縦隔に及ぶ蜂窩
織炎を認めた。全身麻酔下に頚部ドレナージを施行し炎
症所見は改善したが、その後頚部皮膚の広範囲な壊死を
認めた。【症例3】77歳、女性。乳癌の肺転移、多発骨転
移に対してゾレドロン酸投与歴あり。右上顎臼歯部の骨
露出を認め、初診時はステージ2であった。その後右下
顎臼歯部にも骨露出を認めるようになり、急性化を繰り
返すようになった。2年3か月後には、右外耳道に瘻孔が
形成され、その3か月後に同部が原因と思われる硬膜外
膿瘍を発症し、死亡の転帰となった。【考察】重篤化した
症例は、いずれも担癌状態であり多発骨転移に対しビス
フォスフォネート製剤を投与されていた。原疾患の悪化
に伴って炎症の急性転化や重症化するリスクがあり、症
例３では初診から2年以上経過後に重篤な炎症症状をき
たした。患者の定期的な入院や転院などがあっても医科
歯科連携を通じ、長期の経過観察を行うことは重要であ
ると考えられた。
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３日後に当院救急に紹介初診となった。既往歴は、変形
性膝関節症、骨粗鬆症にてアレンドロ酸ナトリウム等の

【背景】2006年に本邦で初めてBRONJが報告されて以降、
症例は増加傾向にある。患者の多くは、ステロイド薬と
の併用や担癌状態であることが多く、突然重篤な炎症を
来たす場合がある。当科で経験した、重篤な経過をたどっ
たBRONJ症例について報告する。【症例1】72歳、男性。

口演（ 月

ないのが現状である。今回、前頭部・側頭部の皮下膿瘍
を併発し組織が一部壊死したARONJの１例を経験した
のでその概要を報告する。
【症例】
78歳、
女性。20xx年8月。
当科初診の1週間前に右側顔面の腫脹に気がつきかかり
つけ病院を受診。頭部・顔面のＣＴにて一部感染性の腫
脹および側頭部から下顎枝内側に連続した膿瘍を認める
ため抗生剤および鎮痛剤の処方をうけたが症状改善せず

重篤な経過をたどった薬剤関連顎骨壊死
の3例

9:00〜9:50

その他１

座長：砂田 勝久・深山 治久

1-D-1

1-D-2

口腔腫瘍患者の術前術後の細菌叢の検討

口腔外科手術における周術期抗菌薬の適
正使用化とその評価～選択抗菌薬と投与
期間について～

日本大学歯学部臨床医学講座

秀 真理子, 赤坂 竜太, 古川 明彦, 岩田 潤, 米原 啓之
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新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野
【目的】口腔腫瘍の手術患者に対して、細菌感染による創
西川 敦, 児玉 泰光, 永井 孝弘, 清水 志保, 原 夕子,
部感染、肺炎などの術後合併症が40－60％の割合で発症
山田 瑛子, 齋藤 太郎, 黒川 亮, 小山 貴寛, 高木 律男
するといわれている。術後感染などの合併症を引き起こ
す細菌についての検討は十分に行われていない。そこで、 【目的】近年、耐性菌出現の予防、医療費削減などの目的
今回我々は、口腔内細菌叢の数を術前術後による変化を
から各施設で抗菌薬の適正使用に取り組んでいる。当科
計測し、感染症との関連性を検討したので報告する。【材
でも2011年から周術期における抗菌薬の適正使用化に取
料および方法】口腔腫瘍15例（悪性腫瘍14例、エナメル上
り組み、それまで多用されていた第二世代のセフォチア
皮腫1例）の患者を対象に、手術前と手術後の経口摂取開
ム(CTM)を、症例毎に手術部位感染(SSI)発生リスクを考
始直後に唾液を採取し、唾液中に含まれる細菌について
慮したうえで第一世代のセファゾリン(CEZ)に変更し、
同定および定量を行った。
【結果】１．総細菌数：術後増
さらに2014年からは段階的に投与期間を48時間未満とし
加した症例は15例中8例であり、残りの症例で減少が見
ている。今回、一連の変更が適正使用化に寄与したか
られた。また、術前化学療法を行った患者群は非術前化
学療法の患者と比較して、術前の状態において細菌総数

が既に少なく、術前後の変化においても、術前化学療
法群は10例中8例に細菌数の減少もしくは変動がなかっ
た。2．細菌種別：Strept.属で最も多く、S.pneumoniae、
P.aeruginosa、P.gingivalis、S.aureusの順で減少した。3．
原発部位別：細菌総数は、歯肉＞舌・口底・口唇＞頬粘
膜の順であった。各原発部位の違いにより口腔内細菌叢
に違いは認められなかった。４．手術術式：術式につい
ては、細菌叢に違いはみられなかった。
【結語】術前の細
菌数が多い症例は、歯肉、舌にみられ、疼痛のためブラッ
シングが十分に行えないことが原因と考えられた。また、
術式にISOを用いた症例5例中2例に細菌数の増加がみら
れ口腔清掃が不十分であったためと考えられた。口腔腫
瘍の手術前後の細菌数の変化は、術後抗生剤の投与中の
採取であること、また手術により病変を切除し口腔環
境が変化したため、細菌数は減少すると考えられた。今
回、術後治癒遅延は1例であったが、その他の症例と菌
数、菌種と相違はなく、悪性腫瘍の症例においては全症
例に術前から歯科衛生士の口腔ケアが介入していること
ため、感染のリスクが減少したと考えられた。

を検証することを目的に、SSI発生頻度を指標に調査し
た。【材料および方法】対象は2011年から2015年の5年間
に、当院中央手術室で行われた口腔外科手術1,238症例の
うち、これまでの検討からSSI高リスク術式となった皮
弁再建術などを除外した884症例とし、CTM48時間以上
投与症例（CTM長期群）：120例、CEZ48時間以上投与症
例（CEZ長期群）：443例、CEZ48時間未満投与症例（CEZ
短期群）：321例の3群に分類した。各群の患者情報（年
齢、性別、疾患分類、全身既往など）、手術情報（手術時
間、創分類など）およびSSI発生の有無について調査し、
比較検討した。
【結果】SSI発生数はCTM長期群2例(1.7%)、
CEZ長期群6例(1.4%)、CEZ短期群6例(1.9%)であり、各群
間に有意な差は認められなかった。
【結論】SSI発生低リ
スク術式症例において、3群間のSSI発生に差がなかった
ことから、抗菌薬適正使用に向けた一連の取り組みは適
切であったと推察された。2016年に報告された「術後感
染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」では、
口腔外科手術も術式別に選択抗菌薬や投与期間が推奨さ
れている。今回の結果をガイドラインと比較すると投与
期間が長い術式も認め、また第二世代が推奨されていて
もCEZで効果が示された術式もあることから、今後術式
ごとの症例を蓄積し、これまでの結果も含めてより詳細
な検証を行い、さらなる抗菌薬適正使用化を進めていく
必要があると考えられた。
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1-D-3

口腔外科手術前の不安に関する検討；
State-Trait Anxiety Inventory-form X
の状態不安質問項目減数化の特性不安の
関連性について
1

福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座, 2福岡大学
医学部 医学科 麻酔科学講座, 3福岡大学 工学部 機械工学
科

古賀 さよ1,2, 瀬戸 美夏1, 森山 茂章3, 喜久田 利弘1
【はじめに】
口腔領域は疼痛閾値が低いため、口腔外科的治療を受け
る前の患者には恐怖や不安を有する者が多い。円滑で安
全な医療を行うには、術前の不安を正確に評価し、鎮静

状態不安の質問項目を半数に減ずる場合における特性不
安の関連性について検討したので報告する。
【対象と方法】
2009年9月から2015年2月までに福岡大学病院歯科口腔
外科を観血的処置目的に受診した患者がご記入した
STAI1,253枚を研究対象とした。
STAIの不安段階判定において状態不安が高く（段階4、
5）特性不安も高い群をH-H群、状態不安が高く特性不
安は普通（段階3以下）の群H-N群についてSPSSを用いて
Stepwise法で状態不安の質問項目の総得点を目的変数、
を算出した。
質問項目を説明変数として決定係数
（R2）
【結果】
分析対象のSTAIは女性782名、男性431名から得られて
おり、H-H群は566名、H-N群は262名であった。状態不
安段階判定用質問項目を半数に減じた場合のR2はH-H群
0.946、H-N群0.929であった。
【まとめ】
口腔外科手術前のSTAI状態不安の質問項目を半数に減
ずる場合、特性不安が普通であっても術前不安をより高
く評価できることが示唆された。

稲沢市民病院 歯科口腔外科

佐野 大輔, 金澤 輝之
【目的】2012年に周術期口腔機能管理料が創設されて以来,
当科も周術期口腔機能管理を実地している. 院内の協力
を得て近年は患者の受診が円滑になってきているが, 未
だ患者から「何故, 歯科を受診するの？」という声がしば
しば聞こえる. そのため当科では患者説明用の冊子を作
成するなど, 患者に理解してもらうための工夫を続けて
いる. 今回, 我々の周術期口腔機能管理の取り組みが患者
にとって歯科医療従事者側の一方的なものとなっていな
いかを確認する目的で周術期口腔機能管理実地患者にア
ンケート調査を行ったので, その概要を報告する.【方法】
2015年4月から2016年3月までの1年間に当科で周術期口
腔機能管理を実地した患者505人のうち, 意思疎通が十分
可能で, かつ質問用紙への記入が可能な患者に対して無
記名でアンケートを行い, 回答が得られた369名を対象と
した.【成績】当科受診前に周術期口腔機能管理について
紹介元から説明を受けたと回答した患者は78.1%だった
が, 周術期口腔機能管理について理解していると回答し
た患者は21.7%だった. 当科での説明後, 理解したと回答
した患者は97.3%だった. 当科での周術期口腔機能管理に
満足したと回答した患者は86.5%だった. また, 口腔衛生
指導によって, 今後のセルフケアの参考になったと回答
した患者は97.0%だった. 参考データとして, かかりつけ
の歯科があると回答した患者は63.4%で, そのうち55.6%
が定期的な歯面清掃を受けていた.【結論】今回のアンケー
ト調査結果より当科における周術期口腔機能管理の取り
組みは, 総じて患者から高い評価を得ていると思われた.
周術期口腔機能管理の診療点数は決して低くはないため,
それに見合った患者満足度を得ることが必要と考える.
そのためには単に口腔ケアを行うのみでは無く, 周術期
口腔機能管理の必要性をより深く理解してもらうための
工夫が重要と考える.
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状況に対する反応を表す状態不安とその人の人格の一部
ともいえる特性不安を同時に評価することができるとさ
れている。我々は口腔外科手術前に特化した状態不安の
質問項目の存在を指摘し、特徴的質問項目以外を減じて
半数にしても不安判定が可能であると報告した。今回、

当科における周術期口腔機能管理実地患
者のアンケート調査報告

口演（ 月

法などの適切な全身管理方法を準備する必要がある。
State-Trait Anxiety Inventory-form X(STAI)は一過性の

1-D-4

9:50〜10:40

その他２

座長：米原 啓之・二川 浩樹

1-D-5

1-D-6

精神科入院患者の口腔状態の実態調査
1

東京女子医科大学 東医療センター 歯科口腔外科, 2医療
法人社団 じうんどう 慈雲堂病院

小野沢 基太郎1,2, 矢野 尚1, 諸岡 賢1, 割田 雄司1,
金子 裕之1

口演（ 月
日）

27

埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室

岩崎 良恵

【目的】精神疾患患者の口腔環境は自己管理への関心の低
下、身体の異常を自ら表現する能力の低下や使用薬剤の
影響などから、健常者と比べその劣悪性を指摘されてい
る。そのため院内に口腔ケアシステムが確立していない
ことは患者にとってQOLの低下にも繋がると考えられ

4

脱水症における口腔粘膜乾燥状態の評価
に関する検討

る。そこで今回我々は精神疾患患者の適切な口腔衛生や
機能を維持するために、精神科病院入院患者の口腔衛生
状態と口腔機能の評価およびケアの現状を調査したので
報告する。【対象および方法】対象は精神科入院患者485
例（在院日数平均308日、統合失調症253例（52.2%）、認知
症114例(23.5%)、うつ病39例(8.0%)、精神遅滞22例(4.5%)、
双極性障害21例(4.3%)、その他36例(7.4%)）とし、口腔衛
生状態としてDMF指数、OHI-Sおよび舌苔付着度につい
て調査し、さらに患者の日常行動と口腔環境との関連性
も調査した。【結果】年齢は69.9±15.8歳、口腔ケアの回
数 は 平 均2.7±0.7/日、DMFTは19.9±7.8、OHI-S 2.1±
1.3であった。Performance Status(PS) は平均1.8±1.5で、
口腔ケアが要介助患者、食事を車いすやベッド上で摂取
している患者はそれぞれ全体の37.8%、36.4%であった。
PSと口腔衛生状態の関係をみると、DMF指数とOHI-S
でχ二乗検定によりPSの平均値で分けたPS良好群とPS
不良群では有意差を認め、口腔衛生状態の悪い患者の割
合がPS不良群で高く、また口腔ケアの自立度、食事行動
でも活動度が低下した群ではPS不良群同様、口腔衛生状
態の悪い患者の割合が高かった。
【考察】精神科入院患者
ではPSの低下や日常行動の自立度の低下に伴い口腔衛
生状態がより悪化する傾向にあり、介助にあたる医療ス
タッフの口腔衛生に対する知識や技術の普及が必要に思
われた。

【目的】脱水症の診断，重症度を評価するために主に電解
質やBUNなどの血液検査，発汗程度などが用いられて
いるが，臨床において非侵襲的で迅速に評価ができるも
のはない. われわれは口腔粘膜湿潤度を評価する機器で
ある口腔水分計を用いることで脱水症の重症度を評価で
きるのではないかと考えた．そこで本研究では，脱水症
における口腔粘膜乾燥状態の評価が脱水症の重症度と関
連するかを検討した．
【対象および方法】2016年8月1日
から同年12月31日までに埼玉医科大学病院救急センター
を受診し，バイタルサインや皮膚症状などの臨床所見お
よび血液検査（BUN，クレアチニン，尿酸，Na，Cl，K
値）から救命科医師が脱水症と診断し，本人または家族
から同意を得られた成人を対象とした．担当者が対象と
して適当でないと判断した者は除外した．救命科医師が
脱水の重症度を3段階に判別した後，当科担当医が盲検
的に口腔湿潤度を測定した．本研究では口腔粘膜の湿潤
度測定には口腔水分計ムーカス®（株式会社ライフ）を使
用した．得られた結果に対し，脱水症の重症度，口腔湿
潤度および各生化学検査所見の各相関について統計学的
に分析した．統計分析にはスピアマンの順位相関係数お
よびピアソンの相関係数を用い，危険率5%未満を有意
差ありとした．なお，本研究は埼玉医科大学病院IRBに
て承認を得ている（承認番号15-087）．【結果】症例は男性
17例，女性13例，平均年齢は73.7歳であった．脱水症の
重症度と口腔乾燥度に関して中等度の負の相関を認めた
（r=-0.686）．また脱水症の重症度とBUN値およびクレア
チニン値に関しては，ある程度の有意な正の相関を認め
た (r=0.444, 0.500) ．【結論】口腔粘膜乾燥度の測定は，脱
水症において重症度を評価する方法として有用である可
能性が示唆された．
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当科における過去３年間の高齢者全身麻
酔下口腔外科手術患者の臨床的検討

1-D-8

加古川中央市民病院 歯科口腔外科, 2神戸大学大学院 医
学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

口腔と全身に関するコホート研究：岩木
健康増進プロジェクト その３ ～一般高
齢住民における口腔内環境と軽度認知機
能障害～

高田 直樹1,2, 橘 進彰1,2, 中西 洋介1,2, 黄 文蘇1,2,
辻 和志1,2, 古森 孝英2

弘前大学大学院 医学研究科医科学専攻 歯科口腔外科学
講座

1

【目的】人口の高齢化に伴い、様々な疾患を有する患者を
治療する機会が増えている。それらの患者の基礎疾患の
傾向、治療内容を把握することは重要である。今回我々
は入院全麻下に口腔外科手術を施行した高齢患者を対
象に年齢分布・性別、基礎疾患、口腔外科疾患、紹介

長内 俊之, 乾 明成, 田村 好拡, 小山 俊朗, 佐竹 杏奈,
野口 貴雄, 石崎 博, 小林 恒

患を有する患者は１７６名（８３．
０％）で、循環器疾患
１１３名（５３．３％）
、代謝性疾患６８名（３２．１％）
消化器疾患２４名（１１．
３％）の順であった。口腔外科
疾患は、嚢胞性疾患７８名（３６．８％）
、悪性腫瘍５８
名（２７．
４％）
、炎症性疾患３０名（１４．
２％）の順で
あった。紹介経路は、開業歯科医院が最も多く１８２名
（８５．８％）であった。また全身偶発症は、口腔癌長時
間手術後の不穏が４名と最も多く、重症歯性感染症から
の敗血症も１名認めた。局所偶発症は、おとがい部知覚
鈍麻が９名と最も多く、皮弁トラブル５名、術後出血３
名の順であった。
【結語】高齢者では基礎疾患を有する割
合が高く、その疾患を理解するとともに口腔外科手術時
における個別対応を行わなければならない。また、臓器
予備能力も低下し周術期における全身管理も考慮しなけ
ればならない。今後ますます高齢化が進む中で、こうし
た高齢者の治療を安全に遂行するためには、術前から医
科関連各科と連携し対応していくことが重要であると考
えられた。

ら、総数479名、男性167名、女性312名を調査対象とした。
対象者には背景因子として性別、年齢、喫煙・飲酒習慣、
運動習慣、BMI（body mass index）を調査した。認知機
能の評価は、Mini-Mental State Examination(MMSE)試
験および、論理的記憶（WMS-R）ウェクスラーの評価基
準を用いてスクリーニング検査を行い、後日、専門医の
診察を受けMCIの確定診断を行った。口腔内診査は歯科
医師により、現在歯数、義歯使用の有無、歯周病の有無
を診察した。口腔内環境と認知機能評価のスコアの結果、
およびMCI群と正常群での口腔環境との関連性について
統計学的に検討を行った。【結果】１．MMSEスコアと
口腔内環境（残存歯数、義歯の使用､ 歯周病）との関係で
は、男女ともに残存歯数、および男性において義歯使用
との間に有意な相関関係が認められた。 ２．論理的記
憶と口腔内環境との関係では、男性のみに現在歯数と口
腔機能との間に有意な相関が認められた。 ３．MCIと
口腔内環境では、正常群と軽度認知障害（MCI）群の現在
歯数において、男性の70歳以上で有意差を認めた。【結
論】認知症と現在歯数の関連が明らかとなり、さらに
MCIの段階でも現在歯数との関連性が示された。多数歯
の保持が認知機能維持に結びつく可能性が示唆された
が、本研究は横断研究であり、今後は研究を進め縦断的
に検討することで因果関係を明らかにする必要がある。
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歳以上の後期高齢者は７２名（男性２７名、女性４５名）
で合計２１２名（１９．
７％）であった。何らかの基礎疾

口演（ 月

【目的】口腔内環境が全身疾患に及ぼす影響について
は、様々な角度から研究がなされており、認知機能との
関連性も研究されている。近年、認知症には至らない
経路、偶発症の有無等について検討を行った。【対象】 が早期の認知機能低下の状態に対して、Mild cognitive
２０１３年１月から２０１５年１２月までに、当科入院
impainment（MCI：軽度認知機能障害）という概念が提
全麻下で口腔外科手術を受けた６５歳以上の高齢者を対
唱されている。 今回、自立した地域高齢住民を対象とし
象とした。
【結果】期間中口腔外科手術を受けた１０７７
て口腔内環境と認知機能低下の関連性について検討した
名（男性５６６名、女性５１１名）中、６５～７４歳の前
ので報告する。
【方法】平成26年度岩木健康増進プロジェ
期高齢者は１４０名（男性７０名、女性７０名）
、７５
クトの健診に参加した60歳以上の一般高齢住民の中か

1-D-9
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口腔内ウエットシートの有用性の検討

特定健診・保健指導への歯科検診導入に
関する試験的研究

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

1

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院,
信州大学医学部 歯科口腔外科学教室, 3富士見高原病院
歯科口腔外科

宮本 祥行, 米永 一理, 鎌塚 真, 北原 由加里,
藤原 夕子, 末永 英之, 星 和人, 高戸 毅

2

【緒言】超高齢社会に伴い、介護者の労働環境や介護コス
トが課題となっている。そのような中で現在、口腔ケア
の選択肢として、ブラッシングやスポンジブラシを用い
た方法とともに、口腔内ウエットシートが普及しつつ
ある。今回、このウエットシートの有用性をスポンジブ

口演（ 月

4

日）
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ラシと比較して検証した。【方法】被験者は男性5名、女
性5名の計10名（平均28歳）の健常人。歯牙を歯垢染色材
を用いて染め出し後、Plaque control record（PCR）を
記録した。その後ウエットシートを用いて3分間清掃し
た。再度染め出しを行い、PCRを記録した。検査は、同
一被験者に対しては同一検者にて行った。PCRは、近心
面、遠心面、頬側面、舌側面と、全体に分け、それぞれ
のスコアをt検定を用いて解析した。同様に、スポンジ
ブラシを用いて、別日にPCRを記録し解析を行った。【結
果】ウエットシート使用前後で、全体のPCRは44.0%から
30.9%（改善率29.7％）と有意に改善していた。各歯面の
PCRは、近心面が70.2%から61.6%、遠心面が61.3%から
44.6%、頬側面が2.63%から7.8%、舌側面が18.1%から9.7%
であり、近心面以外はすべて有意差を持って改善してい
た。スポンジブラシによるPCRの改善率は8.8％であり、
ウエットシートを用いた方法が良好であった。
【考察】ウ
エットシートを用いた方法は、スポンジブラシを用いた
方法と比べ、水を用いず、泡立ちもないため、吸引を基
本的に必要とせず、誤嚥のリスクも少ない。それに伴い、
口腔ケアの準備の手間を減らすことができる。さらにウ
エットシートが1枚約10円であるのに対し、スポンジブ
ラシが1本約50円であることから、コストを抑えること
が示唆された。一方で、開口困難な患者や口腔乾燥が強
い患者ではウエットシートでの清掃が困難となることが
予想された。ウエットシートの使用は、口腔ケアの方法
として、選択肢の一つとなりうるが、今後より有用な使
用方法の検討が必要である。

唐澤 今人1, 吉村 伸彦2, 草深 佑児3, 栗田 浩2
【目的】歯科疾患はその発症原因から生活習慣病の一つと
して認識されているが、その予防を目的としている特定
健診において歯科検診は現在実施されていない。WHO
が提唱するコモンリスクファクターアプローチの観点か
らも、医科健診と歯科検診を併催することによる副次的
効果は大きいと考えられる。そこで我々は塩尻市と塩筑
医師会、歯科医師会の協力のもとH26年度より3年間、国
保特定健診に歯科検診を導入することで、歯科疾患の予
防のみならず生活習慣病の予防効果や医療費の削減に効
果があるかどうかを検討する研究を行っている。【対象
と方法】長野県塩尻市の特定健診の受診者のうち同意が
得られた被験者に対し医科健診にあわせて歯科検診およ
び歯科保健指導を行った。歯科検診は「標準的な成人歯
科検診プログラム・保健指導マニュアル」に準拠して行
い、結果に応じて１．異常なし、２．要指導、３．要精
検指導の3つの判定区分に分類し保健指導を行った。得
られた結果を用いて医科健診の関連項目と比較し統計解
析を行った。
【結果】H26年度とH27年度の結果において
CPI－TN値に着目し歯周病が改善した群と改善しなかっ
た群に分け、MS診断基準項目の該当数の変化について
比較検討したところ、歯周病が改善した群（CPI－TNが
減少）についてはMS診断基準の該当項目数の減少がみ
られた（χ2検定、P＜0.05、オッズ比2.47）。また、有意
差には至らなかったが、歯周病改善群では血圧基準にお
いて該当項目の消失傾向、採決結果において血糖値の減
少傾向が認められた。
【結論】2年間の結果に対して縦断
的な解析を行ったところ、歯周病を改善することでメタ
ボリックシンドロームの予防になりえることが示唆され
た。総会ではH28年度の結果も加え、被験者における医
療費の推移についても検討し報告する。
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悪性腫瘍１

14:20〜15:00
座長：野口 誠・上山 吉哉

1-D-11

舌扁平上皮癌T2-4N0に対する逆行性超
選択的動注化学放射線療法は潜在性頸部
リンパ節転移を制御できるか？
横浜市立大学大学院 医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

1-D-12

口腔癌に対する超選択的動注化学療法時
における動脈乖離について
春日井市民病院 歯科口腔外科

丹下 和久, 脇田 壮, 小原 圭太郎, 近藤 祐太朗,
五藤 義之

光藤 健司, 南山 周平, 林 雄一郎, 飯田 昌樹,
岩井 俊憲, 中島 英行, 小泉 敏之, 小栗 千里, 廣田 誠,
來生 知, 藤内 祝
【目的】早期舌扁平上皮癌（T1,2N0）は術後の機能障害が比
較的軽度であることから舌部分切除術が行われるが，後
発頸部リンパ節転移が20%から30%に生じる。一方，局
所進行舌癌は手術による術後機能障害が大きいことか

告する。【対象および方法】対象は舌癌T2-4N0症例で動
注CCRTを施行した42例である。治療は浅側頭動脈，後
頭動脈よりカテーテルを腫瘍の栄養動脈に留置し，動注
CCRTを6週間（docetaxel, total 60mg/m2, cisplatin, total
150mg/m2, total 60Gy）行った。
【結果】観察期間中央値

動脈にガイドワイヤーを入れる操作をしていたが、徐々
にガイドワイヤーの動作に抵抗を感じる用になり、DSA
画像を撮ったところ、動脈の走行に沿って血管壁に沿っ
て造影剤陰影を認めたため、動脈解離と判断しカテーテ
ル留置を断念した。数日後、セルジンガー法にて、左側
頸動脈のDSA画像を撮影したが、乖離腔はなくほぼ正常
な血管走行であることが確認された。

【考察】 動脈乖離とは、動脈の内膜と中膜との間に乖離
腔ができる状態である。一般的には大動脈に発生するこ
とが多く、破裂などが生じると致死的な疾患である。し
は46.5か月（8か月から105か月）であった。治療終了後
かしIVRの領域では医原性の動脈解離はしばしば報告が
に画像および原発の生検にて腫瘍残存の有無の確認を
あり、術中に発見されることが多いために、早期の対応
行ったところ，全例CRであった。3年累積生存割合，無
が可能なことが多い。今回は外頸動脈内で、動脈乖離が
増悪生存割合，局所制御割合はそれぞれ85.0%，77.8%， 生じたものと考えられるが、ガイドワイヤーの挿入が逆
91.7%であった。経過観察中の後発頸部リンパ節転移は
行性であったために、乖離腔に血液が貯留することなく、
5例（11.9%）に認められた。
【結論】N0舌癌に対する動注
自然閉鎖したものと推察した。医原性の動脈乖離の最も
CCRTは潜在性頸部リンパ節転移に対しても治療効果が
大きな要因は、ガイドワイヤーやカテーテル操作で生じ
あることが示唆された。
るために、より慎重な操作が必要であり、また術中に動
脈乖離と判断したときにはその対応も必要である。
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4N0M0）に対して動注CCRTを行い，その治療効果，予
後および後発頸部リンパ節転移について検討したので報

に対する超選択的動注化学療法時において、動脈乖離を
経験したのでその概要を報告する。
【症例】 38歳男性。左側舌癌の頸部リンパ節転移に対し
て、後頭動脈より顔面動脈にカテーテル留置を試みた。
後頭動脈を露出後、ガイドワイヤーを挿入し、それに沿っ
て血管造影用カテーテルを中枢側に送り、その後に顔面

口演（ 月

ら，われわれは根治的逆行性超選択的動注化学放射線
療法（動注CCRT）を行っている。この方法は動注化学療
法と放射線療法との連日の同時併用が可能となることか
ら高い抗腫瘍効果が得られる。さらに頸部への照射，動
注カテーテルから頸部リンパ節への抗癌剤の還流などか
ら潜在性頸部リンパ節転移への治療効果も期待できる。
今回われわれは頸部リンパ節転移を認めない舌癌（T2-

【緒言】 口腔癌に対しての動注化学療法において、最も
重要な手技はカテーテルの留置であるが、その手技は実
施施設によりまちまちである。またカテーテル留置の際
の合併症についてはあまり報告がなく、どのような問題
が起きているかは不明である。今回われわれは、口腔癌

1-D-13

1-D-14

口腔扁平上皮癌におけるfocal adhesion
kinase（FAK）及びリン酸化FAKの発現
と臨床病態に関する研究
1

早期舌癌における再発予測因子としての
Tumor Buddingの検討
1

奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座, 2長崎大学大
学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野, 3東海大学
医学部外科学系口腔外科学, 4大阪大学大学院歯学研究科
顎口腔疾患制御学講座口腔外科学第一教室, 5信州大学医
学部歯科口腔外科学教室, 6神戸大学大学院医学研究科外
科系講座口腔外科学分野, 7北海道がんセンター

2

広島大学病院 口腔再建外科 顎・口腔外科, 広島大学大
学院 医歯薬保健学研究院 分子口腔医学・顎顔面外科学

櫻井 繁1, 林堂 安貴1, 吉岡 幸男1, 浜名 智昭1,
坂上 泰士1, 松岡 美玲1, 岡本 哲治1,2

山川
太田
栗田
上田

インテグリンを介して細胞が細胞外マトリックスに結合
すると，非レセプター型チロシンキナーゼの一つである
focal adhesion kinase (FAK)のリン酸化が生じ，MAPキ
ナーゼカスケード等のシグナル伝達を介して細胞増殖や
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運動能を促進することが知られている．我々はin vitro
の研究により，インテグリンαvが，口腔扁平上皮癌細
胞の増殖能と運動能を制御していることを報告してき
た．そこで今回，口腔扁平上皮癌組織におけるFAK及
びリン酸化FAK (pFAK)の発現を免疫組織化学的に検討
し，臨床病態との関連性について検討した．2001年1月
から2013年9月までの間に，広島大学病院顎・口腔外科

【緒言】初期の口腔癌においても、切除後に原発巣再発や
頸部後発転移を来すことにより予後不良となる症例があ
る。一般的に局所再発や頸部後発転移に影響を及ぼす因
子として、切除断端や脈管侵襲が挙げられるが、たとえ
十分な距離が確保できている症例においてもそれらは例
外ではない。近年、Tumor buddingが注目されており、
多くの癌で有効な予後因子となると報告されている。そ
こで今回、我々は切除断端や従来の病理組織学的な評価
だけでは予測できない症例があるため、Tumor budding
が予測因子となるか検討を行った。【方法】2008年から
2014年までに各施設を受診した舌癌StageI，II症例のう

にて外科的処置を中心に加療した口腔扁平上皮癌210例
のうち，試験切除標本に対して免疫組織学的検討が可
能であった96例(男性56例，女性40例，内リンパ節転移
45例)を対象とした.1次抗体として，ウサギ抗FAK抗体
(SantaCruz)とウサギ抗pFAK抗体(Bioss)を用い，検出に
はEnVision システム(DAKO)を用いた．染色評価は，染
色強度により，全く染色されなかったもの，弱染色及び

ち根治手術を施行し病理組織学的な検討が行えた422例
を対象とした。各症例の背景因子（年齢、性別、病期）、

強染色の三群にわけ，全く染色されなかったものを陰性，
弱染色と強染色を陽性と判定した．FAKは陰性31例，陽
性65例で，性別，年齢，発症部位，組織学的分化度，T
分類，N分類，Stage分類及び生存率のいずれとも統計学
的な有意差は認められなかった．一方，pFAKは陰性39
例，陽性57例で，陽性群の生存率(68.6%)は陰性群のそれ
(91.7%)と比較して有意に低下していた(p＜0.05)．しかし，
性差，年齢，T分類，N分類，Stage分類及び組織学的
分化度のいずれとも統計学的に有意差は認められなかっ
た．以上より，pFAKの発現は，口腔扁平上皮癌の予後
予測因子として有用であると考えられた．

延宏1, 桐田 忠昭1, 梅田 正博2, 柳本 惣市2,
嘉英3, 大鶴 光信3, 大倉 正也4, 相川 友直4,
浩5, 山田 慎一5, 古森 孝英6, 長谷川 巧実6,
倫弘7

病理組織学的因子（Tumor budding、切除断端、組織
分化度、腫瘍の深さ（DOI）、脈管浸潤・神経周囲浸潤、
腫瘍浸潤先端部の隣接組織）の検討を行った。Tumor
budding に関しては、buddingを認めないもの、5個未満
のもの、5個以上のものの3群に分けて検討した。
【結果】
対象症例のRelapse-free survival rateは74.2%であった。
単変量解析にてTumor budding、DOI、脈管浸潤・神経
周囲侵襲、腫瘍浸潤先端部の隣接組織、病期で有意差を
認めた。性別と年齢に加え、これらを説明変数とし多変
量解析を行ったところ、性別（女性）、Tumor budding、
DOI、腫瘍浸潤先端部の隣接組織が独立因子として抽出
された。【結論】従来の予測因子に加えTumor buddingは
早期舌癌において、局所再発を予測する因子となると考
えられる。
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悪性腫瘍２

15:00〜15:50
座長：佐々木 朗・新崎 章

1-D-15

1-D-16

顎骨疾患の骨シンチグラフィ動態解析に
よる検討
1

小唾液腺癌45例の臨床病理学的検討
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔
面腫瘍制御学分野

2

日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座, 日本
歯科大学 生命歯科学講座, 3日本歯科大学 新潟病院 放射
線科

服部 多市, 松原 良太, 坂本 泰基, 川野 真太郎,
金子 直樹, 橋口 有真, 神野 哲平, 丸瀬 靖之,
田中 翔一, 大部 一成, 中村 誠司

羽山 和秀1, 土持 眞1, 山口 晴香1,2, 織田 隆昭3,
諏江 美樹子3, 亀田 綾子1, 佐々木 善彦3

【目的】小唾液腺癌は頭頸部癌の1 ～ 2%と発生頻度が低
いため,小唾液腺癌症例を臨床病理学的に検討した報告は
比較的少ない。今回我々は,小唾液腺癌について臨床病理
学的検討を行ったので報告する。
【方法】1986年1月から
2014年12月までに,九州大学病院顎口腔外科にて病理組織

【目的】私達は半定量的血流動態解析である２-コンパー
トメントモデル解析を骨シンチグラフィに用い、得ら
れた指標について検討しており、放射線性骨髄炎症例
とBisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw

最も多く,ついで腺様嚢胞癌10例,腺房細胞癌5例であっ
た。初回治療法は外科的治療が44例,放射線治療が1例で

ンパートメントモデル解析を試み、得られた指標を用い
て鑑別診断を行った場合の感度、特異度、正診率などを
求めて検討した。
【方法】対象は平成15年１月から平成27
年12月までに日本歯科大学新潟病院で骨シンチグラフィ
を行った症例のうち、病理組織学的検査にて炎症性疾患
（BRONJ、放射線性骨髄炎、骨髄炎）
、顎骨浸潤を認め
る悪性腫瘍（扁平上皮癌、腺様嚢胞癌、腺癌、骨肉腫、
滑膜肉腫）
、良性腫瘍（線維性異形成症、セメント質骨形
成症）と診断された患者、それぞれ５１例、１９例、９
例の全７９症例、および対象部位が健常な２４例である。
骨シンチグラフィの動態曲線に２コンパートメントモデ
ル解析をあてはめて得られる骨血流を表すＫrと骨代謝
を表すλrを用いて全症例を対象として悪性腫瘍を鑑別
診断するときの感度、特異度、正診率等を求めて検討し
た。
【結果】全症例を対象として悪性腫瘍を診断したとき
の感度は89.5％、特異度は88.1％、正診率は88.3％となっ
た。これは他の検査法と同等の診断能であり、鑑別診断
に有用と考えられた。

あった。疾患特異的5年,10年,20年累積生存率はそれぞれ
84.2%,80.6%,73.3%であり,Stage別生存率はStageIII/IVが
I/IIに比較して低かった。組織型別生存率は腺様嚢胞癌
が最も低く,ついで粘表皮癌であった。
腺様嚢胞癌では原発巣再発を認めた症例が2例で,その
組織学的増殖型は篩状型と充実型が1例ずつであり,いず
れも原発巣死となった。また局所制御された上で遠隔転
移を認めた腺様嚢胞癌症例は2例であり,いずれも遠隔転
移死となった。腺様嚢胞癌の組織学的増殖型別生存率は
管状型に比較して篩状型と充実型で低かった。
原発巣再発を認めた粘表皮癌は3例で,その組織学的悪
性度は中悪性度が1例,高悪性度が2例であり,高悪性度2例
はいずれも原発巣死となった。局所制御された上で遠隔
転移を認めた粘表皮癌は3例で,全例が高悪性度であり,そ
のうち2例は救済できなかった。組織学的悪性度別生存
率は低・中悪性度に比較して高悪性度で低かった。
【結論】原発巣再発の多い高悪性度粘表皮癌や腺様嚢胞癌
では十分な安全域の設定が必要であり,また粘表皮癌およ
び腺様嚢胞癌の遠隔転移に対しては制御が困難であるた
め,新規治療法の確立が必要であると考えられた。
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学的に小唾液腺癌と診断された45例を対象とし,原発部
位,stage分類,組織型,治療法および治療成績について検討
を行った。
【結果】原発部位は口蓋が18例と最も多く,ついで臼後部8例
であった。stage分類ではstageI:16例,stageII:13例,stageIII:4
例,stageIV:12例 で あった。 組 織 型は 粘 表 皮 癌 が20例 と
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（BRONJ）症例とは骨血流および骨代謝が類似している
ことを報告してきた。また、第69回NPO法人日本口腔
科学会学術集会において骨シンチグラフィに半定量的血
流動態解析である２-コンパートメントモデル解析を利
用すると得られた指標が頭頸部病変によって異なるため
鑑別の可能性が示唆されることを報告した。そこで今回
は顎骨疾患に対して行われた骨シンチグラフィに２-コ

1-D-17

1-D-18

1

1

免疫細胞化学染色による口腔粘膜病変の
検出に関する検討
千葉県立保健医療大学 健康科学部 歯科衛生学科, 2日本
大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座, 3日本大学 松戸歯学
部 口腔病理学講座, 4日本大学 松戸歯学部 臨床検査医学
講座
1

2

3

3

酒巻 裕之 , 河島 睦 , 久山 佳代 , 末光 正昌 ,
福本 雅彦4, 金子 潤1, 麻賀 多美代1, 近藤 壽郎2
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口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを使
用した口腔粘膜疾患の診断方法
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座, 2東京歯科大学 口
腔病態外科学講座, 3東京歯科大学 オーラルメディシン・
口腔外科学講座

大野 啓介1, 前山 恵里1, 関根 理予1, 小坂井 絢子1,
太尾 英子2, 菅原 圭亮2, 別所 央城2, 高野 正行1,
齊藤 力1, 野村 武史3, 片倉 朗2, 柴原 孝彦1

【目的】上皮異形成，上皮内癌では，Cytokeratin (CK) 【目的】口腔粘膜にはさまざまな粘膜疾患が発生し、早期
13，CK 17，Ki 67の免疫組織化学が診断に有用であると
がんとの鑑別が難しい場合も少なくない。近年、口腔粘
報告されている．本研究では，口腔粘膜病変に対して非
膜疾患の診断法として、光学技術による口腔粘膜の微細
侵襲的検査である液状化検体細胞診(LBC)において，免
な潜在的特性を非侵襲的に描写することが可能になって
疫細胞化学染色による病変の検出能について検討した。 いる。そこで今回我々は,蛍光観察装置（イルミスキャン）
【材料および方法】口腔粘膜疾患のうち本研究協力に同意
を使用し、口腔粘膜に照射した時の病変部位を観察した。
を得た患者で，従来法の擦過細胞診，その残余細胞を用
この装置は425nm を中心に 405 ～ 445nm の範囲に分布
いたLBC，病理組織診断を施行した12例を対象とした． する LED による安全な青色照射光で、健常部位から発
免 疫 細 胞 化 学 染 色 は，Cytokeratin (CK) 17, CK 10/13,
生する緑色の蛍光パターンを基準に、病変部位における
p53を用い，口腔粘膜病変における抗原の発現状態につ
蛍光の変化減少パターンを記録し、画像解析ソフトを応
いて病理組織診断を基準として検討した。
【結果】12例
用した輝度計測および解析を行ったので報告する。
【材
の病理組織診断は，口腔平苔癬6例，上皮内腫瘍性病変5
例，扁平上皮癌1例の計12例であった。免疫細胞化学染

色の結果，上皮内腫瘍性病変では異型細胞にCK17陽性
所見が認められ、CK13には陽性と陰性が混在した。P53
には陰性であった。扁平上皮癌の1例はLBCで細胞量は
少ないものの、核異型を伴う表層系異型細胞を検出し，
軽度扁平上皮内病変（LSIL）の判定であった。またCK17
には陰性で，CK10/13では染色性の欠失細胞が陽性細胞
より多い結果であった。病理組織検査では高分化型扁平
上皮癌であった。口腔扁平苔癬では，従来型の細胞診で
十分な細胞数を得ることができ，病理組織学的に全例が
異形成を伴わない扁平苔癬の診断であった。
【結論】表層
角化が強く、細胞量が少ない場合でもLBCを用いること
による異型細胞を検出する可能性が高くなった。また、
残余検体で免疫細胞化学染色等のパパニコロウ染色以外
の検査を施すことができる。その中でも腫瘍性病変との
鑑別にCK17の有用性が示唆された。本研究はJSPS科研
費26463072の助成を受けたものである。

料および方法】東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診
し、診断が確定している扁平上皮癌および口腔粘膜疾患
を対象とした。健常部位から発生する緑色の蛍光パター
ンを基準に、病変部位の蛍光変化減少パターン（以下蛍
光折ロス）を記録し、これらの画像は解析ソフトを応用
し輝度計測を行った。さらに蛍光ロスの境界部の変化を
境界変化率としてX軸およびY軸から算出し、解析を行っ
た。【結果】扁平上皮癌と前癌病変の境界変化率において
有意に差が認められた。【考察】輝度計測の数値化と境界
変化率を測定することにより、口腔扁平上皮癌と口腔粘
膜疾患の診断が容易になり、一般歯科医院などでの口腔
がんスクリーニング検査の一助を担う可能性が示唆され
た。
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15:50〜16:50
座長：藤内 祝・楠川 仁悟
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東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科
学分野

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

病理組織標本作製過程における組織の収
縮に関する検討

野島 瞳, 富岡 寛文, 大迫 利光, 平井 秀明, 望月 裕美,
田中 香衣, 島本 裕彰, 原田 浩之

当科における予防的頸部郭清術に関する
後ろ向き検討
松田 彩, 筧 康正, 正井 友里子, 米澤 奈津季,
榊原 晶子, 長谷川 巧実, 明石 昌也, 南川 勉,
古森 孝英

除標本を10%中性緩衝ホルマリン液にて固定後、切り出
しを行った状態の標本を計測した（＝A）
。切り出しは近
心から遠心方向に行い、軟組織では約5mm、硬組織では
約10mm間隔で準連続切片を作製した。パラフィン包埋
組織片を厚さ4μmで薄切し、HE染色を施した病理組織

次症例のうち、初回治療として原発巣および頸部郭清
術、遊離皮弁による即時再建術を施行し、原発巣再発
を除いた110例とした。頸部郭清の内訳はMRND55例、
SOHND55例であった。
【結果】
MRND群の頸部転移陽性例は55例中14例で、pN+症例1
４例中2例で郭清内再発(副咽頭腔、舌骨傍)を認めた。救

標本上で、Aと同部位の長さを計測した（＝B）。両者を
済手術と化学放射線療法が行われたが、2例で頸部非制
比較し収縮率を求めた（=(A－B)/A×100％）
。計測部位
御となった。SOHND群の頸部転移陽性例は55例中9例で
は、軟組織（舌）では最大割面の長径、硬組織（下顎骨）で
あった。pN-症例で郭清内再発(舌骨傍)が1例、pN+症例
は最大割面の長径と幅径とした。
【結果】軟組織における
で郭清内再発(舌骨傍)が1例、郭清外再発(対側頸部転移)
収縮率は－2.2 ～ 16.7%で、平均6.9%であった。硬組織に
を1例認めた。頸部再発に対し救済手術が2例、化学放射
おける収縮率は、長径が－8.3 ～ 32.7%で平均13.8%、幅
線療法が1例に行われ頸部は制御されたが3例中2例に遠
径が－3.1 ～ 36.8%で平均15.8%であった。以上より、硬
隔転移を認めた。またSOHND群において経過観察中に
組織における収縮率の平均は14.5%であった。
【結論】ホ
LevelⅣ・Ⅴにリンパ節転移を認めた症例はなく、結果
ルマリン固定後から病理組織標本作製の過程において、 として頸部再発率はMRND群：3.6％とSOHND群：0％
軟組織は6.9%、硬組織は14.5%の収縮率であることが分
であった。
かった。
【考察】各種術前診断の進歩が背景にあるが、頸部制御の
観点からすると、われわれが施行してきたSOHNDは口
腔癌への予防的頸部郭清術として適切と考えられた。今
後さらに頸部診断制度が向上すれば、郭清範囲の縮小も
期待したいところである。
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69例、2002年4月から2016年8月に下顎区域切除術を施行
した179例中、計測可能であった54例を対象とした。切
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【目的】
病理組織標本作製時には、固定、切り出し、包埋、 【緒言】cN0口腔癌に対する予防郭清は、現在もその適応
薄切、染色、封入といった過程の中で、様々なアーチファ
や意義に関して多くの議論がなされている。当科の予防
クトが生じる。その一つが収縮であり、切除標本と病理
的頸部郭清術は、原発巣の厚み・大きさ・解剖学的要因
組織標本では、大きさが異なっているといわれている。 を考慮し、同じ基準のもと2010年まではMRND、2011年
一般的にホルマリン固定で組織は収縮するといわれてお
よりSOHNDを施行してきた。また、現在NCCNガイド
り、固定後の脱水、脱アルコール、パラフィン浸透のそ
ラインでは口腔癌の予防郭清はSOHNDが妥当とされて
れぞれの過程においても組織の収縮が報告されている。 いるが、同一施設において予防的頸部郭清として行った
本研究では、軟組織と硬組織について、ホルマリン固定
MRNDとSOHNDとの比較をした報告はない。よって今
後から病理組織標本作製の過程における収縮率について
回われわれは予防的頸部郭清術式とその予後に関して後
検討した。
【材料および方法】2015年3月から2016年10月
ろ向きに検討したので報告する。
に舌部分切除術を施行した107例中、計測可能であった 【対象】2000年～ 2016年までに当科を受診した口腔癌一
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高齢者に対する口腔がん治療に関する臨
床検討
1

2

自治医科大学 医学部 歯科口腔外科, 那須赤十字病院 歯
科口腔外科
1

1

1

1

小野山 薫 , 早坂 純一 , 林 宏栄 , 山川 道代 ,
山本 亜紀1, 伊藤 弘人2, 野口 忠秀1, 神部 芳則1,
森 良之1
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【目的】
口腔がんは希少がんに分類されるが、年々増加傾向をた
どっている。
その背景として医療技の進歩による高齢化で口腔癌罹患
率の上昇が考えられる。しかし高齢者の癌治療において
は、耐術能の個人差が大きく標準治療が適応できないこ
とを経験する。つまり、高齢者の状態が標準治療を受け
られる状態かどうか、またセカンドラインの治療やBSC
（緩和ケア）が適応されるか、治療計画に難渋することが
ある。
今回我々は高齢者の癌に対する治療計画を立てる際考慮
すべき要因を探索することを目的として検討を行った。
【対象および方法】
2014年～ 2016年までに自治医科大学付属病院歯科口腔外
科で治療を行った65歳以上の口腔がん患者122例を対象
とした。
原発巣、初回治療、年代別のStage分類を行い、術後合
併所、摂食嚥下機能評価および療養場所について検討し
た。
【結果】
原発巣では舌が51例で最も多く、Stage分類ではStageⅡ
が31例で最も多かった。治療別では手術が70例で最も多
く、緩和治療は11例であった。
認知症を有している13例の患者のうち、8例に積極的治
療が適応された。これらの患者8例のうち、治療後5例で
せん妄、3例で誤嚥性肺炎を生じた。摂食機能に関して、
胃瘻を使用しない患者93例、経口摂取＋胃瘻は16例、胃
瘻のみが5例であった。退院後の療養場所では自宅98例、
施設入所6例、転院15例であった。
治療内容別では標準治療を基本として治療が行われ手術
が第一選択となることが多いが、55例が再建手術を適応
とされていた。これは高齢者の耐術能には個人差が大き
く、治療可能な状態の高齢者も多いことが示され、年齢
は手術適応判断の要因にはならないと考えられた。
【結論】
術後の機能障害により治療以前の生活が維持できなくな
り、退院後の環境が一変してしまうことがある。そのた
めこうした患者の口腔がん治療は、標準治療だけでなく
セカンドラインについても考慮し、QOLを重視した治療
を選択することが肝要である。

1-D-22

当科における腫瘍死症例の臨床的検討
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科
学分野

三浦 千佳, 道 泰之, 大山 厳雄, 鵜澤 成一, 名生 邦彦,
山口 聰
【目的】近年口腔癌に対する一次治療は確立されてき
ており,治療成績も向上している.今回我々は今後のさら
なる治療成績の向上,また当科での治療法の評価を目的
とし,外科療法後腫瘍死した症例についてretrospective
に検討を行った.【対象】対象は2005年1月から2014年
12月に当科を受診し,一次治療で外科療法を行った口腔
扁平上皮癌619例のうち腫瘍死した73例.部位,Stage毎
の腫瘍死率,病理組織学的所見,死亡原因,再発転移確認
まで,腫瘍死するまでの期間等について検討した.【結
果】腫瘍死率は舌35/343例 10.2％,上顎歯肉10/68例
14.7％,下顎歯肉14/106例 13.7％,頬粘膜7/57例 12.3％,
口底7/36例 19.4％.Stage1:13/242例 5.4％,Stage2:18/203
例 8.9％,Stage3:10/51例 19.6％,Stage4a:31/119例
26.1％,Stage4b:1/4例25％.病理組織学的には高分化型
20/226例 8.8％,中分化型28/200例 14％,低分化型21/54例
38.9％.YK1:1/8例 12.5％,YK2:2/51例 3.9％,YK3:26/195
例 12.8％,YK4c:26/131例 19.8％,YK4d:7/15例 46.7％.腫
瘍死症例中,原発巣死は33例,頸部転移死が19例,遠隔転移
死が21例.原発巣死した33例で,初回手術後局所再発を認
めるまでの期間の中央値は231.5日,再発を認めてから原
発巣死するまでは183.5日.頸部転移死した19例中,郭清内
再発は9例,郭清外再発は9例,1例は後発転移.初回手術後頸
部再発を認めるまでの中央値は111日,転移から頸部転移
死するまでは188日.遠隔転移死した21例中,3例が肺単発
であったが外科療法は1例のみであった.遠隔転移を認め
るまでの期間の中央値は328日,再発から遠隔転移死する
までは197日であった.【結論】腫瘍死症例はStage1,2よ
り3,4、高・中分化型より低分化型,YK1,2,3より4c,dの群
が有意に多かった.再発,転移が見つかるまでの期間は,頸
部転移死群は遠隔転移死群より優位に短く,再発,転移が
見つかってから腫瘍死するまでの期間は全て有意差なく
200日弱程度であった.
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神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野

正井 友里子, 南川 勉, 松田 彩, 米澤 奈津季, 筧 康正,
榊原 晶子, 長谷川 巧実, 明石 昌也, 古森 孝英

筧 康正, 南川 勉, 正井 友里子, 松田 彩,
米澤 奈津季, 榊原 晶子, 長谷川 巧実, 明石 昌也,
古森 孝英

口腔扁平上皮癌における術後早期（1年以
内）の予後不良例に関する臨床的検討

【緒言】近年、口腔癌においては画像診断、治療法の進歩
に伴い治療成績の向上を認めている。しかし、治療開始
後比較的早期にさまざまな要因で予後不良となる症例に
遭遇する機会もある。今回われわれは、術後1年以内に

発巣死7例、頸部死5例、遠隔転移死3例で、手術から予
後不良までの期間は0-3か月3例、4-6か月3例、7-9か月10
例、10-12か月3例であった。他病死4例の内訳は術死1例、
肺炎2例、心不全1例であった（現疾患は制御）
。また原病
死例の原発腫瘍は低分化型5例、浸潤様式はYK-4：14例
の扁平上皮癌で、頸部リンパ節転移は17例で転移個数1
～ 41個（平均7.2個）
、節外浸潤例は12例、最遠位転移レ
ベルはlevel I：6例、level II：5例、level III：3例、level
IV：1例、
level V：2例であった。
【考察】
本検討の結果から、
早期予後不良例は複数個以上の頸部リンパ節転移や節外
浸潤を伴った進行癌が多く、その組織型も高悪性なもの
であった。また、他病死4例中3例（術死1例、肺炎2例）は
80歳台の高齢者であったことを考えると、原疾患の制御
と同じように術後の嚥下機能を維持し肺炎などの合併症
を予防することが大切と考えられた。なお、発表に際し
てはいくつかの代表症例を供覧する予定である。

喉頭頸部外科と協力し嚥下改善手術を行っている。今回
われわれは口腔癌切除に際して嚥下改善手術を併用し
た症例に関して臨床的検討を行ったので報告する。
【対
象症例】対象は2003年から2016年までの13年間に当科で
行った口腔癌手術例のうち嚥下改善手術を施行した44
例である。原発巣は舌が25例、口底8例、下歯肉7例、舌
下腺2例、頬粘膜1例、上歯肉1例であった。臨床病期は
stageIIが4例、stageIIIが7例、stageIVが33例 で、 嚥 下
改善手術を施行した時期は初回治療時が33例、局所再発
時6例、健側への頸部再発時が5例であった。
【結果およ
び考察】嚥下改善手術として甲状軟骨舌骨下顎骨固定術
と輪状咽頭筋切離の両方を施行したものが27例、どちら
か一方のみ施行したものが17例であった。全44例の予後
は無病生存が28例、原発巣死2例、頸部死2例、遠隔転移
死6例、他病死5例、担癌生存が1例であった。嚥下改善
手術を施行した44症例において広範囲の切除にも関わら
ず、口腔期から咽頭期にかけての嚥下障害のため気管食
道分離術が必要となった症例は1例のみであった。しか
し、進行口腔癌症例が多いため術後の化学放射線治療が
必要で喉頭浮腫が著明となり結果的に胃瘻を必要となっ
た症例もあった。考察として、嚥下障害の比較を行う場
合、その患者の年齢、治療経過などさまざまな因子が関
与するため困難ではあるが、舌口底の広範囲な切除を必
要とする症例や舌骨上筋群が多く切除される症例では嚥
下改善手術を併用するほうが望ましいと考えられた。
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た。
【結果】全例に外科切除が施行され、術後治療はRT：
3例、CRT：7例であった。予後は原病死15例のうち、原

【緒言】広範囲な口腔癌に対する外科切除後に、嚥下障害
を呈する症例があるため、腫瘍の切除と同時に術後の嚥
下障害防止のために嚥下改善術が必要になる。この問題
に対して当科では舌骨上筋群および舌口底の広範囲の切
除を必要とする際に再建手術の工夫だけではなく耳鼻咽

口演（ 月

不幸な転帰をとった症例に関して検討を行ったのでその
概要を報告する。
【対象】対象は2008年～ 2016年に当科
で加療した口腔癌一次症例のうち術後1年以内に予後不
良と確認できた19例とした。詳細は男性14例、女性5例
で、年齢は52歳から88歳、平均72.5歳であった。原発巣
は舌7例、上顎歯肉3例、下顎歯肉3例、頬粘膜3例、その
他3例で病期はstageI-II：1例、stageIII-IV：18例であっ

口腔癌手術における嚥下改善手術に関す
る臨床的検討

基礎

悪性腫瘍１
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座長：進藤 正信・武川 寛樹
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東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学領域, 2東京歯科大
学 オーラルメディシン・口腔外科学講座, 3池上総合病院
歯科口腔外科, 4いわき市立総合磐城共立病院 歯科口腔外
科, 5東海大学 医学部 基盤診療学系 放射線治療学領域
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広島大学大学院医歯薬保健学研究科 分子口腔医学・顎
顔面外科学, 2広島大学病院 顎・口腔外科, 3広島大学大学
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青木 隆幸1, 太田 嘉英1, 大鶴 光信1, 鈴木 崇嗣1,
傳田 祐也1, 吉田 佳史1,2, 逢坂 竜太1,3, 金丸 健太1,4,
日高 真吾1, 金子 明寛1, 秋庭 健司5

津島 康司1, 林堂 安貴2, 坂上 泰士2, 松岡 美玲2,
櫻井 繁2, 岡本 哲治2,3

もcureよりcareを重視する傾向にある。そのため、新た

に，口腔扁平上皮癌組織におけるHDM2発現と, 生存率
との関連性についても検討した．【方法】哺乳動物発現ベ
クター (pCI-neo)にHDM2遺伝子のcDNAを組み込んだプ
ラスミドベクター (pCI-neo/HDM2)を作成し，舌扁平上
皮癌由来細胞株SCCKNに導入しHDM2高発現細胞(KN-

周術期の口腔がん患者におけるQOLの
経時的変化について

口演（ 月

4

日）
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口腔扁平上皮癌の浸潤におけるHDM2の
機能解析

【目的】HDM2 (human double minute 2)はユビキチン
リガーゼ (E3)として, 癌抑制遺伝子であるp53のプロテ
【目的】文化が成熟してきた日本において、健康概念はパ
アソーム分解を促進するタンパク質であることが知られ
ラダイムシフトし、患者の自律性を尊重した治療が望ま
ている．今回，口腔扁平上皮癌の浸潤・増殖における
れている。治療のアウトカムも医療者の視点に基づいた
画一的な治療成績（生存期間、奏効率、腫瘍縮小率など） HDM2の機能を明らかにするために，口腔扁平上皮癌細
胞にHDM2遺伝子を導入し，その機能を解析した. さら
から、個別に多様化してきた。患者が治療に求めるもの
な治療指標としてQOL（Quality of Life）が加えられるよ
うになってきた。しかし、本邦では、口腔がん患者にお
けるQOLを明らかにした研究は少ない。本研究は、周術
期の口腔がん患者におけるQOLの経時的変化を明らかに
することを目的とした。
【対象・方法】対象は、2015年7
月から東海大学医学部付属病院口腔外科にて根治的治療
を行った口腔がん患者のうち、本研究を理解し同意が得
られた患者とした。使用したQOL評価ツールは日本語版
FACT H&N ver.4 で、術前、退院時、退院1か月、3か月、
6か月後に評価を行った。対象におけるFACTのトータ
ルスコアと、構成する各ドメインの経時的変化を解析し
た。さらに、対象患者を遊離皮弁再建の有無により2群
に分け、QOLの変化を比較検討した。
【結果】口腔がん遊
離皮弁再建患者のQOLにおける身体症状および頭頸部特
異的症状は治療後低下し、退院後1か月から大きな変化
は認められなかった。社会的・家族との関係は、退院時
が最も高く、以後徐々に低下を認めた。精神状態は、術
前が最も低下していた。口腔がん患者のQOLは、退院後
6か月で、術前とほぼ同じ程度まで回復していた。【結論】
さらにデータの蓄積と解析を行い、治療選択肢を決定す
る際の情報源として用いることもとも検討したい。

HDM2)を分離した. 対照としてベクターのみを導入した
KN-mockを用いた.細胞運動能はBoyden chamberの変法
で，蛋白分解活性はZymographyで解析し, コラーゲン
ゲル内三次元培養法にて浸潤様式を検討した. さらに, 当
科で加療した口腔扁平上皮癌症例の試験切除組織におけ
るHDM ２発現を免疫組織学的に検討し、生存率との相
関を解析した．【結果】KN-HDM2細胞の増殖能は, KNmockのそれと比較して低下したが，運動能, ウロキナー
ゼ活性及びコラーゲンゲル内への浸潤能は亢進してい
た．さらに, 口腔扁平上皮癌組織におけるHDM2発現と
生存率は逆相関(p＜0.05)を示した．【結論】HDM2は, 口
腔扁平上皮癌の運動・浸潤能を亢進することで, 予後不
良因子として働いていることが考えられた．
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OSCCに お け るAIM2及 びIFI16の 高 発
現は、上皮間葉系移行の誘導を介して
OSCC細胞の浸潤・転移を促進する
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PKM2はEMTを介した口腔扁平上皮癌の
進展に関与する
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科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野, 3福岡
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中村 友梨1,2, 中畑 新吾2, 田村 知丈1, 近藤 雄大1,
山下 善弘1, 森下 和広2

田中 文恵1,2, 吉本 尚平1, 岡村 和彦1, 橋本 憲一郎3,
平木 昭光3, 池邉 哲郎2, 橋本 修一1

1

【目的】我々はこれまでに口腔扁平上皮癌(OSCC)において
インターフェロン応答遺伝子であるAIM2及びIFI16が高
発現していることを同定し、これらの発現がNF-κBシ
グナル経路を活性化し、OSCC細胞の増殖に関わること

的発現細胞および発現抑制細胞を樹立し、トランスウェ
ル遊走アッセイ等を用いて、細胞の遊走能等を評価し
た。
【結果】マイクロアレイ解析から、リンパ節転移を有
するOSCC患者において、転移を有しない患者と比較し
て、AIM2の発現が有意に上昇しており、また様々な上
皮間葉系移行(EMT) 関連遺伝子群の発現上昇が認めら
れた。OSCC細胞株HSQ89におけるAIM2及びIFI16の共
発現は、足場非依存性増殖および遊走能を促進し、一方、
高浸潤性OSCC細胞株であるSASにおけるAIM2または
IFI16の発現抑制は、その遊走能を低下させた。AIM2及
びIFI16による遊走能促進の分子機序として、EMTの誘
導が一部関与していることが明らかになった。
【結論】以
上のことから、ゲノム異常に伴うAIM2及びIFI16の発現
上昇は、OSCCの発達、進展において、NF-κBシグナル
経路などを介して、細胞増殖、浸潤能を促進しているこ
とが明らかとなり、新たな分子標的候補となる可能性が
示唆された。

ている。しかしながら、口腔扁平上皮癌(OSCC)における
PKM2の発現・機能に関しての詳細は不明である。【目
的】OSCCにおけるPKM2の発現解析から同機能の解明
を目的とした。
【材料と方法】当院での舌癌手術症例30
例（2011 ～ 2013年）ならびに前癌病変（上皮異形成）を対
象とした。PKM2発現を免疫組織化学的に染色面積と強
度をもとに数値化し臨床病態との関連性を統計学的に
解析した。また、ヒト扁平上皮癌細胞株に対し、TGFβ、EGF刺激によるEMT誘導を行い、免疫細胞染色、
Western blotting法による蛋白発現解析を行った。
【結果】
免疫組織化学的解析からPKM2発現は上皮異形成よりも
OSCCで高く、OSCCでは高分化より低分化で、また、
深部浸潤部で高い発現がみられた。低分化肉腫様増殖部
における紡錘形腫瘍細胞はE-cadherin陰性、Vimentin陽
性を示しEMTが示唆された。同腫瘍細胞ではPKM2の強
発現と核内発現も散見された。リンパ節転移、脈管侵襲
陽性群では陰性群に比し、PKM2発現が有意に高かった
（p＜0.05）。OSCC細胞のEMT誘導群では、免疫細胞染
色においてコントロール群と比べ、E-cadherin蛋白発現
の減少およびVimentin蛋白発現の増加がみられ、PKM2
の核内発現も認められた。Western blottingにおいても
EMT誘導群でコントロール群よりPKM2発現の増加傾向
を認めた。
【結論と考察】PKM2発現は癌細胞の分化度
ならびに浸潤能と相関することが考えられた。肉腫様増
殖部におけるEMTを示す紡錘形腫瘍細胞においてPKM2
が高発現を呈し、また、核内での発現がみられたことよ
り、PKM2はEMTを介したOSCCの進展に関与すること
が示唆された。
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非癌部組織を対照としてマイクロアレイ解析を行った。
また、各種OSCC細胞株を用いて、AIM2, IFI16の恒常

【背景】ピルビン酸キナーゼ(PK) M2は癌細胞でのエネル
ギー産生において嫌気的解糖系の触媒として中心的役割
を担っている。近年、PKM2の核内移行が癌の進展を促
進するという解糖系触媒以外での新たな役割が注目され

口演（ 月

を明らかにした(Kondo et al. Cancer Sci. 2012)。OSCC
を用いたマイクロアレイ解析から、リンパ節転移を有す
る症例においてAIM2の発現が増加していることが分か
り、本研究では、OSCCの発達・進展におけるAIM2及
びIFI16の機能解明を目指し、OSCCの浸潤・転移との関
与について検討を行った。
【材料および方法】当科を受診
した18例のOSCC患者から、原発巣の腫瘍組織を分離し、

1
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口腔扁平上皮癌細胞の抗癌剤感受性に対
するマクロファージ由来エクソソームの
影響
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ヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する PI3K/
mTORおよびRAS/MAPK 経路阻害によ
る抗腫瘍効果の検討

【目的】口腔扁平上皮癌の化学療法ではしばしば耐性が問
題となる。近年、腫瘍組織に浸潤したマクロファージが
癌の悪性度を増強することが明らかとなってきている
が、抗がん剤耐性獲得における関与については十分に明
らかにされていない。今回我々は、マクロファージ分泌

【目的】PI3K/Akt/mTOR および RAS/MAPK 経路の活
性化は癌細胞の増殖および生存を支持していることが知
られている。近年、口腔扁平上皮癌においてもPIK3CA
や HRAS などの活性化変異が検出されている。そこ
で、本研究ではヒト口腔扁平上皮癌細胞に対するPI3K/

エクソソームが株化口腔扁平上皮癌（OSC）細胞の抗剤感
受性に及ぼす影響について検討したので報告する。
【材
料および方法】ヒト単球様細胞株THP-1をPMA存在下に
24時間培養し、マクロファージに分化させた後に48時間
培養し、培養上清を回収するとともに、培養上清からエ
クソソームを分離した。その後、エクソソームのOSC-4

mTOR 阻害剤BEZ235 および MEK阻害剤 Trametinib
を用いて、PI3K/mTOR、RAS/MAPK 経路阻害による
抗腫瘍効果について検討を行った。
【方法】ヒト口腔扁平上皮癌細胞株 (GFP-SAS、HSC2、
HSC3、Ca9-22) を BEZ235、Trametinib 単剤および両
剤併用で 72 時間処理し、WST-8 assay にて細胞数を評

の増殖、遊走、浸潤への影響をそれぞれWST-1アッセ
イ、Wound healing assay、Invasion assayに て 検 討 し

価した。つづいて、BEZ235、Trametinib で処理した癌
細胞から蛋白質を抽出し、標的分子のリン酸化状態につ

た。さらに、5-FU、CDDP存在下にOSC-4をTHP-1培養
いてウエスタンブロット法にて評価を行った。ヒト口腔
上清あるいはエクソソームで処理し、増殖、アポトーシ
扁平上皮癌細胞ヌードマウス背部皮下移植腫瘍に対して
ス、細胞周期に及ぼす影響をそれぞれWST-1アッセイ、 BEZ235、Trametinib 単剤および両剤を 16 日間連日経
Annexin-VおよびPI染色によるフローサイトメトリー
口投与し、腫瘍体積を計測した。
法を用いて検討した。
【結果】THP-1由来エクソソーム 【結果】すべてのヒト口腔扁平上皮癌細胞株において
は濃度依存的にOSC-4の増殖、遊走、浸潤を促進した。 BEZ235お よ び Trametinib は 濃 度 依 存 的 な 増 殖 抑 制
さらに、THP-1の培養上清およびエクソソーム添加に
効果を示した。さらに、両剤併用することにより顕著
よりOSC-4の5-FU、CDDPに対する感受性は低下した。 な細胞増殖抑制効果を認めた。また、BEZ235 および
OSC-4のAnnexin-V陽性細胞は5-FU、CDDPにより増加
Trametinib は標的分子のリン酸化を抑制した。BEZ235
したが、エクソソーム添加により抑制された。細胞周期
および Trametinib はそれぞれ対照群と比較し、有意な
は、5-FU、CDDP処置によりS期、G2/M期の細胞比が増
抗腫瘍効果を示した。また、併用群では単独群と比較し
加したが、THP-1エクソソーム添加によりG2/M期の細
て有意差は認めないものの、より顕著な抗腫瘍効果が認
胞比が低下した。
【考察】マクロファージはエクソソーム
められた。
を介してOSC細胞の増殖、遊走、浸潤を促進するととも 【考察】PI3K/mTOR およびRAS/MAPK 経路の活性化
に、細胞周期の調節、アポトーシスの抑制を介して抗が
は口腔扁平上皮癌においてもその増殖を支持しており、
ん剤感受性を低下させる可能性が示唆された。
BEZ235 や Trametinib が口腔扁平上皮癌治療に有用と
なる可能性が示唆された。
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1-E-6

制御性T細胞集積が顕著な扁平上皮癌モ
デルでの低濃度TLR7アゴニスト投与に
よる癌縮小とチェックポイント阻害との
併用効果
1

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子免疫学
分野, 2東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口
腔外科学分野, 3富山大学大学院 医学薬学研究部 歯科口
腔外科学講座
1,2

1,3

1

3

西井 直人 , 立浪 秀剛 , 近藤 雄太 , 冨原 圭 ,
野口 誠3, 原田 浩之2, 東 みゆき1

1-E-7

口腔扁平上皮癌においてGLI-KRT17シグ
ナルは腫瘍細胞増殖を促進する
1

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔
面腫瘍制御学分野, 2九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔
面病態学講座 口腔病理学研究分野

三上 友理恵1, 川野 真太郎1, 中村 誠司1, 清島 保2
【目的】近年、Keratin 17（KRT17）が口腔扁平上皮癌
（OSCC）の腫瘍マーカーとして有用である（Kitamura et

4
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日）
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al ., 2012）と報告されているが、OSCCにおけるKRT17の
機能は明らかにされていない。また、sonic hedgehog経
路の転写因子であるGLI family zinc finger-1（GLI-1）と
【目的】頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）に対する PD-1免疫
KRT17がEwing sarcomaにおいて腫瘍形成に相互作用す
チェックポイント阻害剤の臨床応用が実施されている
ると報告された（Sankar et al ., 2013）が、上皮系の悪性腫
が、単剤での腫瘍縮小効果は 20%以下であり、併用薬
瘍ではその関連について明らかでない。
そこで本研究は、
剤や併用療法の臨床試験が展開されている。レシキモド
OSCCにおけるKRT17の機能解析ならびにGLIを介した
はTLR7の合成リガンドであり、種々のサイトカイン産
KRT17の発現機構について明らかにすることを目的とし
生と抗原提示細胞活性化により抗腫瘍免疫応答強化に働
た。
くが、副作用の問題から、皮膚癌の局所投与剤として使
用されている。本研究では、制御性 T細胞 (Treg)の浸 【 材 料 と 方 法 】OSCC生 検 病 理 組 織 標 本 に お い て、
KRT17、GLI-1、GLI-2およびCleaved caspase-3の発現を
潤が顕著な扁平上皮癌（SCCVII）モデルで、低濃度レシ
免疫組織化学的に検討した。また、OSCC細胞株におい
キモドの全身投与による抗腫瘍効果を検討した。【方法
てKRT17、GLI-1およびGLI-2を高発現するHSC-2細胞株
と結果】低濃度レシキモドの腹腔内投与後の血中サイト
におけるsmall interfering RNAおよび特異的阻害剤を用
カインと樹状細胞の活性化を検討したところ、3時間後
いた機能抑制実験を行い、GLI-KRT17シグナルがHSC-2
にのみIFN-αが検出できたが、IL-1β、IL-6、TNF-αは
細胞株に与える、特にアポトーシスに関連した影響を検
検出限界以下であった。また、3-12時間にかけての樹状
討した。
細胞の活性化が認められた。同系マウスへの皮下接種で
は、コントロール群では、腫瘍増大と腫瘍浸潤リンパ球 【結果】OSCC生検病理組織標本を用いてKRT17の発現
を検討したところ、腫瘍部分ではKRT17は高発現する
(TIL)における高いTreg比率と低い CD8T細胞比率をみ
が、非腫瘍部分では発現を認めなかった。HSC-2細胞株
たが、レシキモド週2回投与で顕著に改善され、腫瘍増
においてKRT17の発現を抑制すると、HSC-2細胞株の残
大は明らかに抑制された。PD-L1抗体単独では、Treg抑
存細胞数の減少とCleaved caspase-3陽性細胞数の増加を
制がみられず、腫瘍抑制効果も僅かであった。併用投与
認めた。また、HSC-2細胞株においてGLI-1およびGLI-2
では、さらなる腫瘍増大抑制が観察でき、TILにおける
の発現を抑制すると、HSC-2細胞の残存細胞数が減少し、
CD8/Treg比の顕著な増強を認めた。レシキモド投与に
アポトーシスの誘導が確認された。一方、GLI-1および
よる腫瘍へのTreg集積の抑制は、実験12日目において
GLI-2の機能抑制によるHSC-2細胞数の減少は、KRT17
すでに認められた。
【結論】低濃度レシキモドの全身投与
の過剰発現により部分的に回復した。さらにOSCC生検
は、血中サイトカインを上昇させずに抗原提示細胞の活
性化を促し、がん微小環境におけるTreg集積を抑制し、 病理組織標本において、免疫組織化学的にKRT17陽性細
胞におけるGLI-1およびGLI-2の発現頻度はKRT17陰性細
腫瘍縮小に関与していることが示唆された。HNSCCの
胞のGLI-1およびGLI-2の発現頻度より高かった。
ようなTreg浸潤が顕著な癌においては、免疫チェック
ポント療法に加えて、アジュバントとしてのレシキモド 【 結 論 】KRT17はOSCCに お い てGLI-1お よ びGLI-2を 介
した抗アポトーシス作用により、腫瘍細胞増殖を促進す
投与が効果的である可能性が示された。
ることが示された。

14:20〜15:10

症例報告 嚢胞

座長：朝比奈 泉・濱田 良樹

1-E-8

1-F-1

富山大学大学院 医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

一宮市立市民病院 歯科口腔外科

櫻井 航太郎, 冨原 圭, 古川 健一朗, 平識 亘,
山口 百々穂, Moniru zzaman, 野口 誠

中村 友保, 竹内 豪, 佐藤 文彦

CD44+SSEA4+口腔扁平上皮癌細胞に
おけるオートファジーの活性に関する解
析

【目的】口腔扁平上皮癌（OSCC）において、CD44陽性
SSEA4陽 性（CD44+SSEA4+） 細 胞 は、 抗 癌 剤 に 対 す
る感受性が低く、治療抵抗性と強く関連し、癌幹細胞
様の特徴を有することを我々は過去の研究で明らかと
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した。オートファジーは、細胞質にあるものを消化オ
ルガネラであるリソソームに運び込み分解する機序
で、癌化学療法では癌細胞内で抗癌剤を分解する働き
から、化学療法に対する抵抗性や放射線治療に対する
抵抗性にも影響していることが最近の研究で明らかと
なっている。本研究では、OSCCの癌幹細胞様サブセッ
トであるCD44+SSEA4+細胞の治療抵抗性機序における
オートファジーの役割を解明するため、その活性化を
解析した。【材料および方法】ヒトOSCC細胞株HSC-3、
HSC-4、SASを用い、CD44+SSEA4+細胞におけるオー
トファジーの活性を、その調節因子とされるmTORの
リン酸化とオートファジーによって生じるオートファ
ゴソームをフローサイトメトリーで定量解析した。
【結
果 】CD44+SSEA4+細 胞 で は、CD44+SSEA4 ‐ 細 胞、
CD44 ‐ SSEA4 ‐ 細胞に比べてmTORのリン酸化が低
下し、
さらにオートファゴソームの増加を認めた。
【結論】
CD44+SSEA4+細胞では、オートファジーに対する負の
調節因子であるmTORの活性化低下と、オートファジー
の亢進が観察された。そのことから、CD44+SSEA4+細
胞におけるオートファジー活性の亢進は、癌幹細胞様細
胞における治療抵抗性に影響している可能性が推察され
る。現在、CD44+SSEA4+細胞における化学療法への抵
抗性とオートファジーの関与について、さらに検討を
行っている。

上顎洞内に拡大した埋伏犬歯由来の含歯
性嚢胞に対して開窓牽引療法を施行した
１例

【諸言】含歯性嚢胞は下顎智歯部に好発し、嚢胞摘出とと
もに原因歯の抜歯が行われることが多い。しかし埋伏歯
の状態や周囲骨の条件が良好な場合には開窓牽引療法
も行われる。しかし含歯性嚢胞が上顎に発生した場合に
は、嚢胞が上顎洞内に拡大している場合が多く、埋伏歯
の牽引を行う方法は一般的とは言えない。今回われわれ
は、上顎の埋伏犬歯に起因する含歯性嚢胞が上顎洞内に
拡大している症例において、開窓療法施行後に牽引治療
を施行し、咬合の改善を行った症例を経験したので、そ
の概要を報告する。【症例】患者は13歳男児で、近在歯科
を受診した際のＸ線写真にて右上顎犬歯の埋伏を指摘さ
れ、紹介にて2013年3月に当科を受診した。現症：身長
152cm、体重49kgで全身状態は良好であった。既往歴：
特記事項なし。口腔外所見：顔貌は左右対称で、右頬部
の腫脹なども認めなかった。口腔内所見：右上ＤＣが残
存し、同部の頬側歯肉の膨隆を認めた。画像所見：回転
パノラマＸ線写真にて、右上顎犬歯は埋伏状態で、右上
顎洞内を占有する嚢胞様透過像を認めた。ＣＴ画像では、
右上顎犬歯の歯冠を含む嚢胞様病変を認め、内部は均一
であった。
【経過】2013年3月に病理検査をかねて乳歯の
抜歯と開窓術を施行し、嚢胞の縮小をはかった。病理組
織検査の結果は含歯性嚢胞であった。嚢胞の縮小は順調
であったが、途中で埋伏犬歯の遠心方向への傾斜移動を
認めたため、犬歯の牽引治療を行うこととした。2014年
1月に嚢胞摘出術を施行し、犬歯にボタンを装着して牽
引を開始した。その後、犬歯の牽引は順調に進行し、咬
合状態の改善が得られた。【考察】嚢胞が上顎洞内に拡大
した症例でも、条件が良ければ開窓牽引療法は可能であ
り、特に若年者の場合には選択肢の一つであると考えら
れた。
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1-F-2

1-F-3

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 歯科口腔
外科

三重大学大学院 医学系研究科生命医科学専攻 臨床医学
系講座口腔 顎顔面外科学分野

丸川 浩平, 丹保 彩子, 能崎 晋一

佐竹 真実, 奥村 健哉, 北田 涼介, 黒原 一人,
乾 眞登可, 新井 直也

上顎洞内へ増大した類皮嚢胞の1例

口底に発生したリンパ上皮性嚢胞の１例

【緒言】類皮嚢胞は全身の各所に発生するが口腔を中心と
した顎顔面領域においても比較的よく遭遇する。軟組織
に限局して発生するのが一般的であり、骨内に生じるこ
とはきわめてまれであるとされている。今回、上顎洞内
へ骨壁を伴って増大した類皮嚢胞を経験したので報告す

臼歯歯根を基部として上顎洞に重なる類円形の不透過像
を認め、CTにおいては骨壁を伴って洞内に増大し、内
部が均一な不透過性を示す鳩卵大の嚢胞様病変が確認さ
れた。臨床診断：上顎骨嚢胞。処置および経過： 2016年
10月、全身麻酔下に嚢胞摘出術を実施した。術中、少量
のラード状塊を含む漿液性内容液の流出がみられた。病
変は嚢胞壁のみ剥離摘出し、骨壁は除去しなかった。術
後経過は現在まで良好である。病理組織学的所見：密な
線維増生を示す嚢胞壁のごく一部に脂腺を伴う毛嚢が認
められた。病理組織診断：類皮嚢胞。
【考察】類皮嚢胞の
発生機序は胎生期の外胚葉迷入や後天的な上皮の嵌入に
由来すると考えられている。本症例は上顎部の外傷や手
術の既往がないため前者を疑うが、詳しく検討を要する。

右側口底部の粘膜直下に，6×5ｍｍ大の円形で境界明瞭
な弾性やや硬の無痛性の腫瘤を認めた．表面粘膜は正常
であった．臨床診断：右側口底部良性腫瘍．
【処置およ
び経過】局所麻酔下に摘出術を行った．腫瘤と周囲組織
との境界は明瞭で，摘出した腫瘤は白色を呈しており，
内部には乳白色の内容液が存在した．術後6か月が経過
した現在も再発所見はなく経過は良好である．病理組織
学的に，病変は重層扁平上皮に覆われた嚢胞状病変で，
内部には変性した角化物や上皮細胞を含んでいた．嚢胞
壁の周囲には小リンパ濾胞の形成がみられた．病理組織
診断はリンパ上皮性嚢胞であった．【結語】本疾患は，口
腔では舌に発生することが多く，口底部での発生は少な
い．粘液嚢胞や脂肪腫等との鑑別が必要となるが，臨床
所見からの鑑別は困難である．外科的に摘出すれば再発
なく予後は良好とされるが，鰓嚢胞から鰓原性癌が発生
したとの報告もあり，慎重な経過観察が必要と考えられ
る．
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は認められなかった。上顎右側臼歯部の盲嚢深さは正常
レベルであった。パノラマX線写真にて上顎右側第二大

嚢胞の1例を経験したので文献的考察とあわせて報告す
る．【症例】76歳，男性．既往歴：高血圧にて内服加療中．
現病歴：初診約3年前に口底部に腫瘤を自覚した．小さ
いため放置していたが，改善傾向がみられないため，近
歯科を受診し，当科へ紹介となった．現症：顔貌は左右
対称で，顎下部やオトガイ部に腫脹はみられなかった．

口演（ 月

る。
【症例】
患者：38歳、男性。初診：2016年7月。主訴：
上顎のできもの。家族歴および既往歴：特記事項なし。
現病歴：歯科治療目的に近医歯科を受診。その際撮影し
たX線写真にて右側上顎の病変を指摘され当科を紹介受
診した。現症：自覚症状はなく、他覚的にも口腔内外に
おいて腫脹・膨隆や発赤、圧痛や知覚異常等の異常所見

【緒言】リンパ上皮性嚢胞は病理組織学的に嚢胞上皮直下
にリンパ濾胞の形成を特徴とする疾患で，一般に側頸嚢
胞や鰓嚢胞と呼ばれている．側頸部や耳下腺部に発生す
ることが多く，口腔内，特に口底部に発生することは非
常にまれである．今回，口底部に発生したリンパ上皮性

1-F-4

1-F-5

岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座 口腔外科学
分野

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

歯根嚢胞を伴った歯内歯の1例

角田 直子, 小野寺 慧, 飯島 伸, 大橋 祐生, 山田 浩之,
杉山 芳樹

口演（ 月

4

日）

27

上 顎 洞 底 挙 上 術 後 に 生 じ たsurgical
ciliated cystの１例
山本 信祐, 竹信 俊彦, 前田 圭吾, 高地 いづみ,
平井 雄三, 谷池 直樹

【緒言】 歯内歯は、歯冠部のエナメル質と象牙質とが歯 【緒言】術後性上顎嚢胞は、主に慢性副鼻腔炎に対する上
髄腔内に向かって陥入している奇形歯で、陥入歯、重積
顎洞根治手術後に生じる上顎嚢胞である。まれに顎矯正
歯とも呼ばれる。上顎側切歯に出現率が多いとされるが、 手術などの術後にも、病理組織学的にいわゆる術後性上
本邦での発生頻度はまれである。さらに歯内歯に歯根嚢
顎嚢胞に類似した嚢胞が生じるという報告があり、海外
胞を伴った報告は少ない。今回、われわれは歯根嚢胞を
ではsurgical ciliated cystと表現される。
今回われわれは、
伴った歯内歯の1例の治療を行ったので報告する。
【症例】 上顎洞底挙上術後に生じたsurgical ciliated cystの1 例を
患者は11歳の女児。右側上顎の腫脹を主訴に2016年8月
経験したので、その概要を報告する。【症例の概要】患者
に受診した。既往歴および家族歴に特記事項はない。現
は55歳の女性で、上顎のインプラント補綴を希望し、近
病歴は、右側上顎側切歯の口蓋側転位は自覚していたが、 歯科医院を受診したが、骨造成が必要とされ、2007年1
症状がないため放置していた。2016年8月に同部の腫脹
月に当科を受診した。同年3月、側方アプローチにより
を生じたため近医歯科を受診した。デンタルエックス線
両側の上顎洞底挙上術を行った。トラップドアを形成し、
写真で歯根の奇形と根尖周囲の透過像を認めた。抗菌薬
洞粘膜を挙上後、人工骨と自家骨の混和物を填入した。
の内服で消炎した後、当科を紹介され受診した。初診時
両側とも洞粘膜の穿孔は認めず、術後の経過は良好で
の所見は、右側上顎側切歯が口蓋側に萌出し、歯冠形態
は尖状であった。唇側歯肉に瘻孔を形成していた。パノ
ラマエックス線写真では右側上顎側切歯に重複する透過
像を認めた。CTでは右側上顎側切歯の根尖を含む14×
13mmの透過像を認めた。右側上顎側切歯はエナメル質

と象牙質が管内に陥入している像を呈していた。臨床診
断は歯原性嚢胞とした。
【処置および経過】 2017年1月
に全身麻酔下で右側上顎側切歯部の歯内歯の抜去と嚢胞
の摘出を行った。口蓋側歯肉を切開し剥離後、
抜歯を行っ
た。一部の骨を開削し嚢胞様の軟組織を摘出したが、骨
との癒着はなく剥離は容易であった。歯原性腫瘍の可能
性があったため、周囲の骨を一層削除した後、閉創した。
摘出物の病理組織学的所見は、泡沫細胞を交える幼若肉
芽の内層と線維性の外層からなる嚢胞壁で、根側性歯根
嚢胞であった。術後1か月の現在、経過良好である。
【ま
とめ】 われわれは、右側上顎側切歯に生じた歯根嚢胞
を伴う歯内歯の治療を経験したので若干の考察を加え報
告する。

あった。その後、近歯科医院で上顎にインプラント体を
埋入し、インプラント総義歯を使用していたが、2016年
6月に左頬部の腫脹を自覚し、当科を再度受診した。受
診時、左上顎臼歯部頬側に20×15mm大、弾性軟の膨隆
を認め、CTでは左上顎骨内から頬側に突出する20×15
×15mm大の透過性病変を認めた。病変はインプラント
体と一部で接していたが、上顎洞との交通は認めなかっ
た。生検を施行したところ、内部に粘稠な黄褐色の液体
を容れる嚢胞性病変であった。病理組織学的所見は、重
層扁平上皮に裏装された線維性結合組織であり、残留嚢
胞が疑われた。同年8月、嚢胞摘出術を施行した。摘出
標本の病理組織学的所見は、多列線毛上皮と重層扁平上
皮に裏装された線維性結合組織で、上顎洞底挙上術の既
往も含め、surgical ciliated cystと診断した。術後6か月
が経過し、再発を認めず、経過は良好である。【結語】上
顎洞底挙上術の合併症として、上顎洞炎や創部の感染に
加え、まれにsurgical ciliated cystが生じる可能性を念頭
におく必要があると考えられた。
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15:10〜16:00

その他１

座長：中川 種昭・金村 成智

1-F-6
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総合大雄会病院 歯科口腔外科

1

根尖方向に移動したと推察される小臼歯
残根の１例

歯根端切除術困難と判断した根尖病巣に
対し意図的再植術を行った2例
篠ノ井総合病院 歯科口腔外科, 2信州大学医学部歯科口
腔外科学教室

北島 正一朗, 水野 進, 前田 早苗

上原 忍1, 横井 啓1, 鎌田 孝広2, 栗田 浩2

【目的】歯の移動は，日常臨床でしばしば経験する現象で
はあるが，ほとんどは隣在歯や対向歯，あるいは歯周組
織の喪失などによるもの，また智歯の萌出に起因すると
考えられるものが多い。今回われわれは，炎症に起因し
て根尖側に移動したと考えられた残根歯の１例を経験

トガイ孔の舌側に位置し，下顎管とほぼ接する像を呈し
ていた。処置および経過：2016年4月，静脈内鎮静法下
に摘出術を施行した。オトガイ孔を確認したのち，頬側
皮質骨に直径5mmほどの孔を穿ち埋伏歯を脱臼させた。
歯槽頂の窩には肉芽が充満しており，根尖側に追求して
いくと埋伏歯に到達した。脱臼させた埋伏歯と連なる肉
芽とを一塊に摘出し，閉創した。病理組織学的診断：埋
伏歯の歯冠側に認められた軟組織は炎症性肉芽との診断
を得た。
【結果】根管治療を行なった歯科医院はすでに閉
院しており，治療時のX線写真などは確認できなかった
が，患者の説明によれば根充後，受診しなかったとのこ
とであった。これらのことから，同歯は当初は歯槽頂部
にあったものの，歯冠側の軟組織の炎症によって根尖側
に移動したものと推察された。
【結論】歯が人工的な外力
によらず根尖側に移動した例は過去にも報告があるが，
いずれも歯冠部の嚢胞が原因と考察されている。しかし
今回は炎症性肉芽のみで嚢胞の存在は認められず，慢性
炎症により歯の移動が惹起される可能性が考えられた。

揺や打診痛を認めなかった．画像所見：パノラマＸ線写
真で右上４，５番は根管充填されており右上４番根尖部
に透過像を認めた．CTから右上４番根尖部口蓋側の歯
槽骨に5ｍｍほどの骨欠損を認めた．臨床診断：右上４
番根尖性歯周炎による口蓋膿瘍．経過：４月に右上４番
の意図的再植術および根尖病巣掻爬術を行った．右上４
番歯根には破折線がありこれを処理して逆根充を行い再
植し，隣在歯に１か月間固定した．その後，右上４番に
動揺ないが頬側歯肉膿瘍形成あり切開排，半年後のパノ
ラマＸ線写真では根尖部に７ｍｍ大のＸ線透過像を認め
ている．症例２：女性 59歳．初診日：2016年４月．主訴：
右上７番部口蓋歯肉の腫脹．既往歴無し．現病歴：2016
年2月に右上７番部口蓋歯肉の腫脹があり，近歯科医院
を受診したが根治不可能にて意図的再植術依頼で当科を
受診．画像所見：右上７番根尖部に境界明瞭な透過性病
変を認めた．診断：右上７番根尖性歯周炎および歯根嚢
胞．経過：５月に右上７番の意図的再植術および嚢胞摘
出術を行った．逆根充を行い再植し隣在歯に１か月間固
定した．固定除去後に動揺なし．半年後に動揺なく，腫
脹もない．結語：歯根端切除不能例には意図的再植術が
治療選択肢の一つになりうると思われる．
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であり，オトガイ孔付近にみられた。また歯冠側の下顎
骨は歯槽頂まで透過像が認められた。CTでは同歯はオ

難な根尖病巣に対して意図的再植術を行った２例を経験
したので報告する．症例１：男性 35歳．初診日：2016
年３月．主訴：右側口蓋部の腫脹．既往歴なし．現病歴：
1年ほど前に右上４, ５番の根管治療を受けた．2か月前
から口蓋粘膜の腫れを自覚．口腔内所見：口蓋正中右側
に5×5ｍｍの半球状の腫瘤があり瘻孔形成および排膿を
認めた．右上４，５番にはMODインレーが装着され，動

口演（ 月

したので報告する。
【材料および方法】患者：46歳男性。
2016年2月，近在歯科医院より右下5，６の埋伏歯抜歯依
頼にて紹介受診した。現病歴：2011年に紹介医とは別の
歯科医院にて右下５の根管治療を施行されていた。現症：
右下６は残根状態で，右下５相当部には歯肉の陥凹が認
められた。パノラマX線写真では右下５は根管充填済み

外科的歯内療法の一つに意図的再植術がある．歯を一
旦抜歯し根尖部に存在していた病巣や破折根尖を取り除
き，根尖部処理を口腔外で行ってから歯を再植する方法
である．今回，解剖学的に歯根端切除のアプローチが困

1-F-8

下顎第二および第三大臼歯の重積状埋伏
に対する歯の移植の応用

High perimandibular approachによる
下顎骨関節突起骨折の治療経験

1

防衛医科大学校病院 歯科口腔外科

松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座, 2新潟大学
大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学講座 組織再建口
腔外科学分野, 3新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健
康科学講座 顎顔面口腔外科学分野

芳澤 享子1, 松村 奈緒美1, 本山 朋宏1, 齋藤 安奈1,
新美 奏恵2, 小山 貴寛3, 小林 正治2, 各務 秀明1
【緒言】下顎第二および第三大臼歯が重積状に埋伏してい
る報告は少なく、その治療法も抜歯や開窓・牽引などの
組み合わせがあるとされているが、詳細な報告はほとん
どない。今回私たちは、下顎第二および第三大臼歯が重
積状に埋伏した症例に対し歯の移植を行い、良好な結果
口演（ 月

4

日）
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を得たので報告する。
【症例】
症例1：21歳、女性。主訴：
両側下顎第二、第三大臼歯が埋伏しているのを指摘され
た。既往歴：特記事項なし。現病歴：2016年5月当科初診。
現症：両側下顎第二大臼歯は近心傾斜した半埋伏状態、
第三大臼歯は完全埋伏しており、パノラマX線写真で下
顎第二大臼歯と第三大臼歯は重積状に埋伏していた。処
置および経過：歯科矯正治療や歯科インプラント治療は
希望しなかったため、2016年6月に局所麻酔下で第三大
臼歯の第二大臼歯部への移植術を施行した。移植歯は接
着性レジンセメントとワイヤーで固定し、術後3週目で
固定除去、根管治療を開始した。2016年10月に左側下顎
第三大臼歯の第二大臼歯部への移植術を施行し、右側と
同様の方法で術後処置を行った。現在経過良好である。
症例2：26歳、男性。主訴：両側下顎第二、第三大臼歯
が埋伏している。既往歴：特記事項なし。現病歴：2016
年7月当科初診。現症：両側下顎第二大臼歯は完全埋伏し、
その後方に第三大臼歯が近心傾斜し半埋伏状態であっ
た。パノラマX線写真では下顎第二大臼歯と第三大臼歯
は重積状に埋伏していた。処置および経過：歯科矯正治
療や歯科インプラント治療は希望しなかったため、2016
年10月に局所麻酔下で第三大臼歯の第二大臼歯部への移
植術を施行した。移植歯は接着性レジンセメントとワイ
ヤーで固定した。術後3週目で固定除去、根管治療を開
始した。現在経過良好である。
【考察および結論】下顎第

峯村 周, 村上 馨, 山村 浩史, 木村 康, 吉川 秀明,
横江 秀隆
【緒言】下顎骨関節突起骨折に対する口腔外アプローチ
は、耳前部アプローチや下顎後方アプローチ、あるいは
顎下部アプローチが一般的であるが、骨折部位に対する
垂直的な術野の確保や顔面神経損傷のリスクが課題であ
る。High perimandibular approach（下顎下縁上位アプ
ローチ）は、これらのアプローチの特徴を損ねることな
く欠点を克服する方法として1994年にWilkらによって提
唱された手技である。皮膚切開を下顎下縁直下に設定す
ることで術野を明示しやすくなること、咬筋切開をより
頭側に置くことで顔面神経下顎縁枝の損傷を回避できる
ことが最大の特徴である。【症例】37歳男性。ソフトボー
ルの練習中にボールが右顔面に衝突し受傷した。直後よ
り咬合偏位を自覚したため当院受診となった。CTで下
顎骨正中部と右下顎骨関節突起基部に骨折線を認めたた
め、翌日全身麻酔下で観血的整復固定術を施行した。下
顎正中部骨折は口内法で通法通りプレート固定し、右関
節突起基部に対しては下顎下縁上位アプローチでプレー
ト固定を行った。術中に顔面神経の露出は認めず、術後
の顔面神経麻痺も出現しなかった。術後に顎間固定は行
わず、ゴム牽引による咬合誘導を行った。術中に咬筋切
開を加えているため術後の開口障害が懸念されたが、術
後３ヶ月で開口量は47mmまで回復し、皮膚切開部位の
術後整容性も満足のいくものであった。【結語】下顎骨関
節突起骨折に対する口腔外アプローチは、骨片の適切な
整復固定を可能にするために垂直的な術野を確保しつつ
顔面神経損傷リスクを回避出来るものが理想的である。
従来の口腔外アプローチにはそれぞれに長所短所が存在
する中で、下顎下縁上位アプローチは安全かつ良好な術
野確保を比較的容易に可能とする有効なアプローチ方法
と考えられた。

二および第三大臼歯の重積状埋伏症例に対する治療とし
て、歯の移植は有用な選択肢の一つである可能性が示唆
された。
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神経障害

16:00〜16:40
座長：高田 訓・今村 佳樹

1-F-10

1-F-11

上気道狭窄を伴った下顎骨骨折の１例
1

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 外科系医学領域
顎顔面口腔外科学分野, 2市立砺波総合病院

定梶
大矢
小林
中村

嶺1, 加藤 広禄1, 大矢 明日香1, 井手 健太郎1,2,
明日香1, 石宮 舞1, 小林 泰1, 平 真優子1,
一彦1, 宮澤 広樹1, 平井 真理子1, 大井 一浩1,
博幸1, 川尻 秀一1

下顎智歯抜歯による舌神経損傷後，8年
の長期放置期間にも拘わらず舌神経修復
術を施行しNeuropathic Painが著しく
軽減した2例
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

上田 眞道, 東條 格, 木賀 紀文, 平石 幸裕,
新谷 ゆかり, 森 恵一, 武田 侑也, 中西 隆, 藤田 茂之
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日）
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口演（ 月

【目的】下顎骨骨折は、頻度は低いものの気道閉塞を起こ
【緒言】下顎智歯抜歯後，希ではあるが舌神経障害を生じ
すリスクがあり、致死的な経過をたどる可能性がある。
る事がある。そのうちの重篤な症例には神経修復術が適
今回われわれは下顎骨骨折により上気道狭窄を認めた一
応である。海外の文献では舌神経損傷後，約半年以内の
例を経験したので報告する。
【患者および方法】患者は
手術加療が推奨されており，長期経過症例では予後が悪
２６歳男性、２０１６年１０月中旬にソフトボールの試
く，適応外とされている。今回われわれは抜歯後8年間
合中に下顎にボールが当たって受傷し近在病院を受診、
経過した重篤な舌神経損傷症例2例に対して舌神経修復
その後当院へ救急搬送された。口腔内からの出血は認め
術を行い，良好な結果が得られたのでその詳細を報告す
なかったが、顎下部が著明に腫脹しており、口腔底は挙
る【症例の概要】症例1：48歳女性。主訴：舌の麻痺。既
上され唾液の嚥下、発声は不可能であった。またSpo2
往歴：関節リウマチ。現病歴：2005年頃右側下顎智歯抜
の低下を認めた。CT像では下顎骨正中から右側にかけ
歯施行後，舌の右半側の知覚鈍麻が生じたが，8年間放
て粉砕骨折を認めた。また受傷直後のCT像と比較して、
置していた。舌がビリビリと痛く，疲労に応じて症状が
当院搬送時のCT像では気道狭窄が認められた。自発呼
増悪し辛い日々を送っていた。2014年5月当科受診。精
吸は可能であったが、気道閉塞のリスクを考えICU管理
査の結果，重篤な知覚鈍麻・味覚異常を認め2014年7月
とし、翌日全身麻酔下に下顎骨観血的整復固定術（手術
神経修復術施行。術後2年経過し，術前にあった舌のビ
時間１時間２０分、出血量少量）を施行した。マックグ
リビリとした痺れが消失した。症例2：34歳女性。主訴：
ラスを用いた経鼻挿管を行った。上下顎歯列にエリック
舌神経麻痺。既往歴：特記事項無し。現病歴：2007年1
アーチバーを装着して咬頭嵌合位で顎間固定した。下顎
月左側下顎智歯抜歯施行後，左側舌縁部の知覚鈍麻と味
前歯部歯肉頬移行部に切開を加え骨折線を明示した。切
覚低下を自覚。舌がヒリヒリし，イライラすることが多
開直後より骨折線より持続的な出血が認められたが、骨
くなったり，不眠が継続した。同年2月某病院耳鼻咽喉
片を整復し、チタンミニプレートで固定した結果、止血。
科受診し，左側舌神経麻痺・味覚障害と診断を受け，メ
粘膜骨膜弁を定位に縫合閉創し、歯肉裂創を縫合して手
チコバール内服。症状改善目的にて同年9月某大学病院
術を終了した。抜管し、ICUに帰室とした。
【結果】手術
歯科口腔外科受診，左側舌神経麻痺の診断。2008年5月
翌日に一般病棟へ転棟となった。懸念された気道閉塞は
症状固定とし後遺症診断を受けた。積極的な治療を希望
生じず、Spo2の安定、口腔底腫脹の軽減、呼吸苦感の
し8年後の2015年3月当科受診。精査の結果、重篤な知覚
消失を確認し術後２日目より顎間ゴム牽引を行い、術後
鈍麻・味覚異常を認め2015年7月神経修復術施行。術後1
１０日目で経過良好のため退院となった。緊密な臼歯部
年6 ヶ月経過した現在，術前にあった舌のビリビリとし
咬合が得られたため、1 ヶ月半で顎間ゴム牽引を終了し、
た痺れがほぼ消失し，十分な睡眠がとれるようになった。
術後３ヶ月目のCT像で骨折線の治癒傾向を認めた。現
【結語】抜歯後8年間経過した舌神経損傷症例に対して修
在も経過観察中である。
【結論】上気道狭窄を伴った下顎
復術を行ったが，術後Neuropathic Painが著しく軽減し，
骨骨折の１例を報告した。
患者のQOLが大幅に改善され良好な結果が得られた2例
を報告した。
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中枢感作が関与すると考えられた舌の外
傷後有痛性三叉神経ニューロパチーの1
例
昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

【緒言】国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)では，神経
系の疾患や神経障害により生じる三叉神経支配領域の頭
部痛，顔面痛，あるいは口腔痛を有痛性三叉神経ニュー
ロパチーと分類している．同疾患は難治性で，痛覚伝導
系における中枢神経系の可塑的な過敏状態(中枢感作)の

口演（ 月
日）
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下顎智歯抜歯後における舌神経障害術後
の主観的評価と客観的評価の検討
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

新谷 ゆかり, 林田 咲, 中西 隆, 武田 侑也, 溝端 直樹,
上田 眞道, 森 恵一, 藤田 茂之

佐藤 仁, 栗原 祐史, 代田 達夫

4
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関与が示唆されている．今回われわれは，中枢感作が
関与すると考えられた舌の外傷後有痛性三叉神経ニュー
ロパチーの1例を経験したので，概要を報告する．
【症
例】患者は76歳，女性．2012年に左側舌縁部の難治性潰
瘍に対し，近医にて切除生検を施行した．病理組織学的
に悪性所見は認められず，術後の治癒経過も良好であっ
た．しかし，創部の上皮化後も疼痛が残存していたた
め，近医にて典型的三叉神経痛などを疑い精査を行った
が，MRIでは脳血管による三叉神経の圧迫や頭蓋内占拠
性病変などの所見はなく，確定診断には至らなかった．
またプレガバリン200mgおよびトラムセット配合錠1錠
が処方されたが，疼痛の改善は認められず，2016年8月
に精査・加療を目的として当科を受診した．ジワジワと
した持続痛が左側舌縁部に認められ，Numerical Rating
Scale(NRS)は8/10であった．左側舌縁部には術後の瘢痕
形成が認められ，同部の触覚は脱失しており，周囲組織
にアロディニアと痛覚過敏が認められた．また左側舌
縁部への2％キシロカインの局注および左側の下顎孔伝
達麻酔はいずれも無効であった．Hospital Anxiety and
Depression Scale(HADS)は不安尺度が4点，抑うつ尺度
が8点 で，Pain Catastrophizing Scaleは24点 で あ っ た．
中枢感作が関与する舌の外傷後有痛性三叉神経ニューロ
パチーと診断し，プレガバリンを1か月かけて450mgま
で漸増しアミトリプチリン10mgを処方したところ，疼

【目的】下顎智歯抜歯は口腔外科診療において多く行われ
る処置であり，それに伴う舌神経障害はまれにみられる
合併症である。下顎智歯抜歯による舌神経障害におけ
る知覚や味覚検査による術後の回復の報告は散見される
が，主観的評価と客観的評価の比較を行っている報告は
少ない。今回われわれは，術後の主観的評価と客観的評
価の比較検討を行ったので報告する。【材料および方法】
対 象 は2008年12月 １ 月 か ら2015年12月31日 の7年 間 で，
和歌山県立医科大学歯科口腔外科を受診した下顎智歯抜
歯後の舌神経障害患者のうち，顕微鏡視下で神経吻合術
を行い術後１年以上観察可能であった57例とした。検討
項目は，患者背景，手術までの期間，術式として血管被
覆の有無，主観的評価としてVisual Analog Scale（以下
VAS）
，記述式日常支障度，客観的評価として，触圧感
覚，二点識別域，方向感覚，味覚とした。評価時期は術前，
術後6か月，術後1年とし，診療録をもとに後ろ向きに調
査を行った。【結果】主観的評価では，術前と術後を比較
しても統計学的には有意な改善は認めなかった。客観的
評価では，触圧感覚，二点識別域，方向感覚とも改善傾
向を示した。主観的評価と客観的評価との間では相関関
係は認められなかった。【結論】客観的評価の検査数値だ
けでは，患者の訴える詳細な異常感覚を把握できず，主
観的評価も合わせて考慮するべきであると考えられた。
また，今後は客観的評価が改善しているにもかかわらず
主観的評価が改善しない症例に対してさらに検討を行っ
ていく必要があると考える。

痛はNRSで1/10程度に改善した．
【結語】難治性の外傷後
有痛性三叉神経ニューロパチーの1例を経験し，疼痛の
増強および維持に中枢感作が関与している可能性が考え
られた．
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16:40〜17:30
座長：宮本 洋二・小宮 正道
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オトガイ部及び下唇知覚異常を契機に発
見されたびまん性大細胞型B細胞性リン
パ腫（diffuse large B cell lymphoma：
DLBCL）の1例
1

近畿大学 医学部 奈良病院 歯科口腔外科, 2近畿大学 医
学部 奈良病院 病理診断料

田中 里枝1, 岩本 展子1, 古田 治彦1, 山口 万枝1,
太田 善夫2, 若狭 朋子2
【緒言】口腔領域に発生する悪性リンパ腫は特異的な臨床
症状を欠き，しばしば炎症や他の腫瘍に類似する臨床像
を呈するため，鑑別診断に苦慮することがある．今回わ
れわれはオトガイ部および下唇の知覚異常を契機に発見

本院脳神経外科受診，MRI検査で三叉神経痛の原因とな
る所見は認められず，VB12投与にて経過観察を行った．
9月に右下臼歯部歯肉に腫脹を認めCT検査を行ったとこ
ろ，右側下顎骨海綿骨の濃度低下，骨膜肥厚，周囲軟部
組織の腫脹の所見から骨髄炎が疑われ，消炎処置を行っ
たが，腫瘍性疾患も考慮し併せて生検を施行した．病理
組織所見ではやや大型で核に切れ込みを有する異型リン
パ球がびまん性に増殖し，免疫染色でCD20(L-26)：(+)，
CD3：(-)，bcl-2：(+)，CK(AE1/AE3)：(-)を 示 しDLBCL
と診断された．ただちに本院血液内科入院下での治療開
始となった．R-CHOP療法を3コース施行後腫瘍は消失
し，
オトガイ部および下唇の知覚異常は軽減した．
【結語】
オトガイ神経の支配領域等に知覚障害を呈する症例では
悪性腫瘍の可能性も考慮した診査等を行い，迅速かつ適
切に診断を行う必要があると考えられた．

京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔
外科分野

懸野 安澄, 三島 清香, 駒谷 徹, 高橋 克, 別所 和久
【緒言】先端巨大症は成長ホルモン (GH) 過剰によって, 顔
貌や四肢末端の変化が引き起こされる疾患である。今回,
われわれは外科的矯正希望で受診した患者の術前検査に
おいて, 本症を疑い, 先端巨大症の確定診断に至った1例
を経験したので, その概要を報告する。
【症例】患者は27
歳の男性。2012年5月下顎前突に対する咬合の改善目的
に当科受診となった。受診直前までの半年間に急激な身
長増加を認めたことを聴取し, 内分泌異常を疑ったため,
当院糖尿病内分泌栄養内科および脳神経外科へ精査を依
頼した。検体検査では,血中GHは25.05ng/ml, GHの仲介
物質であるインスリン様成長因子-Ι (IGF-Ι) は1050ng/
mlと高値を示した。頭部X線規格写真ではトルコ鞍の風
船様拡大を認め, 造影MRIでは造影効果不良の腫瘍を認
めた。以上の所見より, 糖尿病内分泌栄養内科にて腫瘍
による先端巨大症の診断に至った。同年10月脳神経外科
にて下垂体腺腫摘出術を施行した。術後2か月の血液検
査 でGH：0.24ng/ml, IGF-Ι：296ng/mlと 低 下 し, 術 後
6か月も数値に変動はなかった。数値の安定を確認した
後, 矯正歯科にて術前矯正を開始し, 2013年12月に術前矯
正が終了した。2014年1月に全身麻酔下にて, Le FortΙ
型骨切り術および下顎枝矢状分割術を施行した。現在術
後2年経過しているが, 著明な後戻りはなく, 血中GH値・
IGF-Ι値も安定している。【考察】先端巨大症は, 健常者
と比較して約10年余命が短縮すると言われている。本症
例は, 成長期終了後に生じた短期間での身長増加によっ
て, 術前に先端巨大症の診断に至った。下垂体腺腫を摘
出した上で外科的矯正手術を施行し, 良好な経過を得る
ことができた。先端巨大症は, 多くが下顎前突を呈する
ため, 内科で診断される前に歯科を受診することが少な
くない。初診時には問診を注意深く行い, 必要な場合は
血液検査の施行および当該科へ対診することが重要であ
ると考えられた。
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イ部および下唇の知覚異常．現症：2016年6月下旬，右
側オトガイ部および下唇の知覚異常を主訴に近歯科受診
したところ精査を勧められ当科紹介受診された．右下臼
歯部に動揺，打診痛，同部歯肉に腫脹，発赤等は認めず，
パノラマX線写真上，明らかな骨吸収像を認めなかった．

外科的矯正治療前に先端巨大症を診断し
得た1例

口演（ 月

されたDLBCLの１例を経験したのでその概要を報告す
る．
【症例の概要】症例：70歳，女性．主訴：右側オトガ

1-F-15
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1-F-17

京都大学大学院医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔
外科学分野

旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1型糖尿病を合併した顎変形症患者に対
して下顎枝矢状分割法を行った1例

福原 紫津子, 清水 玲那, 渡邉 拓磨, 井上 亮,
中尾 一祐, 別所 和久
【緒言】1型糖尿病は絶対的なインスリン不足に陥るため，
インスリン投与が必須となり，周術期には特別な配慮が
必要である。今回われわれは，1型糖尿病を有する顎変
形症患者に，厳重な血糖管理の下，下顎枝矢状分割法を
施行し，良好な経過を得た1例を経験したので報告する。
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【症例】27歳，女性。11歳時に1型糖尿病を発症し，強
化インスリン療法（超速効型および持効型溶解インスリ
ン）
による治療を継続しており，HbA1cは6.7％であった。
開口を伴う骨格性下顎前突症に対し術前矯正終了の後，
2016年5月，全身麻酔下に両側下顎枝矢状分割法を予定
した。
【処置および経過】術前から当院糖尿病内分泌栄養
内科と麻酔科に対診し，周術期の計画を立案した。術
中は，速効型インスリン精密持続静注を行い，1％ブド
ウ糖加酢酸リンゲル液にて輸液管理を行った。橈骨動脈
より動脈路を確保し，動脈血採血を行い，血糖値，pH，
K+，HCO3-の経時的な変動に注意し厳密に管理を行った。
術中，血糖値および電解質に異常認めず，呼吸・循環動
態は安定していた。術後当日は絶食とし，定期的な血糖
測定および輸液内への速効型インスリン混注によりコン
トロールを行った。術翌日からは，持効型溶解インスリ
ンによる基礎インスリン補充と，超速効型インスリンの
スライディングスケールにより管理し，半消化態栄養剤，
経口流動，嚥下食，軟食へと徐々に食事形態と量を上げ，
術後15日目に退院となった。
【考察】糖尿病患者の観血的
処置は，特殊な代謝病態，微小血管障害を基盤とした主
要臓器の機能不全や易感染性，創傷治癒の遅延が見られ
ることがあり注意を要する。本症例は，糖尿病内分泌栄
養内科および麻酔科との綿密な連携のもと手術計画を立
て，周術期に厳重な血糖コントロールと局所管理を行う
ことで，血糖の異常変動，創傷治癒の遅延，そして術後
感染を生じることなく良好な経過を得ることができた。

抜歯後出血を契機として診断に至った血
小板無力症の1例
岡 久美子, 竹川 政範, 吉田 将亜, 小神 順也,
佐藤 栄晃, 藤井 ふみ, 矢島 優己
【緒言】血小板無力症は常染色体劣性遺伝の出血性疾患で
あり、血小板数に異常はないが機能が不全で出血時間の
延長を示すまれな疾患である。今回われわれは抜歯後出
血を契機として診断に至った血小板無力症の症例を経験
したため報告する。【症例】68歳、男性。既往歴：糖尿病、
高血圧。現病歴：近医歯科医院で左上3部埋伏歯を抜歯
した。3日後に再出血のため同院を受診、止血困難のた
め同日当科を紹介受診となった。
【現症】左上3部は前医
での圧迫止血により出血は認めなかった。手足に出血斑
はみられなかった。血液検査所見では血小板数21.9万/μ
L、PT-INR 0.92、APTT 23.0sec以下と、異常を認めなかっ
た。【処置および経過】受診時に持続出血を認めなかった
ため、保存的に経過観察を行うこととした。止血シーネ
を作製、装着し、入院管理下で止血剤を使用した。再出
血なく翌日退院となった。退院10日後に再出血のため当
科を再度受診された。創部には少量の凝血塊がみられた。
圧迫止血で止血するが1日に数回の頻度で出血がみられ
ていた。精査のため造影CTを撮影したところ、左上3抜
歯窩周囲に境界明瞭な骨吸収像がみられた。また造影
MRIでは動静脈奇形等の所見はみられなかった。含歯性
嚢胞の残存が疑われ、全身麻酔下で摘出術を行った。嚢
胞壁の剥離は容易であり出血は少量であった。術後は止
血シーネを使用し、止血剤を使用した。後出血はみられ
ず2日後に退院となったが、出血性素因の精査のため当
院血液内科へ対診した。血小板凝集能検査でADP、コラー
ゲンで低下を認め、血小板無力症の診断となった。【結
語】抜歯後出血の原因は局所・全身・薬剤性と多岐にわ
たり、それらを考慮した精査・対応が必要である。特に
本疾患の場合は凝固系に著しい異常を認めない場合が多
いこと、局所の要因により診断が困難となる可能性があ
り、注意が必要と考えられた。
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頬粘膜下の腫瘤自覚を契機に診断された
巨細胞性動脈炎の１例

当科での術前精査を契機に発見された乳
児自己免疫性好中球減少症の1例
那須赤十字病院 歯科口腔外科, 2自治医科大学歯科口腔
外科学講座

谷池 直樹, 竹信 俊彦, 前田 圭吾, 高地 いづみ,
平井 雄三, 山本 信祐

宮城 徳人1, 伊藤 弘人1, 青山 裕美1,2, 薄井 直1,2,
早坂 純一2, 神部 芳則2, 森 良之2

【緒言】巨細胞性動脈炎（giant cell arteritis：GCA）は、大
動脈またはその主要な枝に起こる肉芽腫性動脈炎で、自
己免疫疾患と考えられている。今回、左頬粘膜下腫瘤を
初発症状に診断されたGCAの１例を経験したので、そ

た。生検を施行したところ、組織学的にGCAを疑う所見
を得たため当院総合診療科に対診した。発症年齢が50歳
以上であったこと、追加で施行した血液検査にて赤沈値
50mm/h以上であったこと、浅側頭動脈生検でも血管炎
を認めたこと、当科初診後から後頭部・後頸部の自発痛
が出現したことから、米国リウマチ学会分類基準を満た
しておりGCAと診断された。眼症状は認められず、ステ
ロイド療法がPSL60mgから開始となった。左頬部腫瘤は
経時的に縮小を認め、頭痛も消失した。その後、PSLは
漸減し開始後約１年で内服中止、現在はメトトレキサー
ト内服を継続している。
【結語】初診時に認めていた左頬
粘膜下の腫瘤は肥厚した顔面動脈をみていたものと考え
られた。GCAは側頭動脈や眼動脈などの頭蓋領域の動脈
を障害することが多いとされ、顔面動脈に初発症状が見
られることは極めてまれである。現在のところ症状は寛
解しているが、GCAは再燃例もみられることより他科と
連携しながら当科でも局所の長期的経過観察が必要と考
えている。

切除術を予定するが,術前に39℃台の高熱と右頚部腫脹が
出現し小児科対診.臨床検査所見では白血球9900/mm3,好
中球6％ ,CRP6.03mg/dlと炎症反応と好中球減少症を認
め,右頚部化膿性リンパ節炎・自己免疫性好中球減少症の
疑いで小児科へ入院.抗菌薬SBT/ABPC投与開始.耳鼻咽
喉科にて右頚部の穿刺吸引・切開排膿施行.G-CSF製剤投
与下に消炎継続.また自己免疫性好中球減少症疑いで骨髄
穿刺・抗好中球抗体検査施行.抗好中球抗体検査結果にて,
自己免疫性好中球減少症の診断を得た.周術期管理を小児
科主体とし,全身麻酔下に舌腫瘍切除術・舌小帯強直症切
除術施行.周術期管理は術前1週間前よりG-CSF製剤を外
来通院下に連日投与,術前日入院,抗菌薬CEZ投与.翌日全
身麻酔下手術.術後2日目軽快退院.病理組織結果：舌上皮
過形成,血液疾患との関連性はなし.術後経過は良好で口
腔内病変の再発なく現在当科にて経過観察中.また,自己
免疫性好中球減少症に対して,感染症の再発に留意し当院
小児科にて経過観察中である.
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見なし。MRIにて左頬部に結節の連なったような造影で
濃染される病変を認め、頬腺由来の腫瘍性病変が疑われ

訴:舌腫瘤の加療依頼.現病歴:2016年6月,当院小児科より
紹介受診.既往歴・家族歴に特記事項なし.現症:全身所見・
身長72.5cm,体重10kg.栄養状態は良好.口腔外所見:特記事
項なし.口腔内所見:舌下面に表面粗造で有茎性の腫瘤性
病変と舌小帯強直症を認めた.臨床診断:舌腫瘍疑い.舌小
帯強直症.処置および経過:当科にて全身麻酔下に舌腫瘍

口演（ 月

の概要について報告する。
【症例】71歳の男性。2015年
7月頃から左頬部に腫瘤を自覚、同年10月近歯科医院か
らの紹介で当科初診。左頬粘膜下に約40×7mm大の索
状で弾性硬の可動性腫瘤を触れたが、疼痛等の自覚症状
は認めなかった。表面粘膜は正常であった。
【既往歴】
特記事項なし【処置および経過】炎症性変化もしくは腫瘍
性病変を疑い、精査した。初診時血液検査では特記所

自己免疫性好中球減少症は乳幼児期に発症し,末梢血中で
の抗好中球抗体により好中球破壊が亢進,好中球減少を来
す稀な疾患である.今回われわれは舌上皮過形成・舌小帯
強直症の術前検査を契機に自己免疫性好中球減少症と診
断された1例を経験したので報告する.症例:8 ヶ月男児.主

一般口演抄録
口演
（
月

4

28

日）

4 月 28 日（金）

その他４

8:30〜9:20
座長：依田 哲也・高木 律男
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高崎総合医療センター歯科口腔外科診療
開始から7年目の臨床実績についての検
討（2015年1月 - 12月）
1

2

高崎総合医療センター 歯科（歯科麻酔）, 高崎総合医療
センター 歯科口腔外科

稲川 元明1, 高崎 義人2

口演
（
月

4

日）

28

【目的】当科は平成21年10月より診療を開始し、現在医員
2名・レジデント4名・非常勤歯科医師６名・歯科衛生士
2名・診療ユニット4台で業務にあたっており、今年で診
療開始9年目にあたる。ほぼすべての口腔外科疾患に対
応可能な体制をとり、口腔外科疾患全般・全身疾患を有
する患者の歯科治療・入院患者の口腔ケアおよび嚥下機
能評価・手術室における周術期の麻酔管理・口腔顔面領
域のペインクリニックといった、各医員の専門性を活か
した診療内容を展開している。これまで当学術集会にお
いて、年間の臨床実績について報告してきたが、今回は
診療開始以来7年目の臨床実績について報告する。
【材料
および方法】平成27年1月から12月までの当科の状況を振
り返り、受診した患者の診療録から性別・年齢等患者背
景、治療内容および予後を、手術室における手術症例に
ついては上記に加え対象疾患、手術時間・麻酔時間等を
抽出した。【結果および結論】平成27年1月から12月の外
来受診患者数はのべ13014件で、前年比で8.0％増加して
いた。主な治療内容は抜歯、有病者・障害者の一般歯科
治療、口腔顔面領域のペインクリニック、入院患者の口
腔ケアおよび嚥下機能評価であった。手術室管理を行っ
た患者数はのべ259件で、前年と同数であった。主な手
術内容は抜歯術、顎骨嚢胞摘出術、顎骨骨折にたいする
観血的整復固定術、顎変形症にたいする外科的顎矯正術
であった。10月からは歯科麻酔を専門とするレジデント
が増員された。受診患者数はとくに外来において依然増
加傾向にあり、とくに病棟・外来における嚥下機能評価
の依頼の増加が著名であった。年間を通じて大きな医療
過誤はなかった。今後とも院内への貢献はもとより、県
内の医師会・歯科医師会と密接に連携し、地域医療圏の

2-C-2

OA治療におけるAHIと無呼吸持続時間，
低呼吸持続時間の変化
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

西尾 佳朋, 古橋 明文, 伊藤 邦弘, 柘植 祥弘,
山本 さゆり, 山中 洋介, 山本 康博, 風岡 宜暁
【目的】終夜睡眠ポリグラフ(PSG)において，無呼吸とは
呼吸停止が10秒以上持続する状態，低呼吸とは50%を超
える呼吸量低下が10秒以上持続する状態と定義され，無
呼吸・低呼吸持続時間は，高血圧症など循環器疾患に
影響を与えるとされている．閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)
に対する口腔内装置(OA)治療では，1時間あたりの無呼
吸回数(AI)と低呼吸回数(HI)を合計した無呼吸低呼吸指
数(AHI)が治療の評価項目として重視される現状におい
て，OA治療による無呼吸，低呼吸各々の回数変化や持
続時間の変化について議論されることは少ない．そこで
我々は，OA治療における無呼吸，低呼吸の回数・持続
時間変化を検討し，OA治療の評価がAHIのみで行われ
ることの妥当性について報告する.【方法】当院 睡眠科・
睡眠医療センターにてPSG施行，OSAと診断され,当科
にて2014年1月から2015年12月にOA治療を行い,OA装着
下でのPSGを行えた41名（男性：30名、女性11名）を対
象とした.対象者の平均年齢は57.1歳,平均BMIは23.8kg/
m2であった.AHI,AI,HI,無呼吸回数，低呼吸回数，無呼
吸持続時間，低呼吸持続時間の各項目についてOA治療
による変化を比較検討した．
【結果】OA治療により，
AHI,AI,HI，無呼吸回数，低呼吸回数，無呼吸持続時間
は有意に減少したが，低呼吸持続時間に変化は認められ
なかった．
【結論】OA治療において，AHIは有意に減少
し，治療の評価項目として有用であることが再確認され
た．無呼吸持続時間は減少したが低呼吸持続時間に変化
を認めなかったことから,OA治療においても各々を評価
し改善を目指すことが治療に必要であると考える．

歯科・歯科口腔外科の中核病院たるべく研鑽を続ける。
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口腔粘膜擦過細胞診：殊に舌縁部擦過細
胞診における深層型扁平上皮細胞につい
て
日本大学 松戸歯学部 口腔病理学講座, 2日本大学 松戸歯
学部 口腔外科学講座, 3千葉県立保健医療大学 健康科学
部 歯科衛生学科, 4日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講
座

臨床細胞学会）の中で示された口腔細胞診判定に即した
臨床対応のアルゴリズムでは、深層型扁平上皮細胞の出
現の有無が重要な鍵となっている。深層型扁平上皮細胞
の判定には、炎症性ないし再生性細胞異型、あるいは腫
瘍性異型の鑑別が非常に重要であるが、判別基準につ
いては、婦人科細胞診の如く明確なものがないのが現状
である。非癌症例においても深層型扁平上皮細胞が出現
することがあるため、更なる症例及び細胞所見の蓄積が
近々の課題である。 本研究の目的は口腔粘膜擦過細胞
診において深層型扁平上皮細胞が出現した症例の検索
を行い、その臨床的特徴を検討し、病態別の深層型扁平
上皮細胞の特徴を明らかにすることである。 対象は、
2016年1月1日～ 12月31日の間に本学付属病院にて細胞診
を行った2,071症例のうち、舌が検査対象であった827例
の中から、舌縁部のみを擦過した384症例とした。 細
胞診専門歯科医が対象症例のPapanicolaou染色スライド
ガラス標本を顕微鏡下にて深層型扁平上皮細胞のスク
リーニングを行った。対象細胞は、形態学的に健常、炎
症/反応性、腫瘍性のいずれかに判別し、病態別に出現
頻度を算出する。そして、病態別に細胞所見の特徴を抽
出する。 陰性
（Papanicolaou分類classI,II）
判定例におい
ても深層型扁平上皮細胞はしばしば認められている。口
腔細胞診を安心して臨床応用するためにはアルゴリズム

【目的】北海道大学病院口腔内科では顎骨骨髄炎の治療に
高気圧酸素療法（HBO)を用いており、消炎効果をFDGPETのSUVmaxで 評 価 す る 研 究 を 行 っ て き た。 そ の
際、骨SPECTも撮像したがよい定量解析方法がなかっ
た。2015年に骨SPECT定量解析ソフトウェアであるGIBONE（株式会社AZE製)が開発され、以前のSPECTデー
タをSUVmax値で評価することが可能となったので、後
方視的にFDG-PETのSUVmax値と比較検討を行うこと
とした。【症例および方法】2008年7月から2014年9月ま
でに北海道大学病院口腔内科を受診し、手術適応と判
断され、術前に20回のHBOを施行したビスホスホネー
ト関連顎骨壊死(BRONJ)10例を対象とした。全例女性で
ステージ２が8例、ステージ3が2例でった。乳癌骨転移
のため、ゾレドロン酸投与例が2例、骨粗鬆症やステロ
イド性骨粗鬆症予防目的の経口BP製剤の長期投与例が8
例であった。SPECTは左右側頭骨のSUVmaxの平均値
をコントロールとして、病変部のSUVmaxを除した値
を、補正SUVmax値とした。FDG-PET、SPECTいずれ
もHBO前後のSUVmax値の変化率を計算し、比較検討を
行った。【結果・考察】FDG-PETのSUVmax変化率と、
骨シンチグラフィー SPECTのSUVmax変化率はかなり
の正の相関（相関係数0.69）を認めた。FDGは骨のみなら
ず、周囲の軟組織を含めた顎骨周囲炎にも集積するため、
顎骨周囲炎の消炎効果をみている可能性が高く、骨髄炎
の活動性のモニタリングにはSPECTのSUVmaxが優れ
ていると考えられる。今後、前向き研究を行いさらなる
データの蓄積を行いたい。
【結論】顎骨骨髄炎の評価に、
GI-BONEを用いたSPECTの定量解析の有用性が示唆さ
れた。

の精度向上が必須であり、深層型扁平上皮細胞の形態学
的特徴と臨床病態との関連性の検討が重要である。 本
研究はJSPS科研費26463072の助成を受けたものである。
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上皮細胞に混じり、深層型扁平上皮細胞が観察されるこ
ともある。2015年版細胞診ガイドライン（消化管、日本

秦 浩信1, 浅香 卓哉2, 大賀 則孝2, 宮腰 昌明2,
吉川 和人2, 今待 賢治1,2, 黒嶋 雄志2, 佐藤 淳2,
北川 善政2

月

口腔粘膜擦過細胞診は、比較的簡便であるために口腔
癌のスクリーニング等に利用されることがある。口腔粘
膜の擦過により採取される細胞は表層型扁平上皮細胞が
主体をなしている。しかし、病態によっては表層型扁平

北海道がんセンター 歯科口腔外科, 2北海道大学大学院
歯学研究科口腔診断内科学

口演
（

末光 正昌1, 山本 泰2, 酒巻 裕之3, 小宮 正道2,
近藤 壽郎4, 久山 佳代1

骨髄炎の新たな評価方法としての骨
SPECT定量解析ソフトGI-BONEの有用
性

基礎

悪性腫瘍３

14:20〜15:00
座長：上條 竜太郎

2-C-5

下顎骨慢性骨髄炎/骨壊死に対する「骨髄
くり貫き術」の臨床的検討
防衛医科大学校 歯科口腔外科

口演
（
月
日）

28

唾液中代謝物を測定する際の唾液採取条
件に関する研究～口腔癌スクリーニング
のために～
山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座

高橋 雅幸

4

2-C-6

【目的】下顎骨慢性骨髄炎/骨壊死は、薬剤性と非薬剤性
に分類される。2016年演者は、薬剤性において、骨壊死
は単独で発生するものはなく（0％）
、骨壊死には全例骨
シンチグラム上骨髄炎が併発しており（20％）
、多くは骨
髄炎単独で発生している（80％）ことを報告した。そし
て、この割合は非薬剤性と異なるものではないことを報
告した。2016年Iizukaは、薬剤関連下顎骨壊死に対し下
顎管上骨削除術を行い良好な結果が得られたが25％は再
発したとしている。演者は同年、骨シンチグラムで下顎
下縁まで集積が見られた薬剤性と非薬剤性骨髄炎に対し
骨髄を下顎管下まで削合する骨髄亜全除去術を開発適用
し、全例経過良好で長期的には残存した病的骨髄の健全
化も認められることを報告した。今回、同手術を通称「骨
髄くり貫き術」と称し症例を追加し報告する。
【対象およ
び方法】対象は、骨髄くり貫き術が施行された慢性下顎
骨骨髄炎20例で、内訳は薬剤性が10例、非薬剤性が10例
であった。平均年齢は、薬剤性が72.2±6.8歳、非薬剤性
が59.2±12.8歳であった。本法では、下歯槽神経血管束
を開放して束下の骨髄まで除去し、面積として集積領域
の約70％以上の病的骨髄を除去した。
【結果】
本法により、
１例（5%）に再発が認められたが、19例（95％）では術前
に存在した腫脹や疼痛、排膿などの症状は完全に消失し
た。19例では術後1年で残存した病的骨髄の健全化が認
められた。合併症としては、神経断裂が3例（15％）あり、
そのうち2例は神経縫合術を施行し麻痺は改善した。ま
た、術中骨折が１例、術後腫脹による気道閉塞（気管切
開術施行）が1例、創離解が2例（10％）に認められた。補
綴物は近歯科で製作し、全例良好な適合が得られた。【結
語】骨髄くり貫き術の成績は良好で、従来区域切除術の
適応となった重症例においても離断が回避される可能性
が示唆された。

石川 恵生, 北畠 健一朗, 菅野 絢子, 山森 郁,
井場 明日香, 遊佐 和之, 橘 寛彦, 飯野 光喜
【背景】唾液は、非侵襲性で集めることができる生体試料
であり、唾液中の物質が、様々な疾患のバイオマーカー
になりえることが多く報告されている。我々もこれまで
唾液中の代謝物を測定することで、口腔癌を高精度でス
クリーニングできることを報告してきた。しかし唾液の
採取条件、特に唾液中の代謝物を測定する際の採取条件
において、明確な根拠があるとは言えない状況である。
目的】本研究では、口腔癌スクリーニングのための代謝
物測定を行う際の唾液の採取条件について、特に食事の
影響について調査することを目的とした。
【方法】22名
の口腔患者と44名の健常者を対象とした。口腔癌患者か
らは、朝食から1.5時間後（1.5時間絶食群）、3.5時間後
（3.5
時間絶食群）、そしてその日の夕食後から12時間後（12時
間絶食群）の計3回の唾液を採取した。また健常者から
は、朝食から1.5時間以上絶食した状態で安静時唾液を
採取した。液中に含まれる代謝物濃度を、キャピラリー
電気泳動質量分析（CE-MS）法を用いて網羅的に測定・定
量した。得られた結果からMann-Whitny U testを用い
て2群比較（健常者VS口腔癌患者）を行い、統計学的に有
意な差を認めた代謝物からROC(Receiver Operatorating
Characteristi)曲線を作成し、AUC(area under the ROC
curve)を算出し、健常者と口腔癌患者の各群との違い
を比較検討した。【結果】1.5時間絶食群、3.5時間絶食
群、そして12時間絶食群は、健常者群と比較してそれぞ
れ15、10、51個の代謝物において統計学的有意に高値を
認めた。また口腔癌患者群の3群いずれにおいても統計
学的に高値を示した共通代謝物は6つであり、その6つの
AUCを比較したところ、12時間絶食群が他の2群の絶食
群と比較して高値を示す傾向を認めた。【結論】口腔癌ス
クリーニングのための唾液中代謝物は、食事の影響を受
けることが示唆された。12時間絶食は、唾液を採取する
うえで重要な因子の一つと考えられた。
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口腔扁平上皮癌におけるDEK発現の検討

口 腔 扁 平 上 皮 癌 に お け るEndothelin
axisの病理組織学的検討

岐阜大学大学院 医学系研究科 口腔病態学分野

金沢大学 大学院 医薬保健学総合研究科 外科系医学領域
顎顔面口腔外科学分野

中島 教行, 吉田 浩明, 米本 和弘, 加藤 恵三,
牧田 浩樹
【目的】DEKタンパク質はt（６；９）
（p ２３；q ３４）
が認められる急性白血病患者においてCANヌクレオポ
リンに融合する蛋白質として報告され、その後乳癌や膀
胱癌、大腸癌などの様々な腫瘍での過剰発現が認められ、

た。DOX投与群の腫瘍から抽出したRNAはDOX非投与
群の腫瘍よりもPCNA、Elp3の発現上昇を認めた。腫瘍
組織において、二重染色を行い、DOX投与群で外因性
Dekの発現を認める細胞でPCNAの発現を確認した。扁
平上皮においてはMcmファミリーやCdc6などの細胞周
期G1/S関連遺伝子の発現上昇を認め、DOX投与群での
免疫染色でPCNAとMCM2の発現上昇を認めた。【結論】
腫瘍性タンパク質DEKはPCNA、Elp3の上昇により腫瘍
形成を促進させ、発癌物質に暴露された環境において、
細胞周期G1/S関連遺伝子の発現上昇により口腔領域に
腫瘍形成を導く可能性が示唆された。

沢大学附属病院歯科口腔外科を受診した口腔癌患者のう
ち、扁平上皮癌で切除術もしくは生検を施行した112名
を対象とし、その組織標本を用いて研究を行った。今回、
ET1抗体およびETAR抗体を用いて免疫組織化学的染色
を行い、その発現様式と臨床病理学的所見（年齢、性別、
原発部位、TNM分類、Stage分類、病理組織学的分化度、
浸潤様式）との関係を検討した。【結果】ET1抗体および
ETAR抗体ともに扁平上皮癌組織標本の85%以上で陽性
反応を示した。年齢や性別、原発部位、所属リンパ節転
移の有無などの臨床学的所見ならびに浸潤様式では有意
差を認めなかったが、病理組織学的分化度においては、
高分化型扁平上皮癌ほどET1抗体およびETAR抗体の発
現を強く認めた。【結論】ET1およびETARの発現と細
胞分化度との関連が認められた。
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上皮からRNAを抽出し、リアルタイムPCRやマイクロア
レイを行い、mRNAの発現を評価した。
【結果】ヒト口腔
粘膜において、乳頭腫、白板症、扁平上皮癌の順にDEK
の陽性率の上昇を認めた。DOX-inducible Dek mouseに
おいて、DOX投与群では腫瘍形成の頻度や数が増大し

口腔扁平上皮癌の浸潤・転移には上皮間葉移行（EMT）
が深く関与しており、ET axisがEMTを誘発する一つの
因子として報告されているが、口腔扁平上皮癌における
臨床病期や病理組織学的分化度、浸潤様式に関する報告
は少ない。今回われわれは、口腔扁平上皮癌における
ET axisの病理組織学的役割について検討した。
【材料
および方法】2000年1月から2015年12月までの間に、金

4

月

NQOの投与と、DOXの投与、非投与群での腫瘍形成を
比較、組織学的検討を行い、それぞれの腫瘍、正常扁平

【目的】近年、血管収縮因子として知られるEndothelin（以
下ET）axisががんの増殖・転移に関与することが明らか
になっており、特に前立腺癌に関してはET受容体拮抗
薬のフェーズIIIレベルの臨床実験が行われている。一方、

口演
（

腫瘍形成に深く関与すると考えられている。一方、口腔
病変におけるDEKの役割については不明の部分が多く、
今回その関与を検討したので報告する。
【材料および方
法】岐阜大学医学部附属病院において切除されたヒトの
乳頭腫、白板症と扁平上皮癌の標本を用いてHE染色と
免疫組織化学染色を行い、組織学的評価を行った。また、
Doxycycline(DOX)-inducible Dek mouse を 作 製 し、 ４

宮澤 広樹, 加藤 広禄, 大矢 明日香, 本保 敦志,
小林 泰, 定梶 嶺, 平 真優子, 平井 真理子, 北原 寛子,
野口 夏代, 中村 博幸, 川尻 秀一

English

Session

8:30〜9:40

Chairperson : Tetsu Takahashi, Koji Takahashi
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ヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する microRNA892b の増殖抑制効果
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

小川 妃弥呼, 中城 公一, 徳善 紀彦, 浜川 裕之
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Deguelin Potentiates Apoptotic
Activity of An EGFR Inhibitor
(AG1478) in PIK3CA-mutated Oral
Squamous Cell Carcinoma
1

【目的】近年、口腔癌を含む種々の悪性腫瘍において癌遺
伝子的な性質を有する oncogenic microRNA (miR) と癌
抑制遺伝子様の機能を発揮する tumor suppressive miR
(TS-miR) の存在が報告されている。われわれは、ヒト合
成 miR library を用いた網羅的機能解析よりヒト口腔扁
平上皮癌細胞の増殖を著明に抑制する TS-miR 候補とし
て miR-892b を同定した。
【方法】TS-miR 候補として同定したmiR-892b mimic を
ヒト口腔扁平上皮癌細胞株に 10 nM の濃度で導入し、
WST-8 assay にてその増殖抑制効果を評価した。また、
miR-892b を導入したヒト口腔扁平上皮癌細胞より total
RNA を抽出し、マイクロアレイによる網羅的遺伝子発
現 解 析 を 行 っ た の ち に、Ingenuity Pathway Analysis
(IPA) を用いて miR-892b の標的遺伝子候補を探索した。
つづいて、口腔扁平上皮癌組織 20 症例における miR892b の発現をリアルタイム定量化 RT-PCR 法にて評価
した。
【結果】miR-892b mimic は全てのヒト口腔扁平上皮癌
細胞株に対して著明な増殖抑制効果を示した。マイクロ
アレイ解析および IPA を用いた標的遺伝子候補の探索
において、miR-892b の標的遺伝子候補として GFPT1、
TIMP4 を 含 む18 種 類 の 遺 伝 子 お よ びAKT、NXF1、
MDM2を中心とする分子ネットワークを同定した。また、
口腔扁平上皮癌組織では、隣接する正常粘膜と比較し、
有意に miR-892b の発現低下を認めた。
【考察】以上の結果より、口腔扁平上皮癌において miR892b が複数の標的遺伝子および分子ネットワークの制
御を介して TS-miR として機能する可能性が示唆され
た。

Department of General Clinical Medicine, Ohu
University School of Dentistry, 2Department of Oral
and Maxillofacial Surgery, Ohu University School
of Dentistry
Yuh Baba1, Satoshi Takada2
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is known to
be intrinsically resistant to inhibitors for epidermal
growth factor receptor (EGFR). Until now, clinical
outcomes for OSCC using EGFR inhibitors as single
agents have yielded disappointing results. Here, we
aimed to study whether combinatorial treatment
using AG1478 (EGFR tyrosine kinase inhibitor) and
deguelin, which is a rotenoid isolated the African
plant Mundulea sericea, could enhance the anti-tumor
effect of AG1478 in OSCC. For Ca9-22 cells having
EGFR, KRAS, and PIK3CA wild type, AG1478 alone
suppressed both phosphorylated levels of ERK and
AKT and induced apoptosis. On the contrary, for
HSC-4 cells having EGFR and KRAS wild type, and
PIK3CA mutant, AG1478 alone did not either suppress
phosphorylated level of AKT or induce apoptosis while
it suppressed ERK phosphorylation. Forced expression
of constitutively active PIK3CA (G1633A mutation)
significantly reduced apoptotic effect of AG1478 on
the PIK3CA wild type Ca9-22 cells. When HSC-4 cells
having PIK3CA G1633A mutation were treated with
the combination of AG1478 and deguelin, synergistic
effect on apoptosis induction was observed through the
inhibition of AKT pathway. These results suggest that
the combination of EGFR tyrosine kinase inhibitor with
deguelin is a potential therapeutic approach to treat
PIK3CA-mutated OSCC.
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Copper-transporting p-type
ATPase 2 is a cisplatin-based
chemoresistance marker in human
oral squamous cell carcinoma

Effects of mandible repositioning
appliances on mislocation of the
segmented mandible after
mandibulectomy

1

Division of Oral Rehabilitation Medicine, Department
of Special Needs Dentistry, Showa University School of
Dentistry, Tokyo, Japan

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department
of Oral Medicine and Surgery, Graduate School
of Dentistry, Tohoku University, 2 Department of
Pathology, Institute of Development, Aging and Cancer,
Tohoku University

significance of this transporter has not previously
been addressed. 【Objects】Our aim of this study
was to investigate if ATP7B is expressed in OSCC
and whether its expression correlates with prognosis
and reduced responsiveness to cisplatin treatment.
【Materials and Methods】Tumor tissues were obtained
from 51 patients with OSCC who received cisplatinbased preoperative chemotherapy. We performed
immunohistochemical analysis using ATP7B monoclonal
antibody in 51 OSCC and adjacent non-neoplastic
tissues. We retrospectively examined the expression
of ATP7B in primary OSCC and its association with
chemotherapeutic effect and prognosis.【Results】A
variable degree of cytoplasmic staining of tumor cells
was observed in 28 cases (54.9%). Patients with ATP7Bpositive carcinomas had a significantly inferior response
to chemotherapy (P=0.03) and poor overall survival
(P=0.015) compared with those with ATP7B-negative
carcinomas.【Conclusion】These findings suggest that
high levels of ATP7B expression are associated with
unfavorable clinical outcome in patients with 0SCC.
ATP7B may be a cisplatin-based chemoresistance
indicator in patients with OSCC.

mandible is moved significantly by scar tissue.   We
developed the mandible repositioning appliances
(MRAs) for repositioning the deviation of the mandible.  
The fabrication method and the effects of MRAs are
introduced in this report.
【Methods】
MRAs include maxillary and mandibular appliances.
The deviated mandible segment was moved manually
toward its normal position after the maxillary and
mandible appliances were worn.   The appliances
were fixed using dental resin material.   Patients wear
the MRAs during sleep and for 3 hours a day for
2 -3weeks.   Eight patients served as subjects.   We
evaluated dysphagia score of the subjects using FOIS
and Fujishima’s Dysphagia Scale.
【Results】    
Eight patients showed improvement in eating
ability, FOIS was from mean 4.6 to 6.0 and Fujishima’s
Dysphagia Scale was from mean 7.5 to 9.3.
【Conclusion】
Effectiveness of MRAs was verified for repositioning
the deviated mandible resulting in improved eating
ability.
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chemotherapy. Copper-transporting p-type ATPase
2   (ATP7B) has been reported to be associated with
cisplatin resistance in vitro. However, the clinical

reconstruction may occur and release fixation of the
mandible.   In these cases, the position of remaining

4

月

【Introduction】An important clinical problem in the
treatment of oral squamous cell carcinoma (OSCC)
is the intrinsic/acquired resistance to cisplatin-based

【Purpose】  
Reconstructive techniques are used to fix
segmented mandible bones after resection of the
mandible.  However, recurrence of cancer or failure of

口演
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Hitoshi Miyashita1, Shiro Mori1,
Manabu Fukumoto2, Tetsu Takahashi1

Koji Takahashi
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Endoscopically assisted intraoral
LeFort II midfacial advancement
using piezosurgery and an
intraoperative RED system
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kochi
Health Sciences Center

Shingo Hara, Masaharu Mitsugi, Yukihiro Tatemoto
口演
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Background: The Le Fort II midfacial advancement
appears to be an effective surgical method for the
treatment of severe midfacial-nose hypoplasia with
a skeletal class III malocclusion, which is usually
combined with syndromic midfacial anomalies.
However, the conventional surgical method requires
the coronal approach, including a coronal incision,
together with other surgical approaches, such as an
intraoral incision. Therefore, surgeons often hesitate to
propose this type of osteotomy, even for patients who
develop severe nonsyndromic midfacial-nose hypoplasia.  
Objectives: This report presents a new surgical
approach for performing a safe Le Fort II osteotomy
for nasomaxillary, midfacial corrective advancement
via a solely intraoral approach. Methods: Surgery was
performed with endoscopically assisted piezoelectric
surgery. The osteotomized nasomaxillary Le Fort II
segment was successfully protracted without aggressive
downfracture procedures with the sole intraoperative
use of a RED system, followed by internal rigid fixation,
and the subsequent removal of the RED system. Seven
patients were included in this study. Findings: The
degrees of midfacial advancement at the base of nasal
bone that was osteotomized and at maxillary point A
was 8.3 mm and 8.5 mm, respectively. Conclusion: This
new method less invasively facilitates safe, secure,
and ideal nasomaxillary midfacial protraction to yield
a satisfactory resultant facial profile and favorable
occlusion in patients with severe midfacial-nose
hypoplasia and skeletal class III malocclusions.

2-D-5

Feasibilit y of an Unsintered
H yd rox ya pati te Pa r tic le s/Po lyL- L ac tid e Co m p osite Sh e et fo r
Navigation-Assisted Orbital Fracture
Reconstruction
1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Shimane University Faculty of Medicine, Izumo, Japan,
2
Maxillofacial Trauma Center, Shimane University
Hospital, Izumo, Shimane, Japan, 3Division of Oral and
Maxillofacial Surgery, Hamada Medical Center, Hamada,
Shimane, Japan, 4Division of Oral and Maxillofacial
Surgery, Oki Hospital, Oki, Shimane, Japan, 5Division
of Oral and Maxillofacial Surgery, Masuda Red Cross
Hospital, Masuda, Shimane, Japan

Takahiro Kanno1,2, Masaaki Karino1,2,
Aya Yoshino1,2, Takashi Koike1,3, Taichi Ide1,2,  
Hiroto Tatsumi1,4, Koji Tsunematsu1,5,
Hideki Yoshimatsu1,2, Joji Sekine1,2
The aim of this retrospective clinical study was to
evaluate the feasibility of newly developed uncalcined
and unsintered hydroxyapatite (u-HA) particles and
poly-L-lactide (PLLA; u-HA/PLLA) composite sheets
with tack fixation for intraoperative navigation-assisted
and computer-assisted orbital fracture reconstruction
suffering from relatively large orbital wall defects with
ophthalmological malfunction. Osteosynthetic bone
fixation and reconstruction systems made from u-HA/
PLLA composites have recently drawn attention for
effective application in maxillofacial reconstructive
surgery because of their bioactive, osteoconductive and
bioresorbable properties. Although one limitation of
these resorbable fixation systems in the clinical setting
was the complicated drill hole tapping, required for
screw fixation. In this regard, we have reported the
feasible application of a u-HA/PLLA sheet with the
tack fixation technique for intraoperative navigationassisted orbital wall reconstruction; this approach may
be suitable for fragile and anatomically complicated
periorbital-maxillofacial bony regions. The study
included 28 consecutive patients (19 Male, 9 Female,
mean age: 46.7 years) with medium to large and high
complexity orbital wall defects (3 type II defects,
17 type III, 8 type IV). The mean follow-up period
was 9.5 months (range, 6 to 24 months). Overall, the
application of this navigation-assisted and computerassisted u-HA/PLLA sheet with tack fixation gave
excellent stability for orbital wall reconstruction at the
infraorbital rim, and provided stable and satisfactory
ophthalmologic functional results with no intraoperative
or postoperative complications. This material may be
an optimal bioactive, osteoconductive, and bioresorbable
bone alternative for orbital wall reconstruction with
fewer complications in patients with orbital fractures.
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The use of bone scintigraphy in
the diagnosis of BRONJ:    Dynamic
analysis of technetium-99m HMDP
accumulation
1

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, The
Nippon Dental University School of Life Dentistry at
Niigata, 2Department of Life Science Dentistry, The
Nippon Dental University, 3Radiology, The Nippon
Dental University Niigata Hospital

comparison.【Methods】Forty patients who underwent
bone scintigraphy with 99mTc-labeled hydroxymethylene
diphosphonate ( 99mTc HMDP) for diagnosis of bone
disorders were entered into the study. The patients
were comprised of 6 BRONJ patients, 6 ORN patients,
and 28 mandibular OM patients; 90 normal control
subjects. The observed time-activity data for 99mTc in
regions of interest were fitted to a multi-compartment
model. K and λ ratios reflecting bone blood flow and
regional bone metabolism, respectively, were calculated.
The ratios of affected disease side to normal side were
obtained.【Results】The K-ratios (mean ± SD) were
1.25 ± 0.15 in BRONJ, 1.20 ± 0.19 in OM, 1.09 ± 0.11
in ORN, and 0.99 ± 0.04 in normal subjects. The λ
-ratios were 1.84 ± 0.45 in BRONJ, 2.37 ± 0.73 in OM,
1.52 ± 0.34 in ORN, and 1.03 ± 0.10 in normal subjects.
The K-ratio in BRONJ was significantly higher than
that in normal subjects, but did not differ from that in
OM. The λ-ratio in BRONJ was low compared with
OM, but increased compared with normal subjects.
There were similarities in both ratios between
BRONJ and ORN.【Conclusions】Dynamic analyses
using a multicompartment model may help towards
understanding and evaluation of bone disorders in

Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Saiseikai Yokohamashi Nanbu Hospital, 2Department
of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City
University Graduate School of Medicine

Noriaki Aoki1, Yasufumi Kosugi1, Masaki Iida1,
Hiromasa Endoh2, Junichi Baba2, Toshinori Iwai2,
Iwai Tohnai2
Purpose) The aim of this presentation is to show the
previously unreported case of refixed the mobilized
maxilla caused by fractured plate 18 months after
LeFort I osteotomy. Material and methods)A 43-yearold man visited our hospital with a chief complaint
of concave profile and malocclusion, following by
underwent LeFort I and BSSRO.Facial finding was
symmetric and concave profile.Intraoral finding
revealed overjet -8mm and overbite +5mm, showing
Class III molarization. It was diagnosed as Skeletal III
and Dental Class III with overclosure, severe anterior
cross bite, low mandible and short face.Intraoperatively,
the maxillary segments were rigidly fixed by 5 titanium
plates in the piriform margin and zygomatic buttress,
respectively, after the maxilla advanced 5 mm. They
were not filled with autogenous bone graft after LeFort
I osteotomy, following by confirmed immobilization
of the maxilla.However, mobility of the maxilla was
gradually found 18 months after LeFort I osteotomy.
We have performed to refix the mobilized maxilla
considering the maxillary segments. Results)One of
titanium plates in the piriform margin completely
fractured, although other titanium plates were not
loosened.Therefore, fractured plate was replaced by
new one. In addition, bone graft harvested from the
mandibular ramus was placed with the screws in gap
between maxillary segments.Conclusions)Autogenous
bone graft should be placed or the gap between
maxillary segments to prevent ununion maxillary
segments in orthognathic surgery.

BRONJ.
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analysis of dynamic bone scintigraphy to evaluate
bone disorders in BRONJ was employed. Osteomyelitis
(OM) and osteoradionecrosis (ORN) were analyzed for

1

月

【Objectives】Bone scintigraphy is reported to be useful
for detecting bisphosphonate-related osteonecrosis of
the jaw (BRONJ). In this clinical study, a mathematical

A case of refixed the mobilized
maxilla caused by fractured plate
after LeFort I osteotomy
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MRONJモデルラットを用いたMRONJ
へのTeriparatideの治療効果に関する研
究
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M1マクロファージ分化誘導モデルにお
けるビスフォスフォネートの影響

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野, 2九州
歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野, 2九州
歯科大学 口腔保健学科, 3九州歯科大学 生体機能学講座
口腔内科学分野

池田 浩之1, 吉賀 大午1, 鶴島 弘基2, 坂口 修2,
田中 純平2, 梶田 倫功1, 土生 学1, 笹栗 正明1, 吉岡 泉2,
冨永 和宏1

金子 純也1, 引地 尚子2, 吉賀 大午1, 土生 学1,
田中 純平3, 坂口 修3, 鶴島 弘基3, 笹栗 正明1, 吉岡 泉3,
冨永 和宏1

【目的】
薬剤関連顎骨壊死
（Medication Related Osteonecrosis
of the Jaws: MRONJ）が2003年にMarxらによって報告さ
れて以降，骨吸収抑制薬等の顎顔面領域に生じる合併
症として問題となっている．根治的な治療法は確立さ
れておらず，基本的には含嗽，局所洗浄,抗菌薬の投与

【背景と目的】今日, 薬剤関連性顎骨壊死/顎骨骨髄炎が
歯科臨床において問題となっており, 発症メカニズムの
解明が急務である.   われわれはin vivo の系においてビ
スフォスフォネート(BP) とlipopolysaccharide(LPS) で
骨壊死が誘発できることを報告しており, 発症にはBPと
炎症の存在が関与していると考えている.   炎症の誘導や

1

4

2-E-2

などの保存療法が長期にわたり行われている．近年,遺
伝子組み換えヒト副甲状腺ホルモンであるテリパラチ
ド(Teriparatide; TPTD)が骨粗鬆症治療薬として承認さ
れ た．2010年 に はTPTDに よ りstage3のMRONJの 病 的
骨折が治癒したとの報告が,The New England Journal
of Medicineに掲載され,その後も同様の症例報告が散見
されている．しかし,科学的根拠のある報告に乏しいた
め,われわれはMRONJモデルラットを作製し,MRONJへ
のTPTDの治療効果を検討した．
【材料および方法】生後
8週 の 雄 ラ ッ ト を 用 い て,Zoledronate(0.1 mg/ kg/体)を
週１回4週間皮下注射し,4週目に両側の下顎骨および大
腿骨に骨穿孔を行い,歯周病原菌であるフリーズドライ
し たAggregatibacter actinomycetemcomitansを 留 置 し
MRONJを誘導した．その後4週間TPTD皮下注射（3回/
週）
投与群と非投与群において,新生骨面積・壊死骨面積・
壊死骨周囲の破骨細胞数に着目し,比較検討した．
【結果】
TPTD投与群では非投与群と比較して,骨壊死面積の縮小
化と骨穿孔部の新生骨面積の増加を認めた．また,壊死骨
周囲における破骨細胞数の増加を認めた.【結論】臨床的
にMRONJへの治療効果の報告が散見されているTPTD
であるが,本研究により,MRONJにより形成された壊死骨
の吸収を促進し,骨穿孔部への新生骨の形成を促進するこ
とが分かった．

1

増悪にはM1マクロファージが関与することが報告され
ており, 今回, in vitroの系においてM1マクロファージ分
化誘導モデルを使用し, BPとLPSの関係について解析を
行った.【材料と方法】phorbol 12-myristate 13-acetate
(PMA) 処理により, ヒト単球様細胞株THP-1細胞をマク
ロファージ様細胞へ分化させた.   マクロファージ様細胞
をBPの一種であるゾレドロネート(Zol) で前刺激し, そ
の後大腸菌由来LPSを用いてM1マクロファージ分化を
誘導した.   サイトカイン等の遺伝子発現をreal-time RTPCRで, タンパク発現をELISAおよびWestern Blotting
で解析した.【結果】LPSで刺激したTHP-1細胞はM1マ
クロファージの分化マーカーとして知られている炎症性
サイトカインIL-1βの遺伝子およびタンパクを発現して
いた.  興味深いことに, Zolでの前刺激により, IL-1βの遺
伝子およびタンパクの発現はさらに上昇した.【考察】マ
クロファージ様細胞に分化誘導したTHP-1細胞において,
Zol前刺激により, LPS単独刺激と比較して, IL-1βの遺伝
子発現とタンパク発現の上昇が認められた.   以上より,
Zol + LPSは, M1マクロファージを介して炎症反応を増
強することが示唆された.   現在, 細胞内シグナルに関し
て検証を行っている.
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高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門
口腔外科学

口腔粘膜上皮細胞およびマクロファージ
のインフラマソームに及ぼす金属ナノ粒
子の影響

口腔粘膜細胞における核酸の細胞内導入
によるZAPの発現

加藤 大喜, 太田 耕司, 鳴瀬 貴子, 石田 陽子,
武知 正晃

笹部 衣里, 仙頭 慎哉, 北村 直也, 山本 哲也

ZAPL蛋白は定常状態での発現が認められたが，ZAPS
は発現が認められなかった。両細胞においてPoly(I:C)，
Poly(dA:dT)を 細 胞 内 導 入 す る こ と に よ っ てZAPL，
ZAPSの発現が増加した。ZAPLと比較してZAPSの著し
い増加が認められた。ZAPSのsiRNAによるノックダウ
ンはZAPLと比較して，Poly(I:C)，Poly(dA:dT)で誘導さ
れるIFN-β，CXCL10の発現を著しく減少させた。
【結論】
ZAPの2つのisoformはRNA，DNAウイルスの侵入に対
する口腔粘膜のウイルス防御応答に関与している可能性
が示唆された。
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28

日）

びTHP-1においてCaspase-1の活性化が生じるとともに、
濃度依存性にIL-1βの産生レベルが亢進した。金属ナノ
粒子処理により誘導されるIL-1βの産生亢進はCaspase-1
阻害剤であるAc-YVAD-cmk処理により抑制された。さ
らに、両金属ナノ粒子は増殖能には影響しなかったが、
10μg/mLの金ナノ粒子はアポトーシスを若干誘導した。
【考察】 以上より、金属ナノ粒子は口腔粘膜細胞および
マクロファージにおいてインフラマソームを活性化する
ことにより炎症を惹起し、OLPを含む炎症性口腔粘膜疾
患の病態形成に関与している可能性が示唆された。

time-PCR法，ウエスタンブロッティング法で検索した。
また，特異的siRNAを使用しZAPL，ZAPSをノックダウ
ンさせた際の，Poly(I:C)，Poly(dA:dT)で誘導されるIFNβ，CXCL10の発現をReal time-PCR法で検討した。
【結
果】両細胞とも細胞質内でのZAPの発現が認められた。

4

月

ノ粒子
（金、銀）
で処理し、Caspase-1の活性化をWestern
blot法、IL-1βの産生レベルをELISA法にて検討した。
これらとともに、増殖能をWST-1 assay、アポトーシス
をAnnexinV-PIによるフローサイトメトリー法にて検討
した。【結果】 金および銀ナノ粒子処理によりRT-7およ

口演
（

【目的】 口腔扁平苔癬（OLP）の病因は未だ明らかにさ 【 目 的 】 ポ リ（ADP-リ ボ ー ス ） ポ リ メ ラ ー ゼ の ス ー
れていないが、局所におけるサイトカイン産生の亢進に
パ ー フ ァ ミ リ ー の メ ン バ ー で あ るZAP（PARP-13/
基づく粘膜上皮細胞に対する過剰な免疫応答の可能性が
ZC3HAV1）は，近年，ウイルスに対する自然免疫応答
示唆されている。近年、外来性および内在性の危険分子
に関連していることが報告されている。一方，ZAPには
を認識してCaspase-1を活性化し、IL-1β、IL-18の分泌、 long isoform（ZAPL）とshort isoform（ZAPS）が存在す
さらには、細胞死を促す細胞質内タンパク質複合体であ
ることが報告されているが，口腔粘膜における発現，機
るインフラマソームの活性化が種々の炎症性疾患の発症
能については不明である。今回我々は，RNA，DNAの
および病態に関わることが明らかにされつつある。そこ
細胞内導入による口腔粘膜細胞におけるZAPの発現と機
で、本研究では口腔粘膜上皮細胞およびマクロファー
能について検討した。【材料および方法】不死化口腔粘膜
ジにおいて金属ナノ粒子がインフラマソームを活性化す
上皮細胞（RT7）および不死化歯肉線維芽細胞（GT1）にお
るかどうかを検討することとした。
【方法】 不死化正
けるZAPの細胞内局在は蛍光免疫染色を用いて解析し
常口腔粘膜上皮細胞RT-7およびPMAで処理してマクロ
た。mimic RNA，DNAである Poly(I:C)，Poly(dA:dT)を
ファージに分化させたヒト単球様細胞株THP-1を金属ナ
細胞内導入することによる，ZAPL，ZAPSの発現をReal

基礎
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エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 発 育 に お け るE､ Pcadherinお よ び α-cateninの 発 現 の 検
討
1

三叉神経中脳路核ニューロンの閾値周辺
にて活動するナトリウム電流の発達
近畿大学医学部附属病院歯科口腔外科

2

大阪歯科大学 歯学部 口腔外科学第一講座, 大阪歯科大
学 歯学部 口腔病理学講座

榎本 明史, 松永 和秀, 向井 隆雄, 内橋 隆行, 濱田 傑

成瀬 かおり1, 栗岡 香美1, 和唐 雅博2, 河野 多香子1,
松島 由紀1, 吉田 博昭1, 井関 富雄1, 森田 章介1
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【目的】エナメル上皮腫は歯原性外胚葉性間葉を伴わない
歯原性上皮からなる腫瘍で、侵襲性に発育し，組織学的
には濾胞型と叢状型に大別される。エナメル上皮腫の組
織学的多様性および生物学的性状を明らかにするため、
接着分子のE､ P-cadherinおよびα-cateninの発現を免疫
組織化学的方法で検索した。
【材料および方法】大阪歯科
大学附属病院で生検ならびに手術で摘出され、ホルマリ
ン固定後にパラフィン包埋したエナメル上皮腫45例を用
いた。通法に従い脱パラフィン後、クエン酸緩衝液中で
抗原の賦活を行った。次いで、抗EおよびP-cadherin抗
体、ならびに抗α-catenin抗体と反応させた。その後、
ペルオキシダーゼ標識抗マウス抗体反応させ、DABで発
色し検鏡した。
【結果】E､ P-cadherinおよびα-catenin
は､ 腫瘍胞巣の周辺細胞から内部の星芒状細胞の細胞
膜に発現がみられた。E-cadherinの発現の減弱が10例、
P-cadherinの 過 剰 発 現 が14例、 そ し て α-cateninの 発
現の減弱が5例みられた。
【結論】E-cadherinの減弱の
みられた部位は､ 細胞接着の低下が認められた。一方
､ P-cadherinの過剰発現のみられた部位は､ 細胞の増殖
している部位にみられた。また､ α-cateninの減弱のみ
られた部位では､ E-ｃadherinは発現しているが､ その
機能の異常が考えられる。これらの接着分子は､ エナメ
ル上皮腫の多彩な組織学的多様性に関与していることが
示唆される。

【緒言】三叉神経中脳路核ニューロンは三叉神経系におけ
る第一次知覚神経ニューロンであり、閉口筋内に存在す
るspindleや歯根膜レセプターからの信号を受け、閉口
筋や三叉神経系インターニューロンあるいは多種の脳幹
内神経核に神経シグナルを投射し、顎運動を形成するう
えで重要な働きを担っていることが知られている。この
ニューロンを脱分極させることで、リズミカルな神経活
動のバーストを誘発することが報告されているが、バー
スト形成に関して閾値周辺にて活動するナトリウム電
流（Resurgent sodium current（INaR）およびPersistent
sodium current（INaP））が主たる電流として機能してい
る。今回の研究にて、三叉神経中脳路核ニューロンにお
ける閾値周辺にて活動するナトリウム電流の発達を明ら
かにした。
【方法】実験には、SD系ラットの脳幹スライ
スを用いた。記録は Patch-clamp法（電流固定法および
電圧固定法）により行った。ラットを生後0-4日齢、5-9日
齢、10-14日齢の群にて分類し、閾値周辺にて活動するナ
トリウム電流（INaRおよびINaP）の大きさの発達を検討
した。【結果】電流誘発プロトコールにて誘発された閾値
周辺にて活動するナトリウム電流（INaRおよびINaP）の
単位面積あたりの大きさ（pA/pF）を計測した。結果はそ
れぞれ、INaRにおいて、pA/pF = -6.8 ± 3.9,（n = 9）
（0-4
日齢群）、pA/pF = -7.0 ± 2.4,（n = 8）（5-9日齢）、pA/
pF = -13.2 ± 5.3,（n = 12）（10-14日齢）であり、INaPに
おいて、pA/pF= -1.8 ± 1.1,（n = 8）（0-4日齢群）、pA/
pF = -2.2 ± 1.0,（n = 8）（5-9日齢）、pA/pF= -4.0 ± 1.9,
（n = 12））（10-14日齢）であった。INaRおよびINaPとも
に5-9日齢の群と10-14日齢の群の変化にて有意な差を認
めた。【結論】三叉神経中脳路核ニューロンのバーストの
形成に、ナトリウム電流の発達による変化が、神経活動
の変化に影響を与えていることが示された。
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三次元位置センサおよび小型三軸触覚セ
ンサを利用したブラッシング解析
東北大学病院 歯科衛生室, 2東北大学大学院 歯学研究科
口腔システム補綴学分野, 3東北大学病院 障害者歯科治療
部, 4岩手大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻
1

2

3

2,3

宍戸 敦子 , 塙 総司 , 猪狩 和子 , 佐々木 啓一 ,
佐々木 誠4

【目的】
顎顔面頭蓋の内軟骨性骨化が障害されると、顕著な形態
異常による顎変形症を伴うことがある。内軟骨性骨化は、
分化が進行した後に細胞死が起こり、そこに血管が侵入
して軟骨が骨に置換して終結する。以前に我々は、この
全過程で血管新生因子CCN family protein 2 (CCN2)が促
進的に働くことを報告した。一方で、軟骨組織は無血管
であるがゆえに血管新生抑制因子を含むとも言われてい
るが、血管新生抑制因子vasohibin-1 (VASH1)の軟骨にお
ける発現に関する報告はない。そこで本研究では、内軟
骨性骨化過程におけるVASH1の発現を解析するととも
に、CCN2との関連について解析した。
【方法】

軟骨細胞としてヒト軟骨細胞様細胞株HCS-2/8および
マウス軟骨前駆細胞株ATDC5細胞を用いた。VASH1、
ル）を測定した．計測項目は，ブラッシングの1ストロー
CCN2とsuperoxide dismutase 2 (SOD2)のmRNAの発現
クの距離，周期，歯ブラシをヘッド方向に動かした時と
は定量的RT-PCR法により解析した。
柄の方向に動かした時の三次元ブラッシング力とした．
【結果】
【結果】ブラッシング法は3名がスクラビング法，2名が横
ATDC5細胞を分化誘導培地で培養し、VASH1とCCN2
磨き，1名がフォーンズ法であった．1ストロークの距離
のmRNA発現を経日的に調べたところ、同様の発現パ
は中切歯では5.8-17.7 mm，第一大臼歯では6.9-14.9 mm
ターンで軟骨分化の進行に伴って上昇した。
と被験者間でばらつきが認められた．周期は，中切歯お
HCS-2/8細胞でCCN2の発現をsiRNAでノックダウンし
よび大臼歯ともに0.22秒であり，歯種間に差はなかった．
たところ、VASH1 mRNAの発現が低下した。
ヘッド方向に押し出す力と引く力は，中切歯では全ての
ヒトVASH1発現ベクターを導入してVASH1を過剰発現
被験者がほぼ等しかったが，第一大臼歯では6名中5名の
させたHCS-2/8細胞では、CCN2 mRNAの発現に大きな
被験者が引く力の方が大きい値を示した．押し出す力と
変動は認められなかったが、SOD2 mRNAの発現が増加
引く力は，歯種にかかわらず歯科専門職よりも一般被験
した。
者の方が大きかった．歯ブラシを歯面に押し付ける力は，
【結論】
歯種にかかわらず，スクラビング法よりもフォーンズ法，
軟 骨 細 胞 に お い てVASH1は、CCN2の 下 流 に 位 置 し、
横磨きを行った被験者の方が大きい傾向であった．
【結
SOD2の上流に位置することが示された。CCN2-VASH1
論】
本システムを用いることにより，被験者個々のブラッ
により誘導されたSOD2は、ROSのレベルが上昇するの
シングを客観的に把握しうることが示された．
を抑制し、軟骨細胞分化の最終段階である細胞死を分化
終末期まで防いでいる可能性が推測された。
なお、本研究は岡山大学歯学部先端領域研究センター
青山絵理子助教、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口
腔生化学分野 久保田 聡教授、東北大学加齢医学研究所
腫瘍循環研究分野 佐藤靖史教授との共同研究である。
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いる方法でブラッシングさせ，その際の歯ブラシの動き
とブラッシング力（ヘッド部に作用した三次元力ベクト

村瀬 友里香1,2, 滝川 正春2, 佐々木 朗1

月

る．本研究では，ブラッシングを客観的に評価するため
の計測システムを確立させることを目的とした．【材料
および方法】歯ブラシのヘッド部に小型三軸力覚センサ2
個を設置し，磁気式三次元位置センサを歯ブラシ柄に設
置した計測システムを開発した．被験者には歯科専門職
4名と一般被験者2名を用い，標準歯列の顎模型の上顎左
側中切歯と上顎左側第一大臼歯の唇側を常習的に行って

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学
分野, 2岡山大学 歯学部 先端領域研究センター

口演
（

【目的】プラークを除去するためには，適切なブラッシン
グ技術の習得が必要である．しかし，適切なブラッシン
グ法は未だ不明であるため，その技術の習得，患者への
指導が適切に行えているか否かの評価も困難となってい

血管新生因子CCN2と血管新生抑制因子
VASH1の内軟骨性骨化における役割

2-E-9

2-E-10

1

1

ヒト歯髄幹細胞を用いた微細血管網と神
経組織を含む3次元骨組織の再生

Cowden症候群特異的iPS細胞の樹立研
究

日本歯科大学 新潟生命歯学研究科 顎口腔全身関連治療
学専攻, 2日本歯科大学 生命歯学部 NDU生命科学講座, 3
日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座, 4日本歯
科大学 新潟生命歯学部 先端研究センター 再生医療学
1,2,3

渡邊 美穂

口演
（
月

4

日）

28

2

2

広島大学広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命
科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学, 2広島大学病院  
顎・口腔外科

大林 史誠1, 濱田 充子2, 中峠 洋隆2, 赤木 恵理2,
林 靖也1, 山崎 佐知子2, 神田 拓2, 虎谷 茂昭1,
岡本 哲治1,2

1,3,4

, 大山 晃弘 , 石川 博 , 田中 彰

【目的】口腔顎顔面領域における骨組織欠損・骨萎縮は、
加齢をはじめ良性・悪性腫瘍や外傷、薬剤関連顎骨壊死、 【目的】Cowden症候群 (CS) は口腔及び消化管の多発性
骨髄炎などさまざまな原因で生じ、主として自家骨移植
腫瘤や皮膚病変を主症状とし,高頻度に乳がんや甲状腺
による再建が行われている。しかし、採取できる骨量の
がんを発症する常染色体優性遺伝性疾患であり、がん抑
制限や二次的な外科侵襲等の問題も抱えている。また、 制遺伝子Pten (phosphatase and tensin homolog deleted
広範囲の下顎骨欠損では下歯槽神経の損傷が不回避な
on chromosome 10) の変異が関与していると考えられて
ことが多く、術後の口唇や歯肉の知覚麻痺により患者の
いる。本研究ではCS患者由来末梢血リンパ球 (CS-PBMC)
QOLは低下する。そこで新たな再建方法の開発を目的と
よりCS-iPSCを樹立し、疾患研究を行った。
【方法】CSし、ヒト歯髄幹細胞を用いてin vitroで微細血管網および
PBMCから無血清・無フィーダー細胞培養条件でセン
神経組織を含む緻密骨、海綿骨一体の３次元骨組織の再
ダイウィルスベクター SeVdpを用いてCS-iPSCを樹立
生を行ったので報告する。
【材料および方法】ヒト歯髄初
した。CS-iPSCにおけるPten遺伝子及び各種未分化マー
代培養細胞から幹細胞と血管内皮細胞を分離した。分離
した幹細胞は７０％ confluentで骨分化誘導ならびに神

カーの発現量をdroplet digital PCR (ddPCR) 法で、ま

経分化誘導をかけ骨芽細胞と神経系細胞を獲得した。骨
芽細胞、神経系細胞、血管内皮細胞をそれぞれアテロコ
ラーゲンビーズ表面に付着させた細胞ビーズを作製後、
鋳型に入れて海綿骨層を作製した。さらに骨芽細胞を
シート化しその上に末梢血とVEGFを含有させた血管内
皮細胞ビーズを播種することで微細血管網が形成された
状態の物をサンドイッチ状に数枚重ね緻密骨層を作製し
た。この海綿骨層と緻密骨層を重ね1カ月間還流培養を
行い緻密骨、海綿骨一体の骨組織を形成しμ-CT、HE染
色、
免疫染色等で評価を行った。
【結果】
μ-CTにて緻密骨、
海綿骨一体の３次元的骨組織を確認した。また、
HE染色、
免疫染色にて骨組織内にハヴァース管や血管様構造、神
経様組織を認めた。また、破骨細胞様細胞も認められin
vitroで骨のリモデリングも可能になったと考えている。
【結論】ヒト歯髄幹細胞を用いて微細血管網および神経組
織を含む３次元的骨組織の再生に成功した。今後は強度

たPTEN、リン酸化PTEN (pPTEN)及びリン酸化AKT
(pAKT)の発現をwestern blot法にて解析した。【結果】
CS-iPSCの誘導効率は0.24%を示し、健常人由来iPSCの
それ (0.05%) と比較して有意に高値を示した。CS-iPSC
は各種未分化マーカーを発現し、in vitroでの胚様体形
成及び in vivoでのテラトーマ形成にて３胚葉への分化
多能性を有していた。CS-iPSCにおけるPten mRNA及
びPTEN蛋白の発現量は、健常人由来iPSCのそれらと
比較して約1/2に低下し、pAKTの発現上昇が認められ
た。CS-iPSCでは、Pten遺伝子のexon 8の同一アレル内
にc.1020delT及びc.1027G＞Aを認め、これら変異に起因
するsplicing 異常によりPTEN蛋白のハプロ不全が生じ
ることで本症候群が発症していると考えられた。【結論】
フィーダーフリー・無血清培養条件でCS-iPSCの樹立に
成功した。CS-iPSCを用いることで、本疾患のさらなる
病態解明や治療法の開発研究に寄与すると考えられた。

解析や骨欠損モデル動物への移植による再生骨の組織へ
の生着、機能回復の評価、生着に不利な条件を有する移
植床における再生骨の生着評価等を行う。
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基礎

その他３

10:10〜11:00
座長：槻木 恵一・本田 雅規

2-E-11

2-E-12

1

金沢医科大学 顎口腔外科学

サケDNAスカフォールドはリン酸輸送
体の活性を介して骨形成を促進する
福岡歯科大学 顎顔面口腔外科学, 2福岡歯科大学 再生医
学研究センター

勝俣 由里1,2, 鍛治屋 浩2, 首藤 俊一1, 池崎 晶二郎1,
田中 文恵1, 永嶌 勝之1, 永沼 香織1, 見立 英史1,
米津 博文1, 泉 喜和子1, 平木 昭光1, 池邉 哲郎1

【諸言】スフィンゴミエリン(SM)は細胞膜の重要な構成
成分であり、脂質マイクロドメインと呼ばれるコレステ
ロールに富む領域を形成している。脂質マイクロドメ
インには増殖因子受容体や細胞内シグナル伝達分子など
が局在し、様々な細胞生理活性に関与している。SMの

野生型に比べて体格的に小柄で、原因不詳であるが生後
半年以内にほとんどのマウスは死亡した。一方、SMS2

ノックアウトマウスは骨格的な異常はみられず、生存率
も野生型マウスと差異はなかった。そのためSMS1が骨
格形成に重要な役割を果たしていると考え、骨芽細胞特
中のリン酸濃度が増加することが明らかとなった。また、 異的SMS1ノックアウトマウスを作製して骨芽細胞分化
DNA添加によりNaPi（SLC20A1、SLC34A2）の発現が （石灰化）におけるSMS1の機能解析を行った。【方法およ
増 加 し た。In vivo:マ ウ ス 頭 蓋 骨 欠 損 部 で のDNAス カ
び成績】SMS2-/-をバックグランドに、骨芽細胞特異的に
フォールド埋入により新生骨形成が有意に増加した。考
SMS1がノックアウトされたSP7-Cre;SMS1flo/flo,SMS2-/-マ
察:DNAは経日的に分解されリン酸を徐々に放出しNaPi
ウスを作製して解析を行った。SP7-Cre;SMS1flo/flo,SMS2-/の発現が増加したが、プロタミン添加では有意な変化は
認められなかった。DNAは経日的に分解され、培養液

の発現増加により骨分化関連分子の発現が増加すること
が明らかになった。また加齢マウスにおいてもDNAス
カフォールドにより骨形成が促進された。以上の結果よ
り、DNAスカフォールドによる骨形成促進のメカニズ
ムの一つとしてDNA分解により骨芽細胞周囲のリン酸
濃度が増加しNaPiの発現が増加することで骨形成が促
進されると考えられた。結論:サケ白子由来のDNAスカ
フォールドは骨芽細胞のNaPiの発現や活性を介して新生
骨形成を促進するスカフォールドとして有用である。

マウスは野生型やSMS1flo/flo,SMS2-/-マウスと比較して体
が小さく、成長障害が認められた。また骨の組織形態解
析を行ったところ骨密度が低下した骨粗鬆症様の病態を
示していた。そのメカニズムを解析するために、RosaCreER,SMS1flo/flo,SMS2-/-マウス頭蓋骨から採取した骨芽
細胞を4-hydroxy tamoxifen (4-OHT)で処理を行うこと
で、in vitro においてSMS1をノックアウトさせる系を用
いて骨芽細胞の分化について解析を行った。その結果、
骨芽細胞のSMS1がノックアウトされると、骨芽細胞の
分化が抑制されることを確認した。
【結論】SMS1が骨芽
細胞の分化に関与していることが示唆された。
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合成を触媒するスフィンゴミエリン合成酵素(SMS)には
SMS1とSMS2があるが、それぞれの生理的な機能につ
いては十分に解明されていない。SMSが骨芽細胞の石灰
化領域や骨細胞に発現することから、骨格形成における
SMSの機能を解析する目的でSMS1およびSMS2ノック
アウトマウスを作製した。SMS1ノックアウトマウスは

月

た。材料および方法:In vitro:MC3T3-E1細胞を用いて骨
分化誘導培地(control) 及びDNAを添加した条件下で、骨
分化関連分子及びNa依存性リン酸輸送体 (NaPi)の発現変
化について、また培養液中のリン酸濃度の変化について
検討した。In vivo:加齢マウスを用いて頭蓋骨欠損部に
DNAスカフォールドを埋入し、新生骨形成について検
討した。結果:In vitro: DNA添加により骨分化関連分子

松本 剛一, 木下 靭彦

口演
（

研究目的:我々は新規スカフォールドとしてサケ白子
DNAを用いたDNA/プロタミンスカフォールドを作製
し、骨再生を促進することを報告した。このスカフォー
ルドの主成分の骨形成促進効果の機序について検討し

スフィンゴミエリン合成酵素による骨芽
細胞の分化制御に関する研究

2-E-13

2-E-14

九州歯科大学 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外科

1

Activin-Aによる破骨細胞分化誘導機構
の解明

胎仔マウス顎下腺の分枝形態形成におけ
るintegrin β1 subunitの役割
朝日大 歯 口腔外科, 2福井赤十字病院 歯科口腔外科, 3朝
日大 歯 歯科薬理

梶田 倫功, 三次 翔, 土生 学, 笹栗 正明, 冨永 和宏

口演
（
月

4

日）

28

足立 圭亮1, 山田 和人2, 村松 泰徳1, 住友 伸一郎1,
柏俣 正典3

【目的】これまでの研究で、TGF-βファミリーに属する
成長因子であるActivin-Aが破骨細胞前駆細胞に作用し、
破骨細胞形成を制御す ることを示されているが、そ 【目的】胎生期の唾液腺は上皮組織と間葉組織で構成され
ており、発達に伴い上皮が形態変化することで器官形成
の詳細な分子メカニズムは解明されていない。そこで
が進行する。胎生期マウスの唾液腺は無血清倍地に浮か
in vitroの破骨細胞誘導系に対してActivin-Aを作用 さ
べたポリカーボネート膜に静置することで器官培養を行
せ、その修飾メカニズムについて遺伝子およびタンパ
うことができ、培養中の唾液腺は生体内と同様に器官形
クレベルの解析を行った。
【方法】マウスの骨髄由来の
破骨細胞前駆細胞を破骨細胞分化因子（RANKL）および
Activin-A存在／非存在下に一定期間培養後の細 胞に
対して、TRAP染色およびアクチンリング染色を行い、
破骨細胞の形成と成熟を評価した。さらに、同様の培養
をリン酸カルシウ ム被覆プレート上で行い、吸収窩数
を計測し、骨吸収活性の指標とした。また、細胞内シグ
ナル分子の活性化をWestern blotting法 にて検証した。
また、マウスの破骨細胞前駆細胞であるRAW264.7cell
を用いて上記と同様の実験を行った。
【結果】TRAP染
色、アクチンリング染色を行った結果、Activin-A存在
下 に お い てRANKLに 誘 導 さ れ るTRAP陽 性 の 破 骨 細
胞の形成数 および成熟度の亢進が観察された。Realtime RT-PCR解 析 の 結 果、RANKLに よ る NFATc1 、
MMP9
Cathepsin-K 、 Oc-STAMP の 発 現 誘 導 が
Activin-A併用群で増強していた。また、NFATc1 につ
いては Activin-A併用群による発現誘導がタンパクレ
ベルでも検出された。
【結論】Activin-Aは破骨細胞前駆
細胞に作用してRANKL誘導下の破骨細胞形成を正に制
御することが示された。今後、Activin-Aによ る破骨
細胞修飾能への関与が強く疑われる分子については、詳
細なメカニズムの解析を行っていく予定である。

成が進行して導管系が構築される。これらの現象は分枝
形態形成と呼ばれる。分枝形態形成は器官を構成してい
る上皮と間葉の相互作用で制御されていると考えられて
おり、これらの制御因子には細胞成長因子や細胞接着因
子などが関わっていると報告されている。本研究では、
分枝形態形成における細胞接着因子の１つであるインテ
グリン、特にβ1 サブユニットの役割を明らかにするた
めに詳細な検討を行った。【方法】胎生13日ICR系マウス
から顎下腺原基を採取し、インテグリン β1中和抗体(1.5
μg/ml)を添加したDMEM/F12無血清培地に浮かべたポ
リカーボネート膜上で器官培養を行い、中和抗体で抑制
される分枝形態形成について調べた。また、β1中和抗
体の上皮への直接的な作用を確認するために、間葉を除

いた上皮のみをマトリゲル中で三次元培養を行い、分枝
形態形成に対する効果を確認した。さらに、主要なイン
テグリンファミリーの経時的な発現量の変化についても
リアルタイムRT-PCRを用いて解析を行った。 インテ
グリンが関与している経路、ERK1/2、PLCγ1、AKT、
PI3Kのリン酸化状態についてイムノブロット法によっ
て解析した。【成績】Integrin β1 のmRNAは顎下腺発生
の初期(E13と14)に高い発現量を示した。Integrin β1の
中和抗体は顎下腺の分枝形態形成を有意に抑制し、さら
にEGFによるcleft formationを有意に抑制した。しかし、
FGF10によるstalk elongationの抑制は認められなかっ
た。
【結論】Integrin β1はマウス顎下腺分枝形態形成に
関与し、特にEGFによるcleft formationに重要な役割を
果たしていることが示唆された。
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症例報告

14:20〜15:00

良性腫瘍１

座長：小林 正治・大木 秀郎

2-E-15

2-E-16

モルモット扁桃体の電気刺激で顎運動を
誘発する部位と顎運動の特性

舌根部に発生した巨大血管腫の1治験例
信州大学 医学部 口腔外科学教室
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目的とした。【材料および方法】 全身麻酔下で、雄性モ
ルモットに咬筋と顎二腹筋前腹の筋電図記録電極および
顎運動記録のためLEDを下顎切歯に装着した。脳定位固
定装置に頭部を固定し、長時間連続電気刺激（以下LT刺
激; パルス持続時間：200μsec，周波数：30Hz，刺激数：
180発，刺激強度：50μA）を与えた。刺激終了後、組織
標本を作製し顕微鏡下で刺激部位を同定した。誘発した
顎運動の垂直運動、側方運動、開閉口サイクルを定量化
して顎運動を解析した。
【結果】 扁桃体の内側核、基底
核、皮質核を含む腹側領域へのLT刺激によって、持続
的な開口運動とリズミカルな単純開閉口運動、刺激と同
側への側方運動を伴うリズミカルな開閉口運動を誘発し
た。そのうち、リズミカルな顎運動の誘発部位は主に皮
質核に分布した。下顎の運動範囲は、持続的な単純開口
運動に比べて、リズミカル顎運動の方が有意に大きかっ
た。側方運動を伴うリズミカルな開閉口運動はリズミカ
ルな単純開閉口運動に比べて、開閉口量と側方運動量が
有意に大きかった。しかし、開閉口サイクルの平均持続
時間と安定性に有意な差を認めなかった。
【結論】 モル
モット扁桃体の腹側領域は顎運動に関与するが、特に皮
質核はリズミカルな顎運動調節機構を駆動する可能性が
示唆された。

赤色、表面やや不正、弾性軟の腫瘍を認めた。
【処置お
よび経過】まず、塞栓療法を考慮し当院脳神経外科対診
したが、流入動脈が多く、正常舌壊死の可能性もあるた
め不可能と診断された。その後、妊娠・出産などあった
ため経過観察継続していたが、緩徐増大と若干の出血を
認めていた。当院形成外科においても硬化療法を検討し
たが血洞腔少なく不可能と判断された。血流は遅く切除
可能と判断し、2015年5月切除術を施行した。気管切開
および外頸動脈結紮の準備をして、腫瘍表面の上皮を剥
離後、直下の腫瘍の切除を試みたが、皮膜はなく腫瘍の
境界は不明瞭で可能な限りの切除となったが、術中に大
量出血は認めなかった。術後の経過は良好で、嚥下障害
など認めなかった。切除20か月後の現在、再増殖や出血
など認めず経過良好である。【考察】切除、塞栓、硬化療
法により術中・術後の合併症および術後の機能障害が危
惧されたことから治療に躊躇した症例であったが、部位
が舌根部であり食物や炎症などによる致死的な出血も考
えられたことから、治療に踏み切った。幸い血流が遅かっ
たこともあり、今回の様な切除が可能であった。
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扁桃体への電気刺激によって顎運動を誘発できる部位の
分布様式と、顎運動パターンの関係を明かにすることを

巨大血管腫に対し手術療法を選択し、術後患者のQOL
を低下させずに経過良好な1例を経験したので報告する。
【症例】患者は31歳女性、舌の腫脹を主訴とし来院した。
2012年4月頃より舌の腫脹を自覚し増大傾向を示したた
め、同年12月に当科初診した。【現症】顔面および皮膚に
は異常なく、右側舌根部に約40×35mm大の類円形、暗

月

【目的】 大脳辺縁系に分類される扁桃体への電気刺激に
よって、顎運動を誘発できることが報告されている。し
かし、顎運動の誘発部位の局在と誘発した顎運動パター
ンとの関係は未だ不明である。本研究では、モルモット
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【緒言】血管腫は毛細管や細静脈のような血管組織からな
る腫瘍であり、口腔は好発部位の1つでもある。舌、口唇、
歯肉、頬粘膜に好発するとされており、その治療には外
科的切除、梱包療法、レーザー治療、硬化療法、塞栓療
法などがある。今回われわれは、右側舌根部に存在した
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長期経過を有する顎下部脂肪腫の１例
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【目的】脂肪腫は中胚葉由来の良性腫瘍であり，全身性に
生じうる。顎下部の脂肪腫の報告は散見されるが，長期
経過症例の報告は少ない。今回われわれは，顎下部に発
生し，長期経過を有した脂肪腫の１例を経験したので，
その概要と文献的考察を報告する。
【症例】73歳の男性。2002年ごろ左側顎下部の無痛性腫
脹を主訴に近くの総合病院歯科を受診。MRI検査を受け，
ラヌーラの診断で経過観察となっていた。腫脹はそのま
ま残存し，2016年初旬から徐々に同部の増大を自覚し
たため，同年6月当科受診。初診時，左側顎下部に 7×
5 cm，弾性軟の腫瘤を認めた。偽波動を触知したが，自
発痛，圧痛は認めなかった。病変について，前医のMRI
はT1およびT2強調画像で高信号を示し，当院のMRIも
T1およびT2強調画像で高信号を示し，かつSTIRで信号
が著明に抑制されることから，前医と当院ともに脂肪腫
と考えられた。脂肪肉腫と鑑別が困難であることや，長
期経過による悪性転化も危惧されたため，生検を施行し，
脂肪腫の診断を得た。同年10月に全身麻酔下に腫瘍摘出
術を施行した。顔面神経下顎縁枝の一部は腫瘍内に存在
し，神経刺激装置にて慎重に保存につとめた。また一部
では，既存の脂肪組織と脂肪腫とが癒着しており，剥離
がやや困難であった。切除物は25gで，弾性やや軟の黄
色の脂肪様組織であった。現在まで再発は認めていない。
【考察】顎下部脂肪腫の症例報告は34例を渉猟しえた。そ
のうち，病悩期間は１年以内が6例，10年以上が9例であっ
た。画像検査ではCT，MRIは病変の広がりおよび内部
性状の把握に有用であった。脂肪腫は脂肪肉腫との鑑別
が術前では困難である。また中咽頭，肝腎血管，胸壁，
手に生じた脂肪腫においては，悪性転化した報告があり，
長期にわたる局所再発を繰り返す中で，悪性転化してい
た。以上より，長期経過した脂肪腫については，悪性の
可能性および周囲組織との癒着を念頭においた配慮が必
要である。

緒言：アミロイドーシスは線維構造を持つ特異的なタン
パクであるアミロイドが各臓器に沈着し機能障害を起こ
す疾患であり、口腔領域での発症は舌、口唇などに認め
られる。今回､ われわれは頬粘膜に発症した限局性アミ
ロイドーシスの１例を経験したのでその概要を報告す
る。 症例：59歳、男性。2016年５月に近歯科医院にて
右側頬粘膜の腫瘤性病変を指摘され、精査加療目的に当
科紹介となった。顔貌は左右対称で、顔面皮膚に発赤・
腫脹は認めなかった。右側頬粘膜に2.6mm×1.5mmの弾
性軟で可動性のある、表面平滑な腫瘤性病変を認めた。
疼痛は認めなかった。造影MRI検査のT1、T2強調像に
おいて右側頬粘膜に長径20mm程度の高信号領域あり。
DWIにて高値、ADCにて低値を示した。エコー検査に
おいては周囲に一層の皮膜を認めた。 処置および経過：
比較的小さな腫瘤で検査所見から良性腫瘍が最も疑われ
たため2016年6月、全身麻酔下にて全摘生検術を施行し
た。腫瘤は周囲組織から容易に剥離され摘出でき、割
面は黄白色で内容物の流出や石灰化物などは認めなかっ
た。また、流入血管や神経の存在も認めなかった。病理
組織学検査においてアミロイドーシスの診断が下ったた
め、全身精査目的に当院膠原病内科に依頼した。免疫染
色の結果Aγ抗体のみ特異的に染色され限局性口腔AL
アミロイドーシスγ型と診断された。 考察：アミロイ
ドーシスは全身臓器にアミロイドが沈着する全身性アミ
ロイドーシスと特定の臓器に限局して沈着する限局性ア
ミロイドーシスに大別される。本症例は限局性結節性ア
ミロイドーシスに属するが、口腔内に限局して沈着する
アミロイドーシスは比較的まれであるため、術前の画像
検査による診断は困難であった。本症例のように口腔内
に腫瘤を形成した限局性アミロイドーシスでは外科的切
除が有効と考えられる。術後7か月経つ現在も腫瘍の再
発は認められてはいないが、定期的な全身的経過観察は
必要と考える。
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下顎枝に発生した骨内脂肪腫の1症例
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【目的】骨内脂肪腫は骨内に発生する良性腫瘍であり、そ
の発生率は骨内腫瘍の0.1％以下と報告されている。顎骨
内に生じる骨内脂肪腫の報告は少なく、その発生頻度は
まれである。今回われわれは、下顎枝に発生した骨内脂
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多数歯の根吸収を伴った腺腫様歯原性腫
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ら左下6まで全ての歯で根吸収を認めた。病変はCTにて
長径約60mmに及び，内部には小石灰化像を認め，一部
で皮質骨の吸収も認めた。MRIでは病変内部はT2強調画
像で高信号，不整な壁肥厚を認めた。【臨床診断】左側下
顎骨腫瘍の疑い。【処置および経過】2012年12月に局所
麻酔下に生検を施行し，AOTが疑われた。2013年2月に
全身麻酔下に下顎腫瘍切除術・埋伏歯抜去術および右下
2から左下5の抜去術，左下6近心根の分割抜去術を施行
した。術後，一過性に左側オトガイ神経領域の知覚異常
を認めたが，術後4か月時点で消失し，現在まで再発を
認めず経過良好である。
【病理組織学的診断】AOT【考察】
AOTは通常，発育は緩慢であり，隣在歯を移動させる
が歯根吸収はまれである。また病理組織学的にもAOT
特異的な病態は不明な点が多い。われわれは腫瘍増殖を
示すAOTの1例を経験したので，病理組織学的検討も含
めて報告する。
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発生したため、骨内脂肪腫との診断となった。
【結論】今
回われわれは、顎骨内に発生した骨内脂肪腫の1例を経
験したのでその概要を報告する。

パノラマX線写真では同部にX線透過性病変を認め，内
部には左下3と思われる埋伏歯を認めた。また，右下2か

4

月

ため、全身麻酔下で生検を行った。右下顎枝の骨内病変
と接している皮質骨は菲薄していた。外側皮質骨を下顎
枝前縁から除去し、黄色の弾性軟の病変を確認し、骨内
から摘出、掻爬した。摘出病変の病理組織検査にて成熟
脂肪細胞を認め、脂肪腫との確定診断を得た。顎骨内に

口演
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【 緒 言 】 腺 腫 様 歯 原 性 腫 瘍（adenomatoid odontogenic
tumor：以下AOT）は腺管様構造の形成を特徴とするま
肪腫の1例を経験したので、その概要を報告する。【症例】 れな歯原性腫瘍である。今回われわれは，多数歯の根吸
収を伴ったAOTの1例を経験したので報告する。
【症例】
患者54歳女性。咬合不全を主訴に矯正歯科医院を受診し
20歳，男性。2012年2月ごろより左側下顎部の腫脹を自
た。治療前の検査のために撮影されたCT画像にて右下
覚し，近医歯科を受診。精査・加療目的にて同年12月に
顎枝に境界明瞭な透過像を認めた。精査治療目的で当科
当科を紹介され受診。【現症】オトガイ部から左側下顎部
紹介受診となった。CT画像で右下顎枝後縁よりやや前
にかけて口腔外から確認できる下顎骨の膨隆を認め，腫
方に境界明瞭な単房性の透過像を示し、また外側皮質骨
脹は歯槽骨に及んでいた。右下3部から左下6部にかけて
は一部吸収されていた。その他、特記事項は認めなかっ
羊皮紙様感を認め，右下3から左下2，左下C，左下4から
た。骨シンチ、ガリウムシンチ画像にて右下顎枝病変に
左下6まですべて電気歯髄反応陽性であった。
【画像所見】
集積は認めなかった。下顎枝骨内病変の確定診断を得る

2-E-21

2-E-22

下顎臼歯部から下顎枝にかけて生じたエ
ナメル上皮線維歯牙腫の1例
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【目的】疣贅性黄色腫は1971年Shaferによって最初に報告,
命名された非腫瘍性病変で,臨床的には乳頭状ないしは,
【緒言】エナメル上皮線維歯牙腫は、歯原性上皮と歯原性
疣贅状の増殖を示す外観と,病理組織学的には上皮脚間の
外胚葉性間葉組織の両者の増殖からなり、エナメル質、 結合組織に認められる泡沫細胞を特徴としている. 口腔
象牙質の形成を伴う比較的稀な歯原性腫瘍である。若年
領域では主に歯肉,歯槽粘膜に好発する.今回われわれは,
者に多く見られ、好発部位は下顎臼歯部である。今回、 きわめてまれな上唇に発生した疣贅型黄色腫の1例を経
我々は下顎臼歯部から下顎切痕にかけて生じた、大きな
エナメル上皮線維歯牙腫の1例を経験したので、若干の
文献的考察を踏まえて報告する。
【症例】患者は14歳、女性で、既往歴は特記事項なし。
2016年2月16日初診。
主訴：左の頬が腫れている。
現病歴：2016年2月11日頃、偶然に手が左頬を触れた時、

験したので,若干の文献的検討を加えて報告する.【症例】
76歳,女性.【既往歴】高血圧症. C型肝炎.骨粗鬆症.【現病歴】
約１年前に右側上唇に腫瘤を自覚するも,症状がないため
放置していた.しかし, １か月前頃より増大傾向を示した
ため歯科受診.精査依頼にて平成26年1月に当科紹介来院

腫脹を自覚。それまでは自覚症状は認めていなかった。
近歯科医院を受診し、パノラマにて左下顎臼歯部から下

囲に硬結はみられなかった.【臨床診断】上唇良性腫瘍【処
置および経過】同年2月に局所麻酔下にて周囲組織を一部
含めて切除生検を施行した.創部は一次縫縮した.術後の
経過は良好で,術後3年を経過するが,再発症状はみられな
い.【病理組織学的所見】上皮は軽度に乳頭状増殖し、上

顎枝および下顎切痕にかけての透過像および内部の不透
過像を認めたため、精査、加療目的に当科を紹介され来
院。2月16日初診となった。
全身所見：体格は中等度、栄養状態は良好。
口腔外所見：顔色は良好。左頬部に膨隆を触知し、オト
ガイ部の知覚鈍麻は認めなかった。
口腔内所見：左下顎臼歯部頬側に骨の膨隆を触知し、羊
皮紙音は認めなかった。左下７はやや舌側に傾斜し、動
揺は認めなかった。
血液検査：異常所見なし。
画像所見：左下顎臼歯部から下顎切痕にかけて境界明瞭
な多房性の透過像を認め、内部に歯牙様の不透過像を認
めた。左下７はナイフエッジ状の歯根吸収を認めた。
臨床診断：左下顎腫瘍
【処置および経過】2016年4月27日に全身麻酔下で左下7
抜歯術および腫瘍摘出術施行。
手術所見：左下顎臼歯部頬側から下顎枝にかけての骨は
菲薄化しており、内部に肉芽様組織と歯牙様の硬組織が
混在していた。
病理組織所見：濾胞上皮と周囲の線維芽細胞が増生し、
内部に複雑性歯牙腫の組織像も混在していた。
病理組織学的診断：エナメル上皮歯牙線維腫。術後1年
が経過した現在、再発無く経過は良好である。

した.【現症】右側上唇に8mm×7mmの境界明瞭,表面や
や粗造な帯黄色の腫瘤を認めた.硬さは弾性やや硬で,周

皮脚間にはリンパ球の浸潤に混じって泡沫状のclear cell
の著明な増生がみられた.免疫組織化学的にはCD68, PAS
に陽性を示し,S-100に陰性であった.【病理組織学的診断】
疣贅性黄色腫.【考察】疣贅性黄色腫の発生部位は,歯肉歯
槽粘膜が多く,口唇粘膜発生例はまれである.そして,その
ほとんどが下唇であり,上唇はきわめてまれである.自験
例は術後3年を経過し,再発症状なく経過良好であるが,再
発症例や扁平上皮癌との関連を示唆する症例もあるため,
十分な経過観察が必要である.
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口 蓋 に 巨 大 な神経線維腫を生じたvon
Recklinghausen病の1例

2-E-24

軟口蓋部に発生したsialolipomaの1例

飯田市立病院 歯科口腔外科

医療法人社団高邦会高木病院歯科口腔外科, 2久留米大学
医学部歯科口腔医療センター

小田切 宏樹, 峯村 俊一, 冨岡 大寛, 西村 允宏,
高柳 範行

中村 守厳1,2, 武井 雄介2, 久篠 奈苗1,2, 古場 朗洋2,
武富 孝治1,2, 楠川 仁悟2

本所見は，一層の薄い結合組織の被膜で覆われた結節性
の病変であり，結節内は成熟した脂肪組織と唾液腺組織

カフェ・オ・レ斑，前額部には再発した巨大皮膚腫瘤を
が混在し構成されていた．脂肪組織は結節内のおよそ
認めた．左硬口蓋に直径約40mm大，弾性軟，表面平滑
50％を占めており，上皮細胞や脂肪細胞に異形性は認め
で健常粘膜色を呈する無痛性の有茎性腫瘤がみられた． なかった．病理組織診断はsialolipomaとの回答を得た．
CT画像で病変部は内部がほぼ均一な低密度の軟組織像 【考察】sialolipomaは境界明瞭な線維性被膜を有し，分
としてみられ口蓋骨の圧迫吸収を認めた．臨床診断を口
化のよい豊富な成熟脂肪細胞とほぼ正常な腺組織から構
蓋腫瘍とし全身麻酔下で腫瘍摘出術を行った．腫瘍を骨
成される腫瘍と定義され，2005年まれな良性唾液腺腫瘍
膜ごと切除し，欠損部は真皮欠損用グラフトを貼付し軟
としてWHOに新たに分類された．文献的に渉猟しえた
膏ガーゼと床副子で圧迫固定を行った．術後１週間で軽
sialolipoma症例は本例を含めて70例であり，その内訳は
快，退院した．病理検査では神経線維腫の診断であった． 耳下腺31例，顎下腺8例，硬口蓋7例，軟口蓋3例，頬6例，
術後より8カ月経過しているが再発は認めず摂食，発音
舌4例，下唇4例，臼後部2例，口底4例，口腔前庭1例であっ
も改善し経過良好である．
【結語】今回われわれは口蓋に
た．sialolipoma全体での年齢は平均47.1歳で，性別は男
巨大な神経線維腫を生じたvon Recklinghausen病の1例
性29例，女性36例であり性差は認めなかった．治療は大
を経験したので報告した．
唾液腺と小唾液腺のどちらも外科的切除が行われてい
た．sialolipomaでは悪性化した報告はない．しかし，耳
下腺sialolipomaで術後3か月に再発したとの報告がある．
本例は術後30か月が経過し再発を認めていないが，今後
も慎重な経過観察が必要と考えている．
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た口蓋の腫瘤が増大傾向であり摂食，発音に障害が生じ
てきたため当科紹介となった．全身に多数の結節性腫瘤，

部に直径10mmほどの表面平滑で健常粘膜に覆われた半
球状の腫瘤を認めた．触診にて弾性軟で，波動や可動性
は認めなかった．T1・ T2強調像，脂肪抑制T2強調MR
画像では不均一な造影効果を示した．われわれは最初に
多形腺腫疑いと診断したが，生検ではsialolipomaとの回
答を得た．同年7月全身麻酔下に切除を行った．切除標

月

維腫を生じたvon Recklinghausen病の1例について経験
したので報告する．
【症例の概要】患者は66歳，男性．既
往 歴 にvon Recklinghausen病， 糖 尿 病， て ん か ん， ア
ルコール性肝障害がある．また家族歴は父，兄がvon
Recklinghausen病である．当院形成外科で前額部の神経
線維腫を切除，経過観察を行ってきたが，以前よりあっ

【諸言】sialolipomaは唾液腺に発生する稀な良性腫瘍で
あ り，2001年Nagaoら に よ っ て 最 初 に 報 告 さ れ た． わ
れわれは軟口蓋部に発生したsialolipomaの1例を報告す
る．【症例】患者は52歳女性で，2014年4月右側軟口蓋部
の無痛性の腫脹を自覚し当科を受診した．右側軟口蓋

口演
（

【緒言】von Recklinghausen病は全身の皮膚の多発性神
経線維腫とカフェ・オ・レ斑を主徴とする常染色体の優
性遺伝疾患である．骨，眼，中枢神経などに多彩な症状
を呈するが，口腔内に神経線維腫を生じるものは比較的
稀とされている．今回われわれは口蓋に巨大な神経線

1
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三重大学 大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医
学系講座 口腔・顎顔面外科学分野

1

小林 加奈, 清水 香澄, 朽名 智彦, 加藤 千明,
黒原 一人, 新井 直也

大見 寧1, 丸山 慎司1,3, 李 宇錫1, 水谷 成孝1,
笹倉 裕一1, 宮 直利2, 矢毛石 眞由美2

頬粘膜に発生した多形腺腫の1例

口演
（
月

4

日）

28

頬粘膜部に発生した筋上皮腫の１例
3

横須賀共済病院 歯科口腔外科, 2横須賀共済病院 病理科,
自衛隊横須賀病院 歯科診療部

【緒言】多形腺腫は耳下腺に最も多く発生し、小唾液腺 【諸言】筋上皮腫は1943年にSheldonによって最初に報告
ではその大部分が口蓋に発生する。今回われわれは、頬
され,多形性腺腫の亜型とされていたが局所侵襲性の発
粘膜に生じた多形腺腫の比較的まれな１例を経験したの
育性を示すことが多く悪性化率も高いことから1991年
で報告する。
【症例】48歳、女性。既往歴：子宮腺筋症、 WHOの唾液腺腫瘍分類において多形腺腫とは異なる独
子宮筋腫、貧血、アレルギー性鼻炎。現病歴：初診の１
立した疾患として扱われるようになった.発生頻度は唾
か月前から左側頬粘膜部に腫瘤を自覚し、近皮膚科を受
診した。当院皮膚科に紹介されるも、皮膚との連続性が
みられなかったことから紹介にて当科初診となった。口
腔外所見：顔貌は左右対称で頬部の腫脹は認めなかった。
口腔内所見：右側耳下腺乳頭前方の頬粘膜下に12mm大
の弾性硬の無痛性腫瘤を触知した。表面粘膜は正常で

液腺腫瘍中 1 ～ 1.5％と低く,好発部位は耳下腺や口蓋
で頬部に発生することはまれである.今回,われわれは頬
粘膜部に発生した筋上皮腫の1例を経験したので報告す
る.【患者】82歳,女性.【初診】2015年6月.【主訴】右側頬
粘膜の腫脹.【既往歴】特記事項なし.【現病歴】2年ほど
前より頬粘膜部の腫脹を自覚していたが放置.最近増大傾

あった。画像所見：造影CTにて右側頬粘膜に11×10×
10mm大の造影効果を示す病変を認めた。MRIでは、右

向を自覚したため近医を受診し当科に紹介来院.【全身
所見】特記事項なし.【口腔外所見】腫瘤皮膚側に発赤等

側頬粘膜にT1強調像、T2強調像ともに中程度の信号強
度を示す12mm大の境界明瞭な病変を認めた。顎下部、
頸部に有意なリンパ節腫大は認めなかった。
【処置およ
び経過】初診2か月後、右側頬粘膜良性腫瘍の臨床診断の
もと、局所麻酔下に腫瘍摘出術を行った。腫瘍は被膜に

の所見なし.【口腔内所見】右側頬粘膜部に直径約25mm
のやや発赤を伴う口腔粘膜に被覆された球形の腫瘤を認
めた.腫瘤は皮膚と口腔内よりの双手診にて可動性,弾性
硬であった. 境界は明瞭で可動性を有しており自発痛, 圧
痛はみられなかった.【血液検査所見】特記事項無し.【画

覆われ、周囲組織からの剥離は容易であった。耳下腺や
ステノン管との連続性はなかった。摘出物は12×13mm
大で、内部は黄白色、充実性であった。病理組織学的に
病変は腺上皮細胞と、筋上皮細胞の二相性構造を示し、
間質の一部は粘液腫状を呈していた。病理組織診断は、
多形腺腫であった。術後5か月経過した現在、再発なく
外来にて経過観察中である。
【結語】小唾液腺に発生する
多形腺腫はその大部分が口蓋に発生し、頬部に発生する
ことは比較的まれである。頬粘膜に好発する良性腫瘍で
ある線維腫や脂肪腫が鑑別疾患となる。多形腺腫は摘出
により予後良好とされるが、長期間放置すると悪性化す

像所見】MRIでは境界明瞭な類円形を示し嚢胞様と充実
性部分を認め,嚢胞様では T1WI,T2WIで高信号を呈し,充
実性部分では不整.Gd-T1WIでは造影効果を伴い、DWI/
ADC mapで拡散低下を認めた.周囲組織へ浸潤している
所見はなかった. 耳下腺には異常所見は認めなかった.【臨
床診断】多型性腺腫の疑い.【処置および経過】Ｈ28.9月,全
身麻酔下にて口腔内から切開し被膜を含め摘出した.耳
下腺および耳下腺管と連続性は認めなかった.現在,術後
1年半経過しているが再発等なく経過良好である.【病
理組織学的診断】筋上皮腫.Ｓ100，34βE12およびp63陽
性.SMA,GFAPは一部陰性.【結語】82歳女性の頬部に発

るとの報告があり、早期の切除が肝要であると考えられ
る。

生した筋上皮腫を経験したのでその概要と若干の文献的
考察を含めて報告する.
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当科における唾液腺内視鏡を用いた耳下
腺唾石摘出術の検討

汎下垂体機能低下症患者の顎下腺管を占
拠した唾石症の一例
社会医療法人宏潤会 大同病院歯科口腔外科, 2朝日大学
歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野

平井 雄三, 竹信 俊彦, 前田 圭吾, 高地 いづみ,
山本 信祐, 谷池 直樹

松原 誠1, 伊藤 正樹1, 片浦 貴俊1, 森本 宏衣1,2,
住友 伸一郎2
【緒言】
下 垂 体 前 葉 に は 5 種 類 の 内 分 泌 細 胞 が 存 在 し，
ACTH，GH，TSH，LH，FSH，PRLの 6 種類の下垂体
ホルモンを分泌する．これら全ての下垂体ホルモン分泌

腫脹を4例で認めたが、全例数週間以内に改善した。唾
液腺内視鏡を用いた耳下腺唾石摘出術は低侵襲で安全性
の高い手術として有用であると考えられた。ただし適応
については今後の検討課題である。

病、下肢糖尿病性神経障害、気管支喘息、肥満（BMI35.4）
による換気障害、脂質異常症があった。また、3年前に
は当院耳鼻咽喉科で左顎下部の腫脹と疼痛を認め唾石症
が疑われていたが、全身状態を考慮して薬物療法のみを
受けていた。初診時、自覚症状はなかった。画像検査で
は左顎下腺管に長径37mmの石灰化物を認め、唾液腺シ
ンチグラフィーでは、左顎下腺の集積低下と酸負荷の反
応低下をしていた。術前の血糖コントロールを行い、全
身麻酔下で口腔内から唾石摘出術を施行し、導管を口腔
内に開放した。摘出物は37×10mmで肉眼的に黄白色，
組織学的には好酸性から好塩基性の層状・顆粒状物であ
り、唾石と診断された。術後は感染もなく経過良好であ
る。
【考察】
顎下腺唾石は通常数mm程度であるが、巨大化すると
唾液腺炎だけでなく粘膜を穿破し周囲粘膜を壊死させた
報告もある。自験例のように易感染性で侵襲にはハイリ
スクな症例であって唾液腺機能や部位を考慮すれば対応
は可能性があると考える。
【まとめ】
今回、汎下垂体機能低下症患者の顎下腺を占拠してい
た顎下腺管唾石を口腔内から摘出術を経験したので報告
した。
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前方が2例、後方が8例、6例で複数個唾石を認めた。10
例のうち8例は唾液腺内視鏡のみで摘出、1例は内視鏡支
援下外切開法で摘出、残りの1例は唾液腺内視鏡で1個摘
出し、後日外来受診時に残存した1個を口内法で摘出し
た症例であった。術後合併症に関しては一過性の耳下腺

4

月

に存在する時は口内法、後方なら外切開法が選択されて
が障害されたものは汎下垂体機能低下症と呼ばれる。一
いる。近年、唾液腺内視鏡による治療も試みられており、 方、唾石症は唾液腺疾患としては比較的頻度の高い疾患
低侵襲かつ審美面に配慮した手術法である。今回われわ
であり、部位、大きさ、臨床症状と全身状態によって術
れは、耳下腺唾石症に対して唾液腺内視鏡を用いて治療
式が決定される。今回、汎下垂体機能低下症患者の顎下
した症例を経験したので報告する。
腺管を占拠していた唾石症を経験したので報告する。
対象は当科にて2012年1月から2016年12月までの4年間で 【症例】
耳下腺唾石症の診断の下、唾液腺内視鏡を用いて治療し
患者は60歳の男性。当院糖尿病・内分泌内科で血糖コ
た10例（男性3例、女性7例、27 ～ 75歳）である。患側は
ントロールを目的に教育入院し当科を紹介された。既往
片側が9例、両側が1例であり、部位別では咬筋前縁より
歴には、下垂体卒中後の汎下垂体機能低下症、２型糖尿

口演
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唾石症は唾液腺の腺体や腺管に結石を生じる疾患であ
り、ほとんどが顎下腺由来である。耳下腺唾石の発生頻
度は少なく、無症状の場合は経過観察を選択することも
多い。治療を要する場合、唾石が咬筋前縁より開口部側

症例報告

14:20〜15:20

感染・炎症

座長：植野 高章・杉山 芳樹

2-F-1

歯性感染症による顎顔面領域壊死性筋膜
炎の消炎手術後の開放創に対し局所陰圧
閉鎖療法を用いた1例
1

2

加古川中央市民病院歯科口腔外科, 加古川中央市民病院
形成外科, 3長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療
科学講座 口腔腫瘍治療学分野, 4神戸大学大学院医学研究
科外科系講座 口腔外科学分野
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柚鳥 宏和1,3, 岩谷 博篤2, 梅田 正博3, 松本 耕祐4,
石田 優4, 松尾 健司4, 辻 和志1, 松田 彩1, 橘 進彰1,
古森 孝英4
【諸言】壊死性筋膜炎は，組織内ガス像，筋組織破壊に伴
う激しい疼痛と著明な皮膚の発赤と腫脹，猛烈な腐敗臭
を伴い，全身的には，呼吸不全，循環不全，腎不全肝不
全などを発症する疾患である．壊死性筋膜炎の治療は，
早期の外科的デブリードマンと感受性のある抗菌薬投与
が重要である．創閉鎖が可能となれば，遷延性一次閉鎖
による三次治癒が望ましい．しかし死腔の形成や，患者
の全身状態などから，二次治癒での創閉鎖となることも
多い．今回われわれは，術後開放創に対して局所陰圧閉
鎖療法（NPWT：negative pressure wound therapy）を
用いて良好な経過が得られた症例を経験したので，そ
の概要を報告する．
【症例の概要】74歳男性，既往歴に
前立腺癌，心房作動，心不全があり，左側顔面の腫脹
を 主 訴 に 救 急 受 診 し， 体 温37.8度，SpO2 98%， 血 圧
109/66mmHg， 脈 拍76回/分， 全 身 倦 怠 感 が 強 く， 食
事摂取も困難であった．口腔外所見は左側顎下部から
側頭部にかけて皮膚の発赤と著明な腫脹を認め，口腔
内は開口量5mm未満であったため，観察不可能であっ
た．血液検査所見では白血球14400/μl，核の左方移動，
CRP23.9mg/dl，CPK206IU/L， 尿 素 窒 素26.4mg/dl，
PT-INR 3.52と異常値を認めた．CT画像にて左側咬筋か
ら側頭部にかけてガス産生像を認めたため，┏６の根性
性歯周炎によって生じた頬部壊死性筋膜炎の診断にて，
全身麻酔下に経皮的切開排膿術，デブリードマンを施行
した．術後は、心房細動による術後合併症の発生リスク
が高く，内科と共観で集中治療室にて全身管理を行った．
その後生じた開放創に対して第12病日より局所陰圧療法
を7日間用いて創閉鎖を行った．第21病日に原因歯の┏
６を抜歯し，第26病日に軽快退院した．現在，術後20か
月が経過したが再発なく経過良好である．
【結語】歯性感
染症による壊死性筋膜炎の消炎手術後の開放創に対し局
所陰圧閉鎖療法を用いた症例を報告する．

2-F-2

歯性感染症が原因で膿胸を併発し不慮の
転帰となった症例
佐賀大学 医学部 歯科口腔外科

鶴岡 祥子, 森 啓輔, 合島 怜央奈, 下平 大治, 檀上 敦,
山下 佳雄
【目的】抗菌薬の開発の進歩により、重篤な歯性感染症は
少なくなった。しかし、患者の既往や全身状態によって
は急速に症状が悪化し、治療に難渋することがある。今
回われわれは、根尖性歯周炎より顎下部膿瘍を形成し、
膿胸を継発し、消炎処置を行ったにもかかわらず不慮の
転帰となった症例を経験したので概要を報告する。
【症
例】90歳女性。201X年8月に右下臼歯部周囲歯肉の腫脹
を自覚し、近歯科医院を受診した。右顎下部の腫脹を認
めたため、かかりつけ内科に対診したところ、抗菌薬が
処方されるも症状は増悪傾向にあったため、近歯科医院
より当科への受診を勧められ受診となった。既往歴とし
て関節リウマチがあり副腎皮質ホルモン剤を定期内服中
であった。来院時、腋窩温は35.7度、血液検査にて白血球：
20200/μl、CRP：33.65mg/dlと重度感染症の所見を示し
た。口腔内所見としては、右下7舌側歯肉の腫脹および
波動形成を認めた。口腔外所見としては開口障害、両側
顎下部（左＞右）～前頸部、胸部に腫脹および発赤を認
めた。CT撮影を行ったところ、右下7根尖部より波及し
た顎下部～前頸部に膿瘍形成、ならびに縦郭気腫の右胸
郭への逸脱を認めた。同日、関連診療科の協力のもと全
身麻酔下にドレナージを施行した。術中、胸腔から膿汁
が多量に吸引されたため、膿胸の判断にて胸腔ドレーン
が留置された。両側顎下部も同様に切開処置を行ったと
ころ大量の膿汁を認め、3本のドレーンを留置した。術
後は総合内科にて全身管理が行われ、抗菌薬投与および
局所洗浄を継続した。炎症症状は改善傾向にあったが、
徐々に全身状態が悪化し、14病日に慢性心不全の増悪の
ため死亡となった。【結論】今回、歯性感染症が急速に重
篤化し、不慮の転帰となった症例を経験した。本症例は
年齢的要因に加え、全身的に既往があったこと、また診
断と治療に時間を要したことも症状の悪化につながった
と考える。
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1

市立宇和島病院 歯科口腔外科

歯性感染症から継発した顎関節周囲膿瘍
の２例
東海大学 医学部付属 八王子病院 口腔外科, 2鶴見大学
歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学

唐木田 一成1, 高橋 美穂1, 坂本 春生1, 五十嵐 千浪2,
小林 馨2

工藤 佑喜, 森岡 慶一, 森家 祥行
【緒言】近年、抗菌薬の進歩により歯性感染症の管理は比
較的容易になってきたが、炎症が深頸部や縦隔に波及し
重篤化する症例についても散見される。今回、歯性感染
に継発し皮膚壊死を伴った顎下部蜂窩織炎の1例を経験
したので報告する。【症例】60歳，男性【主訴】左側顎下
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4

月

部の腫脹と疼痛【現病歴】2016年3月末日、左側頬部か
ナージを行った2例を経験したので概要を報告する。
【症
ら下顎角にかけての腫脹と疼痛を自覚し、かかりつけ歯
例１】41歳、女性。2014年2月他院にて右下顎智歯を抜
科医院を受診した。左側下顎67が原因歯である可能性が
歯したが、術後感染にて術後第5病日に当科来院となる。
高いとのことで、同歯牙を抜歯し経過をみていたとこ
抜歯窩より排膿を認めており、Ceftriaxone 2g/日を連
ろ、抜歯後3日目より左側顎下部の急激な腫脹と疼痛の
日、点滴静注したが、術後第7病日に右耳前部痛と開口
増悪を認めたため精査・加療目的に当科受診となった。
障害(1横指)を認めた。造影CTにて右顎関節周囲に膿瘍
【既往歴】
統合失調病，てんかん【現症】開口量は15mmで
と思われる比較的境界明瞭な低濃度域を認めた。入院の
あった。左側顎下部に50mm×50mm大、表面黒色の波
上、局所麻酔及び静脈内鎮静法下にて口腔内よりアプ
動を触れる有痛性の腫脹を認めた。採血結果はWBC 9.9，
ローチしドレナージを行った。膿汁からは口腔連鎖球菌
CRP 18.2で、CT検査では左側頬部から顎下部にかけて
及びActinomyces sp.が検出された。
【症例2】27歳、男性。
ガス産生を伴う軟部組織の著しい腫脹と膿瘍形成を認め
左下顎智歯周囲炎にて2015年2月に当科来院。6日前より
た。【処置及び経過】左側顎下部蜂窩織炎の診断の下、初
左下顎部の疼痛と開口障害(1横指)および左おとがい神経
診日に当科緊急入院、CTRX、CLDMの点滴を開始する
領域の知覚鈍麻を認めた。Ceftraxone 2g/日を点滴静注
とともに、局所麻酔下で皮膚切開を行い排膿処置を施
し、翌日からSitafloxacin Hydrateを100mg/2×/日処方
行した。細菌検査結果からはPrevotella属の検出を認め
した。その後、消炎したかにみえたが、症状は遷延し、
た。排膿処置翌日に切開部皮膚の壊死を認めたため同部
受診後15病日に左咬筋部の腫脹を認め、造影CTにて左
皮膚組織を切除、壊死は一部筋組織まで波及を認めた。
顎関節周囲に膿瘍と思われる低吸収域を認めた。症例1
第5病日までCTRX、CLDMの点滴を継続し第6病日より
と同様に口腔内からドレナージを行い、膿汁からは口腔
連鎖球菌及びCorynebacterium sp.が検出された。
【考察】 LVFX内服に変更、第16病日に壊死組織の消失及び筋膜
の形成を認め、消炎確認ができたため退院した。LVFX
本症例においてはMRIによる検証はなされておらず、化
の投与は退院後２週間継続した。その後は再燃すること
膿性顎関節炎の診断には至らなかったが、もしそうであ
なく経過良好である。【結語】歯性感染に継発し皮膚壊死
ればドレナージは穿刺法や皮膚からのアプローチによる
を伴った顎下部蜂窩織炎の1例を経験したため報告した。
切開排膿が一般的である。しかし顎関節周囲にも膿瘍形
成を認めたことから下顎枝前縁から咬筋粗面に沿って顎
関節部に穿刺吸引を行ったところ排膿を認め、同経路か
らドレナージを行った。この方法は開口障害があっても
可能であり、皮膚からのアプローチで懸念される顔面神
経麻痺や瘢痕を回避することが出来ると考えられた。

口演
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【はじめに】歯性感染症から周囲の組織間隙に炎症が波及
し、膿瘍を形成することはしばしば経験するが、顎関節
周囲に膿瘍を形成することは稀である。今回、歯性感染
症から継発した顎関節周囲膿瘍に対し、口腔内からドレ

歯性感染に継発し皮膚壊死を伴った顎下
部蜂窩織炎の1例

2-F-5

2-F-6

高島市民病院 歯科口腔外科

1

消 炎 中 にCrowned dens syndromeを
併発した頬部蜂窩織炎の1例
田中 宗亮, 岡本 孝博

口演
（
月

4

日）

28

【諸言】Crowned dens syndrome（CDS）は，急性に発
症する重度の頚部痛，著しい頚椎可動域制限，CT所見
で軸椎歯突起周囲の石灰化を特徴とする症候群であり，
軸椎歯突起を囲む十字靭帯の環椎横靭帯にピロリン酸
カルシウム結晶などが沈着し発症する結晶誘発性関節
炎（偽痛風）の臨床型の一つとされている．偽痛風発作
は膝など大関節に起こる急性関節炎であることが多い
が，CDSは激しい頚部痛を特徴とし全身症状として発熱
やCRP 上昇などを伴うこともあるため，化膿性関節炎
や髄膜炎などとの鑑別が必要になる場合がある．今回わ
れわれは頬部蜂窩織炎の消炎中に38度台後半の発熱を認
め、重度の頚部痛ならびに頚椎可動制限を認めCDSと診
断された1例を経験したのでその概要を報告する．
【症例
の概要】患者は76歳，男性．2016年4月右側頬部有痛性腫
脹を主訴に近歯科医院より当科紹介受診となった．右下
5根尖性歯周炎原因の右側頬部蜂窩織炎の診断にて，切
開・排膿を行い入院下で抗菌薬点滴を行い消炎開始した．
入院2日目夕から38度台後半の発熱を認め入院3日目も解
熱しないため血液培養、尿検査、胸部X線写真を行い内
科対診したところ特に問題なく現行治療を継続し入院6
日目には解熱が得られたが、軽度頚部痛を訴えていた．
入院8日目に重度の頚部痛ならびに頚部可動制限を認め，
整形外科対診し頚部CTの結果CDSと診断されNSAIDｓ
内服にて症状軽快し入院11日目に退院となった．
【結語】
頬部蜂窩織炎の消炎中にCDSを発症した症例を経験し
た．年齢的因子に加え手術や炎症性疾患が誘因となる報
告も認められ，高齢者で高熱や急性頚部痛を伴う場合は
本疾患も鑑別として考慮する必要があると考えられた．

歯肉アメーバ感染を伴い著明な骨吸収を
示した下顎骨骨髄炎の2例
東北大学 大学院 歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔
面・口腔外科学分野, 2東北大学病院 歯科顎口腔外科, 3東
北大学 大学院 歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔病
理学分野

黒羽根 壮1, 森 士朗2, 宮下 仁1, 大泉 丈史1, 纐纈 衆1,
齋藤 悠1, 小田島 健二1, 齊藤 博紀1, 田代 和樹1,3,
柳沢 佑太1, 熊本 裕行3, 高橋 哲1
【緒言】歯肉アメーバは歯周ポケットに寄生しているとさ
れているが、それが関与する口腔疾患については不明な
点も多い。今回われわれは歯肉アメーバ感染の関与が
疑われた下顎骨骨髄炎の2症例を経験したので報告する。
【症例および経過】症例1：43歳男性、口腔内白色病変の
精査・加療依頼で2012年7月当科初診。両側頬粘膜・上
下顎歯肉、舌全域に多発性で広範な角化病変を認め、特
に角化が著明な右側舌背部および右側下顎歯肉の生検
術を施行し、過角化症の診断を得たが、病変が多発性
で広範なため経過観察を行ってきた。2015年9月の再診
時、左下７に浮遊状の動揺とX線写真上で16×15mmの
下顎管にまで及ぶ著名な骨吸収、左下６遠心根の吸収を
認めたため、歯肉癌も疑い歯周ポケットの擦過細胞診を
施行したところ、異型細胞は認められず、歯肉アメーバ
感染との診断であった。左下７の自然脱離や誤嚥の危険
があったため左下７を抜歯、同部の生検術を施行し、肉
芽組織の診断であった。その後骨吸収性病変は急速に治
癒に向かい病変再発は認めていない。症例2：69歳男性、
2009年に左側中咽頭癌の放射線治療を受けた患者で、右
側上下顎歯肉の白色病変の精査・加療依頼で2012年7月
当科初診。白色病変に対し擦過細胞診を施行、異型細胞
は検出されず、アムホテリシンBシロップの使用により
白色病変は消退した。その後も経過観察を行なっていた
が、2016年7月中旬の受診時、左下６部歯肉の発赤・腫
脹を認めX線写真上で左下６部下顎下縁から下顎枝に及
ぶ広範な骨吸収を認めたため、歯肉癌も疑い歯周ポケッ
トの擦過細胞診を施行。異型細胞は認められず、歯肉ア
メーバ様の細胞集簇が認められるとの診断であった。同
年8月に左下７は浮遊状であったため抜歯を試みたとこ
ろ、遊離していた15×10×7mmの腐骨も容易に除去する
ことができ、周囲組織の病理診断は肉芽組織であった。
その後骨吸収性病変は急速に治癒に向かい病変再発は認
めていない。

224

症例報告

その他３

15:20〜16:00
座長：奥村 泰彦・小川 尊明

2-F-7

2-F-8

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 歯科
口腔外科

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 歯科口腔外科

化膿性顎関節炎が疑われた１例

鈴木 悠哉, 白土 謙之介, 鈴木 理絵, 石毛 俊作,
杉山 健太郎, 小河原 克訓, 高橋 喜久雄

久保寺 翔, 佐野 次夫, 木島 毅, 秋本 琢磨, 生形 遥,
須藤 弘喜, 萩野 貴磨, 守谷 亜沙人, 川杉 健太郎,
鈴木 総史, 佐藤 泰則, 高久 暹

体温36.8℃、体格中等度、栄養状態良好。左側耳前部に
画像所見では下顎頭は不規則に変形しCT画像では骨硬
腫脹、発赤、圧痛があり、両側臼歯部の離開、開咬を認め、 化像に一致して高濃度域を示し,骨梁と皮質骨の判別は不
自力開口量は25mmであった。またX線検査にて左側下
可能であった.骨シンチにて左下顎頭にホットスポットを
顎頭の変形と左上第一大臼歯の根尖部にX線透過像を認
認めた.
め、造影CT画像にて左側顎関節包内に膿ないし滲出液 【処置及び経過】
を思わせる低吸収域とその周囲に若干の造影効果を認め
全身状態改善並びに顎関節部の精査加療を目的として入
た。また左側外側翼突筋も若干腫大しており、炎症の波
院下による抗生剤点滴（CMZ2g/day×5day）を行った.消
及が疑われた。血液検査所見として白血球数、HbA1C、 炎後に顎関節腫瘍を疑い左耳前部に逆L状切開を加え顎
CRPの高値を認めた。
【処置及び経過】即日入院の上、セ
関節腫瘍切除術を施行.関節包は全体に腫大しており,関
フメタゾールナトリウム1日3ｇを静脈内投与した。第3
節円板は内前方に偏位していた.下顎頭上部は変形し肉芽
病日には左側耳前部の腫脹、発赤は大幅に改善し、さら
様組織が付着していた.下顎頭部を離断し創部を縫合し手
に第4病日では白血球数、CRPの改善がみられ、第8病日
術終了とした.病理結果は硬化性骨髄炎であった.術後2週
に軽快退院となった。退院時の開口量は3mmで、その後
間の顎間固定ののちFKO型床副子を使用した顎口腔機能
も開口訓練により漸次開口量が増加し、その他の後遺症
訓練を行った.術後3か月経過時点で顎口腔機能に異常所
も認めず経過は良好である。
【結論】本症例では抗菌薬投
見を認めない.
与のみで良好に経過したが、これは化膿性顎関節炎の起 【考察】
炎菌が使用した抗菌薬に感受性を示し、発症から受診ま
で24時間程度と早期に治療開始できたことが一因と考え
られた。

関節突起部に生じる骨髄炎は歯性感染,外傷によるものな
ど感染源が明確なものの報告がある一方で,血行性感染の
報告もあり感染源が特定できず診断に苦慮する.関節組織
への損傷を避けるため積極的な切開,外科処置を行わず抗
菌薬投与による保存的治療を優先すべきという見解もあ
るが,適切な手術手技によって外科的療法を行うことは確
定診断および顎口腔機能改善のために有用であると考え
られる.
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的に、本疾患は膝関節などの大関節に生じ顎関節での発
症は稀であるが、今回われわれは化膿性顎関節炎が疑わ 【症例】
れた1例を経験したので、その概要を報告する。
【症例の
63歳女性.既往歴に特記すべきものはない.左顎関節部の
概要】患者：76歳の女性。主訴：左の顎が痛い、咬み合
腫脹,疼痛を主訴に近隣歯科より紹介来院.体温37.5℃ .全
わせがずれている。現病歴：初診前日より38.0℃の発熱、 身倦怠感を認め,栄養摂取状態は不良であった.顔面は左
左側耳前部の痛みを自覚した。初診朝になり、痛みが増
右非対称性であり左顎関節部にびまん性腫脹を認め,被
悪し、咬合不全も出現したため当科受診となった。既往
覆皮膚は正常色であったが局所熱感を認めた.開口距離は
歴：高血圧、糖尿病、腰椎椎間板ヘルニア、皮膚炎。現症：
10mm.明らかな感染源となる原因歯を認めなかった.X線

月

【緒言】
顎関節には,他関節と同じように,さまざまな病変が起こ
るが,化膿性炎症や腫瘍は比較的まれである.今回,われわ
れは関節突起部に発生した慢性硬化性骨髄炎の1例を経
験したので,その概要に若干の考察を加えて報告する.

口演
（

【緒言】化膿性顎関節炎は無治療の場合数日間で関節破壊
をきたし、重篤な機能障害を残すこともある準緊急疾患
である。今後、高齢者や免疫抑制治療の増加により本疾
患が増えることも予想され、その重症度から考えて類似
疾患の診断に際して注意すべき疾病の一つである。一般

顎関節腫瘍を思わせた慢性顎関節骨髄炎
の一例

2-F-9

2-F-10

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外
科学分野

顎関節強直症を伴ったSAPHO症候群の
１例
足立 真基, 坂本 由紀, 古川 浩平, 奥山 紘平,
柳本 惣市, 梅田 正博

口演
（
月

4

日）
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Le Fort I型骨切り術および下顎枝矢状分
割法を施行したMarfan症候群の一例

浅井 啓太, 駒谷 徹, 中尾 一祐, 園部 純也, 別所 和久

【目的】SAPHO症候群は、
（滑膜炎・ざ瘡・膿疱症・骨化症・
骨炎）の頭文字をとったもので、無菌性の骨関節症状に、
乾癬様病変等の皮膚症状を伴う難病である。性差はなく、
30から50歳に好発、原因は不明であるが、リウマチや掌
蹠膿疱症に準じた治療が行われる。Hayemらは、120人
のSAPHO症候群患者で、13人（10.8%）が下顎骨骨髄炎を
発症したと報告している。同様の報告でKahnらは、85
人中7人（8.2％）が下顎骨障害を発症したと報告している。
我々は、顎関節強直症を伴うSAPHO症候群の１例に対
して、両側関節突起切除術を施行したので報告する。【症
例の概要】28歳、男性。初診：2015年12月。主訴：開口
障害。既往歴：乾癬性関節炎、強直性脊椎炎、乾癬。現
病歴：当科初診の８か月前から、頚部の可動域制限・疼
痛が増悪し、リウマチ膠原病内科に受診、MTX及び生
物学的製剤を投与するも開口障害が改善せず当科に紹介
受診された。現症：身長167cm、体重104kgで高度肥満、
顔貌は左右対称であった。最大開口域は上下顎切歯間
9mm。画像所見：単純CT像で両側関節突起の変形、側
頭骨の吸収、関節腔の狭窄を認めた。MRIでは、関節円
板の消失、下顎頭の骨髄信号消失、および骨性癒着を認
めた。【処置および経過】当科初診8か月後の2016年8月、
顎関節強直症の診断のもと、全身麻酔下にて両側関節突
起切除術（Al-Kayat法）を施行した。術後、大きな合併症
はなく開口量の改善を認めた。以降、６か月間外来にて
継続的に経過観察を行っているが、ゴム牽引と開口訓練
を継続し、経過良好である。
【結論】我々は、顎関節強直
症を伴うSAPHO症候群の１例に対して、両側関節突起
切除術を行い、治療経過良好な症例を経験した。

【緒言】Marfan症候群は，結合組織の先天性障害により
大動脈や網膜，硬膜，骨形成などに異常をしめす遺伝性
疾患である。下顎後退症，頬骨低形成，長頭症などの所
見が特徴であり，高口蓋，口蓋裂，狭窄歯列弓，過大な
over jetなど不正咬合を伴う。これらの骨格性不正咬合
の改善に外科的矯正治療が必要である。しかし，心血管
系や骨格系異常があるため顎矯正手術の報告は少ない。
今回，われわれは，Marfan症候群患者に対し，LeFortI
型骨切り術および下顎枝矢状分割法により顔貌と咬合
の回復を行った1例を経験した。
【症例】患者は26歳，女
性，既往歴にMarfan症候群があり，僧房弁閉鎖不全症が
あった。2012年下顎の偏位を主訴に外科的矯正治療を希
望され当科を紹介受診された。顔貌は下顎の後退とオト
ガイ正中の左方偏移を認めた。Overjet -1mm，overbite
0mmあり，咬合は右側がAngle3級，左側がAngle1級で
あった。SNA81.3°，SNB84.3°心電図は異常所見認めず，
心室中隔欠損は閉鎖しており，僧帽弁閉鎖不全は軽度で
あった。循環器主治医に対診し全身麻酔での手術が可
能であることを確認した。臨床診断名は下顎後退症およ
び顔面非対称とし，術前矯正を開始した。
【処置および
経過】下顎の後退と顔面非対称の改善を目的に，上顎は
Le Fort I型骨切り術および下顎は両側共に下顎枝矢状分
割法を選択した。周術期の管理について当科の循環器内
科，心臓血管外科および麻酔科との連携を確認したうえ
で2015年9月全身麻酔下に手術を行った。術中異常出血
や異常骨折は認めなかった。術後矯正を開始し，1年4か
月経過した現在も咬合状態は良好であり，全身状態にも
異常を認めていない。
【結論】Marfan症候群に伴う顎変
形症は，心血管系のリスクが高いため，循環器主治医な
どと十分に連携し，周術期の管理に十分注意する必要が
ある。
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16:00〜16:40

粘膜疾患

座長：佐野 和生・丸岡 靖史

2-F-11

2-F-12

産業医科大学病院 歯科口腔外科

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

平島 惣一, 宮脇 昭彦, 於保 耕太郎, 大矢 亮一

佐藤 光一郎, 中岡 一敏, 木村 裕香, 熊谷 賢一,
濱田 良樹

難治性口内炎を契機にAIDSが判明した1
例

性で、血液検査では結核陰性、梅毒陰性であった。抗真
菌薬の使用にて疼痛は軽減傾向であったが、潰瘍の改善
傾向はみられなかった。最近、毎朝夕に約38℃の発熱と
咽頭痛を認め、昼間は約37℃に解熱するようなり、感染
症等の全身的な精査のため、当科に紹介受診となった。
【初診時所見】＜口腔外所見＞体温37.6℃ 皮膚症状無し
消化管症状無し
＜口腔内所見＞右頬粘膜、左頬粘膜、
上口唇粘膜に多数の潰瘍を認め、接触痛を生じていた。
潰瘍周囲に硬結は認めなかった。
【処置及び経過】膠原病等の自己免疫疾患を疑い、当院免
疫・代謝内科に対診し、精査の結果、HIV抗体陽性で、
HIV-RNA量38000copy/ml CD4数49/μl、ニューモシス
チス肺炎、サイトメガロウイルス胃炎、食道カンジダ症
を併発し、AIDSと診断された。ART療法を開始された。

したが，いずれも慢性炎症との病理組織診断であった．
ステロイド剤の塗布により症状は一時寛解したが，その
後再燃したため，2015年8月に当科を紹介受診した．初
診時，右側上下顎付着歯肉に限局する無痛性，紅斑の腫
脹を認めた．病変の一部に，結節状の歯肉増殖を認めた
ことから，腫瘍等を疑い画像検査，血液検査をしたが明
らかな異常は認められなかった．しかし同時期に空咳や
嗄声の再発を認め，天疱瘡，IgG4関連疾患等の全身性疾
患を考慮し，某病院耳鼻咽喉科に精査を依頼したところ，
内視鏡検査にて喉頭全体の粘膜肥厚，狭窄，敷石状の
粘膜不整が確認された．当科と耳鼻咽喉科でそれぞれ生
検を施行したところ，両病変ともに上皮および基底層に
変化を認めず形質細胞の高度な浸潤が認められたことか
ら，臨床所見と合わせて形質細胞粘膜炎と診断した．そ
の後，耳鼻咽喉科における全身的なステロイド治療によ
り歯肉，頬粘膜，喉頭病変の著明な改善を認めた．【結語】
今回われわれは，確定診断に長期間を要した多発性形質
細胞粘膜炎を経験した．病理組織学的に診断に苦慮する
ことがあるため，頻度は低いものの本疾患も鑑別診断と
して念頭に置く必要がある．
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が治癒傾向なく、紹介元の歯科大学付属病院を紹介受診
した。潰瘍面の細胞診で悪性所見なく、口腔カンジダ陽

たので，その概要について文献的考察を加えて報告する．
【症例】77歳の女性．2012年1月頃より空咳と嗄声を自覚
し，近在内科でのステロイド治療により改善した．その
後，右側上下顎歯肉の腫脹，ブラッシング時の出血を自
覚し，近在歯科で歯周治療を受けるも改善が認められず，
同年4月に某病院口腔外科を受診し，２度の生検を施行

月

腔内のHIV感染症所見に気付く必要がある。今回、難治
性口内炎を主訴にて、当科に紹介受診した患者でAIDS
と診断された1例を経験したので報告する。
【症例】60歳代男性 主訴 多発口内炎の治療
【既往歴】
前立腺肥大
（内服）
、2型糖尿病
（内服）
【現病歴】以前より口内炎を認めており、近歯科受診した

【緒言】形質細胞粘膜炎は，原因不明の形質細胞増多性疾
患で組織学的に粘膜下に形質細胞の浸潤を認めるまれな
病変である．大部分は，口腔，喉頭，外陰部等に限局し
て発生し，複数の部位で多発することはまれである．わ
れわれは口腔，喉頭に発生した形質細胞粘膜炎を経験し

口演
（

先進国のHIV感染率は減少傾向であるが、我が国では
HIV感染者数は増加傾向である。HIV感染者の口腔粘膜
病変は初発症状として現れる頻度が高いとされ、一般歯
科診療においても潜在的なHIV感染を考慮にいれる必要
性が増している。さらに、歯科医師はAIDS発症前に口

口腔，喉頭病変を併発した形質細胞粘膜
炎の1例

2-F-13

2-F-14

伊勢赤十字病院 歯科口腔外科

東海大学付属八王子病院口腔外科

岩本 哲也, 中村 真之介, 野村 城二

鈴木 大貴, 濱田 裕嗣, 高橋 美穂, 唐木田 一成,
坂本 春生

慢性関節リウマチ患者に認められたサイ
トメガロウイルス性舌潰瘍の一例

口演
（
月

4

日）
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【諸言】サイトメガロウイルス(CMV)感染症は全身各所に
発生するが口腔内における発症はHIV患者や移植患者で
の報告は散見されるものの，慢性関節リウマチ患者に発
症した例は稀である．今回慢性関節リウマチ患者の舌に
発症したCMV性潰瘍の一例を経験したのでその概要を
報告する．
【症例】82歳女性．初診1か月程前より右舌縁
部の口内炎を自覚．治癒しないため近歯科より紹介され
た．既往歴として関節リウマチ，高血圧症，骨粗鬆症が
ありステロイド，免疫抑制剤，降圧剤，ビスホスホネー
ト製剤を内服していた．現症として，全身的には発熱や
消化器症状，呼吸苦等の症状は認められず，右舌縁部に
8×9mm大で周囲に軽度発赤があり，硬結のない不整円
形の潰瘍を認めた．生検を行ったところ，潰瘍底は壊死
層，肉芽組織からなり悪性所見は認められなかったが，
核内封入体を有し細胞質との間に明帯を有するCMV感
染細胞が確認された．また，免疫染色により抗CMV抗
体陽性細胞を認めた．血液検査ではHSV抗体価とVZV抗
体価は共に８倍，CMV抗体価は128倍であった．その他
血液生化学検査では異常所見はなかった．以上の所見よ
りCMV性潰瘍と診断した．
【処置および経過】全身的な
ＣＭＶ感染の検索を行ったところ，下部消化管粘膜に軽
度のCMV性びらんが認められたが，特に治療は必要と
せず，舌潰瘍についても専門内科医に相談し抗ウイルス
薬は使用せず経過観察することとした．含嗽剤，鎮痛剤
等による対症療法を行っていたが著明な改善が認められ
なかったため，初診日より1か月半後にかかりつけ医と
相談しステロイドと免疫抑制剤を減量．併せて補綴物を
除去したところ，2週後に潰瘍はほぼ治癒した．その後
の経過は良好で，
現在も再燃もなく外来で観察中である．
【結語】我々は慢性リウマチ患者に認められたCMV性舌
潰瘍の一例を経験したので報告した．

口腔粘膜増殖を初発症状とし、診断に苦
慮したsweet症候群の一例

Sweet症候群は急性の発熱、末梢白血球増加、顔面・頸
部・皮膚に生じる有痛性隆起性紅斑あるいは結節の多発
を特徴とする疾患である。本疾患は、骨髄異形性症候群
（Myelodysplastic syndromes以下MDS）
をはじめとする、
血液腫瘍における腫瘍随伴症候群の一つとして考えられ
ている。今回、われわれは口腔粘膜の増殖を初発症状と
し、診断に苦慮したSweet病の１例を経験したのでその
概要を報告する。患者：50歳、男性 主訴：左側頬粘膜
及び左側耳前部の主張 既往歴：貧血症 現病歴：一昨
日より左側頬部の違和感と、左側耳前部の主張を自覚。
昨日より39.5度の発熱をともなう痙攣と意識消失があり、
救急車要請し当院来院。 顔貌所見：左側頬部から耳前
部に浮腫状に腫脹を認めた。口腔内所見：左側頬粘膜に
小潰瘍をともなう粘膜の腫脹を認めた。 経過：口腔内
の感染症による敗血症の診断下に、同日に緊急入院。左
側頬粘膜病変部より細菌培養検査を行い、総合内科併診
にて抗菌薬投与開始。細菌培養結果では口腔内常在菌の
みの検出であった。入院から数日し、上顎口蓋側歯肉の
膨隆と表皮剥離、左側頸部および頬粘膜腫瘤の膨大は悪
化、口腔内は出血をともなう口腔粘膜増殖を認めた。口
腔粘膜増殖はさらに進行し、歯頸部から歯牙を覆い尽く
した。粘膜増殖は下顎にまで波及した。この間、悪性リ
ンパ腫やMDSを疑い、骨髄穿刺、口腔粘膜より生検、フ
ローサイトメトリー、FISH、鼻粘膜の生検などの検査
を進めるも確定診断に至らなかった。入院より15日目に
左側前腕部に皮膚の結節を認めた。当初はこれを点滴針
長期留置による皮疹と考え経過を見ていた。しかし、治
癒傾向にないことから、24日目に当院皮膚科に生検を依
頼、皮膚結節の病理所見および骨髄所見と合わせ、30日
目にMDSを伴うSweet症候群の診断を得た。
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放射線療法後の癌微小環境ニッチにおけ
る骨髄細胞の役割
1
2
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横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学,
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

大久保 牧子1,2, 來生 知1, 杉浦 圭1, 飯坂 友宏1,
吉井 悠1, 光藤 健司1, 藤内 祝1

1-P-2

ヒト口腔扁平上皮癌細胞HSC-4におい
て、TGF-β1はBMP-2に よ り 誘 導 さ れ
た間葉上皮転換をSmad1/5/9経路の抑
制を介して制御する
1

岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学
分野, 2岩手医科大学 生化学講座細胞情報科学分野

【目的】口腔癌の標準治療は手術であるが，特に進行症例
では機能, 審美障害の点から手術を回避する治療が望ま
れる．放射線療法はその一つであるが照射領域からの再
発が問題となっている．我々は以前に脳腫瘍において骨
髄CD11b陽性細胞が放射線照射後に腫瘍内へ誘導され再
発に寄与することを報告した．しかし口腔癌におけるメ
カニズムは不明で，またCD11bは骨髄由来の細胞群で幅
広く発現するが，その中のどの分化系統が，どのように
腫瘍再発に寄与するかは未だ不明であるため，その解明
を本研究の目的とした．
【材料および方法】OSC-19（ヒ
ト舌扁平上皮癌細胞）皮下腫瘍マウスモデルを用いて放
射線照射後の癌微小環境変化について，骨髄細胞の分化
系統を中心に免疫染色で解析した．またin vitro で分化
誘導した骨髄細胞をOSC-19細胞とマウスに共移植し，腫
瘍再発における役割について解析した．さらに，患者組
織標本を用いて，同一患者の原発腫瘍，放射線療法後の
再発腫瘍におけるCD11b陽性細胞群の変化を免疫染色で
検討した．
【結果】放射線照射後の癌微小環境では既存血
管の減少と低酸素領域の拡大，CD11b陽性細胞の誘導が
見られた．特にその中でもCD206陽性M2マクロファー
ジ（Mφ）への分化が認められ，腫瘍細胞と共移植すると
照射後再発モデルにおいて腫瘍増殖が有意に亢進され
た．また誘導されたM2Mφは血管形成能を有すること
が示された．さらに患者組織標本では，再発検体におい
てCD206陽性M2Mφの増加を認めた．
【結論】放射線療
法により癌微小環境は大きく変化していた．特にCD11b
陽性細胞が誘導され，その中でM2Mφが血管再形成を
促すことで，放射線療法後の口腔癌再発において重要な
役割を果たすことが見出された．

千葉 高大1, 樋野 雅文1, 齋藤 大嗣1, 杉山 芳樹1,
山田 浩之1, 加茂 政晴2
【目的】癌細胞の転移において、上皮間葉転換 (EMT)は
重要な働きを示すことが知られている。一方、BMPが
間葉上皮転換 (MET)に関与していると示唆されている
が、その機構は明らかではない。そこで、BMP-2及び
TGF-β1がEMT/MET関連遺伝子の発現に対してどの
ように影響するのか調べた。【材料・方法】hOSCC 細胞
として、HSC-2, HSC-3, HSC-4及びSAS細胞株を用いた。
BMP-2 とTGF-β1 の応答に関与する遺伝子とタンパク
質はqRT-PCR及びウェスタンブロット法により解析し
た。
【結果】各hOSCCにおいてBMP-2に応答する細胞の検
索をSmad6及び標的遺伝子ID1の発現、及びSmad1/5/9
のリン酸化により調べた。その結果、HSC-4細胞のみで
有意な応答が見られたため、以下ではHSC-4細胞を用い
た。BMP-2は、間葉系マーカーの発現を抑制するのに
対し、上皮系マーカーの発現を上昇させた。一方、両サ
イトカインで同時刺激した場合には、BMP-2による上皮
系マーカー発現上昇及び間葉系マーカーの発現抑制が、
TGF-β1により濃度依存的に打ち消された。またBMPに
よるEMT関連転写因子Snailの発現抑制及びMET関連因
子であるID1の発現増大も同様にTGF-β1により打ち消
された。さらにTGF-β1は、BMPシグナル経路の因子で
あるSmad1/9の発現及びそのリン酸化を抑制した。細胞
機能に対しては、BMP-2はTGF-β1とは逆に、HSC-4細
胞の細胞遊走能には影響を与えないが細胞増殖を増大さ
せた。【結論】HSC-4細胞がBMP-2とTGF-β1の両者に応
答するhOSCC細胞として初めて見い出された。さらに、
HSC-4細胞においてBMP-2は、TGF-β1と異なり、上皮
系マーカーの発現を促進させ、間葉系マーカーの発現を
抑制したことから、EMTではなくむしろMETを誘導す
ることが示唆された。このBMP-2の作用がTGF-β1によ
り濃度依存的に阻害されること、またTGF-β1はBMPSmad1/5/9シグナルを減弱させたことから、TGF-β1は
BMP-2によるMETを抑制することが示された。
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1-P-4

1

東京歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

PAMAMシリカナノ粒子を用いた口腔扁
平上皮癌細胞における近赤外免疫治療法

口腔扁平上皮癌細胞におけるPDE5の機
能解析
松本 暢久, 林 宰央, 恩田 健志, 関川 翔一, 益田 遼,
小澤 夏生, 白石 尚基, 柴原 孝彦
【目的】口腔扁平上皮癌由来細胞株のプロテオーム解析に
より同定した発現異常タンパク質群についてKeyMolnet
を用いた共通上流検索を行いPDE5が口腔扁平上皮癌細
胞の増殖,浸潤,不死化に関与する多くのタンパク質の発

【背景・目的】近赤外光線免疫治療法の可能性をNIH/NCI
のKobayashiらが報告して以来、新規の癌治療法として
注目され、米国では頭頸部癌への臨床治験が始まってい
る。本治療法は、体表面から光線を当て癌細胞を特異
的に死滅させる新しいアプローチで、近赤外線蛍光色

現と機能を調節している分子として抽出された。本研
究では口腔扁平上皮癌由来細胞株にPDE5阻害剤を投与
し,PDE5阻害による抗腫瘍効果について解析を行った。
【材料および方法】実験材料は口腔扁平上皮癌由来細胞
株HSC-3を使用した。PDE5高発現株HSC-3にPDE5阻害
剤シルデナフィルクエン酸塩(Sildenafil Citrate）を投与
し,投 与 群 と 非 投 与 群 に つ い て,MTT Cell Proliferation

素（Phthalocyanine, IR700）を結合させた癌細胞標的の抗
体(EGFR)を用いている。癌細胞に結合した後に体外か
ら近赤外線を照射することで、光を吸収したIR700が急
激な水の膨張を引き起こして癌細胞の細胞膜を障害す
る。今回の目的はIR700と抗EGFR抗体を私たちの開発
したPAMAMシリカナノ粒子(PCSN)に結合させること

assay,Wound-healing assay,In vitro invasion assayに よ
り解析を行った。【結果】MTT Cell Proliferation assay
ではSildenafil Citrate非投与群と比較して投与群の生細
胞数の低下が認められた。Wound-healing assayでは投
与群で細胞増殖,浸潤が抑制された。Invasion assayでは
投与群で移動能,浸潤能が抑制された。
【考察】PDEは細
胞内セカンドメッセンジャーであるcAMPおよびcGMP

によってシリカナノ粒子の細胞障害性を加え、より増強
された効果が口腔扁平上皮癌細胞で得られるか検討し
た。【材料・方法】PCSNはシリカナノ粒子を使用し、表
面にpolyamidoamine(PAMAM)をグラフトした多機能性
ナノ粒子である。PCSNの表面アミノ基にIR700とヒト抗
EGFR抗体を結合させEGFR標的のプローブとした。細
胞株は口腔扁平上皮癌細胞(SAS)を用いた。96ウェルプ
レートに細胞を播種し、プローブを加え24時間後に光線
照射を行った。さらに24時間後に、WST-8にて細胞生存
率を計測した。細胞のイメージングにはPearl Imagerと
LSMレーザー顕微鏡を用いた。
【結果】プローブがSAS細
胞に特異的に結合し、細胞内に取り込まれることが観察
された。光線照射を行ったSAS細胞は、照射していない
細胞に比べて有意に細胞生存率が低下し、プローブと光
線照射の併用で最も細胞生存率が低下していた。
【結論】
EGFRを標的とした近赤外蛍光シリカナノ粒子を用いて
口腔扁平上皮癌細胞を特異的に障害させることができ
た。特定波長の近赤外線照射による細胞障害性がシリカ

を分解する酵素であり、哺乳類では11種類のファミリー
を形成している。Sildenafil Citrateは男性機能障害、肺
高血圧症への適応承認済みの薬剤でありドラッグリポジ
ショニング的な性格を有する薬剤で、早期に臨床応用
が可能と考えられる。本研究の結果、Sildenafil Citrate
を用いてPDE5を抑制したところ、in vitroではあるが、
口腔扁平上皮癌細胞に対する抗腫瘍効果が認められ、
PDE5は口腔扁平上皮癌の治療標的となり得る可能性が
示唆された。

ナノ粒子を使用することで増強された。今後は腫瘍移植
動物モデルでの効果を確認し、イメージングと融合させ
たtheranosticsの可能性を明らかにしていく予定である。

231

27

日）

山口 晴香1,2, 羽山 和秀2, 川瀬 知之3, 鈴木 孝昌4,
坪川 紀夫5, 土持 眞2

ポスター
（４月

日本歯科大学 生命歯科学講座, 2日本歯科大学 新潟生命
歯学部 歯科放射線学講座, 3新潟大学 歯学部 歯科基礎移
植・再生学, 4新潟大学 工学部 電気電子工学科, 5新潟大
学 工学部

優秀ポスター 基礎

その他１

13:40〜14:00
座長：梅田 正博

1-P-5

1-P-6

1

日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座, 2日本大学松戸
歯学部口腔科学研究所, 3庄内余目病院歯科口腔外科

1

矢野 照雄1, 小倉 直美1,2, 山崎 文惠1, 服部 俊夫1,
渡邊 駿1, 石上 大輔1, 鈴木 麻由1, 清水 一3, 伊藤 耕1,2,
近藤 壽郎1,2

青田 桂子1, 山ノ井 朋子1, 可児 耕一1, 石丸 直澄2,
東 雅之1

ヒト顎関節滑膜細胞の炎症性因子産生に
対するフィブロネクチン分解産物の影響
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【目的】近年, 細胞外基質の分解産物が慢性炎症に関与す
ることが報告されている. フィブロネクチン (FN) は細
胞やコラーゲン等の細胞外基質と結合する細胞接着分子
である. FNは細胞外基質分解酵素などによってフラグメ
ント (FN-Fs) に分解されること, 変形性膝関節症患者の
関節中ではFN-Fsが検出され, 関節炎の進行に関与する
ことが報告されている. 本研究では, ヒト顎関節滑膜細
胞 (滑膜細胞) に30 kDa5 kDaおよび120 kDa FN-Fsを作
用させ, 炎症性因子の発現について検討した.【材料およ
び方法】顎関節内障患者滑膜からout growth法で滑膜細
胞を得た. 10% FBSを含むHam’s F12培地を用いて培養
を行った. 滑膜細胞に無血清条件下で, 150 nM 30 kDa5
kDaお よ び120 kDa FN-Fsを 作 用 さ せ, Interleukin (IL)
-6, CXCL-1, CXCL-8, Cyclooxygenase (COX) -1お よ び
COX-2の遺伝子発現量をreal-time PCR法を用いて測定し
た.【結果】滑膜細胞に120 kDa FN-Fsを8時間作用させる
と, IL-6, CXCL-1, CXCL-8およびCOX-2遺伝子発現は有意
に発現上昇を認めた. また, COX-1遺伝子発現は有意な発
現上昇は認められなかった. 一方, 30 kDaおよび45 kDa
FN-Fsではいずれの遺伝子でも有意な発現上昇は認めら
れなかった. また, 各FN-Fsの4時間作用ではいずれの遺
伝子発現も影響は認められなかった.【考察】120 kDa
FN-Fs刺激によって滑膜細胞はIL-6, CXCL-1, CXCL-8お
よびCOX-2遺伝子発現の上昇を認めた. 炎症性サイトカ
インのIL-6は破骨細胞の誘導やBリンパ球の成熟化, CXC
ケモカインのCXCL-1およびCXCL-8は, 主に好中球の活
性化や血管新生に関与している. また, COX-2は刺激誘導
性に産生される PGE2の律速段階酵素であり, PGE2は血
管拡張, 血管透過性亢進および発痛に関与している. この

シェーグレン症候群におけるCXCR3+マ
クロファージの動態
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野, 2徳島
大学大学院 医歯薬学研究部 口腔分子病態学分野

【 目 的 】CXCR3はCXCケ モ カ イ ン レ セ プ タ ー で あ り、
CXCL9、CXCL10およびCXCL11に結合することが明ら
かとなっている。CXCR3は主として活性化T細胞に発現
し、T細胞の遊走に関与すると考えられているが、シェー
グレン症候群(SS)での詳細な研究はなされていない。本
研究では、SS唾液腺におけるCXCR3の発現動態につい
て解析を行った。【方法】一次性SS(pSS)患者口唇腺のリ
ンパ球浸潤数をGreenspanらの分類を用いて分類した。
pSS口 唇 腺 に お け るCXCR3とCXCL9、10、11の 局 在 を
免疫蛍光染色法にて検索した。次に、pSSとの関連が報
告されているサイトカインを用いて、不死化正常ヒト唾
液腺導管細胞株(NS-SV-DC）、腺房細胞株(NS-SV-AC)に
おけるCXCL9、10、11の発現をqRT-PCRおよびELISA
にて解析した。さらに、サイトカイン刺激各細胞株が免
疫細胞走化性に及ぼす影響をmigration assayにて解析
した。
【結果】pSS口唇腺の導管細胞にCXCL10の強発現
が観察された。pSS口唇腺におけるCXCR3+細胞数と浸
潤リンパ球数は負の相関を示した（rs=-0.919, p＜0.01）
。
CXCR3はCD163+マクロファージに発現していたが、大
多数のCD3+T細胞には発現していなかった。In vitro の
解析では、NS-SV-DC細胞においてIFN-γ刺激により著
明なCXCL10発現上昇を認めた。Migration assayでは、
IFN-γ刺激NS-SV-DC細胞において単球/マクロファー
ジの有意な集積が確認された。【結論】本研究よりIFN-γ
が唾液腺導管細胞からCXCL10分泌を著明に亢進させ、
CXCR3+マクロファージを集積させることが明らかと
なった。さらに、CXCR3+マクロファージとpSS病態重
症度との関連が示唆された。

ことから, FN-Fsは顎関節の炎症および骨破壊を亢進さ
せる可能性が示唆された.
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エナメル上皮腫細胞におけるIL-1α依存
性のMMP-9分泌は腫瘍細胞の浸潤に重
要である

【目的】エナメル上皮腫の骨浸潤には消化酵素である各
種マトリクスメタロプロテアーゼ（MMP）が関与するこ
とが報告されているが、その分泌を誘導する因子につい
ては明らかとされていない。エナメル上皮腫において
MMPシリーズの一種であるMMP-9が発現し、周囲組織
への浸潤に関与するとの報告がある。また、エナメル上
皮腫は強力な生理活性作用を持つサイトカインであるイ
ンターロイキン（IL）-1αを発現することが報告されて
おり、同因子がオートクライン的に働くことで腫瘍細胞
自身のMMP発現に関与する可能性がある。本研究では、
エナメル上皮腫細胞由来のIL-1αとMMP-9分泌との関連
および腫瘍細胞の浸潤におけるその影響を明確にするこ
とを目的とした。【材料および方法】エナメル上皮腫不
死化細胞株AM-3を用い、rhIL-1α、抗IL-1α抗体、IL-1
レセプターアンタゴニスト（Ra）
、MMP-9阻害剤の存在
下での、MMP-9の遺伝子発現や蛋白分泌評価、および細
胞浸潤アッセイを行い、エナメル上皮腫細胞における自
己のIL-1αを介したMMP-9分泌が腫瘍細胞の浸潤能に及
ぼす影響を評価した。
【結果】IL-1αによる刺激はAM-3
のMMP-9の遺伝子発現、蛋白分泌および浸潤能を著明
に亢進した。また、抗IL-1α抗体、IL-1Raの添加はAM-3
のMMP-9分泌と浸潤能を有意に低下させ、MMP-9阻害
剤によりAM-3の浸潤能は著明に低下した。
【結論】本研
究により、エナメル上皮腫細胞由来のIL-1αは腫瘍細胞
自身にオートクライン的に働き、自己のMMP-9分泌を
亢進することが示された。また、AM-3はMMP-9依存性
の浸潤を示し、本腫瘍のタイプによってMMP-9は本腫
瘍の浸潤に重要な因子である可能性が示された。

1

鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座, 2（独）国立病院
機構 相模原病院 臨床研究センター 診断・治療研究室

熊谷 賢一1,2, 松原 陵太1,2, 重松 宏昭1,2, 仲宗根 康成1,2,
鈴木 隆二2, 濱田 良樹1
【目的】チタンは優れた生体親和性および骨誘導能を有す
る金属であるが、生体内でのチタンアレルギー反応の臨
床報告が散見されており、その免疫学的解明が急務と
なっている. 本学会で昨年報告したチタンアレルギー動
物モデルを用いて,チタンアレルギー免疫応答に関与する
T細胞をT細胞受容体(TCR)の見地から解明することを目
的とした。【材料及び方法】1)モデルマウス作製：遅延型
アレルギー性皮膚炎(ACD)マウスモデルとして，BALB/
c (6週齢,雌) 5匹の鼠径部にTiCl3・LPS混合溶液を注射
することで感作し，足底部へのTiCl3溶液の皮内注射で
誘導を行った．刺激性皮膚炎(ICD)マウスモデルとして，
感作をせずに足底部へのTiCl3溶液の皮内注射を行った
BALB/c 5匹を用い，足底部への注射から1，3，7日後
の腫脹を測定した．対照として、感作条件は同一で誘導
時にPBSを足蹠に皮内注射したBALB/c(6週齢,雌)7匹を
用いた。誘導後の足蹠部腫脹を観察し、組織中のT細胞
について病理組織学的解析ならびに定量PCR法による発
現解析を実施した。2) TCRレパトア解析：誘導後7日目
のICDおよびACDマウス足底部に存在するT細胞のTCR
レパトアならびにCDR3領域について次世代シークエン
サーを用いて解析を行った.【結果】ACD群では誘導後
7日目で足蹠部の腫脹は最大となり、CD3陽性T細胞は
浮腫や海綿状変化を伴った上皮基底層周囲への浸潤が最
大となった。一方、ICD群では誘導後7日目にかけて少
量のT細胞浸潤が認められたが、対照群では認められな
かった． TCR解析により誘導後7日目ではICD、ACD群
の各個体ともにTCR VA14Ja18/VB8-2を有するNKT細
胞が各種抗原特異的T細胞を伴って検出された。
【結論】
NK T細胞は、チタンアレルギーが発症した際の生体防
御・免疫制御機構に関与している可能性が示唆された。
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日）

渕上 貴央1, 岸田 昭世2, 岐部 俊郎1, 石畑 清秀1,
中村 典史1

チタンアレルギー発症に関与するT細胞
の解明について

ポスター
（４月

1
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学
講座 口腔顎顔面外科学分野, 2鹿児島大学大学院 医歯学
総合研究科 発生発達成育学講座 医化学分野

1-P-8

優秀ポスター 症例報告１

13:40〜14:00
座長：住友 伸一郎

1-P-9

1-P-10

国立病院機構東京医療センター 歯科口腔外科

1

下顎枝矢状分割法を応用して切除した下
歯槽神経に由来する神経周膜腫の１例

ポスター
（４月
日）

27

口腔粘膜に生じた孤立性神経線維腫の2
例
医療法人社団おおつき会大槻歯科医院, 2奈良県立医科大
学口腔外科学講座, 3大阪歯科大学高齢者歯科学講座

高久 勇一朗, 大鶴 洋, 猪飼 祥子, 飯田 可奈恵,
高橋 光

藤田 宏人1,2, 大槻 榮人1,2,3, 川上 哲司2, 桐田 忠昭2

【緒言】神経周膜腫は神経周膜細胞類似細胞の増殖からな
る腫瘍で，口腔領域での報告は極めて少ない．今回われ
われは，下歯槽神経に由来し，下顎骨内部に発生した神
経周膜腫に対して，下顎枝矢状分割法を応用して切除を
行った症例を経験したので，その概要を報告する．
【症
例】41歳，女性。主訴：右側下顎枝部透過像の精査。現
病歴：2016年１月，歯科検診にて歯科医院を受診し，パ
ノラマX線を撮影したところ，右側下顎枝部の透過像を
指摘され，精査目的に当科を紹介され受診した。
【処置
および経過】2016年3月全身麻酔下に右側下顎智歯の抜
歯および生検行った。病理結果は神経鞘腫の診断であっ
た。下歯槽神経由来の神経鞘腫の診断下に，2016年7月
全身麻酔下に腫瘍切除手術を行った。手術は下顎枝矢状
分割法を応用して行い，下歯槽神経血管束を明示すると，
下歯槽神経血管束周囲に腫瘍を認めた。正常な下歯槽神
経血管束と腫瘍病変の鑑別は出血も伴うため困難であっ
たが，一部神経血管束と腫瘍が鑑別出来るとことがあっ
たため分離を試みたが，腫瘍と神経血管束は癒着または
一体となっており，出血も起きてくるため，神経血管束
からの分離は困難と判断し，下歯槽神経血管束を切断し
腫瘍を切除した。術後は咬合調整を行う程度で咬合に異
常はなく，術後約半年経過し，腫瘍の再発も認めず，術
後経過は良好である。
【考察】本症例は，下歯槽神経血管
束に沿って下顎枝から下顎骨体部の中心に腫瘍が存在し
いたことから，腫瘍の切除方法について十分に検討し，
下顎枝矢状分割法を応用して行った。下歯槽神経由来の
神経腫瘍に対して，下顎枝矢状分割法は有用な手術方法
であると考えらえた。
【結語】41歳女性の下歯槽神経に
由来する神経周膜腫に対して，下顎枝矢状分割法を応用
して切除を行った1例を経験したので，その概要を報告
した。

【緒言】神経線維腫は、末梢神経から生じる良性腫瘍で、
シュワン細胞と繊維芽細胞の両者で構成される。そして、
単一の病変としてみられる孤立性神経線維腫と神経線維
腫症（von Recklinghausen病）の部分症として多発してみ
られる場合がある。今回われわれは、口腔粘膜に生じた
孤立性神経線維腫の2例を経験したので報告する。
【症例】
症例１：62歳・男性、右側下唇部の腫瘤精査を主訴に受
診した、右側下唇粘膜部に７×5mmの有茎性腫瘤を認
め、表面平滑で正常粘膜色で一部白色を呈していた。摘
出生検を施行したところ、神経線維腫の診断を得た。症
例２：48歳・女性、右側下顎歯肉頬粘膜移行部の腫瘤を
主訴に受診した。右側下顎歯肉頬粘膜移行部に6×4mm
の表面平滑で正常色の腫瘤を認めたため、摘出生検を施
行したところ、神経線維腫の診断を得た。 いずれの病
理組織学的所見でも、境界不明瞭で、増殖細胞は紡錘形
なし波状の核を示し、細胞間は細線維が認められた。ま
た、免疫組織化学的検討を行ったところ、S-100蛋白が
陽性であった。【考察】本腫瘍は、口腔領域では、舌、頬
粘膜、口蓋、口唇、歯肉、口底、顎骨などが好発部位で
あるが、孤立性であることは少ない。今回の2例は、下
唇粘膜部および歯肉頬粘膜移行部に生じた症例であっ
た。神経線維腫は、S-100蛋白の染色性において、波状
に増生する膠原繊維中の細胞の一部が陽性となり、神経
鞘腫では大部分の腫瘍細胞が陽性になるのと異なるが、
本２症例では、S-100蛋白が陽性であった。治療法とし
ては、外科的摘出術が行われ、今回の2例も全摘出術を
施行した。術後、再発なく経過観察中である。【結語】口
腔粘膜に生じた孤立性神経線維腫の2例を経験したので
報告した。
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1-P-11

1-P-12

北海道大学大学院 歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断
内科学教室

1

顎下リンパ節にみられたIgG4関連リン
パ節症の1例

られ、確定診断が可能であったIgG4関連リンパ節症の1
例を経験したのでその概略を報告する。患者は44歳、男
性。左顎下部に腫瘤形成を自覚したが無症状に経過して
いたため放置。5か月後、精査を希望し自意にて当科を
受診した。初診時、左顎下部に90mm×55mm大、弾性
硬のびまん性腫瘤を認めたが、疼痛や周囲皮膚の発赤は
認めなかった。US所見から隣在したリンパ節由来と考
えられる多房性に腫大した顎下リンパ節を認めた。造影
CT、造影MRI所見にて、両側耳下腺、両側涙腺の腫大
傾向を認め、左顎下リンパ節は著明な腫大とともに均一
な造影効果を認めた。FDG-PET/CTでは当該リンパ節
に限局性で高度なFDG集積を認めたが、腫大した大唾液
腺、涙腺には有意な集積は認めなかった。経過中の血液
検査にて血清中のIgG4 828mg/dl、IgG 2055mg/dl、IgE
1109.8IU/ml、IL-6 4.4pg/mlであることを確認。全身麻
酔下に当該リンパ節の生検を施行し、病理組織学的に
IgG4陽性形質細胞の高度な浸潤をみとめIgG4/IgG陽性
細胞比40%以上であることを確認した。また、悪性リン
パ腫との鑑別を要したが、血液検査所見にくわえ、生検
組織にてカリオタイプ、IgH鎖JH再構成、FCMにて各種
CD抗原プロファイルおよびκ/λ比を検索したが、いず
れも異常所見を認めず、悪性リンパ腫は除外された。以
上より、限局性臓器腫大、高IgG4血症、IgG4/IgG陽性
細胞比の各診断基準に合致。IgG4関連疾患包括診断基準
における確定診断群との診断に至った。

江頭 寿洋1, 大場 誠悟1, 池田 久住1, 銅前 昇平1,
井 隆司1, 中谷 佑哉1, 柳本 惣市2, 梅田 正博2,
朝比奈 泉1
【緒言】従来は経口抗凝固薬として血栓症の治療および予
防にはワルファリンカリウムが一般的に用いられてきた
が、PT-INRの調整が随時必要であった。これに対して、
近年血液凝固因子のトロンビンやXa因子を直接阻害す
るダビガトランやリバロキサバン等は、PT-INRのモニ
タリングの必要性はなく、新しい経口抗凝固薬として使
用が拡大してきている。抗血栓療法患者の抜歯に関する
ガイドライン2015年改訂版ではワルファリンに準じて服
用継続下での抜歯が推奨されているが、現状では出血に
対する危険因子等に関しては観察研究を含めた症例の蓄
積が必要な段階であり十分な検証はなされていない。今
回我々は抗凝固療法の新薬服用患者で抜歯後出血を来し
た2例を経験したので、若干の考察を加え報告する。【症
例】症例1：85歳、男性。心房細動の既往につきリバロキ
サバン（イグザレルト）の服用あり。採血による止血時間
の著明な延長は認めなかったが、右下34の残根を抜歯後
に出血を認めた。血圧の安定化と抜歯窩への止血剤の填
入と縫合により止血が可能であった。症例2：81歳、男
性。心原性脳梗塞の既往につきリバロキサバン（イグザ
レルト）の服用あり。止血時間の著明な延長は認めなかっ
たが、腎機能が低下しており、右下134、左下1の残根を
抜歯後、同日夜間まで持続性出血を認めた。持続的な圧
迫と縫合による局所的処置で止血が可能であった。
【考
察】今回渉猟しえた2例についていずれも抜歯前の凝固検
査において異常な延長を認めておらず、抗血栓療法の新
薬の過剰作用に由来する原因は示唆できなかった。ワル
ファリンカリウム服用患者の抜歯後の出血リスクの因子
と同じく、複数歯の抜歯や歯周炎等の局所的原因や血圧
上昇、腎機能の低下等が出血の危険因子として考えられ
た。今回の症例はいずれも内科的コントロールを必要と
せず、局所的処置にて対応が可能であった。
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IgG4関連疾患とはリンパ球、IgG4陽性形質細胞の著し
い浸潤と線維化により、同時性あるいは異時性に全身諸
臓器の腫大や結節・肥厚性病変などを認める原因不明の
疾患とされ、近年になって本邦にて確立された新たな疾
患概念である。今回われわれは片側顎下部に限局性に見

長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展
開医療科学講座 顎口腔再生外科学分野, 2長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 口
腔腫瘍治療学分野

ポスター
（４月

宮腰 昌明, 吉川 和人, 清水 六花, 鎌口 真由美,
秦 浩信, 佐藤 明, 北川 善政

抗凝固療法の新薬服用患者にて抜歯後出
血を来した2例

若手優秀ポスター 基礎 悪性腫瘍 13:40〜14:00
座長：栗田 浩
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藤林 えみ, 田中 晋, 内橋 俊大, 薮野 佑介, 古郷 幹彦

亀山 裕泰, 濱田 正和, 岩井 聡一, 由良 義明

口腔扁平上皮癌細胞株SASにおけるEMT
とSphere形成能との関連についての検
討
ポスター
（４月
日）
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【目的】初期胚の発生学で提唱された細胞形質の転換機
構である上皮間葉転換（以下EMT）や間葉上皮転換（以
下MET）が腫瘍の転移や浸潤に関連すると注目を集め
ている。EMTを経た細胞が癌幹細胞の特性の一つであ
るself-renewalを示すSphere形成能を獲得するという報
告があり、EMTとSphere形成能との関連が示唆されて
いるが、その詳細な分子機構は明らかではない。今回、
EMT-METを経た細胞集団と、Sphere形成率を上昇さ
せた細胞集団を比較することで、EMTとSphere形成能
の関連について検討を行った。
【材料および方法】EMTMET誘導性の細胞集団(SAS-δ)は、口腔扁平上皮癌細胞
株SASをin vitroにおいてTGF-β1刺激により遊走能が
亢進した細胞集団を選択的に回収し、TGF-β1刺激を解
除してMETを誘導することで樹立した。またSphere形
成誘導性の細胞集団(eSAS)は、SASをSphere formation
medium及び低接着性プレートを用いて培養し、大阪大
学微生物病研究所の野島らが開発したSpheroid catchを
用いてSphere形成能が増強した細胞集団を選択的に回
収し樹立した。このSASおよびSAS-δ、eSASを用いて
Sphere形成率および浸潤率、それに関わる分子生物学的
な変化を比較検討した。
【結果】SAS-δおよびeSASは
SASよりも高いSphere形成能を有したが、共に遊走能・
浸潤能は低下していた。細胞増殖に関しては、SAS-δ
がHippo経路に破綻を来し足場非依存的な増殖能を有し、
細胞接着阻止からの回避を認めたが、eSASにはその性
質の獲得を認めず、明らかな増殖率の低下を認めた。【結
論】EMTを経た細胞の持つ高いSphere形成能は、癌幹
細胞の持つSphere形成能と異なる分子機構で獲得されて
いる可能性が示唆された。

Sphingosine kinase 1阻害薬PF-543に
よる口腔扁平上皮癌細胞に対する細胞死
におけるオートファジーの関与

【目的】Sphingosine kinase（SphK）は、頭頸部癌を含
む多様な癌において高発現していることが報告されて
おり、細胞増殖、発癌や浸潤、転移、放射線増感作用
に重要である。我々はprotein kinase C阻害薬safingolに
よる口腔扁平上皮癌（SCC）細胞におけるオートファジー
の誘導を観察している。SafingolによるSphK1阻害も報
告されているため、その阻害薬PF-543を用いてオート
ファジーの誘導について検討した。【材料および方法】口
腔SCC細胞株Ca9-22細胞、HSC-3細胞、SAS細胞を用い
た。SphK1阻害薬PF-543、オートファジー阻害薬3-MA、
wortmanninを用いた。細胞生存率はMTT法で測定した。
各種タンパク質をイムノブロット法にて検出し、ネク
ローシス細胞とアポトーシス細胞はannexin V/PI染色で
検出した。
【結果】1）3種類の口腔SCC細胞株において、
SphK1の発現を認めた。2）PF-543にて濃度依存的に細
胞増殖抑制効果を示した。3）PF-543で処理するとアポ
トーシス、ネクローシスおよびオートファジーの誘導を
認めた。4）HSC-3細胞ではPF-543と3-MA、wortmannin
の併用にてネクローシスの増強を認めた。【結論】HSC-3
細胞におけるSphK1阻害はアポトーシス、ネクローシス
およびオートファジーを誘導し、オートファジー阻害
はSphK1阻害による細胞傷害性を増強することが明らか
となった。SphKに対する阻害薬の研究は進行しており、
新規薬剤の開発、作用機序の解明によってSphKをター
ゲットとした分子標的治療のさらなる発展が期待でき
る。
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IGFBP3はDNA修復の促進を介して口腔
扁平上皮癌に放射線抵抗性を附与する

大久保 康彦1, 大和地 正信2, 小池 一幸2, 中嶋 大2,
神津 由直3, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,
林 幸雄4, 花澤 康雄5, 椎葉 正史6, 鵜澤 一弘1,2,
丹沢 秀樹1,2

の発現およびその機能について検討した。
【対象と方法】
【背景】Cavin-2(CVN2) は細胞膜の微小陥入構造である
術前に化学放射線療法を施行後に根治的切除を行った
caveolaeの形成時にcaveolinと複合体を形成して作用す
OSCC患者52例の生検標本を用いて、IGFBP3の免疫組織
るCavinファミリーの1つである. CVN2が過剰発現する
化学染色を行った。また、OSCC細胞株を用いてIGFBP3
ことによりcaveolaeが形成されエンドサイトーシスが開
の発現抑制による放射線感受性および化学療法感受性
始される. われわれの遺伝子プロファイリングでCVN2が
の変化、放射線照射後のDNA損傷および修復への影響
口腔癌において有意に発現減弱していることを同定した
等を評価した。
【結果】(1)OSCC組織においてIGFBP3の
が, その役割は不明である. 本研究では, 種々の包括的な
発現は化学放射線治療の治療効果と有意な相関を認め、
分子生物学的解析を駆使することで, CVN2の口腔扁平上
IGFBP3が高発現している症例では全生存率、無病生存
皮癌(OSCC) における様々な役割を解明することを目的
率とも有意に予後が不良であった。(2)IGFBP3の発現は、
とした.【方法】OSCC由来細胞株9種, 臨床検体115例にお
化学放射線療法の治療効果、N分類とともに独立した予
けるCVN2の発現状態をqRT-PCR法, Weatern blot法, 免
後因子であった。(3)OSCC細胞でIGFBP3の発現を抑制す
疫染色を行い, その統計学的意義をMann-Whitney解析に
ると、5-FUおよびCDDPの感受性に変化は認めなかった
て評価した. さらに, KOSC-2, Sa3に対してCVN2強制発
が、放射線感受性の有意な上昇を認めた。(4)OSCC細胞
現安定株を樹立し, 細胞増殖能試験, 細胞周期解析, 蛍光
の臨床的放射線耐性株(2Gyを連日照射しても増殖し続け
免疫染色を行い, その多様な機能を解析した.【結果】すべ
る放射線抵抗性の細胞株)ではその親株と比較しIGFBP3
てのOSCC由来細胞株においてCVN2の有意な発現減弱
の発現が有意に上昇していた。(5)OSCC細胞に放射線を
を認めた(p＜0.05) . 免疫染色の結果からCVN2の発現減
照射するとIGFBP3はEGFRとともに核での発現亢進を
弱は, 原発腫瘍径と有意に相関していた(p＜0.05) .  CVN2
認めた。(6)IGFBP3の発現を抑制したOSCC細胞に放射線
強制発現安定株が, 細胞増殖能が有意に低下し(p＜0.05) ,
を照射するとDNA修復酵素であるDNA-PKcsの発現低
これと合わせてcaveolin-1の発現亢進がみられ, 正常状態
下を認め、DNA二重鎖切断マーカーであるγH2AXの消
でみられるCVN2/caveolin-1複合体形成が起こることが
失が遅延した。
【結論】IGFBP3がOSCC患者の予後予測
強く示唆された(p＜0.05) . さらに, 細胞周期に関連する
マーカーおよび放射線耐性マーカーとして応用できる可
ERKの不活化によるG1/S期停滞が認められた(p＜0.05) .
能性が示唆された。その耐性の機序として、IGFBP3が
【結論】本研究により口腔癌におけるCVN2の発現減弱は,
放射線照射後にEGFRとともに核内で高発現し、放射線
caveolin-1の発現調節を介して, 腫瘍の増殖に負の影響を
照射によるDNA二重鎖切断の修復を促進している可能
与えていることが明らかになった. さらに口腔癌に対し
性が考えられた。
てcaveolin-1の発現亢進を誘導し, CVN2/caveolin-1複合
体を形成させ, ERKの不活化を介する異常細胞周期の亢
進を制御できれば新たな分子標的となる可能性が示唆さ
れた.
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日）

【目的】インスリン様成長因子結合タンパク3型(IGFBP3)
はIGFと 特 異 的 に 結 合 す る タ ン パ ク の 一 種 で あ る が、
IGFと独立して様々な生物学的作用に関与するとの報告
もある。今回、口腔扁平上皮癌
（OSCC）
におけるIGFBP3

千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学, 2千葉大学 医学部
附属病院 歯科・顎・口腔外科, 3千葉県こども病院 歯科,
4
日本赤十字社 成田赤十字病院 歯科・口腔外科, 5医療法
人誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科・歯科口腔外科,
6
千葉大学 大学院医学研究院 臨床腫瘍学

ポスター
（４月

坂田 純基, 廣末 晃之, 吉田 遼司, 松岡 祐一郎,
永田 将士, 川原 健太, 高橋 望, 有田 英生, 中嶋 光,
田中 拓也, 福間 大喜, 尾木 秀直, 中山 秀樹

口腔癌におけるCavin-2/caveolin-1 複
合体シグナルを介した増殖抑制機構の解
明

若手優秀ポスター その他１

13:40〜14:00
座長：合田 啓之
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口腔血管病変に対するHo:YAGレーザー
による焼灼療法の臨床的検討
獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座, 2菅間記念病院 歯
科口腔外科, 3大友歯科医院

ポスター
（４月
日）
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八木沢 就真1, 木内 誠1, 澤谷 祐大1, 森 俊光1,
齋藤 正浩1,2, 土田 修史1, 小宮山 雄介1, 栗林 伸行1,
大友 文雄1,3, 内田 大亮1, 川又 均1
【緒言】口腔領域の血管腫（血管奇形）に対する治療法は、
発生部位や栄養血管の有無によって、硬化療法、塞栓療
法、切除術、光凝固療法、焼灼療法、さらにこれらの組
み合わせなど様々な治療法が選択される。今回われわれ
は、口腔領域における血管腫に対し、Ho:YAGレーザー
による焼灼療法を施行し、良好な治療成績が得られた
ので報告する。
【対象】2015年1月から2017年1月までの2
年間に当科を受診し表在性の血管腫と診断された患者15
例（男性7例、女性8例、平均年齢60歳）に対し、レーザー
による焼灼療法を施行した。部位は下唇（9例）
、上唇（3
例）
、口角（1例）
、頬粘膜（2例）
、舌背部（5例）
、舌縁部（1
例）である（重複あり）
。
【方法】レーザーは、Ho:YAGレー
ザー（ルミネス社製、バーサパルスセレクト）を使用し
た。照射条件は、2.5W、0.5Jとし局所麻酔後、病変部表
面粘膜が白色に変化するまで非接触下に照射した。病変
が深部に及んでおり、レーザー光が到達せず深部の残存
が疑われる場合や表面の焼灼後、内部に液体成分の残留
を触知した場合は外照射と併用し組織内照射を行う複合
照射法を施行した。
【結果】口腔領域の血管腫15例に対し
て、Ho:YAGレーザーによる焼灼療法を施行し、術中お
よび術後を含め異常出血は認めなかった。レーザー照射
後、血管腫15例全てに知覚障害、機能障害や再発所見は
なく、現在も良好な治癒経過が得られている。
【考察お
よび結論】口腔領域における血管腫の治療は、舌や口唇
の機能や、知覚の温存について考慮し、治療法を選択す
べきであると考えられる。また、審美的な面からは術前
の形態を損なわない術式が求められる。以上の点から本
療法は血管腫に有用な治療法であると考えられた。

口腔腫瘍の診断における18F-FDG PET/
CT 有用性の検討
千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座, 2千葉大学医
学部付属病院 歯科・顎・口腔外科, 3地方独立行政法人
東千葉メディカルセンター 歯科口腔外科, 4船橋市立医療
センター 歯科口腔外科, 5国保直営総合病院 君津中央病
院 歯科・歯科口腔外科, 6地方独立行政法人 さんむ医療
センター 歯科口腔外科, 7千葉大学大学院 医学研究院 臨
床腫瘍学講座

永塚
伏見
村野
鵜澤

啓太郎1, 中嶋 大1, 小池 一幸1, 大和地 正信2,
一章3, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,
彰行4, 渡辺 俊英5, 金沢 春幸6, 椎葉 正史7,
一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【背景】18F-FDG PETは組織の糖代謝を反映し原発巣の
進展範囲, 病期判定, 再発や腫瘍残存の検索などに有効
な画像診断法とされている. FDGの集積度は腫瘍の細胞
分裂度と相関し活動性を反映するとされるが詳しくは
明らかにされておらず, 唾液腺腫瘍の診断に関しても有
用性について議論の余地がある.【対象と方法】2010年
1月から2016年12月までに当科を受診し, 18F-FDG PET
を撮影した口腔腫瘍手術患者116例（扁平上皮癌100例,
唾液腺腫瘍16例）を対象とした. FDG集積の程度である
standardized uptake value（SUV）max値を測定し, 腫
瘍径, 分化度, 予後との関連, 唾液腺腫瘍では組織型での
比較検討を行った.【結果】口腔扁平上皮癌ではFDGの集
積度は腫瘍径, 分化度との相関を認めた. 術後再発や転
移を認めた予後不良群では, 良好群と比較して有意に高
いSUVmax値を示した. 唾液腺腫瘍におけるSUVmax値
は, 悪性腫瘍では平均8.36（最大24.0 最小3.0）, 多形腺腫
では平均7.13（最大16.1 最小4.1）と大きな差は認められ
なかったが, 唾液腺悪性腫瘍を組織学的悪性度で分類す
ると高悪性度群（腺様嚢胞癌 充実型, 唾液腺導管癌, 筋上
皮癌）では平均11.56であり, 中悪性度群（腺様嚢胞癌 篩状
/管状型）の平均5.16と比較して高い値を示した.【考察】
18F-FDGの集積度は, 口腔扁平上皮癌では腫瘍径, 分化度
と相関しており, 予後予測因子になりうる可能性が示唆
された. 唾液腺腫瘍では, 糖取り込み能の高い良性腫瘍や,
反対に集積度の低い悪性腫瘍など組織学的集積差が存在
することによって良悪性の鑑別が困難であることが明確
となった．唾液腺悪性腫瘍では組織学的悪性度の推定に
有用である可能性が示唆された. 唾液腺腫瘍の術前診断
に関してはさらなる研究が望まれる.
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柴田 真里1, 大山 厳雄1, 野里女 明代2, 橋田 之彦1,
三浦 千佳1, 炭野 淳1, 名生 邦彦1, 山城 正司3, 道 泰之1,
鵜澤 成一1, 山口 聰1

矢多 佐知子1, 柳生 貴裕1, 今田 光彦1, 福辻 智1,3,
今井 裕一郎1,2, 桐田 忠昭1

下顎区域切除術後のQOLおよび機能評
価

合や顔貌の変化などについて前向きに評価したので報告
する。
【材料と方法】2016年1月から、2016年8月まで東
京医科歯科大学顎顔面外科学分野にて下顎区域切除術お
よび血管柄付き皮弁による再建術を施行した患者を研究
対象とした。術後評価を統一させるため、咬合支持数に
よって咬合安定状態を分類するEichner分類で術後にB2
（臼歯部の咬合が2領域確保される咬合状態）となる患者
に対し、低粘着性発色ガム法、平井らの食品アンケート、
UW-QOL質問表、頭部X線規格写真を用い術前、術後3 ヶ
月、術後6 ヶ月で評価した。
【結果】患者年齢は22歳から
62歳で平均年齢は40.5歳であった。再建方法は肩甲骨皮
弁再建と前腕皮弁とプレートによる再建であった。全症
例でQOL質問表、食品アンケート、ガムテスト、開口量
において術後、経時的な改善を認めた。また、術前に腫
瘍による病的骨折や開口障害があった症例においては術
前より全項目が改善していた。下顎の術前後の位置変化
を頭部X線規格写真で評価したが大きな差は認めなかっ
た。
【結論】下顎区域切除後の再建で術後QOLおよび咀嚼
機能の改善を認めた。今後、症例数を増やして、再建方

有無、抜歯本数、抜歯手技、局所止血法、周術期の補充
療法、抜歯後出血（１次止血後の再出血）等の臨床情報を
カルテより抽出した。抜歯後出血の要因をロジスティッ
ク回帰モデルにて解析した。【結果】対象は40人、59処置、
102歯であり、血友病A 36人（軽症12人、中等症13人、重
症11人）、血友病B 4人（軽症2人、中等症2人）であった。
全ての処置において周術期に全身止血療法を行ってお
り、全例ピーク因子レベルは80％以上であった。単純抜
歯は60歯、難抜歯は42歯であり、吸収性止血剤は101歯、
止血用シーネは90歯に使用されていた。抜歯後出血は8
人、9処置、11歯でみられた。インヒビターのない患者
を対象に行った多変量解析では、止血用シーネの装着が
抜歯後出血を減少させる独立した因子であった（オッズ
比0.13[95%CI：0.01-0.91]、P=0.04）。【結論】十分な全身止
血療法を施行していても抜歯後出血が10.7%にみられた。
血友病患者の抜歯においては、全身止血療法を施行した
上で適切な局所止血療法を行うことが重要であり、局所
止血療法の中でも止血用シーネの装着は抜歯後出血の予
防に特に有用であることが分かった。

法による比較や、他のEichner分類での評価も行ってい
きたい。
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咀嚼機能および形態を含めて評価した報告は少ない。今
回、我々は下顎区域切除術前後のQOL、咀嚼機能、咬

血友病患者における抜歯後出血の要因について検討す
るために、後ろ向きコホート研究を行った。
【対象・方
法】2006年から2016年までに当科で行われた血友病患者
の抜歯を対象とし、血友病の病型、インヒビター保有の

ポスター
（４月

【目的】近年、治療評価法としては生存率あるいは臓器や
機能温存の向上に留まらず患者のQOLを評価し、改善す
ることの重要性が増してきている。患者の術後QOLの維
持や向上は非常に重要な評価項目であり、同時に術後の

血友病患者における抜歯後出血の要因に
関する検討：後ろ向きコホート研究

優秀ポスター 基礎

13:40〜14:00

骨

座長：宮崎 隆

1-P-21

ヒト歯嚢由来細胞の石灰化過程における
miR-29の影響
1

日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座, 2日本大学松戸
歯学部口腔科学研究所, 3庄内余目病院歯科口腔外科
ポスター
（４月
日）
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1-P-22

家兎上顎洞底挙上術モデル適用した
hydroxyapatite/collagen composite
materialによる骨造成の評価
1

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科,
長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター ,
3
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研
究センター
2

1

吉本 秀輔 , 小倉 直美 , 高橋 康輔 , 友木 里沙 ,
金尾 真吾1, 加藤 有悟1, 青木 暁宣1, 清水 一3,
伊藤 耕1,2, 近藤 壽郎1,2
【目的】MicroRNA (miRNA) は内在性small non-cording
RNAで, mRNAの安定性や翻訳を抑制し, 細胞の分化や
増殖, アポトーシスなどに関与していることが報告され
ている. 本研究ではヒト歯嚢由来細胞 (歯嚢細胞) の石
灰化に関与するmicroRNAの検索を目的に, microRNA
Microarray解析を行った. さらに, 石灰化過程で発現減
少したmiR-29の影響について検討した.【材料および方
法】埋伏歯抜歯時に採取した歯嚢を酵素処理し, 歯嚢細
胞を分離後, 初代および継代培養を行なった. 歯嚢細胞
を骨芽細胞誘導培地で培養し, microRNA Microarray解
析を行った. 遺伝子発現量はreal-time PCR法で測定し
た. 次に, miR-29bを遺伝子導入し, 骨芽細胞へ分化誘導
を行った歯嚢細胞についてDNA Microarray解析および
signaling pathway解 析 を 行 っ た. 培 養 上 清 中 のtypeΙ
collagen量はELISA法を用いて測定し, 石灰化はAlizarin
red S染色で検討した.【結果】miRNA Microarrayの結
果, 歯嚢細胞の骨芽細胞分化誘導過程で発現が減少し
たmiRNA群 にmiR-29a, b, cが 認 め ら れ た. miRNAデ ー
タベースでmiR-29の標的候補遺伝子の検索を行なった
ところ, Col1a1およびCol1a2が認められた. 歯嚢細胞に
miR-29を遺伝子導入すると, typeΙcollagen産生は低下
した. miR-29bを遺伝子導入した歯嚢細胞についてDNA
Microarray解析およびsignaling pathway解析を行った
結果, 各種collagenやosteonectinの発現減少が認められ
た. 一 方, Interferon (IFN) -β やINF induced proteinの
発現上昇が認められた. また, miR-29の遺伝子導入によ
り, 歯嚢細胞の石灰化に遅延が認められた.【結論】以上の
結果から, miR-29bはtypeΙcollagenやosteonectinの発現
を減少させ, 炎症性因子であるIFN-βの発現を上昇させ
ることによって石灰化を抑制する可能性が示唆された.
よって, miR-29は歯嚢細胞の骨芽細胞分化/石灰化過程で
発現が減少するものと考えられた.

大場 誠悟1,2, 中谷 佑哉1,2, 江頭 寿洋1,2, 住田 吉慶1,2,3,
朝比奈 泉1,2
【 目 的 】hydroxyapatite/collagen composite material
(HAp/Col)はhydroxyapatite (HA)が ８ ０ ％，collagenが
２０％で構成される．本研究ではHAp/Colを家兎上顎洞
底挙上術モデルに適用し，一般的に使用されているHA
と比較して，HAp/Colの骨造成能が優れているか否かを
明らかにする．
【方法】2.5kg 〜 3.0kgの日本白色家兎の
副鼻腔の上壁に直径6mmのラウンドバーを用いて，副鼻
腔内への交通路を形成した．副鼻腔粘膜を挙上し，獲得
した空隙に，HAp/Col (ReFit)またはHA (APASERAMAX)（HOYA technosurgical, 東京）を125mm3填入し，
術後2 〜 8週のCTおよび組織学的に骨新生状態を評価し
た．また，骨造成後４週間で同部にインプラント埋入術
を施行し，埋入後４週目にインプラントの骨接触率(BIC)
を評価した．【結果】骨造成後8週間のCT像で，HA群は
材料の形態が確認されたが，HAp/Col群では骨造成後
8週では造成された骨が吸収していた．組織学的所見で
は，骨造成後4週間で，HAp/Col群ではHAに比較して新
生骨量が多かった．インプラント埋入後4週（骨造成後8
週）でのOsstellによるISQ 値は，HAp/Col群，HA群とも
に60前後を示した．また，BICはHAp/ColとHA群で有
意差は認められなかった．また，残存する人工骨量は，
HAp/Col群よりもHA群で多かった．【結論】HAp/Col
は上顎洞底挙上術に適用可能な人工骨であると考えられ
る．HAp/Colにより骨新生は早期に誘導され，材料の構
成成分であるHAが吸収する．すなわち，インプラント
埋入の際にインプラントが生活骨に接する機会が増える
ため，早期のosseointegrationを誘導できる可能性が示
唆された．また，HAが吸収されることは将来的なイン
プラント周囲炎のリスクが少なくなると考えられる．し
かしながらHAp/Colにより造成された新生骨は時間の経
過とともに吸収する傾向にあるため，インプラント埋入
時期の見極めが重要であると考えられる．
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非焼結炭酸含有アパタイト多孔体と骨髄
細胞による実験的骨形成
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野

ビーグル犬を用いたビスフォスフォネー
トによる顎骨への影響と他家間葉系幹細
胞シート移植効果の検討

糖）
を重量比３: ７で混合し，その後，金型を用い15kg ／
3
cm で一次加圧を行い，φ8mm高さ5.5 〜 5.6mmに成型
した．二次加圧を静水圧装置（200M Pa）で行い，DCPD
／グラニュー糖の圧粉体を得た．糖の溶出とDCPDのCA
への転移を同時に進めるためDCPD ／グラニュー糖の圧
粉体を60℃の１Ｍ炭酸水素ナトリウム溶液に24時間浸漬
してCA多孔体とした．
【結果】
作製した試料は，
Ｘ線回折，
FT-IR検査，μCT検査によって，気孔率約56％のCA多
孔体であることが確認された．作製試料をscaffoldに用
い，ラット骨髄細胞を2週間培養後，ラット背部皮下に
移植したところ，埋入２〜４週間後に骨が形成されるこ
とが確認された．また，TRAP染色を用いて，破骨細胞
による試料の吸収を観察し，TRAP陽性反応は主に骨が
形成された範囲で観察された．埋入8週後の標本の一部
では，形成された骨から離れた部位でもTRAP陽性反応
が確認された．
【結論】作製した非焼結炭酸含有アパタイ
ト多孔体をscaffoldとし，骨髄細胞を2週間培養後ラット
皮下に埋入したところ，骨形成とTRAP陽性反応が確認
され，非焼結炭酸含有アパタイト多孔体が骨置換可能な

貝淵 信之1,2, 岡本 俊宏1, 福澤 智1, 熊坂 士1,
三宮 範子1, 安藤 智博1
【目的】ビスフォスフォネート製剤(BP)による顎骨壊死
(BRONJ)は未だ有効な治療法や予防法は確立されていな
い。近年、BRONJ様動物モデルにおいて間葉系幹細胞
(MSCs)を静脈投与すると骨壊死が改善することが報告
されている。しかし、MSCsの静脈投与には肺塞栓の危
険性や癌細胞の増殖、転移を促すなどの問題がある。そ
こで我々は様々な疾患に対して臨床応用され、有効性が
確認されている細胞シート工学を用いた、MSCsの局所
投与による治療法を検討した。我々はこれまでにラット
BRONJモデルにおいて、MSCシートを移植することで
血管新生や骨代謝を促し、有意に骨露出を治癒させられ
ることを報告した。今回我々は、ゾレドロネートを投与
したビーグル犬の顎骨へのMSCシート移植による効果の
検討を行った。【材料および方法】１２〜１３月齢のビー
グル犬の皮下脂肪から脂肪由来MSCsを分離培養したの
ち、温度応答性培養皿に播種、培養してMSCシートを
作製した。ゾレドロネートとデキサメタゾンを投与した
ビーグル犬の顎骨を一部切除したのちにMSCシートを
移植する側（移植側）と移植しない側（非移植側）とに分け
て、処置４週間後に屠殺してμCTおよび組織学的・免
疫組織化学的に検討した。
【結果】３頭中２頭において、
非移植側で肉眼的に粘膜創部に腫脹、発赤などの炎症所
見が見られたのに対して、移植側では正常な粘膜の治癒
が見られた。HE染色画像においても非移植側では粘膜
下に多量のリンパ球や好中球の浸潤が見られ、遊離した
壊死骨とその周囲に付着する細菌集塊を認めた。カテプ
シンKの免疫染色を行ったところ、非移植側では骨表面
から遊離した破骨細胞が見られた。
【結論】 ゾレドロ
ネートおよびデキサメタゾンを投与したビーグル犬にお
いて、顎骨切除により顎骨壊死様の所見が見られた。ま
た、MSCシート移植によりその炎症反応を抑制すること
ができた。
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【目的】骨置換が可能な生体材料の開発と確認を目的と
し，炭酸含有アパタイト多孔体ブロックを非焼結で作製
した．
【方法】非焼結炭酸含有アパタイト多孔体（CA）の
作製： 炭酸含有アパタイトの前駆物質として第二リン
酸カルシウム二水塩
（DCPD）
を用い，顆粒糖
（グラニュー

ポスター
（４月

1
東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座, 2東京女
子医科大学 先端生命医科学研究所

笠井 唯克, 渡邉 一弘, 本橋 征之, 村松 泰徳,
住友 伸一郎

生体材料になり得る可能性が示唆された．

1-P-24

優秀ポスター その他１

13:40〜14:00
座長：溝口 到
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1-P-26

小児の顎顔面骨骨折の傾向と特徴

唇顎口蓋裂患者に対する顎矯正手術の術
後評価

奈良県立医科大学口腔外科学講座

ポスター
（４月
日）
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鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学
講座 口腔顎顔面外科学分野

松末 友美子, 山本 一彦, 堀田 聡, 村上 和宏, 杉浦 勉,
桐田 忠昭
【目的】小児の顎顔面骨骨折の傾向と特徴について解析す
る。
【 対 象 と 方 法 】1982年1月 か ら2016年12月 ま で の35
年間に当科を受診した15歳以下の小児の顎顔面骨骨折
314例を対象とし、診療録とX線写真から後ろ向きに検
討した。
【結果】患者は男児が204例、女児が110例であっ
た。これらの患児は同期間の全骨折患者の11.2%を占め
ていた。受傷原因は交通事故が134例と最も多く、この
うち自転車事故が100例を占めていた。次いで転落が51
例、スポーツが50例、転倒が37例、殴打が25例、その他
が17例であった。スポーツと殴打による受傷は13歳以上
の 患 児 が そ れ ぞ れ37例(74.0%)、22例(88.0%)と 大 部 分 を
占め、転落による受傷では6歳以下の患児が33例(64.7%)
と多くを占めていた。骨折部位は、下顎骨が196例、中
顔面骨が109例、その両者が9例であった。下顎骨に骨折
がみられた205例中、70例には複数の部位に骨折線を認
めた。下顎骨の総骨折部位は294部位で、このうち関節
突起が118部位と最も多く、次いでオトガイ部が90部位、
歯槽骨が50部位であった。中顔面骨に骨折がみられた
116例では歯槽骨が54例と最も多く、次いで頬骨が31例、
上顎骨が21例、中顔面骨多発が10例、鼻骨が2例であっ
た。治療法は、経過観察が101例、顎内固定が87例、顎
間固定が62例、観血的整復固定が43例、経皮的整復が1例、
その他が20例であった。観血的整復固定と顎間固定は10
歳以上の患児がそれぞれ34例(79.1%)、52例(83.9%)と大部
分を占めていた。
【結論】小児の顎顔面骨骨折は全骨折患
者の1割強を占めており、その受傷原因と受傷部位、治
療法に年齢により異なった特徴がみられた。

大河内 孝子, 野添 悦郎, 石畑 清秀, 岐部 俊郎,
手塚 征宏, 渕上 貴央, 中村 典史
【目的】唇顎口蓋裂（以下、CLP）患者では、口蓋形成術に
伴う外科的侵襲や口蓋粘膜に存在する術後性瘢痕組織に
よる上顎の狭窄、顎裂部が存在することで顎間関係の不
調和を呈する症例が多い。このような症例で良好な被蓋
および咬合を獲得するためには、顎矯正手術が不可欠で
ある。しかし、一般的な骨格性反対咬合患者における顎
矯正手術とは異なった問題が存在することも知られてい
る 。今回、CLP患者とCLPのない骨格性反対咬合患者
の術後成績を比較した。【対象および方法】対象は当科に
て顎矯正手術を行った一次症例のCLP患者34名とCLPの
ない骨格性反対咬合に対し顎矯正手術を行った25名。術
中の移動量、手術時間、出血量、術前・術後1・6か月時
の側面セファロ画像の分析、術後の合併症を比較分析し
た。【結果】CLP患者34名のうち下顎後退術のみ（CLP-S
群）11名、上下顎移動術（CLP-T群）14名、上顎前方移
動術（CLP-L群）9名であった。またCLPのない下顎後退
術（Cont-S群）は18名、上下顎移動術（Cont-T群）7名で
あった。CLPとContで同じ術式においては移動量および
手術時間、出血量に有意な差はなかった。側面セファロ
分析では∠ANBでCLP-S群の術後後戻りが13.9±21.9％、
CLP-T群13.4±8.2 ％、CLP-L群23.6±15.7 ％、Cont-S群
13.7±11.0％、Cont-T群11.0±16.9％でCLPとContの間に
有意差は認めなかった。CLP-T群において術後鼻咽腔閉
鎖不全を一過性に認めた症例が1名であった。
【結論】当
科で行ったCLP患者に対する顎矯正手術の術後成績は、
手術時間や出血量および術後の後戻りに関してCont群と
の間に有意な差は認めなかった。
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新潟大学大学院医歯学総合研究科 組織再建口腔外科学
分野

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

顎矯正手術後の鼻咽腔気道形態と鼻呼吸
機能の変化

佐々木 亮, 岡本 俊宏, 安藤 智博

態の変化に関してはCTデータより3次元画像解析ソフト
を用いて下鼻道（S1）
、上咽頭（S2）
、中咽頭上部（S3）、中

咽頭下部（S4）の気道容積と中咽頭での気道最狭窄部断面
積（O-NCSA）ならびに上咽頭部断面積（P-CSA）を計測し
た。鼻呼吸機能の評価には鼻腔通気度測定装置を用いて
鼻腔通気度（NAR）を測定し、各測定項目と比較検討し
た。
【結果】顎骨の移動量の平均値はA点で0.9 mm 前方、
0.3mm上方、PNSで1.4mm前方、1.6mm上方、B点で3.4mm
後方、2.0mm上方であった。術後の鼻咽腔形態変化につ
いては、S2とS4の容積に有意な減少を認めた。NARは
術前後で有意差は認めなかったが、NAR変化量とS2の
容積、P-CSAの変化量に負の相関を認めた。また顎骨移
動との相関関係はB点の水平的移動とNAR変化量、PNS
の垂直的移動とS3の容積に負の相関を認めた。
【結論】本
研究において、術前後で鼻呼吸機能に有意な変化は認め
られなかったが、顎骨の移動と鼻咽腔気道形態および鼻
呼吸機能に関わる項目に相関を認めるものがあったこと
から、顎矯正手術は気道形態や呼吸機能に影響を及ぼす
が、鼻呼吸機能の維持のために代償的な生体作用機構が
働き、気道形態が変化しても鼻呼吸機能に影響が及ばな
かった可能性が考えられた。

advancement、Computer assisted surgeryが 行 わ れ て
いるのが特色である。演者は顎矯正手術の習得のために
2014年8月から2015年4月にかけての約8 ヶ月間に渡り、
同センターに臨床留学する機会を得た。今回、留学から
20 ヶ月経過し、その成果を検討した。【材料及び方法】
CGMHクラニオフエイシャルセンターおいて、演者が手
術見学および手術助手をした全症例を記載したノートか
ら、手術症例を後ろ向きに調査した。【結果】演者は26手
術症例を見学し、82例の手術助手を経験していた。手術
助手をした症例の50%は骨格性下顎前突であり、次いで
20%は骨格性顔面非対称であった。術式の90%（71例）は
上下顎骨切りであり、その半数はオトガイ形成術を併用
していた。15%（10例）は分節骨切り術を併用した骨切
りであった。留学中に経験した内容の論文２編が出版さ
れたが、他の３原稿は未掲載であった。
【結論】CGMH
クラニオファイシャルセンターにおける臨床留学におい
て、顎矯正手術経験および学術活動ともに一定の成果を
挙げることができた。
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【目的】顎矯正手術による顎骨移動は、鼻咽腔の形態変化 【緒言】台湾・Chang Gung記念病院（以下、CGMH）は、
に関与するといわれているが、鼻咽腔の形態変化が鼻呼
1976年に設立され、台北市近郊の林口に3,707床の病院
吸機能に及ぼす影響については未だ解明されていない。 を 構 え、2014年 の 外 来 患 者 数3,528,000人、 手 術 件 数 は
鼻呼吸機能の悪化により鼻閉や口呼吸を引き起こし、術
91,000件にのぼる。クラニオフエイシャルセンターはア
後の後戻りの要因となることが過去に報告されているこ
メリカ人のNoordhoff教授 によって1978年に開設され、
とから、本研究は顎矯正手術が鼻咽腔領域の形態と機能
1997年よりYu-Ray Chen教授によって発展を続けてい
へ及ぼす影響について検討を行った。
【対象と方法】Le
る。2003年に林口から新しく完成した691床の桃園分院
Fort I型骨切り術と下顎枝矢状分割法を同時に施行した
に移り現在に至る。クラニオフエイシャルセンターは形
顎変形症患者32名を対象とし、術前と術後6か月以上経
成外科医と矯正歯科医で構成され、年間約600件の顎矯
過時に以下の項目を測定した。上下顎骨の移動量と移動
正手術が行われている。Surgery-first 顎矯正手術、閉
方向は側面頭部X線規格写真を用いて算出した。気道形
塞 性 睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 に 対 す るMaxillo-mandibular

ポスター
（４月

浅井 佑介, 長谷部 大地, 小島 拓, 小林 正治

台湾・Chang Gung記念病院クラニオフ
エイシャルセンターにおける臨床留学の
検討

若手優秀ポスター 基礎

その他１14:00〜14:20
座長：原田 浩之
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選択的ROCK阻害剤の長期安定細胞培養
効果における分子生物学的解析とその応
用の可能性
1

ポスター
（４月
日）

27

2

千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学講座, 千葉大学 医
学部附属病院 歯科・顎・口腔外科, 3千葉大学 大学院医
学研究院 臨床腫瘍学講座, 4地方独立行政法人 総合病院
国保旭中央病院 歯科・歯科口腔外科, 5社会医療法人社団
木下会 館山病院 歯科・歯科口腔外科, 6独立行政法人 国
立病院機構 千葉医療センター 歯科口腔外科

澤井
石上
西尾
丹沢

裕貴1, 中嶋 大2, 小池 一幸2, 大和地 正信2,
亨嗣4, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,
可苗5, 中津留 誠6, 椎葉 正史3, 鵜澤 一弘1,2,
秀樹1,2

【背景・目的】正常細胞や良性細胞の長期安定培養は細
胞増殖活性の低さから困難とされてきた. 一方, それら
の幹細胞を分離し, 長期培養することは可能であったが,
その煩雑さゆえ一般には用いられてこなかった. 選択的
ROCK阻害剤（Y-27632）によるRho-ROCK経路の阻害は,
ヒト正常細胞のアポトーシスを抑制することが近年報
告されている. 本研究では, Y-27632存在下で細胞の長期
安定培養効果について検証し, その応用の可能性を探っ
た.【材料および方法】口唇腺（40代, 男性）ならびに歯牙腫
（20代, 女性）より単離・培養した細胞にY-27632を作用さ
せ, 長期安定培養を図り, 双方とも増殖能試験を行った.
口唇腺由来細胞においてはアミラーゼの発現量を測定し
た. 歯牙腫由来細胞には細胞老化試験（SA-β-gal陽性細
胞）, アポトーシス試験（Caspase-3）, テロメア長測定,
hTERTの発現解析を行った. さらに石灰化分化誘導させ,
硬組織形成能をAlizarin Red S法, von kossa 染色法にて
解析し, 硬組織分化誘導マーカーをqRT-PCR法, 蛍光免
疫染色法を用いて解析を行った．
【結果】Y-27632作用下
では口唇腺細胞は20継代までアミラーゼ発現を維持して
いた. 歯牙腫由来細胞では15継代までhTERT発現と共に
テロメア長も安定していた. また, 老化細胞やアポトーシ
ス細胞も非存在下と比較して少なかった（p＜0.05）. さ
らに, 硬組織分化誘導細胞はY-27632の下では活発な硬組
織形成能を認め, Dentin Sialophosphoprotein（DSPP）の
mRNAならびにタンパクの有意な発現亢進を認めた（p＜
0.05）.【結論】本研究では，Y-27632によって口唇腺細胞
や歯牙腫由来細胞の安定した長期培養が可能であり, ア
ポトーシスの抑制ならびにテロメア長の維持作用が寄与
することが考えられた.この選択的ROCK阻害剤の長期安
定培養法は口腔領域の他の細胞にも応用が期待され, 生
物学的, 発生学的特徴を捉える方法として有用である可
能性が示唆された.

1-P-30

mRNA成熟阻害活性を持つ食品由来成分
の探索と作用機序の解明
1

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能構造医学専
攻感覚器形成医学講座 口腔外科学分野, 2京都大学大学院
生命科学研究科分子応答機構学分野

倉田 雅志1,2, 千賀 靖子1, 増田 誠司2, 渋谷 恭之1
【目的】 がん治療における化学療法は重篤な副作用に
より治療が中断となるケースが少なくないため副作用
の少ない化合物の探索、開発が急務である。 真核生
物において、mRNAの成熟には５ ’末端のRNAキャップ
形成、スプライシング、３ ’末端のポリアデニル化が必
要であり、これら成熟過程を正常に受けたmRNAのみ
が細胞質へと輸送されタンパク質へと翻訳される。近年
様々ながん抑制の作用機序が発見されているが、その一
つにmRNAの成熟過程の一つであるスプライシングが
あげられる。例えばSSA、GEX1Aなどの化合物はスプ
ライシングを阻害することでmRNAの成熟過程を阻害
する。結果として、がん細胞の増殖を抑制することが期
待されている。 本研究は、副作用の少ないと考えられ
る食品由来成分より核内のmRNA成熟過程を阻害する
化合物を探索し、そのメカニズムを明らかにすることを
目的としている。【方法】 核内でのmRNA成熟が阻害さ
れるとmRNAが核内に蓄積することを利用して、U2OS
細 胞 に 候 補 化 合 物 を 添 加 しRNA-Fluorescence in situ
hybridizationによりmRNAの核内局在を観察した。
【結
果】 野菜や果物に含まれるフラボノイドにmRNA成熟
阻害活性を見出した。さらに各種フラボノイドの活性を
評価したところ、強いmRNA成熟阻害活性を持つ因子が
アピゲニン、ルテオリン、クリシンに集約されることを
見出した。構造活性相関解析からフラボノイドA環の２
個のOH基が必要であること、逆にC環のOH基は効果が
大きく減弱すること、B環には２個までのOH基が活性に
必須であることを見出した。そして、これらフラボノイ
ドを添加した細胞は、核内にmRNAの蓄積した特徴的な
fociを形成した。これはmRNAスプライシングを阻害し
た時に現れる顕著な表現系であった。
【結論】 これらフ
ラボノイドはmRNAスプライシング阻害作用を持つ可能
性が極めて高いことがわかった。現在、標的となってい
るスプライシング関連因子の解析を進めている。
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1

1
福岡歯科大学医科歯科総合病院 顎・顔面口腔外科学講
座, 2福岡歯科大学 細胞生理学

IgG4関連疾患の病態形成におけるToll
様受容体（TLR）の関与 ー TLR7を介し
たTh2活性化機構ー

1,2

1

1

乃理子 , 森山 雅文 , 古庄 克宏 , 田中 昭彦 ,
隆1, 古川 祥子1, 太田 美穂1, 山内 昌樹1,
瑞樹1, 小野 由湖1, 鎮守 晃1, 望月 敬太1,
淳之將1, 中村 誠司1

【目的】IgG4関連疾患（IgG4-RD）の病態形成には特定の
ヘルパー T（Th）細胞、特にTh2細胞が重要な役割を果
たしていると考えられているが、最近では自然免疫の関
与も示唆されている。そこで本研究では、自然免疫に
必須な病原体センサーであるToll様受容体（TLR）に注目
し、IgG4-RDにおけるTLRファミリーの発現と機能につ
いて検討を行った。
【材料および方法】IgG4-RD 6例、唾
石症3例、健常者3例の顎下腺においてDNAマイクロア
レイを行い、自然免疫関連分子について網羅的解析を
行った。さらに、TLRファミリーの中で発現亢進を認め
たものについては、real-time PCR法および免疫組織化
学染色法にてバリデーションを行った。最後に、TLR
トランスジェニック（Tg）マウスを作製して各臓器の組
織解析および血清IgG1（ヒトのIgG4に相当）値について
検討を行った。
【結果】DNAマイクロアレイおよびバリ
デーションでは、IgG4-RDはTLR7のみ有意な発現亢進
を認め、M2マクロファージと局在が近似した。最近の
報告では、TLR7アゴニストでマクロファージを刺激す
ると、Th2活性化因子であるIL-33が産生されることが
示唆されていることから、TLRファミリーとIL-33との
関連について検討を行ったところ、TLR7のみIL-33と正
の相関を認めた。そこで、ヒト（hu）TLR7 Tgマウスを
作製して同週齢の野生型マウスと比較検討したところ、
huTLR7 TgマウスのみIgG4-RDの好発部位である顎下
腺と膵臓でリンパ球浸潤と線維化の亢進を認めた。さら
に、TLR7アゴニスト(R848)で刺激したhuTLR7 Tgマウ
スは血清IgG1値が刺激前と比べ有意に増加した。【結論】
これらの結果から、TLR7による刺激が病変局所のM2マ
クロファージを活性化してIL-33の産生を促進させるこ
とで、IgG4-RDに特徴的なTh2優位な病態を形成してい
ることが示唆された。また、huTLR7 Tgマウスは世界
初のIgG4-RD モデルマウスになり得る可能性が示唆され
た。

永嶌 勝之1,2, 勝俣 由里1, 田中 文恵1, 池崎 昌二郎1,
吉住 潤子1, 橋本 憲一郎1, 岡部 幸司2, 平木 昭光1,
池邉 哲郎1
【目的】Fibrofolliculoma、腎腫瘍、肺嚢胞の3徴が知ら
れ るBirt-Hogg-Dube(BHD)症 候 群 は、 頭 頸 部 で は 多 発
性皮膚丘疹を呈する常染色体優性の遺伝性疾患であり、
FLCN, FNIP1, FNIP2から構成されるFLCN複合体分子
の機能不全により腫瘍化が引き起こされることが明ら
かになってきている。前回の発表で我々は、SCFβ-TRCP
によるFNIPタンパク質の栄養状態依存的な量的制御機
構について発表したが、今回はその生物学的役割につ
いて検討したので報告する。【材料及び方法】これまで
の複合体分子の遺伝子改変動物の解析から、FLCN複
合体とmTORCシグナルの関連が考えられる。そこで、
FNIPタンパク質の量的制御機構とmTORCシグナルと
の関係を検討するため、栄養状態の変化におけるmTOR
とLAMP1の局在の変化を免疫染色にて解析を行った。
ま た、BHD患 者 由 来 のUOK257細 胞 を 使 用 しin vivo
Xenograftを行った。
【結果】細胞の低栄養状態などで引
き起こされるFNIPの安定化はFLCN複合体をリソソー
ムへ誘導し、その際mTORのリソソームへの局在および
mTORCシグナル活性は減弱した。アミノ酸の刺激など
によるFNIPの不安定化は、FLCN複合体のリソソームか
らの解離を引き起こし、mTORのリソソームへの局在を
誘導しmTORCシグナルを活性化した。さらに、FNIPの
安定化は細胞の増殖および腫瘍形成を抑制し、FNIPの
不安定化は細胞の増殖および腫瘍形成を促進した。
【考
察 】FLCN複 合 体 とmTORCシ グ ナ ル は、SCFβ-TRCP依
存的な FNIPの分解を介して拮抗的に作用することが
明らかとなった。また、FLCN複合体の機能不全による
mTORCシグナルの活性化が、BHD症候群における異常
な腎腫瘍の進展に関与していることが示唆された。今後、
本分子機構のBHD症候群における頭頸部での多発性皮膚
丘疹における役割を始め、扁平上皮癌などの頭頸部腫瘍
への役割について検討を行なっていく予定である。会員
外共同研究者：東北大学歯学研究科 福島秀文、犬塚博
之、福本敏
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石黒
前原
坂本
林田

1

ポスター
（４月

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔
面腫瘍制御学分野, 2九州大学大学院歯学研究院 OBT研
究センター

SCFβ-TRCP依存的なFNIPタンパク質の量
的制御機構はmTORCシグナル活性を調
節し腫瘍形成を制御する

優秀ポスター ARONJ

14:00〜14:35
座長：佐々木 啓一

1-P-33

1-P-34

香川大学医学部歯科口腔外科学講座

藤田保健衛生大学 医学部 口腔外科

大林 由美子, 中井 史, 芳地 祐梨, 塚本 豊浩,
宮嵜 亮, 田中 麻央, 中井 康博, 秦泉寺 紋子,
岩崎 昭憲, 小川 尊明, 三宅 実

小林 義和, 佐藤 公治, 水谷 英樹, 相澤 貴子

骨 吸 収 抑 制 薬 関 連 顎 顎 骨 壊 死Stage0
の 新 規 診 断 法 の 検 討 -骨 シ ン チ グ ラ
フィー定量評価およびNaF PETの応用ポスター
（４月
日）

27

【目的】顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー 2016で
は骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）ステージ0とし
てVincent症状等の症状を定義している。しかしstage0
（S0）の診断は未だに困難で、ARONJに進展せず治癒す
る症例については診断が正しかったかどうか検証が困難
な症例も経験する。この研究の目的はS0の診断に骨代
謝を鋭敏に反映する骨シンチグラフィーまたはフッ化ナ
トリウム（NaF）PETを定量評価することで診断の一助
となり得るかどうかを検証することである。
【方法】この
パイロット研究は症例対照研究である。2013年6月から
2016年12月までに当科に受診した患者で、2016年本邦の
ポジションペーパーの定義したARONJ S0と診断される
9名12部位を対象とした。コントロールはS0症例の健側
顎骨およびARONJ stage2（S2）の病変部位とした。骨
シンチグラフィー定量評価でS0病変部位と健側顎骨へ
の99mTc-MDPの集積をWilcoxonの符号付順位検定で比
較した。またS0病変とARONJ stage2（S2）病変につい
ての集積をマン・ホイットニーの検定で評価した。NaF

薬剤関連顎骨壊死・放射線性顎骨壊死に
おけるSPECT-CTの画像所見と炎症性変
化に関する病理学的所見の関連性

薬 剤 関 連 顎 骨 壊 死（MRONJ） や 放 射 線 性 顎 骨 壊 死
（ORNJ）に対する外科療法を適応する際、再発予防のた
め、必要十分な掻爬や切除を行うことが重要である。し
かし、過度の侵襲は術後の補綴治療を困難にし、審美性
にも影響を及ぼすことから、患者のQOLに直結する。そ
のため、病変の進展範囲を正確に評価することが重要で
ある。近年、MRONJやORNJの術前評価にSPECT-CT画
像を用いた報告が散見される。いずれも切除標本の病理
学的所見と画像所見の比較について触れているが、切除
標本全体を骨壊死と診断し、術前診断と一致したとして
いる。そのため、SPECT-CTで得られる画像所見の組織
学的な意義については不明な点が多い。そこで、本研究
ではSPECT-CTにおけるガンマ線集積と病理学的所見の
関連について、三次元的な解析をもとに検討を行った。
【対象および方法】対象は当院でMRONJまたはORNJと
診断され、SPECT-CT撮影後に外科療法を行った患者8
症例である。切除標本の中央および辺縁における病理学
的所見（炎症細胞浸潤、線維化の程度、菌塊形成の有無、

骨梁破壊の程度、腐骨形成の有無）と、SPECT-CTにお
けるガンマ線集積について関連を検討した。
【結果】
切除標本における病理学的所見と、SPECT-CTに
PETではSUVmaxでS0病変とS2病変を評価した。
【結果】
おけるガンマ線の集積の程度との間には、おおむね正の
S0の12部位で後にステージが進展した部位は4部位で
相関が見られた。しかし、腐骨分離している部位ではガ
あった。骨シンチグラフィー定量評価可能であった8名
ンマ線の集積が低下する点や、術前の抗菌化学療法が病
11病変の集積部位の中央値は2.72であった。S0病変と健
理学的所見に影響する点など、特徴的な所見もみられた。
側顎骨との比較では有意にS0病変が高かった（mean: S0
1.80 健側0.72,p=0.008 max: S0 2.72 健側1.16, p=0.003）。 【結論】本研究の結果から、SPECT-CTの術前画像所見は
顎骨壊死の切除範囲決定に有用となる可能性が示唆され
S2の19病変の集積部位とS0病変との比較では有意差が
た。一方で、実際の手術においては、局所所見や臨床経
なかった。NaF PETで評価可能であったS0病変3部位は
過を充分に考慮する必要があると考えられた。
後にステージ進展がみられなかった。SUVmaxはS0 9.81
健側10.46であった。S2の8病変におけるSUVmaxは10.51
健側3.94であった。
【結論】S0症例では病変部の骨代謝が
亢進している可能性があり、骨シンチグラフィー定量評
価やNaF PETの有用性が示唆された。症例を重ね検討
する必要があると思われる。
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1

久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

抜歯前にすでにＭＲＯＮＪは存在する？
−抜歯前のレントゲン所見から−

英司1, 宮澤 英樹2, 伊藤 隆一2, 飯島 響3,
宏和4, 盛岡 昌史5, 高見澤 聡一5, 小池 剛史6,
忍7, 横井 啓7, 酒井 洋徳8, 野池 淳一8,
理史歩9, 中西 義崇10, 嶋根 哲11, 草深 佑児12,
吉人13, 橋詰 正夫14, 清水 武14, 栗田 浩1

【目的】近年ビスフォスホネート(以下BP)製剤等の骨吸収
抑制薬や血管新生阻害薬などの薬剤が原因と考えられる
顎骨壊死(medication-related osteonecrosis of the jaw以
下MRONJ)が多く経験されるようになった。その発症原
因として抜歯術など観血的処置が挙げられるが，歯性感
染症の存在が強い影響を及ぼしている可能性も考えられ
ており，抜歯前にすでにMRONJ Stage 0場合によっては
１に罹患している可能性も高い。今回われわれは抜歯後
に発症したと考えられたMRONJ症例について、抜歯前
の歯槽骨の状態に関して調査を行ったのでその概要を報
告する。
【方法】対象は2012から2016年までの5年間において，長
野県内14病院の歯科口腔外科で経験した，発症原因を抜
歯と診断したMRONJ 26症例である。この症例に関して
抜歯前のX線写真を収集し歯槽骨の欠損や吸収の有無，
歯槽骨の骨硬化領域の有無，歯根膜腔の開大または不明
瞭の有無などを観察検討した。
【結果】性別は男女比が8：18で，年齢は41—95歳で平均
年齢は76.4歳であった。MRONJの発症部位は上顎が10
例，下顎が16例であった。抜歯理由となった疾患名は根
尖性歯周炎が15例，重度辺縁性歯周炎が4例，う蝕第4度
が4例，歯根嚢胞，歯根破折，智歯周囲炎が各1例だっ
た。抜歯前のレントゲンを検討したところ歯槽骨の欠
損や吸収は20例に認め，歯槽骨の骨硬化領域は10例，歯
根膜腔の開大または不明瞭は13例に認められた．2項目
以上該当した症例が8例，3項目該当症例が4例認められ
た。抜歯が発症原因と考えられたMRONJ症例では事前
にStage0または１の症例が含まれている可能性が示唆さ
れた。本検討では他因子との関連，レントゲンの注意す

【緒言】びまん性硬化性骨髄炎（以下DSO）は骨髄の硬化反
応を伴い，慢性に経過する難治性の炎症性疾患である．
近年，ビスフォスフォネート（以下BP）がDSOの症状改
善に有効であるとの報告されている．今回，BP療法を
施行した2症例について報告する.【対象】久留米大学病院
歯科口腔医療センターを受診し，治療効果の認められな
いDSOと診断された患者2名.【方法】DSOと診断されBP
治療の同意が得られた患者を対象にパミドロン酸二Na
30mgを経静脈的に投与した．その後痛みなどの臨床症
状ならびに画像検査による評価を行い治療効果を判定し
た（久留米大学倫理委員会承認 15194号）．【症例】症例
1; 61歳・男性．現病歴；2011年右下顎骨の腫脹を主訴に
当科を初診，下顎骨骨髄炎の診断にて抗菌薬が投与され
たがその後も右下顎の腫脹を繰り返し，右下顎骨体部か
ら下顎枝にかけて骨吸収が進行した．現症；顔貌左右非
対称で下顎は右方偏位し，右下唇の知覚鈍麻を認めた．
右側関節突起と筋突起部を残し下顎枝から骨体部の骨は
融解消失していた．病理組織診断；硬化性骨髄炎．症例
2;61歳・女性．現病歴；2005年左下顎骨の鈍痛を主訴に
当科を初診，下顎骨骨髄炎の診断にて抗菌薬が投与され，
2006年左下顎皮質骨除去と腸骨PCBM移植を施行．しか
し症状改善なく経過．現症；左下顎体部に持続性鈍痛を
認めるのみでオトガイ神経麻痺は認めなかった．左下顎
角部を中心に下縁の骨は吸収しており，左下顎角部から
左下顎枝部にかけて骨硬化像を認めた. 病理組織診断；
硬化性骨髄炎．【結果】症例1,2いずれにおいても骨融解の
進行は認められなかった．症例2においては，BP製剤投
与直後から劇的な疼痛の改善を認めた.本治療の有効性を
示唆するものと考えられ，今後症例を重ねて検討を行う
予定である.

べき所見などを含めて報告する。
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日）

近藤
田中
上原
西澤
小山

篠崎 勝美, 轟 圭太, 坂田 信一郎, 関 直子, 楠川 仁悟

ポスター
（４月

信州大学 医学部 歯科口腔外科学教室, 2諏訪赤十字病院
特殊歯科・口腔外科, 3北アルプス医療センター あづみ病
院 歯科口腔外科, 4相澤病院 歯科口腔外科, 5小諸厚生総
合病院 口腔外科, 6伊那中央病院 特殊歯科・口腔外科,
7
篠ノ井総合病院 口腔外科, 8長野市民病院 歯科口腔外科,
9
信州上田医療センター 歯科口腔外科, 10浅間総合病院 歯
科口腔外科, 11諏訪中央病院 歯科口腔外科, 12富士見高原
病院 歯科口腔外科, 13市立大町総合病院 歯科口腔外科,
14
長野赤十字病院 歯科口腔外科

ビスフォスフォネート製剤投与によるび
まん性硬化性下顎骨骨髄炎の治療経験

1-P-37

1-P-38

NTT西日本大阪病院 歯科口腔外科

1

NTT西日本大阪病院歯科口腔外科におけ
る薬剤関連顎骨壊死症例の予後に関する
後ろ向き研究
ポスター
（４月
日）
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多血小板フィブリンは経口ビスホスホ
ネート製剤内服患者の抜歯窩治癒促進に
寄与する。
北海道大学大学院 歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診
断内科, 2北海道大学 大学院歯学研究科 口腔健康科学講
座 高齢者歯科学教室

森本 泰成, 美馬 孝至, 李 篤史
【背景】薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）は2003年に提唱され
て以降、歯科口腔外科のみならず処方医にとっても問題
となっている。2016年にポジションペーパーが改訂され
MRONJ Stage2以上の症例では外科的療法が保存療法を
上回る治癒率を示すという結果が集積されてきた。しか
しながらMRONJ患者の生命予後、全身状態など依然と
して治療法の選択根拠として不足する点が多く、口腔外
科医・処方医にとって診療に難渋する症例がしばしば
存在する。
【目的】MRONJ症例の使用薬剤とその対象
症例・転帰などについて後ろ向きに探索を行った。
【対
象】2008年以降MRONJと診断された56例を対象とした。
【結果】男女比は1.0：1.8で、平均発症年齢は70.6歳であっ
た。使用薬剤はBP経口製剤20例・注射製剤24例でデノ
スマブは21例であった。悪性腫瘍症例は32例で原疾患は
乳癌骨転移16例、前立腺癌骨転移11例、多発性骨髄腫5
例であった。使用BP製剤はすべてゾレドロン酸であっ
た。BP製剤単独使用16例、デノスマブ単独使用8例、デ
ノスマブとBP製剤併用8例であった。転帰は経過観察中
に死亡例が9例、転院例が5例、通院途絶が6例、MRONJ
治癒終了例が3例、経過観察中のものが7例、不明が1例
であった。骨粗鬆症例は24例で転帰は経過観察中に死亡
例が3例、転院例が1例、通院途絶が2例、MRONJ治癒終
了例が9例、経過観察中のものが8例・不明が1例であった。
外科療法後再発例が3例であり、骨露出の再燃を認めた
期間は術後1週間から15 ヶ月であった。
【考察】悪性腫瘍
に併発したMRONJ患者は、1年以内に死亡、転院、通院
途絶症例が31％を占め、MRONJ治癒例が少ないことか
らも外科療法の適応には慎重に行う必要があると考えら
れた。一方骨粗鬆症に使用された場合は悪性腫瘍への使
用例よりMRONJ治癒例も多かったが、再発が12.5%に認
められた。15カ月目に再露出した症例も存在するため、
病態を考慮すれば長期にわたる経過観察が必要であるこ
とが示唆された。

浅香 卓哉1, 大賀 則孝1, 佐藤 淳1, 佐藤 千晴1, 山崎 裕2,
北川 善政1
【目的】近年骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）に対す
る積極的な外科治療やビスホスホネート製剤（BP）非休
薬下での抜歯など、治療方針への様々な意見が本邦で
も散見され、ARONJ治療は新たな変革期を迎えている。
当科ではBP内服患者の抜歯時に組織再生療法である多
血小板フィブリン（PRF）を抜歯窩に填入することで、治
癒促進およびARONJ発症回避への寄与について検討を
行ったので報告する。【対象・方法】BP内服患者102名
218本（男9女93名、中央値年齢69才）を非PRF填入群（73
名、2006-2010に実施）、PRF填入群（29名、2013-2015に
実施）に分類し、患者背景、BP製剤の種類、休薬の有
無、抜歯窩の治癒経過について術後3 ヶ月まで比較検討
した。なお、非填入群では骨削を伴う積極的な抜歯窩閉
鎖は行わず、填入群でも同様であり、PRF留置目的の可
及的な抜歯窩縫合のみとした。【結果】両群間で性別、抜
歯部位、年齢、その他の全身的リスク因子、使用BP薬剤、
BP休薬の有無については有意差を認めず、填入群では
BP投与期間が有意に長かった。ARONJ発症は全例で認
められないものの、非填入群では9名で抜歯後4週以降8
週未満の骨露出（治癒遅延）を認めた。一方、填入群は全
例で抜歯後4週以内の上皮化を確認し、抜歯3か月後には
X線上にて骨新生を認めた。治癒遅延に関する多変量解
析では全身的リスク因子とPRF使用の有無に有意差を認
めた。【結論】PRFは容易に採取可能で添加剤を使用せ
ず、異物混入のリスクが低い簡便な手法である。さらに
積極的な抜歯窩閉鎖を行わないことから、患者侵襲の軽
減、手術時間の短縮にも貢献できる。今後、更なる症例
蓄積や他の骨吸収抑制薬使用例への適用拡大が必要であ
るが、PRF填入群で有意に治癒遅延の発症防止を認めた
ことから、PRFはARONJ発症の抑制が期待できる抜歯
時の骨面保護材として有用であると考えられた。
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ビスフォスフォネート（BPs）製剤服用患
者の抜歯における血小板濃縮フィブリン
製剤（CGF）の応用についての臨床的検討
1

2

小橋 寛薫1, 應谷 昌隆2, 増田 智丈2, 古郷 幹彦1,
吉岡 秀郎2

抜歯を含む外科的処置を行う機会は増加しており、薬
剤関連顎骨壊死（MRONJ）発症のリスクも懸念されてい
る。一方でBPs服用患者の抜歯において、MRONJ発症
予防の対策としていくつか報告されているが、有用な方
法はまだないのが現状である。そこで、インプラント治
療や骨再生治療として以前より使用されてきた血小板濃
縮フィブリン製剤（CGF）が、創傷治癒を促進することに
着目し、BPs服用患者の抜歯へ応用した。その臨床的検
討を行ったので報告する。
【対象と方法】BPs服用患者に
対して、2014年1月から2017年1月の3年間に抜歯を行っ
た女性34例を対象とした。抜歯は局所麻酔下で行い、骨
削除は最小限とし，採血・遠心分離にて抽出したCGF
を抜歯窩に填入後、縫合し，サージカルシーネを装着し
た。抜歯後の治癒経過を、年齢、性別、抜歯部位、骨削
除の有無、BPs製剤の種類、休薬の有無、BPs製剤服用
期間、病的骨折の既往、全身的リスクの項目について検
討を行った。【結果】全34例にて抜歯後の骨露出はなく、
MRONJの発症は認めなかったMRONJの発症は認めな
かった。
【考察】今回の検討では、34例と症例が少なかっ
たが、CGFを用いることで創部の治癒促進と、創部の確
実な閉鎖が行われ、MRONJ発症の予防の一助となった
と考えられた。また、BPs製剤継続下、長期BPs製剤服用、
ステロイド服用といった、これまでにMRONJ発症のリ
スクに関与が示唆されていた症例においても、抜歯後の
治癒経過は良好であったことは、ハイリスク群に対して
BPs製剤継続下にてCGFを併用することでMRONJの発
症リスクを軽減できる可能性が示唆された。

佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

檀上 敦, 森 啓輔, 合島 怜央奈, 靏岡 祥子, 下平 大治,
山下佳雄
がん性胸膜炎は悪性腫瘍の10-50％に出現し、特に肺
癌、乳癌、悪性リンパ腫に発症することが知られている。
今回、舌癌術後患者の経過観察中に原発性肺癌によるが
ん性胸膜炎から、急速にDICをきたし死に至った症例を
経験したので報告する。
症例：49歳男性。舌の口内炎にて近医耳鼻科を受診し
ステロイド軟膏で経過観察となるも改善せず、当科紹介
受診となった。右側舌根部に硬結を伴う潰瘍性病変を認
め、生検にて扁平上皮癌の診断であった。術前治療後に
右側舌部分切除術、肩甲舌骨筋上郭清術、頸部島状皮弁
による舌再建を行った。最終病理診断はpT1N0で断端陰
性であった。術後1年5か月時の職場健診の胸部Ｘ線写真
で異常陰影を指摘され、当院総合内科を受診した。胸部
CTにて左側に胸水を認め、肺炎が疑われたが、細菌検
査は陰性、細胞診もClassⅠだった。精査目的に呼吸器
内科へ対診となった。その後、38 ℃ 台の発熱、咽頭痛
が出現し、抗菌薬が投与されたが改善しなかった。その
際の細胞診ではClass IIIの結果となり確定診断のため胸
膜生検を予定したが、著明な倦怠感の訴えにて緊急入院
となった。重度の高Ca血症を認めたためカルシトニン投
与と持続胸腔ドレナージが開始された。胸部CTの陰影
は増大し、細胞診もClass Vの診断となった。意識レベ
ルは低下し、入院7日目には急激な血小板の減少を認め
DICと診断され、入院11日目に死亡の転帰に至った。生
検や剖検はできなかったが、胸水内に低分化癌細胞を認
めたため、原発性肺癌から癌性胸膜炎に至ったと判断さ
れた。本症例は臨床症状に乏しかったこと、症状が急激
に進行したことで、診断と治療が遅れた。
口腔がん術後に肺癌を代表する後続がんが発生し、が
ん性胸膜炎を併発することも念頭において治療にあたる
必要があると考える。
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【緒言】骨粗鬆症患者に対するビスフォスフォネート
（BPs）製剤の服用は病的骨折予防に対して有用であり、
高齢社会が進む本邦において、服用患者は年々増加して
いる。それに伴い、BPs製剤服用患者の歯科治療、特に

口腔癌術後に原発性肺癌によるがん性胸
膜炎から急速にDICをきたした1例

ポスター
（４月

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科第一教室, 独立行政
法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 歯科口腔外科
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日本大学 歯学部 歯科放射線学講座, 2日本大学 歯学部
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顎口腔領域にみられた悪性リンパ腫の症
例ー画像診断を中心とした症例ー

ポスター
（４月
日）
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舌がん頸部再発腫瘍による頸動脈洞症候
群から失神発作を繰り返した1例

【初めに】悪性リンパ腫の発生年齢は60歳から70歳前半に
多いと言われ、病型によっては異なる。最近、耳下腺、 【緒言】失神発作は一過性の全脳虚血により一時的に意識
下顎骨、上顎洞原発と考えられた3例を経験したので、 を失う現象で、一般には数秒から数分で回復する。原因
画像診断学的な所見を中心に報告する。
は心臓血管性と非心臓血管性に分かれ、非心臓血管性に
【症例】(症例1) 60歳女性, 左側頬部の無痛性腫脹を主訴
頭頸部悪性腫瘍による頸動脈洞症候群が含まれるが発症
に来院。CT-Sialo像では耳下腺深部は造影されない無構
はまれである。今回、舌がん頸部再発腫瘍による頸動脈
造を示し、腺実質内には散在性にみられた。MRIでは
洞症候群で失神発作を繰り返した1例を経験したので報
T1強調画像で中等度、T2強調画像で高信号、造影で均
告する。【患者】46歳，男性。【主訴】トイレ歩行時の失神。
一な造影を示した。PET-CTでも左側耳下腺と全身のリ 【既往歴】2型糖尿病，肺塞栓症。【家族歴】特記事項なし。
ンパ節に集積がみられた。病理組織学的にはFollicular 【現病歴】左舌がん（T4aN2bM0）に対し、2016年4月に左
lymphomaであった。
(症例2) 68歳の男性、右側下顎大臼歯部ポンテックの歯
肉の腫脹を主訴に来院。パノラマ像では46の歯槽骨部に

び漫性な骨吸収がみられた。デンタル像で骨梁構造は消
失し斑状と部分的に無構造が混ざった所見がみられた。
造影CT像では歯肉部が膨隆し内部に壊死像を認め、造
影MRIでは造影効果を示した。病理組織学的にDiffuse
large B-cell lymphomaであった。
(症例3) 54歳の男性、右側上顎部の歯肉の違和感を主訴
に来院した。パノラマ像では右側上顎骨の歯槽骨は吸収
し上顎洞内に波及し洞底線の消失と後壁の破壊を示し
た。CT像では右側上顎洞内に不均一な低密度と高密度
が混合する陰影がみられ、頬口蓋側に腫大する軟組織陰
影を形成している。MRIではT1強調画像で低信号、造
影で中央部が壊死を有し均一に造影されていた。PETCTでは右側上顎洞に集積像を示した。病理組織学的に

舌亜全摘術、左根治的頸部郭清術、右肩甲舌骨筋上頸部
郭清術、遊離腹直筋皮弁再建術を施行した。頸部リンパ
節転移がpN2cで12個認め、術後化学放射線療法（CF療法
＋RTx 60Gy）を行った。その後外来で経過観察を行って
いたが、治療終了3か月後、自宅でトイレ歩行時に失神
発作を認め当院救急搬送された。【処置および経過】搬送
時、血圧低下（47/25mmHg）、徐脈（42回／分）を認める
が、細胞外液の輸液、下肢挙上により改善した。緊急入
院とし経過観察するが経口摂取時の咳嗽およびCT撮影
時の頸部進展などで失神を繰り返すため、絶食および床
上安静とした。造影CTでは副咽頭間隙に、左内頸動脈、
外頸動脈間を中心に不整形で節外浸潤、内部壊死を伴う
長径36mm大の腫瘤を認め、内頸動脈の狭窄を認めた。
循環器検査では心臓血管性の原因は認めず、画像所見よ
り舌がん頸部再発腫瘍による頸動脈洞症候群からの失神
発作と診断した。腫瘍内科に対診し、当科にて化学療法

Diffuse large B-cell lymphomaであった。
（Weekly PTX+Cmab）を10コース施行した。G2の皮膚
【結語】悪性リンパ腫の画像的特徴に関して示したが、 障害以外の有害事象は認めず、CTで再発腫瘍の縮小を
CT像から下顎骨に対しては骨破壊部分を介して皮質骨
認めた。失神発作は見られず、外来化学療法継続とし退
に沿った軟組織塊が広がり、上顎洞の皮質骨を侵襲し
院が可能となった。【結語】頸動脈洞症候群による頻回な
微細に破壊する所見がみられることが特徴の１つであっ
失神発作を生じた舌がん頸部再発患者に対して、化学療
た。
法を施行し腫瘍の縮小により失神発作が消失した症例を
経験した。
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臨床的に悪性腫瘍を疑った口蓋壊死性唾
液腺化生の1例
1

埼玉県立がんセンター 口腔外科, 2埼玉県立がんセン
ター 病理診断科

口腔と全身に関するコホート研究：岩木
健康増進プロジェクト その 5 −口腔乾
燥感と主観的な対人関係−
弘前大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座

乾 明成, 田村 好拡, 小山 俊朗, 長内 俊之, 佐竹 杏奈,
野口 貴雄, 石崎 博, 小林 恒

X像では右上顎結節部に異常吸収像を認めず、MRI像で
は右上顎後方から口蓋弓に2.4cm大の壁肥厚と造影効果
を認めた。臨床診断は右硬軟口蓋悪性腫瘍疑いとし、再
生検を施行した。病理組織像は、非癌粘膜上皮に連続し
て潰瘍形成がみられ、中等度の炎症性細胞浸潤を伴う肉

芽組織の形成を認めた。その内部には唾液腺の腺房や導
管が残存し、一部には扁平上皮化生がみられ、粘液細胞
が散見された。壊死性唾液腺化生に矛盾しないとの病理
組織診断を得た。疼痛の訴えから抗菌薬内服による消炎
療法の上、厳重に経過観察とした。生検後5日目に潰瘍
の縮小傾向あり、28日目に潰瘍は消失した。47日目、肉
眼像、MRIともに著変なく経過良好と判断した。現在、
10か月、再発なく経過観察を継続している。
【結語】口腔粘膜に潰瘍形成を伴う腫瘍様病変の一つとし
て、まれに壊死性唾液腺化生が認められることを周知す
べきである。

体重を測定し, 算出した。努力性肺活量について, スパイ
ロメータを用いて測定した。口腔乾燥感の有無を従属変
数に, その他の因子を独立変数として, ロジスティック
回帰分析を実施した。
【成績】口腔乾燥感は男性27.3％ ,
女性41.2%に認められた。多変量解析の結果,人間関係に
する満足の有無（男性 p=0.042, OR=2.282, 女性p=0.15,
OR=1.899）, 喫煙習慣（男性 p=0.003, OR=1.439）に有意
差が認められた。【結論】口腔の乾燥により口臭の悪化や
会話が困難となり, 対人関係に影響する可能性が考えら
れた。自立した生活を営む地域住民において、口腔の乾
燥感と対人関係が関係することが横断的に明らかとなっ
た。ソーシャルキャピタルは口腔乾燥感にも関係してい
る可能性が示された。
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【背景】壊死性唾液腺化生は腫瘍類似病変の一つであり、 【目的】近年, ソーシャルキャピタル（地域のつながり）が
唾液腺導管や腺房の扁平上皮化生のうち広範囲にわたる
全身の健康、疾病、老化に影響することが明らかとなり,
病変とされ、まれである。今回、われわれは硬口蓋から
健康日本２１（第二次）にも目標として掲げられた。ソー
軟口蓋に潰瘍形成し、臨床的に悪性腫瘍を疑った壊死性
シャルキャピタルは口腔では残存歯数についての検討は
唾液腺化生の1例を経験した。
【症例】患者は62歳、男性。 みられるが, その他の口腔機能についての検討はない。
初診；2016年3月。主訴；右上顎後方の嚥下時痛。既往歴；
今回, 口腔乾燥感と主観的な対人関係について検討した
高血圧症、脂質異常症。現病歴；2016年2月初旬、右上
ので報告する。【方法】2015年度岩木健康増進プロジェ
顎歯肉の陥凹に気づいた。近歯科で除石を行ったが、痛
クト・プロジェクト健診に参加した自立した生活を営む
みも自覚し近病院口腔外科を受診した。右上顎歯肉後方
地域住民のうち、40歳以上80歳未満の男性253人, 女性
に8mm大の瘻孔様の陥凹あり、生検を施行した。病理診
453人を対象とした。口腔乾燥感の有無, 人間関係に対す
断では悪性所見は得られず、精査・加療目的に当科紹介
る満足の有無（「あなたは人間関係に満足していますか」
）,
となった。現症；口腔内所見として、右上顎結節部の硬
年齢, 糖尿病, 高血圧, 学歴, 歯磨き習慣, 喫煙習慣につい
口蓋から軟口蓋にかけて23mm大の潰瘍を認めた。単純
て質問調査を行い, 健診当日に回収した。BMIは身長と

ポスター
（４月

八木原 一博1, 石井 純一1, 桂野 美貴1, 土田 絵梨1,
岡村 武志1, 原口 美穂子1, 柳下 寿郎2, 石川 文隆2
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当科における口腔扁平上皮癌症例の8th
TNM分類を用いた再分類およびその有
用性の評価
ポスター
（４月
日）
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鹿児島大学病院 口腔外科

松村 吉晃, 浜田 倫史, 後藤 雄一, 中村 康大,
内野 祥徳, 杉浦 剛
【目的】UICCのTNM分類は口腔癌の診療において基準
とされており、当科においてもこの分類を基に口腔癌の
診療を行っている。これまでもUICCのTNM分類は定期
的な改定がなされているが、2016年に改定が行われ、T
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透析患者に生じたアミロイドーシスの一例
1
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分類においては浸潤の深さ、N分類においては被膜外進
展に焦点を当てた分類となり、7th TNM分類と比較し、 【緒言】本邦における透析患者数は増加傾向にあり、透析
期間の長期化が認められている。アミロイドーシスはア
より臨床的悪性度を重視したものとなった。そこで本研
ミロイドタンパクが臓器や組織の細胞外に沈着すること
究は、今までの7th TNM分類で分類していた当科にお
により機能障害を惹起する代謝性疾患であり、透析アミ
ける口腔扁平上皮癌症例を、今回改定された8th TNM
ロイドーシスは長期透析患者に生じる合併症の一つであ
分類へと後方視的に再分類し、新しいTNM分類の有用
る。今回、口腔内に生じた透析アミロイドーシスと考え
性を評価することを目的とした。
【方法】2011年1月から
られた症例を経験したので、その概要を報告する。
【症例】
2016年12月までの期間に、当科において口腔扁平上皮癌
患者は75歳男性、口腔内腫瘍の精査加療のため2015年5
の診断を受け、手術加療を行った患者98名を対象とした。
月に当科を紹介受診した。慢性腎不全のため8年前より
CT、MR、USなどの画像、およびカルテ上での臨床所
透析を施行しており、既往に胆石症・慢性腎不全・脳梗
見の記載より8th cTNM分類を決定し、病理組織標本よ
塞・急性心不全および手根管症候群を認めた。病理組織
り8th pTNM分類を決定した。この再分類を元に、予後
等の臨床病理学事項との関連を統計学的に評価した。
【結
果】今回、解析した98例の内訳は、年齢は23から91歳で
平均68歳、性別は男性63名、女性35名、原発部位は舌48
例、下顎歯肉16例、上顎歯肉11例、頬粘膜10例、口底8例、
口唇4例、口蓋1例で、7th pTNM分類での病期はStage0
19例、Stage1 19例、Stage2 31例、Stage3 6例、Stage4
23例であった。経過観察期間は2か月から70か月で平均
23.5か月、予後は生存78例、腫瘍死3例、他病死2例であっ
た。本学会では、今回改定されたUICCの8th TNM分類
を用いて、上記の口腔扁平上皮癌症例を再分類し、新し
いTNM分類の有用性を評価し報告する予定である。

学的検査では、H-E染色において好酸性の変性がみられ、
DFS染色に陽性であったため、アミロイドーシスと診断
されたが、病型については、免疫組織化学染色において
κlight chain陽性、λlight chain陽性、SAA陽性、TTR
陽性、β2 ‐ m陽性、免疫固定法において血清M蛋白は
陰性であり、特定することはできなかった。以上の臨床
経過および検査結果より透析アミロイドーシスと診断し
た。上部消化管内視鏡検査を施行したところ、明らかな
重複アミロイドーシスの所見は認められなかった。治療
は、全身状態およびアミロイドーシスによる自発痛・接

触痛・運動障害・味覚障害・口腔乾燥等の機能障害は認
められなかったため経過観察とした。【考察】我々が渉猟
しえた本邦における口腔領域に生じたアミロイドーシス
は52例、そのうち透析アミロイドーシスは10例であり、
8例は舌に発生していた。口腔領域に透析アミロイドー
シスが生じるまでの期間は平均25年であったが、本症例
は透析歴8年で生じているため、比較的短期間の透析歴
であっても透析アミロイドーシスが発症しうる可能性が
あること示唆された。透析アミロイドーシスは全身疾患
であるため今後も口腔内のみではなく、全身も含めた慎
重な経過観察が必要であると考えられる。
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座長：渋谷 恭之
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奈良県立医科大学 口腔外科

1

奈良県立医科大学附属病院口腔外科にお
ける抗菌薬適正使用に関する取組み

セツキシマブ分子標的化マイクロバブル
と超音波を併用した抗癌効果
福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座, 2福岡大学
医学部 医学科 解剖学講座

成平 恭一1, Seyedeh Moosavi-Nejad2, 渡邉 晶子2,
生 宏2, 立花 克郎2, 喜久田 利弘1

後方視的に検討した。
【結果】当科外来患者における介入
前/後の内服薬の総使用量はクラブラン酸カリウム・ア

モキシシリン145/106 クラリスロマイシン537/164、シタ
フロキサシン137/93.8、アモキシシリン14.4/383、アジス
ロマイシン265/248、クリンダマイシン61.2/42.1、セフ
カペンピボキシル105/90.1、ミノサイクリン107.2/32.6、
セフジトレンピボキシル3433/1786標準使用量/1000人
と、アモキシシリン以外の薬剤において有意に減少し
た。平均使用日数は、クラブラン酸カリウム・アモキシ
シリン26.2/9.7、クラリスロマイシン21.4/23.7、シタフロ
キサシン21.5/13.8、アモキシシリン9.0/7.8、アジスロマ
イシン3.7/3.3、クリンダマイシン6.5/6.2、セフカペンピ
ボキシル7.5/6.1、ミノサイクリン37.0/24.0、セフジトレ
ンピボキシル6.5/4.6日とクラリスロマイシン、クリンダ
マイシン、アジスロマイシン以外は有意に減少した（P＜
0.05）
。介入前後のSSI発生率（4.5/3.8%）に有意差は認め
なかった。
【結論】抗菌薬に関する講習会により抗菌薬使
用量の減少を認めた。SSIの増加は認めず、不適切な抗
菌薬の長期投与が疑われた。2020年に2013年の抗菌薬使
用量の50％の削減を達成するため、今後も継続的に抗菌
薬に関する教育・啓蒙活動を行なう。

り返し周波数10 Hz、デューティー比50%で15秒間照射
した。1）分子標的薬単独、2）アルブミンバブル単独、3）
分子標的化アルブミンバブルを添加してそれぞれ超音波
照射を行った群、4）超音波照射単独の4群で細胞殺傷効
果を比較した。細胞生存率の測定には、トリパンブルー
色素排除法を使用した。また、FITC標識したAnnexinV
とPIによる染色でアポトーシスとネクローシスについて
定量化判定した。
【結果】HSC2細胞における殺細胞効果
では超音波の照射強度0.8, 0.9, 1.0と増強に比例して、生
細胞率の減少を認めた。それは超音波、マイクロバブル、
セツキシマブ併用群で顕著であった。U937はHSC2と比
較すると減少率は低かった。また、アポトーシス率では、
HSC2は超音波、マイクロバブル、セツキシマブ併用は
著明にアポトーシス率の上昇を認めたが、U937の変化は
なかった。【結論】本実験研究で分子標的化アルブミンバ
ブルを作製した。同分子標的化アルブミンマイクロバブ
ルと超音波照射は扁平上皮癌細胞の殺細胞効果があるこ
とが示唆された。
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【目的】2016年4月に日本政府により「薬剤耐性(AMR)対
策アクションプラン」が策定され、抗菌薬適性使用に関 【目的】マイクロバブルと高密度焦点式超音波（HIFU）照
する取組みが求められている。そこで、当科における
射で癌細胞殺細胞効果の増強が認められている。本研究
抗菌薬適正使用に関する取組みの臨床的効果について
は、より選択的に癌細胞に対し殺細胞効果を得るために、
検討を行った。【材料および方法】2016年5月〜 10月に、 頭頸部癌に特異的な分子標的薬であるセツキシマブ（商
infection control team (ICT)委員を中心とし4回の講習
品名：アービタックス＠）を付加したマイクロバブルと
会を開催した。4回の講習会終了後の2016年11月〜 2017
超音波照射で、HSC2癌細胞への選択的殺細胞効果を検
年1月と前年度同時期の当科外来における抗菌薬（外来
討した。【材料および方法】対象はHSC2細胞、U937細胞
患者1000人当たりの）総使用量：使用総量/標準使用量×
とした。アルブミンマイクロバブルにセツキシマブを付
1000/外来患者数、平均使用日数：延べ使用日数/使用患
着させた分子標的化バブルを作製した。超音波照射条件
者数、外来手術後の手術部位感染（SSI）の発生について
は、周波数1.011MHz、音響強度725mW/cm2、パルス繰

ポスター
（４月

仲川 雅人, 柳生 貴裕, 仲川 洋介, 今田 光彦,
桐田 忠昭

1-P-49

1-P-50

1

福島県立医科大学付属病院 歯科口腔外科, 2東北大学大
学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

1

遠藤 学1,2, 金子 哲治1, 高橋 哲2, 長谷川 博1

飯塚 普子1, 末光 正昌2, 伏見 習1, 牧 桜子1, 山本 泰1,
久山 佳代2, 小宮 正道1

口腔癌細胞株に対するセレニウム化合物
の抗腫瘍効果とその作用機序

ポスター
（４月
日）

27

【目的】口腔癌は強い局所浸潤能や頸部リンパ節転移能を
有し,現在のところ口腔癌の転移を抑制する有効な化学療
法は確立されていない.本研究の目的は新たに抗腫瘍効果
が期待されるセレニウム化合物を用いて,口腔癌細胞に対
する抗腫瘍効果について検討し,その機序を解明すること
である.【方法】セレニウム化合物Seleniteのヒト口腔癌
細胞株（HSC-3,-4,SAS）における増殖抑制効果はＭＴＴ法,
アポトーシス,カスパーゼ活性,小胞体ストレスマーカー
に関してflow cytometryまたはWestern blot法にて評価
した。Aktの発現はELISA法, Western blot法にて評価し
た.【結果】口腔癌細胞株に対しセレニウム化合物の処理
により有意な増殖抑制,アポトーシス誘導効果が認められ
た. Seleniteに対し感受性の高いHSC-3においてカスパー
ゼ-3,-8,-9の活性化が認められ汎カスパーゼ阻害剤z-VADfmkやカスパーゼ12阻害剤z-ATAD-fmkの併用処理でア
ポトーシス誘導効果が抑制された.また,小胞体ストレス
マーカーであるカスパーゼ-12,eIF-2αの活性化が認めら
れた.さらに,Akt/PI3K経路を解析したところselenite処
理によりAktの活性抑制が認められた.【結論】Selenite
は口腔癌細胞株においてカスパーゼ依存的なアポトー
シスを誘導し,それにはミトコンドリア経路,デスレセプ
ター経路,小胞体ストレス経路が関与していることが示唆
された.さらにSeleniteは細胞増殖,抗癌剤耐性などに重要
な役割を演じているAktを抑制し,腫瘍増殖抑制機序の一
つと考えられた.

口腔扁平上皮癌における間質血管の
PDGFR-beta陽性ペリサイトの分布
日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座, 2日本大学 松戸歯
学部 口腔病理学講座

【目的】腫瘍組織は低酸素状態を回避し代謝を維持する
ために血管新生が活発に生じている。加えて恒常的に
Hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) が活性化していると
も言われている。生体内に存在している成熟した毛細血
管は、内腔面を一層の血管内皮細胞で被覆され、その外
周を基底膜やペリサイトによって覆われている。一方、
腫瘍組織では、腫瘍間質に存在する血管は未熟あるいは
無秩序な走行を呈している。悪性腫瘍の血行性ないしリ
ンパ行性転移は脈管内に腫瘍細胞が入り込むことにより
生じ、腫瘍組織における脈管分布については多くの研究
がなされている。しかし、毛細血管の成熟に関与するペ
リサイトと腫瘍血管新生について病理組織学的に検討さ
れた報告は少ない。本研究の目的は、口腔扁平上皮癌症
例における腫瘍間質毛細血管のペリサイト被覆態度につ
いて検索することである。
【材料および方法】2003年11月〜 2016年3月の間に、日本
大学松戸歯学部付属病院にて、舌部分切除と合わせて頸
部郭清術を施行した13症例を対象とした。病理組織学的・
免疫組織学的検索は、HE染色及び一次抗体にCD34及び
PDGFR-betaを用いて免疫組織化学染色を行った。症例
は、所属リンパ節の転移有無によって、転移群と非転移
群に分けて検討した。 免疫組織化学的に、脈管様構造
についてPDGFR-beta陽性ペリサイトの被覆態度につい
て評価した。
【結果】腫瘍間質には、CD34陽性毛細血管が比較的高密
度に分布していた。非癌部および癌部のいずれも、血管
がPDGFR-beta陽性のペリサイトにより被覆されていた。
特に癌部においては、新生血管の内皮細胞が腫大し、毛
細血管構造の乱れが認められた。
【結論】口腔扁平上皮癌症例における癌部と非癌部では、
血管のペリサイトによる被覆態度に差異が認められた。
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座長：近津 大地
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京都府立医科大学 大学院医学研究科 歯科口腔科学

扁平上皮がん細胞株におけるrBC2LCN
レクチン認識糖鎖発現細胞の機能解析

中峠 洋隆1, 山崎 佐知子1, 赤木 恵理1, 濱田 充子1,
虎谷 茂昭1,2, 岡本 哲治1,2

(OSCC)幹細胞を標的とした新規診断・治療法の確立を
目指して, OSCC細胞においてもrBC2LCN が特異的に認
識する糖鎖を発現しているか否か, さらに糖鎖発現細胞
の発現動態と細胞機能の解析を行い, 新たながん幹細胞
マーカーとしての可能性を検討した.
【方法】
SCC細 胞 株 と し て 当 研 究 室 で 樹 立 し たOSCC由 来Ho1-N-1，及びHo-1-u-1株と外陰部SCC由来 A431株を用い
た．細胞培養は基礎栄養培地としてDMEM/F12混合培
地(DF)を用い，5％ウシ胎児？血清添加条件とDF6F無血
清培養条件で検討した．レクチン認識糖鎖陽性及び陰性
細胞をセルソーターにて分離し,単層培養系での増殖能及
びsphere形成能を比較した．また, DNAマイクロアレイ
にて両細胞における遺伝子発現を網羅的に解析した．さ
らに, 培養上清中に放出されるエクソソームの性状・機
能を検討した．
【結果】
各細胞株においてrBC2LCN認識糖鎖陽性細胞は全細胞
中約2%存在することが判明した．陽性及び陰性群の単
層培養系での増殖能に差は認めなかったが，陽性群は高
いsphere形成能を示した．マイクロアレイ解析の結果,
陽性群ではIGF-2遺伝子発現が陰性群の約60倍高発現し,
さらにIGF受容体の下流シグナルであるAktパスウェイ
の亢進が認められた．陽性細胞由来エクソソームは, 陰
性細胞の陽性細胞へのトランジションを促進した．
【考察】
本研究の結果, OSCC細胞株においても, rBC2LCNレク
チンが認識する未分化ES/iPSCs特有の糖鎖構造が発現
されていることが明らかとなった. さらに，本糖鎖陽性
細胞の維持には同細胞自らが産生するIGF-2がオートク
ライン・ファクターとして機能していることが考えられ
た.

【目的】本研究の最終目的は、歯周組織再生に有効な新規
培養細胞シートを開発することである。われわれはこれ
まで、羊膜を基質に用いた培養ヒト歯根膜線維芽細胞
（hPdLF）シートの作製に成功し、新生骨（歯周組織）再
生能を有すること明らかにしてきた。また、hPdLFの
培養に羊膜を用いることで、ケモカインSDF-1/CXCL12
やCXCL14の産生が促進され、羊膜の培養基質としての
有用性を見出した（第70回学術大会）。今回、羊膜基質が
hPdLFの増殖や分化を誘導するシグナル（成長）因子の産
生に与える影響について検討した。
【方法】細胞はhPdLF（Lonza社）
、羊膜は帝王切開時の
胎盤より採取し研究に供した。上皮細胞を剥離、除去し
た羊膜上でhPdLFを約3週間培養した。hPdLF単独培養
を対照とした。得られた培養hPdLFシートよりRNAを
抽出し、マイクロアレイ法にて成長因子関連の遺伝子を
網羅的に解析した。さらに培養上清中の成長因子を免疫
学的で手法で解析した。なお、本研究は本学医学倫理審
査委員会の許可を得た上で実施した。
【成績】マイクロアレイの結果、羊膜上培養hPdLFシート
は IGF-1, VEGF-Aの遺伝子は対照より高発現していた。
また、培養上清中のIGF-1, VEGF-A, BNDF, NGFは有意
に増加し、培養シートの上清IGF-1の濃度は、対照は継
時的に減少するのに対し、約3週間維持されていた。
【結論】上記研究結果より、羊膜上培養hPdLFシートは、
ケモカインや各種成長因子の産生を促すことが示され、
細胞の局所への遊走や分化誘導することで、周囲組織の
再生に寄与できるものと期待される。羊膜は細胞培養の
足場となるだけでなく、hPdLFを刺激することで成長因
子やケモカインの産生を促す優れた基質であると考えら
れた。本研究は、JSPS科研費（16K11695）の助成を受けた。
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【目的】
rBC2LCNは, ES/iPSCsなどの未分化多能性幹細胞に共
通に発現し, 分化した体細胞では発現しない糖鎖構造を
認識するレクチンである. 本研究では, 口腔扁平上皮がん

雨宮 傑, 足立 哲也, 足立 圭司, 大迫 文重, 山本 俊郎,
金村 成智

ポスター
（４月

広島大学病院 顎･口腔外科, 2広島大学大学院 医歯薬保
健学研究院 応用生命科学分野 分子口腔医学・顎顔面外
科学

羊膜基質がヒト歯根膜線維芽細胞シート
の成長因子産生に与える影響について

1-P-53

1-P-54

1

鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

癌胎児性抗原5T4はマウス味蕾幹細胞の
維持を制御している

ウマプラセンタによる創傷治癒促進効果
とその新規薬剤としての可能性

奈良県立医科大学 口腔外科学講座, 2奈良県立医科大学
先端医学研究機構 脳神経システム医科学分野
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【目的】
味蕾を構成する味細胞や周囲の上皮細胞は、乳頭基底部
の幹細胞から分化し、常にターンオーバーを繰り返して
いる。これら細胞の増殖や分化を適切に調節し、味蕾組
織を維持する機構が存在すると考えられるが、その実体

【目的】プラセンタは哺乳類動物の胎盤をさし、最外層の
胎盤膜の高度に発育した胎児由来の部位と絨毛小疱が着
床した子宮粘膜が変形して形成された母体部分とを持
ち、母体と胎児の区画間で栄養とガス交換を効率的に行
う器官である。このプラセンタは、慢性肝疾患傷害改善
作用、肝再生促進作用、また、抗炎症作用、免疫強化、
血管新生作用など様々な生理作用を有していることが報
告されており、すでにヒトプラセンタ注射薬は本邦にお
いて既に肝疾患治療薬として用いられ、歯科領域への応
用も認められるているが、その薬理作用は未だ不明な点
が多い。そこで本研究は、口腔粘膜創傷治癒におけるプ

は不明のままである。われわれは癌胎児抗原として知ら
れる膜蛋白質5T4が、味蕾基底部で産生されていること
を見出した。本研究では、マウス舌での5T4遺伝子の発
現と機能について詳細な解析を行った。
【材料および方法】
野生型と5T4欠損マウスから舌を摘出し形態を比較し
た。また、舌からmRNAを抽出し、遺伝子の発現量を定
量PCRにより評価した。さらに凍結切片を作製し、舌に

ラセンタの影響につき検討するとともに、創傷治癒促進
薬としてプラセンタを用いることができる可能性につき

おける5T4や細胞増殖マーカー等の産生を免疫染色によ
り検討した。
【結果】
5T4は舌上皮の基底層で弱く発現し、有郭乳頭では味蕾
基底部で強い発現が見られた。味蕾基底部における5T4

検討することを目的とした。【材料および方法】日本家兎
の歯肉に50%酢酸を含浸させたφ5mm濾紙を2分間貼付
し、化学熱傷を作製した。翌日からI型コラーゲンであ
るCellmatrixに1%ウマプラセンタまたはPBS10μlを混和
してゲル化させ創部へ貼付することで、ウマプラセンタ

の産生は、細胞増殖マーカーであるKi67やPCNAと重な
の創傷治癒への影響につき検討した。ウマプラセンタも
ることから、少なくともその一部は基底部の幹細胞であ
しくはPBS貼付後、6、10、13、16日目に潰瘍の大きさ
ることが判明した。5T4欠損マウスでは、味蕾の数や形
態に著変はなく、味細胞にも異常は認められなかった。 を計測し、統計学的処理を行い、口腔粘膜創傷治癒促進
効果について検討した。このときの体重の増減、肝機能
しかし、5T4欠損マウスでは、有郭乳頭の基底層におい
、血糖値を測定し、全身的な副作
て細胞増殖マーカーが増加しており、味細胞の前駆細胞 （血中ALT、AST値）
用の有無について検討した。加えて、ヒト口腔粘膜上皮
マーカーであるShhも有意な増加を示した。以上の結果
細胞の増殖と遊走に対するウマプラセンタの影響につき
から、5T4は味蕾での細胞増殖を抑制的に制御している
検討した。【結果】ウサギ歯肉の潰瘍の大きさは、6日目
と考えられる。
では以降でウマプラセンタ投与群において有意に縮小し
【結論】
本研究により、5T4は味蕾基底部の幹細胞で産生され、 ていた。また、ウマプラセンタはヒト口腔粘膜上皮細胞
株に対して増殖および遊走促進効果を有していることが
細胞増殖を抑制的に制御していることが明らかになっ
明らかとなった。【結論】ウマプラセンタは口腔粘膜創傷
た。5T4はcanonical Wntシグナルを阻害すると報告され
治癒促進薬として有用であることが明らかとなり、今後
ているので、5T4はWntシグナルを調整することで、味
早期に臨床応用できる可能性が示唆された。
蕾幹細胞の維持や再生に関与していると推測される。ま
た興味深いことに、大腸がんや胃がんでは、5T4の発現
量と悪性度に相関性があると報告されている。従って、
5T4による細胞増殖の制御機構を明らかにすることで、
悪性腫瘍におけるがん細胞の破綻機序の解明にも繋がる
ことが期待される。
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完全無血清・フィーダーフリー・ウイル
スインテグレーションフリー培養系での
疾患特異的iPS細胞（iPSC）の樹立と病態
モデル研究

超高齢口腔がん患者の臨床病態の検討
1

広島大学病院 顎・口腔外科, 2広島大学 大学院医歯薬保
健学研究院 分子口腔医学・顎顔面外科学
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広島大学病院 顎･口腔外科, 2広島大学大学院医歯薬保健
学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学, 3(独）産業技術総
合研究所、幹細胞工学センター

【緒言】近年, 85歳以上の超高齢口腔がん患者の治療を行
う機会が増加している．高齢者は必ずしも暦年齢と肉体
年齢が相関せず，居住形態，経済状態，通院困難等の高
齢者ゆえの社会的要因から治療法の選択に苦慮する場合

【目的】我々は、口腔顎顔面遺伝性疾患患者由来体細胞の
初代培養及び初期化の全プロセスを、宿主染色体に遺伝
子挿入がないセンダイウイルスベクター (SeVdp)及び当
科で開発した完全無血清・フィーダーフリーの培養系を
用いて行い、各種疾患特異的iPSCの樹立・維持に成功し、
報告してきた。特に、鎖骨頭蓋異形成症(CCD) (Runx2,
aa.R225Q)やヌーナン症候群(NS) (Kras, aa.D153V)患者由
来iPSCにおいては、SCIDマウスでの奇形腫における軟
骨組織は、健常人iPSC由来のそれと比較し、細胞が膨
化し軟骨基質が疎な患者の疾患病態を反映した組織像を
示したことから、これら疾患特異的iPSCの機能解析にin

が多い. 本研究では，85歳以上の超高齢口腔がん患者の
臨床病態的特徴及び治療の現状, さらに治療方針を決定
する際に重要となる因子を明らかにすることを目指して,
当科を受診した85歳以上の超高齢口腔がん患者を対象に
以下の検討を行った．
【対象と方法】1997年4月1日から
2016年12月31日までに広島大学病院顎・口腔外科を受診
した, 初診時年齢が85歳以上の超高齢口腔がん患者64人
（男性19人，女性45人，平均年齢88.9歳）を対象とし, 発症
部位，組織型，TN分類, 治療態度（治療方針），治療合併症，

vivoでの奇形腫形成法が有用であることを示した。今回、
これらiPSCを用いて、in vitroでの無血清培養系を用い
た細胞増殖シグナル及び軟骨分化誘導を行い、その機能
解析を行うことで疾患研究への有用性を検討した。
【方法と結果】RASの活性化率をpull down assay法及び
WB法にて検討したところ、健常人iPSCと比較してNSiPSCではRASの恒常的活性化を認めたことから、NSiPSCではKras遺伝子の変異に基づくRASの機能亢進が
生じていることが明らかとなった。また、無血清3次元
培養系を用いてCCD-iPSC及びNS-iPSCから軟骨細胞へ

治療成績, 合併基礎疾患，PS，臨床検査値などについて
検討した．【結果】部位別では, 下顎歯肉（17症例），上顎
歯肉（16症例），舌（15症例）が大部分を占め, 組織型は, 56
症例 (87.5%)が扁平上皮癌であった．TN分類では, T2N0
症例が最も多く, 治療態度は, 根治治療15症例，姑息治療
27症例，無治療22症例であった. 治療中の有害事象は貧
血と皮膚疾患が最も多くみられた．PS=3の患者が最も
多く, 初診時の全身基礎疾患としては, 循環器疾患, 糖尿
病が多い傾向を示し，貧血，肝機能，腎機能，栄養状態
を反映する臨床検査値は比較的良好であった．5年生存
率は，根治治療群が50%，姑息治療群が13.8%で優位な
差を認めた(P=0.0169)．根治治療群にはT1,T2症例が多く，

の分化誘導を行ったところ、奇形腫と同様の疎な軟骨基
質からなる軟骨組織を形成した。
【結論】以上の結果から、これら疾患特異的iPSCは、疾患
病態の一部をin vitro及びin vivoで再現可能であること
が示された。血清や未知の成分、フィーダーなどの不確
定要素を完全に排除した、再現性の高い本iPSC誘導・培
養系は、疾患モデルの確立に有用であることが示され、
各種疾患の分子・細胞レベルでの病態解明及び治療法開
発への応用が期待される。

無治療群に認知症患者が多かった．PS，臨床検査値には
群間に差を認めなかった．
【結論】85歳以上の超高齢口
腔がん患者の治療方針の決定にはTN分類と認知症の有
無が重要な因子と考えられる．
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舌白板症と早期舌扁平上皮癌における
ダーモスコピー画像所見

ポスター
（４月
日）
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口腔癌のFMISO-PET で描出された低酸
素領域と腫瘍血管密度(MVD)との関係
北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座・口腔診
断内科学教室, 2北海道大学 口腔病態学講座 口腔病理学
教室

岡本 俊宏, 熊坂 士, 長縄 拓哉, 佐々木 亮, 深田 健治

大賀 則孝1, 佐藤 淳1, 浅香 卓哉1, 宮腰 昌明1,
佐藤 千晴1,2, 進藤 正信1,2, 北川 善政1

【緒言】ダーモスコープとはハロゲンランプや白色発光ダ
イオードにより病変部を明るく照らし、エコージェルや
偏光フィルターなどにより反射光のない状態にして、10
倍から30倍程度に拡大して観察する無侵襲の皮膚診断器
具である。皮膚科領域でメラノーマと色素細胞母斑との

【緒言】 近年、18F-Fluoromisonidazole（FMISO）-PET
が癌組織内の低酸素状態（hypoxia）を非侵襲的に検出で
きる方法として注目を集めている。しかし口腔癌におけ
るFMISO-PETを用いた低酸素状態（hypoxia）の評価、お

早期鑑別、また基底細胞癌、脂漏性角化症、血管病変
などの鑑別にも有用であるとされ、保険適応にもなって
いる。今回われわれは、拡大率30倍のダーモスコープ
を使用し、無反射の舌白板症と早期舌扁平上皮癌にお
けるダーモスコピー画像所見の解析を行ったので報告す
る。
【材料及び方法】ダーモスコープはUSB Microscope
(Scalar,Tokyo Japan)を使用した。舌縁部の白板症、早期
舌扁平上皮癌患者に対して、病変部にダーモスコープの
先端を当て、拡大率30倍で反射・無反射の粘膜画像の観
察を行った。
【結果】舌白板症では白色病変周囲に線状規
則血管（linear-regular vessels）と線状不規則血管（linearirregular vessels）を認めた。ヨード染色を行った画像
では不染域周囲に小点状血管（dotted vessels）を認めた。
初期の舌扁平上皮癌の画像では白板症とほぼ同様の所
見であったが、ヨード染色画像では球形血管（globnlar
vessels）
、糸球状血管（glomerular vessels）
、点状血管
（dotted vessels）とコンマ状血管（comma-like vessels）の
混在を認めた。
【考察および結論】肉眼または通常のルー
ペによる観察では上皮による乱反射のため表面の凹凸は
認識されるが、内部の色素分布や色合いが明瞭に観察で
きない。一方ダーモスコープを使用することにより、表
面の凹凸がなくなり乱反射が消えるため、病変部及びそ
の周囲粘膜下の血管構造が確認できた。 本研究は東京
女子医大東医療センター皮膚科田中 勝教授との共同研
究である。

よびその臨床的意義についての研究はほとんどみられな
い。当科では2009年から北海道大学病院核医学診療科の
協力のもとに、口腔癌患者にFMISO-PET検査を行い、
FMISO-PETのSUV値 が 高 値 を 示 し 低 酸 素 で あ る と 考
えられた口腔癌ではHIF-1αを高発現している症例が多
いことを明らかにした (SatoJ, Kitagawa.YJ Nucl Med
2013)。一方、FMISO-PETで描出される低酸素と腫瘍血
管新生の程度を表すMVD(Micro Vascular Density：微
小血管密度)との関連を報告している研究はほとんどみ
られない。今回、FMISO-PETとMVDの関連性について
検索を行った。
【方法】北海道大学病院歯科診療センターでFMISO-PET
検索を行った口腔癌症例についてを検索した。切除標本
のほぼ中心部を血管内皮マーカー CD31抗体 (DAKO) で
免疫染色し、画像解析ソフトImage-Jで、腫瘍近傍の5視
野のMVDを測定した。解析にあたり、FMISO SUV値
＞1.25の症例を低酸素口腔癌症例、FMISO SUV値＜1.25
の症例を非低酸素口腔癌症例として、MVD値とFMISOPET SUV値との関係を検討した。
【結果】1.FMISO-PETで低酸素と考えられた口腔癌症例
では、非低酸素症例に比べ、微小血管密度が高いことが
示された。 2.低酸素口腔癌症例の腫瘍微小環境の血管
は、形態的に不明瞭な未熟な血管が多かった。
【結論】口腔扁平上皮癌患者のFMISO-PETのSUV値は腫
瘍微小環境の血管新生と関連していることが明らかに
なった。今後、口腔癌低酸素症例で血管新生が亢進して
いる症例の血管について詳細な検索を行い、腫瘍微小環
境における低酸素環境による血管新生メカニズムについ
て検索する予定である。
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幌病院 歯科口腔外科
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潟生命歯学部 先端研究センター再生医療学
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須藤 満理奈1, 前田 道徳1, 堀井 幸一郎1, 青木 尚史1,2,
土持 師1, 高後 友之2, 渋谷 恭之1

高橋 悠1,2,3, 大山 晃弘2, 畑−川上 未有希1, 豊村 順子2,
石川 博2, 田中 彰1,3

頭頚部癌治療における放射線性口腔粘膜
炎重篤化予防に対する特製アミノ酸配合
物の有効性

-methylbutyrate（HMB）及びグルタミン、アルギニン
の混合栄養剤であり、創傷治癒促進効果・タンパク質合
成促進効果・タンパク質分解抑制効果が期待出来るとさ
れている。 そこで今回われわれは、放射線性口腔粘膜
炎に対するAboundTMの有用性について検討した。
【方
法】 2011年5月から2013年5月までに、名古屋市立大学
病院、愛知県がんセンター中央病院、恵佑会札幌病院の
3施設で加療した頭頸部癌患者40名を対象とした。放射
線治療開始後、grade2以上の口腔粘膜炎を発症した時点
でAboundTMの投与を開始し、grade3以上の口腔粘膜
炎の発症頻度を前向きに調査した。
【結果】 grade3以
上の重篤な口腔粘膜炎の発症率は40%であった。
【考察】
重篤な放射線性口腔粘膜炎の発症率については、VeraLlonchらは62%と報告し、Zendaらは53%と報告してい
る。今回の結果はこれらよりも低い値であり、放射線性
口腔粘膜炎に対するAboundTMの有用性が示唆された。
今後は二重盲検試験などを行う予定である。

間葉である頬脂肪体幹細胞より分化誘導した神経系細胞
の再生医療によるパーキンソン病への有用性について
検討する。【材料および方法】ヒト頬脂肪体由来幹細胞
（hBFPSCs）を神経分化誘導培地で分化誘導後、形態変
化した細胞集団をcolonial cloningし、神経細胞維持培地
で培養した。細胞が神経系細胞であるか否かを免疫染色
およびRT-PCRにより同定した。次に、この分化誘導し
た神経系細胞を6-OHDA投与による片側パーキンソンモ
デルラットの神経変性部へ移植した。機能的回復を検討
するため、移植4週後にドパミン受容体作用薬であるア
ポモルフィンを腹腔内投与し、回転数を確認することで
行動評価を行った。
【結果】hBFPSCsから分化誘導した
細胞は神経細胞様の形態を維持し、免疫染色およびRTPCRにおいて神経細胞マーカーやアストロサイトマー
カー、ドパミン神経マーカー等の発現を認めた。電子顕
微鏡像は、神経細胞特有であった。また、移植後は行動
評価において移植前後およびコントロール群と比較して
有意差がみられ、7/12匹は完全な症状の消失を認めた。
症状が消失したラットの脳内細胞移植部では、ヒト細胞
由来のドパミン神経マーカー陽性細胞が認められた。移
植細胞の腫瘍化は全く認められなかった。【結論】今回の
方法でhBFPSCsは神経系細胞へと分化すること、移植
においてドパミン神経細胞として脳内に生着し、パーキ
ンソン病の症状を改善する可能性が示唆された。パーキ
ンソン病の神経再生療法において、顎顔面領域より採取
可能な外胚葉性間葉系幹細胞は非常に有用であると考え
られる。
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膜炎に対してコンセンサスの得られた予防法・治療法は
未だ確立されていない。 AboundTMはβ-hydroxy-β

【目的】パーキンソン病はドパミン神経が脱落する神経変
性疾患であり、現時点で根本的な治療法がない。そのた
め、細胞移植による神経の再生医療の検討が進められて
いる。今回、ヒトの顎顔面領域から採取可能な外胚葉性

ポスター
（４月

【目的】 放射線治療は頭頸部癌の重要な治療法の一つで
あるが、患者の約95%に口腔粘膜炎が発症すると報告さ
れており、激しい疼痛により治療の中断もしくは中止
が余儀なくされることがある。しかし、放射線性口腔粘

ヒト外胚葉性間葉系幹細胞から誘導分化
させた神経系細胞を用いたパーキンソン
病治療
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骨再生におけるヒト歯髄幹細胞を用いた
3次元細胞組織体の作製

ポスター
（４月
日）
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多孔膜状疎水化ゼラチン接着膜が創傷治
癒過程に与える影響の評価
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学
講座 口腔顎顔面外科学分野, 2国立研究開発法人物質・材
料研究機構 機能性材料研究拠点 バイオ機能分野 バイオ
ポリマーグループ

福島 龍洋, 舘原 誠晃, 竹部 祐生亮, 井出 信次,
戸田 麗子, 里村 一人
【目的】現在、再生医療の分野では、scaffold free (細胞
の足場)を使用せずに細胞のみにより3次元的に構成する
細胞組織体の開発が進んでおり、一部では臨床応用に向
けた研究が進んでいる。そこで、われわれは多分化能お
よび高い増殖能をもつ歯髄幹細胞から細胞シートを作製
し、さらにこれを3次元培養することにより3次元細胞
組織体を作製し、その特性について検討したので報告す
る。
【材料および方法】本学研究倫理審査委員会の承認
下に、18~30歳の男女より抜去された智歯の歯髄組織よ
り歯髄幹細胞を分離した。歯髄幹細胞を基本培地にて
4週間培養することにより細胞シートを形成し、さらに
骨誘導培地あるいは基本培地にて1週間3次元培養を行
うことにより3次元細胞組織体を作製した。一方、細胞
シートを骨誘導培地あるいは基本培地にて1週間単層培
養して作製したものをコントロールとした。各細胞組
織体を組織学的に観察するとともに石灰化基質の定量、
Alkaline phosphatase活性の測定、また骨関連遺伝子の
発現についてreal time PCR法にて検討した。
【結果】ヒ
ト歯髄幹細胞により作製した3次元細胞組織体は、球状
を呈し、細胞と細胞外基質とにより形成され、さらに細
胞外基質の一部では石灰化がみられた。また、遺伝子発
現においては、3次元細胞組織体はコントロールと比較
し てRunx2、Osterix、Bone sialoprotein、Osteopontin、
Osteocalcin遺伝子の発現が促進し、さらに骨誘導培地を
用いて作製した3次元細胞組織体では、これらの遺伝子
発現がさらに促進する傾向がみられた。
【結論】ヒト歯髄
幹細胞により作製した3次元細胞組織体は、従来のシー
トと比較して石灰化基質形成能が向上し、また骨関連遺
伝子の発現が促進したことから、次世代の骨再生療法と
しての可能性が示唆された。

古閑 崇1, 岐部 俊郎1, 渕上 貴央1, 手塚 征宏1,
木村 菜美子1, 田口 哲志2, 中村 典史1
【目的】 本研究は国立研究法人物質・材料研究機構が開
発した多孔膜状疎水下ゼラチン接着膜(HxAlGltn)を総称
被覆材として使用し、総称治癒への有用性の確立を目的
として、ラット背部の創治癒の経過を評価したので報告
する。
【材料および方法】 36匹の生後8週ラットの背部
にBiopsy punchにて直径10mmの全層皮膚欠損創部を作
製し、創部の周囲にマーキングを施した後、HxAlGltn
を創部に留置し、ラットジャケットを装着させた。比較
対象として、何も被覆しないコントロール、既存の被覆
材であるコラーゲンスポンジ(テルダーミス)、ポリグリ
コール酸縫合補強材(ネオベール)を用いた。規定の日数
(0、4、7日目)まで飼育後、屠殺した後に創部計測を行い、
創部組織を採取し、組織学的観察を行なった。創部収縮
率、創部面積、上皮新生距離、上皮新生位置、素材への
細胞浸潤、血管新生、αSMA発現を評価項目として、4
郡を比較検討した。【結果】 受賞後4日目の創部の結果
より、肉眼所見ではコントロール群、テルダーミス郡の
そうの収縮(変化率48 〜 39％ )を認めたが、ネオベール
郡、HxAlGltn軍で収縮は小さかった(変化率90 〜 89％ )。
HE染色では、コントロールでは創部欠損部位に増殖し
た肉芽組織の表面に上皮新生を認めた。ネオベール群で
は被覆材の下に上皮新生の断端を認め、テルダーミスと
HxAlGltn群では、被覆材の表層に上皮新生の断端を認
めた。上皮新生距離はどの群においても大きな違いを認
めなかった。さらにコラーゲン由来のテルダーミスと
HxAlGltn群では、組織欠損部に置かれた被覆材の素材内
に多数の細胞の浸潤を認め肉芽組織が被覆材内部に形成
されていた。HxAlGltn群では肉芽組織内に血管新生の
増加が認められた。
【結論】 創傷治癒においてHxAlGltn
は細胞の足場となり、素材内部に多くの細胞浸潤と血管
新生が認められ、組織の変形なく治癒が進行していた。
HxAlGltnは良好な創治癒を促す可能性があると考えら
れる。

260

優秀ポスター その他２

14:20〜14:40
座長：大林 由美子

1-P-63

1-P-64

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

1

骨微小環境における破骨前駆細胞の分化
に伴う細胞運動能の変化

太田総合病院 太田睡眠科学センター・睡眠外科学セン
ター , 2東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学講座, 3日本大学
歯学部口腔外科学講座 口腔外科分野

有坂 岳大1,3, 千葉 伸太郎1,2, 外木 守雄3

今後は厳密な適応症の決定やOSAに特化した術式の工夫
が望まれた。
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【目的】 血中から骨へ遊走した破骨前駆細胞は骨芽細胞
【はじめに】閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）の代表的治療は経
とともに安定した骨微小環境を維持し，破骨細胞へ分化
鼻的持続陽圧呼吸や口腔内装置が知られている。しかし
する．本研究では，破骨前駆細胞が骨微小環境内で遊走，
両者共に装置を永続的に使用することが必要であり、使
定着し分化する過程での細胞運動能に関するTGF-βお
用率の低下や治療の中断が問題となっている。そこで
よびRANKLの影響を検討した．
【方法】 細胞はマクロ
我々は治療選択肢の一つとして睡眠外科治療（SS）を提
ファージ系破骨前駆細胞RAW264.7細胞(以下RAW細胞)
案している。OSAに対するSSはスタンフォード大学の
を，薬剤はTGF-β1，SB431542（TGF-β1受容体の阻害
提唱する２段階手術を参考に行なっている。第１段階
剤）およびRANKLを使用した．RAW細胞を各種薬剤に
（Phase1）として鼻腔、咽頭、舌など軟組織に対する手術
よって処理し，破骨細胞様細胞への分化を確認した．ま
を行う。その効果を睡眠検査や画像診断を用いて再評価
た，各種薬剤を24時間および3日間作用させたRAW細胞
し、効果不十分であれば第２段階として上下顎前方移動
の細胞運動能の変化をmigration assayで検討した．さ
術を行う。Phase1における口腔外科領域の手術は舌に対
らに，各種薬剤を24時間および3日間作用させたRAW細
するオトガイ舌筋・オトガイ舌骨筋前方移動術（GA）が
胞のRhoA，Rac1，Cdc42タンパク発現の変化をウエス
知られている。今回我々はGAを含むPhase1の手術前後
タンブロット法にて検討した．
【結果】 破骨細胞様細
で咽頭気道がどのように拡大するかを評価したので報告
胞への分化傾向はTGF-β1+ RANKL処理が最も高く，
する。【対象・方法】対象は太田睡眠科学センターを受診
SB431542処理により分化は抑制された．24時間作用後
し、術前後でポリソムノグラフィ（PSG）検査およびCT
のmigration assayでは，TGF-β1処理で細胞運動能が亢
検査を施行しPhase1としてGAを併せて行った22症例と
進し，SB431542処理により抑制されたが，3日間作用後
した（倫理委員会承認16004）。評価方法は術前後のPSG
ではTGF-β1処理で細胞運動能が低下し，SB431542処理
検査において無呼吸低呼吸指数（AHI）が術前の50％以上
により亢進した．24時間作用後では，TGF-β1処理によ
改善し、かつAHIが20以下を改善群、それ以外を非改善
りRhoA，Rac1，Cdc42タンパクの発現は上昇したが，3
群とし比較した。咽頭気道の計測は第２頚椎（最上点、
日間作用後ではTGF-β1処理群のRhoA，Rac1，Cdc42
中間点、最下点、）及び喉頭蓋基部の気道の前後径および
タンパクの発現は減少した．
【考察】 骨微小環境では，
左右径を計測し術前後で比較した。
【結果】改善群は６例、
TGF-βの存在により，破骨前駆細胞の運動能が亢進す
非改善群は16例で全体の改善率は27％であった。気道前
る．その後，RhoA，Rac1，Cdc42タンパク発現の減少
後径は両群共に術前後で有意な変化は見られなかった。
に伴い，運動能を消失しながら安定，静止した破骨前駆
気道左右径の比較で改善群では第二頚椎レベルの気道の
細胞となり，骨リモデリング開始部に定着する．さらに
全てが有意に拡大していた。【考察】GAを含むPhase1を
骨芽細胞から提供されるRANKLによって，破骨細胞へ
施行した改善群では、気道の前後径よりも左右径に拡大
と分化すると考えられた．
が見られる傾向であった。しかし全体的な改善率は低く

ポスター
（４月

上田 美帆, 高岡 一樹, 荒木 華子, 玉岡 丈二,
川邊 睦記, 野口 一馬, 岸本 裕充

閉塞性睡眠時無呼吸に対する睡眠外科治
療（Phase1）の気道拡大
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OA治療における体位依存性OSAと非体
位依存性OSA
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【目的】閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)には，仰臥位睡眠時の
無呼吸低呼吸指数(AHI)と比べ非仰臥位睡眠時のAHIが
減少する体位依存性のOSAがあることが知られている．
OSAに対する口腔内装置(OA)治療は広く普及し，その有

ガム咀嚼下刺激唾液嚥下テスト: ガムテ
ストとの相関についての予備調査

【背景】口腔乾燥を訴える患者の唾液分泌機能の評価に
おいては、一般にガムテストやサクソンテスト等によ
る全唾液分泌量の測定が行われている。われわれは、
簡便でより不快感の少ない全唾液分泌機能の評価法と
して唾液による飴溶解量について検討し既に報告した

用性が認知される中で，体位依存性OSAや非体位依存性
（Yamamoto K, et al: Oral Surg Oral Med Oral Pathol
OSAに対するOA治療の効果について議論されることは
Oral Radiol Endod 112: e11-e14, 2011）。しかし、飴溶解
少ない．本発表においては，OA治療を開始する際に体
量は既存検査との相関が弱く、単独では唾液分泌機能の
位依存性OSAの影響を考慮する必要があるかについて，
評価には不十分であった。そこで新たな検査法として、
OA治療効果より検討し，報告する．
【材料および方法】
ガム咀嚼下に口腔内に分泌された唾液の嚥下回数を計測
当院 睡眠科・睡眠医療センターにてPSG施行，OSAと
するガム咀嚼下刺激唾液嚥下テストを考案した。【目的】
診断され,当科にて2014年1月から2015年12月にOA治療
ガム咀嚼下刺激唾液嚥下テストとガムテストとの相関に
を施行．OA装着下でのPSGを行い，データに欠損値が
ついて検討すること。【対象と方法】対象は20歳代の健常
生じた4名を除外した39名（男性：29名、女性10名）を対
青年41名で、男性25名、女性16名であった。これらの被
象とした.対象者の平均年齢は57.3歳,平均BMIは24.1kg/
験者にガムテストによる刺激唾液分泌量（10分間）とガム
m2であった.PSGにおいて非仰臥位でのAHIが仰臥位で
咀嚼下での唾液の嚥下回数（10分間）を測定した。【結果】
のAHIの50%以 下 で あ っ た29名 を 体 位 依 存 性OSA， そ
ガ ム テ ス ト の 値 は7.0mlか ら35.0mlで 平 均16.5mlで あ っ
の 他10名 を 非 体 位 依 存 性OSAと し，2群 間 に お け る 年
た。ガム咀嚼下での唾液の嚥下回数は14回から46回で平
齢,BMI,AHI,睡眠時の仰臥位割合,いびき指数の各項目に
均25.1回であった。ガム咀嚼下刺激唾液嚥下テストとガ
ついてOA治療による変化を比較検討した．【結果】体位
ムテストとの相関係数はρ=0.46であった。この値はわ
依存性OSAは非体位依存性OSAと比較し，年齢が若く，
れわれが以前に報告したガムテストと飴溶解量との相関
AHIが低値であった．体位依存性OSA，非体位依存性
係数（ρ=0.21）より高く、サクソンテストとの相関係数
OSAともにOA治療おいてAHI，いびき指数の減少が認
（ρ=0.54）に近い値であることが示された。【結語】全唾
められ，体位依存性OSAにおいてはOA装着睡眠時の仰
液分泌機能の評価法としてガム咀嚼下刺激唾液嚥下テス
臥位割合が増大した．
【結論】OA治療は，体位依存性
トが利用できる可能性が示唆された。今後、さらに詳細
OSA，非体位依存性OSAともに有効な治療方法である
な検討を進めて行く予定である。
ことが確認され，体位依存性OSAについては仰臥位睡眠
を可能とし睡眠時体位の変化にも影響することが示され
た．
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14:20〜14:40
座長：福田 雅幸

1-P-67

抜去歯牙におけるヘリコバクター・ピロ
リ菌の検出と胃腸疾患との関連
大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座
口腔外科学第二教室

に示されていない。これまでにH. pyloriを検出する数多
くの分子生物学的手法が報告されているが、検出感度や
検出率にはばらつきが認められる。H. pyloriの検出は、
胃からだけでなく口腔からも試みられており、唾液、プ
ラークにおける H. pyloriの存在も報告されている。本
研究では、抜去歯牙および唾液における H. pylori の検
出の検討を試み、胃腸疾患との関わりを検討した。
【材
料 お よ び 方 法 】 2016年2月 〜 12月 の 間 に 当 科 を 受 診
し、抜歯適応と診断された20歳〜 83歳の患者50 名より
抜去歯牙、唾液を採取した。サンプル採取は、倫理委員
会の承認後、患者の同意を得て行った。これらのサン
プルから細菌 DNA を抽出し、ピロリ菌特異プライマー
（Ogaya et al., J Med Microbiol, 2015より改良）を用いて
検討を行った。【結果】50名の患者から採取した抜去歯
牙のうち10名 (20.0%) 、唾液からは 5名の患者(10.0%）の
H. pylori が検出された。胃腸疾患の既往のある患者13例
中H. pylori が検出された例は抜去歯牙で4名（30.1%）、唾
液で2名（15.3%）であった。胃腸疾患の既往のない患者37
例中H. pylori が検出された例は抜去歯牙で6名（16.2%）、
唾液で3名
（8.1%）
であった。
【結論】 抜去歯牙においてH.
pylori の検出が多く認められる傾向であった。本研究に
おいて、抜去歯牙および唾液からのH. pyloriの検出が可
能なことを示した。

北海道大学 大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔顎顔
面外科学教室

格口 渉, 大廣 洋一, 長峯 杏介, 鄭 漢忠
【目的】現在、顎口腔領域において多くの材質を用いた3D
模型が開発されているが、その多くは石膏を用いた硬組
織の模型である。石膏には透過性がないため、腫瘍を色
付けし造形しても骨内の腫瘍は確認できない。また、石
膏は滅菌できないため、術中に触ることができない。腫
瘍と骨の位置関係を正確に再現し、顎骨内の腫瘍を模型
の表面からみることができれば、これらの位置関係を立
体的にイメージすることが容易となる。また、模型の滅
菌が可能であれば、術中に模型を直接手に触れて、腫瘍
の位置を即座に確認することができる。今回、われわれ
は、透明樹脂を用いた3D模型を開発し、手術において
有用であったため、報告する。【対象および方法】エナメ
ル上皮腫再発例で、腫瘍が複雑に位置している2例に対
し、透明レジン樹脂3D模型を作製し手術を行った。1例
は、下顎骨に多房性に増殖するエナメル上皮腫再発例で、
CTにて腫瘍の残存が数カ所に認められた。他の1例は上
顎全摘出後のエナメル上皮腫再発例で眼窩内や頭蓋内に
及んでいた。3D模型の作製は外注し、業者と数回のミー
ティングを行い、腫瘍の位置の擦り合わせを行った。ま
た、術中に3D模型を手にとれるように滅菌した。【結果】
下顎再発例では、骨と腫瘍の位置関係が明らかとなり、
顎骨に囲まれた腫瘍の局在を明視できた。上顎再発例で
は、腫瘍の3次元的な位置関係を把握することができ、
術中に腫瘍と周囲組織との位置関係を確認する際にも有
用であった。【結論】透明レジン樹脂3D模型は、腫瘍の位
置関係を立体的にイメージできる有用なツールである。
術前の立体的イメージの構築だけではなく、術中に手に
持って確認できるため、硬組織と軟組織が関わり、複雑
な位置関係を示す病変に対しては、その利用価値は大き
いと思われた。
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【 目 的 】 ヘ リ コ バ ク タ ー・ ピ ロ リ 菌 (Helicobacter
pylori) は慢性胃炎や胃潰瘍、胃がんの原因菌となること
が知られている。H. pyloriの感染経路はヒトからヒトへ
の経口感染であると推定されているが、感染経路は明確

透明レジン樹脂３D模型の応用と有用性
〜顎口腔領域における腫瘍を模型上で可
視化する〜
ポスター
（４月

濱田 正和, 岩井 聡一

1-P-68

1-P-69

1-P-70

再建下顎の病的骨折症例に対する難易度
の高い下顎再再建術への挑戦

再建用チタンプレートとオーダーメイド
チタントレーを併用した下顎骨再建術の
有用性に関する臨床的検討

1

ポスター
（４月
日）

27

自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座, 2朝日大学歯
学部口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野, 3那須赤十字
病院 歯科口腔外科, 4国際医療福祉大学病院 歯科口腔外
科

秋田大学 医学部 附属病院 歯科口腔外科

中田 憲, 高野 裕史, 石田 昴, 福地 峰世, 小澤 諒,
五十嵐 秀光, 今野 泰典, 山崎 雅人, 桑島 精一,
福田 雅幸

早坂 純一1, 勝又 明敏2, 伊藤 弘人3, 野口 忠秀1,
神部 芳則1, 草間 幹夫4, 森 良之1

【目的】腫瘍切除などにより下顎骨の連続性が失われた場
合，口腔機能や顔面形態を回復させるためには下顎骨再
建術が必須となる。DUMBACH Titanium-Mesh-System
（STRYKER-LEIBINGER)と 自 家 腸 骨 骨 髄 海 綿 骨 細 片

【緒言】
下顎再建ではmandible arc とocclusal arc のdouble arc の
再建が重要であり，それらは患者のQOLに大きな影響を
与える．特に下顎再建後の腫瘍再発症例や病的骨折症例
の下顎の再再建術は，手術難易度が高くQOLを低下させ

（PCBM）を用いた下顎骨再建術は，直線的な欠損には優
れた方法であるが，曲線的な欠損には既製トレーの適合
に問題があった。この問題を解決するため，当科では術
前にオーダーメイドのチタンメッシュトレーを作製して
曲線的な下顎骨再建術を行っている。しかし，メッシュ
トレー単材による下顎骨再建はトレー破折が生じたこと
から今回われわれは，再建用プレートとオーダーメイド

てしまう．今回われわれは，開発した下顎再建術式であ
るResin frame 法を応用し，再建下顎に病的骨折を生じ
下顎区域切除が適応された症例に対する再再建術を確立
したので，そのテクニックと症例を供覧し報告する．
【対象】
再建下顎の放射線性下顎骨骨髄炎により病的骨折を生じ
た２例

メッシュトレーを併用した下顎骨再建術の有用性に関す
る臨床的検討を行ったので，その概要を報告する。【材

【方法】
当科で開発したResin frame 法を応用して，再建下顎を
区域切除した後に血管柄付き腓骨皮弁で下顎を再再建

料および方法】対象は，2013年12月から2017年1月までの
間に，当科で再建用プレートとオーダーメイドメッシュ
トレー，PCBMを使用して下顎骨再建した10例である。
メッシュトレーは，ネクスト21社でCT DICOMデータか
ら作製した手術用立体モデルの下顎骨欠損部に適合する

し，a初回手術前の下顎，b再建下顎およびc再再建した
下顎の一致率を算出して，比較評価した．
【結果】
症例１は，下顎骨体部に移植した腸骨の放射線性骨髄炎
により，同部の区域切除が適応された．術前に関節突起

トレーを作製した。再建方法は，初回手術時に使用した
再建用プレートのスクリューを外して，メッシュトレー
を既存骨に適合させる。その後，もとの位置で再建用プ

が回転し下顎および咬合の偏位が生じたが，再再建術後
レートを固定し，トレーにPCBMを充填する。術後合併
に関節突起は初回手術前と同様の位置に整復され，下顎
症や再建の成否に関して検討した。【結果】内訳は，男性
および咬合の偏位はなくなり，一致率の高い，つまり再
7例，女性3例，平均年齢60.2歳で，悪性腫瘍8例，骨髄
現性の高い下顎形態となった．
炎2例であった。全例で下顎骨の形態が回復し，術後感
症例２は，下顎骨体部から関節突起が放射線性骨髄炎に
染やトレーのトラブルはなく，再建は成功していた。し
より，下顎頭から下顎骨体部を含む区域切除が適応され
かし，術後，気道狭窄が生じた1例に気管切開を行った。
た．下顎枝の再再建は下顎切痕の高さまで再建し，関節 【結論】再建用チタンプレートとオーダーメイドチタント
円板と再建プレートを縫合糸で結紮した．再再建術後， レーを併用した下顎骨再建術は，下顎骨の形態と機能回
下顎の偏位は最小限に抑えられ，著しいQOLの低下を回
復に有用であり，術後の合併症が少ないと思われた。
避した．２症例とも術後感染はなく経過良好である．
【考察】
再建下顎が感染，プレート破折や再発により区域切除が
適応となり，再再建術をする場合，その難易度は非常に
高い．しかし，
初回手術前の下顎骨のCTデータがあれば，
当科で開発したResin frame 法を応用して，容易に確実
に再現性の高い下顎の再再建ができる．
【結論】
Resin frame 法の応用により，mandible arc の再再建精
度を高く安定させ，QOLの低下を回避できる．
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悪性腫瘍３ 14:20〜14:40
座長：野村 武史
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1

1

FDM方式3Dプリンタの歯科口腔外科領
域への応用と課題
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座, 2東京歯科大学
オーラルメディシン・口腔外科学講座

一つとなった。その一方、3Dモデル利用機会の増加は作
製に掛かるコストの増加をも意味し、3Dモデル入手に至
るコストの軽減は喫緊の課題と言えよう。今回、報告者
らは自身の施設内にFDM方式3Dプリンタを基幹とする
3Dモデル作製環境を整備し、これまで100例を超える3D
モデル作製経験を経て、一連の3Dモデル作製環境の概要
について、また低コストかつ迅速に供給しうる3Dモデル
作製に向けた取り組みについて報告する。
【材料および方法】
FDM方式3Dプリンタ：MF-2000(MUTOH)、
３
次元画像処理システム：Volume Extractor 3.0(i-Plants
Systems)とPOLYGONAL meister V2(日本ユニシス・エ
クセリューションズ)を使用した。ヒト乾燥下顎骨を試料
としMDCT撮像を行い、そのDICOM画像データから3D
CADデータを作成した。それぞれ積層ピッチを0.2mm、
0.3mm、0.4mm、0.5mmに設定した3Dモデルを作製した。
その後、各3Dモデルのリバーススキャンを経て造形条件
と造形時変形について評価した。CADデータ比較評価に
はspGauge 2014.1(Armonicos)を用いた。
【結果】
積層ピッチの増加により3Dモデル重量、造形時間
は減少するが幾何学的精度の低下は認めなかった。
【結論】本結果から、積層ピッチの調整により造形材料使
用量の低減＝作製コストの低減を図ることができると考
えられる。今後、歯科口腔外科領域の様々な用途での3D
モデルの利用は増えてゆくと思われる。低コスト3Dモデ
ルを作製しうるFDM方式3Dプリンタはその一旦を担え
るものと期待する。

奥井 達雄1,2, 日浅 雅博2,3, Fletcher White2,
G David Roodman2, 志茂 剛1, 佐々木 朗1, 米田 俊之2
【目的】骨指向性悪性腫瘍は腫瘍増大により骨へ浸潤, 転
移し骨痛を誘発する.がん性骨痛は通常の鎮痛薬が奏功
しにくく, 患者のQOLを低下させる. がん性疼痛は腫瘍の
大きさと疼痛強度が相関しないことも多く, がん細胞が
産生するサイトカインが知覚神経細胞に影響を与えてい
ることが示唆されている. 本研究では多数の神経終末を
有する骨におけるがんの増大が, 骨痛に与える影響を神
経誘導因子である High mobility group box 1(HMGB1)
に着目し検討した. HMGB1はTLR4とRAGEを受容体と
し, DAMPsとして細胞外に分泌される24kDaの非ヒスト
ンクロマチン結合性核タンパクである. HMGB1は関節リ
ウマチなどの慢性疼痛のトリガーとなることが知られて
いるが, がん性骨痛におけるHMGB1の役割は不明であ
る.【方法と結果】Tissue Micro Arrayを用いてHMGB1
が乳がん組織に高発現することを示した.   HMGB1は後
根神経節(DRG)より単離した知覚神経細胞の軸索伸張を
促進した. HMGB1高発現乳がん細胞株4T1の培養上清が
細胞内カルシウム流入を指標とする知覚神経細胞の興
奮を誘導し, HMGB1中和抗体ならびにRAGE阻害薬はこ
の神経興奮を阻害することをFura2 Assayにより示した.
さらにHMGB1は知覚神経における疼痛受容体である酸
感受性受容体(TRPV1)の発現を増強した. 4T1をマウス脛
骨骨髄内に移植すると, がん性骨痛が誘発される. このマ
ウスに対しHMGB1中和抗体, RAGE阻害薬の投与を行う
と疼痛行動が減少しDRGにおけるErk, CREBのリン酸化
が抑制された. また4T1のHMGB1遺伝子をshRNAを用い
て抑制すると同様に疼痛行動が減少した. 神経細胞の培
養上清を4T1に添加するとHMGB1の核内から細胞質へ
の移行が増加した.【結論】がん細胞が産生するHMGB1が
知覚神経のRAGEを介し, がん性骨痛を誘導している可
能性が示唆された. またHMGB1は神経細胞のTRPV1発
現を増大し, がん細胞が産生するプロトンによる神経興
奮を増強している可能性が示唆された.
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【目的】医療分野における3Dプリント技術の発展は目覚
ましく、歯科口腔外科領域においても実物大臓器立体モ
デル(以下、3Dモデル)を患者説明、手術計画立案や実際
の手術機器を用いた模擬手術、学生・研修医教育などに
活用されるようになり、今日では必要不可欠なツールの

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学
分野, 2インディアナ大学医学部, 3徳島大学再生修復医歯
学研究部 顎口腔再建医学講座生体材料工学分野, 4大阪大
学大学院歯学研究科

ポスター
（４月

神尾 崇1, 松本 暢久1, 林 宰央1, 恩田 健志1, 薬師寺 孝1,
高木 多加志1, 柴原 孝彦1, 澁井 武夫2

HMGB1を介した癌細胞と知覚神経の相
互作用は癌性骨痛を増強する

1-P-73

口腔扁平上皮癌におけるtRNA修飾の網羅
的解析（tRNA modomics）及び機能解析
1

ポスター
（４月
日）

27

熊本大学大学院 生命科学研究部 総合医薬科学部門 感
覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野, 2熊本大学大学院
生命科学研究部 総合医薬科学部門 生態機能病態学講座
分子生理学分野

高橋 望1,2, 魏 范研2, 平山 真弓1,2, 廣末 晃之1,
吉田 遼司1, 富澤 一仁2, 中山 秀樹1
【目的】 口腔扁平上皮癌
（Oral squamous cell carcinoma:
OSCC）は口腔癌の大部分を占める疾患で、更なる治療
成績向上のために新たな診断・治療法の開発が求められ
ている。近年、transfer RNA（tRNA）修飾が種々の疾
患において治療標的として注目されつつある。これらの
修飾は、迅速かつ正確なタンパク質翻訳に寄与している
ことが示唆されているが、未だその研究に関しては途上
の分野であり特にOSCCにおいてはtRNA修飾について
の詳細な解析を行った報告は一例も存在していないのが
現状である。 今回我々は、OSCCにおいて異常を来し
ているtRNA修飾を同定し、その機能解析を行うことに
よって、OSCCとtRNA修飾の関連性についての知見を
得ることを目的として研究を行った。
【材料および方法】
OSCC患者より得られた臨床検体（腫瘍部及び周囲正常
組織）を用いて、total RNAを精製し、質量分析装置を用
いて約30種類のtRNA修飾について網羅的解析を行った。
さらにその結果、異常を認めた修飾についてOSCC培養
細胞を用いてその機能解析を行った。
【結果】 tRNA修
飾の網羅的解析の結果、腫瘍部においてミトコンドリア
tRNAの37位アデニンに存在するチオメチル化修飾（ms2
修飾）が有意に減少していることを見出した。さらに培
養細胞においてms2修飾酵素であるCDK5RAP1（Cdk5
regulatory subunit-associated protein 1）を抑制してms2
修飾を減少させることによって、ミトコンドリアのタン
パク翻訳量が減少し、好気的呼吸の低下やミトコンド
リアの機能障害が生じることが明らかとなった。【結論】
OSCCにおけるtRNA修飾異常に関してはさらに研究発
展の余地が十分にあり、新たな診断ツールとしての可能
性や長年にわたって大きな変化を認めていない5年生存
率改善に向けての新たな知見を得られる可能性が示唆さ
れた。

1-P-74

早期舌扁平上皮癌の腫瘍浸潤先端部にお
け るCancer-associated fibroblastsの
発現に関する解析
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

奥山 紘平, 柳本 惣市, 鳴瀬 智史, 土橋 宏輝,
品川 兼一, 梅田 正博
【緒言】
癌微小環境に含まれるCancer-associated fibroblasts
(CAFs) は細胞外基質を改変する様々なシグナルを放出
することで腫瘍増殖や浸潤，血管新生，転移などに関わ
るとされている．CAFsはalpha-smooth muscle actin (α
SMA)に陽性を示す筋線維細胞の性質を有していること
が知られている．一方で，腫瘍浸潤先端部における簇出
の存在が有意な予後因子であるとの報告から，簇出を有
する早期舌がん症例におけるCAFsの観察を行った．
【材
料と方法】本研究では，簇出を伴う早期舌扁平上皮癌8例
について，原発巣の組織切片を用い，腫瘍や簇出の評価
と し てCytokeratin-14(mouse、Abcam)， 増 殖 マ ー カ ー
と し てPCNA(mouse，Abcam)，CAFsの 特 定 の た め，
Vimentin(chicken，BioLegend)お よ び αSMA(rabbit，
Abcam)にて蛍光多重免疫染色を行い，蛍光顕微鏡（DM6000B、Leica）にて簇出周囲の観察を行った．また，同
様の臨床的背景を有し，病理組織切片上にて簇出が認め
られなかった早期舌扁平上皮癌8例をコントロールとし，
同様の観察を行った．簇出は単独，もしくは5個以下の
腫瘍細胞から形成される細胞塊と定義した．【結果】簇出
を認めた早期舌扁平上皮癌では，8例中7例で原発巣再発，
4例で後発頸部リンパ節転移を認め，3例はTおよびN死
の転帰となった．8例中7例の病理組織切片において，簇
出の周囲にαSMA陽性CAFsの分布が確認され，コント
ロール8例と比較して有意にCAFsの割合が高かった．
【結
論】腫瘍先端部の浸潤様式とCAFsの関連性と予後に関す
る報告は散見される一方，簇出の存在とCAFsとの関連
性について同一切片上での蛍光多重免疫染色法を用いて
解析した報告は渉猟しえなかった．本研究から，腫瘍先
端部におけるCAFsの存在が簇出形成に寄与することに
より，腫瘍の増殖や転移に関与しているものと考えられ
た．【謝辞】本研究は長崎大学原爆後障害医療研究所放射
線災害医療学研究分野鈴木啓司准教授との共同研究であ
る．
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1

東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座, 2東京歯科大学 口
腔がんセンター

明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学
分野1

林 宰央1, 恩田 健志1, 関川 翔一1, 松本 暢久1, 大金 覚2,
小澤 夏生1, 神尾 崇1, 藥師寺 孝1, 大畠 仁1,
高野 伸夫1,2, 柴原 孝彦1,2

森 一将, 藤原 敬子, 正木 善博, 嶋田 淳

抗がん剤誘発口内炎に対するラットを用
いた治療薬の探索

１０％酢酸溶液を用いて舌背部粘膜を刺激し口内炎を誘
発させ、ラット化学療法誘発口内炎モデルを作成した。
ラットは無作為に各群５匹ずつ７群に分け、口内炎作成
後より口腔内をＡ：氷、Ｂ：アズレンスルホン酸ナトリ
ウム水和物、Ｃ：トラネキサム酸、Ｄ：レバミピド、Ｅ：
スクラルファート水和物、Ｆ：ポラプレジング、Ｇ：半
夏瀉心湯にて各群それぞれ連日洗浄し、３ｄａｙ、５ｄ
ａｙ、１０ｄａｙに舌炎症度をした。また、３ｄａｙ、
１０ｄａｙに口腔内総細菌数の評価を行った。さらに、
ラットの耳介にホルボール１２ミリスタート１３アセ
タート１２５μl ／ｍｌ (ＰＭＡ)溶液を１０μl塗布し耳
介炎症モデルを作成し、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇを
それぞれ毎時1回ずつ塗布し６時間後に腫脹抑制率を算
出した。また，表皮角化細胞株（ＨａＣａＴ）を用い半夏
瀉心湯（１ｍｇ／ｍｌ）のＷｏｕｎｄ ｈｅａｌｉｎｇ ａ
ｓｓａｙ を行った。
【結果】半夏瀉心湯は最も優れた創
傷治癒促進作用、抗炎症作用、抗菌作用を示した。【結論】
免疫機能の低下を伴う癌化学療法患者における抗がん剤
誘発口内炎に対し半夏瀉心湯は有効な治療薬のｓｏｕｒ
ｃｅに成りうる可能性が示唆された。

ン、リファンピシン、エタンブトールによる多剤併用療
法が示されているが、エビデンスが低く、難治性でいま
だ未解明な疾患と報告されている。薬剤療法の副作用の
中に、口腔内に重度粘膜炎が発生することがあげられて
いる。今回演者らは、肺MAC症患者に発生した口腔内
広範囲潰瘍の症例を経験したので報告する。
【症例】
56歳、
女性。主訴：舌の疼痛。現病歴：半年程前から舌に疼痛
があったが放置していた。最近食事時に舌および両側頬
粘膜部に著しい摂食時疼痛があり当科来院となる。既往
歴：肺MAC症 甲状腺腫 橋本病 現症：舌背、左右
舌側縁部、上唇、左側頬粘膜に10mm大の潰瘍がみられ
た。処置及び経過：含嗽剤で経過観察し縮小傾向を得た。
しかし3か月後、舌の著しい疼痛と味覚異常を訴え再来
院となる。舌背部のほぼ全面と両側頬粘膜に潰瘍所見が
みられた。生検の結果、扁平苔癬を疑う診断を得た。内
科対診し薬剤が中止され、1か月後頬部および舌潰瘍の
縮小傾向が得られた。【考察】薬剤性口内炎の発症頻度は
低いが、副作用の判定基準として高熱と粘膜疹を伴った
広範囲な紅斑と水疱、びらんなどの顕著な粘膜と皮膚の
損傷を認めるものであり、十分な注意が必要である。病
理組織学的には口腔では粘膜の広範な壊死性変化と表皮
-真皮間の裂隙（表皮下水疱）形成がみられ、水疱辺縁部は
表皮細胞の個細胞壊死と、好酸性壊死に陥った上皮細胞
にリンパ球が接着してsatellite cell necrosisが認められる
とされる。自験例は発熱を伴わず、病理組織学的には扁
平苔癬様所見で壊死などは認めなかったが、薬剤中止に
より改善傾向がみられ本治療薬による重症薬物性口内炎
の可能性が考えられた。
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かし、現在までに癌治療時の口腔膜炎に対して確立され
た有効な治療法は無い。良質な癌治療を完遂するために
口内炎への治療法の開発が求められている。
【目的】癌化
学療法誘発口内炎患者に対する有効な外用薬の探索を目
的とした。
【材料および方法】１０週齢、ＳＤラット、雌
性を使用した。５-ＦＵ( ６０ｍｇ／ｋｇ)を−５、−４、
−３、−２、−１ｄａｙ（計５回）投与し、０ｄａｙに

肺MAC症は非結核性抗酸菌（抗酸菌のなかで、結核菌
群と癩菌を除いた培養可能な抗酸菌群の総称）の一群に
分類され、近年患者数は約10年前の2.6倍と増加傾向にあ
るとされる。治療法は標準治療としてクラリスロマイシ

ポスター
（４月

【背景】口内炎は癌化学療法を受ける患者の約３０〜
４０％、そして頭頸部の放射線治療を受ける患者に頻発
する副作用であり、発症は患者のＱＯＬを著しく低下さ
せ、治療の中断や治療計画の変更を余儀なくされる。し

肺MAC症患者に発生した口内広範囲潰
瘍の症例検討

1-P-77

慢性上顎洞炎患者の味覚閾値と鼻閉塞の
関連性について

Clinical study of patients with
maxillary sinus foreign bodies

1

近畿大学 医学部 歯科口腔外科

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室, 2済生
会松阪総合病院 歯科口腔外科

ポスター
（４月
日）
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1-P-78

辻 忠孝1,2, 田中 晋1, 古郷 幹彦1
【目的】味覚や嗅覚などの化学感覚情報を正確に認識する
ことが，食の嗜好性を高く保つのに必要であり，食欲維
持や健康増進に大きく寄与している．一方で，慢性上顎
洞炎患者が鼻症状のみならず，味覚の不調を訴えること
がある．
【方法】上顎洞根治術を施行した患者９名を対象
とし，術前・術後１週間・１か月の計３回，濾紙ディス
ク法により４味質（甘味・塩味・酸味・苦味）の認知閾値
を測定した．また，術前と術後１か月に，食生活におけ
る味の満足度に関してVASを用いて評価した．さらに，
術前の味覚閾値がCT画像における上顎洞粘膜の形態（粘
膜の肥厚・ポリープ形成・液体貯留・軟部陰影）から評
価した洞粘膜の炎症の程度あるいは鼻粘膜の腫脹・肥厚
による鼻閉塞の程度と相関するのかを検討した．次に，

松永 和秀, 榎本 明史, 内橋 隆行, 向井 隆雄,
下出 孟史, 濱田 傑
【Introduction】Six patients with iatrogenic and noniatrogenic foreign bodies in the maxillary sinus are
presented.【Results】They were aged from 30 to 57
years old. The left side was involved in 4 patients and
the right side in 2 patients. Four patients had iatrogenic
foreign bodies, including a dental implant, a maxillary
wisdom tooth, a maxillary wisdom tooth root and a
dental root canal filler. The other two patients with
non-iatrogenic foreign bodies fractured an interdental
brush while cleaning their teeth and it entered the
maxillary sinus. For surgical extraction of foreign
bodies, the intra-oral and trans-nasal approaches were
performed in 5 patients and 1 patient, respectively.

健常者９名を対象とし，１．コントロール条件，２．鼻 【Discussion】A total of 136 Japanese patients with
閉塞条件（鼻をつまんだ状態）で同様の手法を用いて，検
foreign bodies in the maxillary sinus from 1981 to 2016
知閾値と認知閾値を測定した．
【結果】
上顎洞炎患者では， (including our six patients) were reviewed. With regard
健常者と比較し，味覚認知閾値が上昇しており，上顎洞
to dental foreign bodies, almost all of the reported
根治術施術後は，鼻閉感の改善や食の満足感の上昇のよ
patients had a tooth root in the maxillary sinus, and our
うな主観的な指標だけでなく，経時的に味覚閾値の低下
patients with displacement of an entire tooth (including
を認めた．全味質の認知閾値の平均値と味の満足度は逆
the crow and root) in the maxillary sinus was rare.
の相関を示した．上顎洞内の炎症は，３名が軽度，６名
There were 5 patients (including our 2) with broken
が重度であり，鼻腔通気性を示唆する鼻粘膜の肥厚は， interdental brush in the maxillary sinus. All of them
２名が軽度，５名が中等度，２名が重度であったが，こ
had used relatively new interdental brushes, but had
の２項目と術前の味覚閾値において，明らかな相関は認
inserted the brush into the periodontal pocket, which
めなかった．しかしながら，健常者では，一時的に鼻閉
is an incorrect cleaning method. It is important for
塞を再現することで，酸味を除く３味質の検知閾値と認
知閾値の有意な上昇を認め，上顎洞炎患者の術前の味覚
閾値に近似していることが明らかとなった．
【結論】慢性
上顎洞炎が味覚閾値を変動させたメカニズムとしては，
単純に鼻閉塞の有無により説明できる可能性があり，味
覚に不調を訴える患者の場合，上顎洞炎症状の有無を留
意する必要性があると考えられた．

dentists and dental hygienists to provide instructions
on the appropriate method of cleaning the teeth with
interdental brush in order to prevent fracture and
entry of the broken brush into the maxillary sinus.
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口腔内におけるHelicobacter pylori菌
定着部位に関する検討
京都府立医科大学 大学院医学研究科 歯科口腔科学

1-P-80

16S rRNAを指標としたPCR法による冠
動脈病変部検体からの口腔細菌検出例の
報告
1

宮久保 あや子1, 三宅 理子1,4, 星野 大地1, 武内 絵里1,
菱本 良平1, 片山 波音1, 松井 庄平1, 沖 亜佑美1,3,
安藤 有里子1, 山口 麻子1,5, 松浦 光洋1,4, 岡松 良昌1,3,
有本 隆文2, 片岡 竜太6, 桑田 啓貴2, 丸岡 靖史1

複数の検体によるH. pylori遺伝子を検証、口腔内感染巣
を検討した。
【方 法】 2016年1 〜 9月に本学附属病院歯科外来にて、
【目的】近年、循環器系におけるアテローム性動脈硬化症
歯髄処置及び抜歯処置施行患者102名に対して、研究参
病変部等より口腔由来と考えられる歯周病原性細菌や口
加への同意後に歯髄、歯垢（前及び臼歯部）
、唾液を採取
腔レンサ球菌が検出される報告が増加しており、口腔
した。そして、被験者1人に対し4検体採取、PCR法に
細菌叢と循環器疾患発症の関連が注目されている。本発
よるH. pylori遺伝子の有無について同定した。なお、H.
表では、急性冠症候群の冠動脈硬化内膜に付着したプ
pylori菌感染の有無は、尿中抗H. pylori抗体検査を用い
ラークおよび血栓といった病変部検体よりDNAを採取
た。さらに、
「歯周病治療の指針2015」の歯周病重症度分
し、遺伝子配列を解析することで、冠動脈病変部より検
類に則り、歯周病を重度、中等度、軽度、無しの4段階
出された細菌検体と口腔細菌の同一性について検討を
に分類し、歯髄内H. pylori遺伝子の有無間で比較検討し
行った。【対象と方法】昭和大学病院循環器内科にて経皮
た。
的冠動脈インターベンション（経皮的冠動脈形成術）を実
【結 果】 102名中11名の歯髄よりH. pylori遺伝子が検
施した患者を対象とした。冠動脈病変部検体を採取し、
出された
（検出率：11%）
。そのうち、1名の歯垢
（臼歯部）
QIAamp UCP Pathogen(QIAGEN)を用いて DNA精製を
よ りH. pylori遺 伝 子 が 検 出、10名 よ り 尿 中 抗H. pylori
行った。原核生物特異的16S rRNAを基にユニバーサル
抗体が認められた（検出率：10%）
。しかし、唾液から
プライマーを設計し、PCR法による増幅産物の遺伝子配
H. pylori遺伝子は検出されなかった。歯周病は重度30
列を解析した。また同時に患者より口腔内プラークを採
名、中等度37名、軽度27名、無し8名であり、歯髄内H.
取し、同様の方法でDNAを精製、遺伝子配列を解析した。
pylori菌感染者は歯周病重症度の重い者が有意に多かっ
加えて、口腔診査と衛生状態・生活習慣の評価も行った。
た（P=0.01）
。
【結果】平成26年6月〜平成28年4月までに34例の検体を
【結 論】 尿中抗H. pylori抗体陽性者と歯垢中H. pylori
採取した。男女比は4：1で男性に多く、平均年齢は71.4
遺伝子陽性者は、全て歯髄内H. pylori遺伝子陽性者であ
歳。平均欠損歯数は9.2歯。喫煙率67％、BMI25％以上が
ることから、歯髄組織はH. pylori菌の感染巣となりうる
40％、運動習慣がない割合が61％認められた。遺伝子解
可能性が示唆された。また、歯髄内H. pylori遺伝子陽性
析の結果、1症例の冠動脈病変よりCorynebacterium属
者は、重度歯周病であるが歯垢中H. pylori遺伝子検出率
を検出した。また同一患者の口腔内プラークからは、同
は低く、関連は不明である。今後、検体数を増やして検
様にCorynebacterium属が検出された。【考察】これらの
討を加えたい。
結果から、口腔内に生息する細菌が血流を通じて冠動脈
内膜に付着し、病態形成を促進する可能性が示唆された。
冠動脈と口腔由来の菌の同一性については、広範囲の染
色体の遺伝子解析を行うことで、より詳細に検討する予
定である。さらに今後、分析症例数を増やし、メタゲノ
ム解析などの網羅的解析を行う必要があると考えられ
た。
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【目 的】 Helicobacter pylori（以下H. pylori）菌は、胃
疾患の原因となり、感染経路の1つに口腔感染が想定さ
れているが、調査方法に信頼性が乏しく、未だ口腔内の
定着部位は明確でない。そこで、同一被験者で口腔内の
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造血幹細胞移植患者における口腔粘膜障
害と口腔細菌叢の関与についての検討
1

ポスター
（４月
日）
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東海大学 医学部付属 八王子病院 口腔外科, 2東海大学
医学部 外科学系 口腔外科, 3東海大学 医学部 内科学系
血液・腫瘍内科

高橋 美穂1, 太田 嘉英2, 金子 明寛2, 青木 隆幸2,
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脱灰象牙質を用いた骨再生研究〜 FIB/
SEMトモグラフィー法による移植脱灰象
牙質-周囲新生骨界面の３次元的微細構
造解析〜
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

田上 隆一郎, 宮園 佳宏, 武富 孝治, 岩本 修,
楠川 仁悟

【目的】造血幹細胞移植治療時の口腔粘膜障害の発症頻度
は高い。粘膜障害を起因とする感染症は免疫不全状態の
患者においては時に死に至る危険性のある重篤な合併症
の一つである。口腔細菌は多種多様の細菌が複雑な相互
作用に基づく生態系を構築し、多くが難培養菌からなり
従来の培養法ではその全容を捕らえることは困難であっ
た。近年、16SrRNA 遺伝子をターゲットとした分子生
物学的手法が複雑な微生物群集の構造を解明するための
ツールとなっている。T-RFLP 法を用いて口腔細菌叢の
全容を確認し移植治療中の口腔粘膜障害の程度と口腔細
菌叢の関連性を検討した。
【対象】2012年8月〜 12月に
東海大学医学部付属病院血液・腫瘍内科で造血幹細胞
移植を行った患者19症例を対象とした。
【方法】移植14日
前から移植後35日の期間は週1回、口腔粘膜障害の評価
と口腔細菌の採取を行った。口腔粘膜障害の評価はOral
Assessment Guide（OAG）を用い、口腔粘膜障害なし・
軽度・中等度・重度に分類した。口腔細菌は口腔スワブ
で舌・頬粘膜を擦過し採取、T-RFLP法を用いて解析し
た。中等度以下群と重度口腔粘膜障害群に分類し、移植
前と口腔粘膜障害ピーク時の口腔細菌叢の変化について
検討を行った。口腔粘膜障害の程度と臨床経過(入院期
間、体重変化、発熱日数、麻薬鎮痛剤使用期間、高カロ
リー輸液投与期間、最大CRP値)についても比較検討を
行った。
【結果】全ての症例に口腔粘膜障害が出現し軽度
4症例、中等度5症例、重度10症例だった。重度粘膜障害

【目的】酸処理した象牙質 (demineralized dentin matrix;
DDM) は成長因子を除放する抗原性のないコラーゲン
材料であり, 顎顔面領域の骨補填剤の一つとして近年当
科を含む国内外の複数の施設で臨床応用されている. 現
在までにDDM移植治療に伴う感染の報告はないいっぽ
うで, 移植後のDDMとその周囲に形成される骨の性状に
ついては未だ不明な点がある. 今回, 次世代走査型顕微鏡
(Focused-ion beam; FIB/SEM) を用いてDDM表面と周
囲形成骨との界面を3次元的に再構築し, 両者の境界面の
付着機序について超微形態学的に解析した.
【材料・方法】ヒト智歯を採取後, エナメル質を除去し,
専用粉砕器にて象牙質顆粒を作製した. 必要サイズを選
択後, 2%硝酸にて脱灰したものをDDMとして使用した.
ラット頭蓋骨欠損モデルを作製し, DDM移植群と非移植
群を対照群として, μCTにて経時的に評価した. DDM-周
囲新生骨付着部の形態解析のため, 動物を固定後, 目的組
織を摘出し, FIB/SEM観察用試料を作成した. 収束Gaイ
オンビームにより試料表面を連続切削し, 画像取得を繰
り返すことで必要な界面空間を再構築し, Avizo8.1ソフ
トウェアを用いて可視化した. また象牙細管内組織につ
いても検証した.
【結果】DDM移植群は対照群と比較し, 骨欠損部に有意
な骨形成を認めた. DDM周囲に存在する骨細胞は各々の
骨細胞が細胞突起を介してネットワークを構成していた.
興味深いことに, これらの細胞突起の一部は象牙細管に
まで伸展しており, DDM表面の象牙細管内に微細な骨細
管を伴う骨組織が陥入していることが明らかになった.

群は中等度以下群と比較し移植前と口腔粘膜障害ピーク
時の口腔細菌叢の変化が有意に大きかった(P＜0.05)。ま
た重症群は発熱日数、麻薬鎮痛剤使用期間、高カロリー
輸液投与期間、CRP値が中等度以下群に比較し高い数値
を示した(P＜0.05)。
【考察】口腔粘膜障害の程度に口腔細
菌叢の変化が関与していると考えられた。有害菌の同定、 【結論】DDMは象牙細管という特有の空間を有している.
菌数の関与などについては今後の検討課題とする。
本研究は, 移植DDM周囲に形成される新生骨は, この象
牙細管を介してDDM表面に直接融合し形成され, その形

態としては嵌合を呈することを明らかにした. 本結果お
よびFIB/SEMトモグラフィー法は骨再生医療研究の一
助になると考える.
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ハニカムTCPを用いた幾何学構造による
骨・軟骨組織再生メカニズムの解明
1
2

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野,
岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科 組織病態学分野
2

1

口腔扁平上皮癌細胞由来エクソソームに
よるがん微小環境制御とリンパ行性転移
の規定
1

九州大学 大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎
顔面腫瘍制御学分野, 2福岡大学 薬学部 統合臨床医学講
座 免疫・分子治療学分野

1

高畠 清文 , 辻極 秀次 , 浜田 芽衣 , 松田 寛之 ,
中野 敬介1, 長塚 仁1

森岡 政彦1,2, 川久保ー安河内 友世2, 中村 誠司1

材料ハニカムTCPを用いた骨・軟骨形成について報告し
てきた。本研究では、ハニカムTCPにおける骨・軟骨形
成制御メカニズムを詳細に検討することを目的に、骨・
軟骨組織形成を経時的に組織学的に検討した。
【材料お
よび方法】ハニカムTCPは75、300、500、1600μmの各孔
径の貫通孔をハニカム状に配列した構造に加圧成形後、
焼成作製した。その後ハニカムTCP孔内にBMP-2（10、
80μg）を含むマトリゲルを充填し、4週齢Wistar系ラッ
ト大腿部筋肉内に埋入、1、2、3週間後に摘出し組織学
的に観察した。【結果および考察】BMP-2含有量が10μg
の埋入１週間後では孔径が75μmのみで孔中央部まで細
胞浸潤を認めた。2週間後では300、500μmにおいても
孔中央部まで線維性結合組織の浸潤を認めた。3週間後
では75μmのみ孔内に軟骨形成を認めた。BMP-2含有量
が80μgにおいて、１週間後ではどのTCPにおいても孔
中央部までは細胞浸潤は観察されないが、75、300、500
μmにおいて孔入口で軟骨形成を認めた。2週後では75
μmでは孔内の一部で骨組織形成を認め、300μmでは周
囲に骨芽細胞の配列を認める骨組織形成を認めた。500
μmでは300μm同様骨組織形成を認め、孔内に太く直線
的な血管の侵入を認めた。3週間後では300μmで骨髄様
構造を認め、500μmでは孔内を充填するように旺盛な
骨形成を認めた。1600μmのTCPはどのBMP-2の含有量
で週齢においても細胞侵入に乏しく骨組織形成を認めな
かった。 以上の結果より、ハニカムTCPの孔内への細
胞浸潤能や血管侵入は幾何学構造に依存しており、細胞
数と酸素濃度により骨、軟骨形成が制御されている可能
性が示唆された。

【目的】近年、がん細胞が分泌するエクソソーム（細胞外
小胞体の一種）が、がん微小環境の構築に重要な役割を
果たしていることが明らかとなった。そこで本研究では、
転移能の異なるヒト口腔扁平上皮癌細胞株2種を用いて、
がん細胞由来エクソソームが規定する病態形成機構につ
いて解析を行った。【材料および方法】同一患者の舌癌か
ら樹立したSQUU-A（非転移細胞株）、SQUU-B（高転移
細胞株）の培養上清からエクソソームを単離し、exoA、
exoBとした。これらを各細胞培養上清に添加し、エクソ
ソームが浸潤能に与える影響についてmatrigel invasion
assayで評価した。また、腫瘍進展に必須となる管腔形
成に及ぼす影響について調べるため、HUVEC（ヒト臍
帯静脈内皮細胞株）とHDLEC（ヒトリンパ管内皮細胞
株)の管腔形成能に対するexoAおよびexoBの影響をtube
formation assayにて評価し、その際のVEGF (vascular
endothelial growth factor)-VEGFR (VEGF receptor) 関
連分子の発現解析を行った。【結果】matrigel invasion
assay の 結 果、exoB添 加 に よ っ て、 非 浸 潤 株 で あ る
SQUU-Aが浸潤能を獲得した。VEGF-VEGFR関連分子
の発現解析では、HDLECにおいて、exoAおよびexoB
はVEGFR1、VEGFR2、VEGFR3の 発 現 を 亢 進 さ せ、
VEGF-A、VEGF-C、VEGF-DはexoBでのみ発現が亢進
した。また、tube formation assayにおいても、exoBが
HDLECの管腔形成能を亢進させている様子が観察され
た。【結論】以上の結果から、exoB内に浸潤能を規定する
成分が存在し、非浸潤癌細胞に浸潤能を移行すること、
さらに、口腔扁平上皮癌由来エクソソームが、リンパ行
性転移の指向性を規定している可能性が示唆された。こ
れは、単一癌巣内のそれぞれのがん細胞が、各々の個性
をもつエクソソームを分泌しており、それらを介した複
雑な細胞間クロストークによってがん微小環境が制御さ
れていることを意味している。 【会員外共同研究者：
中島学（福岡大薬）】
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【目的】近年、効率的な硬組織再生を目的に様々な素材を
使用し、また幾何学的構造を付与させた人工生体材料の
開発が進んでいる。効率的な硬組織再生が報告されてい
る一方で、そのメカニズムについての検討は未だ十分と
は言えないのが現状である。我々は現在までに新規生体

ポスター
（４月
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顎下腺主導管長期結紮解除マウスにおけ
る萎縮唾液腺の経時的なcytokeratin5
発現量の変化
ポスター
（４月
日）

27

【目的】これまで、唾液腺の結紮・結紮解除に関する研究
は数多く行われており、萎縮による腺組織の変化の報告
や一部では萎縮唾液腺においても機能残存・再生能があ
ると報告されている。しかし、長期結紮解除後の萎縮唾
液腺における腺組織の変化に関しては、詳細な検討が
なされていない。本研究では、マウス顎下腺主導管を長
期結紮し、解除後のcytokeratin5発現量の変化について
検討を行った。
【材料および方法】10週齢のICR系マウ
ス雌を用い、右側顎下腺主導管をチタン製結紮クリップ
にて結紮した。結紮期間を2か月とし、解除後1週、1か
月、2か月の時点で右側を実験群、左側をコントロール
群として試料を採取した。試料は一般組織学的解析、免
疫組織化学的解析およびReal-time RT-PCR法による遺

パラジウムアレルギーモデルマウスにお
けるフェキソフェナジンの免疫応答抑制
効果について

【目的】
金属アレルギーは遅延型過敏反応のひとつで、金属特異
的T細胞を主体とした免疫応答の関与が知られている。
とくに、パラジウム（以下Pd）は日常生活でも装飾品や歯
科用金属に使用されており、近年はPdアレルギーの発症
が増加傾向とされている。金属アレルギーの治療法とし
ては抗原となる原因金属を除去する原因療法が第一義的
とされ、対症療法としての抗アレルギー薬による抗炎症
作用機序については解明されていない。そこで、本研究
ではPdアレルギーモデルマウスを作製し、抗ヒスタミン
薬とステロイド薬を用いてPdアレルギーの免疫応答抑制

効果を解析することを目的とした。
伝子発現定量解析にて検討を行った。今回、幹細胞マー 【方法】
カーにc-kit、前駆細胞マーカーにcytokeratin5(CK5)、腺
BALB/c(各群6匹)を用いて、鼠径部にPdCl2・LPS混合溶
房細胞マーカーにaquaporin5(AQP5)、機能マーカーにα
液を皮内注射で感作を2回し、PdCl2溶液を足底部に皮内
-amylaseを使用した。
【結果】萎縮顎下腺の大きさは、結
注射し誘導を3回行い、Pdアレルギー群を作製した(以下
紮解除後に経時的な変化は認めなかった。組織学的には、 Pd群)。抗アレルギー薬投薬群には、感作と誘導の1時間
結紮解除後に一部の導管様構造物から腺房細胞への組織
前に抗ヒスタミン薬であるフェキソフェナジンまたはス
変化を示唆する所見を認めた。c-kitは、結紮2か月にお
テロイド薬であるプレドニゾロンを胃管により経口投与
いて顕著な発現を認め、結紮解除後は有意に発現が低下 （10mg/kg）し、複数の投薬群を作製した。すべての実験
した。CK5は、結紮2か月では一部の導管様構造物にの
群で、最終誘導後1，2，3，7日後の足底部腫脹を測定した。
み発現を認めていたが、結紮解除後から経時的に有意な
また、誘導後7日目の足底部組織中のT細胞および抗原提
発現の増加を認めた。また、結紮解除2か月後に確認さ
示細胞について組織化学的解析、定量PCR法による遺伝
れた腺房細胞にはCK5の局在は認めなかった。AQP5は、 子発現解析を行った。
結紮解除後に確認された腺房細胞に陽性を示した。α 【結果】
-Amylaseは、実験期間内で有意な増加は認めなかった。 足底部の腫脹は、すべての群で誘導1日後に最大となり、
【結論】顎下腺主導管の長期結紮解除後において、萎縮唾
経時的に減少を認めたが、Pd群の誘導7日後に上皮基底
液腺に組織学的に腺房細胞を示す組織像を認め、長期的
層周囲へのT細胞浸潤は最大となった。抗アレルギー薬
に結紮を行った萎縮唾液腺においても自己再生能が残存
していることが示唆された。そして、その過程におい
てCK5の発現が再生の指標になり得る可能性が考えられ
た。

投薬群のうち、感作および誘導時にフェキソフェナジン
を投与した群では足底部の腫脹が減少し、組織中のT細
胞、抗原提示細胞の発現量も低下しており、顕著な遅延
型過敏反応の抑制効果を認めた。
【結論】
感作および誘導時のフェキソフェナジン投与によって、
Pdアレルギー遅延型過敏反応を顕著に抑制したことか
ら、Pdアレルギーの対症療法として有用な治療方法と成
り得る可能性が示唆された。

272

1-P-87

メラノサイトとエナメル上皮腫および角
化嚢胞性歯原性腫瘍について
1

愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座, 2愛知学院大学未
来口腔医療研究センター
ポスター
（４月

磯村 まどか1, 佐藤 伸明1, 鳥井 康義1, 吉田 和加1,2,
杉田 好彦1,2, 久保 勝俊1,2, 本田 由馬1, 加藤 郁郎1,
小森 敦夫1, 船登 彰芳1, 芳山 昌典1, 前田 初彦1,2

（KCOT）
とメラノサイトの関連について検索した。
【方法】 エナメル上皮腫32症例と、基底細胞母斑症候群
を伴うもの(BCNS) 12症例と伴わない非症候群性のもの
(SPO) 67症例を含むKCOT79症例を対象とした。また、
すべての症例を0−29歳の若年者群と30−70歳の中高齢
者群に分類した。 シュモール反応染色によりメラニン
沈着を、Melan-AおよびHMB45免疫染色によりメラノサ
イトの有無を確認した。
【結果】 シュモール反応陽性率はエナメル上皮腫
0%、KCOT30.4%（ う ちSPO28.4%、BCNS 41.7%） で
あった。Melan-A陽性率はエナメル上皮腫3.1%に対し
KCOT32.9%（うちSPO20.9%、BCNS50%）と優位に高率
であった。さらに、KCOTの中高齢者群10.8%に対し若
年者群は52.4%と優位に高率であった。HMB45陽性率も
同様にエナメル上皮腫9.4%とKCOTの中高齢者群5.4%
に対し、KCOT27.8%（うちSPO20.9%、BCNS66.7%）と
KCOTの若年者群47.6%はそれぞれ優位に高率であった。
【結論】 エナメル上皮腫においてメラニン沈着が認めら
れなかった一方、KCOTにおいてメラニン沈着が認めら
れたことから、腫瘍発生でのメラノサイトの関与が両者
では異なる可能性が考えられた。また、BCNSにおいて
メラニン沈着やメラノサイト陽性率が高率であったこと
から遺伝子変異の関与も示唆された。さらに、メラノサ
イトがKCOTの中高齢者群と比較して若年者群において
優位に高率に認められたことから、発症年齢により発生
の起源が異なる可能性も示された。
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27

日）

【目的】 メラノサイトは軟組織に広く分布し、骨組織
内に発現することは無いといわれているが、顎骨内の
歯原性腫瘍において稀にメラニン沈着が認められてい
る。本研究ではエナメル上皮腫、角化嚢胞性歯原性腫瘍

ポスター
（４月

4 月 28 日（金）

日）

ポスター

28

基礎

その他１

14:40〜15:05
座長：大浦 清

ポスター
（４月
日）
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2-P-1

ヒト軟骨細胞における増殖速度と軟骨基
質産生能との関連性
1

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科,
東京大学医学部附属病院 ティッシュ・エンジニアリン
グ部
2

石橋 牧子1, 疋田 温彦2, 松山 真理子1, 藤原 夕子1,
高戸 毅1,2, 星 和人1

2-P-2

インターロイキン-1β刺激後の軟骨細胞
様ATDC5細 胞 に お け るNADPHオ キ シ
ダーゼに依存した細胞外基質の減少
1
昭和大学 歯学部 口腔生化学講座, 2昭和大学 歯学部 歯
科補綴学講座

船登 咲映1,2, 馬場 一美2, 上條 竜太郎1

【目的】軟骨は無血管組織であり自己修復が困難であるこ
とから、軟骨は再生医療における主要なターゲットと
なっている。しかしこれまでのところ、均一な成熟軟骨
組織を得ることは非常に困難である。その原因として、
移植細胞の不均一性が関与している可能性がある。これ
を改善するために、マトリックス産生能が高い培養軟骨
細胞群を濃縮する方法として、in vitro条件下で増殖速
度の高い細胞を選別し、in vivoにおける軟骨組織形成能
を評価した。
【方法】ヒト培養軟骨細胞をCFSEで標識し、
蛍光強度に応じて2群（ヒストグラムの左側および右側）
に分けた。増殖速度の速い細胞群と遅い細胞群を回収し、
PLLA足場に播種後、ヌードマウスに移植した。回収し
た移植物から組織切片を作製し、トルイジンブルーで染
色し、軟骨形成能を比較した。
【結果】ヒト培養軟骨細胞
をCFSEで標識したところ、蛍光強度のヒストグラムが
経時的に広がったことから、様々な増殖速度を有する細
胞が含まれていることが示唆され、現在、移植に利用し
ている細胞は増殖速度の不均一な細胞集団を移植してい
ることが示された。移植片のトルイジンブルー染色では、
メタクロマジー領域は、増殖速度の遅い細胞群よりも速
い細胞群において大きく、増殖速度の速い細胞はより高
い軟骨形成能を有することが示された。
【結論】軟骨細胞
から軟骨形成能の高い細胞群を同定する方法として、細
胞分裂速度による分取が活用できることを実証し、軟骨
再生医療への応用にむけた可能性を提案した。

【目的】変形性関節症(OA)の関節軟骨では、軟骨細胞の
細胞死と軟骨基質の減少が起こる。OAの発症にIL-1β
等のサイトカインや活性酸素種(ROS)の関与が示唆され
ている。我々は、軟骨細胞死にROS産生酵素NADPHオ
キシダーゼ(NOX-2)が必要であることを報告した。今回、
IL-1β刺激後の軟骨基質の減少におけるNOX-2の役割を
解析した。【方法】マウス軟骨細胞様ATDC5細胞をIL-1
β、AEBSF (NOX阻害剤)、NAC (ROS消去剤)存在下に
培養した。NOX-2の発現をsiRNAあるいはアンチセンス
オリゴDNA (ODN)により抑制した。遺伝子発現を定量
的PCRで、プロテオグリカン(PG)とヒアルロン酸(HA)量
をアルシアンブルー染色とHA結合タンパクの蛍光染色
で評価した。培地中のヒアルロニダーゼ活性を測定し
た。細胞内外のpHを蛍光プローブおよびpH電極を用い
て測定した。【結果】ATDC5細胞でのIL-1βによるII型
コラーゲンとアグリカンのmRNA発現の低下は、NOX2 siRNAで抑制されなかった。一方、AEBSFあるいは
NACは、IL-1βによるPGおよびHAの減少を抑制した。
これはIL-1βによって発現誘導されるNOX-2由来のROS
が、IL-1β刺激後の軟骨基質の分解に関与することを示
唆する。AEBSFはヒアルロニダーゼの発現に影響を及
ぼさなかったが、酵素活性を抑制した。また、AEBSF
およびNOX-2 ODNはIL-1βが誘導する細胞内外の酸性
化を抑制した。【結論】NOX-2に依存した細胞内外の酸
性化が、酸性に至適pHを持つヒアルロニダーゼ活性を
上昇させ、HAの分解を促進することで軟骨基質の遊離
をもたらすと考えられた。会員外共同研究者：安原理佳
3
、宮本洋一1、吉村健太郎1、美島健二3、(3昭和大学歯学
部口腔病態診断学講座口腔病理部門)
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2-P-4

1

1

口腔線維芽細胞に対するビスフォスフォ
ネート製剤の影響について

谷口 奈緒美1,2, 領家 和男1, 奈良井 節1, 田村 隆行1,
土井 理恵子1, 小谷 勇1

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野, 2九州
歯科大学 健康増進学講座 口腔病態病理学分野, 3九州歯
科大学 歯学部 口腔保健学科 学際教育推進ユニット

吉村 くらら1, 矢田 直美2, 松尾 拡2, 引地 尚子3,
吉賀 大午1, 土生 学1, 笹栗 正明1, 冨永 和宏1

【目的】ビスフォスフォネート関連顎骨壊死(BRONJ)は，
ビスフォスフォネート（以下BP）製剤投与患者への抜歯 【緒言】口腔扁平苔癬(oral lichen planus、OLP)は、慢性持
続的な炎症性疾患で、0.5-3％で癌化することから前癌状
等の外科処置が契機となり発症する難治性の顎骨壊死で
態に分類され、継続的な経過観察が必要となる。前癌病
ある。BRONJでは創部の治癒遅延が生じる事が知られ
変の白板症等と臨床的に鑑別が困難なこともある。OLP
ている。本研究では、主として肉芽組織を構成する線維
はＴ細胞の活性化による免疫反応で、サイトカインはそ
芽細胞に着目し，BP製剤による影響をin vitro系にて解
の機序に大きく関わり，その中でIFN-γ発現が関与して
析した．
【材料および方法】口腔由来の歯周靭帯線維芽細
いるといわれる。サイトカインシグナル抑制因子である
胞(HPdLF) および対照として皮膚線維芽細胞(NHDF)を
SOCS-1(Suppressor of cytokine signaling 1)のメチル化
用いた．両細胞株をBP製剤
（アレンドロネート）
添加培地
よりIFN-γが制御されると推測する。今回OLPと臨床的
で培養し，添加濃度と処理時間による細胞増殖および細
前癌病変のSOCS-1とIFN-γのDNA異常メチル化とIFN胞遊走能への影響を検索した。加えて、線維芽細胞成長
γの蛋白発現について検討した。【材料・方法】対象は臨
因子の一つであるbFGFに着目し，HPdLF とNHDFにお
けるBP製剤添加後のbFGFの発現についてウエスタンブ
ロッティング法を用いて検討した．
【結果】BP製剤添加
より、両細胞株共に濃度および時間依存的に増殖が阻害
された．BP製剤添加96時間後のHPdLF におけるIC50値
は8.7μM 、他方NHDFのIC50値は16.0μMであり、前者
で低値を示した。また，BP製剤よる細胞遊走能はNHDF
と比較しHPdFLにおいて抑制される傾向を示した。いず
れの細胞株においてもBP製剤処理によるbFGF発現量の
変化はみられなかった。
【結論】以上の結果より、BP製
剤により線維芽細胞の増殖能及び遊走能が抑制され、と
りわけ口腔線維芽細胞では、BP製剤に対する感受性が
高いことが示唆された。このことはBP治療患者で外科
侵襲後の創部閉鎖治癒遅延が生じる理由の一つとして考
えられた．また、BP製剤は線維芽細胞におけるbFGF発
現には影響せず、この細胞増殖抑制にbFGF発現量が関
与していない可能性が示唆された。

床病理組織学的に診断されたOLP 15例、臨床的に前癌
病変(白板症、紅板症)と診断され病理組織学的に口腔上
皮内腫瘍(上皮性異形成、上皮内癌)14例と扁平上皮過形
成3例で、パラフィン包埋切片からDNAとtotal RNAの
抽出を行った。DNAは亜硫酸処理後、SOCS-1とIFN-γ
promoter領 域 の 異 常 メ チ ル 化 に つ い て、methylationspecific-PCR法を用いて検出した。Total RNAはcDNAへ
変換し、real-time RT-PCR法によりIFN-γの蛋白発現量
を測定した。【結果】SOCS-1 DNA異常メチル化はOLP
15例中11例(73.3％ )、口腔上皮内腫瘍14例中4例 (28.6％ )、
扁平上皮過形成3例中0例(0％ )で、OLPでSOCS-1のメチ
ル化が有意に高く見られた。IFN-γのメチル化はOLP 1
例(6.7％ )、口腔上皮内腫瘍2例 (14.3％ )、扁平上皮過形成
0例(0％ )であった。IFN-γ発現は、OLPの発現量が最も

高かったが、OLP、口腔上皮内腫瘍、扁平上皮過形成と
の間に有意差は見られなかった。また、SOCS-1異常メ
チル化とIFN-γ発現量の間に相関は認められなかった。
【結論】OLPは臨床的に診断された前癌病変と比較し、
高率にSOCS-1の異常メチル化が検出された。SOCS-1の
異常メチル化を検索することで、OLPと前癌病変との鑑
別が容易にできることが示唆された。
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鳥取大学 医学部 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外
科学分野, 2鳥取大学 医学部 生命科学科 病態生化学分野

口腔扁平苔癬のSOCS-1遺伝子の異常メ
チル化

ポスター
（４月

2-P-3

症例報告

悪性腫瘍

14:40〜15:10
座長：馬嶋 秀行

ポスター
（４月
日）

28

2-P-5

細 胞 診 検 体 を 用 い たCandida 属 検 出
に お け るloop-mediated isothermal
amplification (LAMP) 法と従来法との
感度の比較
1

日本大学 歯学部 口腔外科学講座 , 2日本大学 , 3日本大学
歯学部 病理学講座

野口 博康1, 篠塚 啓二1, 植木 皓介1, 原 八重子1,
寺岡 潤1, 三宅 悠介1, 小宮山 一雄2, 金子 忠良1,
外木 守雄1, 浅野 正岳3, 大木 秀郎1
【目的】口腔内においてはCandida albicans （C. albicans ）
の日和見感染は，誤嚥性肺炎の危険因子として知られて
おり，治療にあたっては検出が重要となる。現在行われ
ている主な検出方法は培養法，PAS染色である。培養法
は48時間を要し，PAS染色は技術，顕微鏡下での診断
能力を要するなど問題点が多い。そのため臨床では，検
査結果を得る前に治療を開始するという事態が生じて
おり，簡便かつ迅速な検査法が求められている。Loopmediated isothermal amplification (LAMP) 法 は，60分
間でDNAを特異的に増幅する遺伝子増幅法で，副産物
として生成されるピロリン酸マグネシウムの白濁をリ
アルタイム濁度測定装置で測定することで標的遺伝子
配列の有無を判定する。本研究では，LAMP法を用い

て擦過細胞診検体からのC. albicans の検出を試みるとと
もに，LAMP法と従来法（培養法とPAS染色）において

Candida 属の検出感度を比較することを目的とした。【材
料および方法】本学付属歯科病院口腔外科を受診し，擦
過細胞診を施行した患者53名，68検体を対象とした。臨
床 検 体 か らDNAを 抽 出 し，LAMP法 でC. albicans の 検
出を行った。また，同一検体の培養およびPAS染色を
行った。
【結果】擦過細胞診検体におけるLAMP法でのC.
albicans の検出率は42.6％であった。培養法とPAS染色
におけるCandida 属の検出率はそれぞれ32.4％と29.4％で
あり，LAMP法は一菌種のみを対象とした結果であるに
も関わらず，実験した方法の中で最も高い検出率であっ
た。
【結論】LAMP法は擦過細胞診で採取した検体からC.
albicans を高感度に検出することが可能であった。検査
に要する時間は，DNAの抽出を含めても90分程度と従
来法に比べ極めて短いため，LAMP法の臨床応用は，口
腔カンジダ症をはじめCandida 属が原因となる様々な疾
患の迅速診断に寄与する可能が示唆された。

2-P-6

原発性下顎骨内扁平上皮癌の4例
高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

仙頭 慎哉, 吉澤 泰昌, 北村 直也, 山本 哲也
【緒言】原発性顎骨内扁平上皮癌（PIOSCC）は初期には口
腔粘膜と連続性がないことより歯原性上皮由来とされて
いるが、発生頻度は比較的稀で、診断に苦慮することも
少なくない。今回われわれは、過去10年間に経験した
PIOSCC4例について、その概要を報告する。
【症例1】62
歳、男性。初診1週間前に左側オトガイ神経支配領域の
知覚鈍麻を自覚し、近在脳神経外科でMRI撮影を受け
るも異常を指摘されず、当科紹介となった。左下8が完
全埋伏しており、周囲にX線透過像が認められたことよ
り、智歯周囲炎と診断した。左下8を抜歯するとともに
周囲肉芽様組織を病理組織検査に提出したところ扁平上
皮癌（T1N0M0）との診断が得られたため、下顎区域切除
術を追加した。【症例2】66歳、男性。初診3週間前、左
下8部歯肉に腫脹を自覚し、近在歯科にて投薬を受ける
も改善しないことより、抜歯依頼にて紹介となった。左
下8 含歯性嚢胞の診断下、抜歯を行い、嚢胞様組織を病
理組織検査に提出したところ、扁平上皮癌（T1N0M0）と
の診断されたため、下顎区域切除術を追加した。【症例
3】65歳、女性。初診3週間前、右下8部歯肉の腫脹を自
覚し、近在歯科にて投薬を受けるも改善しなかったこと
より、抜歯依頼にて紹介となった。抜歯を行い、周囲の
肉芽様組織を病理組織検査に提出したところ、扁平上
皮癌（T1N0M0）との診断が得られたため、下顎辺縁切除
術を追加した。【症例4】82歳、女性。初診2週間前、右
下7の咬合痛を主訴に近在歯科を受診したところ、下顎
骨骨折を指摘され紹介となった。パノラマX線写真にて
下顎右側骨体部に長径約35 mmの辺縁不整なX線透過像
および病的骨折が認められた。生検の結果、扁平上皮癌
（T4aN0M0）との診断が得られ、下顎区域切除術を施行
した。
【考察】4例いずれも下顎骨に生じ、うち3例は智
歯周囲炎と診断されていた。全例再発は認められず、経
過良好である。
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名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講
座 顎顔面外科学

1

市村 典久, 山本 憲幸, 西川 雅也, 松下 嘉泰, 山口 聡,
中道 瑛司, 山田 博久, 日比 英晴

舟山 一成1, 角田 和之1, 莇生田 整治1, 相馬 智也1,
西須 大徳1, 藤田 康平1, 潮田 裕梨1, 森 毅彦2,
河奈 裕正1, 中川 種昭1

HPV感染陰茎癌を併発した下顎歯肉癌の
1例

口腔癌は本邦においては全癌中で1 ～ 3%を占める比較
的まれな癌である．さらに陰茎癌の罹患率は人口10万人
当たり0.4 ～ 0.5人と極めてまれである．両者とも性感染
関連癌としての側面を持ち，ヒトパピローマウイルス
(Human Papilloma Virus: HPV)感染が発癌の原因である
ことが明らかとなり近年注目を集めている．今回われわ
れは下顎歯肉癌とHPV感染陰茎癌を併発した1例を経験
したので，その概要について報告する．症例は65歳男性，
左側下顎歯肉の腫脹を主訴として来院した．初診時に左
側下顎小臼歯から大臼歯相当部歯肉に35×30mm大の硬
結を伴う境界不明瞭な腫瘤を認め，表面は潰瘍を伴い易
出血性であった．CT画像では左側下顎骨外側に35mm
×32mmの腫瘤を，左側小臼歯から大臼歯部にかけて下
顎骨の吸収像を認めた．生検にて扁平上皮癌との確定診
断を得た．全身検索を行ったところ，PET-CTにて陰茎
部にFDGの高集積を認めた. 当院泌尿器科に対診を行い
陰茎癌との診断を得たため，全身麻酔下に当科にて左側
下顎区域切除術，左側全頸部郭清術，気管切開術，血管
柄付き遊離腓骨皮弁による再建を，泌尿器科にて陰茎部
分切除術を行った．術後の免疫組織染色にて下顎歯肉は
p16陰性であったが，陰茎は腫瘍の胞巣周囲の細胞が核
および胞体にてp16陽性であったことから陰茎癌はHPV
陽性と診断した. 陰茎癌については術後の病理組織診断
にて鼠径リンパ節に転移の可能性があったため，追加で
鼠径リンパ節郭清術を施行した．術後1年8カ月経過する
が，現在再発は認めず経過は良好である．HPV関連癌は
近年増加傾向で比較的若年者に多く，性行為が主な原因
の一つと言われている．近年の性活動の多様化に伴い，
今後口腔癌や陰茎癌，子宮頸癌といった性感染関連癌の

同種造血幹細胞移植後に舌扁平上皮癌を
生じた１例
慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科, 2慶應義塾大学 医
学部 血液内科

近年、血液疾患に対する造血幹細胞移植（Hematopoietic
Stem Cell Transplantation; HSCT）が普及し、生存率の
向上に伴いHSCT後長期生存者が増加するなかで、様々
な晩期合併症が問題となっている。口腔においては移植
片対宿主病（graft versus host disease; GVHD）の発症や
それに対する免疫抑制療法が口腔の二次発癌の危険因子
であることが示唆されている。今回、我々は急性白血病
に対する同種HSCT後に口腔慢性GVHDを合併し、その
後に舌癌を発症した１例を経験したので報告する。症例
は39歳、女性で、33歳時に急性リンパ性白血病に対して
非血縁者間造血幹細胞移植が実施された。移植後4か月
より口腔慢性GVHDに特徴的な粘膜疹を舌、口唇および
頬粘膜に認めた。全身治療としてシクロスポリンとプレ
ドニゾロン、口腔粘膜疹に対する局所療法としてベクロ
メタゾン噴霧を実施した。移植6年後に左側舌縁部に直
径約10mmの表面粗造な外向性腫瘤を認め、組織生検で
は高分化型扁平上皮癌の病理診断であった。当科にて左
側舌癌(T1N0M0)の診断のもと全身麻酔下に舌部分切除
術が実施され、術後6か月経過時点で腫瘍の再発を認め
ず経過観察を行っている。HSCTでは口腔慢性GVHDの
予防あるいは治療手段として免疫抑制療法が行われるこ
とが多い。GVHDの口腔粘膜における慢性病変やその治
療として実施される免疫抑制療法が二次発癌の一因であ
る可能性が示唆されている。自験例では口腔慢性GVHD
を認め、さらに免疫抑制治療が長期間実施されており、
二次発癌のリスクは高かったものと考えられた。そのた
めHSCT症例では二次発癌を常に念頭に置いた診療と、
慎重な経過観察が重要であると考えられた。

増加が予想され，口腔癌との重複癌も増加すると考えら
れる．
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大分大学 医学部 歯科口腔外科

1

原発性免疫不全症候群患者に発症した硬
口蓋進行癌の１例

感染性リンパ節腫脹との鑑別に苦慮した
悪性リンパ腫の1例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 組
織再建口腔外科学分野, 2新潟大学大学院医歯学総合研究
科 顎顔面再建学講座 口腔病理学分野, 3新潟大学大学院
医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 顎顔面放射線学分
野

渡邊 啓次朗, 阿部 史佳, 河野 辰行, 川村 和弘,
小原 正寛, 内田 佳奈, 手島 理絵, 田嶋 理江,
山本 哲彰, 河野 憲司
【緒言】原発性免疫不全症候群(PID)のため術前にγグロ
ブリン製剤の補充を要した硬口蓋進行癌の1例を報告す
る。【症例】患者は50歳男性。無γグロブリン血症に対
して当院内科で定期的にγグロブリンの補充を受けて
いた。2016年5月中旬に口蓋腫瘤を主訴に当科を紹介受
診した。初診時、硬口蓋から上顎歯槽部に広がる52×
35mmの表面顆粒状の腫瘤を認めた。パノラマX線写真
で上顎骨の境界不明瞭な吸収を認め、悪性腫瘍を疑って
生検を行い、扁平上皮癌の診断を得た。CTで上顎骨前
方部に不整形の腫瘍性病変を認め、右上顎洞内に浸潤し
ていた。さらに、鼻腔底の骨吸収がみられた。CTおよ
び頚部超音波検査で所属リンパ節の転移所見はなかっ
た。T4aN0M0、StageIVA。
【治療】当院内科主治医と協
議し、術前にγグロブリンを補充して外科手術を行う方
針となった。2016年6月下旬、全身麻酔下に右上顎亜全
摘術、遊離腓骨皮弁による再建術を行った。吻合血管は
右浅側頭動静脈を用いた。術後に皮弁遠位端の壊死を認
めたため、全身麻酔下に壊死部の切除を行った。7週間
後に右頚部リンパ節の後発転移に対して保存的頚部郭清
術を施行した。同時に鼻唇溝皮弁により移植骨露出部を
被覆した。その2月後に左頸部リンパ節の後発転移に対
して保存的頚部郭清術を施行した。現在、術後4 ヶ月が
経過し、再発なく経過している。なおPIDによる易感染
状態のため放治、化療などの補助療法は行わなかった。
【結語】医科主治医との連携により、硬口蓋進行癌に対し
て根治的治療を遂行できた。

三上 俊彦1, 原 太一1, 加藤 祐介1, 船山 昭典1,
金丸 祥平1, 小田 陽平1, 新美 奏恵1, 阿部 達也2,
丸山 智2, 西山 秀昌3, 林 孝文3, 小林 正治1
【緒言】頸部に発生する悪性リンパ腫は頸部リンパ節腫脹
を呈する疾患との鑑別に苦慮することがある.今回我々
は紹介元で炎症を疑われ穿刺等の修飾が加わり診断に苦
慮した悪性リンパ腫の1例を経験したので報告する.【症
例】患者は65歳男性.右側顎下部の腫脹を主訴に開業歯科
受診.同院で炎症性疾患の診断のもと抜歯と顎下部腫脹に
対する穿刺吸引処置を受けたが症状改善なく紹介で当科
を受診した.初診時,右側顎下部に鶏卵大の硬結を伴う無
痛性腫瘤を認め,同部に波動はなく皮膚との癒着はなかっ
た.CTでは右側顎下部に境界明瞭,辺縁整,29x29x25mm程
の腫瘤性病変を認め,病変の辺縁と内部では濃度が異なり
内部は周囲と比較すると低濃度で均一であった.USでは
前述した主病変以外に右側顎下リンパ節3個,上内頸静脈
リンパ節1個に腫大像を認め,主病変内部には中心壊死と
思われる嚢胞状の構造を認めた.【処置および経過】主病
変周囲の複数個にわたるリンパ節腫大像から悪性リンパ
腫の可能性が示唆されたが,主病変においては悪性リンパ
腫の典型的所見に乏しく,原発不明癌の転移リンパ節,リ
ンパ節炎との鑑別が困難であった.確定診断を得る目的で
全身麻酔下にリンパ節摘出生検を施行した.主病変は瘢痕
様組織で周囲組織に癒着しており摘出が困難で半透明,ゼ
リー状の内容物の流出を認め,主病変周囲の腫大リンパ節
も同時に複数個摘出し検体とした.病理組織所見では結節
状増殖部で濾胞性リンパ腫の特徴が確認されたが,大部分
で大型腫瘍細胞のみのびまん性増殖からなり,免疫組織学
的にも濾胞性リンパ腫がlarge cell transformationをきた
したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と診断された.【考
察】リンパ節腫脹を呈する疾患は多岐にわたり,本症例で
は穿刺の修飾が加わったことで典型的な画像所見が得ら
れず診断に苦慮した.頸部リンパ節腫脹は日常臨床で遭遇
する頻度が高いが,悪性疾患の可能性を念頭に大局的な視
点を持つことが必要と考えられた.
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悪性腫瘍１

14:40〜15:05
座長：一條 秀憲

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 歯科口腔
外科

1

下顎前歯部に発生したEBV陽性びまん性
大細胞型B細胞性リンパ腫の１例

丹保 彩子, 丸川 浩平, 能崎 晋一

口腔扁平上皮癌におけるNeurokinin B
の役割の検討
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科   口腔顎顔面外科
学分野, 2岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理
学分野

小畑 協一1, 志茂 剛1, 奥井 達雄1, 高畠 清文2,
伊原木 聰一郎1, 長塚 仁2, 佐々木 朗1

【緒言】近年、関節リウマチ（RA）患者に標準治療薬と
して使用されるメトトレキサート（MTX）関連によるリ
ンパ増殖性疾患（LPD）の報告が相次いでいる。我々は 【緒言】神経ペプチドであるNeurokinin B (NKB)は中枢神
経系に存在するNeurokinin 3 receptor (NK-3R)に作用し，
MTXの中止のみで病変の消失を認めたLPDの１つであ
るEBV陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL） 視床下部－下垂体－性腺系を支配しているが，末梢組織
の１例を経験したので報告する。
【症例の概要】88歳、 におけるその役割についてはまだ不明な点が多い。今回
女性。X年8月、左側下顎前歯部の疼痛を主訴に当科紹
介受診となった。左側下顎前歯頬側歯肉に潰瘍性病変を
認めた。パノラマX線では全顎的に水平性骨吸収を認め
たものの、疼痛部位にその他の異常所見は認めなかっ
た。既往歴にRAがあり、PSL2mg ／日，MTX6 mg ／
週，アレンドロン酸35 mg ／週を服用していた。生検を
行ったが、炎症を伴う壊死組織が散見され、放線菌が確

われわれは口腔扁平上皮癌におけるNKB/NK-3Rの発現
とその役割を検討したので報告する。
【方法】当科で外科的切除を施行した口腔扁平上皮癌患
者の臨床検体の免疫染色を行った。NKBを，ヒト口腔
扁平上皮癌細胞株HSC2細胞に添加し，増殖能や運動
能，遊走能を検討した。In vivo腫瘍モデルはHSC2細胞
をBALB/c nu/nuマウス脛骨近位骨頭部に移植し作成し

た。
認された。抗生剤内服による消炎加療を行ったが、悪化
【結果】
正常口腔粘膜上皮にNK-3Rの発現は認めなかった
傾向を認め腐骨を伴っていたため、X年9月下旬に骨を病
が，細胞異 形の増加に伴いNK-3Rの発現は増大し，骨
変に含め生検を行った。病理組織学的所見で上皮下に大
型異細胞の増殖を認めた。大型異型細胞はLCAが陽性で、 髄浸潤部の腫瘍細胞に強発現を認めた。NKBをHSC2細
胞に添加すると，増殖能,運動能，遊走能の亢進，Aktや
S-100，
CK AE1/3，
CD56は陰性であった。B細胞マーカー
mTORシグナル発現の増加を認めた。NK-3Rのアンタゴ
（CD20，CD79a）とCD30がびまん性陽性で、T細胞マー
ニストSB222200の腹腔内投与を行うと，軟X線による骨
カー（CD3，CD5）は背景の小型リンパ球に陽性を示し
た。またMUM1陽性、EBV-ISHも陽性であった。以上よ
りEBV陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の診断を
得た。血液内科に対診を行い、MTX関連DLBCLと考え
られたため、MTXの休薬を行った。休薬後腫瘍は縮小
傾向を認め、約２ヶ月で腫瘍は消失した。
【結語】MTX
服用中の患者で腫瘍性病変を認めた場合にはMTX関連
LPDを疑う必要があると考えられた。上記が疑われた場
合には血液内科に対診を行い、休薬の必要性について検
討を行うことが重要であると示唆された。

破壊部の抑制とKi-67の発現が抑制された。
【結論】口腔扁平上皮癌の浸潤増殖にNKBシグナルが関与
することが示唆された。

281

28

日）

2-P-12

ポスター
（４月

2-P-11

ポスター
（４月
日）

28

2-P-13

2-P-14

1

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座

抗 ウ イ ル ス 薬R848は 悪 性 黒 色 腫 細 胞
B16F10の骨浸潤を抑制する
昭和大学 歯学部 口腔生化学講座, 2昭和大学 歯学部 ス
ペシャルニーズ口腔医学講座 障がい者歯科学部門, 3昭和
大学 歯学部 歯科薬理学講座

馬目 瑶子1,2, 高見 正道3, 船津 敬弘2, 上條 竜太郎1
【目的】悪性腫瘍の予後は遠隔転移により著しく悪化す
る。一方、生体防御機構であるToll like receptor (TLR)
は、病原体由来の分子を認識することで、免疫システム
を活性化する。本研究ではマウス癌骨転移モデルを用い
てTLR7のリガンドであるR848の骨浸潤に対する効果を
検討した。
【方法】本研究は高骨転移性悪性黒色腫細胞
B16F10をマウスの左心室に注射し、3日毎にR848（500
μg）を腹腔内に投与し、14日後に下肢を採取したのち
骨端の癌浸潤を組織切片を作製し、B16F10細胞の浸潤
面積を計測した。血清と培養上清中のサイトカイン量は
ELISA法で測定した。マウスの大腿骨・脛骨から採取
した骨髄細胞をM-CSFで刺激して誘導した骨髄マクロ
ファージ（BMMs）を用い、B16F10細胞の増殖に対する
効果を検討した。【結果】R848投与群はコントロールと
比較し、B16F10細胞の浸潤巣が有意に縮小し、骨浸潤
面積も有意な低下がみられたため、R848がB16F10細胞
の骨浸潤を強力に抑制することが示唆された。続いて、
R848を腹腔内投与したマウスの血清中のサイトカイン
濃度をELISAで測定したところ、IL-6、IL-12、IFN-γが
有意に上昇していた。R848を添加したBMMs培養系で
もこれらのサイトカインの上昇が確認された。次いで、
R848を添加し培養したBMMsの上清をB16F10の培養に
加えたところ、増殖が有意に抑制された。さらに、この
B16F10の培養にIL-6、IL-12、IFN-γの中和抗体を加え
ることで、それぞれの抗体で増殖抑制作用は解除された。
【結論】以上の結果より、R848はBMMsに作用しIL-6、IL12、IFN-γの産生を誘導し、これらのサイトカインが
B16F10の骨髄内での増殖を低下させることで、骨浸潤
が抑制されることが示唆された。

HGF/c-Metシグナル伝達による口腔扁
平上皮癌細胞の細胞遊走の制御について
安井 大樹, 大西 祐一, 中嶋 正博
【 目 的 】 こ れ ま で に 我 々 は，epidermal growth factor
receptor (EGFR)を介したシグナル経路を阻害剤AG1478
にて抑制することで口腔扁平上皮癌(OSCC)細胞株のSAS
の遊走能は低下するも，HSC4の遊走能には影響しない
ことを報告した．今回我々は，HSC4の細胞遊走におけ
るシグナル経路について検討した．【材料および方法】
OSCC細 胞 株SAS，HSC4，Ca9-22を 用 い て，scratch
wound healing assayにて阻害剤およびリガンド刺激に
よる細胞遊走能に対する影響を比較した．免疫蛍光染
色にて細胞突起であるであるfilopodiaやlamellipodiaの
形 成 を，western blottingに て タ ン パ ク 量 の 変 化 を 検
討した．【結果】EGFR阻害剤によりSASおよびCa9-22
の遊走能は低下したが，HSC4の遊走能には影響がな
か っ た． 一 方 で，SAS，Ca9-22お よ びHSC4の 遊 走 能
はc-Met阻害剤SU11274により低下し，リガンドである
HGFの 添 加 に よ り 亢 進 し た．SASはAG1478に よ っ て
lamellipodiaを 形 成 す る 割 合 が 低 下 し た が，HSC4は 影
響を受けなかった．一方で，SU11274によってSASおよ
びHSC4のlamellipodiaを 形 成 す る 割 合 が 低 下 し，HGF
の添加によりSASとHSC4のlamellipodiaを形成する割合
が 増 加 し た．Lamellipodiaの 形 成 に 必 要 なlamellipodin
タ ン パ ク 量 は，HSC4とSAS と も にSU11274処 理 に よ
り 減 少 し，HGF刺 激 に て 増 加 し た． ま たAG1478処 理
にてSASのみlamellipodinの量が減少した．【結論】これ
までlamellipodinを調節するメカニズムは不明であった
が，我々はc-Metシグナル伝達が調節していることを示
し た．OSCC細 胞 株 に お い てHGF/c-Metシ グ ナ ル 伝 達
がlamellipodinの タ ン パ ク 量 を 増 加 し，filopodiaお よ び
lamellipodiaの形成を促進するため，SASおよびHSC4の
細胞遊走能が亢進することが示唆された．
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口腔悪性黒色腫細胞におけるphosphodiesterase
2 遺伝子変異と細胞浸潤に関する基礎的研究

転移性癌細胞クローンの薬剤耐性
1

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科薬理学分野,
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野,
3
岡山大学歯学部先端領域研究センター（ARCOCS）
2

難波 友里1,2, 江口 傑徳1,3, 村上 純2, 十川 千春1,
浅海 淳一2, 小崎 健一1

村田 琢, 清水 香澄, 稲垣 俊弘, 留奥 曜, 黒原 一人,
新井 直也
【目的】Phosphodiesterase(PDE)は、細胞内シグナル伝
達物質であるcAMPやcGMPの分解酵素であり、PDE111まであることが知られている。われわれは悪性黒色
腫でPDE2を抑制すると細胞浸潤が抑制されることをin
vitroで示してきたが、その作用機序はよくわかっていな
い。今回、この細胞を用いて、PDE2遺伝子変異の有無
および変異率を解析し、細胞浸潤との関係を検討した。
【材料および方法】細胞は当教室で樹立したヒト口腔悪
性黒色腫PMP細胞を用いた。PMP細胞よりDNA、RNA
を抽出し、PDE2のゲノムDNAとcDNAの塩基配列を決
定した。更に、同定されたミスセンス変異部位に対する
野生型と変異型のTaqManプローブを作製し、デジタル
PCRを用いて変異率を解析した。細胞浸潤アッセイはマ
トリゲルインベージョンチャンバーを用いた。浸潤能の
高いクローンを8種類回収し、PDE2遺伝子の変異を解
析した。
【結果】シークエンスの結果、細胞内局在や活性
調節に関係しているPDE2遺伝子のexon7に１塩基置換
(c.734C＞T)によりアミノ酸が置換しているミスセンス変
異(p.Thr214lle)を認めたが、同部位に小さな野生型のピー
クが重なっていた。デジタルPCRの結果では、PMP細胞
の親細胞においてPDE2遺伝子は野生型20%、変異型80%
であった。マトリゲルを通過した浸潤細胞は8種類のク
ローンともに野生型20%、変異型80%であった。
【結論】
以上の結果より、PMP細胞の親細胞はホモ野生型、ホモ
変異型、ヘテロ変異型の３種類の組み合わせか、ヘテロ
変異型のみのいずれかであることが考えられた。8種類
の浸潤能の高いクローン細胞は全てヘテロ変異型であっ
た。しかし、ヘテロ変異型であることが浸潤能に重要で
あるかについてはさらなる検討を要する。

がんの進展に伴うがん細胞のクローン進化や腫瘍不均一
性が報告され、そこに含まれる治療抵抗性細胞と自己複
製能をもつがん幹細胞（CSCs）の類似性が指摘されてい
る。CSCsの特性として、スフェロイド形成、CSCマーカー
発現、Side population（SP）cellsの発現が知られている。
そこで我々は、マウス大腸癌細胞株（A）、その高転移性
クローン（B）及び低転移性クローン（C）におけるCSC特
性について解析した。In vitroスフェロイド形成を観察
するとともに、低酸素プローブを用いてスフェロイドの
低酸素センシングを行った結果、B細胞が他2株と比べ顕
著なスフェロイド（またはnodule）形成と低酸素状態を示
した。また、B細胞はCSCマーカー Abcg2 mRNAを他2
株の約200倍高発現した。Abcg2が属するATP-binding
cassette（ABC）トランスポーターファミリー遺伝子の
網羅的発現解析を行った結果、多数の薬剤耐性（DR）及
び多剤耐性（MDR）遺伝子群の顕著な発現レベル上昇が
明らかとなった。フローサイトメトリーによってヘキス
ト排出性SP画分を解析した結果、B細胞は他2株と比べ
て高い割合のSP細胞群を含み、ABCB1阻害薬Verapamil
添加後も多くのSPが残存した。以上より、高転移性B細
胞群は、より進化した薬剤耐性サブクローンを含むこと
が示唆された。
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1

神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

骨造成後の口腔前庭拡張術における3D
プリンタによる圧迫保護ステントの使用
経験
東北大学大学院 歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔
面・口腔外科学分野, 2東北大学病院 歯科インプラントセ
ンター , 3東北大学病院 診療技術部 歯科技術部門 技工室

片岡 良浩1,2, 山内 健介1,2, 加藤 裕光3, 小山 重人2,
高橋 哲1,2

インプラント周囲炎において炭酸ガス
レーザーを用いたソフトティッシュマ
ネージメントが奏功した3症例
山下 淳也, 鈴木 泰明, 榎本 由依, 松本 耕祐, 木本 明,
古森 孝英

【目的】インプラント周囲炎はインプラント治療の予後に
大きな影響を与えるが、その治療法は未確立である。今
【目的】歯槽堤萎縮に対する骨造成術は広く普及している
回我々はインプラント周囲炎におけるソフトティッシュ
が、しばしば角化歯肉不足などの軟組織の問題が生じる。
マネージメントで炭酸ガスレーザーを用い改善された3
このような問題に対して口腔前庭拡張術を適応すること
症例を供覧し、その有用性を報告する。
【材料および方
があるが、術後の創部管理では、創面の圧迫保護が重要
法】インプラント周囲炎に対し、局所洗浄処置、抗菌薬
である。今回われわれは、ブロック骨移植後の骨造成部
の内服および局所投与などの保存的治療を行うも奏功し
に対して、二次手術と同時に口腔前庭拡張を施行し、3D
なかった3症例を対象とし、炭酸ガスレーザーを用いて
デジタル技術を応用して作製した創面保護ステントを使
処置を行った。【結果】症例1：71歳の女性。右下56部に
用したのでその概要を報告する。
【材料および方法】下顎
最終上部構造冠装着から2年10か月経過して、右下5部歯
臼歯部へブロック骨移植を施行した部位にStraumann社
肉に疼痛と腫脹を認め、保存的治療が行われていたが奏
製インプラントを埋入し、術後3か月目に印象採得を行っ
功せず外科的治療の適応と判断、炭酸ガスレーザーを併
た。作製した歯列模型を光学スキャナー（Rexcan 3DS:
用したフラップ手術を行った。フラップ内面に付着また
豊通マシナリー）でデータ化し、モデリングソフトウェ
は骨欠損部に広がる炎症性肉芽組織の除去にレーザーを
ア(Lab tools software;豊通マシナリー )を用いて圧迫保護
使用した。症例2：62歳の女性。下顎歯肉癌に対し下顎
床を設計し、3Dプリンター（DIGITALWAX:DWS社）で
骨区域切除、遊離腓骨皮弁による即時再建術施行後2年
レジン製（DS3000: DWS社）床装置を成形した。手術は外
経過して移植腓骨にインプラント体4本を埋入、オーバー
来局所麻酔下で行い、角化歯肉との移行部に切開を加え、
デンチャーを作製した。埋入14年後にドルダーバー周囲
骨膜上にて部分層弁を形成。根尖側の骨膜と歯肉弁を吸
の発赤、腫脹、疼痛を認め、炭酸ガスレーザーを併用し
収性糸にて縫合固定した。創面の上部に軟膏剤塗布ガー
フラップ手術を行った。炎症性肉芽組織の歯科用鋭匙で
ゼを貼付し、作製したレジン床を上部から装着、インプ
の掻爬とともにレーザーで蒸散、切除した。症例3：47
ラント部位に形成された穴を適合させ、アバットメント
歳の男性。上部構造装着後3年経過し上顎歯肉腫脹を自
にて固定した。
【結果】作製したステントは厚さ２mmで
覚、保存的に治療開始されたが軽快なく当科受診。上顎
あり、強度的には問題なく、アバットメントによる固定
は無歯顎で全顎的にインプラント補綴がなされ、前歯部
で十分な維持が可能であった。床と創面の間には僅かな
補綴周囲歯肉の不整、肉芽形成が認められた。肉芽除去
空間が生じたため、抗菌薬入り軟膏塗布ガーゼを填塞し、
と歯肉形態改善のため炭酸ガスレーザーでの蒸散、切除
緊密な圧迫をはかった。
【考察】今回われわれは前庭拡張
を行った。3症例とも術後1年以上経過するが、炎症の再
術における創面の圧迫保護を目的に3次元データから、
燃を生じることなく良好に経過している。【結論】インプ
3Dプリンタによりレジン製のステントを成形した。従来
ラント周囲炎でのソフトティッシュマネージメントに炭
法の作製方法に比べ、外形デザインを調整しやすく、余
酸ガスレーザーを用い奏功した3症例を経験したが、そ
剰材料が生じないなどの有用性が確認された。
の適応を見極めて用いることにより有用性を得られるも
のと思われた。
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広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門
口腔外科学

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門
口腔外科学

水田 邦子, 二宮 嘉昭, 小野 重弘, 多田 美里,
佐々木 和起, 武知 正晃

佐々木 和起, 二宮 嘉昭, 石田 扶美, 水田 邦子,
太田 耕司, 武知 正晃
【緒言】一般にインプラント治療における骨量不足症例
では様々な骨造成術が併用される。その中でも，スプ
リットクレストは水平的骨量不足症例には有用な治療の
一つとされ，またチタンメッシュを用いた骨再生誘導療

当科において口腔癌術後の顎骨再建症例
にインプラントを応用した3例

【緒言】口腔癌術後の顎骨再建症例には，切除範囲や術式
によっては義歯の安定維持が困難となり，十分な機能回
復が得られないことが多い．今回，われわれは，下顎区
域切除後に顎骨再建を行った患者に対してインプラント
を応用し咬合を回復した3症例について報告する．

【症例1】48歳，女性．2004年，右側舌口底癌の診断下，
法(GBR)は骨形態の付与が容易な治療法である。今回， 右側下顎区域切除，右側舌半側切除，頸部郭清術，チタ
ンプレート・腹直筋皮弁による再建術を施行した．2008
我々は上顎前歯部の水平的骨吸収症例に，連通多孔体ハ
年，遊離腸骨ブロック移植とチタンプレートによる下顎
イドロキシアパタイトを用いたスプリットクレストおよ
再建術を施行した．咀嚼機能の改善目的に，2011年3月
びGBRによる骨造成術を併用し，良好な結果を得たので
インプラント3本を埋入し，同年8月にインプラント2次
報告する。
手術と口腔前庭拡張術を行い，2012年1月暫間上部構造
【症例の概要】患者は59歳の女性。初診数か月前から②
を装着した．
1┴①ブリッジの動揺を自覚していたが，次第に動揺が
著しくなったため，2014年10月に当院咬合義歯科を受 【症例2】71歳，男性． 2004年，左側下顎歯肉癌術後に
遊離腸骨ブロック移植による下顎再建術を施行した．咀
診。同部の抜歯ならびにインプラント治療の精査を目的
嚼機能の改善目的に，2013年6月にインプラントを2本埋
に当科紹介となった。32┴1抜歯後CT検査にて，同部の
入した．2014年にインプラント2次手術と口腔前庭拡張
歯槽骨は著明な水平的骨吸収を認めたため，インプラン
術を行い，2014年12月上部構造を装着した．
ト埋入前の骨造成を計画した。2015年7月に静脈内鎮静
麻酔下，1┴1部スプリットクレストおよび3┘部チタン
メッシュを用いたGBRによる骨造成術を施行した。その
際，移植材料として連通多孔体ハイドロキシアパタイト
(NEOBONE®)と自家骨の混合物を使用した。術後CTで
は31┴1部の水平的骨幅が十分確保されたため，2016年2
月に静脈内鎮静麻酔下，3┘部チタンメッシュ除去術お
よび31┴1部インプラント1次手術を施行した。2016年7
月に31┴1部2次手術を施行し，2017年1月に最終上部構
造が装着された。現在までのところ審美的・機能的に問
題は生じておらず，患者は大変満足している。
【考察】上顎前歯部水平的骨吸収に対して，スプリットク
レストおよびチタンメッシュによるGBRを併用すること
は，形態付与および骨補填材の併用が容易で，他の骨造
成と比較し，合併症のリスクが軽減されると考えられた。
また，NEOBONE®を併用することで手術の侵襲を軽減
できることが示唆された。

【症例3】59歳，男性． 2009年，左側下顎歯肉癌の診断下，
下顎区域切除，頸部郭清術，チタンプレート・大胸筋皮
弁による再建術を施行した．2010年，遊離腸骨ブロック
移植とチタンプレートによる下顎再建術を施行した．咀
嚼機能の改善目的に，2014年3月インプラントを4本埋入
し，同年10月インプラント2次手術と口腔前庭拡張術を
行った．2016年6月上部構造を装着した．
【考察および結論】3症例とも遊離腸骨ブロック移植によ
る下顎再建を行い，インプラントを埋入するにあたり頬
舌的および垂直的骨量が不足することはなかった．しか
し，3例中1例において，上部構造装着後にインプラント
周囲炎が認められた．インプラント周囲に十分な付着歯
肉を獲得することと，十分な口腔ケアと患者教育，定期
的な経過観察が重要と考えられた．
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28

日）

水平的骨吸収症例に連通多孔体ハイドロ
キシアパタイトを用いたスプリットクレ
ストおよびGBRによる骨造成術を併用し
た1例

ポスター
（４月

2-P-19

悪性腫瘍

14:40〜15:00
座長：関谷 秀樹

ポスター
（４月
日）

28

2-P-21

Buccal inlay graftを用いた口腔前庭形成
術と舌小帯形成術の併用により口底癌術
後の顎堤異常、構音障害を改善した１例

2-P-22

口腔癌に対するDOC, CDDP, PEP動注・
5-FU静注化学療法

大阪歯科大学 口腔外科第一講座

福島県立医科大学 歯科口腔外科, 2大原綜合病院 口腔外
科・歯科

中西 環, 山本 翔一, 石川 敬彬, 辻 要, 吉田 博昭,
森田 章介

金子 哲治1, 長谷川 博1, 山崎 森里生1, 北畠 健裕1,
本間 英明1, 遠藤 学2, 門馬 勉2

【緒言】口腔癌術後に顎堤が広範に欠損している症例や瘢
痕拘縮により舌機能障害が存在する症例がみられる。今
回我々は、下顎辺縁切除術と口底腫瘍切除術を施行後
の患者に口腔前庭形成術と舌小帯形成術を施行し、術後
の顎堤異常、構音障害を改善した１例を経験したので報
告する。
【症例】患者；70歳、女性。現病歴；口底部の腫
瘤を自覚し、近歯科医院より当科を紹介され受診した。
初診時口腔内所見；右下5 ～左下3部舌側歯肉から口底
部に55mm大の硬結を伴う潰瘍を認めた。口腔外所見；
15mm大の硬結を伴う右側顎下リンパ節腫大を認めた。
各種画像検査にて右下3 ～左下2部舌側皮質骨に境界不明
瞭なび漫性透過像を認め、軽度の骨浸潤と考えられた。
病理組織検査にて扁平上皮癌（T3N0M0）の診断が得られ
た。
【処置および経過】40Gyの放射線照射の後、気管切
開術、両側顎下部郭清術、右下6 ～左下5部下顎辺縁切除
術、両側口底部腫瘍切除術を施行した。術後の顎堤形態
異常に配慮し、唇側の骨皮質を一部残して舌側下顎骨下
縁は15mm程度残して切除した。オトガイ舌筋、顎舌骨
筋、顎下腺、顎下腺管を含む領域を郭清標本と一塊にし
て摘出した。術後、瘢痕拘縮による舌機能障害、下顎義
歯の不安定を訴えていたため、術後2年7か月で両側鎖骨
上部からのinlay graftによる口腔前庭形成術と舌小帯形
成術を施行した。術後に新義歯を装着でき、審美的にも
満足のいく回復が得られた。また、舌小帯形成術を組み
合わせたことで構音障害においても改善がみられた。現
在まで、腫瘍の再発や転移は認めず、経過は良好である。
【結語】今回我々は、口腔前庭形成術と舌小帯形成術によ
り口腔癌術後の顎堤異常、構音障害を改善した１例を経
験したので、その概要を報告した。

1

【目的】口腔癌に対してドセタキセル（DOC）、シスプラチ
ン（CDDP）、ペプロマイシン（PEP）、5-FUによる多剤動
注化学療法を行い、その有効性と安全性について検討し
た。【方法】2003年3月から2016年12月まで、根治的治療
を目的に本療法を行った未治療の口腔扁平上皮癌101例
を対象とした。年齢は27歳から93歳、中央値71歳。部位
は舌：47例、口底：13例、頬粘膜：19例、上顎歯肉：10例、
下顎歯肉：12例。病期分類はstage II：55例、stage III：
22例、stage IVA：24例であった。全例に浅側頭動脈か
後頭動脈経由で動注用カテーテルを留置した。レジメ
ン は、DOC 30-40 mg、CDDP 30-40 mg、PEP 10 mg/
bodyを動注で、5-FU 2500 mg/bodyを静注で、2003年か
ら2011年までは10日間投与、2012年以降は5日間投与で
行った。これを1-3クール行い、動注化学療法後に手術を
検討した。手術は99例に行い、特にCR例では縮小手術
を行った。再建手術は5例に行った。
【成績】原発巣に対
する奏効率はCR率 54.5 %、PR率 45.5 %、pathological
CR率 43.6 %であった。5年生全存率は74.9 %であった。
原発再発は13例（12.9 %）に認め、5例は制御できなかっ
た。頸部後発転移は20例（19.8 %）に認め、8例は制御で
きなかった。副作用は、脳血管障害はなく、Grade2 ～
3の粘膜炎と脱毛が主であった。
【結論】本療法は単独で
も優れた抗腫瘍効果を有し、安全性が高く、高齢者など
ハイリスクの症例にも適応しうる。さらに、術前治療と
して用いることで、治療効果により縮小手術が可能とな
り、症例によっては再建手術を回避しうることが示唆さ
れた。

286

徳島大学大学院 医歯薬研究部 口腔外科学分野

1

早期口腔扁平上皮癌患者における
ABCG2、ALDH1、Bmi-1、CD24お よ
びCD44発現に関する検討
玉谷 哲也, 高丸 菜都美, 大江 剛, 高橋 章, 藤澤 健司,
宮本 洋二
【目的】癌幹細胞は抗癌剤や放射線に抵抗性を示し、腫瘍
の再発・転移に重要な働きをしている。しかし、早期口
腔扁平上皮癌での癌幹細胞マーカーの発現と臨床病理学
的因子および予後についての報告は少ない。また、早期

口腔扁平上皮癌における腫瘍血管マー
カー CXCR7の発現と臨床病理学的因子
との比較解析
北海道大学 遺伝子病制御研究所 フロンティア研究ユ
ニット 血管生物学研究室, 2北海道大学 大学院歯学研究
科 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室, 3北海道大学 大
学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔顎顔面外科学教室,
4
北海道大学 大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔病
理病態学教室

柳谷 美沙1,2, 間石 奈湖1, 鳥居 ちさほ3, 大賀 則孝2,
鄭 漢忠3, 進藤 正信4, 北川 善政2, 樋田 京子1

癌の中で、原発が制御できているにも関わらず、転移に 【目的】我々は腫瘍血管内皮細胞には正常血管内皮細胞
よって予後不良になる症例があるが、その因子は明らか
と比較して発現の高い分子が複数ある事を報告してき
ではない。そこで、われわれは口腔癌幹細胞のマーカー
た。その１つであるC-X-C chemokine receptor type 7
と 考 え ら れ て い るABCG2 (ATP-binding cassette, G2
(CXCR7) は腎癌など幾つかの癌の腫瘍血管内皮細胞に
subfamily)、ALDH 1(aldehyde dehydrogenase) 、Bmi-1
おいて高く発現している。しかし口腔扁平上皮癌の血管
（B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog)、 内皮細胞におけるCXCR7発現については未だ不明であ
CD24、CD44の発現を口腔扁平上皮癌において、マー
る。本研究では口腔癌のCXCR7発現を解析し、治療方
カーの発現が分化度、山本-小浜による浸潤様式、転移、 針の決定に有用なバイオマーカーとしての有用性を探る
生存率と関連するか否かについて検討し、予後因子を
事とした。【材料および方法】1996年から2008年の間に、
明らかにすることを目的とした。
【材料及び方法】当科で
北海道大学病院にて切除された口腔扁平上皮癌の組織検
治療を行った早期口腔扁平上皮癌患者70例の初診時生検
体のうちHE染色，CD34免疫染色による解析が可能な59
および手術材料を用い、免疫組織化学染色を行なった。 症例を用いた。ランダムに選択した10視野からhot spot
【結果】正常粘膜上皮では全てのマーカーの発現は認め
(CD34陽性血管が特に高い領域) を5視野選択し、連続切
られなかった。癌症例におけるABCG2、ALDH1、Bmi片でCXCR7抗体による免疫染色を行い、CXCR7陽性血
1、CD24、CD44の 発 現 率 は そ れ ぞ れ31%、26%、47%、
59％、
100％であった。また、
ABCG2の発現は浸潤様式と、
ALDH1の発現は浸潤様式、分化度、後発転移、生存率、
Bmi-1の発現は生存率、CD24は浸潤様式と相関関係を認
めた。
【結論】ALDH1とBmi-1の発現が、早期口腔扁平
上皮癌患者の予後因子となる可能性が示唆された。

管の割合を算出し、腫瘍血管におけるCXCR7発現と臨
床病理学的因子との関連を解析した。さらにCXCR7陽
性血管の割合の中央値からCXCR7低発現群・高発現群
の2群に分け、CXCR7の発現と予後との関連を解析した。
【結果】癌部のCXCR7陽性血管の割合は41.9%、非癌部に
おける陽性血管の割合は18.8%で、非癌部に比較し癌部
の血管では有意にCXCR7の発現が高かった。また腫瘍
血管におけるCXCR7発現は腫瘍径の大きさ (T分類) およ
びStage分類と正の相関が認められた。術後144 ヶ月 (12
年)の全生存率は低発現群で95%、高発現群で73%であり、
無病生存率は低発現群では70%、高発現群では30%であっ
た。腫瘍血管のCXCR7と予後に有意差は認められなかっ
たが、CXCR7高発現群では再発頻度が高い傾向であっ
た。
【結論】腫瘍血管のCXCR7発現は患者の予後予測マー
カーとして応用できる可能性が示唆された。
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日）

2-P-24

ポスター
（４月

2-P-23

その他１

14:40〜15:00
座長：伊賀 弘起

ポスター
（４月
日）
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2-P-25

2-P-26

愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

JAとりで総合医療センター 歯科口腔外科

合田 啓之, 中城 公一, 浜川 知大, 徳善 紀彦,
日野 聡史, 浜川 裕之

佐藤 豊

口腔扁平上皮癌センチネルリンパ節生検
における偽陰性症例の検討

【目的】口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移の有無
は最も重要な予後因子のひとつであり、これまでわれわ
れは、口腔扁平上皮癌 cN0 症例におけるセンチネルリ
ンパ節生検の有用性について報告してきた。今回、セン
チネルリンパ節生検で問題となる偽陰性症例について検
討したので報告する。
【材料および方法】症例は 2001 年から 2016 年までにセ
ンチネルリンパ節生検を行った、cN0 口腔扁平上皮癌
135 症例とした。センチネルリンパ節生検は、色素法ま
たは RI 法にて行い、転移診断は、術中病理組織診断に
て行った。
【結果】135 症例のうち、センチネルリンパ節転移陽性
症例は22 症例、後発リンパ節転移症例は 13 症例であ
り、感度、特異度、正診率、陽性的中率および陰性的中
率はそれぞれ 62.9%、100%、90.4%、100%、88.5% であっ
た。生検時のトレーサーは、RI を用いることで、同定
率は 100% であった。偽陰性症例である後発頚部リンパ
節転移症例は、原発部位別では、舌 7 例、下顎歯肉 2 症、
上顎歯肉 3 症、口底 1 症であった。また、後発リンパ
節転移は、術後 2 ヶ月から 3 年 8 ヶ月の間で発症し、
原病死は 3 症例であった。
【結論】
これらの結果より、後発リンパ節転移の抑制には、
トレーサーの改良や術中遺伝子診断を含む転移診断の向
上が必要であると考えられた。今後、新規転移診断マー
カーの臨床導入や、shine-through問題を解決できるであ
ろうトレーサーである Lymphoseek の導入により更な
る診断精度の向上が期待される。診断精度の向上によっ
てセンチネルリンパ節生検は正確な病期分類を可能と
し、不必要な郭清を回避する低侵襲医療と医療経済効果
をもたらす有用な方法になり得ると考えられた。

JAとりで総合医療センター歯科口腔外
科における受診患者の動向

【目的】
「JAとりで総合医療センター」は、茨城県南部・
千葉県北西部の53万人を医療圏とし、一般病床406床を
有する救急基幹病院である。歯科口腔外科は1994年開設
され、2011年4月に取手共同病院より名称が変更された。
2016年4月より新体制となり、5月よりユニット1台増設、
歯科用CTを導入した。また８月から歯科医師と受付ス
タッフ各を名増員し、現在歯科医2名、歯科衛生士2名、
受付1名の計5名、診療ユニット3台で診療業務に当たっ
ている。地域歯科医院からの紹介患者さんの口腔外科疾
患の治療および入院患者さんの嚥下機能評価、嚥下指導、
義歯の修理、調整、口腔ケアを中心に行っている。今回
当科を受診した患者、疾患および処置内容の動向を明ら
かにする目的に、最近5年間の患者数、疾患、手術件数
などについて調査を行ったので報告する。【材料および
方法】2011年4月から2016年3月までに当科を受診した患
者を対象に、JAとりで総合医療センター病院年報告よ
り調査をおこなった。【結果】年間の患者総数は、2,881か
ら3,957人で5年間の総数は、18,389人で年平均3,677,8人で
あった。紹介率は27.7から49.4で平均は39.8であった。５
年間の手術室における手術症例は24例であった。
【結論】
主な治療内容は、難抜歯、顎関節症、粘膜疾患が多数を
占めた。今後一層の高齢化により抗凝固薬やBP服用患
者に対する抜歯を含めた観血的処置の依頼は増加すると
思われる。一方、入院患者においては、周術期管理はも
とより回復病棟における嚥下機能評価、訓練なども重要
な役割となる。病院歯科の機能を十分に生かし、地域歯
科医療と連携を図りより安全で安心な医療を提供してい
くことが重要である。
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愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

歯ブラシによる舌清掃習慣の普及状況

歯科医師は薬剤費用を考慮すべきか

松田 慎平, 吉田 寿人, 兜 梨恵, 市川 大以,
島田 美那子, 吉村 仁志, 佐野 和生
【目的】口腔ケアへの関心が高まるにつれ舌の清掃に関し
ても注目が集まっており，現在では専用の清掃器具も数
多く販売されている．しかし，舌の清掃に関する過去の
報告では歯ブラシが最もよく使われている清掃器具で
あったとしている．舌の清掃方法に関しては検討の余地
があるが，歯ブラシによる舌清掃習慣の普及状況に関す
る報告は少ない．今回われわれは，歯ブラシによる舌清
掃習慣に関するアンケート調査を行ったので報告する．
【材料および方法】15歳以上のボランティア1016名（男性
340名，女性676名，年齢15 ～ 92歳，平均年齢42.7±21.8歳）
に対し，舌清掃習慣に関するアンケート調査を行った．
【結果】535名（52.7％）が歯ブラシによる舌清掃習慣があ
ると回答し，そのうち187名
（35.0％）
が毎日清掃していた．
舌清掃習慣の継続年数の平均は8.7年で，242名（45.4％）
が舌背の中央だけ磨いている，274名（51.4％）が舌背全体
を磨いていると回答した．舌清掃を行う理由として，舌
の汚れを落とすため，口臭が気になるからと回答したも
のが多かった．
【結論】歯ブラシによる舌清掃習慣に関す
るアンケート調査を行ったので報告した．今後，正しい
舌の清掃法が広く認知されるよう，適切な清掃方法や清
掃による効果の検討を進める必要があると考えられた．

齋藤 拓実, 山本 康博, 山田 陽一, 風岡 宜暁
【目的】日本の社会保障給付金は115兆円を超え、医療費
は40兆円を超えた。厚生労働省から『後発医薬品のさら
なる使用促進のためのロードマップ』が公表され、2018
年3月までに後発医薬品の数量シェアを60%とすること
が目標とされている。また、抗癌剤などの高価薬品が増
加し、効果もさることながら、医療コストにも衆目が集
まっている。当院歯科口腔外科でも2016年1月より、一
部ジェネリック医薬品(後発医薬品)使用が開始した。そ
こで、当科使用薬剤内の占める割合について後ろ向きに
検討し、後発医薬品に変更した場合の年間差額を概算し
た。【対象と方法】2016年1月から12月までの1年間に歯
科口腔外科で使用された後発医薬品を対象とした。入院、
外来患者に対して処方された使用薬品を抽出し、同成分
の薬剤の内、容量、濃度が異なる薬剤は同一薬品として
カウントした。薬価が下がる後発医薬品に変更した際の
年間差額を概算し、評価した。また、入院下智歯抜歯術
における年間差額についても検討した。【結果・結論】後
発医薬品への変更は費用の削減に直結した。また、変更
後薬剤の副作用発症等の有害事象の報告はない。今後も
当院方針として後発医薬品の採用に積極的であり、当科
使用医薬品の占める割合は増加傾向にある。歯科口腔外
科では1症例あたりの医療費に対する影響が小さいため、
積極的に後発医薬品に切り替えていくことが可能であ
る。将来の世代に負担をかける現行医療制度では、医療
提供の限界を迎える可能性があり、今後、医療コストを
考えずに、ためらいなく最善の治療を続けていくために、
医療費の削減は必須と考える。
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症例報告 良性腫瘍

14:40〜15:00
座長：武知 正晃
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咽頭扁桃結石に関するX線診断学的検討
1

徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 口 腔 外 科 学, 2徳 島 県
立中央病院
1

1

1

1

高橋 章 , 工藤 隆治 , 工藤 景子 , 高丸 菜都美 ,
大江 剛1, 玉谷 哲也1, 藤澤 健司1, 菅原 千恵子2,
宮本 洋二1

副顎下腺から発生したと考えられた多形
性腺腫の1例
1

筑波大学附属病院 歯科口腔外科, 2筑波大学 医学医療系
顎口腔外科学, 3水戸済生会総合病院 歯科口腔外科

内田 文彦1, 山縣 憲司2, 平野 智香子1, 菅野 直美1,
長谷川 正午2, 武内 保敏3, 柳川 徹2, 武川 寛樹2

【目的】扁桃には、口蓋扁桃、舌扁桃、咽頭扁桃、耳管扁
桃があり、ワルダイエル咽頭輪を構成している。扁桃に
慢性炎症が加わった結果、扁桃陰窩に結石が生じるこ
とが知られている。扁桃結石はパノラマX線写真等で石
灰化物として偶然発見され、口蓋扁桃や舌扁桃では唾石
や顎骨内の石灰化病変などとの鑑別が必要となるため、
我々は扁桃結石の描出状況について検討を加えてきた．
今回、その一環として、パノラマX線写真およびCT検
査における咽頭扁桃結石の描出状況を明らかにすること
を目的とした。【方法】2004年から2012年の間に、歯科
疾患にて本学歯科口腔外科を受診し、パノラマＸ線検査
と頭頸部CT検査とを同時期に実施した患者2244名（男性
1060名、女性1184名）を検討対象として、咽頭扁桃結石
の検出状況を調査した。
【結果】CTでは2244名のうち14
名（0.6%）に咽頭扁桃結石が検出された。同一対象で口蓋
扁桃は914名
（40.7％）
、舌扁桃は108名
（4.8％）
に検出され、
これらと比較して咽頭扁桃結石の検出頻度は低かった。
男性6名、女性8名で男女差はなく、平均年齢は60.1±8.5
歳であった。1名あたりの結石数は1個13名、3個１名で
あった。結石の最大径の平均は2.0±1.0mmであった。ま
たいずれの結石も咽頭粘膜直下に存在していた。咽頭扁
桃結石はいずれもパノラマX線写真では検出されなかっ
た。
【結論】
咽頭扁桃結石はパノラマX線では検出されず、
CTでは咽頭粘膜直下の小石灰化として描出され、画像
での鑑別は容易であると考えられた。咽頭扁桃部の石灰
化は脊索の残遺と推測する報告（Bonneville,1980）、炎症
性石灰化と推測する報告(BenSalem,2007)があるが、今回
の対象で咽頭扁桃結石はいずれも粘膜直下に存在してお
り、咽頭扁桃での炎症性石灰化に起因している可能性が
高いと推察された。

【緒言】副耳下腺の存在については約20%との報告があ
り，副耳下腺から発生した腫瘍は比較的まれとされてい
る．副顎下腺もまた顎下腺本体から独立した唾液腺であ
るが，副顎下腺の存在頻度についての報告はなく，まれ
である．今回，副顎下腺から発生したと考えられた多形
性腺腫の1例を経験した．【症例】28歳，女性．2014年1
月頃より左側顎下部の無痛性腫瘤を自覚していた．2014
年12月に近医を受診し，精査加療目的に2015年1月に当
科紹介来院した．左側顎下部に20mm大の可動性を有す
る腫瘤を触知した．MRIでは，左側顎下腺の前面に接す
るような形で約24 x 23 x 23mm大の境界明瞭な不整形の
腫瘤を認めた．顎下腺との間には薄い脂肪層が認められ，
腫瘤と顎下腺は明らかな連続性は有しておらず顎下腺外
腫瘍が疑われた．また，顎下リンパ節が長径13mmに腫
大し，腫瘤と信号パターンが類似しており，同一疾患の
可能性も指摘された．臨床診断は顎下腺由来の良性腫瘍
としたが，肉芽腫性腫瘤，リンパ増殖性疾患が鑑別診断
として考慮された．【処置および経過】2015年2月に全
身麻酔下にて腫瘍摘出術およびlevel IB領域の頸部リン
パ節郭清術を施行した．術中所見として，術前の画像所
見と同様に顎下腺と離れて腫瘤が存在していた．病理組
織学的所見は多形性腺腫で，悪性所見は認めなかった．
現在経過観察中であるが，再発所見は認めていない．
【結
語】極まれな存在である副顎下腺から多形性腺腫が発生
したと考えられた症例を報告した．
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浜松医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1

口蓋に生じた孤立性神経線維腫の1例

上唇の血管平滑筋腫の1例

渡邉 賀子, 加藤 文度, 窪田 大祐, 山崎 佳寿美,
加藤 雄大, 増本 一真, 長田 哲次

丸山 志保1, 山崎 浩史1,2, 近藤 元1, 西島 啓晃1,
佐々木 次郎1

【緒言】神経線維腫は、神経鞘のシュワン細胞と間葉系細
胞に由来すると考えられている良性腫瘍である。その多
くは、神経線維腫症（von Recklinghausen病）として、全
身各部の皮膚や皮下に多発性に発生することが多い。本
腫瘍の顎口腔領域での発生は比較的少なく、単発性のも
のはまれである。今回、われわれは、口蓋に生じた孤立
性神経線維腫の1例を経験したので、その概要を報告す
る。
【症例】48歳、男性。歯科治療のために受診した歯
科医院で口蓋の腫瘤を指摘され、精査・加療目的で当科
へ紹介となった。初診時、口蓋正中から上顎中切歯間に
かけて22×18mmの弾性軟の腫瘤を認めた。CTでは、上
顎中切歯口蓋側の骨の欠損を認め、鼻口蓋管の拡大を認
めた。MRでは、鼻口蓋管から連続して、上顎前歯部口
蓋側に膨隆する結節状の構造を認めた。全身麻酔下で、
腫瘍摘出術を施行した。腫瘍は被膜を認めず、鼻口蓋
管神経と連続して存在した。病理組織学的検査の結果、
H-E染色では、腫瘍実質は膠原線維および曲玉様の核を
有する紡錘形細胞の増生を認めた。免疫組織染色で、腫
瘍細胞はS-100蛋白陽性であった。以上の所見より、神
経線維腫と診断された。神経線維腫症を示す所見はなく、
口蓋に生じた孤立性神経線維腫と診断した。術後の経過
は良好で、現在術後2年が経過しているが、臨床上、画
像上に明らかな再発を疑う所見は認めない。被膜を有さ
ない腫瘍であり、再発例の報告もあることから、今後も
注意深く経過観察を行っていく予定である。

【緒言】血管平滑筋腫は平滑筋由来の良性腫瘍であり、血
管系の平滑筋細胞から生じるといわれている.主に下肢に
生じ、口腔内に生じることは比較的まれである.今回われ
われは、上唇に発生した血管平滑筋腫の1例を経験した
ので報告する.【症例】30代男性．初診：平成28年10月．
主訴：上唇の腫れ.現病歴：齲蝕治療のため近歯科受診し
上唇正中部の腫瘤を指摘され紹介となった．現症：自発
痛圧痛のない弾性軟で25 mmの半球状可動性腫瘤で、表
面は正常であった．また左右上顎中切歯は生活反応を
認めた.【画像所見】ＣＴ所見：内部は均一で境界はやや
不明瞭で造影効果は乏しかった．ＭＲ所見：Ｔ1強調像
で低～中程度、Ｔ2強調像で高信号の均一な病変を認め
た.【臨床診断】上唇腫瘍.【処置および経過】生検を施行し、
血管平滑筋腫の診断を得、平成28年11月全身麻酔下に上
唇腫瘍摘出術を行った.腫瘍は一塊に摘出した．
【病理組
織学的所見】ＨＥ染色：大型の血管腔が認められ、血管
の外周から紡錘形細胞の密な増殖が観察された．免疫組
織学的所見：ＣＤ31で血管内皮細胞に陽性を示し、ＳＭ
Ａでは陽性を示す平滑筋細胞の増殖が観察された．Ｋ
ｉ-67ではごく少量の陽性細胞を認めた.以上の所見から
血管平滑筋腫（静脈型）と診断された．【考察】われわれが
渉猟し得た本邦における口腔領域の血管平滑筋腫の報告
に本症例を加えた86例について検討した.口唇が41例と最
も多く、次いで硬口蓋22例、頬粘膜が7例、舌2例、その
他12例であった.性差は男性64例、女性22例と男性に多
かった.本腫瘍は平滑筋線維と血管の組織学的形態により
毛細管型、静脈型、海綿型に分類され、四肢では毛細管
型が多いのに対し、頭頸部では静脈型が多いとされる.記
載のあった70例のうち、静脈型は53例、毛細管型10例、
海綿型4例、混在型3例、であり静脈型が多かった.現在は
経過観察中であるが術後2か月経過し再発等なく経過良
好である.
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感染・炎症

14:40〜15:10
座長：篠原 光代

ポスター
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下顎切痕から側頭窩におよぶ軟組織に再
発したエナメル上皮腫の１例
1

東京歯科大学 口腔病態外科学講座, 2東京歯科大学 顎顔
面外科学講座
1

2

1

2

永井 佐代子 , 山村 哲生 , 別所 央城 , 柴原 孝彦 ,
片倉 朗1
【目的】エナメル上皮腫は顎骨内に発生することが圧倒的
に多く、組織学的に良性腫瘍に分類されるが連続する顎
骨内での再発例も多く存在する。しかし、軟組織に再発
するエナメル上皮腫は稀である。今回、下顎臼歯部に発

2-P-34

当院でのゾレドロン酸およびデノスマブ
投与患者におけるMRONJの臨床的検討
～投与薬剤とMRONJ発生の評価～
1
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学
分野, 2新潟大学 医歯学総合病院 次世代医療人育成セン
ター , 3新潟大学 医歯学総合病院 医療連携口腔管理チー
ム, 4新潟大学大学院 医歯学総合研究科 組織再建口腔外
科学分野

清水 志保1, 西川 敦1, 齋藤 太郎1, 黒川 亮1,2,3,
小山 貴寛1, 大貫 尚志1,3, 三上 俊彦3,4, 加藤 祐介3,4,
小田 陽平3,4, 小林 正治4, 高木 律男1,3

生したエナメル上皮腫が治療後5年で下顎切痕から側頭
窩に及ぶ軟組織に再発した症例を経験した。再発の原因 【緒言】腫瘍患者に対して使用される骨吸収抑制剤はゾレ
や治療に関し考察を行い、今後の治療に役立てる目的で
ドロン酸に加え、本邦では2012年よりデノスマブが使用
報告する。
されるようになったが、副作用である薬剤関連顎骨壊死
【症例】43歳、男性。2009年頃より下顎右側臼歯部の違 （MRONJ）が依然として問題となっている。海外での報
和感を自覚したが疼痛がないため様子を見ていた。2011
告では両薬剤ともに1％程度でMRONJが発生するとされ
年1月頃より咬合痛が出現したため近医歯科を受診した。 ているが、本邦での調査報告はまだない。今回当院での
パノラマエックス線写真にて下顎右側第二小臼歯から第
腫瘍患者に対するゾレドロン酸およびデノスマブ投与状
三大臼歯にかけて境界明瞭な鶏卵大の透過像を認めたた
況およびMRONJ発生状況を調査したので報告する。【対
め精査のため当科に来院した。
【結果】生検によりエナメル上皮腫と診断し、2011年5月
全身麻酔下に下顎区域切除、金属プレートおよび腸骨ブ
ロックによる再建術を行った。その後良好に経過してい
たが、2016年4月パノラマエックス線写真、CTで右側に

象及び方法】対象は2012年4月から2016年3月の4年間に当
院においてゾレドロン酸（ゾメタ）およびデノスマブ（ラ
ンマーク）を投与した413症例とし、患者情報（性別、投
与開始時年齢、原疾患）
、薬剤情報（投与薬剤、投与回
数、投与期間）、MRONJ発生情報（発生の有無）について

筋突起付近から側頭窩におよぶ腫瘤が認められた。生検
調査し、ゾレドロン酸投与群（Z群）、デノスマブ投与群
にてエナメル上皮腫の再発と診断し、2016年6月全身麻 （D群）、両薬剤投与群（ZD群）に分類し、比較検討した。
酔下に下顎半側切除術および金属プレートによる再建術 【結果】MRONJは全体では21例（5.1%）で発生し、Z群で
を施行した。現在、
再発なく術後約1年が経過しているが、 5例（2.3%）、D群で11例（7.1％）、ZD群で5例(10.9%)であ
今後も厳重なフォローアップを行っていく。
り、Z群は有意に少なかった(P＜0.05)。また、累積発生
【結論】エナメル上皮腫は再発までの期間が80％で5年以
率 で もZ群 はD群 に 比 し て 有 意 に 少 な か っ た(P＜0.05)。
内であるとの報告が多い。今回の症例も初回治療より約
MRONJ発生症例のうち、発生までの投与回数が5回以内
5年で再発を認めた。初回手術時の病理組織診断で切除
であった症例はZ群0例（0%）、D群3例（27.3%）、ZD群0例
した下顎骨断端に腫瘍細胞は認めず、下顎骨は腫瘍によ （0%）であり、投与期間が6 ヶ月以内であった症例はZ群
り圧迫吸収されていたが、再発は軟組織に認められた。 1例（20.0%）、D群5例（45.5%）、ZD群0例（0%）であり、有
軟組織に再発した症例報告は少ない。術後経過観察はパ
意差はないもののD群で投与回数が少なく、期間が短く
ノラマエックス線写真で行っていたが、軟組織の再発も
とも発生する傾向を認めた。【考察】今回の結果から、ゾ
考慮するとCTでの経過観察の必要性が示唆された。
レドロン酸、デノスマブでのMRONJ発生は5.1%と海外
の報告よりも高かった。またデノスマブはゾレドロン酸
に比べて発生率が高く、少ない投与回数でも早期に発生
する傾向を認め、MRONJの危険性はデノスマブの方が
高いことが示唆された。骨吸収抑制剤を投与する際は
MRONJ発生の危険性を十分考慮し、投与開始前から継
続した医科歯科連携が必要であると考えられた。
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MRONJ患者の治療に関する臨床的検討

当科における薬剤関連顎骨壊死MRONJ
症例の検討

大阪大学 歯学部 歯学研究科 口腔外科学第一教室

1

【緒言】骨粗鬆症患者や転移性骨腫瘍患者に対する骨修飾
薬（Bone Modifying Agent：BMA）の服用は病的骨折や
骨関連事象の予防に対して有用であり，高齢社会が進む
本邦において服用患者は年々増加している．それに伴
い，BMA製剤服用患者における薬剤関連顎骨壊死の発

順天堂大学 医学部 歯科口腔外科学研究室, 2順天堂大学
医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター , 3日本大
学歯学部口腔外科学講座, 4日本大学歯学部臨床医学講座

篠原 光代1, 真下 貴之1, 上田 浩一朗1, 石井 隆哉2,
前川 紀夫3, 生木 俊輔4

【目的】骨修飾薬（BMA）で発症した薬剤関連顎骨壊死
【対
症も増加傾向にある．MRONJの治療方法は掻爬術や顎 （MRONJ）患者について検討を行ったので報告する。
象と方法]2012年1月～ 2016年12月までに加療した患者28
骨切除などの外科的治療と腐骨分離まで待機する保存的
治療がある．最近では外科的治療の報告が増加しており， 例における、性、年齢、初診時のステージ、部位、発症
の契機、BMA服用を必要とした原疾患、BMAの種類、
2016年のポジションペーパーにおいてもその適応は拡大
処置について検討を行った。
【結果】28例のうち男性は9
している．また，MRONJの治療にあたり，BMA休薬
例、女性は19例であり平均年齢は67.9歳であった。初診
の有無については主治医による判断がゆだねられるとこ
時のステージはステージ0が3例、ステージ1が12例、ス
ろである．【対象と方法】20XX年○月から2016年1月ま
テージ2が11例、ステージ3が1例であった。発症の契機
での○年△カ月の間で，当科にてMRONJと診断し，加
としては辺縁性歯周炎17例、義歯性潰瘍5例、智歯周囲
療継続・追跡調査可能であった〇例に対して，MRONJ
の治療経過を中心に臨床的検討を行った．検討項目は， 炎2例、根尖性歯周炎1例、ブリッジのダミー部の潰瘍
年 齢， 性 別，BMAの 種 類，BMA投 与 期 間， リ ス ク 因
子，MROMJ発 症 原 因，MRONJのStage，MRONJ治 療
方法，MRONJ発症後のBMA投与状況，経過とし，診療
録をもとにレトロスペクティブに検討を行った．【結果】
MRONJの治療方法として，腐骨分離まで経過観察する
保存的療法が多く，治癒率が高い傾向にあった．掻爬，
顎骨切除などの外科的治療では，再発もしくは骨露出が
継続する症例が認められ，処置時の骨削除量が不十分で
あると予後不良となっていた．骨粗鬆症患者では，ほと
んどの患者においてMRONJ発症後BMAの休薬は行って
おり，転移性骨腫瘍患者では全身状態によりBMA継続
のまま加療を行ったものが多かった．また，BMA休薬
を行った方が治癒成績は良好であった．
【考察】長期間経
過観察にて腐骨を認めない症例やBMA休薬が困難では
外科的治療を考慮するが，BMA休薬が可能で，経過観
察にて腐骨を認める場合は，長期的に腐骨分離まで待機
することがMRONJの治療としては重要であると考えら
れた．

1例であった。発症部位は35部位で上顎12例、下顎23例
であり、下顎臼歯部が17例で最も多かった。原疾患は乳

がん14例、前立腺がん5例、肺がん5例、骨粗鬆症、多発
性骨髄腫、腎臓がん、関節リウマチが各1例であった。
BMAは高用量が26例、低用量が2例、高用量の内訳はゾ
レドロン酸ナトリウム単独が8例、デノスマブ単独が10
例、ゾレドロン酸ナトリウム+デノスマブ7例、ゾレド
ロン酸ナトリウム+デノスマブ+ベバシズマブが１例で
あった。低用量はアレンドロン酸ナトリウムが2例であっ
た。BMAの使用期間は高用量では平均24か月、低用量
では平均102か月であった。処置は保存的治療が23例で
局所洗浄のみで治癒したもの1例、歯槽骨が分離し腐骨
除去をおこない治癒したもの1例で他の21例については
不変または悪化していた。外科的治療を行ったものは5
例であった。上顎骨部分切除が1例、下顎骨部分切除が2
例、下顎骨区域切除後プレート固定が2例であった。外
科手術を行った症例については全例治癒し、現在再発は
認めていない。
【結論】保存療法を行った症例では2例を
除いて治癒は認められず、外科的手術を行った症例は全
例治癒が認められた。MRONJにおいては患者の全身状
態等で手術が可能であれば、早期に外科手術を行うこと
が望ましいと考えられた。
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笠原 駿, 古郷 幹彦, 小橋 寛薫, 荻本 真美子

ポスター
（４月

2-P-35

ポスター
（４月
日）

28

2-P-37

2-P-38

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

荻本 真美子, 小橋 寛薫, 笠原 駿, 古郷 幹彦

岩田 英治, 古土井 春吾, 鰐渕 聡, 明石 昌也,
古森 孝英

BMA投与中の骨粗鬆症患者に対する抜
歯の臨床的検討

【緒言】骨粗鬆症患者や転移性骨腫瘍患者に対する骨修飾
薬（BMA）の服用は病的骨折や骨関連事象（SRE）の予防
に対して有用であり，高齢社会の本邦において服用患者
は年々増加している．それに伴い，BMA製剤服用患者
の歯科治療，特に抜歯を含む外科的処置を行う機会は増
加しており，薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）発症のリスク
も懸念されている．これまでリスクがある患者に関し
ては3カ月の休薬を行い，それ以外のリスクの低い患者
ではBMA服用継続にて抜歯することが推奨されてきた．
しかしながら，顎骨壊死ポジションペーパー 2016では，
BNA長期服用患者でも必ずしも休薬が必要ではないと
報告されている．そこで，近年のBMA投与患者の抜歯
の動向およびBMA休薬の必要性，MRONJ発症のリスク
因子等について検討するために，当科で行ったBMA投
与患者の抜歯について臨床的検討を行った．
【対象と方
法】2011年1月から2017年3月までの6年2カ月の間で，当
科にて抜歯を行ったBMA投与患者について検討を行っ
た．検討項目は，年齢，性別，BMAの種類，BMA投与
期間，抜歯部位・本数，抜歯時の創部処置方法，BMA
休薬の有無，全身的なリスク，治癒経過とし，診療録を
もとにレトロスペクティブに調査・検討を行った．
【結
果】BMA投与患者の抜歯は，年々増加していた．調査
当初はBMA休薬にて抜歯が行われていたが，最近では
BMA継続下での抜歯も増加しており．休薬の有無によ
る抜歯後のMRONJ発症に差はなかった．また，ステロ
イド服用や糖尿病などの高リスク患者では治癒が遅延す
る傾向はあったが，低リスク患者と比べてMRONJの発
症率に差はなかった．
【考察】BMA投与患者の抜歯では
必ずしも休薬が必要とは限らないが，MRONJ発症患者

当院における顎骨骨髄炎外来の現状と役
割

【目的】近年，薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）や放射線性
顎骨壊死（ORN）に関連した患者が増加していることか
ら，当科では2015年6月に顎骨骨髄炎外来を開設した．
今回，本外来の現状を把握することを目的として臨床的
検討を行ったので報告する．【対象および方法】対象は専
門外来を開設した2015年6月から2016年12月までに当科
顎骨骨髄炎外来を受診した患者98例とし，後ろ向きに検
討を行った．【結果】疾患別患者の割合はMRONJが61例
で最も多く，全体の62%を占めていた．次いでORNが25
例，化膿性顎骨骨髄炎が8例，びまん性硬化性下顎骨骨
髄炎（DSO）が4例であった．受診経路は紹介患者が95例
と全体の97％を占め，特に院内の医科診療科からが41例
と多く，他院医科診療科を加えると55例（56％）と全体の
半数を超えていた．その内訳は，耳鼻咽喉・頭頸部外科
が22例と最も多く，次いで血液腫瘍内科，泌尿器科，乳
腺内分泌外科，呼吸器内科と多岐にわたり，原疾患は全
体の半数以上が悪性腫瘍であった．また，治療法として
は，局所洗浄や抗菌薬投与等の保存療法を行った症例が
多かったが，骨髄炎の進展例においては，下顎骨区域切
除・腓骨皮弁再建などの外科療法が施行されていた．ま
たDSOに対しては，ゾレドロン酸の投与が行われていた．
【結論】今回の結果から，受診経路としては医科診療科，
特に院内紹介が最も多く，顎骨骨髄炎外来の設立により
医科歯科連携が推進されていることが推察された．今後
の課題としては，適切なfollow-up間隔や画像撮影のタイ
ミングを設定し，よりよい治療に寄与していきたい．

はBMA長期服用患者であったことから，BMA長期服用
はMRONJ発症のリスクとなる可能性が考えられた．
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口腔機能管理

14:40〜15:00
座長：玄 景華

公立陶生病院 歯科口腔外科

1

公立陶生病院歯科口腔外科における高気
圧酸素療法の臨床的検討

徳島大学病院緩和ケアセンターにおける
口腔機能管理の現況
徳島大学病院 口腔管理センター , 2徳島大学大学院 医歯
薬学研究部 口腔内科学分野, 3徳島大学大学院 医歯薬学
研究部 口腔保健福祉学分野

神谷 祐二
【目的】高気圧酸素療法（以下HBOTと略す）は、口腔領域
では骨髄炎治療や皮弁の血行改善等に用いられてきた
が、その効果は限局的であり不確実であるため、最近は
治療法として用いられることは少ない。しかし最近の
MRONJの発症増加に伴い、一連の治療に組み込まれて
いる施設も散見さる。そこで当院における治療効果を判
定することにより、その有効性を検討することを目的と
した。
【材料および方法】2009年4月から2016年12月まで
に当科でHBOT（2気圧1時間）が行われた顎骨骨髄炎患
者22例を、放射線治療の有無、BP製剤投与の有無、手
術の有無、骨髄炎の範囲で分類し、治療効果を3段階で
評価した。
【結果】
患者は、
平均年齢66歳、
（男9例、
女13例）、
HBOT回数は平均31.0回だった。骨髄炎の治癒は15例で、
治癒までに平均19 (3 ～ 46) ヵ月間を要した。HBOT有効
率は13/22（59.1％）で、有害事象無しは8例、治療中止1
例、鼓膜切開5例で、耳症状が多くでみられた。放射線
性骨髄炎の効果は1/4例、BP投与患者8/9例（MRONJ5/6
例）が有効であった。範囲別の効果では1ブロックは7/13
例（評価不能例を除くと7/9例）
、2ブロック4/6例、3ブロッ
ク2/3例が有効であった。
【結論】BP製剤投与既往のあ
る症例（MRONJを含む）では非常に高い有効率であった
が、放射線性骨髄炎では効果が低かった。また、手術を
行わなかった患者では2/6例しか効果がなかったことよ
り、HBOTはあくまで手術の補助療法と考えられた。

高野 栄之1, 桃田 幸弘1,2, 小野 信二1, 金川 裕子1,
吉岡 昌美3, 松本 文博2, 青田 桂子2, 可児 耕一2,
山ノ井 朋子2, 高瀬 奈緒2, 宮本 由貴2, 東 雅之1,2
【目的】徳島大学病院緩和ケアチームには歯科医師1名が
配置され、口腔内科を中心とした歯科医師ならびに歯科
衛生士の協力のもと口腔機能管理を行っている。保険点
数に関して、平成25年から当院は緩和ケア診療加算を算
定し、平成28年から緩和ケア患者も周術期口腔機能管理
の対象となった。今回、われわれは当院緩和ケアセン
ターにおける口腔機能管理の現況について報告する。
【対
象および方法】平成27年4月から平成28年9月に当院緩和
ケアセンターを受診し、緩和ケア診療加算が算定された
144名を調査・対象とした。
【結果】 性別・年齢は男性
62名、女性82名、平均年齢62.8歳であった。主科は、食
道乳腺甲状腺外科35名、血液内科25名、消化器外科20名、
産科婦人科11名、消化器内科11名などであった。転帰は
退院107名、転院23名、死亡15名であった。そのうち口
腔機能管理を行ったものは64名（44.4 %）であった。主科
は血液内科20名、食道乳腺甲状腺外科12名、消化器外科
8名などで、転帰は退院51名、転院9名、死亡4名であった。
口腔機能管理内容は、術前後の口腔清掃（周術期口腔機
能管理II）が19名、化学療法中の口腔清掃（周術期口腔機
能管理III）が32名、終末期の口腔清掃が4名、修復・補綴
処置などが9名であった。周術期に肺炎を発症したもの
や、化学療法中の口腔粘膜炎により治療が中止となった
ものはいなかった。退院時、診療情報提供書により地域
歯科医院へ紹介をしたものは24名であった。
【考察】 か
つて緩和ケアは終末期ケアと同義語であったが、現在で
は治療と併行して行われる。当院で実施された口腔機能
管理についても治療の完遂ならびにQOLの維持に貢献し
たものと考えられた。さらに退院後の地域歯科医との連
携が重要であることが示唆された。
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信州大学 医学部 歯科口腔外科教室

蒲郡市民病院 歯科口腔外科

鎌田 孝広, 栗田 浩

山本 翼, 竹本 隆, 星野 正樹, 井上 博貴

周術期口腔機能管理における化学療法患
者の有害事象に関する検討

当院における化学療法施行患者の口腔粘
膜炎に関する検討

がん治療の際に口腔機能管理が日常的に行われるよう 【目的】周術期口腔機能管理が保険収載されて以降、当院
になってきているが、口腔機能管理の具体的なプロト
でも他科からの依頼に応じて術前・術後および化学療法
コールなどはなく、それぞれの医師の判断で各病態に合
中のがん患者を対象に口腔機能管理を実施している。周
わせた管理を行っているのが現状と思われる。様々な問
術期口腔機能管理における当院の特徴としては周術期口
題点はあるが、化学療法による強度や患者の個々の状態、 腔機能管理中の患者に占める化学療法患者の割合が多い
歯科の治療期間などを考慮し、誰が診断しても妥当な管
理になることが理想である。我々の施設では、過去の報
告、文献を参考にプロトコールを作成し、それに沿って
管理を行っているが、エビデンスも少なくプロトコール
の評価、検討が必要と思われる。今回われわれは口腔機
能管理導入時から3年間の化学療法時の有害事象につい

点であり、加療が必要な口腔粘膜炎症例にしばしば遭遇
する。そこで今回我々は当科が口腔機能管理で介入した
化学療法施行患者の口腔粘膜炎の発生状況について検討
したので報告する。【対象と方法】対象は2016年1月～ 12
月に当院で化学療法を受けた患者のうち、当科で口腔
機能管理を実施した48例を診療録より後ろ向きに検討

て検討を行ったので報告する。対象患者は524名で、依
頼科は消化器外科、血液内科、呼吸器内科の順で多かっ

した。検討項目は原疾患、年齢、男女比、口腔粘膜炎の
発生状況（CTCAE ver4.0に基づく）とした。【結果】年齢

た。口腔機能管理を行っていた症例の有害事象の発生率
は4％（13例）で、有害事象により主科での治療が延期と
なった症例は1例であった。またNCI-CTCAEに準じた骨
髄抑制状態と有害事象数の関連では、Grade1:23%（3例）、
Grade3:38%（5例）
、Grade4:31（4例）%、不明8%（1例）

の中央値は75歳（平均73.5歳）で男女比は1.8：1であった。
疾患別では大腸癌、胃癌、膵胆管癌の順に多かった。全
症例の約20%でGrade2以上の口腔粘膜炎が発生してお
り、Grade3以上となった症例は1例のみであった。疾患
別では大腸癌や食道癌で口腔粘膜炎の発生頻度が高かっ

であった。有害事象発生症例については詳細を報告する。

た。1コース目から口内炎の発生がみられた症例も散見
されたが、Grade2以上の口腔粘膜炎発現時期の中央値は
3コース目であった。
【結論】当院における化学療法に伴
う口腔粘膜炎の発生状況は、各レジメンの文献的報告と
比較すると概ね差はなかった。今後、症例数を増やしさ
らなる検討が必要であると考えられた。
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基礎

悪性腫瘍２

15:10〜15:35
座長：鵜澤 一弘

口腔癌手術患者の高精度体成分分析装置
を用いた周術期における短期体組成の変
化に関する検討
獨協医科大学 医学部 口腔外科学講座, 2佐野厚生総合病
院 歯科口腔外科

ATR阻害による5-FU増感作用の検討
奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座

伊藤 宗一郎, 仲川 洋介, 桐田 忠昭

【目的】5-FUは、単剤投与または他の抗悪性腫瘍剤や放
射線と組み合わせて頭頸部癌、乳癌、消化器系癌および
その他の悪性腫瘍の治療に広く使われている。5-FUは、
代謝拮抗薬であり、チミジル酸シンターゼ（TS）を阻害
【目的】
：高精度体成分分析装置（以下InBody）は，体重， することによってDNAの合成阻害を起こすと考えられ
ている。その結果として5-FUは、DNAの一本鎖切断お
BMIに加えて，筋肉量，基礎代謝量，体水分量，体脂肪
よび二本鎖切断を誘導すると考えられている。一方ATR
率等を定量的に分析し，栄養状態，基礎代謝量などの身
は、紫外線や化学療法によるDNA複製ストレスやDNA
体のバランスを評価するために近年用いられている機器
損傷により露出した一本鎖DNAに結合し機能する。本
の１つである．今回，われわれは口腔癌手術患者の周術
研究では、ATRを阻害する事による5-FUのヒト口腔癌
期の体組成をInBodyで測定し，血液検査と合わせて，栄
細胞に対する感受性の変化を検討した。【材料および方
養管理，水分管理の評価を行ったのでその概要を報告す

博多 研文1,2, 大久保 真希1,2, 土田 修史1, 木内 誠1,
澤谷 祐大1, 大島 遼1, 内田 大亮1, 川又 均1

る．
【対象と方法】：対象は10例で，舌癌３例，上顎歯肉
癌３例，下顎歯肉癌2例，頬粘膜癌1例，口底癌1例であっ
た．測定には，InBody270（インボディ・ジャパン社製）
を使用した．測定間隔は，入院当日とその後は日曜日毎
ごとに測定した．血液検査は，InBodyによる測定の3日
以内の結果を用いた．入院中の摂取カロリーは症例ごと
に若干異なるが1200 ～ 1400Kcalで管理し，術直後も概
ね２日目に経管栄養を開始し，術後１週間以内に全粥食
に移行した．
【結果】
：総蛋白（TP）値は，術前から基準
値（6.6 ～ 8.1g/dl）以下であった2例を含めて全例で術直
後の測定において低下を認めたがその後，回復し術後約
2週間で基準範囲内まで回復した．アルブミン
（Alb）値は，
術前から基準値（4.1~5.1g/dl）以下であった8例を含めて
全例で，術直後の測定において低下を認めたがその後，
回復しTP値と同様に術後2週間で基準範囲内まで回復し
た．基礎代謝量は，入院時からほぼ一定に推移していた．
水分量と筋肉量に関しても変化なく経過したが，BMIと
体脂肪率は術後低下し，緩徐に回復した．
【結論】
：術後

法】細胞は、ヒト口腔扁平上皮癌細胞株であるSASおよ
びHSC3を用いた。生存率の測定は、5-FUおよびATR阻

害剤を培地中に添加して24時間、37℃処理をし、コロニー
形成法にて生存率を算出した。アポトーシスの算出は、
Hoechst染色によって行った。DNA二本鎖切断量の測定
は、フローサイトメトリーによって、5-FUおよびATR
阻害剤添加後のγH2AX量を経時的に測定し、DNA二本
鎖切断量を比較検討した。
【結果】ATR阻害剤を組み合
わせることにより5-FU単独の時に比べ高い殺細胞効果を
認め、効率的なアポトーシスの誘導も認めた。またATR
阻害剤と5-FUの組み合わせにより、5-FU単独に比べ、
より多くの二本鎖切断を誘導した。
【結論】DNA修復経
路におけるATRは、5-FU増感の標的になると考えられ、
その阻害により5-FUによるより効果的ながん治療が期待
されるものと考えられた。

TP値，Alb値，BMI，体脂肪率の低下が認められたのは，
術中出血の影響と十分な経口摂取が困難で静脈栄養管理
を余儀なくされる時期に，脂肪を消費し体組成を維持し
た結果と推察された．水分量と筋肉量は，ほぼ一定に推
移したが，これは早期離床による活動性の保持と良好な
水分管理・栄養管理なされていた結果であると考えられ
た．
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口腔扁平上皮癌細胞株におけるNADPH
oxidaseの関与とAKTシグナル伝達経路
の解析
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

2-P-46

舌扁平上皮癌において高発現している
EzrinとErkの役割
滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

野井 将大, 渡邊 裕加, 越沼 伸也, 山本 学

伊藤 邦弘, 大野 隆之, 中岡 俊貴, 山中 洋介,
山本 さゆり, 風岡 宜暁
【目的】 NADPH oxidase（Nox）は、活性酸素(ROS)を
産生し様々な生理機能を果たしており、腫瘍の増殖過
程への関与が報告されている。しかし、頭頸部扁平上
皮癌(OSCC)に対するNoxの作用の報告は少ない。今回、
OSCC細胞株に対するNox及びAKTの関与について研究
を行った。
【方法】OSCC細胞株を用いて、Nox familyと
の関与を以下について解析した。１、NOX阻害剤、抗酸
化剤によるOSCC細胞への影響。２、OSCC細胞株にお

けるNox familyの遺伝子発現についての解析。３、Nox
阻害剤を用いたOSCC細胞株のアポトーシスの解析。４、

Nox1 knockdownにおけるOSCC細胞株の細胞生存率・
アポトーシスの解析。５、OSCC細胞におけるAKTのリ
ン酸化レベルとAKT阻害剤が細胞増殖に与える影響の
解析。６、Nox1 knockdownにおけるAKTのリン酸化レ
ベ ル に つ い て の 解 析。 ７、Nox1 knockdown、AKT阻
害剤とCisplatinによる併用療法の可能性の解析。
【結果】
Nox阻害剤、抗酸化剤の存在下にて濃度依存的に細胞生
存率が低下することを確認した。OSCC細胞株において
Nox1 が高発現していた。NOX阻害剤の使用にて、OSCC
細胞のアポトーシスの増加を認め、Nox1 のKnockdown
においても細胞生存率の有意な低下とアポトーシスの増
加を認めた。また、すべてのOSCC細胞株においてAKT
のリン酸化を認めAKT阻害剤にてOSCC細胞の細胞生存
率が低下した。さらにNox1 のknockdownにおいてAKT
のリン酸化レベルが減少することを確認した。最後に
Cisplatinとの併用は、Nox1   knockdownによるアポトー
シスを有意に増強した。
【考察】 本研究において、高レ
ベルのNox1 発現とNox1 knockdownによる細胞生存率
の減少を確認したことからOSCC細胞の細胞増殖・生存
にはNox1 が密接に関与していると考えられる。さらに、
Nox1 knockdownがAKTのリン酸化レベルを低下させた
ことから、OSCC細胞の増殖にはAKTのシグナル伝達経
路が関与しており、Nox1 との関与の可能性が考えられ
た。

当科ではこれまで舌扁平上皮癌（Tongue squamous cell
carcinoma 以下：TSCC)でEzrinが過剰発現することを
報告してきた。今回、当科で切除したヒトTSCC組織13
例（T1,T2）およびヒト舌上皮内癌（Tongue carcinoma in
situ 以下：TCIS)組織12例を使用し、Ezrin, CK13, CK17,
Ki-67, Stat3, Akt, Erkの免疫組織学的染色を行った。そ
の結果、TCISと比較してTSCCの組織において、Ezrin
とErkが有意に過剰発現していることが分かった。次
に舌癌細胞株（HSC-3、HSC-4）を用いて極細シリカファ
イバー不織布シート（日本バイリーン社）を使用した３
次元培養を行った。si-Ezrinでトランスフェクションし
Ezrinの発現を抑制した細胞とErk阻害剤（FR180204、
Calbiochem）を使用しErkの活性化を抑制した細胞の形
態を組織学的に比較検討した。その結果、si-Ezrinでト
ランスフェクションした細胞には細胞突起の減少は認
められなかったが、Erk阻害剤を使用した細胞では著明
な細胞突起の減少を認めた。これらの結果から、TSCC
においてErkの過剰発現は細胞突起の形成や癌の浸潤に
関係していることが示唆された。以上の結果からErkは
TSCCに対して治療の新しいターゲットになりえると考
えられた。
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札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

口腔扁平上皮癌に対するMidkine阻害剤
iMDKを用いた腫瘍抑制効果の検討
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学
分野, 2岡山大学病院 口腔外科(病態系)

増井 正典1, 奥井 達雄2, 志茂 剛1,2, 伊原木 聰一郎1,
佐々木 朗1,2
【目的】Midkine（MK）は種々の悪性腫瘍で高発現するヘ
パリン結合性の成長因子である。MKは悪性腫瘍におい
て，細胞生存，抗アポトーシス，腫瘍増殖などの作用を
有することが報告されている。口腔扁平上皮癌でもMK
が発現し，血清中のMK濃度が予後と相関することが報
告されているが，口腔扁平上皮癌でのMKの役割に関し
てはほとんど報告されていない。今回，MKプロモーター
を用いたcell base assayにより選定されたMK活性の阻
害剤である低分子化合物iMDKを用いて，口腔扁平上皮
癌細胞株に対する腫瘍抑制効果ならびにそのメカニズム
を検討したので報告する。
【材料および方法】口腔扁平上皮癌細胞株HSC-2細胞，
SAS細胞と5週齢雌BALB/c系ヌードマウスを用いてマ
ウス背部皮下移植モデルを作製し，iMDKを9mg/kg，5
回/週で腹腔内投与を行い，腫瘍体積を経時的に計測し
た。屠殺後，摘出腫瘍組織での蛋白質発現を免疫組織化
学染色で検討した。in vitroにおいて，腫瘍細胞の細胞増
殖能, 腫瘍関連タンパク発現に対するiMDKの影響を検
討した。血管新生に対するiMDKの影響を，ヒト臍帯静
脈血管内皮細胞(HUVEC)を用いたTube formation assay
で検討した。
【結果】iMDK投与マウスでは腫瘍体積および血管新生
が抑制された。iMDKは口腔扁平上皮癌細胞株の増殖
を抑制し，腫瘍細胞のアポトーシスを誘導した。また，
VEGF添 加 に よ り 誘 導 さ れ るHUVECの 管 腔 形 成 能 は
iMDK濃度依存的に抑制された。
【結論】MK阻害剤iMDKは，口腔扁平上皮癌細胞に対し
て細胞増殖を抑制し，腫瘍細胞のアポトーシス誘導作用
を有しており，口腔扁平上皮癌治療において標的分子と
なる可能性が示唆された。

口腔扁平上皮癌に関与する長鎖非コード
RNAの同定
西山 廣陽, 荻 和弘, 都倉 尭明, 佐々木 敬則,
小林 淳一, 宮崎 晃亘, 平塚 博義
【目的】近年、長鎖非コードRNA (long non-coding RNA:
lncRNA) の癌における発現異常が報告されているが、口
腔癌におけるその病的意義は不明確な部分が多い。本研
究では口腔扁平上皮癌 (Oral Squamous Cell Carcinoma:
OSCC) の進展に関与しうる lncRNAを同定し、その病
的・機能的意義を明らかにすることを目的とする。【方
法】TCGA (The Cancer Genome Atlas) で公開されてい
るRNASeqデータの解析を行い、非癌部に比べてOSCC
で有意に発現上昇を認めるlncRNAを同定した。次に
OSCC細胞株での実際の発現レベルを ｑRT-PCRで検証
し、siRNAを用いたcell viability assayにより機能的ス
クリーニングを行った。その結果、最も細胞増殖を抑制
したlncRNAを対象に更なる機能解析を施行した。【結
果 】RNASeqデ ー タ 解 析 の 結 果、OSCCで 発 現 が 高 い
lncRNAを15種類同定した。次にOSCC細胞株での発現
を検証し、中でも発現が高い6種類のlncRNAを候補とし
た。機能的スクリーニングの結果、ノックダウンにより
OSCC細胞の増殖が抑制されるlncRNAを数種類認め、最
も優位な差を認めた1種類のlncRNAを対象にMigration
assay、Wound healing assay、Invasion assay、細胞周
期解析を施行したところ、いずれの実験でも最終候補と
なったlncRNAをノックダウンすることでOSCC 細胞の
遊走、浸潤が有意に抑制され、G2 arrestを起こしている
結果が得られた。【結論】以上の結果から今回候補となっ
たlncRNAはOSCCの進展に寄与する可能性が示唆され、
その詳細な分子機構を明らかにすべく、現在更なる機能
解析を進めている。
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当科過去15年間における顎矯正手術の
臨床統計的観察
1

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学
講座 顎顔面疾患制御学分野, 2鹿児島市立病院 歯科口腔
外科

今村 晴幸1, 後藤 雄一1, 坂元 亮一1, 新田 哲也2,
山口 孝二郎1, 上川 善昭1, 杉浦 剛1
【目的】鹿児島大学歯学部付属病院は、1980年４月に開院
以来36年を経過した。当科の開設より2001年12月までの
顎矯正手術の臨床統計的観察については、既に報告済み
である。今回、われわれは、過去15年間における顎矯正

2-P-50

秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科に
おける10年間の顎矯正手術症例の臨床
的検討
秋田大学 医学部附属病院 歯科口腔外科

高野 裕史, 中田 憲, 山崎 雅人, 今野 泰典,
五十嵐 秀光, 小澤 諒, 福地 峰世, 石田 昴,
桑島 精一, 福田 雅幸
【目的】顎変形症に対して適応される顎矯正手術は，手術
術式の開発，多様化および各種手術器具の開発普及に伴
い，安全かつ一般的な手術として行われ，口腔外科領域
において重要な分野を占めている。また，その治療効果

手術患者の臨床統計的観察を行い、比較、検討を行っ
たので、その概要を報告する。
【材料および方法】対象
は、2002年１月より2016年12月までに顎矯正手術を受け
た患者276例であった。
【結果】性別は男性73例、女性203
例で、男女比は１：2.8であった。年齢は、最低13歳か
ら最高50歳に及び、年代別では、10歳台が124例（44.9％）
と最も多く、次いで20歳台107例（38.8％）の順で、平均

は一般に広く認識され，近年症例数は増加しているとす
る報告もある。そこで本研究では，当科における顎矯正
手術症例の実態を把握するために，過去の10年間の症例
について臨床的検討を行った。
【材料および方法】2007
年から2016年までの10年間に秋田大学医学部附属病院歯
科口腔外科において顎変形症の診断で顎矯正手術を行っ
た155例を対象とし，１．年度別症例数，２．性別症例

年齢は22.6歳であった。臨床診断は、下顎前突症が221
例（80.1％）と最も多く、以下、上顎後退を伴う下顎前突

数，３．手術時年齢別症例数，４．臨床診断別症例数，
５．術式別症例数について調査した。【結果】過去10年間

症が19例（6.9％）
、顔面非対称が15例（5.4％）
、下顎後退
症が9例（3.3％）の順であった。唇顎口蓋裂等の先天性疾
患を伴うものは９例（3.3％）であった。術式は、下顎単独
手術群が246例（89.1％）
、上顎単独手術群が９例（3.3％）、
上下顎複合手術群が21例（7.6％）であった。下顎手術群で

に行った顎矯正手術症例は155例であり，年平均症例数
は15.5例であった。2016年が24例と最も多く，最近2年間
で増加傾向にあった。性別症例数は男性45例，女性110
例で男女比率は1：2.44であった。手術時年齢は最年少15
歳，最高齢51歳であり，平均年齢は24.6歳であった。年

は、下顎枝矢状分割術
（以下、SRRO）
単独が156例
（56.5％）
と最も多く、65例（23.6％）が舌縮小術、24例（8.7％）が
オトガイ形成術（以下、GP）を併用していた。SRROと

齢別では20歳代が73例（47.1%）と最も多く，次いで10歳
代が47例（30.3%）であった。臨床診断別症例数は，下顎
前突症，非対称を伴う下顎前突症の順に多く，顎矯正手

下顎枝垂直骨切り術併用が８例（2.9％）
、仮骨延長術（以
術の術式においては，下顎枝矢状分割術単独症例が91例
下、DOG）が５例（1.8％）
、GP単独が５例（1.8％）であっ （58.7%）と最も多く，次いでLe Fort I型骨切り術と下顎
た。上顎手術群では、Le Fort 1型骨切り術が20例
（7.2％） 枝矢状分割術による上下顎移動術が48例（31.0%）であっ
と最も多く、上顎前歯歯槽部骨切り術４例（1.4％）、上
た。
【結論】過去10年間の顎矯正手術症例は，最近2年間
顎臼歯歯槽部骨切り術４例（1.1％）
、DOG １例（0.4％）の
順であった。【結論】他家輸血を行った2例を除き、重篤
な合併症はみられなかった。SSROの骨片固定には、当
初、ステンレスワイヤーによる骨縫合が行われていたが、
2006年以降、チタン製ならびに生体吸収性プレートが用
いられるようになり、顎間固定期間の短縮が認められた。

で増加傾向にあり，男女比率は女性で多かった。術式は
Le Fort I型骨切り術と下顎枝矢状分割術による上下顎移
動術の割合が年々増加していた。術後の安定性が良好で
あり，下顎の後方移動量減少を図れるため，上下顎移動
術を選択する症例が増えたためと思われた。
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鳥取大学 医学部 口腔顎顔面外科学分野

山梨大学大学院総合研究部 医学域臨床医学系 歯科口腔
外科講座

骨格性下顎前突症に対する顎矯正手術が
気道形態や舌骨の位置に与える影響につ
いての検討

顎矯正手術後に生じる腫脹の関連因子に
ついての検討

諸井 明徳, 吉澤 邦夫, 筒井 隆光, 堀田 麻実,
齋藤 佑喜, 高山 明裕, 角田 達也, 平出 諒太,
深谷 謙一, 上木 耕一郎

本城 正, 田村 隆行, 加須屋 浩, 川崎 誠, 土井 理恵子,
小谷 勇
【目的】骨格性下顎前突症に対し，下顎骨切り術を施行す
ることは近年の一般的な治療法として確立している．下
顎を後方移動させることにより，良好な顔貌や緊密な咬
合が獲得される．しかし近年では，これに伴う舌骨の位
置の変化や上部気道の狭窄が，閉塞型睡眠時無呼吸症候
群などの睡眠時呼吸障害の一因となることが問題視され
ている．そこで本研究では当院にて下顎骨後退術を行っ
た骨格性下顎前突症患者における下顎の後方移動量と，
術前後の上部気道の形態変化，並びに舌骨の移動量との
関連について検討した．
【材料および方法】対象は骨格性
下顎前突症を呈し，鳥取大学医学部付属病院で顎矯正手
術を施行した患者のうち，下顎後方移動量が5.0mm以上
の患者9名
（男性4名，女性5名）
であり，平均年齢は31.5歳，
下顎の平均移動量は14.9mmであった．
【結果】下顎骨切
り術後の舌骨の移動に関して，多くの先行研究において，
舌骨は術後下後方へ移動し，その後上方へ移動すると報
告されている．今回の研究においても，舌骨は後方へ移
動していることがわかった．一方，上下方向の移動では，
術後上方に移動するものや下方に移動するケースがあっ
た．また気道の前後径を計測したところ，気道上部では
有意差を認めなかったが，下部においては術後有意に減
少していた．さらに舌骨の後方移動と気道上部の前後径
において負の相関を認めた．興味深いことに，術前と
術後でSN平面に対し頸椎の角度が異なる者が多かった．
測定の結果，術後頸椎が後方へ屈曲する方向へ傾斜して
いた．
【結論】本研究の結果，下顎骨の後退により舌骨が
後方へ移動，気道が狭窄することが示された．また術後
に頸椎が後方に屈曲することで気道の狭窄を代償してい
る可能性が考えられた．

【目的】顎矯正手術は顎変形症患者の咬合または審美改
善のために行われている。その中でも下顎枝矢状分割
術（SSRO）とLe Fort I型骨切り術（LI）は術式の安全性ま
たは術後の安定性の面から広く使用されている術式で
ある。一方で、SSROまたはLIの術後に腫脹が顕著に生
じることも知られている。これに対して様々な予防ま
たは軽減を図る治療が考案され使用されている。しか
し、術後の腫脹の増減に関連する因子についての検討は
十分になされていない。そのため、この研究の目的は術
前と術後1週での腫脹を比較し腫脹に関連する因子を調
査することである。【方法】対象は50名（男: 14 ,女: 36 ; 平
均年齢: 26.4歳)の顎変形症と診断された患者である。全
ての症例においてSSRO及びLIを施行した。術前と術後
1週 にCT撮 影(Aquilion One; Toshiba Medical Systems
Corp, Tochigi, Japan)を行い、画像構築ソフト(SYNAPSE
VINCENT; FUJIFILM Corporation, Tokyo, Japan)に よ
り再構築を行った。その画像により規定した範囲の体積
測定を行った。また、関連する因子の測定をそれぞれに
行った。術前に身長と体重を測定し,血小板数とactivated
partial thromboplastin time (APTT)を 血 液 検 査 か ら 測
定した。術中は手術時間と出血量を計測し、帰室後の
血圧を測定した。術前と術後１日に正面、側面セファ
ロを撮影し、SNA, SNB、gonial angle、Mx-Md midline
angleの分析を行った。セファロ分析の値の変化はT1：
術前－術後1日として評価した。
【成績】術前の顔面部の
体積は623.2 ± 116.6 ml、術後１週では710.6 ± 149.2 ml
で有意差（P＜0.0001）を認めた。また、関連する因子と
し てBMI (P=0.0099)、 身 長 (P=0.017)、 体 重 (P=0.004)、
T1SNA (P=0.031)、そしてT1SNB (P=0.024)が関連を認め
た。【結論】顎矯正手術の術後に生じる腫脹は、術前の身
体の大きさと骨片の前後の移動量に影響されることが示
唆された。
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2-P-52

ポスター
（４月

2-P-51

その他２

15:10〜15:30
座長：田中 彰

ポスター
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日）
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2-P-53

2-P-54

1

九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野

当科における過去8年間の口腔顎顔面外 当院における歯科材料アレルギー検査
傷の臨床的検討
（パッチテスト）施行患者に関する検討
浦添総合病院歯科口腔外科, 2琉球大学医学部附属病院歯
科口腔外科, 3琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能
再建学講座

萩原 泉1,2, 棚田 雅博1, 村橋 信1,2, 仁村 文和2, 新崎 章2,3
【目的】浦添総合病院は救命救急病院でもある24時間救急
患者に対応しているため外傷や炎症患者が多く受診す
る。今回われわれは当科を受診した口腔顎顔面外傷の臨
床的検討を行ったので報告する。
【方法】2008年1月から
2015年12月までの8年間に口腔顎顔面外傷で当科を受診
した492例を対象とした。調査項目は年別・月別患者数、
性別、年齢、受傷原因、受傷部位、受傷から来院までの
日数、来院経路について診療録を参考に調査を行った。
複数の外傷を合併している場合には最も重篤と考えられ
たものに分類した。
【結果】2008年から2015年の年別患
者数は平均61.5例であり、最も多い年で2008年の71例、
最も少ない年で2010年・2012年の49例であった。また、
8年間の月別患者数では平均41例で最も多い月は7月の51
例、最も少ない月は2 ～ 5月の36例であった。性別は男
性347例、女性145例で男女比は2.4：1と男性に多く見ら
れた。年齢は0歳～ 91歳で平均27.2歳であった。受傷原
因は交通外傷179例、転倒166例、スポーツ外傷53例、殴
打43例、転落29例、医原性10例、作業事故5例、その他7

大澤 賢次, 國領 真也, 河野 通直, 鶴島 弘基, 坂口 修,
田中 純平, 吉岡 泉
【目的】歯科材料アレルギーは口腔内の修復物に含まれる
金属元素やレジンをアレルゲンとしてアレルギー反応が
感作，惹起され，局所性もしくは全身性の皮膚炎や粘膜
炎を生じる疾患で，口腔扁平苔癬の原因の1つとも考え
られている。歯科材料アレルギーの原因物質の検査方法
として，一般にパッチテストが行われている。今回われ
われは九州歯科大学付属病院受診患者でパッチテストを
受けた患者の特徴と検査結果の把握を目的に検討を行っ
た。【材料及び方法】2014年4月から2016年3月までに九
州歯科大学付属病院口腔内科・口腔外科を受診し，歯科
材料アレルギー検査（パッチテスト）を行った患者122名
を対象に，年齢及び性別，受診動機，感作陽性率，各検
査項目別の陽性率，受診動機別の陽性率，年齢別の陽性
項目について検討を行った。【結果】受診患者は男性が20
名，女性が102名で，年齢は50歳代の患者が最も多かった。
受診動機は金属アレルギー疑いが最も多く，続いて口腔
扁平苔癬，掌蹠膿疱症の原因精査のためであった。感作
陽性率は21.2%であり，男性よりも女性が高かった。各

検査項目別の陽性率では，ニッケルが最も高く，以下コ
例であった。受傷部位は歯牙187例、骨折157例、軟組織
バルト，パラジウムの順であった。受診動機別の陽性率
76例、その他72例であった。その内訳は、歯牙で歯冠破
折と亜脱臼が66例と最も多く、骨折では下顎骨が104例、 では，金属アレルギー疑いの患者における陽性率が最も
高く，以下口腔扁平苔癬患者，掌蹠膿疱症患者であった。
軟組織では口唇裂傷が36例と最も多かった。受傷から来
院までの日数は翌日来院が164例、次いで即日来院が155 【結論】難治性の口腔粘膜疾患や皮膚疾患を訴える患者に
ついては，パッチテストに限らず，他の検査も行われる
例、2日目が60例であった。来院経路では院内紹介が337
必要があると考えられた。また，各検査項目別の陽性率
例と最も多く、直接受診が72例、院外歯科42例、院外医
の結果から，日常の歯科治療においては，患者の生活歴
科41例であった。
【結語】以上の結果より詳細について分
や既往歴に配慮しながら，使用材料の選定に対して慎重
析・検討し、浦添総合病院歯科口腔外科における顎顔面
な対応が必要であると考えられた。
外傷の概要について若干の考察を加え報告する。
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名古屋市立大学 大学院 医学研究科 生体機能・構造医学
専攻

1

下顎智歯抜歯後に生じた下歯槽神経麻痺
の臨床的検討

佐藤 隼, 宮田 佳苗, 中西 由佳理, 須藤 満理奈,
横山 善弘, 宮本 大模, 土持 師, 渋谷 恭之
【目的】下顎埋伏智歯抜歯は口腔外科において実施する最
も頻度の高い手術であるが、抜歯後に下歯槽神経麻痺を
認めることが少なくない。そこでその実態を明らかに
することを目的とした。
【方法】2012年の1月から2016年
の12月までの5年間に当科で施術した下顎智歯抜歯症例
(1925例2306本)のうち、術直後に下歯槽神経麻痺を発症
した資料の整った37例37本を対象とした。性別、年齢、
抜歯部位、麻痺の程度、パノラマ画像において1.歯軸の
傾斜(Winters分類)、2.埋伏状況(Pell Gregory分類) 、3.下
顎智歯歯根と下顎管の重なり(apex position,田中らの分
類) 、4.白線の鮮明度、5.下顎管湾曲の有無、また術中血
管束の露出所見の有無と、CTが撮影されているものに
ついては下顎管の走行位置を診療記録から後ろ向きに調
査した。
【結果】性別は男性12例、女性25例、平均年齢は
39.4±11.7歳であった。麻痺の程度はhypoesthesia(知覚
鈍麻)35例、paresthesia(知覚異常)2例、Winters分類は近
心17歯、 水 平11歯、 垂 直6歯、 逆 性2歯、 遠 心1歯、PellGregory分 類 は3C:8歯、1Aと1B:7歯、2B:6歯、3B:5歯、
2A:3歯、
1C:1歯であった。田中らの分類は2型:14歯、3型:13
歯、1型:8歯、4型 と5型:1歯 で あ っ た。CTは37例 中27例
(73.0％ )で撮影されており、下方:11歯、舌側:8歯、頬側:7
歯、根尖間:1歯であった。なお、最終的に麻痺が完全に
回復した症例は29例であった。
【結論】今回の検討におい
て、下顎智歯抜歯における下歯槽神経麻痺に関する一定
のリスク因子を抽出することはできなかった。今後は施
術する歯科医師の卒後年数などを揃えた前向き研究を実
施したいと考える。

当科における1年間の下顎智歯抜歯症例
の臨床的検討 ～とくに下顎管と接する
症例について～
大阪警察病院 歯科口腔外科, 2吹田徳洲会病院 歯科口腔
外科

石濱 孝二1, 水谷 雅英1, 永田 雅英1, 樋口 将隆1,2,
原 崇之1
【目的】下顎智歯抜歯の術後合併症の１つに下歯槽神経障
害があるが、パノラマX線写真で下顎智歯と下顎管が重
複して見られる場合にそのリスクは高い。当科ではCT
による画像評価は希望された場合のみ行っている。また、
広く下顎管と歯根が接している場合、抜歯中断の可能性
も説明し、了承を得てから、抜歯に臨んでいる。同一術
者による術前説明のもと、1年間で抜歯した338歯を調査
したので報告する。【方法】2016年1月から12月の1年間
に当科で同一術者が外来局所麻酔下で施術した下顎智歯
抜歯症例で資料が整った162症例338歯を対象とした。顎
骨腫瘍や嚢胞摘出が主となる埋伏智歯や、骨植がない歯
周疾患罹患歯、残根状態の智歯抜歯症例は除外した。調
査項目は年齢、性別、左右、歯軸傾斜、埋伏状況、智歯
歯根と下顎管の重なり、CT撮影の有無、CTでの智歯歯
根と下顎管の接触状態、下唇知覚異常の出現有無につい
て診療録記載から後方視的に調査した。【結果】対象と
なった患者は12歳から78歳の男性80例、女性170例であっ
た。162例が片側のみで88例が両側で、計338歯を対象と
した。パノラマX線写真で智歯歯根と下顎管が離れてい
たのは92歯、智歯根尖と下顎管が接していたのは114歯、
重複していたのは132歯であった。術前の説明でCT撮影
を希望したのは男性25例、女性53例で、パノラマX線写
真で下顎智歯と下顎管が重複している症例の約半数で
あった。CTでの評価対象とした86歯のうち、実際に智
歯歯根と下顎管が接していたのは半数以上あり、明らか
に離れているのは15歯だけであった。脱臼困難で歯冠の
み除去となった抜歯中断例は2歯であった。336歯は抜歯
完遂しているが、下唇知覚異常は翌日の感覚異常も含め
1例も認めなかった。【結論】結果的に歯冠除去術、ある
いは２回法抜歯となることも含めた抜歯手順で臨むこと
で下歯槽神経障害のリスクは軽減できる可能性があると
考えられた。
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症例報告

顎関節・神経障害

15:10〜15:30
座長：上木 耕一郎
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2-P-57

当科における過去4年間の歯根嚢胞の臨
床的検討
1

大阪歯科大学 口腔外科学第一講座, 2大阪歯科大学 口腔
病理学講座

上田 衛1, 林 輝嘉1, 石川 敬彬1, 松下 巧1, 安田 典泰1,
栗岡 香美1, 吉田 博昭1, 富永 和也2, 和唐 雅博2,
田中 昭男2, 森田 章介1

2-P-58

顎関節に生じた色素性絨毛結節性滑膜炎の
１例 A case of pigmented villonodular
synovitis in temporomandibular joint
1

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔
面腫瘍制御学分野, 2九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔
面病態学講座 口腔顎顔面病態病理学分野

望月 敬太1, 松村 香織1, 大部 一成1, 森山 雅文1,
新井 伸作1, 三上 友里恵1, 清島 保2, 中村 誠司1

【緒言】歯根嚢胞は顎骨に発生する嚢胞の中で、最も多く
認められる疾患である。本嚢胞に関する報告は散見され
るが、近年においてはほとんどみられない。今回われ
われは、当科における過去4年間の歯根嚢胞の病態に関
して、臨床的に検討したので報告する。
【対象】2012年
～ 2015年の間に大阪歯科大学附属病院口腔外科第1科に
て処置され、病理組織学的検査が行われた全216症例236
嚢胞に対し、性別、年齢、部位、原因歯、主訴、病悩期
間、大きさ等に対して調査した。残留嚢胞は検索対象と
し、歯根肉芽腫は対象外とした。なお、大きさはCT撮
影症例にて水平断で近遠心的最大径を計測した。【結果】
男性129人、女性87人で男女比は1.48対1であった。年齢
は13歳～ 88歳で、平均年齢は50.5歳であった。最も多く
認められた部位は、下顎大臼歯部であった。しかし、原
因歯で最も多かったのは、上顎側切歯であった。主訴で
最も多かったのは、歯科医院でのパノラマX線撮影によ
る指摘であった。病悩期間で最も多いのは、病変自覚直
後受診であった。大きさは、10 ～ 19mmが最も多く、最
大径は40mmであった。
【考察】好発年齢は石川らによる
20 ～ 30歳代という報告と異なり、30 ～ 60歳代であった。
これは若年層における齲蝕、根尖性歯周疾患への罹患率
の低下によることが一因であると考えられた。病悩期間
には大きな幅が認められた。歯根嚢胞は炎症性嚢胞に分
類されるが、慢性根尖性歯周炎に継発することが多いた
め、無症候性に進行することが多い。そのため、定期的
な歯科医院への受診が必要である。口腔衛生への関心が
高まっている近年では、発生率が低下していくことが推
察される結果となった。

【目的】 色素性絨毛結節性滑膜炎 (PVS) は、1941年に
Jaffeらにより提唱された滑膜の炎症性増殖性変化を伴う
疾患であり、膝関節および股関節等の大関節に好発する
が、顎関節での発生例は稀である。進展例では骨などの
周囲組織への拡がることから、病変の残存による再発率
が高いとされている。今回われわれは、顎関節に生じた
PVSの症例を経験したのでその概要を報告する。
【症例】
30歳代の女性。右側耳介前方部の腫脹および開口障害を
主訴に当科を受診した。右側耳前部から耳介下部にかけ
てびまん性の腫脹を認め、開口域は27 mmであった。造
影MRIでは右側顎関節の関節包内に長径3 cm程度でT1、
T2いずれも低信号の腫瘤性病変を認めた。造影CTでは
関節突起周囲に内部に硬組織を伴う腫瘤がみられ、下顎
頭は変形していた。病理組織検査では滑膜の絨毛状増生
および間質内の多核巨細胞および石灰化を伴う軟骨状基
質を認め、PVSの確定診断となった。全身麻酔下に同部
の腫瘍摘出術および関節突起切除術を施行した。関節包
内部には褐色の肉芽様組織とともに白色顆粒状の硬組織
を認めた。関節突起は頸部より上方を切除し、関節包と
ともに摘出した。摘出後の関節窩は十分に鋭匙で掻爬し
た。切除部分には側頭筋膜を挿入した。術後3日目より
徒手による開口訓練を開始したところ、左側臼歯部の開
咬を認めたため、術後7日目より顎間ゴム牽引を開始し
た。術後2か月で開口域は40 mmまで回復し、咬合偏位
も認めなくなったため、牽引および開口訓練を終了した。
現在、術後1年4か月が経過しているが再発を認めず、良
好な治療結果を得ている。【結論】 PVSは良性疾患であ
るが再発が多いことから、直視下に十分な切除を行うこ
とが重要とされている。本症例では関節突起も含めた十
分な切除を行った。数年経過後の再発例も報告されてお
り、今後も慎重な経過観察が必要である。
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顎関節脱臼防止プレートの使用経験：プ
レートによる骨吸収への対応
1

2

片山 良子1, 栗田 賢一1, 小木 信美1, 木村 俊介1,
前多 雅仁1, 渡邉 裕之1, 小熊 哲史1, 石濱 嵩統2,
今井 隆生2
【緒言】我々は顎関節脱臼に対して関節隆起部を高くして
脱臼を防止するチタンプレートを考案し，特に高齢者に
用いている．この顎関節脱臼防止プレートは従来のミニ
プレートよりも幅が広く破折しづらい．また，関節隆起
切除術と比べ，本プレート単独使用では骨削除は不要で，
低侵襲で確実な脱臼防止が得られる．一方，下顎頭の前
方移動を１mm厚のプレートで線状に防止するため，接
触部の骨吸収が危惧された．今回，この骨吸収を生じた
ので，プレート周囲へ形状賦形型の人工骨を併用して関
節隆起を高くすることで，骨吸収が改善され，脱臼も
防止しているので報告する．
【症例の概要】症例：82歳，
女性．初診：2016年2月．主訴：左側顎関節脱臼．現病
歴：2015年から左側顎関節脱臼を自覚して自己整復して
いた．2016年1月から左側顎関節脱臼が頻繁に生じ，近
在歯科で徒手整復するも再脱臼を繰り返した．2016年2
月，当科紹介受診．初診時：顎関節脱臼整復後で開口域
30mmまでは脱臼なく開口可能であった．CTで左側関節
隆起に平坦化を認めた．2016年4月，習慣性顎関節脱臼
に対してプレートを用いた関節隆起増高術を施行した．
術後再脱臼防止効果は良好であった．しかし，術後3か
月CTではプレート接触部の下顎頭前面に骨吸収を認め
た．顎関節脱臼防止装置（AGOキャップ○R）で下顎前方
運動の制限を試みたが術後5か月CTで骨吸収の進行を認
めた．病的骨折および再脱臼が危惧されたので，2016年
9月にプレート前方移設と人工骨（形状賦形型リン酸カル
シウム系骨補填剤 ; BIOPEX○R-R）を併用して関節隆起
増高術を施行した．術後再脱臼はなく機能的経過は良好
である．術後CTでは下顎頭前面にみられた骨吸収部に
骨再生が得られ，下顎頭頂部や下顎窩形態に異常は認め
ない．
【結語】本プレートと人工骨の併用による顎関節隆
起増高術はプレート単独による下顎頭骨吸収を防ぐ有用
な方法であることが示された．

片側性舌下神経麻痺の３例
大垣市民病院 歯科口腔外科

柴田 章夫, 西脇 崇介, 木村 将士, 大音 博之,
梅村 昌宏
【緒言】舌下神経麻痺は主に舌筋に生じる運動性の麻痺
で、舌の半側萎縮、線維束性収縮、前方突出時の患側偏
位、構音障害などを特徴とする。舌下神経麻痺のほとん
どが片側性に発症し、舌咽神経麻痺、迷走神経麻痺およ
び副神経麻痺を合併することが多い。原因としては腫瘍
が最も多く、次いで外傷、脳卒中、心因性、医原性、多
発性硬化症、感染、ギランバレー症候群の順と報告され
ているが、特発性も認められる。今回われわれは、片側
性舌下神経麻痺を３例経験したので、その概要を報告す
る。
【症例】1. 患者は71歳、男性。左側舌の膨隆を自覚
し2016年5月に当科初診。舌突出時に左側偏位を認め、
画像所見で左側舌の萎縮を認め、頭蓋内に異常は認めな
かった。明らかな発症原因がなく、特発性舌下神経麻痺
と診断した。関節リウマチに対しプレドニン5mgが投与
されていたため、メコバラミンを処方し経過観察したと
ころ、約半年で症状の改善を認めた。2. 患者は32歳、男
性。2016年6月に当院神経内科より左側舌下神経麻痺を
疑われ、舌精査のため当科紹介受診となった。舌突出時
に左側偏位を認めたが、舌に器質的異常は認めなかった。
発症の3日前に自転車で転倒し側頭部受傷の既往があり、
外傷性、特発性が発症原因として考えられた。プレドニ
ン30mg、メコバラミンが神経内科にて投与され、約2週
間で症状は軽快した。3. 患者は70歳、女性。肺癌の頭蓋
底転移を認めた。当科へは左側舌の膨隆と痛みを主訴に
紹介初診となった。左側舌は弛緩膨隆し、舌突出時に左
側偏位を認めたが、粘膜異常は認めなかった。頭蓋底転
移による舌下神経麻痺と診断し、疼痛も腫瘍転移に伴う
関連痛と診断し、主科にて転移巣への放射線照射が施行
された。
【結語】片側性舌下神経麻痺の３例を経験した。
舌下神経麻痺は、さまざまな原因で発症するため多方面
からの原因検索が必要である。
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口腔顔面領域の神経障害を伴った好酸球
性多発血管炎性肉芽腫症の一例
東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室

2-P-62

口腔と全身に関するコホート研究：岩
木健康増進プロジェクト その１ Red
Complex比と糖尿病・腎機能との関係
弘前大学 医学部 歯科口腔外科

富樫 悠, 長縄 拓哉, 佐々木 亮, 深田 健治, 岡本 俊宏,
安藤 智博
好酸球性多発血管炎性肉芽種症（EGPA）は高頻度に全身
の末梢神経障害を呈するANCA関連血管炎の一つであ
り，顎顔面領域においても三叉神経痛様症状や顔面神経
麻痺が報告されている．今回われわれは顔面および口腔
粘膜の感覚変化と疼痛を伴ったEGPAの一例を経験した
ので報告する．患者は55歳女性で口腔内の冷水痛を主訴
に来院した．左側顔面および口腔粘膜のしびれ感や腫脹
感（Perceptual distortion）を訴え，定性的感覚検査にて
左側下顎前歯部歯肉にCold hyperalgesia,口唇および頬
粘膜にDynamic mechanical allodyniaを認めた．また同
部位にピリピリとした自発痛（VAS3/10）を自覚していた
が，その他の明らかな異常所見を認めなかった.EGPAに
伴う神経障害性疼痛と診断し，プレガバリン（25 mg/就
前）の内服を開始した．初診から一年経過し口腔内の冷
水痛は軽快したが左側顔面および口腔内の腫脹感は残存
している．EGPAに伴う末梢神経障害では顎顔面領域だ
けでなく口腔内にも症状が出現する可能性があることが
示唆された.

田村 好拡, 小林 恒, 乾 明成, 小山 俊朗, 長内 俊之,
佐竹 杏奈, 石崎 博, 野口 貴雄
【目的】近年、歯周病菌が様々な全身疾患について影響を
及ぼすことが報告されているが、そのメカニズムについ
ては明確なエビデンスは確立されていないのが現状であ
る。今回我々は、歯周病原菌がTNF-α、IL-6などの炎症
性サイトカインを介して全身に影響を及ぼしているとの
考えに基づき、侵襲性歯周炎において重要とされる3種
の歯周病原菌であるRed Complex（Porphyromonas,Trep
onema,Tannerella）について糖尿病・慢性腎臓病（CKD）
との関係を検討したので若干の考察を加えて報告する。
【対象及び方法】2014年度岩木健康増進プロジェクトに
参加した一般住民1167人のうち、欠損値のある者及び無
歯顎者を除く1066人（男性：408名、女性：658名）を対象
とした。歯周病の判定には地域歯周疾患指数（CPITN）を
用いた。口腔内細菌は舌苔より採取し、解析には次世代
シークエンサーを用いた。その結果から総菌数に対する
Red Complex比を算出し、Red Complex比と炎症性サイ
トカイン（IL-1β、IL-6、TNF-α）、及び糖尿病・慢性腎
臓病(CKD)の指標である各因子との関係について共分散
分析・重回帰分析を用いて統計学的に検討した。
【結果】
CPITNで歯周病と診断された被験者群と対照群におい
て、糖尿病及び腎機能との関係について有意差は認めら
れなかった。しかし、重回帰分析においてRed Complex
比はTNF-α、IL-1βにおいて有意な相関を認めた。また、
Red Complex比はインスリン抵抗性の指標の1つである
アディポネクチン、CKDの指標である血清クレアチニン、
eGFRと有意に相関していた。【結論】Red Complexは炎
症性サイトカインであるIL-1β、TNF-αの発現を介して
直接的に、またアディポネクチンを低下させることで間
接的に糖尿病・CKDに影響を及ぼしていると推察された。
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小山 俊朗, 乾 明成, 田村 好拡, 長内 俊之, 佐竹 杏奈,
野口 貴雄, 石崎 博, 小林 恒

佐竹 杏奈, 乾 明成, 田村 好拡, 小山 俊朗, 長内 俊之,
野口 貴雄, 石崎 博, 小林 恒

【目的】睡眠障害に関わる要因は生活習慣や身体疾患，ス
トレス，精神疾患など多因子性であるが，近年，口腔内
環境と睡眠の関連性についての調査，報告が散見される
ようになってきた．睡眠中の歯ぎしりやクレンチングと

【目的】フレイルは加齢に伴う種々な臓器機能変化や恒
常 性・ 予 備 能 力 低 下 に よ っ て 健 康 障 害 に 対 す る 脆 弱
性が増加した状態であり、要介護状態へ移行する。一
方、口腔機能の低下であるオーラル・フレイルはフレイ

顎関節症の発症についての因果関係についても示唆され
ている．しかしながら睡眠障害と口腔内環境との関係に
ついてはいまだ不明な点も多く，大規模な疫学研究の調
査報告も少ない．そこで本研究では一般住民を対象とし
て口腔内環境と睡眠障害との関連性について検討するこ
とにより，口腔保健が健全な睡眠の獲得に与える影響に
ついて考察した．
【方法】2016年岩木健康増進プロジェ

ルの前駆症状もしくは加速因子の一つと考えられてい
る。今回、フレイルを有する住民と健常な住民の口腔
機能を評価し、フレイルとの関連性を検討した。【材料
および方法】平成28年度岩木健康増進プロジェクトに参
加した60歳以上の448名（男性163名、女性285名）を対象
とした。パーキンソン病、脳卒中、Mini Mental State
Examination(MMSE)＜18､ 欠損値のあるものは除外し

クトに参加した一般市民1148名のうち，欠損値のある者
を除外した1126名(男性451名、女性675名)を対象とした．

た。検査項目として口腔機能の指標の一つである舌圧と
滑舌機能をみるオーラルディアドコキネシス（ODK）を

口腔内環境の因子として口腔内診査および自己記入式質
問用紙により残存歯数，咀嚼力の低下，口腔乾燥，歯ぎ
しりの有無を選択した．睡眠に関してはピッツバーグ睡
眠質問票日本語版(ＰＳＱＩ－Ｊ)を用いて評価し、睡眠
障害と口腔内環境の関係を共分散分析により統計学的に

測定した。舌圧は舌圧測定器（JMS舌圧測定器&reg;）を
用いて最大舌圧を測定した。ODKはODK測定器（健口く
ん&reg;）を用いて発音速度（/pa/、/ta/、/ka/）を測定し
た。フレイルの評価はMorleyの簡易FRAIL質問票に沿っ
て分類した。【結果】フレイルと判定された高齢者は41名

口腔と全身に関するコホート研究：岩木
健康増進プロジェクト その２－口腔内
環境と睡眠の関係-

口腔と全身に関するコホート研究：岩木
健康増進プロジェクト その4 ―高齢
者の口腔機能とフレイルの関連性―

検討した．
【結果】男性で咀嚼力の低下，残存歯数および （男性9名、女性32名）であった。また、舌圧とODKはフ
口腔乾燥が睡眠時間や睡眠の質低下，睡眠困難の傾向が
レイル群と健常群と比較するとすべてフレイル群のほう
みられた．女性でも残存歯数，口腔乾燥が睡眠の質低下， が低値を示し、特に、女性ではフレイル群と健常群に有
睡眠時間，睡眠困難への影響が認められ，歯ぎしりによ
る睡眠の質低下の傾向が認められた．
【結論】口腔の健康
状態が睡眠と相関していることが考えられ，口腔内環境
の改善がよりよい睡眠に寄与する可能性が示唆された．

意差を認めた。また、フレイルの有無と舌圧・ODKと
の関連を年齢層別に検討した結果、女性の70代で/pa/、
/ta/の発音で有意な関連を認めた。【結論】オーラル・フ
レイルは歯の喪失により咀嚼機能が低下し、食環境の悪
化による栄養不良や歯や口腔の健康への関心度が低下す
るなどの些細な口の衰えから始まる。舌機能の低下は
オーラル・フレイルに直結するといわれており、超高齢
社会に伴い、些細な口の衰えを早期発見し口腔機能の評
価を明らかにすることによりフレイルの改善や予防に役
立てるのではないかと考える。
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抗GroEL特異抗体誘導舌下ワクチンによ
る歯周病抑制効果の検討
1

2

日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座, 日本大学 松戸歯
学部 微生物免疫学講座

張 うえか1, 小林 良喜2, 萩原 美緒1, 落合 智子2,
小宮 正道1
【目的】歯周病原菌に共通する熱ショックタンパク質
（rGroEL）を用いての舌下免疫法による歯周病抑制を目
的とし、その基礎実験としてマウスを用いて舌下免疫に
適切なrGroEL抗原および粘膜アジュバント（CpG ODN）
の至適濃度を検討した。
【材料および方法】BALB/cマウ
スにrGroELを代表的粘膜アジュバントであるコレラ毒
素（CT）および合成核酸CpGオリゴデオキシヌクレオチ
ド（CpG ODN）と共に週に１回、３週間舌下免疫を行い、
最終投与１週間後に血清および唾液を採取した。脾臓、
唾液腺近傍リンパ節、唾液腺（顎下腺と舌下腺）から単核
細胞を単離し、rGroEL特異的抗体産生細胞をELISPOT
法にて測定した。血清中のrGroEL特異的IgG抗体価、唾
液中のrGroEL特異的IgA抗体価はELISA法にて解析し
た。
【結果】抗原濃度の比較においては、rGroEL（3μg/
mouse）の投与が血中のrGroEL特異的IgG抗体価、唾液
中のrGroEL特異的IgA抗体価を顕著に誘導することを認
めた。脾臓と唾液腺近傍リンパ節ではrGroEL特異的IgG
抗体産生細胞の増加、唾液腺においてもrGroEL特異的
IgA抗体産生細胞の増加が認められた。粘膜アジュバン
ト濃度の比較においては、CpG ODN（25μg/mouse）の
投与が最も高い血中rGroEL特異的IgG抗体を誘導した。
唾液中のrGroEL特異的IgA抗体の誘導はCpG ODN（50
μg/mouse）が最も高い抗体価を示した。また、脾臓と
唾液腺近傍リンパ節におけるrGroEL特異的IgG抗体産生
細胞数はCpG ODN（25μg/mouse）の投与で最も高い値
を示した。唾液腺においてはCpG ODN（50μg/mouse）
の投与が最も高いrGroEL特異的IgA抗体産生細胞数を示
した。
【結論】舌下免疫によりrGroEL特異的抗体応答が
全身と口腔組織に認められた。舌下ワクチンとしての至
適濃度はrGroEL（3μg/mouse）
、粘膜アジュバントCpG
ODN（25-50μg/mouse）
であった。

2-P-66

上下顎に５歯の埋伏過剰歯を認めた１例
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学

近藤 星, 山田 智明, 松村 達志, 森谷 徳文, 松井 裕一,
明石 翔, 橋本 和樹, 飯田 征二
【緒言】埋伏過剰歯は日常臨床においてしばしば遭遇する
疾患である。発生部位は上顎正中部が最も多く、次いで
上顎大臼歯部および下顎小臼歯部とされている。鎖骨頭
蓋異骨症やGardner症候群等の遺伝的疾患では多数の過
剰歯を認める場合が多いものの、それらを伴わない症
例において複数の過剰歯を認める報告は数少ない。今
回我々は5歯の過剰埋伏歯を同時に有する症例を経験し
たのでその概要を報告する。
【症例】患者は10歳、男児。
2016年3月にパノラマX線写真で左上3，4部歯牙腫、左
下3部埋伏過剰歯を疑う不透過像を認め当院矯正科より
当科へ紹介された。全身既往として自閉症スペクトラム
があるものの遺伝的疾患を疑う身体的所見は認めなかっ
た。2016年6月にCBCT撮影し左上３部に歯牙様不透過
像を認め、更にその遠心部に内骨症様の骨硬化像も認め
た。左下３・右下４・右下５部に歯牙様不透過像を、左
下５部に内腔に硬組織形成を認めないものの他部と類似
した類円形の透過像を認めた。臨床診断は左上３部顎骨
腫瘍、左下３・右下４・左下５・右下５部埋伏過剰歯と
診断した。全身麻酔下にて左上３部腫瘍摘出術および左
下３・右下４部の埋伏歯抜歯術を施行し摘出組織は病理
検体として提出した。左上３部の内骨症様の部位を完全
に除去することは困難であり組織採取にとどめた。左下
５・右下５部の埋伏過剰歯は矯正治療に支障がないため
保存した。病理組織学的所見の結果は過剰歯で、骨硬化
像は内骨症に矛盾しない結果であった。【結語】今回我々
は遺伝疾患を伴わない５歯の過剰歯を同時に有する症例
を経験しその概要を報告した。処置した部位の永久歯の
萌出は未だ得られておらず歯牙牽引や内骨症の除去等を
検討している。左下５・右下５部の埋伏過剰歯も継続し
て経過観察を行う予定である。
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低フィブリノゲン血症患者の抜歯経験
1

1

1

1

2

坂東 沙奈江 , 岩瀬 正泰 , 大中 恵里子 , 福岡 愛理

【緒言】低フィブリノゲン血症は血中のフィブリノゲン
（Fibrinogen:Fbg）が低下（＞100mg/dl ）することによっ
て，出血性素因をきたす比較的稀な疾患である．今回わ
れわれは，低Fbg血症患者の下顎埋伏智歯の抜去を経験
したので，その概要を報告する．
【症例】患者は65歳の
女性，両側下顎埋伏智歯の抜去を目的に当院を紹介され
受診した．既往歴に高血圧症があるも，降圧剤の内服
で安定していた．家族歴で娘と孫が低Fbg血症であった
が，患者に低Fbg血症との認識はなかった。術前の血液
検査で、PTとAPTTが基準値であったが、血漿Fbg量は
57mg/dlと低下を示した．当院の血液内科に対診，Fbg
の補充療法下で処置予定とした．術前日にFbg濃縮製剤
(3g)の補充療法を行い，血漿Fbg量は127mg/dlまで増加
した．手術日の血漿Fbgは107mg/dlで維持され，手術は
予定通りに施行した．なお，止血対応は酸化セルロース
綿の挿入と縫合のみであった．術後に異常出血はなく，
経過良好であった．術後8日目の抜糸時に，血漿Fbg量
は77mg/dlまで減少した．
【考察】Fbgは肝で合成される
分子量34万の糖タンパクで，血液凝固反応の最終段階に
おいてトロンビンに作用して止血機転を発揮する．Fbg
は健常人の血漿中に180-350mg/dl存在し,100mg/dl以下
だと観血的処置において止血困難の可能性がある．した
がって，観血的処置において術前にFbg補充療法が推奨
される．低Fbg血症はPTやAPTTに異常値を示すことが
少なく，観血処置前に血中Fbgの定量も行うべきである．
低Fbg血症は常染色体劣性遺伝によるが，今回の症例で
は詳細な検討はできなかった．

1

愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座, 2愛知学院大学
歯学部 口腔病理学講座

谷口 真一1, 栗田 賢一1, 黒岩 裕一朗1, 中山 敦史1,
杉田 好彦2, 前田 初彦2
【目的】下顎第三大臼歯の歯根が下顎管に接している場合
には歯冠部だけを切除し，歯根部を骨内に残存させる歯
冠部切除術が2005年Rentonらにより報告され，2010年に
Longらによって歯冠部切除術に関してシステマティッ
クレビュー・メタアナリスが行われ，その有用性が示さ
れた．しかし歯冠部切除術後は通常の抜歯と同様，術後
にドライソケットを発症することがあるが，歯根への対
処も含め，どのように対処して良いのか明らかではな
い．従って，当科で歯冠部切除術後にドライソケットを
惹起した症例を検討した．【材料および方法】われわれが
歯冠切除術を施行したのは395例であり，その内，３例
(0.8％ )にドライソケットを発症した．年齢は38 ～ 47歳で，
Winter.G.B.の分類では３例ともPosition Bであった．歯
冠部切除後３～４日目より持続的な自発痛と冷水痛が出
現した．鎮痛薬を処方し，抜去窩の洗浄と軟膏注入を行
い経過観察し，歯根の移動が認められれば抜去を試みた．
【結果】術後約１～３か月の時点でパノラマＸ線写真を撮
影したところ，歯根移動が認められたため歯根抜去を試
みた．3症例とも歯根は容易に抜去でき，抜去後に下口
唇麻痺は認めなかった．抜去後，病理組織標本を作成し
た結果，3例中1例に第三象牙質の形成を，3例全てに生
活歯髄で炎症性細胞の浸潤を認めた．【結論】歯冠部切除
術後のドライソケットに対しては鎮痛薬投与，局所洗浄，
軟膏注入で歯根移動が認められれば神経損傷なく抜去で
きることが明らかとなった．
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歯冠部切除術後のドライソケット症例の
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医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科・歯
科口腔外科

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科

原始性嚢胞が上顎洞内全体に充満し、摘
出により上顎洞の形態が回復した1例

山本 亞有美, 岡本 篤志, 花澤 康雄
【緒言】原始性嚢胞は埋伏歯を含まない歯原性嚢胞であ
り、歯胚期の早期に嚢胞が形成されたために嚢胞中に歯
質が含まれていないと考えられている。原始性嚢胞の上
皮は角化を示すことが多く角化嚢胞性歯原性腫瘍との鑑
別が必要だが、今回我々は非角化上皮で裏層された原
始性嚢胞が上顎洞底骨を押し上げ上顎洞内にほぼ隙間な
く嚢胞が拡大し、組織を摘出したことによりほぼもとの
上顎洞形態に回復した症例を経験したので、若干の文献
的考察を加えて報告する。
【症例】患者は48歳、女性。右
頬部の腫脹を自覚しかかりつけ歯科を受診した。右上第
二小臼歯の根尖性歯周炎との診断で治療を受けたが症状
は改善せず、精査目的にて当科を紹介され2009年10月に
初診となった。
〈既往歴〉頸椎ヘルニア〈現症〉右頬部のび
まん性腫脹を認めたが鼻閉や鼻漏はなく、右上顎臼歯部
歯肉の炎症所見もなかった。
〈CT所見〉右上顎洞全体に
不透過性の亢進があり、上顎洞内面全体に沿って薄い骨
と思われる線状の骨様不透過像が嚢胞様疾患を囲むよう
に認められた。〈MRI所見〉右上顎洞内はT1強調で低信
号、T2強調で均一の高信号を示し粘膜の肥厚は認めな
かった。臨床診断を上顎洞内に充満する原始性嚢胞とし、
2010年4月に全身麻酔下にて嚢胞摘出術を施行した。病
理組織学的所見：嚢胞壁は重層扁平上皮に裏装され、壁
内にはリンパ球を主体とする炎症性細胞浸潤を認めるほ
か、一部に炭粉または塵埃を貪食したマクロファージが
多数集簇する像を認めた。病理組織学的診断：原始性嚢
胞。CTにて定期的に術後経過を観察したところ、上顎
洞の形態に一致して生じた嚢胞腔は2年後にはほぼ消失
し、それに合わせて上顎洞は拡大し機能的にも問題なく
現在まで経過良好である。

顎骨壊死を伴ったメトトレキサート関連
リンパ増殖性疾患の1例
深田 健治, 冨永 浩平, 加藤 景子, 片岡 利之,
岡本 俊宏, 安藤 智博
【緒言】免疫抑制剤の投与を受けている患者に発生するリ
ンパ増殖性疾患は, 免疫不全関連リンパ増殖性疾患に分
類される.メトトレキサート（methotrexate,以下MTX）が
投与されている患者に発生するMTX関連リンパ増殖性
疾患は, 主に消化管, 皮膚, 肝臓, 肺や軟組織に生じ,口腔
内の報告例はまれである.今回われわれは, MTX関連リ
ンパ増殖性疾患が右上顎臼歯部に生じ, 顎骨壊死を伴っ
た症例を経験したのでその概要を報告する.【症例】患
者：72才,女性. 主訴：右上顎部の痛み. 既往歴：乳癌,子
宮癌術後, 関節リウマチ, 皮膚筋炎, 間質性肺炎, バセドー
病, 高血圧, 骨粗鬆症. 内服薬にメトトレキサート,プレド
ニゾロン, チアマゾール, イルベサルタン, アレンドロン
酸ナトリウムがあった. 現病歴：右上顎部の痛みが生じ,
近歯科受診後,某歯科大学歯科口腔外科にて, 右側上顎歯
肉部の悪性リンパ腫と診断された. 同院より当院血液内
科を紹介受診し, 対診され当科を受診した. 現症：右上
顎臼歯部に潰瘍が形成され骨が露出していた.【処置お
よび経過】CT所見では, 右上顎臼歯部に造影効果を伴う
軟部腫瘤がみられ, 骨の一部が欠損し上顎洞粘膜の肥厚
が見られた.腫瘤部より生検を施行.病理診断は,Hodgkin
lymphomaだった. MTXの内服を中止し経過観察をした
ところ, 約3週間後には右上顎病変部の縮小傾向を認めた.
経過観察中のFDG-PET/CTでは,右上顎病変部のみ集積
が見られ,病変部の歯肉と腐骨部の病理結果は炎症性病変
であった.初診から約8か月後,全身麻酔下に右上顎部の腐
骨除去をおこなった.【考察】歯肉部に発生したMTX関連
リンパ増殖性疾患では, 病変の進行により顎骨骨壊死を
きたした症例も報告されているが、自験例では、ビスホ
スホネート製剤が投与されており, 顎骨壊死との関連性
も考えられた.MTXの中止により寛解が得られたが,リン
パ腫が再発した症例も報告されており,今後も厳重な経過
観察を行う予定である.
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15:10〜15:30
座長：濱田 傑

おとがいに生じた鰓嚢胞に対し、嚢胞摘
出術とおとがい形成術を同時に施行した
一例

大動脈瘤による慢性 DIC のため止血に
難渋した抜歯後出血の 1 例
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

竹本 和香, 浜川 知大, 合田 啓之, 日野 聡史,
中城 公一, 浜川 裕之

伊藤 翼, 原 潤一
鰓嚢胞は胎生初期の鰓裂由来の遺残上皮や埋没上皮が陥
入して発生するとされ，頭頸部領域において鰓裂に認め
られる稀な疾患である．今回われわれはおとがい劣成長
で矯正治療中の患者において同部に異所性の鰓嚢胞を認
め，おとがい形成術と同時に摘出及びおとがい形成術を
施行した１例を経験したのでその概要を報告する【症例】
患者は18歳女性。幼少期よりおとがいの腫瘤形成を自覚
するも放置していたが、近年になり徐々に増大してきた
ため、歯科受診をし下顎骨骨体部の吸収像を指摘され
2016年3月当院紹介となった。触診によりおとがいに長
径20mm程度の弾性軟の腫瘤を認め、下口唇下部に瘻孔
を認めた。口腔内所見は下顎両側第一小臼歯歯肉頬移行
部軽度膨隆を伴う腫瘤を触知した。CT画像ではおとが
い前方に非造影性の嚢胞性病変を認め、また病変周囲の
顎骨は陥凹を伴った劣成長を認めていた。臨床診断を下
顎良性腫瘍およびおとがい劣成の診断にて、腫瘍摘出術
およびオトガイ形成術を予定した。手術は口内法にて施
行し、病変の摘出を行った。摘出物は球状で大きさは約
20×20×24mmで表面は厚い嚢胞壁に覆われておりやや
白色を呈していた。また内部には充実性の組織を認めた。
嚢胞摘出後、下顎正中の劣成長に対しオトガイ形成術を
行った。オトガイは前方に８mm移動しチタンプレート
にて固定を行った。病変の病理組織は異所性の胚細胞や
異所性扁平上皮を認め、嚢胞内面は呼吸性上皮に被覆さ
れていた。
【結果】鰓嚢胞【結論】鰓嚢胞は通常側頸部に発
生し、稀に口腔内に発生するとされている。本邦で報告
されている口腔内に発生した鰓嚢胞は渉猟しえた限り40
例で、口腔前庭に発生した鰓嚢胞は本例も含めて３例で
あった。今回我々はおとがいに生じ、顎骨の変形をきた
した異所性の鰓嚢胞に対し、嚢胞摘出術と顎骨の変形に
対しておとがい形成を同時に施行した1例を経験した。

【緒言】播種性血管内凝固 (disseminated intravascular
coagulation) は、著明な止血異常を呈し、重篤化すると
致命的な出血や臓器障害を伴う予後不良な状態である。
今回、われわれは抜歯後出血の止血に難渋し、胸部大動
脈瘤が原因と考えられる線溶亢進型の慢性 DIC と診断
された症例を経験したのでその概要を報告する。【症例】
78 歳、男性。某総合病院歯科より紹介され、左上 67 根
尖性歯周炎に対して入院下での抜歯目的に当科初診と
なった。胸腹部大動脈瘤で 3 回人工血管置換術を受けた
既往があり抗血小板薬が投薬されていたが、かかりつけ
の心臓血管外科に対診し、病状は安定しており処置に際
して問題ないとの返信を得ていた。【処置および経過】抗
血小板薬の内服を継続し、入院下に左上 67 抜歯術を施
行した。抜歯窩に血餅は形成されるものの創面より滲出
性の出血が持続し、十分な凝固が得られない状態が続い
たため、術後 4 日目に止血シーネを作製して装着した。
術後 7 日目に再掻爬術・止血術施行するも、術後10日
目に再度止血処置を必要とする出血を生じた。血液検査
では凝固線溶系分子マーカーの上昇を認めたため、術後
12 日目に血液内科に対診し、線溶亢進型の慢性 DIC と
診断された。抗線溶療法としてトラネキサム酸 500 mg/
日の内服を開始して以降は再出血なく経過し、凝固線溶
系分子マーカーに改善傾向を認め、術後 23 日目に退院
した。術後 4 か月が経過した現在抜歯窩は正常に上皮
性治癒が得られており、同部の再出血や治癒不全は認め
ていない。【結語】抜歯後出血の止血に難渋し、慢性 DIC
と診断された症例を経験したので報告した。動脈瘤によ
る慢性 DIC が原因と考えられる抜歯後出血の報告は散
見されるため、術前に凝固線溶系分子マーカーの確認を
しておく必要があると考えられる。
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五苓散と加工附子末製剤の併用が奏効し
た三叉神経痛の1例
1

2

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野, 徳島
大学病院 口腔管理センター
1

2

1

1

桃田 幸弘 , 高野 栄之 , 可児 耕一 , 東 雅之

【緒言】三叉神経痛に対して、カルバマゼピンによる薬物
療法が第一選択とされるが、比較的軽微なものから重篤
なものまで有害事象の報告が多く、投薬に際しては細心
の注意を要する。最近では、プレガバリンが用いられる
が、これも眠気・眩暈などの有害事象が発現することが
あり、服薬に対する忍容性が高いとは言えない。また、
神経ブロック、微小血管減圧術またはガンマナイフは侵
襲的治療ゆえ合併症のリスクは避けられない。西洋医
学的対応が難しい場合、漢方が用いられることも多く、
2012年4月、漢方製剤が歯科関係薬剤点数表に収載され
た。今般，われわれは五苓散と加工附子末製剤の併用が
奏効した三叉神経痛の1例を経験したので、その概要を
報告する。
【症例】患者は58歳、女性。2009年4月、右側
上顎歯肉の発作性電撃痛を主訴に来院した。右側上顎臼
歯は欠損し、同部歯肉に主訴に見合う器質的変化は認め
られなかったが、同部への接触によって電撃痛が再現さ
れた。X線検査とMRIにおいて異常は認められなかった。
右側三叉神経痛（第II枝）の臨床診断下にカルバマゼピン
にて管理された。2018年4月、近医にて慢性C型肝炎を指
摘され、
肝保護の点から薬剤変更を依頼された。五苓散7.5
g/日を投与し（VAS：100）
、投与8週目には痛みの軽減は
認められるも消失には至らなかった
（VAS：73）
。次いで、
加工附子末製剤0.5 mg/日を併用し、併用6週目には痛み
は消失した（VAS：0）
。特記すべき有害事象は認められ
なかった。さらに、Short Form-8 Health Survey（SF-8）
を使用し、健康関連QOLを評価した。結果、全体的健康
感、体の痛み、活力および身体的サマリースコアは増加
した。
【結論】三叉神経痛に対する五苓散と加工附子末製
剤の併用の有用性が示唆された。
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炎症性偽腫瘍のステロイド療法について
北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔顎顔面
外科学教室

長峯 杏介, 足利 雄一, 格口 渉, 鳥居 ちさほ, 鄭 漢忠
【目的】炎症性偽腫瘍は，悪性腫瘍との鑑別が困難とされ
ている腫瘍類似疾患である．治療法として，外科的切除
やステロイド療法があり，放射線治療や経過観察中に消
失した症例などの報告もある．今回，われわれは炎症性
偽腫瘍に対し，ステロイド療法による治療を行ったので
その概略を報告する．【症例1】73歳, 女性.［主訴］開口障
害.［現病歴］平成18年8月中旬より開口障害と右顎関節相
当部の自発痛を自覚し，9月当科初診した.［現症］開口量：
6mm．画像診断と生検の結果より右側頭下窩炎症性偽腫
瘍と診断し, 10月よりステロイド療法を開始し，4か月後
には開口量：47mmとなった.  【症例2】59歳, 男性.［主訴］
開口障害.［現病歴］平成21年3月他院にて右上7抜歯後よ
り開口障害を自覚するようになり，開口障害が改善され
ないため11月当科を初診した.［現症］開口量：8mm．前
医からの結果より右側頭下窩炎症性偽腫瘍と診断し，ス
テロイド療法を開始した. 投与開始2か月後に耐糖能異常
が出現したためステロイド療法を中止した．ステロイド
療法中止後は開口量：1mm程度となり，画像上も腫瘤の
増大を認めた．平成22年10月当院耳鼻咽喉科に対診し，
ステロイドとエンドキサンの投与が行われた．転居に伴
い当科最終受診は平成24年2月で開口量：29mm（ステロ
イド6mg/day内服）であった．【症例３】46歳, 女性.［主
訴］左上顎の腫脹.［現病歴］平成25年11月ごろより左上７
咬合痛を自覚。左上顎の腫脹が出現し，腫脹と開口障害
が徐々に増悪したため平成26年10月当科を受診した。
［現
症］開口量：25mm．11月よりステロイド療法を開始した.
平成29年1月開口量：31mm（ステロイド2.5mg/day内服）
であった.
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座長：新井 直也

大阪歯科大学附属病院 障がい者歯科

1

咬合接触の左右差が大きいと、重心動揺
は増加するが転倒には関連しない

東日本大震災被災者における歯周病と不
眠症の関連
東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科, 2東北福祉大学
総合福祉部

田中 佑人, 伊達岡 聖, 中嶋 正博

土谷 昌広1, 渡邉 誠2

【目的】咬合接触のバランスと転倒リスクとの関連は主に
高齢者を対象として研究されてきた。しかし、高齢者の
系統疾患や平衡機能低下の影響が十分に考慮されている
とは言えない。従って、本研究では、上記交絡因子が存
在しない小児者を対象として研究を行った。
【方法】大阪
にて開催された科学の祭典に来場した者のうち、除外基
準、包含基準を満たす65名
（女性 29名、平均年齢 9.5±1.5
歳）
が本研究に参加した。参加者は年齢、
性別、
身長、体重、
過去1年の転倒の有無が注意深く聴取された。咬合接触
面積がデンタルプレスケール（富士フィルム社製）とオ
クルーザー（GC社製）にて記録された後に正中で分割さ
れ、大きい方の半分を小さい方の半分で除した数値が咬
合接触比として分析に使用された。直立時の足圧中心の
動揺が、咬頭嵌合位と下顎安静位条件において、フット
ビュー（ニッタ社製）にて記録され、その30秒間の総軌
跡長と矩形面積が分析に使用された。その他、体力と平
衡機能を評価するために、握力と片足立時間が記録され
た。
【結果】咬頭嵌合位において、足圧中心の総軌跡長と
矩形面積は、咬合接触比の増加に応じて増加し、その関
連は有意であった (rs = 0.305, p = 0.014; rs = 0.426, p ＜
0.001)。一方、下顎安静位ではそれが認められなかった (p

【目的】不眠症は大規模災害後の重要な対象疾患であり、
身体的/精神的ストレスを慢性的に悪化させることから
も包括的医療支援が必要とされる．近年，睡眠障害と歯
周病の相互的な関連が示される一方で，被災者におけ
る調査は行われていない．本研究では東日本大震災被
災者における不眠症と口腔症状の関連性について検討
し、歯科的介入の可能性を示すことを目的とした．【方
法】2011 ～ 13年度実施の「被災者健康調査」で得られた，
宮城県沿岸部住民8,015名のデータを用いた．欠損デー
タには多重代入法を用いて補完後、解析に用いた．目的
変数は不眠症の有無とし，主要変数としては3種類の口
腔内の訴え（「歯の痛み」，「歯ぐきの腫れ・出血」，「かみ
にくい」
）を使用し，共変量として性別，年齢，経済状
況，BMI，全身疾患，飲酒・喫煙習慣の有無，Kesselar
うつ尺度，心的外傷後ストレス反応を共変量として用
いた．多重ロジスティック回帰分析により調整オッズ
比（OR）とその95%信頼区間（CI）を算出，有意水準は P
＜0.05として解析を行った．
【結果と考察】被災者におい

て不眠症は2,892名（38.9％）であった．そのうち，「歯の
痛み」
，
「歯ぐきの腫れ・出血」
，
「かみにくい」と訴えた
ものが，それぞれ6.5％，7.1％，6.3％（全体では3.9％，
= 0.800, p = 0.091)。転倒経験群と非経験群との間の背景
3.9％，3.2％）であった．共変量の補正後において，不
因子、即ち年齢、性別、身長、体重、握力、片足立時間
眠症と「歯ぐきの腫れ・出血」，および「かみにくい」の
を傾向スコアによって調整し、マッチドペア解析を行っ
間には有意な相関が示された（OR=2.16，95％ CI=1.43た結果、両群の咬合接触比、足圧中心の総軌跡長と矩形
3.26, p＜0.001;OR=2.22，95％ CI=1.40-3.51, p＜0.01）
．そ
面積に有意な差は認められなかった (p = 0.265, p = 0.511,
p = 0.301)。
【結論】咬合接触面積の左右差が大きい者は、 の一方で「歯の痛み」とは有意な関連は認められなかった
「かみにくい」
そうでない者と比較して、直立時の重心動揺が大きい傾 （p=0.45）．不眠症と「歯ぐきの腫れ・出血」，
の相関は精神的ストレス因子による補正後においても有
向を認めたが、転倒とは有意な関連を認めなかった。【学
意であったこと．それらの因果関係については明確では
会員外研究協力者】前田 芳信 大阪大学大学院歯学研究
無いが，歯科的介入の睡眠に与える影響を今後明らかに
科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科
することは歯科医療の社会的役割を向上させることに繋
学分野
がることが示唆された．
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神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野

高知大学医学部歯科口腔外科学講座

八谷 奈苗, 松本 耕祐, 松尾 健司, 榎本 由依,
北山 美登里, 鈴木 泰明, 古森 孝英

北村 直也, 溝渕 隆宏, 吉澤 泰昌, 笹部 衣里,
山本 哲也

口腔扁平苔癬に対する炭酸ガスレーザー
蒸散療法の臨床試験

【目的】口腔扁平苔癬（Oral Lichen Planus：以下OLP）は
口腔粘膜において発生頻度の高い難治性の慢性炎症性疾
患であり、前癌状態に位置づけられているが、発生機序
に不明な点が多く、現在標準的な根治的治療は存在しな
い。このため副腎皮質ホルモン剤軟膏の局所塗布、含嗽
剤の使用など、保存的療法が長期間選択されることが多
い。本症には保存的治療に抵抗性を示す病態もあり、疼
痛や灼熱感による摂食障害や長期通院など患者のQOLを
下げることも多く、OLPの自覚症状の改善や早期治癒を
期待できる新しい治療法が期待される。近年、OLPに対
する炭酸ガスレーザー蒸散療法の有用性に関する報告が
海外で散見されているが、本邦での報告は少ない。本研
究では、OLPに対する炭酸ガスレーザー蒸散療法の介入
研究を行い、その有用性について検討した。
【方法】2013年4月から2015年12月までに神戸大学医学部
附属病院歯科口腔外科を受診し、臨床的・病理組織学
的にOLPと診断された16例18部位を対象とした。全例
で90日間の保存的治療を行い、改善を認めなかった9例
11部位に対し局所麻酔下で炭酸ガスレーザー照射（3W、
CWモード）を行い、疼痛の自覚症状（Numerical Rating
Scale：NRS）と客観的病状 (Thongphrasom Sign Score：
TSS)について術後1年間にわたり評価を行った。本臨床
研究は、神戸大学医学倫理委員会の承認の下行っている。
【結果】炭酸ガスレーザー蒸散療法を行った9例11部位に
ついて、術後1年後の時点において自覚症状の改善を全
例で認め、8例10部位で客観的病状の改善を認めた。現
時点で悪性化した症例はない。
【結論】保存的治療に抵抗性を示すOLPに対する炭酸ガス
レーザー蒸散療法の介入研究を行い、治療1年後までの
自覚症状と客観的病状の評価を行い、本治療の有用性と
適応症例について考察を行った。

当科における最近10年間の血液培養検
査に関する臨床的検討

【目的】血液培養検査（血培）は感染症治療を行ううえで極
めて重要で、抗菌薬の選択を含む治療方針の決定に重要
な情報をもたらす。口腔は感染経路の入口であるにも関
わらず、過去に口腔外科疾患患者の血培に関する報告は
見当たらない。そこで今回われわれは、当科における最
近10年間の血培に関する臨床的検討を行った。
【対象お
よび方法】2006年10月～ 2016年9月までの期間に当科で
施行した血培について、患者数、検査セット数、陽性
率、汚染率、分離菌種、臨床経過および予後などについ
て検討した。血培装置はBacT / Alert 3D（シスメック
ス社）を使用し、好気用ボトルと嫌気用ボトルを1セッ
トとして用い、培養期間は6日間とした。なお、コンタ
ミネーション（汚染）は同日に2セット採取して、汚染と
して検出される可能性が高いといわれている対象菌が1
セットのみ陽性の場合とした。
【結果】患者数はのべ200
例で、検査セット数は374セット（1セット採取：26例、2
セット採取：174例）、陽性率：12.8%（48/ 374セット）
、
汚染率：2.9%（5 / 174例）であった。血培陽性29例中、
汚染例の5例を除く菌血症24例（15名）の分離菌の内訳は
Candida albicans ：7例（すべて同一患者）、Enterococcus
属：5例（2名 ）、Pseudomonas aeruginosa 、Escherichia
coli 、Staphylococcus aureus：それぞれ2例（2名）、その他：
6例（6名）であった。菌血症患者15名はすべて入院症例で、
主病名は口腔癌：14名、MRONJ：1名で、菌血症に至っ
た原因は化学療法あるいは放射線療法関連の有害事象：
6名、カテーテル関連（尿道、中心・末梢静脈）の感染：4
名、術後の肺炎あるいは創感染：3名、終末期：2例であっ
た。なお、菌血症発症後2か月以内の死亡例は4名であっ
た。【結論】化学療法およびカテーテル留置時の発熱には
注意が必要で、一旦、菌血症を呈すると非常に予後不良
であることから、迅速かつ汚染のない血培を複数セット
行う重要性を再認識した。
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唾液腺疾患

15:10〜15:30
座長：坂下 英明

1

日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座, 2日本大学 松戸歯
学部 口腔病理学

明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分
野１

安藤 花1, 山本 泰1, 飯塚 普子1, 堀内 真千代1,
羽田 紗綾1, 牧 桜子1, 末光 正昌2, 池田 眞紀子1,
田中 茂男1, 西村 均1, 久山 佳代2, 小宮 正道1

藤原 敬子, 森 一将, 正木 喜博, 嶋田 淳

過去10年間に当科で治療を行った唾液
腺腫瘍の臨床統計学的検討

【緒言】過去10年間に当科で治療を行った唾液腺腫瘍につ
いて臨床統計学的検討を行ったので報告する。
【材料および方法】2005年4月1日から2015年3月31日まで
の10年間に、日本大学松戸歯学部付属病院口腔外科を受

当科における口蓋唾液腺腫瘍の臨床的検
討

【諸言】2005年WHO分類における唾液腺腫瘍は頭頸部
腫瘍の1 ～ 4％を占め、好発部位は一般に大唾液腺では
耳下腺、小唾液腺では口蓋とされている。本腫瘍は画像
所見に一様な見解がなく、病理組織学的にも多彩で、診
断や治療に苦慮する症例が散見される。今回演者らは，
1992年から2016年までの過去24年間に当科を受診し，口
蓋に発生し、唾液腺腫瘍の診断を得た32例について臨床
的検討を行った。また、そのうち1例についてさらに検
討を加えた。【結果】対象症例32例の性差は男性17例、女
性15例、良性腫瘍は男性11例、女性12例、悪性腫瘍は男
性6例、女性3例であった。平均年齢は56.8歳、良性腫瘍

診し、口腔外科学講座にて治療を行った唾液腺腫瘍を対
象とし、組織型、初診時年齢、性別、発生部位、病悩期間、
受診経路、治療法および治療成績について検討した。
【結果】唾液腺腫瘍は全症例で39例であり、うち良性腫瘍
は31例（79.5％）
、悪性腫瘍は8例（20.5％）であった。病理
組織学的診断は、良性腫瘍では多形腺腫が26例（83.9％）、 は55.8歳、悪性腫瘍は59.2歳であった。良性腫瘍は23例
ワルチン腫瘍が4例（12.9％）
、嚢胞腺腫が1例（3.2％）で （71.9％）、悪性腫瘍は9例（28.1％）であった。病理組織型
では良性腫瘍は多形腺腫が21例、次いで筋上皮腫が2例
あった。悪性腫瘍では粘表皮癌が4例（50.0％）
、腺様嚢胞
であった。悪性腫瘍は、多形腺腫由来癌が4例で最も多
癌が2例（25.0％）
、オンコサイト癌が1例（12.5％）、多形
く、次いで粘表皮癌3例、多形低悪性度腺癌2例であった。
腺腫由来癌が1例（12.5％）であった。初診時年齢は22歳か
臨床的検討症例のうち1症例についてさらに検討を加え
ら91歳で、平均年齢は57.7歳であった。全症例の性別の
た。【症例】64歳，男性。現病歴：近歯科医院にて口蓋
内訳では男性が15例（38.4％）
、女性が24例（61.5％）で女
性に多く認められた。発生部位としては全症例のうち口
蓋が最も多く15例（38.5％）
、頬粘膜が10例（25.6％）、耳
下腺が10例（25.6％）
、顎下腺が3例（7.7％）
、下顎歯肉が1
例（2.6％）であった。悪性唾液腺腫瘍の発生部位は口蓋が
最も多く4例（50％）であった。治療法としては全症例に
おいて手術療法を施行していた。再発症例は2例（5.1％）
で組織型は多形腺腫、腺様嚢胞癌であった。
【結論】本検討では、組織型・初診時年齢・性別・発生部
位の分布は過去の報告とほぼ同様の結果となった。

部腫脹を指摘され当科紹介来院。既往歴：高血圧（ミコ
ンビ配合錠服用中）
。口腔外所見：特記事項なし。口腔
内所見：左側口蓋部に20mm大の境界明瞭な楕円形腫瘍
を認めた。画像所見：CTは左側上顎前歯部口蓋側に一
部骨吸収を伴う類円形不透過像を認めた。MRIは約15×
12×16mm大，T1でやや低信号，T2で低～中信号の境
界明瞭で被膜を有する腫瘍を認めた。シンチグラフィは
99mTc04-，Ga-67共に集積像は認められなかった。臨床
検査：異常所見なし。処置および経過：左側口蓋良性腫
瘍（多形腺腫疑い）の診断のもと全身麻酔下にて左側口蓋
腫瘍切除術施行。病理組織検査にて粘表皮癌の診断を得
た．術後半年経過するが，再発・転移等は認められず経
過良好である。
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下唇に発生した多形腺腫の1例とその発
症頻度の文献的検討

悪性腫瘍を疑った口蓋多形腺腫の1例
明海大学 歯学部 病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学
第一分野

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 歯科口腔
外科

正木 喜博, 森 一将, 藤原 敬子, 龍田 恒康, 嶋田 淳

古園 大気, 森 久美子, 谷口 広祐, 中島 健

【緒言】小唾液腺由来の唾液腺腫瘍は頭頸部腫瘍の18 ～
38%で口蓋に好発し、病理組織型は多形腺腫（以下PA）
が
最も多いとされている。大唾液腺由来症例と比較し、小
唾液腺由来症例は比較的発育緩慢で病脳期間が長く、悪

【目的】多形腺腫は耳下腺に好発し，小唾液腺では口蓋腺
に発生することが多いが，下唇での報告はきわめて少な
い。今回われわれは下唇に発生した多形腺腫の1例を経
験したので，若干の文献的考察を加えてその概要を報告
する。【材料および方法】50歳男性，特記すべき既往歴
なし。2年前より下唇の腫瘤を自覚していたが放置して
いた。初診約2週間前に定期検診で紹介元歯科医院受診，
その際に腫瘤を指摘され精査目的で当科紹介受診となっ
た。臨床所見や画像検査から，下唇粘液嚢胞または腫瘍
性病変を疑った。後日，静脈内鎮静法併用局所麻酔下
で摘出術を行った。標本は大きさが8×5mm大の線維性
被膜に覆われており，内部は充実性であった。確定診断
のため，H-E染色と免疫組織化学染色を行った。
【結果】
H-E染色では，腫瘍は上皮成分と間質成分の混在からな
り，上皮成分は管状，シート状，索状あるいは網状配列
を示した。また，間質成分は上皮成分から移行してみら
れ，一部粘液腫様あるいは軟骨様であった。さらに免疫
組織化学染色では，導管上皮様細胞がS-100蛋白・AE1/
AE3で陽性を示し，腫瘍性筋上皮細胞はS-100蛋白・α
-SMA・P63で陽性を示し，細胞間基質はアルシアンブルー
で陽性を示した。確定診断は多形腺腫であった。2016年
12月現在，再発の所見はなく経過は良好である。【結論】
下唇多形腺腫の本邦での報告は過去に5例しかなく，我々
は非常に稀である下唇多形腺腫の症例を経験した。

性化率が高いと報告される。今回演者らは悪性腫瘍を
疑った口蓋多形腺腫の1例を経験したので報告する。【症
例】48歳、女性。主訴：左側口蓋部腫脹。現病歴：半年
前より左側上顎臼歯部歯肉に腫脹を生じたが放置、増大
を認めた為、精査加療目的に来院となる。既往歴：鉄欠
乏性貧血、子宮筋腫。口腔外所見：特記事項なし。口腔
内所見：左側上顎第一、第二大臼歯頬側歯肉部から口蓋
に32×18mm大の境界不明瞭な腫瘤を認めた。同部は対
合歯咬合により生じたと考えられた潰瘍を伴い、易出血
性、周囲硬結が見られた。疼痛及び神経症状は認められ
なかった。画像所見： CTは左側上顎洞前・側壁に骨吸
収が見られ、頬粘膜肥厚様透過像を認めた。MRIはT1で
低信号、T2で高信号と一部低信号混在像がみられ、硬口
蓋皮質骨圧迫吸収像が認められた。処置及び経過：左側
上顎腫瘍の診断のもと、全身麻酔下に左側上顎腫瘍切除
術を施行した。腫瘍直下の骨はラウンドバーを用いて可
及的に削合した。上顎洞穿孔部は頬脂肪体弁移植術を施
行した。病理組織検査にてPAの診断を得た。潰瘍部分
は著しい異形成を認めたが咬合刺激による再生異型と判
断した。術後1年経過したが再発等はなく経過良好であ
る。【考察】口蓋に発生するPAは悪性化症例が散見され
る。口蓋PAは物理的・化学的刺激や細菌感染による二
次的変化を受けやすく良・悪性に関わらず潰瘍形成を伴
う事が多いとされる。本症例は腫瘍の増大、対合歯によ
る機械的刺激により潰瘍を形成、CTで骨の圧迫吸収像
が見られた為、悪性腫瘍を疑った。口蓋PAの表在粘膜
にPAとは独立した扁平上皮癌が発生した報告や多形腺
腫由来癌の報告等もあり、今後も注意深い経過観察が必
要と考えた。
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ラット末梢性嚥下障害モデルを用いた乳
歯歯髄幹細胞由来成長因子の治療効果の
検討
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学
講座 顎顔面外科学, 2新潟大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面再建学講座 組織再建口腔外科学分野, 3藤枝平成記
念病院 歯科口腔外科

鶴田 剛士1, 片桐 渉2, 大杉 将嗣3, 酒井 陽1,
若山 有紀子1, 坂口 晃平1, 渡邊 純奈1, 日比 英晴1
【目的】上喉頭神経（SLN）は嚥下に重要な役割を果たす
が，頸部郭清術などの頭頸部領域の手術で損傷を受ける
ことがある．SLN損傷により嚥下障害と誤嚥性肺炎のリ
スクが上昇するが，有効な治療法は存在せず，新規治療
法の開発が望まれる．しかしSLN損傷による末梢性嚥下
障害の動物モデルは確立されていない．われわれは乳歯
歯髄幹細胞由来成長因子（SHED-CM）に含まれる神経栄
養因子などが末梢神経再生に寄与することを報告してき
た．本研究はラットSLN損傷による末梢性嚥下障害モデ
ルを確立し，SHED-CMの治療効果を明らかにすること
を目的とした．
【材料および方法】10週齢のWistar系ラッ
トの両側SLNを損傷した後に，実験群，対照群，未治療
群を設定した．実験群はSHED-CMを，対照群は無血清
DMEMを尾静注した．損傷3日後に，SLNにおける神経
栄養因子などの遺伝子発現をqPCR法にて評価した．損
傷7日後に，嚥下回数，嚥下反射出現までの潜時につい
て電気生理学的評価をした．2分間の摂水について行動
学的評価をした．0.025%ピオクタニン入り水溶液摂水後
の喉頭とSLNを採取し，画像解析ソフト (Image-J) ，透
過型電子顕微鏡を用いて組織学的評価をした．
【結果】電
気生理学的評価では実験群で嚥下回数，潜時の改善を認
めた．損傷部位におけるNGF，BDNF，GDNFなどの遺
伝子発現が上昇した．行動学的評価では摂水量，水舐め
率，中断回数の改善を認めた．組織学的評価では喉頭蓋，
声門の染色域が縮小した．SLN横断面の軸索数，G-ratio
の改善を認めた．
【結論】末梢性嚥下障害モデルを確立し
た．SHED-CM投与により神経再生，神経機能改善があっ
たことから，SHED-CM投与は末梢性嚥下障害の治療法
となり得る可能性が示唆された．

新生仔ラット延髄スライス標本を用いた
嚥下活動の電気生理学的および薬理学的
解析
大阪大学 大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室, 2大阪
府立母子保健総合医療センター 口腔外科

近藤 敬秀1, 山西 整2, 青海 哲也1, 原田 丈司1,
外川 健史2, 小橋 寛薫1, 古郷 幹彦1
【目的】これまでわれわれの研究室では新生仔ラット延髄
en bloc標本および若年ラットin situ標本から嚥下活動を
発現させ、最近では迷走神経、舌下神経および孤束核を
含んだ延髄スライス標本にて安定した嚥下活動が発現し
得ることを報告した。今回、延髄スライス標本を用いて、
これまで不明であった嚥下活動の発現に関与する興奮性
神経伝達物質受容体について継続的な研究を行い、若干
の知見を得たため報告する。【方法】実験には2日齢SD系
ラットを用いた。深麻酔後に脳幹ブロックを抽出し、ス
ライサーを用い橋を除去した後、迷走神経、延髄背側の
孤束核、呼吸中枢であるpre-Bozinger complex、舌下神
経運動核および舌下神経運動神経を含む800μmの延髄
スライス標本を作成した。人工細胞外液(ACSF)を還流さ
せた記録チャンバーに標本を固定し、舌下神経より自発
的な呼吸活動および誘発性の嚥下活動の記録を行った。
嚥下活動の誘発は、迷走神経に対する電気刺激にて行っ
た。延髄スライス標本より自発的な呼吸活動、電気刺激
誘発性の嚥下活動および嚥下活動による呼吸間隔の延長
が安定した状態で薬剤投与実験を行った。薬剤投与実験
として、non-NMDA受容体拮抗薬およびNMDA受容体
拮抗薬をACSFへ投与(全体投与)した。また、NMDA受
容体拮抗薬をスライス標本上の孤束核もしくは舌下神経
核へ投与(局所微量投与)した。【結果】non-NMDA受容体
拮抗薬の全体投与により自発的な呼吸活動は消失した一
方で、嚥下活動は減弱するものの誘発された。NMDA受
容体拮抗薬の全体投与により自発的な呼吸活動は認めら
れたものの誘発性の嚥下活動は消失し、誘発による呼吸
間隔延長も認められなかった。孤束核もしくは舌下神経
核に対するNMDA受容体拮抗薬の局所微量投与の結果、
誘発性の嚥下活動は減弱・消失傾向を示した。【結論】嚥
下活動の発現には延髄孤束核もしくは舌下神経核に存在
するNMDA受容体が主要な役割を果たすことが明らか
となった。
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粉末食を用いた長期飼育がマウスの糖代
謝機構へ及ぼす影響
1

東北大学病院 顎口腔機能治療部, 2東北福祉大学 健康科
学部 保健看護学科, 3東北福祉大学 総合福祉学部 社会福
祉学科, 4東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学
分野

土谷 忍1, 土谷 昌広2, 渡邉 誠3, 佐々木 啓一4
【目的】食習慣の問題が肥満や生活習慣病の発症因子とな
ることが示唆されているが、そのメカニズムは不明であ
る。食後の血糖値はインスリンなどのホルモンにより制
御されているが、食習慣がそれらの制御機構にどのよう
な影響を及ぼすかは明らかとなっていない。そこで本研
究では粉末食による長期飼育が糖代謝機構および行動に
及ぼす影響について検討を行った。
【材料・方法】Balb/
cマウス（3週齢）にペレット食（Cont群）
、あるいは粉末食
（Powder群）
を与え、
20週齢まで飼育した。各群について、
血糖値の動態、血清中のインスリン、カテコールアミン
量を測定した。行動異常（自発運動量、社会性行動）につ
いても検討を行い、2型糖尿病治療薬リラグルチド（200
μg/kg）投与による血糖値の改善に伴う変化についても
評価を行った。【結果】Powder群においては平常時の血
糖値の有意な上昇、血中インスリンレベルの低下に加え
て、血中カテコールアミン量の上昇が確認された。また、
それらの事象と一致した、平均血圧の上昇と自発運動量
の増加、社会性行動の亢進が示された。リラグルチドの
投与は血糖値の低下に加えて、Powder群で認められた
行動異常をCont群と同程度まで改善した。
【結論】消化吸
収の早い粉末食は食後血糖値の急速な上昇と空腹時の低
下をもたらす。その長期飼育は今回の様な全身的な代謝
機構の障害を介して、日常的な血糖値、血圧の上昇を誘
導することが考えられる。マウスの血圧上昇と行動異常
は血糖値の変動と関連しており、糖尿病患者における気
分障害の類似の事象と考えられる。すなわち、適切な食
生活は生活習慣病を予防する重要な環境因子となり、そ
の維持・回復を行う歯科医療の重要性を示す結果である
と考えられる。

2-P-86

母獣ラットへの亜鉛欠乏飼料給餌が新生
仔ラット三叉神経中脳路核ニューロンの
活動特性に与える影響
大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室

山田 早織, 田中 晋, 関 壮樹, 辻 忠孝, 古郷 幹彦
【目的】亜鉛は生体恒常性維持に重要な微量元素の一つで
あり、欠乏すると食欲不振、成長遅延等の症状を生じる
ことが報告されている。これまでに、亜鉛欠乏飼料給餌
により摂食量は減少すると報告がある一方、視床下部弓
状核では摂食促進ペプチドNPYの発現は増加すること
が報告されている。三叉神経中脳路核ニューロンは一次
感覚ニューロンとして機能するだけでなく三叉神経運動
ニューロンからの出力を修飾し、顎運動パターン形成に
関与するが、亜鉛欠乏状態が三叉神経系ニューロンの
応答特性に如何なる変化をもたらすか明らかにされてい
ない。そこで本研究では、亜鉛欠乏状態における三叉神
経中脳路核ニューロンの活動特性を明らかにするため電
気生理学的に検討を行った。【方法】SD系ラットを標準
飼料給餌群（CT群）、欠乏飼料給餌群（ZD群)の二群に分
けて飼育し、P10-17のラットを用いた。電気生理学的検
討にはホールセルパッチクランプ法を用いた。脳幹組織
を摘出し、三叉神経中脳路核を含む厚さ300 μmの冠状
脳幹スライスを作製、赤外線透視条件下で三叉神経中脳
路核ニューロンを同定後、先端抵抗値3-5 MΩのパッチ
電極を用いてホールセル記録を行った。
【結果】ZD群は
CT群と比較して三叉神経中脳路核ニューロンの静止膜
電位は上昇傾向を示し、c-clamp条件下で発火活動（AP）
特性におけるスパイク再分極過程の促進傾向、連続発火
活動（ST）特性におけるスパイク周波数の上昇を認めた。
v-clamp条件下でIhのチャネルゲート特性変化と活動時
定数の上昇を認めた。CT群でNPY投与時に観察される
AP、ST特性の修飾効果については一部減弱がみられた
が、CT群と同様の修飾変化が観察された。【結論】亜鉛
欠乏状態の三叉神経中脳路核ニューロンは易発火性で興
奮性が増大すると考えられ、また、NPYに対する応答性
に変化はなく定常状態における興奮性が増大することで
運動ニューロンからの出力を修飾している可能性が推察
された。
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平島

惣一

2-F-11

土谷

昌広

2-P-76

西尾

佳朋

2-C-2

角田

直子

1-F-4

西川

敦

1-D-2

鶴岡

祥子

2-F-2

西田

亙

特別講演3

ふ

鶴田

剛士

2-P-83

西山

廣陽

2-P-48

深田

健治

2-P-70

福島

龍洋

1-P-61

福原紫津子

1-F-16

藤居

孝文

1-C-8

と

秀

の

東郷由弥子

2-E-19

野井

将大

2-P-46

藤田

宏人

1-P-10

東森

秀年

W-5-5

野口

博康

2-P-5

藤林

えみ

1-P-13

富樫

悠

2-P-61

野島

瞳

1-D-19

藤盛

真樹

1-C-9

徳善

紀彦

1-E-5

都倉

尭明

1-B-1

藤原久美子

サテライト2

ランチョン4

藤原

2-P-80

利光久美子

1-C-10
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敬子

渕上

貴央

1-P-7

見立

英史

2-E-17

山口

晴香

1-P-3

船登

咲映

2-P-2

道

泰之

サテライト4

山口

貴功

W-3-3

舟山

一成

2-P-8

光藤

健司

1-D-11

山口

芳功

W-2-2

古園

大気

2-P-81

峯村

周

1-F-9

山下

淳也

2-P-18

古野

翔大

1-C-4

宮城

徳人

1-F-19

山下

徹郎

W-2-3

古橋

明文

1-P-65

宮久保あや子

1-P-80

山下

善弘

S-3-5

宮腰

昌明

1-P-11

宮澤

広樹

2-C-8

山城

隆

Hitoshi Miyashita 2-D-2

山田

早織

2-P-86

ほ

サテライト１
S-2-2

堀永

大樹

1-C-24

宮本

大模

1-P-59

山本亞有美

2-P-69

本城

正

2-P-51

宮本

祥行

1-D-9

山本

一彦

1-P-66

山本

信祐

1-F-5

山本

翼

ま
前田

む
健康

2-P-42
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村瀬友里香

2-E-8

正井友里子

1-D-23

村田

琢

2-P-15

ゆ

正木

喜博

2-P-82

村山

敦

1-C-15

柚鳥

宏和

2-F-1

増井

正典

2-P-47

湯本

浩通

W-3-1

松岡

美玲

1-P-56

松沢

祐介

サテライト2

も

松末友美子

1-P-25

望月

敬太

2-P-58

よ

松田

彩

1-D-20

桃田

幸弘

2-P-73

横尾

聡

W-2-1

松田

慎平

2-P-27

森

一将

1-P-76

横川

美咲

1-C-17

松永

和秀

1-P-78

森岡

政彦

1-P-84

芳澤

享子

1-F-8

松原

誠

2-E-28

森川

貴迪

S-3-1

吉村くらら

2-P-4

松原

陵太

1-P-86

森本

泰成

1-P-37

吉村

伸彦

2-E-16

松村

吉晃

1-P-45

森本

佳成

S-1-2

吉本

秀輔

1-P-21

松本

佳輔

1-C-27

諸井

明徳

2-P-52

松本

剛一

2-E-12

松本

暢久

1-P-4

馬目

瑶子

2-P-13

や

丸川

浩平

1-F-2

八木沢就真

丸山

志保

2-P-32

み

わ
渡邊啓次朗

2-P-9

1-P-17

渡辺

秀紀

2-E-21

八木原一博

1-P-43

渡辺

紘士

1-P-85

安井

大樹

2-P-14

渡邊

美穂

2-E-9

光安

岳志

サテライト2

渡邉

賀子

2-P-31

矢多佐知子

1-P-20

三浦

千佳

1-D-22

八谷

奈苗

2-P-77

三上

俊彦

2-P-10

柳谷

美沙

2-P-24

三上友理恵

1-E-7

矢野

照雄

1-P-5

三島

克章

1-B-2

山内

健介

1-B-9

水田

邦子

2-P-20

山縣

憲司

1-P-42

水野

頌也
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山川

延宏

1-D-14
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