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ご 挨 拶

第 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会

会 長　喜久田　利弘
福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座 教授
福岡大学病院 歯科口腔外科 部長
福岡大学病院 栄養部 部長

第 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会を平成 28 年 4 月 15 日（金）は福岡県歯科医師会館、4 月 16 日

（土）、17 日（日）の 2 日間は福岡国際会議場にて開催致す運びとなりました。

第 70 回を迎える本学会の学術集会は、「口腔疾患治療の科
パラダイムシフト

学革命」と題し、口腔科学をより一層発展させ、

良好な口腔医療環境を患者様へ提供するために、より多くの知識や情報を共有することを主眼と致しました。

歯科口腔領域の疾患治療を日々、臨床・研究領域で研鑽されている会員の皆様の労苦の結果を御報告してい

ただき、皆さんで議論していただきたいと思います。歯科外科手技に関すること、疾患治療方法に関すること、

医療環境や多職種連携など日々の臨床へフィードバック可能な研究成果などを、多方面からの演題とその御

発表から日頃気がつかなかったキーワードが得られ、皆さんが変化できる情報交換の場になることを願って

おります。時代も変われば、医療も変わります。小さなきっかけからパラダイムシフトできればと期待して

おります。

今回のコンセプトをもとに、多彩な方面からの見地での学術集会を企画致しました。歯科口腔の臨床や基礎、

医療工学や新規医療材料学などを見聞していただき、「口腔疾患治療」の質の向上と高いレベルの医療を継続

できるかといった闊達な情報交換が行えることを目指しています。

今回の本学会総会学術集会を福岡の地で開催する事を心から光栄に感じております。御参加の皆さまに海・

山の幸の多い福岡の街で日頃の医療、研究の疲れを癒やしていただければと思います。

良い学会だったと皆様からお言葉をいただけるよう医局員一同心掛けて準備を進めてきました。どうぞ本

学会学術集会をお楽しみ下さい。



4

会長挨拶   3

日本口腔科学会担当大学   6

日本口腔科学会役員名簿   8

お知らせとお願い   10

交通のご案内・会場アクセス   14

会場のご案内   16

学会日程表   19

座長表   24

プログラム

　特別講演・理事長講演・学術講演   30

　宿題報告・指名報告   31

　学会賞優秀論文賞 2016 受賞者講演   32

　シンポジウム   32

　第 10 回教育研修会・市民・県民公開シンポジウム・市民・県民公開講座   35

　サテライトセミナー   36

　第 3 回口腔外科 粒子線・BNCT 研究会・ランチョンセミナー   37

　一般演題プログラム 2 日目

　　　　4 月 16 日（土）C 会場   40

　　　　4 月 16 日（土）D 会場   42

　　　　4 月 16 日（土）E 会場   43

　　　　4 月 16 日（土）F 会場   45

　一般演題プログラム 3 日目

　　　　4 月 17 日（日）C 会場   50

　　　　4 月 17 日（日）D 会場   52

　　　　4 月 17 日（日）E 会場   54

　　　　4 月 17 日（日）F 会場   56

　　　　4 月 17 日（日）ポスター会場   59

目　次



5

講演抄録

　特別講演   72

　理事長講演   74

　学術講演   78

　宿題報告   80

　指名報告   82

　学会賞優秀論文賞 2016 受賞者講演   84

　シンポジウム   86

　第 10 回教育研修会   115

　市民・県民公開シンポジウム   121

　市民・県民公開講座   127

　サテライトセミナー   129

　第 3 回口腔外科 粒子線・BNCT 研究会   134

　ランチョンセミナー   135

一般演題抄録

　一般演題（口演・4 月 16 日）   143

　一般演題（口演・4 月 17 日）   185

　一般演題（ポスター）   235

索 引   313



6

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　玄

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　玄

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　　　一

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

第 35 回 昭和 56 年度 東京医科歯科大学 塩田　重利

日本口腔科学会担当大学
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回 年　度 担当校 　会　長
第 36 回 昭和 57 年度 名古屋大学 岡　　　達

○ 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 髙戸　　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　章介

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　裕之

（○：日本医学会総会）
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理事長
丹沢　秀樹

副理事長
嶋田　　淳 藤田　茂之

理　事
有地榮一郎 安藤　智博 池邉　哲郎 石丸　直澄 大木　秀郎 岡本　哲治

金村　成智 喜久田利弘 北川　善政 古郷　幹彦 小林　　馨 柴原　孝彦

進藤　正信 杉山　芳樹 砂田　勝久 高木　律男 中村　誠司 浜川　裕之

前田　初彦 水谷　英樹 溝口　　到 宮崎　　隆 依田　哲也

監　事
藤内　　祝 宮本　洋二

名誉会員
赤坂　庸子 朝波惣一郎 天笠　光雄 有末　　眞 飯塚　忠彦 池村　邦男

石橋　克禮 泉　　廣次 伊藤　学而 井口　次夫 今井　　裕 植木　輝一

上田　　裕 内田　安信 内田　　稔 内山　健志 内海　順夫 浦出　雅裕

榎本　昭二 大石　正道 大竹　繁雄 大西　正俊 大庭　　健 大橋　　靖

大目　　享 岡　　伸光 岡野　博郎 岡野　友宏 扇内　秀樹 尾崎登喜雄

小野　克巳 小村　　健 賀来　　亨 河西　一秀 鹿島　　勇 梶山　　稔

片桐　正隆 香月　　武 金田　敏郎 亀田　　晃 亀山洋一郎 川嵜　建治

神田　重信 岸　　幹二 北　　進一 北村　中也 木下　靭彦 木村　博人

工藤　逸郎 久保田英朗 小谷　　朗 小谷順一郎 小浜　源郁 小宮山一雄

齊藤　　力 西連寺永康 作田　正義 佐々木次郎 佐藤　光信 佐藤　温重

塩田　重利 式守　道夫 篠崎　文彦 篠原　正徳 芝　　良祐 島田　桂吉

島原　政司 清水　正嗣 下岡　正八 下野　正基 白川　正順 白数　力也

白砂　兼光 新藤　潤一 杉原　一正 杉村　正仁 砂川　　元 諏訪　文彦

関山　三郎 瀬戸　晥一 田縁　　昭 高久　　暹 高田　和彰 高橋　和裕

田川　俊郎 竹内　　宏 田代　英雄 田中　　博 田中　貴信 田辺　晴康

谷口　邦久 兒野　喜穂 千葉　博茂 戸塚　盛雄 戸塚　靖則 冨岡　徳也

富田　喜内 長畠駿一郎 長山　　勝 南雲　正男 埜口五十雄 野間　弘康

野本　種邦 橋本　賢二 花田　晃治 浜田　　驍 林　　良夫 東　　義景

日比　五郎 福島　和昭 福田　道男 福田　　博 福田　仁一 藤下　昌巳

藤田　浄秀 藤田　　浩 藤林　孝司 渕端　　孟 古田　　勲 星　　秀樹

松村　智弘 松本　　章 松矢　篤三 水野　明夫 三谷　英夫 道　　健一

三村　　保 宮崎　　正 茂木　健司 茂木　克俊 森　　昌彦 安田　英一

山内　寿夫 山岡　　稔 山下　佐英 山城　正宏 山田　史郎 山根　源之

山本　悦秀 山本　　肇 山本　　昭 山本　浩嗣 山本　茂久 横井　基夫

吉岡　　済 吉澤　信夫 吉田　　廣 吉村　安郎 和田　卓郎

（平成 28年 3月 1日現在）

日本口腔科学会役員名簿
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評議員
赤川　安正 秋元　芳明 浅海　淳一 朝比奈　泉 東　　雅之 東　みゆき

鮎瀬　卓郎 新井　直也 新崎　　章 飯田　征二 飯田順一郎 飯野　光喜

伊賀　弘起 一條　秀憲 市ノ川義美 今村　佳樹 植野　高章 上山　吉哉

梅田　正博 大浦　　清 大野　　敬 大矢　亮一 岡田　康男 興地　隆史

奥村　泰彦 覚道　健治 葛西　一貴 風岡　宜暁 片岡　竜太 片倉　　朗

勝海　一郎 勝又　明敏 加藤　文度 金子　明寛 金田　　隆 上條竜太郎

川上　敏行 川尻　秀一 河野　憲司 川又　　均 管野　貴浩 岸本　裕充

北井　則行 桐田　忠昭 草間　　薫 楠川　仁悟 久山　佳代 倉林　　亨

栗田　　浩 栗田　賢一 玄　　景華 後藤　昌昭 小林　正治 小宮　正道

小室　歳信 古森　孝英 近藤　壽郎 斎藤　一郎 阪井　丘芳 坂下　英明

酒巻　裕之 佐々木　朗 佐々木啓一 笹野　高嗣 佐藤　博信 里村　一人

佐野　和生 佐野　　司 篠原　光代 柴田　考典 柴田　敏之 清水谷公成

下郷　和雄 下山　哲夫 城　　茂治 代田　達夫 杉浦　　剛 杉山　　勝

鈴木　邦明 住友伸一郎 瀬上　夏樹 関谷　秀樹 仙波伊知郎 高井　良招

高田　　隆 高田　　訓 高戸　　毅 高橋　　哲 高橋　浩二 高橋　一郎

武田　泰典 武知　正晃 田中　昭男 田中　　彰 田中　昌博 田沼　順一

近津　大地 津賀　一弘 槻木　恵一 土持　　眞 鄭　　漢忠 戸苅　彰史

冨永　和宏 豊澤　　悟 中川　種昭 中嶋　正博 中島美砂子 長塚　　仁

中原　　泉 永原　國央 中村　典史 永易　裕樹 中山　英二 中山　秀樹

二川　浩樹 西川　泰央 野口　　誠 長谷川博雅 長谷川　博 畑　　　毅

服部　正巳 濱田　　傑 濱田　良樹 羽村　　章 林　　孝文 林　　勝彦

平塚　博義 深山　治久 武川　寛樹 福田　雅幸 古澤　清文 別所　和久

本田　和也 本田　雅規 前田　伸子 馬嶋　秀行 又賀　　泉 松田　光悦

丸岡　靖史 水城　春美 三宅　　実 森　　悦秀 森田　章介 森本　泰宏

森山　啓司 矢島　安朝 山下　善弘 山本　　学 山本　哲也 湯浅　賢治

由良　義明 横尾　　聡 横山　敦郎 吉浦　一紀 吉岡　　泉 吉田　　篤

代居　　敬 米原　啓之 李　　昌一 領家　和男
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Ⅰ．学術集会参加の皆様へ
　受付開始：2016 年 4 月  16 日（土）   8:30 

17 日（日）   8:30
　参加費前納の方：�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。

　参加費未納の方：�参加登録受付（3F　ロビー）で参加費 15,000 円、メディカルスタッフ 5,000 円（要証明）、
学生（※ 1）2,000 円、一般（※ 2）5,000 円を納入いただき、参加証、プログラム・抄録
集をお受け取り下さい。

　参加証：会場内では必ずご記入の上、着用して下さい。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。
　　　　※ 2　質問は受け付けません。聴講のみでお願いします。

Ⅱ．会場
2016 年 4 月 15 日（金）
　福岡県歯科医師会館
　住所：〒 810-0041　福岡市中央区大名 1 丁目 12-43
　TEL：092-771-3531
　
2016 年 4 月 16 日（土）、17 日（日）
　福岡国際会議場
　住所：〒 812-0032　福岡県福岡市博多区石城町 2-1
　TEL：092-262-4111（代表）
　開催事務局：504 会議室
　
　総合受付：3F　ロビー
　クローク：3F　メインホール横、5F　506 会議室
　企業展示・書籍販売：4F・5F　ロビー
　ドリンクコーナー：5F　ロビー横
　Ａ会場　：3F　メインホール
　Ｂ会場　：5F　501 国際会議場
　Ｃ会場　：5F　502+503 会議室
　Ｄ会場　：4F　409+410 会議室
　Ｅ会場　：4F　411+412 会議室
　Ｆ会場　：4F　413 会議室
　Ｇ会場　：4F　414 会議室
　Ｈ会場　：4F　406 会議室
　Ｐ会場（ポスター会場）：4F　401 ～ 405 会議室
　 PC 受付 ：4F　407 会議室

　※福岡国際会議場では全館で無料 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 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会ホームページ

お知らせとお願い
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（www.jss2016.com）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。

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下さい。

登録期間：４月 14 日（木）～ ４月 27 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

下さい。
 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）でお待ち下さい。
2） 一般口演の発表時間は 6 分、質疑応答は 2 分です。演者は時間を厳守し、座長の指示に従って下さい。

発表日時はプログラムでご確認下さい。
3） 会場で使用する PC の仕様
 　（1）OS：Windows7
 　（2）ソフト：Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013 でご準備しております。
 　（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
 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下さい。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
でご注意下さい。枚数制限はしませんが、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、予め 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、パスワードは予め解除してください。
 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。
 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
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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下さい。
 【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）」として下さい。
 取り込んだ発表データは、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」（4F　407 会議室）にて受付して下さい。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下さい。
 4 月 17 日（日）の演題は前日（4 月 16 日（土））も受け付けます。

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

ルに貼付して下さい。
2） ポスター発表は 2 日間貼り替えなしで行います。
3） ポスター貼付
 　貼付時間：4 月 16 日（土）   9:30 ～ 10:30
 　質疑時間：4 月 17 日（日）   8:00 ～   9:30
 　撤去時間：4 月 17 日（日）15:00 ～ 16:30
 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。
4） 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
本文等を掲示して下さい。

 また発表者の写真（サイズは幅 20 × 20cm）を、演
題名・所属の左側に貼付して下さい。

 演題番号は学術集会事務局にて準備します。
 なお、示説発表者は配布資料（A3 判ないし A4 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 部を必ずご用意下さい。

5） 要旨口頭発表は 3 分、質疑応答は 2 分となっていま
す。

6） 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登録されたポス

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 17 日（日）
13:00 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、16:35 に A 会場にて行いますので、受賞者は会場にご集合下さい。

210cm210cm160cm160cm

30cm30cm

(W90×H160cm）(W90×H160cm）

(W70×H20cm）(W70×H20cm）

発表内容貼付スペース発表内容貼付スペース

この部分には
貼らないでください。
この部分には
貼らないでください。

真写真写 演題名・氏名・所属演題名・氏名・所属20cm20cm

20cm20cm 70cm70cm

90cm90cm
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Ⅳ．座長の先生へ
座長の先生は、3F ロビー　総合受付にて座長受付をお済ませの上、ご担当予定時刻の 15 分前までに所定
の会場にお越し下さい。進行・質疑討議の方法は座長にお任せしますが、所定の時間内に収まるようにお
願い申し上げます。

Ⅴ．理事会、評議員会、総会
1） 被選理事会 4 月 15 日（金）13:00 ～ 14:00　　福岡県歯科医師会館　5F　中ホール
2） 理事会 4 月 15 日（金）14:00 ～ 15:30　　福岡県歯科医師会館　5F　中ホール
3） 評議員会 4 月 15 日（金）15:30 ～ 17:00　　福岡県歯科医師会館　5F　視聴覚室
4） 総会 4 月 17 日（日）   9:30 ～ 10:20　　福岡国際会議場　　　5F　B 会場

Ⅵ．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 16 日（土）　15:30 ～ 17:30
会場：B 会場（福岡国際会議場　5F　501 国際会議室）
主題：「歯科医学の多様性　歯学からの情報発信」
受講料：3,000 円
参加申し込み：事前参加登録ですが、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。

Ⅶ．ランチョンセミナー
整理券を、開催当日 3F　ロビー　総合受付付近にて配布いたします。
※  16 日（土）のランチョンセミナーは 16 日（土）8:30 より、17 日（日）のランチョンセミナーは 

17 日（日）8:30 より配布いたします。お 1 人様 1 枚の配布となります。

Ⅷ．企業展示
日時：4 月 16 日（土）9:00 ～ 17:30
　　　4 月 17 日（日）9:00 ～ 16:00
会場：4F　5 Ｆ　企業展示会場
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［福岡国際会議場］

■ 住所
〒 812-0032
福岡県福岡市博多区石城町 2-1
TEL：092-262-4111

■�会場へのアクセス

交通のご案内・会場アクセス

千鳥橋JCT
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［福岡県歯科医師会館］

■ 住所
〒 810-0041
福岡市中央区大名 1 丁目 12 番 43 号
一般社団法人福岡県歯科医師会
TEL：092-771-3531
FAX：092-771-2988

■�会場へのアクセス

【JR 博多駅より】
　・車で約 15 分
　・福岡市営地下鉄 博多駅より天神駅（所要時間約 5 分）下車後、徒歩約 7 分

【福岡空港より】　
　・車で約 25 分
　・福岡市営地下鉄 福岡空港駅より天神駅（所要時間約 10 分）下車後、徒歩約 7 分

福岡県
歯科医師会館

昭和通り
中央郵便局

赤坂
天神

西鉄福岡駅

福岡市役所

明治通り

中州川端

呉服町

祇園町

地下鉄

中
央
区
役
所

博
多
駅

天
神
西
通
り

地
下
鉄

岩
田
屋

西
鉄

ソ
ラ
リ
ア

ホ
テ
ル

至
門
司
・
小
倉

至
鹿

児
島

至
福
岡
国
際
空
港

J
R

西
鉄
大
牟
田
線

西
鉄
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル

三越

国体道路

住吉通り

至大牟田
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会場のご案内

福岡国際会議場 EV EV

EV EV

控
室
3A

控
室
3B

控室3C 控室3D 主催者
事務室3E

WC

ー

EV2 EV3

A会場

クローク総合受付

控室
3A
控室
3B

控室3E：
主催者控室

控室3C：共有講師控室 控室3D：協賛者・スタッフ休憩室

410

409

414

413

EV EV

控室
4B

控室
4A

PC
受付

G会場

F会場

D会場

H会場

E会場

書籍販売企業展示

P2
（ポスター会場 2）

P1
（ポスター会場 1）

控室
4B

控室
4A

3 階

4階



17

福岡国際会議場

20,000

20
,0
00

22
,3
30

11
,1
00

501

503

502

EV EV

C会場

B会場

企業展示

開催
事務局

協賛者・
スタッフ休憩室

クローク
ドリンク
コーナー

談話コーナー

控室5A：
共有講師控室

控室
5B

5 階
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福岡県歯科医師会館　5F

北側階段

中央階段

南側階段

大ホール

ステージ

エレベーター
ホール

ホール

エレベーター
ホール

ホール

講師控室

男子便所 女子便所

中ホール 視聴覚室

EV EV EV

大ホール

中ホール 視聴覚室
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日程表
4月15日（金）　　福岡県歯科医師会館

中ホール 視聴覚室 大ホール
9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00
13：00〜 14：00

被選理事会13：30

14：00
14：00〜 15：30

理事会

14：00〜 15：30

市民・県民公開講座
「口から食べて体を元気に」

演者：大部 一成・山本 葉子
座長：堀之内 康文

※入場無料

14：30

15：00

15：30
15：30〜 17：00

評議員会
16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00
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4月16日（土）　　福岡国際会議場
A会場

3Fメインホール
B会場

5F　501国際会議室
C会場

5F　502+503
D 会場

4F　409+410
9：00

9：20 開会式
9：30

9：30〜 10：30

シンポジウム 1
「口腔の前癌病変と表在癌を科学する」

太田 嘉英・長塚 仁・川野 真太郎
座長：進藤 正信・中村 誠司

9：30〜 10：30

悪性腫瘍 1（基礎研究 1）
1-C-1 〜 1-C-7

座長：岡本 哲治・楠川 仁悟

9：30〜 10：30

良性腫瘍 1
1-D-1 〜 1-D-7

座長：安藤 智博・中山 秀樹

10：00

10：30
10：30〜 11：30

シンポジウム 2
「口腔癌顎骨浸潤度を科学する」

吉野 教夫・栢森 高・自見 英治郎
座長：有地 榮一郎・池邉 哲郎

10：30〜 11：30

シンポジウム 3
「顎矯正手術後の骨格安定度を科学する」

小川 卓也・大村 進・小林 正治
座長：嶋田 淳・溝口 到

10：30〜 11：20

悪性腫瘍 2（基礎研究 2）
1-C-8 〜 1-C-13

座長：上山 吉哉・鄭 漢忠

10：30〜 11：20

良性腫瘍 2
1-D-8 〜 1-D-13

座長：大矢 亮一・永易 裕樹
11：00

11：20〜 12：20

悪性腫瘍 3（基礎研究 3）
1-C-14 〜 1-C-20

座長：川又 均・浜川 裕之

11：20〜 12：00
有病者 1

1-D-14 〜 1-D-19
座長：片岡 竜太・高木 律男

11：30
11:30 〜 12：30

学術講演 1
立花 克郎

座長：柴原 孝彦・水谷 英樹

12：00

12：30
12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 1 
タキロン（株）
西山 明・柴 秀行
座長：小林 正治

12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 2 
（株）WEB プロモーション

植田 雄輝
座長：福田 麻衣子

13：00

13：30
13：30〜 14：15

理事長講演
丹沢 秀樹　座長：喜久田 利弘14：00

14：20〜 15：20

特別講演 1
朔 啓二郎

座長：伊賀 弘起・岸本 裕充

14：30

15：00

15：15〜 16：45

第 3 回口腔外科  
粒子線・BNCT 研究会

15：30
15：30〜 17：30

市民・県民公開シンポジウム
「広域災害時における 

歯科医療提供体制について」
足立 了平・佐々木 啓一 
柳川 忠廣・椎葉 正史

座長：丹沢 秀樹
＊入場無料

15:30 〜 17：30

第 10 回教育研修会
「歯科医学の多様性 
歯学からの情報発信」

山口 朗・茂呂 和世 
飯村 忠浩・福本 敏

座長：阪井 丘芳・中村 誠司

16：00

16：30

17：00

17：30
17：30〜 19：30

サテライトセミナー 1
「顎顔面手術手技研究会」

18：00
18：00〜 19：00

サテライトセミナー 2
「全国医学部附属病院 
歯科口腔外科科長会議」

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00

日程表
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4月16日（土）　　福岡国際会議場
E会場

4F　411+412
F 会場
4F　413

G会場
4F　414

ポスター会場
4F　401〜 405

9：00

9：30
9：30〜 10：30

画像
1-E-1 〜 1-E-7

座長：勝又 明敏・湯浅 賢治

9：30〜 10：30

唾液腺疾患
1-F-1 〜 1-F-7

座長：阪井 丘芳・又賀 泉

9：30〜 10：30

ポスター貼付10：00

10：30
10：30〜 11：30

症例報告 1（外傷・偶発症）
1-E-8 〜 1-E-14

座長：市ノ川 義美・杉山 芳樹

10：30〜 11：30

骨折 及び 顎関節症
1-F-8 〜 1-F-14

座長：覚道 健治・古森 孝英

10：30〜

ポスター掲示

11：00

11：30
11：30〜 12：30

症例報告 2（粘膜）
1-E-15 〜 1-E-21

座長：石丸 直澄・里村 一人

11：30〜 12：30

周術期
1-F-15 〜 1-F-21

座長：新井 直也・片倉 朗
12：00

12：30
12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 3
（株）モリタ・ライオン歯科材（株）

荒川 浩久
座長：諸星 裕夫

12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 4
（株）大塚製薬工場

草地 信也
座長：高田 徹

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30
17：30〜 19：30

サテライトセミナー 3
「よりよい口唇口蓋裂治療を考える会」

17：30〜 18：30

サテライトセミナー 4
「口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会」

17：30〜 19：30

サテライトセミナー 5
「日本顎関節外科研究会」

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00

日程表
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4月17日（日）　　福岡国際会議場
A会場

3Fメインホール
B会場

5F　501国際会議室
C会場

5F　502+503
D 会場

4F　409+410
8：00

8：30

9：00

9：30
9：30〜 10：20

総会
10：00

10：20〜 11：20
シンポジウム 4

「薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）
の最新知見を科学する」

冨永 和宏・北川 善政・池田 通
座長：前田 初彦・森田 章介

10：30
10：30〜 11：30

シンポジウム 6
「インプラント治療の今後を考える」

西村 正宏・澤瀬 隆・城戸 寛史
座長：佐藤 博信・宮崎 隆

10：30〜 11：30

インプラント
2-C-1 〜 2-C-7

座長：佐々木 啓一・近津 大地

10：30〜 11：30

顎変形症 及び 疼痛管理
2-D-1 〜 2-D-7

座長：佐野 和生・代田 達夫
11：00

11：30
11：30〜 12：30

特別講演 2
亀井 味楽

座長：喜久田 利弘・中村 典史
※入場無料

12：00

12：30
12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 5
（株）えん

坪倉 伸一
座長：喜久田 利弘

12：30〜 13：30
ランチョンセミナー 6

セルコム（株）
（株）翔栄ウェルネス

中村 尚志
座長：福田 麻衣子

13：00

13：30
13：30〜 14：00
学会賞優秀論文賞 2016 受賞者講演
林田 咲・上田 潤　座長：大木 秀郎・丹沢 秀樹

13：30〜 14：30

学術講演 2
森山 茂章

座長：森田 章介・吉岡 泉
14：00

14：00〜 14：50

悪性腫瘍 4（症例報告 1）
2-C-8 〜 2-C-13

座長：新崎 章・野口 誠

14：00〜 15：00

悪性腫瘍 6（臨床研究 1）
2-D-8 〜 2-D-14

座長：朝比奈 泉・藤内 祝

14：05〜 15：05

宿題報告
山口 朗

座長：古郷 幹彦・濱田 傑

14：30

14：50〜 15：50

悪性腫瘍 5（症例報告 2）
2-C-14 〜 2-C-20

座長：栗田 浩・近藤 壽郎

15：00
15：00〜 15：50

MRONJ
2-D-15 〜 2-D-20

座長：倉林 亨・佐々木 朗

15：10〜 15：30　指名報告
樋田 京子　座長：酒巻 裕之・山下 善弘

15：30
15：30〜 16：30

シンポジウム 5
「術後性三叉神経障害を科学する」

森本 泰弘・前澤 仁志・篠田 雅路
座長：小林 磬・藤田 茂之

15：30〜 16：30

シンポジウム 7
「歯科医療における静脈内鎮静法

のベネフィットを科学する」
堀江 彰久・渡辺 正人・河原 博

座長：砂田 勝久・丹羽 均

15：50〜 16：30
嚢胞

2-C-21 〜 2-C-25
座長：近藤 誠二・三宅 実

15：50〜 16：30
基礎研究（その他 1）
2-D-21 〜 2-D-25

座長：東 みゆき・金村 成智

16：00

16：30
16：35〜 閉会式

若手ポスター賞発表／ポスター賞発表
17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

日程表
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4月17日（日）　　福岡国際会議場
E会場

4F　411+412
F 会場
4F　413

G会場
4F　414

ポスター会場
4F　401〜 405

8：00
8：00〜 9：30

ポスター発表

8：30

9：00

9：30
9：30〜 15：00

ポスター掲示

10：00

10：30
10：30〜 11：40

症例報告 3（骨系）
2-E-1 〜 2-E-8

座長：杉浦 剛・林 孝文

10：30〜 11：30

その他
2-F-1 〜 2-F-7

座長：植野 高章・川尻 秀一
11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00
14：00〜 15：00

悪性腫瘍 7（臨床研究 2）
2-E-9 〜 2-E-15

座長：河野 憲司・田沼 順一

14：00〜 14：40
基礎研究（骨）

2-F-8 〜 2-F-12
座長：上條 竜太郎・本田 雅規14：30

14：40〜 15：40

基礎研究（粘膜、材料）
2-F-13 〜 2-F-19

座長：飯田 征二・岡田 康男

15：00
15：00〜 15：50

疼痛管理
2-E-16 〜 2-E-21

座長：玄 景華・深山 治久

15：00〜 16：30

ポスター撤去

15：30

15：40〜 16：30

有病者 2
2-F-20 〜 2-F-24

座長：喜久田 利弘・関谷 秀樹

15：50〜 16：30
基礎研究（その他 2）
2-E-22 〜 2-E-26

座長：濱田 良樹・米原 啓之

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

日程表
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■ 4 月 15 日（金）

会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

※ 14：00 15：30 市民・県民公開講座 口から食べて体を元気に 堀之内康文 九州中央病院

※会場 : 福岡県歯科医師会館　大ホール

■ 4 月 16 日（土）

会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

A 9：30 10：30 シンポジウム 1
口腔の前癌病変と表在癌を科学
する

進藤　正信 北海道大学
中村　誠司 九州大学

A 10：30 11：30 シンポジウム 2 口腔癌顎骨浸潤度を科学する
有地榮一郎 愛知学院大学
池邉　哲郎 福岡歯科大学

A 11：30 12：30 学術講演 1
口腔疾患における超音波医療機
器の将来

柴原　孝彦 東京歯科大学
水谷　英樹 藤田保健衛生大学

A 13：30 14：15 理事長講演 日本口腔科学会の役目 喜久田利弘 福岡大学

A 14：20 15：20 特別講演 1
齲歯と心臓病：
ビッグデータから考える

伊賀　弘起 徳島大学
岸本　裕充 兵庫医科大学

A 15：30 17：30
市民・県民公開
シンポジウム

広域災害時における歯科医療提
供体制について

丹沢　秀樹 千葉大学

B 10：30 11：30 シンポジウム 3
顎矯正手術後の骨格安定度を科
学する

嶋田　　淳 明海大学
溝口　　到 北海道医療大学

B 15：30 17：30 第 10 回教育研修会
歯科医学の多様性
歯学からの情報発信

阪井　丘芳 大阪大学
中村　誠司 九州大学

C 9：30 10：30 1-C-1 ～ 7 悪性腫瘍 1（基礎研究 1）
岡本　哲治 広島大学大学院
楠川　仁悟 久留米大学

C 10：30 11：20 1-C-8 ～ 13 悪性腫瘍 2（基礎研究 2）
上山　吉哉 山口大学
鄭　　漢忠 北海道大学

C 11：20 12：20 1-C-14 ～ 20 悪性腫瘍 3（基礎研究 3）
川又　　均 獨協医科大学
浜川　裕之 愛媛大学大学院

D 9：30 10：30 1-D-1 ～ 7 良性腫瘍 1
安藤　智博 東京女子医科大学
中山　秀樹 熊本大学

D 10：30 11：20 1-D-8 ～ 13 良性腫瘍 2
大矢　亮一 産業医科大学病院
永易　裕樹 北海道医療大学

D 11：20 12：00 1-D-14 ～ 19 有病者 1
片岡　竜太 昭和大学
高木　律男 新潟大学

E 9：30 10：30 1-E-1 ～ 7 画像
勝又　明敏 朝日大学
湯浅　賢治 福岡歯科大学

E 10：30 11：30 1-E-8 ～ 14 症例報告 1（外傷・偶発症）
市ノ川義美 帝京大学
杉山　芳樹 岩手医科大学

 座長表 （50音順・敬称略）
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会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

E 11：30 12：30 1-E-15 ～ 21 症例報告 2（粘膜）
石丸　直澄 徳島大学
里村　一人 鶴見大学

F 9：30 10：30 1-F-1 ～ 7 唾液腺疾患
阪井　丘芳 大阪大学
又賀　　泉 日本歯科大学

F 10：30 11：30 1-F-8 ～ 14 骨折　及び　顎関節症
覚道　健治 大阪歯科大学
古森　孝英 神戸大学

F 11：30 12：30 1-F-15 ～ 21 周術期
新井　直也 三重大学
片倉　　朗 東京歯科大学

■ 4 月 17 日（日）

会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

A 10：20 11：20 シンポジウム 4
薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）
の最新知見を科学する

前田　初彦 愛知学院大学
森田　章介 大阪歯科大学

A 11：30 12：30 特別講演 2 日本の伝統と革新の心：匠の葛藤
喜久田利弘 福岡大学
中村　典史 鹿児島大学

A 13：30 14：00
学会賞優秀論文賞
2016 受賞者講演

1、ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
（BRONJ）に対する治療法の検討 
―ステージ 2 に対する外科的治療
の適応と術式について―
2、Occurrence of Helicobacter 
pylori in saliva from preschool-age 
Children

大木　秀郎 日本大学

丹沢　秀樹 千葉大学大学院

A 14：05 15：05 宿題報告
オステオネットワークの構築・
維持・破綻：顎顔面骨疾患の病
態解析の基盤構築

古郷　幹彦 大阪大学

濱田　　傑 近畿大学

A 15：10 15：30 指名報告
腫瘍血管内皮細胞の特性解明と
新たな治療法への応用

酒巻　裕之 千葉県立保健医療大学
山下　善弘 宮崎大学

A 15：30 16：30 シンポジウム 5 術後性三叉神経障害を科学する
小林　　馨 鶴見大学
藤田　茂之 和歌山県立医科大学

B 10：30 11：30 シンポジウム 6 インプラント治療の今後を考える
佐藤　博信 福岡歯科大学
宮崎　　隆 昭和大学

B 13：30 14：30 学術講演 2
生体関節と人工関節のトライボ
ロジー

森田　章介 大阪歯科大学
吉岡　　泉 九州歯科大学

B 15：30 16：30 シンポジウム 7
歯科医療における静脈内鎮静法
のベネフィットを科学する

砂田　勝久 日本歯科大学
丹羽　　均 大阪大学

C 10：30 11：30 2-C-1 ～ 7 インプラント
佐々木啓一 東北大学
近津　大地 東京医科大学

C 14：00 14：50 2-C-8 ～ 13 悪性腫瘍 4（症例報告 1）
新崎　　章 琉球大学
野口　　誠 富山大学

C 14：50 15：50 2-C-14 ～ 20 悪性腫瘍 5（症例報告 2）
栗田　　浩 信州大学
近藤　壽郎 日本大学
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会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

C 15：50 16：30 2-C-21 ～ 25 嚢胞
近藤　誠二 福岡大学
三宅　　実 香川医科大学

D 10：30 11：30 2-D-1 ～ 7 顎変形症　及び　疼痛管理
佐野　和生 福井大学
代田　達夫 昭和大学

D 14：00 15：00 2-D-8 ～ 14 悪性腫瘍 6（臨床研究 1）
朝比奈　泉 長崎大学
藤内　　祝 横浜市立大学

D 15：00 15：50 2-D-15 ～ 20 MRONJ
倉林　　亨 東京医科歯科大学
佐々木　朗 岡山大学

D 15：50 16：30 2-D-21 ～ 25 基礎研究（その他 1）
東　みゆき 東京医科歯科大学
金村　成智 京都府立医科大学

E 10：30 11：40 2-E-1 ～ 8 症例報告 3（骨系）
杉浦　　剛 鹿児島大学
林　　孝文 新潟大学

E 14：00 15：00 2-E-9 ～ 15 悪性腫瘍 7（臨床研究 2）
河野　憲司 大分大学
田沼　順一 朝日大学

E 15：00 15：50 2-E-16 ～ 21 疼痛管理
玄　　景華 朝日大学
深山　治久 東京医科歯科大学

E 15：50 16：30 2-E-22 ～ 26 基礎研究（その他 2）
濱田　良樹 鶴見大学
米原　啓之 日本大学

F 10：30 11：30 2-F-1 ～ 7 その他
植野　高章 大阪医科大学
川尻　秀一 金沢大学

F 14：00 14：40 2-F-8 ～ 12 基礎研究（骨）
上條竜太郎 昭和大学
本田　雅規 愛知学院大学

F 14：40 15：40 2-F-13 ～ 19 基礎研究（粘膜、材料）
飯田　征二 岡山大学
岡田　康男 日本歯科大学

F 15：40 16：30 2-F-20 ～ 24 有病者 2
喜久田利弘 福岡大学
関谷　秀樹 東邦大学

■ 4 月 17 日（日）　ポスター

会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

P2 8：00 8：35 2-P-1 ～ 7 若手ポスター　悪性腫瘍 1　 冨永　和宏 九州歯科大学

P2 8：35 9：05 2-P-8 ～ 13 若手ポスター　悪性腫瘍 2 飯野　光喜 山形大学

P2 8：00 8：30 2-P-14 ～ 19 若手ポスター　基礎研究　骨関連 宮本　洋二 徳島大学

P2 8：30 9：00 2-P-20 ～ 25 若手ポスター　その他 1 桐田　忠昭 奈良県立医科大学

P2 9：00 9：25 2-P-26 ～ 30 若手ポスター　その他 2 長塚　　仁 岡山大学
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会場 開始時刻 終了時刻 演題番号 内容 座長

P2 8：00 8：25 2-P-31 ～ 35 組織 1 武川　寛樹 筑波大学

P2 8：25 8：55 2-P-36 ～ 41 組織 2 福田　雅幸 秋田大学

P2 8：00 8：30 2-P-42 ～ 47 悪性腫瘍 1（基礎研究 1）　 山本　哲也 高知大学

P2 8：30 8：55 2-P-48 ～ 52 悪性腫瘍 2（基礎研究 2）　 平塚　博義 札幌医科大学

P1 8：00 8：25 2-P-53 ～ 57 再生 1　 横尾　　聡 群馬大学

P1 8：25 8：55 2-P-58 ～ 63 再生 2 小林　正治 新潟大学

P1 8：55 9：30 2-P-64 ～ 70 有病者、周術期　 中嶋　正博 大阪歯科大学

P1 8：00 8：30 2-P-71 ～ 75 良性腫瘍 1 高橋　浩二 昭和大学

P1 8：30 9：00 2-P-77 ～ 82 良性腫瘍 2 柴田　敏之 岐阜大学

P1 9：00 9：30 2-P-83 ～ 88 唾液腺疾患 住友伸一郎 朝日大学

P1 8：00 8：35 2-P-89 ～ 95 統計 1（外傷、ＴＭＤ） 森　　悦秀 九州大学

P1 8：35 9：00 2-P-96 ～ 100 統計 2（悪性腫瘍）　 田中　　彰 日本歯科大学

P1 8：00 8：30 2-P-101 ～ 106 臨床研究 1（悪性腫瘍 1） 仙波伊知郎 鹿児島大学

P1 8：30 9：00 2-P-107 ～ 112 臨床研究 2（悪性腫瘍 2） 武知　正晃 広島大学

P1 9：00 9：25 2-P-113 ～ 117 全身管理 別所　和久 京都大学

P1 8：00 8：30 2-P-118 ～ 123 臨床研究 3（炎症）　 丸岡　靖史 昭和大学

P1 8：30 8：55 2-P-124 ～ 128
臨床研究 4

（先天性疾患・顎変形症）
小宮　正道 日本大学

P1 8：55 9：25 2-P-129 ～ 134 放射線 浅海　淳一 岡山大学
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プログラム
特別講演

理事長講演

学術講演

宿題報告

指名報告

学会賞優秀論文賞 2016 受賞者講演

シンポジウム

第 10 回教育研修会

市民・県民公開シンポジウム

市民・県民公開講座

サテライトセミナー
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特別講演 1

4月16日（土）　14：20～15：20　　A会場
座長：伊賀 弘起（徳島大学）・岸本 裕充（兵庫医科大学）

「齲歯と心臓病：ビッグデータから考える」
朔 啓二郎

福岡大学医学部 心臓・血管内科学 主任教授

特別講演 2

4月17日（日）　11：30～12：30　　A会場
座長：喜久田 利弘（福岡大学）・中村 典史（鹿児島大学）

「日本の伝統と革新の心；匠の葛藤」
亀井 味楽

高取焼味楽窯 第十五代当主

理事長講演

4月16日（土）　13：30～14：15　　A会場
座長：喜久田 利弘（福岡大学）

「日本口腔科学会の役目」
丹沢 秀樹

NPO 法人 日本口腔科学会 理事長

学術講演 1

4月16日（土）　11：30～12：30　　A会場
座長：柴原 孝彦（東京歯科大学）・水谷 英樹（藤田保健衛生大学）

「口腔疾患における超音波医療機器の将来」
立花 克郎

福岡大学医学部医学科 解剖学講座 教授
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学術講演 2

4月17日（日）　13：30～14：30　　B会場
座長：森田 章介（大阪歯科大学）・吉岡 泉（九州歯科大学）

「生体関節と人工関節のトライボロジー」
森山 茂章

福岡大学工学部機械工学科 教授

宿題報告

4月17日（日）　14：05～15：05　　A会場
座長：古郷 幹彦（大阪大学）・濱田 傑（近畿大学）

「オステオネットワークの構築・維持・破綻：顎顔面骨疾患の病態解析の基盤構築」
山口 朗

東京歯科大学口腔科学研究センター

指名報告

4月17日（日）　15：10～15：30　　A会場
座長：酒巻 裕之（千葉県立保健医療大学）・山下 善弘（宮崎大学）

「腫瘍血管内皮細胞の特性解明と新たな治療法への応用」
樋田 京子

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
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学会賞優秀論文賞 2016 受賞者講演

4月17日（日）　13：30～14：00　　A会場
座長：大木 秀郎（日本大学）・丹沢 秀樹（千葉大学大学院）

1. 「ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）に対する治療法の検討 
―ステージ 2 に対する外科的治療の適応と術式について―」

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

2.「Occurrence of Helicobacter pylori in saliva from preschool-age Children」
上田 潤

日本歯科大学新潟病院口腔外科診療科

シンポジウム 1『口腔の前癌病変と表在癌を科学する』

4月16日（土）　9：30～10：30　　A会場
座長：進藤 正信（北海道大学）・中村 誠司（九州大学）

1. 口腔癌取扱い規約改定に向けての現状
 東海大学 医学部外科学系 口腔外科学領域 太田 嘉英
2. 口腔の前癌病変と表在癌における病理診断の標準化に向けて
 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 長塚 仁
3. 口腔白板症と表在癌の臨床病理学的検討
 九州大学大学院 歯科研究院 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

シンポジウム 2『口腔癌顎骨浸潤度を科学する』

4月16日（土）　10：30～11：30　　A会場
座長：有地 榮一郎（愛知学院大学）・池邉 哲郎（福岡歯科大学）

1. MRI による口腔癌の顎骨浸潤の評価
 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 口腔放射線医学分野 吉野 教夫
2. 病理学形態学を基盤とした口腔扁平上皮癌による顎骨浸潤メカニズムの解析
 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔病理学分野 栢森 高
3. NF-κB 選択的阻害剤を用いた口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤の治療戦略
 九州歯科大学 健康増進学講座 分子情報生化学分野 自見 英治郎
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シンポジウム 3『顎矯正手術後の骨格安定度を科学する』

4月16日（土）　10：30～11：30　　B会場
座長：嶋田 淳（明海大学）・溝口 到（北海道医療大学）

1. 長期管理症例からみた口唇裂・口蓋裂患者に対する上顎骨延長
 東京医科歯科大学 顎顔面矯正学分野 小川 卓也
2. 顎矯正手術後の安定性を科学する―上顎咬合平面の時計回りの回転と術後安定性―
 横浜市立大学附属市民総合医療センター 歯科・ 口腔外科・矯正歯科 大村 進
3. 顎矯正手術後の骨格安定度に影響を及ぼす要因を考える
 新潟大学大学院 組織再建口腔外科学分野 小林 正治

シンポジウム 4『薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の最新知見を科学する』

4月17日（日）　10：20～11：20　　A会場
座長：前田 初彦（愛知学院大学）・森田 章介（大阪歯科大学）

1. 病期に応じた対応について―特に stage ２，３に対する外科療法
 九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 冨永 和宏
2. MRONJ に対する高気圧酸素療法 （HBO） の応用と FDG- PET による評価
 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 北川 善政
3. 薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の病因と病理組織所見 
 長崎大学 口腔病理学分野 池田 通

シンポジウム 5『術後性三叉神経障害を科学する』

4月17日（日）　15：30～16：30　　A会場
座長：小林 馨（鶴見大学）・藤田 茂之（和歌山県立医科大学）

1. MR cisternography や CT による三叉神経痛の評価と予後予測
 九州歯科大学 歯科放射線学分野 森本 泰宏
2. 脳磁図による術後性舌感覚異常の客観的評価―臨床応用の可能性―
 北海道大学大学院 歯学研究科 口腔機能学講座 口腔生理学教室 前澤 仁志
3. 末梢神経損傷による三叉神経系の可塑的変化
 日本大学歯学部生理学講座 篠田 雅路
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シンポジウム 6『インプラント治療の今後を考える』

4月17日（日）　10：30～11：30　　B会場
座長：佐藤 博信（福岡歯科大学）・宮崎 隆（昭和大学）

1. 顎骨再生・増生のための科学とストラテジー
 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 口腔顎顔面補綴学分野 西村 正宏
2. オッセオインテグレーションを再考する
 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔インプラント学分野 澤瀬 隆
3. デジタル技術が変えるインプラント治療のワークフロー
 福岡歯科大学 咬合修復学講座 口腔インプラント学分野 城戸 寛史

シンポジウム 7『歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する』

4月17日（日）　15：30～16：30　　B会場
座長：砂田 勝久（日本歯科大学）・丹羽 均（大阪大学）

1. 歯科臨床における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する
 大阪大学大学院 歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 丹羽 均
2. 病院歯科口腔外科における静脈内鎮静法の活用方法と問題点
 独立行政法人労働健康福祉機構 関東労災病院 歯科口腔外科 堀江 彰久
3. 口腔外科医の立場より静脈内鎮静法の適応および施行における現状と課題
 東京医科大学医学部 口腔外科学分野 渡辺 正人
4. 意識下鎮静と deep sedation
 鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座 河原 博
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第 10 回教育研修会『歯科医学の多様性 歯学からの情報発信』

4月16日（土）　15：30～17：30　　B会場
座長：阪井 丘芳（大阪大学）・中村 誠司（九州大学）

歯科医学の多様性を基盤とした新たな歯学研究の展開
 東京歯科大学 口腔科学研究センター 山口 朗
臨床につながる基礎研究の進め方
 理研 総合生命医科学研究センター 免疫細胞システム研究 茂呂 和世
医理工融合研究センターにおける学際的研究の推進～異分野融合は異文化融合～
 愛媛大学　PROS バイオイメージング部門、ADRES 病態機能解析部門、
 先端研究・学術推進機構・学術企画室 飯村 忠浩
上皮陥入組織の器官決定機構の解明
 東北大学 大学院歯学研究科 小児発達歯科学分野 福本 敏

市民・県民公開シンポジウム『広域災害時における歯科医療提供体制について』

4月16日（土）　15：30～17：30　　A会場
座長：丹沢 秀樹（千葉大学／NPO法人 日本口腔科学会）

「広域災害時における歯科医療提供体制について」
 神戸常盤大学 短期大学部口腔保健学科 教授 足立 了平
 東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長 佐々木 啓一
 日本歯科医師会副会長 柳川 忠廣
 千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座 准教授 椎葉 正史

市民・県民公開講座『口から食べて体を元気に』 

4月15日（金）　14：00～15：30　福岡県歯科医師会館
座長：堀之内 康文（九州中央病院）

「口から楽しく食べよう」～口から食べることはすばらしいこと～
 九州大学病院 顎口腔外科 大部 一成
食事は治療のサポートです
 福岡大学病院 栄養部 山本 葉子
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サテライトセミナー 1『顎顔面手術手技研究会』

4月16日（土）　17：30～19：30　　C会場

第 19 回　顎顔面手術手技研究会のご案内

サテライトセミナー 2『全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議』

4月16日（土）　18：00～19：00　　D会場

第 41 回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議（定例）

サテライトセミナー 3『よりよい口唇口蓋裂治療を考える会』

4月16日（土）　17：30～19：30　　E会場

第 20 回口蓋裂公開勉強会『哺乳と摂食』

サテライトセミナー 4『口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』

4月16日（土）　17：30～18：30　　F会場

第 10 回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会のご案内

サテライトセミナー 5『日本顎関節外科研究会』

4月16日（土）　17：30～19：30　　G会場

第４回日本顎関節外科研究会
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第 3 回口腔外科 粒子線・BNCT 研究会

4月16日（土）　15：15～16：45　　D会場

「第 3 回口腔外科 粒子線・BNCT 研究会」のご案内

ランチョンセミナー 1 タキロン株式会社

4月16日（土）　12：30～13：30　　C会場
座長：小林 正治（新潟大学）

スーパーフィクソーブ MX 改良プレートの Le Fort I 型上顎骨切り術への適応
 岡山大学病院 口腔外科 西山 明慶
スーパーフィクソーブ ® MX の新規形状４穴Ｘ型プレート（SX4) の使用経験について
 慶応大学病院 口腔外科 柴 秀行

ランチョンセミナー 2 株式会社 WEB プロモーション

4月16日（土）　12：30～13：30　　D会場
座長：福田 麻衣子（医療法人きし哲也歯科医院、福岡大学）

実患者の来店回数 1.5 倍、毎月の新患 100 名以上を実現し 歯科医の月商を倍増させるイ
マドキの集患戦略と実践方法 ㈱ WEB プロモーション 植田 雄輝

ランチョンセミナー 3 株式会社モリタ・ライオン歯科材株式会社

4月16日（土）　12：30～13：30　　E会場
座長：諸星 裕夫（ライオン歯科材株式会社）

超高齢社会における根面う蝕への挑戦
 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座 荒川 浩久
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ランチョンセミナー 4 株式会社大塚製薬工場

4月16日（土）　12：30～13：30　　F会場
座長：高田 徹（福岡大学）

今、エビデンス以上の周術期感染対策を
 東邦大学医療センター大橋病院 外科 草地 信也

ランチョンセミナー 5 株式会社えん

4月17日（日）　12：30～13：30　　B会場
座長：喜久田 利弘（福岡大学）

歯科医院経営と医師のための賢い資産の守り方
 株式会社えん 坪倉 伸一

ランチョンセミナー 6 セルコム株式会社・株式会社翔栄ウェルネス

4月17日（日）　12：30～13：30　　D会場
座長：福田 麻衣子（医療法人きし哲也歯科医院、福岡大学）

大腸がん撲滅を目指した予防医療
 赤坂内視鏡クリニック 中村 尚志
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4月 16日（土）　C会場

9：30 〜 10：30	 悪性腫瘍 1（基礎研究 1）	 座長：岡本 哲治・楠川 仁悟

1-C-1 口腔扁平上皮癌診断マーカーとしての血清 microRNA の探索
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 中村 康大，他

1-C-2 口腔扁平上皮癌における Ras-GAPs の検討
大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座， 
大分大学 医学部 診断病理学講座 川村 和弘，他

1-C-3 口腔扁平上皮癌における Carbonyl reductase の発現と予後への関与
山口大学 医学部 歯科口腔外科 山内 良太，他

1-C-4 亜鉛トランスポータースイッチが口腔癌細胞の EMT 誘導機構を制御する
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 植月 亮，他

1-C-5 口腔扁平上皮癌の浸潤・転移における腫瘍随伴性マクロファージの関与
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 久保田 恵吾，他

1-C-6 口腔扁平上皮癌細胞におけるエクソソーム取り込み機構の解析
高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座 仙頭 慎哉，他

1-C-7 臨床的放射線耐性口腔扁平上皮癌細胞の樹立とその解析
大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座 山本 哲彰，他

10：30 〜 11：20	 悪性腫瘍 2（基礎研究 2）	 座長：上山 吉哉・鄭 漢忠

1-C-8 口腔扁平上皮癌浸潤と ATF-2 リン酸化の検討
岐阜大学大学院医学系研究科 病態制御学講座 口腔病態学分野 武内 勝章，他

1-C-9 口腔扁平上皮癌における PD-L1 発現の検討
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 平井 真理子，他

1-C-10 Pluripotent Stem Cell(PSC) 特異的糖鎖認識レクチン rBC2LCN の口腔扁平上
皮癌細胞における機能解析

広島大学大学院医歯薬学総合研究科  
先進医療開発科学講座 分子口腔医学・顎顔面外科学 中峠 洋隆，他

1-C-11 口腔扁平上皮癌における Slit/Robo シグナル作用機構の解析
東京大学 医学部口腔外科 安部 貴大，他
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1-C-12 Protein kinase C 阻害剤 safingol による口腔扁平上皮癌の細胞死における 
mitogen-activated protein kinase の関与

大阪大学大学院歯学研究科統合機能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-C-13 口腔癌の遺伝子変異解析による intratumoral heterogeneity と形態学的特徴
日本大学松戸歯学部口腔病理学講座 末光 正昌，他

11：20 〜 12：20	 悪性腫瘍 3（基礎研究 3）	 座長：川又 均・浜川 裕之

1-C-14 ヒト口腔扁平上皮癌細胞における Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物
HC-1 の抗腫瘍効果

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 横木 智，他

1-C-15 口腔扁平上皮癌における Interleukin-6 シグナルを標的とした治療アプローチの
検討

愛媛大学大学院 医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座 合田 啓之，他

1-C-16 口腔癌細胞株に対する抗体修飾マイクロバブルとソノポレーションを用いた drug 
delivery system の開発

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 平林 文香，他

1-C-17 プラズマ照射によるヒト口腔癌細胞株に対する抗腫瘍効果の検討
佐賀大学 医学部 生体構造機能学講座 組織・神経解剖学分野， 
佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座 合島 怜央奈，他

1-C-18 活性型ビタミン D3(1 α ,25(OH)2D3) とその誘導体―エルデカルシトール 
(ED-71) の扁平上皮癌に対する抗腫瘍効果の検討

広島大学医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学 鷹津 冬良，他

1-C-19 口腔扁平上皮癌細胞の浸潤・増殖に与える HDM2 の影響
広島大学 歯学部 口腔外科 津島 康司，他

1-C-20 扁平上皮癌モデルにおける新規分子 VISTA を含めた免疫チェックポイント阻害効
果の検討

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・顎顔面外科学分野 近藤 雄太，他
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4月 16日（土）　D会場

9：30 〜 10：30	 良性腫瘍 1	 座長：安藤 智博・中山 秀樹

1-D-1 下顎小臼歯部に発生した線維形成性と濾胞型の混在エナメル上皮腫の 1 例
博慈会記念総合病院 歯科口腔外科 岩瀬 正泰，他

1-D-2 左頬部に生じた結節性筋膜炎の 1 例
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・顎顔面外科分野 炭野 淳，他

1-D-3 口腔粘膜に見られた青色母斑の 2 例
高島市民病院 歯科口腔外科 田中 宗亮，他

1-D-4 小児期より治療を行っている基底細胞母斑症候群の 2 例
東京都立大塚病院 口腔科 中澤 和真，他

1-D-5 口腔粘膜に生じた色素性母斑の３例
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-D-6 下顎骨褐色腫を合併した原発性副甲状腺機能亢進症の１例
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 平井 雄三，他

1-D-7 ステロイド局注療法の効果がなかった下顎骨巨細胞肉芽腫の 1 例
日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科学講座， 
日本大学 松戸歯学部 口腔科学研究所 枝 卓志，他

10：30 〜 11：20	 良性腫瘍 2	 座長：大矢 亮一・永易 裕樹

1-D-8 顎下部に発生したメトトレキセート関連リンパ増殖性疾患と考えられた１例
高崎総合医療センター 歯科口腔外科， 
日本大学歯学部 口腔外科学講座 山田 健太郎，他

1-D-9 下顎前歯部に発生した石灰化上皮性歯原性腫瘍の 1 例
東京都立墨東病院 歯科口腔外科 秋山 友理恵，他

1-D-10 上唇に発生した多形腺腫の１例
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター 日野 聖慧，他

1-D-11 上唇に発生した皮膚混合腫瘍および多形腺腫の 3 例
東京都立墨東病院 歯科口腔外科 青木 一充，他

1-D-12 当科における Fibro-osseous lesions の臨床的検討
神戸大学大学院 医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野 松尾 健司，他
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1-D-13 下顎半側切除後のプレート再建後に下顎枝から関節突起に骨新生を認めた 1 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 山内 健介，他

11：20 〜 12：00	 有病者 1	 座長：片岡 竜太・高木 律男

1-D-14 右頰粘膜腫瘤を契機として診断されたマントル細胞リンパ腫の１例
岐阜市民病院 歯科・口腔外科 青柳 菜帆，他

1-D-15 口腔内症状を契機として診断された血液膠原病内科疾患の臨床的検討
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科 榊原 亮，他

1-D-16 下顎骨骨折を契機に発覚した小児の自己免疫性血小板減少性紫斑病の 1 例
飯田市立病院 歯科口腔外科 秋田 大輔，他

1-D-18 患者の立場に立ち最善を尽くす至誠一貫の精神に基づく嚥下リハビリテーションの
実践

昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔リハビリテーション医学部門 高橋 浩二，他

1-D-19 新規経口抗凝固薬 (NOAC) 服用患者の抜歯の安全性に関する検討
国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科 吉川 博政，他

4月 16日（土）　E会場

9：30 〜 10：30	 画像	 座長：勝又 明敏・湯浅 賢治

1-E-1 口腔癌の術前頸部リンパ節転移診断に関する FDG-PET 陽性の意義
筑波大学医学医療系顎口腔外科学 佐藤 志興，他

1-E-2 骨シンチグラフィ動態解析による検討 - 顎骨疾患 -
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-E-3 放射線性顎骨壊死症例に対する画像診断を中心とした臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 鰐渕 聡，他

1-E-4 歯科用コーンビームＣＴによる小児期における切歯管の観察
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座 内藤 宗孝，他

1-E-5 ポータブル型生体 EPR ( 電子常磁性体共鳴法 ) を用いた放射線被ばく線量測定 
ー福島在住のボランティアからの計測―

香川大学 医学部 歯科口腔外科学講座 三宅 実，他
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1-E-6 コンピュータビジョンによる手術ナビゲーション装置の三次元的な位置合わせ手法
の検証

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 末永 英之，他

1-E-7 過剰歯の存在割合と存在部位に関する検討
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 懸野 安澄，他

10：30 〜 11：30	 症例報告 1（外傷・偶発症）	 座長：市ノ川 義美・杉山 芳樹

1-E-8 MRI 検査目的に除去した下顎枝外側に迷入した磁性体異物の１例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 中山 洋平，他

1-E-9 転倒により歯ブラシ先端部が口蓋扁桃窩へ迷入した一例
市立四日市病院 歯科口腔外科 池内 睦，他

1-E-10 生後 5 か月の乳児にみられた箸の刺入による軟口蓋損傷の 1 例
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 小泉 岳，他

1-E-11 エアソフトガンの球形弾による外傷性上唇内異物の 1 例
刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科 浅井 英明，他

1-E-12 当科で経験した皮下気腫 11 症例について
福岡歯科大学医科歯科総合病院 口腔外科 佐々木 三奈，他

1-E-13 根管治療が原因で皮下気腫を起こした 1 例
日本歯科大学附属病院 口腔外科 松野 翠，他

1-E-14 高齢者の右側上顎犬歯根管治療中に偶発した皮下気腫の一例
丹後ふるさと病院 歯科口腔外科 西野 亮輔，他

11：30 〜 12：30	 症例報告 2（粘膜）	 座長：石丸 直澄・里村 一人

1-E-15 舌萎縮により発見された舌下神経鞘腫の 1 例
帝京大学医学部附属病院 歯科口腔外科， 
日本大学 歯学部 口腔外科学講座 篠塚 啓二，他

1-E-16 人工透析患者に発症したニコランジルによる難治性舌潰瘍の１例
医療法人恵光会原病院 歯科・口腔外科 原 巖，他

1-E-17 乳児に生じた毛舌症の１例
一宮市立市民病院 歯科口腔外科 中村 友保，他

1-E-18 歯性感染により除去に至ったオトガイ部シリコンプロテーゼの 1 例
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 理絵，他
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1-E-19 潰瘍性大腸炎患者に発症した巨大な舌潰瘍の 1 例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 首藤 敦史，他

1-E-20 悪性腫瘍が疑われた舌背部の褥瘡性潰瘍の 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 井手 健太郎，他

1-E-21 同種骨髄移植後に舌腫瘤を形成した慢性 GVHD の 1 例
天理よろづ相談所病院 歯科・口腔外科 野田 隆之，他

4月 16日（土）　F会場

9：30 〜 10：30	 唾液腺疾患	 座長：阪井 丘芳・又賀 泉

1-F-1 Sjögren 症候群唾液腺における IP-10 の発現制御機構
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

1-F-2 シェーグレン症候群患者におけるセファランチンの作用機序の解明
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野 山ノ井 朋子，他

1-F-3 マウス顎下腺由来上皮細胞株樹立と増殖性細胞の特性解析に関する研究
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室， 
慶應義塾大学医学部眼科学教室 池浦 一裕，他

1-F-4 口腔粘膜上皮細胞における Candida albicans による IL-8 の発現誘導と 
HO-1 の制御機構

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔外科学研究室 石田 陽子，他

1-F-5 洗口液オラコンティ ® の口腔乾燥改善効果について～女性の口腔乾燥症患者における
検討～

鶴見大学 歯学部附属病院 口腔機能診療科， 
鶴見大学 歯学部 口腔微生物学講座 中村 幸香，他

1-F-6 慢性閉塞性唾液腺炎に対する新しいマイクロバーの使用経験
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 山本 信祐，他

1-F-7 当科におけるシェーグレン症候群患者の臨床的検討―JPN 基準と ACR（SICCA）
基準の特徴―

獨協医科大学 医学部 口腔外科 永山 敦子，他

10：30 〜 11：30	 骨折及び顎関節症	 座長：覚道 健治・古森 孝英

1-F-8 下顎関節突起骨折 96 例の臨床的検討
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座 小池 和茂，他
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1-F-9 下顎骨関節突起骨折に対する Retromandibular アプローチによる観血的整復固定
術の有用性

島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座， 
香川県立中央病院 歯科口腔外科 管野 貴浩，他

1-F-10 下顎骨骨折による外傷性顎動脈瘤の１例
旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座 柴山 尚大，他

1-F-11 外耳道骨折を伴った下顎骨骨折の 2 例
長野市民病院 歯科口腔外科 横井 啓，他

1-F-12 睡眠障害とストレスが顎関節症の症状に与える影響
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科 小林 大輔，他

1-F-13 急性化膿性顎関節炎から硬膜外膿瘍をきたした 1 例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 髙橋 佑佳，他

1-F-14 上顎水平半埋伏智歯周囲炎に起因すると考えられた 10 年以上の病歴を有する 
強い開口障害症例

赤穂市民病院 歯科口腔外科 村上 賢一郎，他

11：30 〜 12：30	 周術期	 座長：新井 直也・片倉 朗

1-F-15 昭和大学横浜市北部病院周術期管理チームにおける歯科・歯科口腔外科の取り組み
昭和大学横浜市北部病院 歯科・歯科口腔外科， 
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 葭葉 清香，他

1-F-16 当院における周術期口腔機能管理の取り組みと今後の課題
吹田徳洲会病院 歯科口腔外科 松賀 ひとみ，他

1-F-17 入院時口腔スクリーニングの現状
岡谷市民病院 歯科口腔外科 林 清永，他

1-F-18 エイズ北陸ブロック拠点病院における歯科の HIV 診療体制整備の取り組みの現状
と問題点―第 2 報―

石川県立中央病院歯科口腔外科， 
国立病院機構名古屋医療センター歯科口腔外科， 
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２ 宮田 勝，他

1-F-19 大阪医科大学附属病院における周術期口腔機能管理の実態調査
大阪医科大学 医学部 感覚機能形態医学講座 口腔外科学教室 水野 紗斗子，他

1-F-20 高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開始から 6 年目の臨床実績についての検討
NHO 高崎総合医療センター 歯科口腔外科 稲川 元明，他
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1-F-21 宮崎大学医学部歯科口腔外科における院内紹介患者に対する臨床的検討  
- 30 年前と現在との比較検討 -

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 長井 健太郎，他
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4月 17日（日）　C会場

10：30 〜 11：30	 インプラント	 座長：佐々木 啓一・近津 大地

2-C-1 唇裂鼻変形の修正術に使用したインプラント型再生軟骨の中期成績
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，他

2-C-2 インプラント周囲炎に対して光線力学療法（a-PDT) を行った 1 例
名古屋市立大学病院 歯科口腔外科 津元 多貴恵，他

2-C-3 hydroxyapatite/collagen composutematerial による socket preservation
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科 大場 誠悟，他

2-C-4 上顎洞内に迷入したインプラントドリルを摘出した１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 水野 紗斗子，他

2-C-5 当科で行っているインプラント即時埋入法の臨床的解析
三井記念病院歯科・歯科口腔外科 坂本 泰宏，他

2-C-6 前歯部顎骨再建におけるチタンメッシュプレートの有用性
日本大学 歯学部 口腔外科学講座 古川 道生，他

2-C-7 血管柄付き遊離前腕・腓骨複合皮弁にて再建したインプラント周囲炎を伴う広範な
放射線性下顎骨壊死の 1 例

横浜市立大学 大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学 浦川 麻衣子，他

14：00 〜 14：50	 悪性腫瘍 4（症例報告 1）	 座長：新崎 章・野口 誠

2-C-8 次世代シークエンサーによる遺伝子診断を活用した口腔癌治療の 1 例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 野口 一馬，他

2-C-9 メトトレキセート関連のリンパ増殖性疾患と顎骨壊死を併発した 2 例
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， 
つがる総合病院歯科口腔外科 古舘　 健，他

2-C-10 右側下顎骨に発生し線維性異形成症から悪性転化をとった 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 田中 文恵，他

2-C-11 下顎骨に発生した悪性末梢神経鞘腫瘍の治療経験
富山大学医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座 高市 真由，他

2-C-12 透析患者に生じた下顎歯肉癌に対して下顎骨区域切除術と頸島状皮弁による再建術
を行った１例

福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科 金子 哲治，他
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2-C-13 上顎に発生した歯原性幻影細胞癌の 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 角倉 可奈子，他

14：50 〜 15：50	 悪性腫瘍 5（症例報告 2）	 座長：栗田 浩・近藤 壽郎

2-C-14 Medication-related Osteonecrosis of the Jaws (MRONJ) を疑わせ診断に考
慮した上顎骨孤立性形質細胞腫の 1 例

横須賀共済病院 歯科口腔外科 大見 寧，他

2-C-15 咬筋部に生じた末梢性 T 細胞リンパ腫の一例
信州大学医学部歯科口腔外科学教室 小山 吉人，他

2-C-16 舌に転移した食道癌の１例
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 上田 佳緒璃，他

2-C-17 含歯性嚢胞様 CT 像を示した stage Ⅳ sporadic Burkitt 白血病の１例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 機能再生・再建科学専攻 口腔・顎・顔面機能再生制御学講座 
顎口腔再建外科学分野 吉岡 洋祐，他

2-C-18 頸部リンパ節腫脹を契機に発見された食道癌の一例
市立豊中病院 歯科口腔外科 奥長 秀介，他

2-C-19 舌癌術後の栄養低下により発症した汎血球減少症の 1 例
東海大学 医学部 付属八王子病院 口腔外科 唐木田 一成，他

2-C-20 動静脈奇形を疑った右側頬粘膜悪性リンパ腫の 1 例
鳥取大学 医学部 口腔顎顔面病態外科学 田村 隆行，他

15：50 〜 16：30	 嚢胞	 座長：近藤 誠二・三宅 実

2-C-21 巨大な鼻口蓋管嚢胞に対して摘出術および両側鼻腔に開窓した 1 例
公立学校共済組合 近畿中央病院 口腔外科 小橋 寛薫，他

2-C-22 下顎第三大臼歯周囲に発症した含歯性嚢胞のパノラマ X 線画像評価及び検討
東京医科歯科大学 歯学部 歯学科 秋谷 聡，他

2-C-23 Le Fort Ⅰ型骨切り術後に生じた正中上顎骨嚢胞の 1 例
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 大貫 尚志，他

2-C-24 含歯性囊胞の画像診断学的，病理組織学的検討
九州歯科大学 口腔内科学分野 宮本 郁也，他

2-C-25 歯間乳頭部に生じた歯肉嚢胞の１例
富山県立中央病院歯科・口腔外科 横林 康男，他



52

一
般
演
題（
4
月
17
日
）

4月 17日（日）　D会場

10：30 〜 11：30	 顎変形症及び疼痛管理	 座長：佐野 和生・代田 達夫

2-D-1 顎矯正手術後顔面腫脹の経時的観察　ー上下顎同時移動術群と下顎単独移動術群で
の比較ー

愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座 山本 哲嗣，他

2-D-2 歯科矯正時の痛みと歯の移動における脳血流動態の解析：fMRI による評価
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座 有地 淑子，他

2-D-3 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における 48 年間の顎矯
正手術の臨床的検討

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 長谷部 大地，他

2-D-4 智歯抜歯後の疼痛に対するセレコキシブと JNS013 の臨床評価
名古屋第二赤十字病院 歯科口腔外科 渡邉 和代，他

2-D-5 下顎埋伏智歯抜去後の術後疼痛に対する Platelet Rich Fibrin による鎮痛効果の検討
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 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野 宮本 大模，他

2-D-6 下顎埋伏智歯抜歯の術後疼痛に対する 高用量アセトアミノフェン静注液の有効性：
a preliminary study

国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科， 
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座 栗原 絹枝，他

2-D-7 上下顎形成術の術後疼痛に対する鎮痛薬の検討
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 鎌谷 宇明，他

14：00 〜 15：00	 悪性腫瘍 6（臨床研究 1）	 座長：朝比奈 泉・藤内 祝

2-D-8 舌扁平上皮癌における原発巣の深さに関する臨床研究
東北大学大学院歯科学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野 北村 淳，他

2-D-9 当科における頸部後発リンパ節転移を生じた口腔扁平上皮癌の臨床病理学的検討
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 近藤 雄大，他

2-D-10 口腔扁平上皮癌における MUC1/MUC4 ムチン共発現の予後規定因子としての有
用性の検討

鹿児島大学医学部歯学部附属病院 口腔外科 浜田 倫史，他

2-D-11 当科における舌扁平上皮癌 T2N0M0 症例の臨床的検討
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 山名 啓介，他
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2-D-12 小唾液腺から発生した唾液腺導管癌 4 例の病理組織学的検討
富山大学大学院 医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座 冨原 圭，他

2-D-13 口腔扁平上皮癌原発巣からみる転移特異的遺伝子発現の解析
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 田川 友梨，他

2-D-14 アミノレブリン酸を用いた口腔癌診断のための小型蛍光診断装置の有用性
鶴見大学 歯学部 口腔内科学（口腔外科学第二）講座 舘原 誠晃，他

15：00 〜 15：50	 MRONJ	 座長：倉林 亨・佐々木 朗

2-D-15 薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）に対する外科的治療法の検討
香川県立中央病院 歯科口腔外科 助川 信太郎，他

2-D-17 保存的処置にて長期間経過観察を行う薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の 1 例
小諸厚生総合病院 歯科口腔外科 盛岡 昌史，他

2-D-18 薬剤関連性顎骨壊死に対して保存的治療および外科的治療を行った 2 例
近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科 田中 里枝，他

2-D-19 当科における薬剤関連性顎骨壊死の臨床的検討
熊本大学大学院生命科学研究部 歯科口腔外科学分野 清川 亮平，他

2-D-20 薬剤誘発性顎骨壊死が起因となった頬部ガス壊疽の一例
岡山大学病院口腔外科（再建系）， 
岡山大学医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学分野 石田 展久，他

15：50 〜 16：30	 基礎研究（その他 1）	 座長：東 みゆき・金村 成智

2-D-21 先制医療の実現化へ向けた齲蝕の新規診断法の開発
京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学 足立 哲也，他

2-D-22 歯肉結合組織の Micro-graft を用いた新規歯肉増大・再生療法の開発
長崎大学 大学院医歯薬総合研究科 顎口腔再生外科 野田 さわこ，他

2-D-23 バイオイメージング技術とコラーゲン及びスフェロイド形成を用いた in vivoトレー
シングシステムの確立

慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室 黄地 健仁，他

2-D-24 甘草由来グリチルレチン酸誘導体の黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性の検討
鹿児島大学 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野， 
鹿児島大学 医歯学総合研究科 口腔微生物学分野 大山 健太郎，他

2-D-25 海洋生物由来生理活性物質の探索研究
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 吉岡 幸男，他
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4月 17日（日）　E会場

10：30 〜 11：40	 症例報告 3（骨系）	 座長：杉浦 剛・林 孝文

2-E-1 大理石骨病患者に発症した上顎骨骨髄炎の 1 例
飯田市立病院歯科口腔外科 小田切 宏樹，他

2-E-2 下顎骨に発生した多発性骨髄腫に口腔常在菌が感染し頸部膿瘍をきたした 1 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 藤原 祐輔，他

2-E-3 SAPHO 症候群が疑われた慢性下顎骨骨髄炎の 1 例
旭川赤十字病院 口腔外科 荒井 五織，他

2-E-4 帯状疱疹に継発した歯の自然脱落と歯槽骨壊死の 1 例
市立釧路総合病院 歯科口腔外科 川口 泰

2-E-5 顎関節を含む多関節に偽痛風様症状が発症した一症例
公益財団法人 天理よろづ相談所病院 歯科口腔外科 川本 知明，他

2-E-6 手術療法を施行した習慣性顎関節脱臼の 2 例
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 口腔外科 秋本 琢磨，他

2-E-7 非症候群性多発性過剰歯の 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 斎藤 和幸，他

2-E-8 上顎洞内に多量の石灰化物を認めるも菌体の同定が不可能であったアスペルギルス
症と推定された 1 例

岸和田徳洲会病院 口腔外科 村山 敦，他

14：00 〜 15：00	 悪性腫瘍 7（臨床研究 2）	 座長：河野 憲司・田沼 順一

2-E-9 口腔癌における PIK3CA の発現とセツキシマブ療法の治療効果に関する検討
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯学系 口腔腫瘍治療学分野 鳴瀬 智史，他

2-E-10 セツキシマブ非感受性口腔癌細胞でのエリブリンの作用検討
金沢大学医薬保健研究域医学系がん医科学専攻 細胞浸潤学分野 北原 寛子，他

2-E-11 Paclitaxel の口腔扁平上皮癌細胞株に対する作用の分子生物学的解析
福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 利谷 幸治，他

2-E-12 当科における口腔扁平上皮癌術後の再発高リスク群に対するシスプラチンを用いた
化学放射線療法の検討

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科 名生 邦彦，他



55

一
般
演
題（
4
月
17
日
）

2-E-13 口腔癌に対する超選択的動注化学放射線療法後の頸部リンパ節に関する臨床的検討
春日井市民病院 歯科口腔外科 丹下 和久，他

2-E-14 顎口腔領域扁平上皮癌手術例における予後指標の検討
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 上杉 篤史，他

2-E-15 CAT 分類における下顎骨切除範囲別の咀嚼機能と口腔 QOL の評価
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 前田 道徳，他

15：00 〜 15：50	 疼痛管理	 座長：玄 景華・深山 治久

2-E-16 顎口腔領域における sitafloxacin 100 mg 経口投与後の組織移行性
慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室 莇生田 整治，他

2-E-17 歯科における局所麻酔薬アレルギ－の頻度・原因などに関する検討：Review
北海道大学 歯学部 口腔診断内科学 佐藤 淳，他

2-E-18 カルバマゼピンの投与により無顆粒球症を発症した１例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 仲川 雅人，他

2-E-19 舌痛症患者における治療反応性と予後に関与する因子
東京医科歯科大学 (TMDU) 歯学部附属病院 歯科心身医療外来 渡邉 素子，他

2-E-20 アミトリプチリンにアリピプラゾールの増強療法が奏功した舌痛症の 2 例
東京医科歯科大学（TMDU) 大学院医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座 歯科心身医学分野， 
東京医科歯科大学 歯学部附属病院 歯科心身医療外来 竹之下 美穂，他

2-E-21 当科外来における口腔内セネストパチー患者 606 例の臨床統計的検討
東京医科歯科大学 歯学部 歯科心身医療外来 梅崎 陽二朗，他

15：50 〜 16：30	 基礎研究（その他 2）	 座長：濱田 良樹・米原 啓之

2-E-25 造血機能におけるリゾホスファチジン酸受容体 LPA4 の機能解析
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科 五十嵐 秀光，他

2-E-22 Cowden 症候群の遺伝子診断および同症候群由来疾患 iPS 細胞の樹立研究
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 大林 史誠，他

2-E-23 P19C6 由来神経細胞におけるリゾリン脂質アシル転移酵素の働き
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科分野 田部 士郎，他

2-E-24 転写因子 Grhl2 はマウス胎仔顎下腺の分枝形態形成に関与する
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座， 
大阪大学 歯学部 顎口腔機能治療学 松下 巧，他



56

一
般
演
題（
4
月
17
日
）

2-E-26 脊髄損傷治療を目的としたヒト歯髄細胞の FGF2 に対するドナー個人差の検討
岐阜大学大学院医学系研究科口腔病態学分野 杉山 健，他

4月 17日（日）　F会場

10：30 〜 11：30	 その他	 座長：植野 高章・川尻 秀一

2-F-1 大槌町における口腔粘膜疾患の疫学調査（第三報）
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 野宮 孝之，他

2-F-2 閉塞型睡眠時無呼吸の口腔内装置不応例の検討
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 坂本 由紀，他

2-F-4 口蓋裂患者における口蓋裂言語の心理的受容過程
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， 
新潟大学医歯学総合病院 歯科言語治療室 深井 真澄，他

2-F-5 九州歯科大学における臨床推論にクラウド型クリッカー「Clica」を用いた参加型
授業の学生による評価

九州歯科大学 口腔内科学分野 國領 真也，他

2-F-6 特定健診・保健指導への歯科健診導入に関する試験的研究
信州大学 医学部 歯科口腔外科 唐澤 今人，他

2-F-7 当科における診療環境の細菌学的汚染調査
愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科 日野 聡史，他

14：00 〜 14：40	 基礎研究（骨）	 座長：上條 竜太郎・本田 雅規

2-F-8 The role of Sonic hedgehog signaling and CGRP in the socket healing 
process after tooth extraction

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama University Graduate School of 
Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences,  
Department of Oromaxillofacial-Head and Neck Surgery, Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery, School of Stomatology, China Medical University Pang Pai, 他

2-F-9 低結晶性炭酸アパタイトの骨再建への応用 　第２報　インプラント体との同時埋植
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野 永井 宏和，他

2-F-10 骨微小環境における細胞外物理的環境の変化による Hippo シグナルの関与
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 上田 美帆，他
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2-F-11 骨膜由来細胞への張力負荷で誘導される骨芽細胞分化因子と IGFBPs の経時的な発
現変動

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

2-F-12 骨芽細胞と神経芽細胞は相互に分化を促進させる
埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室 塘田 健人，他

14：40 〜 15：40	 基礎研究（粘膜、材料）	 座長：飯田 征二・岡田 康男

2-F-13 口腔扁平苔癬，苔癬様病変および苔癬様上皮性異形成における CAR，CK-13，
-17，p53 の発現解析

日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座 岡田 康男

2-F-14 放射線性口腔粘膜障害におけるメラトニンの予防効果
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座 戸田（徳山） 麗子，他

2-F-15 酸化ストレスによる細胞障害におよぼすニコチンアミドの影響
愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座， 
愛知学院大学 未来口腔医療研究センター 杉田 好彦，他

2-F-16 口腔粘膜ケラチノサイトのインフラマソームに及ぼす歯科用金属の影響
高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座 笹部 衣里，他

2-F-17 金属記憶抗原提示細胞の同定
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 武田 裕利，他

2-F-18 4META/MMA-TBB レジンの頭蓋顎顔面領域における生体親和性に関する研究
帝京大学医学部附属病院 歯科口腔外科 小原 研心，他

2-F-19 改良型４META ／ MMA-TBB レジンプレートの強度評価と金属溶出について
帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座 三田 拓也，他

15：40 〜 16：30	 有病者 2	 座長：喜久田 利弘・関谷 秀樹

2-F-20 抗血栓療法患者の抜歯後出血危険因子についての多施設共同研究
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 柳本 惣市，他

2-F-21 当科における埋伏智歯抜歯後神経系合併症に対する治療法の現状
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科 平岡 佑二郎，他

2-F-22 歯周病は、ウイルス性肝疾患の病態進展に関与するか？
佐賀大学 医学部 臓器相関情報講座， 
久留米大学 先端癌治療研究センター 長尾 由実子
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2-F-23 咀嚼能力とメタボリックシンドロームとの関係：ながはま 0 次予防コホート事業
京都大学医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野 浅井 啓太，他

2-F-24 尋常性天疱瘡に対して口腔管理を行った 6 例
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 中西 由佳理，他
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4月 17日（日）　ポスター会場 1

8：00 〜 8：25	 再生 1	 座長：横尾 聡

2-P-53 DNA メチル化修飾を介した骨芽細胞分化におけるエピジェネティクス制御因子の
同定

埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室， 
埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター ゲノム科学部門 大久保 正彦，他

2-P-54 異所性骨形成微小環境における骨髄幹細胞の関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 高畠 清文，他

2-P-55 活性型ビタミン D3 による Nephronectin の発現制御機構の解析
昭和大学 歯学部 口腔生化学教室， 
昭和大学 歯学部 全身管理歯科学講座 歯科麻酔科学 平沼 克洋，他

2-P-56 新規皮膚創傷治癒促進薬としてのメトレレプチンの可能性
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座 井出 信次，他

2-P-57 超音波遺伝子導入法による骨誘導法における筋損傷の影響
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野 大澤 賢次，他

8：25 〜 8：55	 再生 2	 座長：小林 正治

2-P-58 羊膜上培養歯根膜由来細胞シートの組織修復ならびに骨再生に関与する遺伝子の検索
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

2-P-59 ラット頭蓋骨骨欠損部における骨再生における足場材料の比較検討
東京歯科大学口腔顎顔面学講座 志賀 勇昭，他

2-P-60 骨組織再生におけるヒト歯髄幹細胞シートの有用性
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座 福島 龍洋，他

2-P-61 ミニブタにおける様々な組織由来間葉系幹細胞の比較と細胞シートの開発
東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室， 
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 貝淵 信之，他

2-P-62 無フィーダー・無血清培養系でのヒトiPS細胞誘導―宿主細胞及びウイルスベクター
の比較―

広島大学病院 顎 ･ 口腔外科 赤木 恵理，他

2-P-63 疾患特異的 iPS 細胞を用いた疾患モデル作成研究
広島大学 顎・口腔外科 濱田 充子，他
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8：55 〜 9：30	 有病者、周術期	 座長：中嶋 正博

2-P-64 抜歯後の持続出血を契機に発見された後天性血友病 A の 1 例
産業医科大学病院 歯科口腔外科 立和名 浩明，他

2-P-65 抜歯後出血を契機に発見された DIC を伴う肝血管肉腫の 1 例
長野赤十字病院 口腔外科 宮本 一也，他

2-P-66 抜歯を行った Kasabach-Merritt 症候群の 2 例
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  
 森田 麻希，他

2-P-67 当院緩和ケアセンターにおける口腔関連有害事象の検討
名古屋第一赤十字病院 歯科 佐久間 英規，他

2-P-68 当科における周術期口腔機能管理における検討～化学療法、放射線療法における現
状報告～

信州大学 医学部 歯科口腔外科学教室 吉村 伸彦，他

2-P-69 口腔癌患者の放射線治療における経管栄養導入に関するリスク因子の検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 上山 善弘，他

2-P-70 頭頸部腫瘍再建手術における周術期口腔機能管理の有用性の検討
長野赤十字病院 歯科口腔外科 柴田 哲伸，他

8：00 〜 8：30	 良性腫瘍 1	 座長：高橋 浩二

2-P-71 舌縁部に生じた紡錘細胞脂肪腫の 1 例
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 有田 恵利奈，他

2-P-72 智歯歯胚部の感染が疑われた小児下顎骨骨髄炎の１例
伊那中央病院 歯科口腔外科 宜保 明希子，他

2-P-73 下顎智歯部に発生した腺腫様歯原性腫瘍の１例
日本大学 歯学部 口腔外科学講座  永井 克奈，他

2-P-74 下顎両側智歯部に認めた歯原性腫瘍
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野  川村 百代，他

2-P-75 下顎枝全体に及び第二大臼歯の埋伏を来した巨大な含歯性嚢胞の１例
江南厚生病院 歯科口腔外科 丸尾 尚伸，他
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8：30 〜 9：00	 良性腫瘍 2	 座長：柴田 敏之

2-P-77 静脈石を伴った舌血管腫の 1 例
日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 古阪 有，他

2-P-78 下顎前歯舌側歯肉部に発生した孤立性線維性腫瘍の１例
地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 歯科口腔外科 木田 久美子，他

2-P-79 上顎歯肉に生じた象牙質形成性幻影細胞腫と考えられた 1 例
千葉大学大学院医学研究院 口腔科学 五十嵐 万理，他

2-P-80 下顎前歯部に認められた広範な Calcifying cystic odontogenic tumor の 1 例
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座 上田 衛，他

2-P-81 下歯槽神経より発生した神経内神経周膜腫の 1 例
群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野 栗原 淳，他

2-P-82 舌神経損傷時に生じ神経吻合術の際に切除する断端神経腫の組織学的評価
和歌山県立医科大学 歯科口腔外科 中西 隆，他

9：00 〜 9：30	 唾液腺疾患	 座長：住友 伸一郎

2-P-83 舌下腺に生じた多形性腺腫由来癌の 1 例
埼玉県立がんセンター 口腔外科 土田 絵梨，他

2-P-84 耳下腺に発生した basal cell adenoma の一例
明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野１ 藤原 敬子，他

2-P-85 口内法による顎下腺腺体内・移行部唾石摘出術のための専用舌圧子の使用経験
横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 岩井 俊憲，他

2-P-86 唾液腺内視鏡下に摘出した小児顎下腺唾石の 1 例
日本歯科大学新潟病院 上田 潤，他

2-P-87 口腔乾燥症に対するピロカルピン塩酸塩の有効性の検討
香川大学医学部 歯科口腔外科学講座 秦泉寺 紋子，他

2-P-88 顎下腺主導管長期結紮解除モデルマウスにおける萎縮唾液腺の経時的変化
日本歯科大学 新潟生命歯学部 顎口腔全身関連治療学専攻 渡辺 紘士，他
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8：00 〜 8：35	 統計 1（外傷、ＴＭＤ）	 座長：森 悦秀

2-P-89 当科新設から 5 年間の中顔面骨折に関する臨床統計的観察
国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科， 
東京歯科大学 水道橋病院 口腔外科 高崎 義人，他

2-P-90 高崎総合医療センター歯科口腔外科における下顎骨骨折の臨床統計的検討
国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科， 
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座 萩原 僚一，他

2-P-91 当科における過去 3 年間の顎顔面骨骨折の臨床統計的検討
豊橋市民病院 歯科口腔外科 寺沢 史誉，他

2-P-92 東京女子医科大学病院歯科口腔外科における時間外救急受診患者の臨床的検討
東京女子医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 相原 彩子，他

2-P-93 顎関節授動術における Al-Kayat-Bramley 法に準じた顎関節到達法の検討
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 井上 和也，他

2-P-94 Dautrey 法を行った習慣性顎関節脱臼症例の検討
福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科 山㟢 森里生，他

2-P-95 咀嚼筋腱・腱膜過形成症における術後経過
大阪歯科大学口腔外科学第二講座 藤井 智子，他

8：35 〜 9：00	 統計 2（悪性腫瘍）	 座長：田中 彰

2-P-96 口腔扁平上皮癌組織におけるインテグリンα v 及びβ 8 発現の免疫組織学的解析
広島大学医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学 櫻井 繁，他

2-P-97 当科における過去 16 年間の口腔扁平上皮癌の臨床的検討
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 加藤 英治，他

2-P-98 当科における口底扁平上皮癌局所再発症例の検討
東京医科歯科大学 歯学部附属病院 顎顔面外科 三浦 千佳，他

2-P-99 当科で治療を行った口腔扁平上皮癌 1 次症例の検討
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 熊坂 士，他

2-P-100 転移・再発口腔癌症例に対するセツキシマブ療法の効果と有害事象について
浜松医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座 渡邉 賀子，他



63

ポ
ス
タ
ー

8：00 〜 8：30	 臨床研究 1（悪性腫瘍 1）	 座長：仙波 伊知郎

2-P-101 三次元光造形モデルを用い術前にプレート屈曲を行った下顎骨再建症例の 1 例
明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野Ⅰ 森 一将，他

2-P-102 遺伝子解析により確定診断を得た頬粘膜 MALT リンパ腫の 1 例
神戸大学大学院医学研究科 口腔外科学 筧 康正，他

2-P-103 左側軟口蓋に生じた腺房細胞癌の 1 例
日本大学 歯学部 口腔外科学分野 草野 明美，他

2-P-104 Rituximab が奏功した口腔・咽頭部原発悪性リンパ腫の 2 例
社会医療法人高清会高井病院口腔外科， 
奈良県立医科大学口腔外科学講座 中村 泰士，他

2-P-105 上顎歯肉癌が顎下腺に転移したと考えられた１例
琉球大学 医学部 歯科口腔外科 仁村 文和，他

2-P-106 非ホジキンリンパ腫と同時重複した舌癌の 1 例
豊橋市民病院 歯科口腔外科 白水 敬昌，他

8：30 〜 9：00	 臨床研究 2（悪性腫瘍 2）	 座長：武知 正晃

2-P-107 hTERT 遺伝子の異常メチル化検出による口腔癌スクリーニングシステムの構築
九州歯科大学 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 原口 和也，他

2-P-108 舌扁平上皮癌における頸部リンパ節転移予測因子としての簇出の病理組織学的検討
群馬大学 大学院医学系研究科顎口腔科学分野， 
群馬大学 大学院医学系研究科病理診断学分野 関 麻衣，他

2-P-109 口腔扁平上皮癌患者における循環 miRNA の発現に関する臨床的検討
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 中嶋 光，他

2-P-110 口腔癌に対する DOC、CDDP、PEP 動注・5-FU 静注化学療法
福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科 金子 哲治，他

2-P-111 Face Scale を用いた口腔癌放射線外照射療法による有害事象の急性期評価
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 竹澤 晴香，他

2-P-112 再建下顎に関するレジンフレーム法下顎再建と従来法の比較検討
自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座 早坂 純一，他
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9：00 〜 9：25	 全身管理	 座長：別所 和久

2-P-113 ロクロニウムが原因であったアナフィラキシーショックの 1 例
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野 江原 雄一，他

2-P-114 特発性自律神経ニューロパチー患者の抜歯術の 1 例－心拍間変異分析による術中
管理について－

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-115 HAS-BLED スコアと抜歯後出血との関連性の検討
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 福澤 智，他

2-P-116 挿管困難が予想された頸部膿瘍患者に対しデクスメデトミジン併用下に気道管理
を行った一例

東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科麻酔科 太田 琴美，他

2-P-117 当科における低反応レベルレーザー治療（LLLT）の現状
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野， 
医療法人川崎病院歯科口腔外科 山下 淳也，他

8：00 〜 8：30	 臨床研究 3（炎症）	 座長：丸岡 靖史

2-P-118 薬剤性と非薬剤性「顎骨骨髄炎 / 骨壊死」の比較検討
防衛医科大学校 歯科口腔外科 高橋 雅幸，他

2-P-119 帯状疱疹の治療中に発症した下顎歯槽骨壊死の 1 例
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科口腔外科 岡本 篤志，他

2-P-120 当科における歯性上顎洞炎の臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 岩田 英治，他

2-P-121 口腔扁平苔癬における組織診断と細胞診断の比較検討
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔診断学分野 菅原 由美子，他

2-P-122 結核性頸部膿瘍の１例
千葉県済生会習志野病院 歯科・歯科口腔外科 伏見 一章，他

2-P-123 精神科病院における肺炎、窒息の発症率についての検討
愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座 大藪 琢也，他
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8：30 〜 8：55	 臨床研究 4（先天性疾患・顎変形症）	 座長：小宮 正道

2-P-124 片側性唇顎口蓋裂における口蓋形成術後の言語成績
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， 
JA とりで総合医療センター 口腔外科 佐藤 豊，他

2-P-125 鼻咽腔運動に対する定量解析法の開発
山口大学大学院上皮情報解析医科学講座歯科口腔外科学分野 中野 明日香，他

2-P-126 2 回法による上顎前方歯槽骨切り術の有用性 -Computer Assisted Surgery 
First -

高知医療センター 歯科口腔外科 板敷 康隆，他

2-P-127 顔面非対称を生じた線維性骨異形成症患者に対して外科的切除と顎矯正手術を
施行した 1 例

福井大学医学部 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学領域 吉村 仁志，他

2-P-128 顎変形症患者の下顎枝部における下顎管の頬舌的位置の検討‐術前 CT による評
価‐

日本歯科大学 熊澤 康雄，他

8：55 〜 9：25	 放射線	 座長：浅海 淳一

2-P-129 下顎埋伏智歯抜歯後の顔面腫脹に対するデキサメタゾン局所投与効果の 3D ビデ
オスキャナーを用いた定量的評価

福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座 松田 道隆，他

2-P-130 下顎管と近接する下顎智歯に関する X 線学的研究 －パノラマ X 線像と CT 像と
の関連性－

鹿児島大学病院口腔顎顔面外科学分野 品川 憲穂，他

2-P-131 Computed Tomography を利用した下顎智歯の埋伏状態と顎顔面形態の関係
山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系 歯科口腔外科学講座 井口 蘭，他

2-P-132 上顎洞底挙上術にリン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体を応用し評価した
1 例

東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野 川井 忠，他

2-P-133 口蓋平面を基準とした後上歯槽動脈の走行に関する検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野 高橋 章，他

2-P-134 広範囲顎骨支持型装置による補綴治療の２例
日本大学歯学部口腔外科学講座 渡邉 郁大，他
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4月 17日（日）　ポスター会場 2

8：00 〜 8：35	 若手ポスター　悪性腫瘍 1	 座長：冨永 和宏

2-P-1 嫌気的環境下における ADORA2B の腫瘍増殖促進作用とその抑制法の検討
千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座 山本 淳一郎，他

2-P-2 非（低）カルボキシル化オステオカルシンの癌進展抑制とその作用機序
九州大学大学院歯学研究院 口腔細胞工学分野， 
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 林 慶和，他

2-P-3  口腔扁平上皮癌の遊走能におけるΔ Np63 を介した Wnt5a-Ror2 シグナル経路の
関連

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， 
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 坂本 泰基，他

2-P-4 口腔扁平上皮癌における miR-205 の発現と機能に関する研究　～特にΔ Np63 と
の関連について～

九州大学大学院歯学府 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 橋口 有真，他

2-P-5 口腔扁平上皮癌における kallikrein related peptidase 6 の発現と機能に関する
研究

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 金子 直樹，他

2-P-6 口腔癌における糖代謝調節因子 ARNT2 異常の包括的分子機能解析に基づく新規治
療薬の探究

千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座 武内 新，他

2-P-7 口腔癌増殖・転移促進因子 Semaphorin7A：新たな増殖・転移阻害薬の開発を目
指して

千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座 高原 利和，他

8：35 〜 9：05	 若手ポスター　悪性腫瘍 2	 座長：飯野 光喜

2-P-8 口腔がん切除断端における酸化ストレス関連タンパク p62/SQSTM1，LC3-A，
LC3-B の発現と腫瘍再発，生存率の関連性の検討

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 顎口腔外科学分野 寺邊 健人，他

2-P-9 口腔がん細胞株及びそのシスプラチン耐性株の白金系抗がん剤に対する感受性の
検討

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 義達 理恵子，他
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2-P-10 エナメル上皮腫の病態解明に有用な蛍光蛋白質安定発現細胞株を用いた新規三次元
共培養実験系の構築

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

2-P-11 エナメル上皮腫の発育における上皮間葉転換の関与
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座 栗岡 香美，他

2-P-12 急性骨髄性白血病再発患者に発症した下顎歯肉癌に対して手術を施行した一例
鳥取県立中央病院 歯科口腔外科 西尾 幸与，他

2-P-13 NUSAP1 の過剰発現による口腔扁平上皮癌増殖機構の解明と治療法の検討
千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座 澤井 裕貴，他

8：00 〜 8：30	 若手ポスター　基礎研究　骨関連	 座長：宮本 洋二

2-P-14 ヒト軟骨細胞由来三次元培養組織の軟骨再分化に及ぼす繰返し力学負荷刺激の影響
大阪歯科大学 大学院歯学研究科 口腔外科学専攻 岡本 知子，他

2-P-15 ヘパリンを模倣化した硫酸化ポリロタキサンの合成と骨形成因子複合化による骨増
生能 in vivo 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， 
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 有機生体材料学分野 寺内 正彦，他

2-P-16 ゾレドロン酸ナトリウムおよびデキサメタゾン投与ラットの顎骨変化に関する検討
日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座 手塚 里奈，他

2-P-17 LPS 惹起急性歯周炎症へのリドカイン投与は血管内皮機能障害を改善する
愛知医科大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学 齋藤 拓実，他

2-P-18 歯周組織における炎症は活性酸素種を介して血管内皮機能を抑制する
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学 山本 康博，他

2-P-19 IL-1 βおよび TNF- α刺激ヒト顎関節滑膜由来線維芽細胞様細胞における 
M-CSF, GM-CSF, G-CSF の発現

日本大学松戸歯学部 顎顔面外科 渡辺 駿，他

8：30 〜 9：00	 若手ポスター　その他 1	 座長：桐田 忠昭

2-P-20 細胞ストレス負荷に起因するミトコンドリア形態変化の三次元的超微形態解析
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター， 
久留米大学 医学部 解剖学講座 顕微解剖・生体形成部門 宮園 佳宏，他

2-P-21 嚥下活動に対するセロトニンの中枢作用
大阪府立母子保健総合医療センター 歯科口腔外科 外川 健史，他
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2-P-22 機械的刺激が一次繊毛を介した骨折治癒に与える影響
岡山大学大学院医歯薬総合研究科 口腔顎顔面外科学分野 松本 憲一，他

2-P-23 下顎骨及び肩甲骨から採取したヒト骨芽細胞様細胞の骨形成能の比較
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 金丸 智紀，他

2-P-24 骨形成細胞シート移植による顎顔面領域の骨形成能の検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 今田 光彦，他

2-P-25 老化促進モデルマウス咬筋を用いた咀嚼筋サルコぺニアの検討
東京歯科大学 口腔病態外科学講座 星野 照秀，他

9：00 〜 9：25	 若手ポスター　その他 2	 座長：長塚 仁

2-P-26 逆性上顎正中過剰埋伏歯に生じた含歯性嚢胞の 1 例
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座， 
北海道社会事業協会洞爺病院 都倉 尭明，他

2-P-27 口蓋形成術を施行した Stickler 症候群の１例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学  金子 真也，他

2-P-28 上顎歯列にリファレンスマーカーを固定するナビゲーションシステムの顎矯正手術
での有用性に関する検討

九州大学歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野 安田 光佑，他

2-P-29 パノラマ X 線写真と CT 画像による下顎智歯と下顎管の位置関係の検討
愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座 長谷川 秀充，他

2-P-30 新規経口抗凝固薬服用患者の抜歯後出血に関する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 河上 真緒，他

8：00 〜 8：25	 組織 1	 座長：武川 寛樹

2-P-31 顎下腺の加齢に伴う遺伝子変化の解析
昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 齊藤 芳郎，他

2-P-32 実験的脳虚血による神経細胞死に対するカテプシン L 阻害薬の神経保護効果
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター， 
久留米大学 医学部 生理学講座脳・神経機能部門 喜久田 翔伍，他

2-P-33 真菌血症とマウス抗がん剤誘発性口腔粘膜炎との関連
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 片桐 浩樹，他
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2-P-34 チタンアレルギーモデルマウスの作製と 遅延型アレルギー免疫応答の解明について
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 臨床免疫学研究室 熊谷 賢一，他

2-P-35 チタン上におけるラット歯髄由来細胞の細胞分化能について
愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座 佐藤 伸明，他

8：25 〜 8：55	 組織 2	 座長：福田 雅幸

2-P-36 歯原性腫瘍におけるメラニン沈着について
愛知学院大学歯学部口腔病理学講座 磯村 まどか，他

2-P-37 北海道大学口腔診断内科における類天疱瘡の臨床統計学的検討
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 鎌口 真由美，他

2-P-38 口腔白板症の上皮細胞内に局在する Mycoplasma salivarium の電顕による検出
岩手医科大学 歯学部 口腔外科学分野 水城 春美，他

2-P-39 フローサイトメトリーによる唾液中の免疫細胞解析
北海道大学大学院歯学研究科 口腔診断内科学 大賀 則孝，他

2-P-40 エナメル上皮腫由来不死化細胞株の樹立と TNF- α による骨吸収因子の発現
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 鳴瀬 貴子，他

2-P-41 口腔領域のヒトパピローマウイルス DNA の検出におけるリバースラインブロッティ
ング法の検討

愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座 吉田 和加，他

8：00 〜 8：30	 悪性腫瘍 1（基礎研究 1）	 座長：山本 哲也

2-P-42 FFPE 組織を用いた口腔扁平上皮癌遺伝子の網羅的解析
久留米大学病院歯科口腔医療センター 中村 謙，他

2-P-43 口腔扁平上皮癌の発生や進展において重要な役割を果たす
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座 西山 廣陽，他

2-P-44 培養口腔扁平上皮癌細胞における keratin13 遺伝子のエピジェネティック制御機
構

福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 永沼 香織，他

2-P-45 口腔癌細胞におけるニコチンと上皮成長因子受容体の関連性について
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 桑島 大介，他
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2-P-46 口腔扁平上皮癌の骨破壊における Semaphorin4D の役割
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 高田 紘行，他

2-P-47 舌上皮性腫瘍の進展とシグナル伝達―免疫組織化学染色による舌上皮内癌と舌扁平
上皮癌との比較

滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座 野井 将大，他

8：30 〜 8：55	 悪性腫瘍 2（基礎研究 2）	 座長：平塚 博義

2-P-48 NADPH oxidase が口腔扁平上皮癌の増殖・進展に与える影響
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-49 癌胎児性抗原 IMP-3 由来の CTL と Th1 細胞の誘導活性を併せ持つ長鎖ペプチド
の同定と癌ペプチドワクチン療法の開発

熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分野 平山 真敏，他

2-P-50 Heat shock protein 90 阻害剤併用による抗がん剤増強作用
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 恩田 健志，他

2-P-51 超音波とセツキシマブマイクロバブル併用による抗腫瘍療法の開発
福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座 成平 恭一，他

2-P-52 抗癌剤内包ナノバブルと超音波の併用による口腔癌細胞の致死活性効果の検討
九州歯科大学附属病院 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 岩永 賢二郎，他
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　齲歯・歯周病が動脈硬化性心血管疾患と関連する。この 2 大疾患は喫煙、糖
尿病、加齢等の共存するリスクが存在し、慢性炎症が及ぼす病態として捉えら
れている。歯肉に炎症・潰瘍、歯の骨吸収が生じると、局所に組織の炎症や修
復に必要な分子群が集簇するが、それらが肝臓に運ばれると急性期蛋白（CRP
等）として合成・血中に放出され、炎症反応の指標になる。歯周病菌の代表で
ある P. gingivalis （PG） は、血管内皮細胞に作用しケモカイン（MCP-1 等）の
産生を誘導し 接着分子を発現させて単球の血管壁への侵入を促す。PG は血管
平滑筋の増殖、内皮下への遊走を促す。歯周病菌は LDL の侵入、マクロファー
ジの泡沫化、MMPs によるマトリックスの崩壊に関与し、血小板凝集を促進す
る。PG は TLR4 のシグナルを回避し、CR3 を介しマクロファージへ侵入する。

多くは動物実験や in vitro からの推測で、ヒトでは歯周病と心血管病の直接的な因果関係はない。一方、冠
疾患患者の長期追跡から、歯の本数が少ないと主要心血管イベント、心臓死、脳卒中が増える。さて、口腔
疾患と院外心停止（OHCA）や心臓突然死との関連をみた研究はない。日本では年間約 11 万人の OHCA が
発症している。私達は消防庁との共同で、心肺停止傷病者活動記録 ･ 救命処置録（ウツタイン様式）のデー
タ化により、約 80 万人のビッグデータ取得した。2005 年から 2011 年までの各都道府県別での年齢調整後の
齲歯有病率と心原性・非心原性 OHCA の関連を地域相関研究で検討した。齲歯に関しては厚労省の患者調査
を利用した。心原性 OHCA 435,064 件（55.4%）、非心原性 OHCA 350,527 件（44.6%）。各都道府県での年齢
調整後の齲歯有病率は ､ 総 OHCA 発生率、心原性・非心原性 OHCA との間に相関はなかったが、65 歳以上
の男性において齲歯と心原性 OHCA に有意な正相関があった。一方、歯周病の頻度とは関連なかった。齲歯
と OHCA が関連する機序、心肺蘇生法や AED 使用の啓発活動の重要性を強調したい。

■ 略歴
1978 年 福岡大学医学部 卒業
1981–1985 年 米国シンシナティ大学内科
2000 年 福岡大学医学部内科学第二主任教授
2007 年 福岡大学医学部心臓・血管内科学主任教授（講座名変更）
2013 年 福岡大学医学部長　（現在に至る）

特別講演 1	 座長：伊賀	弘起・岸本	裕充

	 齲歯と心臓病：ビッグデータから考える
福岡大学医学部 心臓・血管内科学 主任教授

朔 啓二郎
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　「高取焼」は九州を代表する窯元のひとつである。その歴史は遡る事約 410 年
前、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、初代福岡藩主である黒田長政が朝鮮陶工「八山」
を連れ帰り、1606（慶長 11）年に福岡県直方市の鷹取山山麓に永満寺宅間窯を
築かせたのが始まりである。その後永満寺窯（直方市）から内ケ磯窯（同市）
そして山田窯（嘉麻市）と窯場を転々と移り変わった。この時代に焼かれた作
品は古高取と呼ばれ、古田織部好みの重厚且つ大胆な造形が特徴である。1630

（寛永 7）年、現在の飯塚市へ移り白旗山窯を築く。この白旗山時代から高取焼
は大きな変貌を遂げる。当時、大名茶人として造園、建築などにその才を残し
た小堀遠州の指導が入り、彼の思想である「綺麗さび」が反映された遠州高取
が誕生したのである。これは現代の高取焼のスタイルとなっている。窯はその

後、1665（寛文 5）年に小石原鼓窯（東峰村）を経て 1717（享保 2）年に現在の福岡市早良区高取地区に開窯。
これが西皿山窯（現在の味楽窯）となる。高取焼は福岡藩の御用窯として保護、運営されていた為、明治期
の政変で大きく一変し、個人経営を余儀なくされたのである。その伝統技術を受け継ぎ私で 15 代目。この伝
統を守る中で一番のネックとなっているのが社会環境の変化であろう。窯場が市内一等の住宅地に位置する
為、煙害の関係で登り窯は使用出来ない状況である。文明の進歩と共に焼成技術も大きく進化を遂げてはい
るが、薪を用いての窯焚きは当に焼き物の原点とも言える。また使用する粘土、釉薬原料等も科学的な成分
分析が出来るようになった為、成分調合により天然原料ではなく化学原料を用いての再現も可能に成って来
ている。本来焼き物は「土と炎の芸術」と呼ばれるように科学の力の及ばぬところにその魅力が隠されている。
今後とも天然素材を基に後世に伝統技術を伝えていければと思う。

■ 略歴
1981 年　京都私立嵯峨美術短期大学　陶芸科卒業
2001 年　 15 代　味楽　襲名 

福岡市立福翔高等学校　陶芸非常勤講師任命
2006 年　福岡市技能優秀章受章
2015 年　福岡県版「現代の名工」福岡県優秀技能者表彰受章
2013 年　中国　景徳鎮陶磁博物館作品収蔵
2014 年　 米国ボストン　Pucker ギャラリーに於いて個展 

米国　ボストン美術館作品収蔵 
米国　ワシントン DC　フリーア美術館作品収蔵 
米国　MIT　マサチューセッツ工科大学に於いて講演及び実演

特別講演 2	 座長：喜久田	利弘・中村	典史

	 日本の伝統と革新の心；匠の葛藤
高取焼味楽窯 第十五代当主

亀井 味楽
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理事長講演	 座長：喜久田	利弘

【普遍的使命】　
 ・  本学会の使命は言うまでもなく、口腔科学に関する基礎的・臨床的研究を幅

広く進め、医学・歯学の進歩と発展に貢献し、学術文化および医療福祉に寄
与し、もって国民の健康増進を図ることです。

　 他の学会のような業務にとらわれた特定学問・診療技術領域に縛られること　
なく、口腔領域を広く捉え、関連した科学、医学、医療の発展・充実に尽く
す点が、本学会の特徴です。

 ・  また、残念ながら、昨今、臨床研究だけでなく、基礎研究における不正が大
きく報道され、わが国の基礎・臨床、両面における研究の質について世界か
ら厳しい目が向けられています。私達は原点に立ち返り、学会活動により、「医・

研究の倫理」をしっかりと支えるための教育の一端も担わなければなりません。 
【歴史的役割】
 ・ 本学会の歴史は長く、大正 2 年（1913 年）に東京大学医学部歯科学講座に歯科医学懇話会が設置されたこ

とに始まります。5 年後の大正 7 年（1918 年）には日本歯科口腔科学会に改称され、翌年には日本歯科口
腔科学会誌が創刊されました。その後、太平洋戦争により活動が一時中断されましたが、終戦後間もない
昭和 21 年（1946 年）には活動を再開し、名称を現在の日本口腔科学会に改め、翌昭和 22 年に戦後第 1 回
目の総会・学術大会が開催されるなど、日本歯科医学会が昭和 24 年に創設され、昭和 35 年に専門分科会
が組織されるまで、日本の医学界における歯科学を支えた基盤学会として大きな役割を果たしました。

 ・ 日本歯科医学会が設立されるまでの期間に本学会が隆盛をみたのは、実は、歯学界における学会の乱立・
統廃合などの混乱が繰り返されたことが、その一因であるとも言われています。

【現在の状況】　
 ・ 口腔に関する学問領域ならびに診療技術は細分化され、非常に多様です。このため、診療・学問領域や医

療技術別に多くの医学会・歯学会所属分科会が存在し、それに基づく生涯教育システム、学会認定医制度・
専門医制度などが多数制定されています。

 ・ しかし、口腔領域全て、並びに口腔と全身との関係、あるいは歯科医療と医科医療との連携など、全てを
カバーする領域を担当する「口腔科」ともいうべき学問・医療分野をカバーする学会は、日本口腔科学会
だけです。この点の理解があまりされていませんが、日本医学会第 31 分科会「口腔科」として日本医学会
では扱われていることを、医学会関係者ならびに歯学会関係者の皆様に再認識していただく必要がありま
す。日本口腔科学会は日本医学会が認定した「口腔の専門科」なのです。

 ・ 今春の診療報酬改定にも反映されていますが、日本の医療体制の誘導・診療報酬決定などの重要な機能を
果たしている厚生労働省　中央社会保険医療協議会において、歯科医療の全身的医療・包括的医療におけ
る積極的な関与・貢献が、支払側委員からも、診療側委員からも、公益側委員からも、厚生労働省からも
強く求められています。この要請は、単に周術期や看護・介護における口腔機能管理に関する医科歯科連
携に留まるものではありません。もっと髙い観点、国民医療政策・保険政策の観点からの国民のための要
請なのです。すなわち、医科も歯科も、それぞれの狭義の医療に留まることなく、医科歯科連携、多職種
連携を真摯に実行することが求められているのです。例えば、地域拠点病院から地域包括医療・療養に患
者様を移す時の指示書・医療情報提供書の作成、さらには地域病院・施設・自宅などでの包括医療・療養
を考えてみましょう。退院・転院時カンファレンスに各科医師と並んで歯科医師も参加して、退院・転院

	 日本口腔科学会の役目
NPO 法人 日本口腔科学会 理事長

丹沢 秀樹
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後の治療・療養上で起こりうる口腔関連障害・疾病、あるいは療養の妨げとなる口腔状況などを検討し、
対策を立案することに貢献することが重要です。現在、カンファレンスに参加することはできますが、保
険医療上の評価を頂けるような地道な実績とエビデンスの蓄積の時期であると考えられます。この例から
もわかるように、将来の歯科医療の全人的医療・医学における確たる地位の確立のためには、従来の、オフィ
スを訪れる歯の痛い患者様を治療する診療モデルだけではだめなのです。歯科側の努力と医師側の理解が
必要です。

 ・ 歯科的支援・医科歯科看護介護連携に貢献できる人材が求められています。そのためには、歯科だけ、あ
るいは医科だけにとどまらず関連医療を理解して、全人的医療に貢献できる人材の育成が必要です。さらに、
それを支える「口腔科学」の充実が必要です。例えば、老人が分散して生活している場合と、集団生活を
している場合、病気療養のため医療機関で生活している場合など、生活様式の違いによる気道・口腔の常
在菌叢の変化などに関する研究は、きわめて少数しか報告されていません。しかも、口腔の複雑な構造に
注意を払った研究は稀有です。最近、MRSA や緑膿菌ばかりでなく、CRE のような新規耐性菌の流行が報
告されており、常時、科学的研究・管理が必要な「口腔科」として推進すべき重点分野の１つと言えるでしょ
う。この例からもわかるように、細分化された学問領域からではなく、大きな観点からの研究の推進も求
められています。

【現時点での役目と将来の展望に基づく各事業】
以上より、歯科医学会が確立し、多くの細分化された分科会がある中で、日本口腔科学会の現在の役割を、
私個人の見解ではありますが、以下のように考えています。
 ・ 学問領域・診療領域の確立：歯科とか医科とかを超えた、あるいは両者を包含した、真に国民・人類のための、
「口腔科」として必要な「口腔科学」と「口腔診療」の領域の確立が必要です。成書「口腔科学」の執筆・
編纂が戸塚靖則前々理事長と髙戸毅前理事長の指導の下、朝倉出版のご理解とご尽力を得て、2013 年に出
版されました。

 ・ 狭義の診療領域・学問領域に縛られない、領域横断的な視野の育成と情報提供：医学の進歩はますます加
速しています。このような学術・医療を口腔科学においても発展させるには、狭い分野に限定されること
なく、異分野にわたる融合研究が重要です。昨年から和文誌「日本口腔科学会雑誌」において、広い医学・
科学分野の専門家・権威にお願いして、「依頼総説」を執筆していただき、掲載しています。現在まで、「が
ん免疫療法」、「感染症」、「ドラッグ・リポジショニング」、「ロボット工学とロボット医学」など、体系的、
俯瞰的、あるいはトピックな内容をご紹介しています。今後も、興味深い内容に務め、面白く読んでいる
うちに広い視野を得られるような内容を心掛けて参ります。

 ・ 国際的な学術活動：英文誌 Oral Science International を年 2 号発刊しています。出版社であるエルゼビア
社からの情報では、来年度中にも PubMed に収載される予定であるとのことでした。今後、IF の取得など、
さらに発展させるために、世界的な専門家・権威に review の執筆をお願いすることになりました。記事
の内容と共に、雑誌の国際化・発展にご期待ください。

 ・ 若手人材育成の一環としての英文学術論文・記事執筆の機会の増加と、学術・研究活動の記録：英文単行
本 Oral Science in Japan を年 1 冊発行しています。2015 年度は 30 数編でしたが、2016 年度は 40 編を超
える記事が投稿されました。若手の英文論文執筆の登竜門としてご利用下さい。若い時に自分の名前が筆
頭の論文が英文誌に初めて載った時の感動を、是非、指導者の方には思い出していただければ幸いです。

 ・ 学術・人材の交流の場の提供：地方部会主催学術大会と全国的な総会・学術大会が開催されています。学術・
人材の交流という観点を参加者の皆様に持っていただければ幸いと思いますので、学会本部や日本学術会
議主催のシンポジウムや公開市民講座などを企画していく所存です。今回の学術大会でも日本学術会議と
共催で「広域災害時における歯科医療提供体制について」を開催します。社会、科学、教育など多くの口
腔にかかわるテーマを広く募集したいと思います。また、この点に関しては、日本学術会議と連携を緊密
に行いたいと考えます。

 ・ 人材育成・教育システム：現在、人材育成のために、優秀論文賞、ポスター賞など学会賞、教育研修会な
どを制定し、実行しています。これらの教育システムの成果を評価する制度として、本年度から認定医制
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度を制定・実行いたします。口腔領域科学・医療を広く理解していることを認証いたします。
 ・ 専門医制度への道：歯科専門医制度改革に関しては、厚生労働省医道審議会歯科分科会において「歯科の

専門性に関する検討」が現在進行中です。また、日本歯科医学会においては、日本歯科医学会が参加するバー
チャルな第三者機関設立を目指し、その認定による 1 つの「歯科総合専門医」というような形で歯科にお
ける新専門医制度を立ち上げる計画があると漏れ聞いています。残念ながらこれらの情報からは、医学に
おける新専門医制度との権威の大きな違いを感ぜざるを得ません。また、補綴、保存、矯正などの歯科特
有の分野に関しては、現在構想中の歯科総合専門医で問題はないとも考えられますが、医科と隣接、ある
いは共通した活動をしている分野（口腔外科、口腔内科、口腔腫瘍、歯科放射線、口腔病理、有病者歯科など）
にとっては余りメリットがなく、今後、医師過剰時代に入り、将来起こるであろう、医科における学会再
編・標榜科改革の大波に歯科としてどのように対応するのか、強く危惧されます。他方、医学における新
専門医制度は立ち上げに向けて急速に整備されつつあり、国民に理解されること、地域性を考慮すること、
研究マインドの涵養も行うことなどを要点とした研修プログラム・施設・指導医の設定が現在検討されて
います。

 以上の状況を踏まえ、日本口腔科学会としては、日本医学会の分科会として、医科の専門医制度内に「口
腔科学総合専門医」をサブスペシャリティー専門医として設立することを目指したいと存じます。医師
90％以上という概形基準が最大の難関です。しかし、医科の新専門医制度の基本理念は「専門医の質を担
保できる制度」、「患者に信頼され、受診の良い指針になる制度」、「専門医が「公の資格」として、国民に
広く認知されて評価される制度」、「「プロフェッショナル集団としての医師」が誇りと責任を持ち、患者の
視点に立ち自律的に運営する制度」とされています。この観点から鑑みると、「患者・国民からの要請・支持」
を得ることが最大の拠り所となります。昨今、周術期口腔機能管理の社会保険医療への導入を期に、「歯と
口腔が人体の一部であること」、「歯・口腔と全身の状態との間には密接な関連があること」が強く認識され、
中央社会保険医療協議会の支払側委員からも、厚生労働省からも、「医科と歯科の連携」が強く要請され、
周術期口腔機能管理が保険導入されて以来行われた 2 回の診療報酬改定において高く評価されて保険点数
も繰り返し大幅にアップ・充実され、介護保険にも口腔ケアが導入され、地域包括医療への歯科の参加を
強く要請されています。また、口腔領域疾患の治療に関しては、医科と歯科、両方の医療知識・技術が必
要であり、しかも、複数の学会の参加が必須です。この意味で、目指す「専門医制度」には「総合」、「連携」
という要素が必須と考えます。特に、この「総合」「連携」という概念なく、医学会において医師と歯科医
師の混合集団である日本口腔科学会が医師の新専門医制度内に何らかの役割を得ることは困難と考えます。

 そこで、目指す専門医制度を以下のように考えてみました。
 1．医師、歯科医師が共に参加する。
 2．非常に多くの学会とその探求する医療知識・技術が必要であるので、「総合的診療」を円滑に行うための「連

携」を重視する。
 3．従って、専門医となるためには、
 　①　医学、あるいは歯学における専門医を 1 つ以上取得している。
 　②　 口腔領域の共通基本医療知識・技術を有することを担保するために、日本口腔科学会認定医を取得

する。（学問領域は成書「口腔科学」）
 　③　口腔に関係した複数の分野や診療科と連携した診療実績を有する。
 　④　本専門医試験に合格する。
 　⑤　その他
 ・ 研究奨励・振興：宿題報告、指名報告など、将来の学問の発展に重要な分野に対する優れた研究を表彰・

奨励するとともに、各種研究費の公募などに共同申請を行いたいと考えました。しかし、2014 年に千葉大
学を代表として日本学術振興会海外調査研究費に申請いたしましたが、残念ながら採用されませんでした。
これに懲りずに、是非、プロジェクト研究の申請を行いたいと切望しています。是非、皆様からのご提案・
ご支援をお願い申し上げます。これは重要な課題であると認識しています。
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以上が日本口腔科学会の歴史的成り立ち・役割、ならびに現在の医学会・歯学会の状況、さらに将来の医学・
医療再編等を考慮して私が到達した「日本口腔科学会の役目」です。私は中央社会保険医療協議会の専門委
員としての活動を通して、医科と歯科の連携・協力なくして今後の総合的医療計画の中に歯科の立ち位置は
無くなるとまで切実に感じるようになりました。医師であろうと歯科医師であろうと、会員諸氏が口腔の専
門家としての研鑽を共に協力していかなければなりません。個人的な考えに過ぎる事項もあるかとは存じま
すが、会員各位のご参考としていただければ幸いです。また、日本口腔科学会として理事会、各委員会で討
議していただき、活発な活動が行われることを理事長として期待し、お願い申し上げます。特に、今回の会
場では、会場からの忌憚のないご批判を仰ぎたいと存じます。

■ 略歴
丹沢　秀樹（たんざわ　ひでき）
1955 年 2 月 28 日生、　61 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 千葉県歯口腔保健審議会　会長
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学術講演 1	 座長：柴原	孝彦・水谷	英樹

　超音波エネルギーを集束することで生体局所に熱を発生させられることがで
きる。この原理を利用して、1950 年代に脳腫瘍に対する超音波温熱治療がは
じめて臨床応用された。しかし、当時の診断技術では超音波の本来の特徴を十
分に発揮できなかった。現在は超音波（US）、CT、MRI などの画像診断技術
があるため、リアルタイムで体内の様子を観察しながら、超音波を体外から数
ミリ単位の正確さで患部に照射可能となっている（強力集束超音波治療、High 
Intensity Focused Ultrasound Therapy; HIFU）。前立腺癌、子宮筋腫の治療に
広く臨床応用されている。一方、1990 年代に入りに超音波の非温熱効果（機械
振動作用）と薬物を併用する全く新しい“超音波・薬物効果促進作用”が発見され、
超音波治療の可能性がさらに拡大した。近年、低強度の超音波と様々な薬物を

併用する新しい研究成果が次々と報告されている。特に注目されているのは癌化学療法への応用である。超
音波エネルギーはさまざまな生体組織で薬物の吸収・浸透を促進する働きがあることから、抗がん剤の飛躍
的な効果の増強が得られる。超音波エネルギーを利用した DDS（Drug Delivery System）は従来の薬物動
態学的な概念を根本から覆す新しい手法として注目されている。さらに、超音波画像で病的組織を標的に運
ばれる薬を観察する技術（薬剤送達イメージング、Drug Delivery Imaging）、治療と診断を一体化し、観察
しながら治療を行う（セラノスティクス、Theranostics）も可能である。以上の新しい超音波治療の口腔疾
患領域への応用を紹介する。

■ 略歴
1987 年　久留米大学医学部卒業
1987 年　福岡大学病院研修医（第一内科）
1989 年　福岡大学医学部第一内科研究生
1989 年　若杉病院総合医学研究所（研究主任）
1995 年　福岡大学医学部第一解剖学講座助手
1998 年　福岡大学医学部第一解剖学講座講師（併任）
2002 年　福岡大学医学部解剖学講座講師
2005 年　福岡大学医学部解剖学講座主任教授
現在に至る

	 口腔疾患における超音波医療機器の将来
福岡大学医学部医学科 解剖学講座 教授

立花 克郎
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学術講演 2	 座長：森田	章介・吉岡	泉

　機械には多くの摩擦面が存在し，その部分の摩擦や摩耗は機械の性能や寿命
に大きな影響をおよぼす．摩擦や摩耗および潤滑など相対運動下での表面間の
相互作用を取り扱う学問分野がトライボロジーである．摩擦と摩耗の機構や，
それらを減少させる様々な潤滑法について概説する．またトライボロジー技術
の向上は機械の高性能化・高機能化だけではなく，省エネルギーや省資源に大
きく寄与するとともに，生物学や医学を対象とするまでに広がっている．
　健常な生体の下肢関節は，体重の数倍の荷重を受けながら往復運動をすると
いう過酷な条件にも関わらず，生涯にわたり極めて低い摩擦と摩耗を維持でき
る優れた機能を有する．一方，軟骨が摩耗し疼痛や運動機能の低下を伴う変形
性関節症や関節リウマチなどにおいては，生体関節を人工関節で代替する．人

工関節置換術は，国内において年間 10 万件以上が実施されており，運動機能の回復や除痛などの大きな成果
を挙げているが，摩擦面材料である超高分子量ポリエチレンの摩耗や摩耗粉による人工関節のゆるみ，脱臼
や感染などの問題を残している．現在の人工関節は 15 ～ 20 年程度の寿命を有しているが，若年層への適用
拡大を考慮すると一層の長寿命化が望まれる．そこで人工関節における問題を解決するために，超高分子量
ポリエチレンのクロスリンク化やビタミン E の添加など摩擦面の改良や新材料の採用が試みられている．ま
た金属同士やセラミックス同士の摩擦面を有する人工関節も提案されている．生体関節および人工関節をト
ライボロジーの視点から説明する．また，今後の技術としてカーボンナノチューブとポリエチレンを複合化
した材料や骨と同程度の弾性率を有する人工股関節ステムなど次世代人工関節や生体用新材料について紹介
する．

■ 略歴
1992 年　九州大学工学部動力機械工学科　卒業
1997 年　九州大学大学院工学研究科機械工学専攻　修了
1997 年　福岡大学工学部機械工学科　講師
2000 年　福岡大学工学部機械工学科　助教授
2013 年　福岡大学工学部機械工学科　教授
現在に至る

	 生体関節と人工関節のトライボロジー
福岡大学工学部機械工学科 教授

森山 茂章
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宿題報告	 座長：古郷	幹彦・濱田	傑

　近年、骨組織は種々のホルモンの標的組織であるだけではなく、骨外臓器・
組織を制御する内分泌器官の一つであることが明らかにされ、従来の概念で骨
格を統合的に理解することが困難な状況になっている。そのため、我々は骨内
外の緊密なコミュニケーションを担っている細胞・分子群の相互連関を「オス
テオネットワーク」という概念で捉え（最新医学 63:2155-2163,2008）、骨組織を
生物学的に深く理解し、顎骨疾患の病態解明の基盤を構築し、新たな治療法を
開発することを目的として研究を進めている。
　脊椎動物の骨組織は進化にともなってその構造と機能を変遷し、我々哺乳類
では巧妙なオステオネットワークを獲得し、骨組織のホメオスタシスを維持し
ていると考えられる。そして、オステオネットワークの破綻により種々の骨疾

患が発症すると考えることもできる。そのため、オステオネットワークの「構築機構」「維持機構」と「破綻
機構」という観点から研究を推進することにより、骨組織のホメオスタシス制御機構と骨疾患の病因・病態
の理解がさらに深まり、顎顔面骨疾患の病態解析の基盤構築ができると考えている。顎顔面領域には、骨系
統疾患、炎症性骨疾患、代謝性骨疾患、腫瘍性骨疾患などの種々の骨疾患が発症するが、それらの病因・病
態は十分に解明されていない。この点を克服するために、我々はオステオネットワークの概念を導入して、
オステオネットワークの獲得機構、維持機構を解析するとともに、骨再生や口腔癌の顎骨浸潤におけるオス
テオネットワークの破綻機構を解析している。本講演では、初めにオステオネットワークの概念を紹介し、
最近の我々の研究成果を概説したい。

	 オステオネットワークの構築・維持・破綻：	
顎顔面骨疾患の病態解析の基盤構築
東京歯科大学口腔科学研究センター

山口 朗
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■ 略歴
東京歯科大学口腔科学研究センター客員教授

1974 年 3 月 東京歯科大学卒業
1980 年 3 月 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（口腔病理学専攻）
1980 年 4 月 昭和大学歯学部口腔病理学教室講師
1985 年 9 月  Visiting Assistant Professor, School of Dentistry, Washington University
1987 年 7 月  Visiting Assistant Professor, Orthopedic Surgery, St. Louis University
1988 年 4 月 昭和大学歯学部口腔病理学教室助教授
1991 年 4 月 日本病理学会口腔病理専門医取得
1998 年 12 月 長崎大学歯学部口腔病理学講座教授
2004 年 4 月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野教授  
2011 年 10 月 日本学術会議会員
2012 年 4 月 日本病理学会口腔病理専門医研究指導医取得
2013 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院検査部部長（併任）
2015 年 3 月 東京医科歯科大学名誉教授
2015 年 4 月 東京歯科大学口腔科学研究センター客員教授

日本骨代謝学会学術賞（1993 年）
日本病理学会学術研究賞（1996 年）
日本病理学会賞（2005 年）
日本歯科医学会会長賞（2015 年）
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指名報告	 座長：酒巻	裕之・山下	善弘

　腫瘍血管新生は腫瘍の進展と転移に重要な役割を果たし，抗 VEGF 剤などを
用いた血管新生阻害療法は抗癌剤との併用で多くの癌患者に延命効果をもたら
した．しかし，その一方で薬剤耐性や副作用の報告などの問題もある．近年，
腫瘍血管は正常血管と形態学的に異なること，また，腫瘍血管内皮細胞もまた
正常のそれとは多くの点で異なることが知られてきた．
　われわれもまた，腫瘍血管内皮細胞（Tumor endothelial cell: TEC）を分離
培養し，それらが正常血管内皮細胞と比較し様々な点で差異があることを見出
してきた . 例えば，腫瘍血管内皮細胞には高い生存能や特異遺伝子（Biglycan， 
CXCR7， LOX, EGFR など）の発現亢進を伴う血管新生能亢進がみられる．また，
がん間質に対するそれまでの概念に反して，腫瘍血管内皮細胞には染色体異常

や，ABC トランスポーターの発現亢進を伴う薬剤耐性をもつものがあることを発見した．また腫瘍血管には
幹細胞様の性質をもつものが存在し，それらが腫瘍血管の高い血管新生能に関与していることを明らかにし
てきた．
　興味深いことに，腫瘍血管内皮細胞におけるこれらの異常性の一部は腫瘍細胞由来の液性因子や細胞外小
胞，さらに低酸素環境によって誘導された．このことは腫瘍血管内皮細胞が，がん微小環境内の様々な因子，
細胞間作用によりその特性を獲得していることを示唆している．
　腫瘍血管はがん幹細胞のニッチとなっており，さらには転移する腫瘍細胞にとっては関門の役割を担うこ
とからがん治療にとって重要な標的である． 
　本報告では腫瘍血管内皮細胞の特異性に関するこれまでの研究を発表するとともに新しいがん治療法開発
に向けての今後の展望について延べたい．

参考文献
1） Tumor-associated endothelial cells with cytogenetic abnormalities. Cancer Res, 2004 (Cover selected, 

Highlighted) 
2） Tumor endothelial cells acquire drug resistance by MDR1 upregulation via VEGF signaling in tumor 

microenvironment, Am J Pathol, 2012
3） Heterogeneity of Tumor Endothelial Cells: Comparison between Tumor Endothelial Cells Isolated from 

Highly Metastatic and Low Metastatic Tumors, Am J Pathol, 2012 (Highlighted)
4） Biglycan is a specific marker and an autocrine angiogenic factor of tumour endothelial cells, Br J 

Cancer, 2012 
5） Lysyl oxidase secreted by tumour endothelial cells promotes angiogenesis and metastasis, Br J Cancer, 

2013
6） Tumor-derived microvesicles induce proangiogenic phenotype in endothelial cells via endocytosis, 

PLoS ONE, 7(3), e34045, 2012 
7） Hypoxia-induced reactive oxygen species cause chromosomal abnormalities in endothelial cells in the 

tumor microenvironment, PLoS ONE, 2013
8） Identification of Tumor Endothelial Cells with High Aldehyde Dehydrogenase Activity and a Highly 

Angiogenic Phenotype, PLoS ONE, 9(12): e113910, 2014 
9） CXCL 12-CXCR7 axis is important for tumor endothelial cell angiogenic property, Int J Cancer, 137(12), 

2825-2836 2015 (selected as a cover) 

	 腫瘍血管内皮細胞の特性解明と新たな治療法への応用
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

樋田 京子
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■ 略歴
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　特任准教授

平成 4 年 3 月 北海道大学歯学部卒業　
平成 4 年 4 月 北海道大学歯学部附属病院第二口腔外科研修医
平成 6 年 4 月 札幌鉄道病院歯科口腔外科　歯科医師　
平成 10 年 3 月 北海道大学歯学部大学院短縮修了　歯学博士取得　
平成 10 年 4 月 日本学術振興会研究員（PD）
平成 11 年 10 月 口腔外科専門医取得　　 
平成 13 年 7 月 ハーバード大学小児病院 Surgical Research （現在 Vascular Biology Program）研究員
平成 14 年 4 月 日本学術振興会海外特別研究員（上記研究室にて）
平成 16 年 6 月 ハーバード大学小児病院 Vascular Biology Program　助手　
平成 17 年 4 月 北海道大学院大学歯学研究科口腔病理病態学教室　助手
平成 21 年 4 月 北海道大学大学院歯学研究科血管生物学教室特任准教授（独立）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成 26 年 4 月 現職

〈受賞〉  　　
平成 26 年　北海道大学研究総長賞奨励賞　
平成 24 年　Best Award of Oral Session The 10th Korea-Japan Joint Symposium on Vascular Biology
平成 22 年　日本病理学会学術研究賞
平成 17 年　日本口腔外科学会メダルティス賞

〈学会評議員〉
日本癌学会，日本がん転移学会，日本血管生物医学会，日本病理学会
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学会賞優秀論文賞 2016受賞者講演	 座長：大木	秀郎・丹沢	秀樹

　現在，骨粗鬆症や悪性腫瘍の骨転移に対する治療薬として多岐にわたる骨修
飾薬が使用されるようになり，American Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons (AAOMS) は 2014 年に Update したポジションペーパーでビスフォス
フォネート関連顎骨壊死（BRONJ）から薬剤関連顎骨壊死 (MRONJ) と名称を
変更した。MRONJ の治療法については確立していない。AAOMS および本邦
のポジションペーパー（2010）では保存療法を主としているが，症状の改善が
得られない症例もあり，最近では外科的治療が有効とするシステマティックレ
ビューの報告もある。
　今回当科で外科的治療を施行した BRONJ44 例（経口薬 25 例，注射薬 19 例）
の治療法と臨床経過について検討した。大多数の症例が stage 2 であり，壊死骨

除去が 4 例，壊死骨除去 + 周囲骨削除が 37 例，区域切除が 3 例に施行されていた。治療経過は，経口薬は
25 例すべてが治癒，注射薬は 19 例中治癒が 11 例，改善が 7 例，不変が 1 例であった。以上のことから外科
的治療の有効性が示唆された。
　今回の発表に際しては症例を追加するとともに、外科的療法の際の適切な骨切除範囲についても検討した
ので報告する。さらに現在準備している MRONJ の治療法に関する多施設共同研究の概要についても報告す
る予定である。

■ 略歴
平成 19 年 3 月　神奈川歯科大学卒業
平成 19 年 4 月　神奈川歯科大学付属横浜研修センター・横浜クリニック研修医
平成 20 年 3 月　開業医勤務
平成 24 年 4 月　 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　入局 

長崎大学病院口腔外科　医員
平成 25 年 4 月　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　大学院入学
平成 27 年 6 月　長崎大学病院口腔外科　助教
平成 28 年 4 月　和歌山県立医科大学歯科口腔外科　学内助教

	 ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）に対する治療法の検討	
―ステージ 2に対する外科的治療の適応と術式について―
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

林田 咲
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　Helicobacter pylori（H. pylori）は，1983 年に胃炎患者の胃粘膜より初めて
分離，同定された，強力なウレアーゼ活性を持つ微好気性のグラム陰性らせん
状桿菌である．慢性胃炎，胃十二指腸潰瘍，胃癌，特発性血小板減少性紫斑病

（ITP）などのリスクファクターとして知られ，除菌療法が推奨される．初感染
は 5 歳以下の乳幼児期に多く起こるとされているが，初感染時期を検討した報
告は少ない．今回，H. pylori 初感染時期を推側することを目的に，託児所（幼
稚園・保育園）に通う幼児 418 名とその両親を対象に，唾液を検体として real 
time PCR による H. pylori DNA の検出についての研究を行った．滅菌ロール
ワッテを口腔内で 2 分間咀嚼させて唾液を採取し検査まで− 80℃で保存した， 
100μl の唾液から QIA amp Mini Kit（QIAGEN Ltd, Crawley, UK）を用い

て DNA を抽出し，Step One Real time PCR System（Applied Biosystems Japan Ltd,）を用いて TaqMan 
method で H. pylori DNA を検出した．園児の H. pylori DNA 検出率は 3 歳 4.1%，4 歳 4.9%，5 歳 10.0%，6
歳 13.3% であり，年齢とともに上昇傾向を示し，4 − 5 歳間で大きな上昇を認めた．また、H. pylori 陽性で
あった園児の母親の H. pylori 陽性率は，56.2% であり，陰性児の母親の陽性率 17.2％に比し有意に高率であっ
た．以上の結果は，園児における初感染が 3 歳未満でも起こっている可能性を示唆する結果であり，4 − 5
歳間での検出率の上昇はこの時期にも H. pylori 感染の危険性が高いことを示唆している．さらに H. pylori
陽性児の母親の陽性率が有意に高かったことは母親から園児への感染がもっとも重要であることを示す結果
であった．

■ 略歴
上田　潤（うえだ　じゅん）
昭和 56 年 7 月 2 日生

2006 年　4 月　日本歯科大学新潟市学部卒業
2006 年　4 月　日本歯科大学新潟歯学部附属病院臨床研修医
2007 年　4 月　日本歯科大学大学院新潟歯学研究科　入学
2011 年　3 月　　　　　　同上　　　　　　　　　　修了
2011 年　4 月　日本歯科大学　助教　口腔外科診療科配属
2014 年　4 月　横浜市立大学附属病院口腔外科　指導診療医
2016 年　4 月　日本歯科大学　助教
　　　　　　　
専門医資格
日本口腔外科学会　認定医
日本有病者歯科医療学会　指導医

学会賞優秀論文賞 2016受賞者講演	 座長：大木	秀郎・丹沢	秀樹

	 Occurrence	of	Helicobacter	pylori	in	saliva	from	
preschool-age	Children
日本歯科大学新潟病院口腔外科診療科

上田 潤



86

講
演
抄
録

シンポジウム 1

口腔の前癌病変と表在癌を科学する

座 長

進藤 正信
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

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
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シンポジウム 1『口腔の前癌病変と表在癌を科学する』

　口腔癌取扱い規約は現在改訂が検討されている。改定に当たり以下の配慮が
必要である。1．全国がん登録：平成 28 年１月から「がん登録等の推進に関す
る法律」に基づく、「全国がん登録」が実施されることとなり、『すべての病院』
及び『指定された診療所』　は、がんの罹患・診療・転帰等に関する情報を県に
届出することが義務化された。登録の際には UICC による TNM 分類が用いら
れる。2．癌取扱い規約の統一化：癌取扱い規約は各臓器の特異性や当該がんの
特異性に合わせて作成されているため細分化され複雑になっている。また学会、
研究会など専門領域ごとに発行されるため、全領域の病理診断を受け持つ病理
医にとっては改訂の時期を知るだけでも容易なことではない。これらのことか
ら日本癌治療学会関連学会連絡委員会において、日本病理学会から癌取扱い規

約に統一性を持たせるための提言がなされ、現在領域横断的癌取扱い規約検討委員会が作業にあたっている。
3．UICC による改訂： TNM 分類は国際的に最も普及・利用されている分類法である。国際対がん連合（UICC）
から 1968 年に第 1 版が発行され、現在は第 7 版である。TNM 分類の目的は 1. 臨床医の治療計画作成に役立
つ。2. 予後に何らかの示唆を与える。3. 治療結果を評価する一助となる。4．治療施設間の情報交換を容易に
する。5．ヒトがんの継続的な研究に寄与する。制がん活動をサポートすることである。これらは治療に関係
なく適応できるように定められているため治療方針の決定には言及していない（がん治療認定医教育セミナー
第 9 版より引用改変）。UICC による改訂第 8 版は 2016 年 9 月 1 日に出版され、2017 年 1 月 1 日より施行さ
れる予定である。 口腔癌取扱い規約改訂の際にはこれらの状況を考慮し、表在癌の扱いも含め、より有益性
の高い規約を作成したい。

■ 略歴
1985 年　 東京歯科大学卒業、東海大学医学部付属病院臨床研修医 

（口腔外科、麻酔科、形成外科、病理診断科にて研修）
1990 年　福島県いわき市立総合磐城共立病院歯科口腔外科医長
1991 年　東海大学医学部口腔外科学助手
1994 年　国立がんセンター東病院頭頸科国内留学
1999 年　同　講師
2003 年　同　助（准）教授
2009 年　 同　教授 

同　大学院教授（がんプロフェッショナル養成基盤プラン担当教員）
現在に至る

■ 資格・社会活動
（公社）日本口腔外科学会認定口腔外科専門医、指導医
日本がん治療認定機構がん治療認定医（歯科口腔外科）
インフェクション・コントロール・ドクター

日本口腔腫瘍学会理事、口腔癌取扱い規約検討委員会委員長
日本癌治療学会代議員、
日本頭頸部癌学会評議員
日本口腔外科学会代議員
日本口腔内科学会評議員

S-1-1	 口腔癌取扱い規約改定に向けての現状
東海大学 医学部外科学系 口腔外科学領域

太田 嘉英
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　口腔扁平上皮癌の発生には、様々な遺伝子変異や発現異常が関連する。口腔
癌は前癌病変，表在癌さらに進行癌へと移行するが，それぞれの段階における
特異的な遺伝子異常は明らかではなく，病理組織学的な形態の変化が病理診断
の基準である。口腔では感染や炎症性変化を伴うことが多く，病変間の差異も
大きいことから，境界領域についての病理診断は困難なことも多い。
　前癌病変とは，癌に移行する可能性が高い細胞学的，構造的な変化を伴う病
変として定義されている。前癌病変を含む境界領域病変については， WHO 分類
について多くの問題点が提起されてきた。2005 年の WHO 分類では，扁平上皮

内腫瘍（SIN）の用語が示されたが，mild, moderate, severe dysplasia と carcinoma in situ という基本的な
分類は変更されていない。国内においては，口腔癌取扱い規約，頭頸部癌取扱い規約がある。これらの規約
では，新たな知見を加え，独自な用語や疾患概念を取り入れており，実際の現場では複数の規約や分類によ
る病理診断がなされている。一方，表在癌とは癌の深達度を指標とした概念であり，食道では癌腫の壁深達
度が粘膜下層にとどまる腫瘍をさす。頭頸部癌取扱い規約では，咽頭，喉頭についての表在癌の定義づけが
なされ，癌細胞の浸潤が粘膜下層にとどまり，固有筋層に及んでいない腫瘍とされている。しかし，口腔に
おける表在癌の定義については明確な定義は示されていない。口腔の前癌病変と表在癌における病理診断の
標準化を目指すためには，診断技術すなわち，前癌病変の程度，浸潤性や深達度の状態をどのように把握す
るか，また病理診断で用いる用語や概念をいかに統一するかの二つの大きな課題が存在する。本シンポジウ
ムでは，病理学的側面からの口腔癌取扱い規約の改定の方向性を含め，病理診断の現状と展望について議論
を深めたい。

■ 略歴
1987 年 岡山大学歯学部　卒業
1991 年 岡山大学大学院歯学研究科　修了（歯学博士）
1991 年 岡山大学歯学部口腔病理学講座　助手　
1993 年 岡山大学歯学部口腔病理学講座　助教授
1998–1999 年 ニューヨーク大学留学　文部省在外研究員
2008 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野　教授
 併任：岡山大学病院病理診断科口腔病理部門長
現在に至る

シンポジウム 1『口腔の前癌病変と表在癌を科学する』

S-1-2	 口腔の前癌病変と表在癌における病理診断の標準化に向けて
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野

長塚 仁
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【目的】口腔前癌病変である白板症は、極めて多彩な臨床像を示し、病理組織学
的にも過角化から上皮性異形成を呈するものまで様々である。また、臨床症状
から白板症を疑い生検を行うと、癌を認める症例に遭遇することもある。その
ため、どのような症例を積極的に生検するかが臨床的に重要であるが、統一し
た見解は得られていない。そこで本研究は、白板症の臨床像と病理組織学的所
見との関連を明らかにすることを目的とする。

【対象】過去 6 年間に当科にて臨床的に白板症と診断された 163 例（268 病変）
を対象とした。性別は男性 89 名（54.6％）、女性 74 名（45.4％）で、平均年齢
は 61.8 歳であった。

【結果】発生部位は歯肉が 60 例（36.8％）と最も多く、次いで舌 50 例（30.7％）
の順であった。発生様式では単発性が 104 例（63.8%）、多発性 51 例（31.3%）、多中心性 8 例（4.9%）であっ
た。臨床視診型では均一型 228 病変（85.1%）、非均一型が 40 病変（14.9%）であった。生検は 91 病変（34.0%）
で行なっており、舌でその頻度が最も高かった（48.4%）。また、均一型（48.0%）に比べ、非均一型（80.0%）
において、多く生検を行っていた。病理組織学的には、過角化が 39 例（43.3％）で最も多く、次いで軽度異
形成 27 例（30.0％）、中等度異形成 15 例（16.7％）、重度異形成 6 例（6.7％）、扁平上皮癌 1 例（1.1％）、そ
の他 2 例（2.2％）であった。中等度～重度異形成を認めた症例は、部位では舌が最も多く 14 / 29 病変（48.3%）
で、臨床視診型では均一型 10 / 55 病変（18.2%）に対し、非均一型は 10 / 32 病変（31.4%）であった。経過
観察期間中に扁平上皮癌と診断された症例は 5 例 / 163 例（3.1％）であった。

【考察】舌や非均一型の症例では中等度～重度の上皮性異形成を呈している割合が高いことから、より積極的
に生検を行うべきであると考えられる。本シンポジウムでは、白板症や表在癌との臨床上の相違点について
も言及したいと考えている。

■ 略歴
1999 年　鹿児島大学歯学部 卒業
2003 年　 九州大学大学院歯学臨床系専攻博士課程　卒業
  同  年　九州大学病院顎口腔外科　医員
2007 年　九州大学大学院歯学研究院　助教
2013 年　九州大学病院　顎口腔外科　講師　
現在に至る

シンポジウム 1『口腔の前癌病変と表在癌を科学する』

S-1-3	 口腔白板症と表在癌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

川野 真太郎
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シンポジウム 2

口腔癌顎骨浸潤度を科学する

座 長

有地 榮一郎
愛知学院大学 歯学部歯科 放射線学講座

池邉 哲郎
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野
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　口腔癌の画像診断に関して、従来から、CT、MRI ならびに PET/CT など、様々
なモダリティによる評価がなされている。本シンポジウムでは、MRI に焦点を
あて、MRI による口腔癌の顎骨浸潤について検討する。
　MRI による口腔癌の画像診断には、2D 撮像法による軸位断像や冠状断像の
T1 強調画像、T2 強調画像ならびに造影後 T1 強調画像が一般的に用いられる。
口腔癌の進展について、これらの 2D 撮像法による評価をする。さらに、高空
間分解能の画像が得られる、3D-VIBE（Volumetric Interpolated Breath–hold 
Examination）による多断面再構成画像の T1 強調画像の評価を加える。すなわ
ち、病変描出能ならびに進展範囲評価について、2D 撮像法による軸位断像や冠
状断像の T1 強調画像、T2 強調画像ならびに造影後 T1 強調画像による評価に

加えて、3D-VIBE による多断面再構成 T1 強調画像の有用性について報告する。

■ 略歴
1984 年　岩手医科大学歯学部　卒業
1988 年　東京医科歯科大学大学院　終了
1988 年　東京医科歯科大学　歯科放射線科　医員
1989 年　東京医科歯科大学　歯科放射線学教室　助手
2003 年　東京医科歯科大学大学院　口腔放射線医学分野　講師

シンポジウム 2『口腔癌顎骨浸潤度を科学する』

S-2-1	 MRI による口腔癌の顎骨浸潤の評価
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 口腔放射線医学分野

吉野 教夫
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　口腔に発生する悪性腫瘍の大半を扁平上皮癌が占めている。中でも歯肉癌は、
進行するとその解剖学的特徴から速やかに顎骨へと浸潤し、その後の患者の
QOL を著しく低下させる。口腔癌による顎骨破壊のメカニズムに関しては、未
だその詳細は明らかではないのが現状である。
　我々の研究室では、病理組織標本から得られる形態学的所見を主軸として、
癌による顎骨破壊メカニズムの解明に取り組んできた。初めに歯肉扁平上皮
癌の診断のもと顎骨切除された９７症例の検体を病理形態学的に解析した結
果、骨破壊部では癌と骨組織との間に線維性の間質の介在が全症例で認められ
た。また、介在する間質の線維芽細胞数と破骨細胞数との間には有意な正の相

関関係が認められた。免疫組織化学的には、これらの線維芽細胞に RANKL の発現も見いだされた。口腔癌
による骨破壊に癌間質の線維芽細胞が重要な役割を果たしている事が示唆された（Ishikuro M, et al, Bone, 
2008）。次に、ヒト材料を用いた microarray、 免疫染色、in vitro, および口腔癌細胞株をヌードマウスの頭蓋
に移植した in vivo モデルを用いた解析の結果、口腔癌細胞が自ら IL-6 を産生するとともに、癌と骨組織と
の間に介在する線維芽細胞にも IL-6 産生を促進させ、これら IL-6 が線維芽細胞の RANKL 発現を誘導した結
果、破骨細胞性の骨吸収が起こる事が明らかとなった（Kayamori K, et al ; Am J Pathol, 2010）。また、この
モデルマウスを用いた系で、線維芽細胞が産生する RANKL だけではなく、癌細胞自身が産生する RANKL
も口腔癌の骨破壊に関与している事も示された（Sato K, et al; Am J Pathol, 2013）。
　本シンポジウムでは、これらの研究結果とともに、近年新たに得られた研究成果の概要を紹介する。

■ 略歴
2005 年　東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
2009 年　東京医科歯科大学歯学部付属病院検査部　医員
2011 年　青梅市立総合病院病理診断科　医員
2012 年　青梅市立総合病院病理診断科　医長
2013 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野　助教
現在に至る

シンポジウム 2『口腔癌顎骨浸潤度を科学する』

S-2-2	 病理学形態学を基盤とした口腔扁平上皮癌による	
顎骨浸潤メカニズムの解析
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔病理学分野

栢森 高
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　転写因子 NF-κB は口腔扁平上皮癌（OSCC）を含む様々ながんで恒常的に活
性化されており、浸潤能や生存率の増加、抗がん剤への抵抗性や血管新生の促
進などのがんの悪性度の獲得に関与している。NF-κB の発現上昇が OSCC の浸
潤や転移と相関しており、悪性度の高い OSCC ほど NF-κB の活性が高いことが
報告されている。さらに、破骨細胞分化誘導因子 Receptor Activator of NF-κ
B Ligand（RANKL）が破骨細胞前駆細胞の NF-κB を活性化することで破骨細
胞分化が誘導されることから、NF-κB は OSCC の顎骨浸潤を制御する標的分子
になりうると考えられる。近年、NF-κB や IKKβの活性化を阻害する様々な天
然化合物や低分子化合物が開発されている。IMD-0560 は新規 IKKβ阻害剤であ
り、このプロドラッグは関節リウマチの臨床試験に用いられている。本研究で

は IMD-0560 が OSCC による顎骨浸潤の治療薬としての臨床応用できる可能性を評価した。IMD-0560 は口腔
扁平上皮癌細胞株やマウス扁平上皮癌細胞株SCCVII細胞のNF-κBの核移行とIκBαの分解を抑制した。また、
IMD-0560 は口腔扁平上皮癌細胞のマトリクスメタロプロテアーゼ９（MMP-9）の産生を抑制することで細
胞外基質への浸潤を抑制した。さらに IMD-0560 は顎骨周囲の骨芽細胞および SCCVII 細胞による RANKL
の発現を抑制することで破骨細胞分化を抑制し、SCCVII 細胞の細胞死を誘導する他に SCCVII 細胞の増殖と
MMP-9 産生を抑制することで、SCCVII 細胞による頬骨弓と下顎骨の骨破壊を抑制した。一方、IMD-0560
は接種付近の舌基底細胞および傍基底細胞の増殖を抑制しなかった。これらの実験結果より、IMD- ０560 は
OSCC 細胞による顎骨浸潤の新たな治療薬となる可能性が示唆された。

■ 略歴
1991 年３月 九州大学歯学部卒業
1991 年４月 九州大学大学院歯学研究科外科系専攻（口腔外科）入学
1995 年３月 九州大学大学院歯学研究科外科系専攻修了　博士（歯学）
1995 年４月 昭和大学歯学部生化学助手
1998 年 11 月 ハワードヒューズ医学研究所研究員（イエール大学医学部）
2003 年３月 福岡歯科大学　細胞生物学講座　細胞生理学分野　助教授
2005 年６月 九州歯科大学　生命科学講座　生化学分野　教授
2007 年４月 公立大学法人　九州歯科大学　生命科学講座　分子情報生化学分野　教授
2012 年４月～ 2016 年３月 公立大学法人　九州歯科大学大学院研究科長
2012 年４月  公立大学法人　九州歯科大学　健康増進学講座　分子情報生化学分野　教授 

（講座改変による名称変更）
現在に至る

シンポジウム 2『口腔癌顎骨浸潤度を科学する』

S-2-3	 NF-κB選択的阻害剤を用いた口腔扁平上皮癌の	
顎骨浸潤の治療戦略
九州歯科大学 健康増進学講座 分子情報生化学分野

自見 英治郎
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シンポジウム 3

顎矯正手術後の骨格安定度を科学する

座 長

嶋田 淳
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Ⅰ

溝口 到
北海道医療大学 歯学部歯学科歯科矯正学講座
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　上顎骨の著しい劣成長を伴う口唇裂・口蓋裂患者に対して、上顎骨延長によ
る外科的矯正治療が施行されることがある。上顎骨延長は骨新生のみならず周
囲軟組織の伸展を期待できることから、一期的な前方移動術と比較して大きな
顎骨移動が可能で術後安定性の面でも有利と考えられる。
　骨延長装置の一つである rigid external distraction （RED） システムによる創
外固定型骨延長装置は成長期から成人期にかけて幅広い年齢層の患者に適応可
能である上、骨延長の方向や量の設定の自由度が大きいという特徴がある一方、
ハロー型頭部固定装置を使用することによる患者の心理的負担の増加が指摘さ
れる場合がある。また、Zürichシステムをはじめとした創内固定型骨延長装置は、
装置撤去のための二次的手術の必要性ならびに骨延長の量や方向にある程度制

限があるものの、延長終了後は設置部位に一定期間留置して骨硬化のための固定装置として利用できるとい
う利点もある。しかしながら、どちらの骨延長装置も、延長量の決定には上下骨の術後変化を考慮すること
が必要不可欠となっている。
　当分野における上顎骨延長を用いた治療の一般的なプロトコールは、従来型の骨切り術を併用した外科的
矯正治療に準じて術前矯正治療を行い、下顎成長が終了した後に上顎骨延長を適応することを原則としてい
る。一方、症例によっては本法を成長期に適応して、咬合のみならず顔貌の改善をある程度早期に達成する
ことにより患者や家族の心理的負担の軽減を図る場合もある。
　以上のように骨延長の適応には、各延長装置の特性を十分理解し、かつ患者を取り巻く環境に配慮した治
療計画の立案が、良好な結果を得る上で重要となってきている。本講演では、口唇裂・口蓋裂患者に対して
上顎骨延長を適応し長期管理した症例からわれわれが経験した問題点を抽出しながら、上顎骨の延長量の決
定ならびに骨延長適応時期について若干の考察を加えてみたい。

■ 略歴
1998 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
2002 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野修了
2002 年　Department of Orthodontics, Dental Branch, University of Texas at Houston Health Science Center
2005 年　東京医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来　医員
2008 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野 助教
2013 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野 講師
現在に至る

シンポジウム 3『顎矯正手術後の骨格安定度を科学する』

S-3-1	 長期管理症例からみた口唇裂・口蓋裂患者に対する上顎骨延長
東京医科歯科大学 顎顔面矯正学分野

小川 卓也
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　近年上下顎移動術の手術設定は、顔貌の改善や術後の安定性の観点からいわ
ゆる U1-keep clock wise rotation に代表される咬合平面の時計回りの回転が
基本となっている。従来の Le Fort I 骨切りにより上顎を前方移動することな
く咬合平面を時計回りさせるには、移動の障害となる上顎結節や翼状突起の削
除が必要で、臼歯の上方移動量（回転量）と前歯の後方移動量が増加するほど
技術的に困難となる。これに対し近年当科ではインジゴカルミン生体染色下に
U-shaped osteotomy 併用 Le Fort I を適応することでこれらの技術的問題を解
消している。そこで本法を用いて上顎の咬合平面の時計回りの回転を行い、1 年
以上経過した 56 症例を、前歯の後方移動量と上顎第一大臼歯の上方移動量の組
み合わせによって 3 群に分類し、（1）移動量の大きい高移動群 21 例、（2）中移

動群 21 例および、（3） 低移動群 14 例で顔面骨格の安定性、上顎の安定性について検討した。上顎の位置決
めは SLM technique を用い、頬骨基部をチタンミニプレート、梨状口周囲を吸収性プレートで固定した。下
顎は矢状分割を適応し、近位骨片は SLM technique によって術前の CR position に復位した。解析方法は術
直後及び術後 1 年の頭部 X 線規格写真を用いて、顔面骨格の変化を SNA, SNB, ANB, OPA, FPA, MPA、上
顎の変化を PNS の位置、PPA で評価した。3 群の術後安定性は良好で、いずれも術直後と 1 年後で統計学
的な有意差を認めなかった。しかし高移動群のなかに palatal plane の反時計回りの回転を示し、後戻りを示
唆する症例も認められた。上下顎移動術における上顎の術後安定性は、術前の顎態や変形の程度、手術設定、
手術方法、術後管理、さらには下顎の後戻りなど多様な因子に影響されることから、上顎そのものの安定性
の評価は慎重な判断が必要と思われる。

■ 略歴
1979 年　新潟大学歯学部　卒業
1981 年　横浜市立大学医学部口腔外科学講座　助手
2000 年　横浜市立大学附属市民総合医療センター　歯科・口腔外科・矯正歯科　准教授（部長）
2016 年　同上　診療教授　（部長）
現在に至る

シンポジウム 3『顎矯正手術後の骨格安定度を科学する』

S-3-2	 顎矯正手術後の安定性を科学する	
―上顎咬合平面の時計回りの回転と術後安定性―
横浜市立大学附属市民総合医療センター 歯科・ 口腔外科・矯正歯科

大村 進
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　顎変形症に対する顎矯正手術において、術後の骨格安定度は治療の成否に関
る問題であり、これまでにもさまざまな検討が行われてきた。術後の骨格安定
度に影響を及ぼす因子としては、骨接合材、近位骨片の位置、顎骨に付着する
筋の影響、咬合の安定性、口腔習癖などが挙げられる。
　1980 年代に骨接合に Rigid fixation が取り入れられて、術後の骨格安定度が
向上するとともに顎間固定期間の短縮がもたらされた。骨接合材には、強固で
確実な固定が得られるチタン製骨接合材が広く使用されているが、近年では除
去の必要が無い生体内吸収性骨接合材も用いられるようになり、チタン製骨接
合材と遜色のない骨格安定度が報告されている。
　一方で、骨接合時の近位骨片の位置付けが不適切であると、術直後に顎位の

異常を認めることがある。近位骨片の位置を術前の位置に再現するための装置も開発されているが、その効
果については明らかなエビデンスが認められていない。
　手術時の顎骨移動量や移動方向と術後の骨格安定度との関連も報告されている。また、下顎骨の反時計回
りの回転によって下顎枝高径を増大させる場合や下顎骨の大きな前方移動が必要な場合には、内側翼突筋や
舌骨上筋群が伸展され、下顎頭骨吸収に伴う遅発性の後戻りの原因となることがある。
　術前矯正治療が不十分で術後の咬合が不安定な場合も、術後初期の矯正治療に注意が必要である。適切な
咬合への誘導がなされないと、患者は咀嚼しやすい位置で咀嚼を行うようになり、顎位がずれることを経験
する。口腔習癖や口腔周囲筋の不正な機能も術後の咬合や顎位を不安定とさせる要因であることから、その
ような症例では口腔筋機能療法が必要と思われる。
　本シンポジウムでは、われわれがこれまでに得たデータを提示させていただき、骨格安定度に影響を及ぼ
す要因を討論する機会にできればと考えている。

■ 略歴
1983 年　新潟大学歯学部歯学科　卒業
1987 年　新潟大学大学院歯学研究科　修了
1987 年　新潟大学歯学部附属病院第一口腔外科助手
2001 年　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助手
2003 年　新潟大学歯学部附属病院口腔外科講師
2003 年　Marienhospital Stuttgart 顎顔面口腔外科客員歯科医師（文部科学省在外研究員）
2008 年　新潟大学医歯学総合病院口腔外科病院准教授
2013 年　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教授
現在に至る

シンポジウム 3『顎矯正手術後の骨格安定度を科学する』

S-3-3	 顎矯正手術後の骨格安定度に影響を及ぼす要因を考える
新潟大学大学院 組織再建口腔外科学分野

小林 正治
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シンポジウム 4

薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の最新知見を科学する

座 長

前田 初彦
愛知学院大学 歯学部口腔病理学講座

森田 章介
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座
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　病期に応じた対応の仕方についてはいろいろなポジションペーパーなどに記
載されているが、日本でこのテーマについての議論が整理できない理由の一つ
は、日本のポジションペーパーが stage 3 にならないと壊死骨の除去さえも控え
るように記載しているのに対し、アメリカ口腔外科学会（AAOMS）のポジショ
ンペーパーでは stage の如何に関わらず遊離した壊死骨は除去すべきと明記さ
れているところにある。そのため、どこまでを保存療法とするかが不明確なま
ま議論がなされ、整理がつかないという事態となる。最近のレビュー論文を見
ると保存的アプローチの治療成功率が芳しくないのに対し、外科的アプローチ
の成功率はほとんどが 85％以上と報告されており、2014 年版の AAOMS のポ
ジションペーパーでは積極的とは言わないまでも外科療法の適用拡大を容認す

る様な記述にも変化している。
　当分野では基本的に 2009 年の AAOMS のポジションペーパーに従った治療方針を取っていたが、一部の
難治な stage 2 にも外科療法を用いる形に変更してきた。すなわち、stage 1、2 は基本的に保存療法である
が、局所麻酔下の分離腐骨の除去や洗浄を妨げる軟組織弁の除去（仮に積極的保存療法と呼ぶ）は、保存療
法の一部として、これらの stage にも積極的に適用する。保存療法が奏功しない症例や癌治療の目的で早期
に antiresorptive and/or antiangiogenic therapies を開始しなければならない症例では、stage 2 でも辺縁切
除や区域切除などに準じる手術を行うという流れである。外科療法を行う場合は、病的骨を完全に除去し、
閉鎖創にすることに注意している。
　本講演ではわれわれの治療における工夫を交え、最近の傾向を紹介する。

■ 略歴
1982 年　九州歯科大学卒業
1986 年　九州歯科大学口腔外科学第 1 講座助手
1988 年　長崎大学歯学部口腔外科学第 1 講座助手
1991 年　長崎大学歯学部口腔外科学第 1 講座講師
1995 年　九州歯科大学口腔外科学第 1 講座講師
1998 年　九州歯科大学口腔外科学第 1 講座助教授
2007 年　九州歯科大学口腔顎顔面外科学講座病態制御学分野教授
2012 年　九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野教授（名称・配置変更）
現在に至る

シンポジウム 4『薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の最新知見を科学する』

S-4-1	 病期に応じた対応について―特に stage ２，３に対する外科療法
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

冨永 和宏
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　高気圧酸素治療（Hyperbaric oxygen therapy : HBO）は歯性および放射線性
顎骨骨髄炎に対し外科療法と併用することで、創部の上皮化や骨新生の促進に
寄与することが知られている。しかし、薬剤関連顎骨壊死（medication-related 
osteonecrosis of the jaw : MRONJ）に対する HBO の効果については十分な議
論がされておらず、2014 年米国顎顔面口腔外科学会（AAOMS）ポジション
ペーパーでは、「現時点において、HBO は MRONJ に対する単独治療を支持す
るものではない。」との記載がなされている。この根拠となる文献は MRONJ へ
HBO をランダム化比較試験として実施し、上皮化の有無を評価したものであ
るが、HBO 単独の効果を評価したものでなく、そもそも他の顎骨骨髄炎同様、
HBO 単独による完全治癒は現実的ではない。

　当科では保存療法が奏功しない MRONJ に対して HBO を併用した外科的消炎術を実施し、良好な治癒成
績を得てきた。治療プロトコールは、術前 20 回 HBO、外科的消炎術、術後 10 回 HBO とし、必要に応じて
抗菌薬を併用している。術前 HBO 前後で FDG-PET と 3-phase 骨シンチを含む各種画像診断を実施すること
で、HBO の効果を検討した。骨シンチでは各 3 相（perfusion, pool, static）において集積程度を Grading シ
ステムを用い分類した。その結果、慢性化状態にある MRONJ においても FDG-PET にて糖代謝低下が確認
され、抗炎症作用が定量的に証明された。
　さらに腐骨周囲の残存顎骨に対する組織学的な観察を行うと、骨代謝回転抑制剤の修飾を受けている周囲
骨にて HBO の効果と考えうる限局的な骨新生が確認された。
　本研究結果から HBO の効果が FDG-PET や骨シンチで評価可能であり、難治性顎骨骨髄炎の予後予測に
も有用であることが示唆された。これまでのところ、HBO 単独もしくは抗菌薬併用による保存的療法のみで
の治癒例は確認されておらず、外科的治療の補助療法として HBO の使用が適切であると思われる。

■ 略歴
1983 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1988 年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（第 1 口腔外科）
1988 年　 東京医科歯科大学歯学部附属病院医員（第 1 口腔外科） 

伊豆赤十字病院歯科口腔外科勤務　
1989 年　東京医科歯科大学歯学部附属病院医員（第 1 口腔外科）
1990 年　浜松医科大学医学部附属病院歯科口腔外科助手
1993 年　福井医科大学医学部附属病院歯科口腔外科講師
2001 年　米国ミシガン大学口腔顎顔面外科出張（2002 年 3 月まで）
2004 年　北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科（旧第 1 口腔外科）教授
現在に至る

シンポジウム 4『薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の最新知見を科学する』

S-4-2	 MRONJに対する高気圧酸素療法	（HBO）	の応用と
FDG-	PET による評価
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

北川 善政
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　ビスホスホネート投与によって、顎骨に骨髄炎・骨壊死（ONJ）が発症する
リスクが上がることが報告されて以来、その病因論や病理組織所見について多
くの検討がなされてきた。当初は ONJ の原因がビスホスホネート特異的な作用
によるものと考えられていたが、ビスホスホネートと同様に骨吸収阻害薬とし
て使用されるようになった抗 RANKL 抗体製剤デノスマブの投与患者にも ONJ
の発症リスク上昇が見られたことから、ONJ の原因は骨吸収阻害そのものにあ
ると考えられるようになった。演者は、ONJ は骨吸収阻害に加え、ビスホスホ
ネートによる創傷治癒阻害作用、血管形成抑制作用、さらには患者の免疫能等
が複合的に絡んで起こるのではないかと考えている。ビスホスホネートによる
ONJ （BRONJ）とデノスマブによる ONJ （DRONJ） の病理組織像に違いがある

かについてはまだ定説はないが、長崎大学の症例を検討した範囲では特に異なった病理所見は見出されなかっ
た。演者が数年前に東京医科歯科大学の山口らと共同で全国の施設の BRONJ の病理組織像を検討したとこ
ろ、破骨細胞形態の多様化、空胞変性等の出現、骨表面からの遊離が認められたものの、必ずしも破骨細胞
数の減少は見られず、血中カルシウム濃度が改善した後も顎骨組織中には比較的多数の破骨細胞が存在しう
ることが判明した。これは今回検討した 4 例のデノスマブ投与患者の顎骨組織にも言え、デノスマブによっ
て直接破骨細胞形成が抑制されているにもかかわらず、DRONJ の標本には比較的多くの破骨細胞が認めら
れた。第 3 世代のアミノビスホスホネートであるゾレドロン酸製剤がメバロン酸経路阻害作用によって破骨
細胞形成を抑制することからも、これら薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の顎骨病理組織所見と血中カルシウム
濃度との間に解離があると感じられる。現在我々はセラミックを利用した in vitro 培養系においてこの解離
を説明できる現象を見出しており、病因論とも関連させて紹介したい。

■ 略歴
1984 年　鹿児島大学歯学部卒
1988 年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（口腔病理学）
1988 年　昭和大学歯学部口腔病理学教室　助手
1990 年　昭和大学歯学部口腔病理学教室　講師
1995 年より 1998 年　ハーバード大学医学部　客員助教授
1998 年　東京医科歯科大学医学部包括病理学分野　講師
2004 年　長崎大学医歯薬学総合研究科口腔病理学分野　教授
現在に至る

シンポジウム 4『薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の最新知見を科学する』

S-4-3	 薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）の病因と病理組織所見	
長崎大学 口腔病理学分野

池田 通
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シンポジウム 5

術後性三叉神経障害を科学する

座 長

小林 馨
鶴見大学 歯学部口腔顎顔面歯科放射線・画像診断学講座

藤田 茂之
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科
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　三叉神経痛は歯科疾患の中でも、原因の同定が困難で治療効果を得にくいこ
とから厄介な病変の一つである。三叉神経痛の治療効果を向上させるためには、
早期に原因を同定し、それにあわせて適切な治療を施すことが重要である。そ
こで、我々は三叉神経痛の原因を早期にかつ客観的に診断することで、治療効
果を向上することを目標に研究を進めてきた。具体的には、MR cisternography
を用いて三叉神経の root entry zone（REZ）における神経血管圧迫部位を三次
元に可視化させ、痛みや治療効果との関係を評価してきた。その結果、神経血
管圧迫と疼痛発症部位との一致性を証明し、客観的診断法の第一歩を確立した。
次に、神経圧迫量と三叉神経痛の薬剤療法（カルバマゼピン 100 mg/ 日）との
相関性を証明した。この結果は三叉神経痛の予後予測を MR cisternography の

画像から推測できることを示唆する。同時に、術後性三叉神経障害に関しても、CT を用いてアプローチし
ている。具体的には下顎枝矢状分割術（SSRO）を行った患者に対する知覚麻痺の発症と CT 上の特徴を評価
してきた。その結果、SSRO 後に知覚異常を発症するリスクには、下顎管が走行する位置や同部の骨質が関
与していることが判明した。この結果は術後の三叉神経領域における知覚異常の発症を術前 CT 検査から予
測できる可能性を意味する。今回の講演ではこのような我々の研究データを解説し、三叉神経痛における画
像評価の意義を明らかにする予定である。

■ 略歴
1991 年　九州歯科大学 卒業
1995 年　九州歯科大学大学院　修了
1995 年　九州歯科大学　助手
1998 年　九州歯科大学　講師
2003 年　九州歯科大学　助教授
2006 年　九州歯科大学　教授
現在に至る

シンポジウム 5『術後性三叉神経障害を科学する』

S-5-1	 MR	cisternographyや CTによる三叉神経痛の評価と予後予測
九州歯科大学 歯科放射線学分野

森本 泰宏
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　術中の神経損傷により舌や下唇に感覚異常を生じることがある。口腔領域の
感覚異常は咀嚼や発声に影響を及ぼすことがあり、QOL の低下を引き起こす。
臨床では SW 知覚テストなどの触圧覚検査法を用いて感覚異常の評価を行って
いるが、患者の主観による影響を受けるため再現性に乏しく客観的な感覚異常
の評価法が求められている。
　四肢の領域では知覚神経伝導検査法が感覚異常の評価法として臨床応用されて
いる。しかし、体表近くに神経が走行している四肢とは異なり、三叉神経は骨の
深部を走行しているため末梢神経の電気生理学的手法を適用することは困難であ
る。そこでわれわれは、中枢性の体性感覚誘発脳磁場（Somatosensory evoked 
field; SEF）を指標に術後性舌感覚異常を客観的に評価することを試みた。

　対象は術中の舌神経障害により片側の舌に感覚異常を有した患者 13 名。片側の舌に電気刺激を加え SEF
を計測した。すべての被験者において患側刺激の舌 SEF が健常側に比べて小さかった。健常側と患側の SEF
の大きさの違いを解析し、正常域（健常者 10 名における左右側の舌 SEF から算出）と比較したところ 12 名
で正常域を超えていた。このことから、舌 SEF が神経障害による舌感覚異常の評価法として有用であること
が示唆された。さらに、対象患者のうち舌神経縫合術により感覚異常が軽快した患者 2 名において感覚異常
回復後の舌 SEF 計測を行ったところ、両名ともに SEF は正常域に戻っていた。今後被験者数を増やすことで、
舌 SEF 計測により舌感覚異常の回復過程を評価できる可能性が示された。
　昨今、技術開発の進歩によりヒトの脳機能を非侵襲的に計測することが可能となり、口腔領域における感覚・
運動機能の中枢制御機構が次第に明らかになっている。本講演では、高い時間・空間分解能を有する脳磁図
装置を用いた術後性舌感覚異常の客観的評価法の可能性と現状の課題について概説したい。

■ 略歴
2003 年 3 月　北海道大学歯学部　卒業
2003 年 4 月　京都大学医学部附属病院　歯科・口腔外科　研修医
2009 年 3 月　京都大学大学院医学研究科　博士課程修了　（医学博士取得）
2009 年 4 月　京都大学大学院医学研究科　脳機能総合研究センター　COE 研究員
2009 年 9 月　北海道大学大学院歯学研究科　口腔生理学教室　助教
現在に至る

■ 賞罰
第 27 回　歯科基礎医学会奨励賞

シンポジウム 5『術後性三叉神経障害を科学する』

S-5-2	 脳磁図による術後性舌感覚異常の客観的評価	
―臨床応用の可能性―
北海道大学大学院 歯学研究科 口腔機能学講座 口腔生理学教室

前澤 仁志
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　顎顔面口腔領域における末梢神経損傷は、感覚消失や鈍麻を招いたり、しば
しば長期にわたる異常疼痛を発症するなど、多様な神経症状を引き起こすこと
が知られている。末梢神経損傷による感覚情報処理機構の可塑的変化がその原
因として考えられており、その変化は末梢神経が修復された後も持続すること
が報告されている。われわれは，下歯槽神経切断モデルラットを作製し、下歯
槽神経切断によって生じる末梢神経系の形態的および機能的変化を解析した。
下歯槽神経切断後 7 日目、切断部遠位の再生下歯槽神経において髄鞘を持つ軸
索数および伝導速度が速い (> 2 m/s) 軸索数が有意に減少するとともに、オト
ガイ部皮膚投射三叉神経節ニューロンの興奮性が増大した。また下歯槽神経切
断後、口髭部皮膚（三叉神経第Ⅱ枝支配領域）に機械アロディニアが発症し、

neuronal nitric oxide synthase （nNOS） 陽性オトガイ部皮膚投射三叉神経節ニューロン数が増加した。下歯
槽神経切断後の三叉神経節内への選択的 nNOS 阻害薬持続投与により口髭部皮膚の機械アロディニアが抑制
され、無処置ラットへの三叉神経節内への nitric oxide （NO） の基質である L-arginine 持続投与により機械
アロディニアが発症した。さらに下歯槽神経切断後、三叉神経節の三叉神経第Ⅱ枝領域において小型ニュー
ロン周囲の衛星細胞が活性化し、選択的ギャップ結合阻害薬または衛星細胞活性阻害薬の三叉神経節内持続
投与により、口髭部皮膚の機械アロディニアが抑制された。これらの結果から、下歯槽神経損傷による三叉
神経節内の NO 産生増加やギャップ結合を介した衛星細胞活性化の伝播が三叉神経第Ⅱ枝領域投射ニューロ
ンの活性化を引き起こし、口髭部皮膚に異所性機械アロディニアが発症すると考えられる。本シンポジウム
では、われわれの研究結果を中心に最新の報告も交え、末梢神経損傷による三叉神経系の可塑的変化につい
て議論したい。

■ 略歴
1998 年　東北大学歯学部　卒業
2003 年　名古屋大学大学院医学系研究科　修了
2003 年　名古屋大学大学院医学系研究科　助手
2009 年　日本大学歯学部生理学講座　助教
2011 年　日本大学歯学部生理学講座　准教授
現在に至る

シンポジウム 5『術後性三叉神経障害を科学する』

S-5-3	 末梢神経損傷による三叉神経系の可塑的変化
日本大学歯学部生理学講座

篠田 雅路
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シンポジウム 6

インプラント治療の今後を考える

座 長

佐藤 博信
福岡歯科大学 咬合修復学講座 冠橋義歯学分野

宮崎 隆
昭和大学 歯学部歯科保存学講座 歯科理工学部門
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　口腔インプラントの埋入を主とし、義歯の安定や、ポンティック形態の改善
のために、顎堤の再建、即ち顎骨の低侵襲で確実な再生は顎堤粘膜の再生と並
んで口腔外科から補綴治療に跨る重大なニーズである。様々な原因で歯が喪失
してしまうと、歯槽骨は喪失し、残存歯列との間で力学的あるいは審美的な段
差となって、補綴治療を悩ませることとなる。歯科補綴学ではこれまで喪失し
た顎堤や歯を樹脂や金属等の代替材料でいかに「うまく補綴」して患者の QOL
を向上させるかに注力してきた。一方で、近年では再生医学と生体材料学の発
展と共に、骨再生のための方法が数多く提案されてきた。しかしあまりに多く
の材料と方法が氾濫し、横並びで客観的に比較された研究も少なく、コマーシャ
ルベースで治療方法を選択している場面も少なくない。さらに、30 歳代以上の

先生の多くは再生医療について大学の授業では教わっていない割に臨床では携わっていることが多いため、
患者に治療を任され、健康を守る責務を負う歯科医師としては、再生医療の知識を整理し、その科学を見つ
め直すことも必要であろう。特に「歯周組織の再生」と「顎骨の増生」では別の視点が必要になるにも関わ
らず、これらが区別されていることは少ない。また多くの講演会やセミナーで、海外でも承認されているさ
まざまな材料や適用方法についての情報が氾濫し、どれが日本で承認されている材料なのか、その材料の正
しい適用方法は何なのかも混沌としている。本講演では、まずインプラント埋入前の段階としての骨の増生
について、様々な骨補塡材の性質と吸収の様態、PMDA で承認を受けている材料とそうでないものとを区別
して解説を試みたい。次に体性幹細胞を用いた顎骨増生治療を中心に、新しい骨補塡材や成長因子を含めた
これからの顎骨増生のためのストラテジーについても皆様と一緒に考えてみたい。

■ 略歴
1993 年　九州歯科大学歯学部 卒業
1997 年　広島大学大学院 修了
1997 年　広島大学歯学部歯科補綴学第二講座 助手
2009 年　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野 准教授
2013 年　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野 教授

シンポジウム 6『インプラント治療の今後を考える』

S-6-1	 顎骨再生・増生のための科学とストラテジー
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 口腔顎顔面補綴学分野

西村 正宏
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　Brånemark は，チタン製の生体顕微鏡を用いた動物実験において，チタ
ンと骨の組織が接合することを発見し，ラテン語で骨を表す「os」と英語
で統合を表す「integration」を組み合わせ，オッセオインテグレーション

（Osseointegration）と名付けた．一般的には，生体の異物反応の一つとして，
異物表面に線維組織が形成され異物を生体から隔離する被包化が知られている
が，オッセオインテグレーションは線維性組織に代わり，骨組織による被包化
とも解釈され，光学顕微鏡レベルで骨とチタンインプラントが直接的に一体化
した組織像が特徴的である．オッセオインテグレーションは近代インプラント
における重要な治療概念であり，これにより義歯を強固に指示することが可能
となる．すなわちインプラント治療成功の鍵はオッセオインテグレーションの

獲得にあるといっても過言ではない．
　オッセオインテグレーテッドインプラントの臨床応用が始まって半世紀を超えたが，これまで多くの研究
者，企業が「より確実な」そして「より早い」オッセオインテグレーションの達成を目指して，最適なイン
プラントの表面性状，デザインの開発に多くのエフォートを傾けてきた．本講演ではこれらインプラント表
面改質の臨床への効果を検証するとともに，インプラント周囲骨組織の評価を通して，骨量・骨質の観点から，
今一度オッセオインテグレーションについて考えてみたいと思う．

■ 略歴
1989 年　長崎大学歯学部卒
1993 年　長崎大学大学院歯学研究科修了
1993 年　長崎大学歯学部歯科補綴学第一講座助手
1996 年　スウェーデンイエテボリ大学生体材料研究所客員研究員
2009 年　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野教授
2010 年　長崎大学病院口腔顎顔面インプラントセンターセンター長（併任）
現在に至る

シンポジウム 6『インプラント治療の今後を考える』

S-6-2	 オッセオインテグレーションを再考する
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔インプラント学分野

澤瀬 隆
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　補綴主導のインプラント治療は、術前に理想的な最終上部構造を設計し、そ
れをゴールとしてインプラントの埋入位置が検討される。補綴主導の重要性は
すでによく知られているが、実現するための合理的な方法は最近までなかった。
　近年のインプラント治療では、デジタル技術の利用はすでに診断から最終上
部構造の製作まで切れ目なく活用されている。まず、術前の診断用模型の形態
をスキャンして STL データ化し、顎骨の CT の DICOM データと重ね合わせる
ことで将来の上部構造を考慮したインプラント埋入位置をプランニングするこ
とが可能となった。また、埋入計画のためのシミュレーションソフトにはイン
プラント体やアバットメントの形態の正確なデータが備わっているため、上部
構造やアバットメントの種類を術前に決定できる。さらに、コンピューターガ

イデッドサージェリーやナビゲーションシステムは、シミュレーションソフトでプランニングした位置に正
確にインプラント体を埋入することを可能にしている。
　上部構造を製作するための印象採得には、一部で光学印象が取り入れられ、患者の負担を軽減するだけで
なく、アバットメントの着脱回数を少なくすることでインプラント周囲の骨吸収の予防に効果があるかもし
れない。また、CAD/CAM 技術による上部構造の製作によって精度の高い上部構造が供給されるようになり、
ジルコニアのような新しい材料の導入を可能になっている。
　これらのデジタル技術の応用は歯科医師と歯科技工士の間の新しいタイプのコミュニケーションツールを
供給する。これまで模型を使って行われてきた情報の交換は、デジタルデータでやり取りすることができる
ようになったため、歯科技工士は骨形態を配慮した上部構造の設計を行い、ときにはインプラントの埋入位
置について提案することもできる。
　今回、デジタル技術によって変化しつつあるインプラント治療のワークフローについて解説する。

■ 略歴
1984 年 3 月 福岡歯科大学卒
同年　  4 月 九州歯科大学　（歯科補綴学第 1 講座）助手
1995 年 4 月～ 1996 年 3 月 アメリカ合衆国カリフォルニア州　ロマリンダ大学　海外研修員
1999 年 3 月 福岡歯科大学口腔インプラント学分野　講師
2001 年 3 月 福岡歯科大学口腔インプラント学分野　准教授
2012 年 1 月 福岡歯科大学口腔インプラント学分野　教授

シンポジウム 6『インプラント治療の今後を考える』

S-6-3	 デジタル技術が変えるインプラント治療のワークフロー
福岡歯科大学 咬合修復学講座 口腔インプラント学分野

城戸 寛史
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シンポジウム 7

歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する

座 長

砂田 勝久
日本歯科大学 生命歯学部歯科麻酔学講座

丹羽 均
大阪大学大学院 歯学研究科 口腔科学専攻 高次脳口腔機能学講座
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　近年、歯科臨床において静脈内鎮静法が用いられる頻度が多くなってきた。
その背景には、まず使用できる薬剤の性質が向上したことである。鎮静度の調
節が容易なプロポフォール、健忘効果の強いミダゾラム、呼吸抑制が少ないデ
クスメデトミジンの登場は、静脈内鎮静法の質と安全性を飛躍的に向上させた。
それに伴い、障害者における行動調整を目的とした deep sedation から、侵襲
度の高い歯科処置や異常絞扼反射の抑制のための moderate sedation、さらに
歯科治療時の不安を和らげたり、快適性を求める light sedation まで、様々な
鎮静度の選択も可能となり、適応範囲が拡大した。また、sedation を行う者と
operator が別々であることが原則であるが、両者を兼ねても安全に行われる可
能性も示されてきた。

　2009 年日本歯科麻酔学会が中心となり「歯科における静脈内鎮静法のガイドライン」が作成された。しかし、
このガイドラインではあくまで「意識下鎮静」のみを対象としたガイドラインであり、deep sedation には言
及していない。臨床の現場では deep sedation が頻繁に行われているが、その適切なガイドラインは存在し
ない状況にある。
　本シンポジウムでは、まず基調講演として静脈内鎮静法の基本的概念の整理を行う。次いで口腔外科医と
して静脈内鎮静法を臨床に取り入れている先生と歯科麻酔科医として静脈内鎮静法を専門に行っている先生
にそれぞれの臨床経験を示していただき、より安全な静脈内鎮静法のあり方について議論し、静脈内鎮静法
のベネフィットを科学していきたい。

■ 略歴
1984 年　九州歯科大学卒業
1989 年　大阪大学歯学部助手
1991 年　岩手医科大学歯学部助手
1992 年　大阪大学歯学部附属病院助手
1993 年　大阪大学歯学部附属病院講師
1998 年　大阪大学歯学部助教授
2000 年　大阪大学大学院歯学研究科教授
現在に至る

シンポジウム 7『歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する』

S-7-1	 歯科臨床における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する
大阪大学大学院 歯学研究科 高次脳口腔機能学講座

丹羽 均
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　歯科治療に対する恐怖心や不安・緊張感を最小限に抑制し、円滑・快適かつ
安全に治療を施行するために当科でも積極的に静脈内鎮静法を行っている。適
切な静脈内鎮静法を行うにあたり日本歯科麻酔学会の「静脈内鎮静法ガイドラ
イン」を参考にしている。
　目標とする鎮静度が意識下鎮静法の場合でも、当科では術者とは別の歯科医
師（口腔外科）が鎮静の管理を行うようにしている。これは術者自身が静脈内
鎮静法を行った場合、鎮静中の患者の状態を完全に把握することは困難である
ため、そのような役割分担としている。ただし、術者が上級医の場合が多いた
め手術の進行や麻酔深度による刻々と変化する鎮静度に対し、鎮静薬の追加な
どは術者からの指示によることも多い。上級医は麻酔科研修、ICU 研修、BLS

などの麻酔や救急処置の知識を有している。しかし、マンパワーやコストの問題がなければ歯科麻酔医に担
当してもらうことが望ましいと考えている。
　静脈内鎮静法を適応する場合には、術後の覚醒状態の確認や術後の観察のために原則的に１泊入院での管
理を行っている。これは歯科衛生士しかいない外来環境では、術前後のバイタルの管理を看護師が担当する
ため安全かつ合理的である。
　使用薬剤は、全身状態評価、治療内容、治療時間などで考慮し、プロポフォール、ミタゾラムを使用するが、
最近ではミタゾラムに塩酸デクスメデトミジンを併用するケースもある。
　当科で平成 27 年に静脈内鎮静法で行われた口腔外科処置は 121 件であった。鎮静法を実施するに至った適
応症としては、歯科恐怖症、歯科治療などのストレスにより血管迷走神経反射、過換気症候群、パニック障
害などを引き起こしやすい患者、異常絞扼反射を有する患者、術中の循環動態の安定を必要とする患者、侵
襲度の高い外来手術である。今回はその内訳と問題点について検討し報告させていただく。

■ 略歴
1996 年 3 月 鶴見大学歯学部卒業
1996 年 4 月 鶴見大学歯学部診療科助手（口腔外科学第１講座）
1996 年 8 月 横浜労災病院研修医・専修医（歯科口腔外科）　
2000 年 4 月 九州歯科大学助手（口腔外科学第１講座）
2003 年 1 月 鶴見大学歯学部助手・助教（口腔外科学第１講座）
2011 年 7 月 東邦大学医学部助教（口腔外科）
2014 年 10 月 関東労災病院副部長（歯科口腔外科）
2015 年 4 月 関東労災病院部長（歯科口腔外科）

シンポジウム 7『歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する』

S-7-2	 病院歯科口腔外科における静脈内鎮静法の活用方法と問題点
独立行政法人労働健康福祉機構 関東労災病院 歯科口腔外科

堀江 彰久
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　近年、検査や比較的侵襲性のある小手術を施行するにあたり静脈内鎮静法の
需要が増加している。当施設では歯科麻酔医にその鎮静を原則依頼している。
そこで口腔外科医の立場から静脈内鎮静法の現状および課題について把握する
べく、当施設での静脈内鎮静法の症例を調査したので報告する。2011 年 5 月か
ら 2016 年２月までの計 139 例を対象とした。30 歳代が 41 例と最も多く、男
性 50 例女性 89 例と女性が多かった。ASA 分類では I/II は各 119/20 例であっ
た。患者の術前評価は病歴聴取と身体診察より得られた情報を基に必要に応じ
て術前検査を行った。口腔外科医が静脈内鎮静法の適応症となる疾患を判断し
た。インプラント症例以外では歯科治療恐怖症および異常絞扼反射症が多かっ
た。手術内容は智歯の抜歯が 78 例と最多で、次いでインプラント埋入術（31 例）

が続いた。鎮静薬剤は全例ミダゾラムを使用し計 4 mg 使用（30 例）が最も多かった。術中、術後にわたり
重篤な合併症は認められなかった。本調査では、歯科麻酔医に依頼した場合の適応症としてはガイドライン
に概ね沿うものであった。一方、当施設では口腔外科医自身により鎮静を施行する場合がある。大学病院の
特性状複数の口腔外科医が麻酔・静脈内鎮静および外科処置に係る症例が少なくない。それ故に、ある程度
の安全性は確保されると考えられるが、手術時間の長い症例、循環動態の不安定な患者あるいはベンゾジア
ゼピン系薬剤服用患者など術中鎮静剤の調整を必要とする場合はより安全で効果的な鎮静が望まれる。口腔
外科医自身が鎮静をかけ同時に処置する場合は鎮静の施行に個人の臨床的能力に依存しやすい。施術中は客
観的指標があった方がよい為、BIS モニターも必須と考えられる。口腔外科の立場から、自身による鎮静の
施行判断基準は曖昧な点が多く今後周術期にわたり一定の指針が必要か議論を要する所である。

■ 略歴
1993 年　岡山大学歯学部 卒業
1997 年　東京医科大学大学院医学研究科 修了
1997 年　東京医科大学医学部口腔外科学講座　臨床研究医
2001 年　東京医科大学医学部口腔外科学講座　助手
2007 年　東京医科大学医学部口腔外科学講座　助教
2012 年　東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科　臨床講師
2015 年　東京医科大学医学部口腔外科学分野　臨床講師
現在に至る

シンポジウム 7『歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する』

S-7-3	 口腔外科医の立場より静脈内鎮静法の適応および施行に
おける現状と課題
東京医科大学医学部 口腔外科学分野

渡辺 正人
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　歯科医療における静脈内鎮静法の基本は，患者の意識の消失が起こらない程
度に中枢神経系を抑制し，その状態を維持することで，治療に対する不安や恐
怖，緊張を取り除くことにある．これは米国麻酔科学会のガイドライン 1）にお
ける minimal sedation と moderate sedation に相当し，意識下鎮静と呼ばれる．
しかしながら，歯科治療に対して拒否行動の著しい精神遅滞のある障がい者患
者などや異常絞扼反射患者のなかには，米国麻酔科学会のガイドラインで deep 
sedation（深鎮静）に分類される意図的に意識を消失させるような状態でなけれ
ば治療が困難なこともある．
　意識下鎮静は，①意識が保たれている，②患者自身により気道が確保されて
いる，③自発呼吸が保たれている，④生体防御反射が保たれている，以上のよ

うな状態である．一方の deep sedation は，①意識が消失している，②舌根沈下などにより患者自身による
自立した気道確保が困難である，③呼吸抑制がある，④生体防御反射の抑制がある．以上のような状態である．
　deep sedation は，意識消失を伴う鎮静レベルを意図して維持する方法であり．意識下鎮静の際に鎮静薬
の投与量が過量となって意識消失を伴う鎮静レベルまでに深くなってしまった状態とは異なるものである．
deep sedation は意識下鎮静と比較して偶発症の発生リスクは高くなるため，その施行にあたっては，気道確
保，呼吸管理，生体防御反射抑制への対応などが必要であり，これらに対処する医療技術と知識，経験が要
求される．deep sedation では，全身麻酔とほぼ同等の周術期管理が必要となる．

1）Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology, 96:1004–1017, 
2002.

■ 略歴
1982 年　九州歯科大学卒業
1986 年　九州歯科大学大学院博士課程修了
1986 年　九州歯科大学歯科麻酔学講座助手
1996 年　公立医科大学等文部省在外研究員（オランダ Groningen 大学）
1998 年　九州歯科大学歯科麻酔学講座講師
2003 年　九州歯科大学歯科麻酔学講座助教授
2010 年　鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座教授
現在に至る

シンポジウム 7『歯科医療における静脈内鎮静法のベネフィットを科学する』

S-7-4	 意識下鎮静と deep	sedation
鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座

河原 博
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第 10 回教育研修会

歯科医学の多様性 歯学からの情報発信

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

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
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第 10回教育研修会『歯科医学の多様性	歯学からの情報発信』

　我が国の歯科大学・歯学部では、基礎系分野に歯学部出身教員の配置が多数
みられ、基礎医学・歯学に立脚した研究制度が普及している。その結果、我が
国では歯学研究のできる歯科医師（Dental Scientist）が多数育成されてきた。
さらに、我が国の歯学界は、歯学以外の先端的ライフサイエンス分野で活躍し
ている研究者を輩出するとともに、歯学以外から優れた研究者の参入も加えて、
多様性のある歯科基礎医学研究を展開するに至っている。これは我が国の歯科
基礎医学の特徴といえる。今後、我が国の歯科基礎医学を国際的に発展させる
ためには、このような我が国の特性をさらに活かして優れた歯科基礎医学研究
者を育成し、新たなパラダイムシフトを展開させる必要がある。日本学術会議
報告「我が国における歯科医学の現状と国際比較 2013」では、我が国の基礎・

臨床歯科医学の「研究水準」は他国に比べて高いと評価された。特に、1）「骨代謝」「味覚」「歯の再生」「唾
液腺」「免疫・感染」などの領域は、世界をリードしている、2）我が国の J Dent Res への論文掲載数は米国
に次いで 2 位で、ヨーロッパ・アジア諸国を大きく上回っている、などの点が高く評価された。一方、我が
国の歯学研究は各研究室、各大学による個別的研究が中心となっていることが問題点として指摘され、我が
国の歯科医学の実情に適した歯科医学研究拠点を設置し、世界をリードする歯科医学・歯科医療を確立する
ことが急務であることも提言された。このような現状から将来の歯科医学研究を考えると、各歯科大学・歯
学部は、独自の研究を展開して我が国の統合的歯学研究体制の構築にいかに貢献するかということを念頭に
置いて研究戦略を立てることが重要であろう。本講演では、我が国の歯科基礎医学研究者の多様性に関する
実態調査の報告を含めて、多様性を基盤とした今後の歯学研究の展開について述べたい。

	 歯科医学の多様性を基盤とした新たな歯学研究の展開
東京歯科大学 口腔科学研究センター

山口 朗
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■ 略歴
東京歯科大学口腔科学研究センター客員教授
1974 年 3 月 東京歯科大学卒業
1980 年 3 月 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（口腔病理学専攻）
1980 年 4 月 昭和大学歯学部口腔病理学教室講師
1985 年 9 月  Visiting Assistant Professor, School of Dentistry, Washington University
1987 年 7 月  Visiting Assistant Professor, Orthopedic Surgery, St. Louis University
1988 年 4 月 昭和大学歯学部口腔病理学教室助教授
1991 年 4 月 日本病理学会口腔病理専門医取得
1998 年 12 月 長崎大学歯学部口腔病理学講座教授
2004 年 4 月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野教授  
2011 年 10 月 日本学術会議会員
2012 年 4 月 日本病理学会口腔病理専門医研究指導医取得
2013 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院検査部部長（併任）
2015 年 3 月 東京医科歯科大学名誉教授
2015 年 4 月 東京歯科大学口腔科学研究センター客員教授

■ 賞与
日本骨代謝学会学術賞（1993 年）
日本病理学会学術研究賞（1996 年）
日本病理学会賞（2005 年）
日本歯科医学会会長賞（2015 年）
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　学生の頃、基礎研究と臨床は別個の存在であると考えていた。臨床が華やか
で社会に大きく貢献するもののように思えたのに対し、基礎研究は根暗で毎日
何をしているのかイマイチ実態がつかめず、首からタイマーをぶら下げている
イメージが研究を憧れとはほど遠い存在にしていた。そんな私が基礎研究にの
めり込んで 14 年が経つ。日本大学歯学部を卒業し、慶應義塾大学医学部の大学
院で免疫学を学び、横浜市立大学と理化学研究所に研究室を持つようになった
が、その間たくさんの臨床医と研究を通して連携し、競い合い、夢を語り合っ
てきた。その日々は決して暗いものではなく、多少の困難もあったが、希望に
満ちあふれ、華やかで有意義な毎日だったように思われる。
　研究離れという言葉を耳にするが、その原因として基礎研究と臨床の間の大

きな垣根が挙げられる。本来、基礎研究と臨床はなだらかな 1 本道でつながれるべきだが、現実は両者は別
個のものと捉えがちで、研究者と臨床医がお互いの専門を尊重し情報を共有できる機会は少ない。そのため、
研究に多少の興味があっても臨床をおろそかにすることになる不安や教室間の垣根が邪魔をして気軽に研究
を楽しむことは難しい。私は運に恵まれ、素晴らしい環境と機会に恵まれ、最近では研究者の身でありなが
ら時より名医になった気がする事がある。続けてきた研究が臨床応用へと結びつく段階に至り、臨床医のよ
うに患者と 1 対 1 の治療ではないが、診療ガイドラインを大きく変えるような成果は 1 対何千、何万という
規模で患者を治療できると感じるようになったからである。
　本講では、歯科医として研究を始め、新しいリンパ球と出会った研究者がどのように研究生活をエンジョ
イし、基礎研究から臨床研究へ、そして治療法の開発を目指しているかについて実体験を交え紹介し、基礎
研究のすばらしさ、臨床と基礎が連携することの重要性について講じたい。

■ 略歴
（学歴）
平成 15 年 3 月 31 日 日本大学歯学部歯学科卒業
平成 19 年 3 月 31 日 慶應義塾大学医学研究科博士課程単位取得満期退学
平成 22 年 2 月 8 日 博士（医学）

（職歴）
平成 19 年 4 月 1 日 慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室　特別研究助教　　
平成 23 年 4 月 1 日 科学技術振興機構　さきがけ専任研究員
平成 24 年 4 月 1 日 理化学研究所　免疫・アレルギー科学総合研究センター　上級研究員
平成 25 年 4 月 1 日 理化学研究所　統合生命医科学研究センター　上級研究員
平成 25 年 4 月 1 日 横浜市立大学生命医科学研究科　客員准教授
平成 27 年 9 月 1 日 理化学研究所　統合生命医科学研究センター　チームリーダー（現任）
平成 28 年 4 月 1 日 横浜市立大学生命医科学研究科　客員教授（現任）

第 10回教育研修会『歯科医学の多様性	歯学からの情報発信』

	 臨床につながる基礎研究の進め方
理研 総合生命医科学研究センター 免疫細胞システム研究

茂呂 和世
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　愛媛大学プロテオサイエンスセンター（Proteo-Science Center （PROS））は、
医理工連携の研究センターで、タンパク質機能から生命現象の解明に至るポス
トゲノムの生命科学・医学応用研究を行っている。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となってい
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・個体レベルでの解析機器を有し、医学生物学的研究を支援する組織である。
　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。学際
的研究を進める際に感じるのは、出身学部や学問分野が異なると、考え方や言葉の使い方も異なる、まさに、

「異分野は異文化」ということである。しかしながら、結実した際の喜びも大きい。また組織としてのマネジ
メントや研究現場でのマネジメント力も重要である。「個体発生と組織形成」、「変形性関節炎」、「感染症」、「骨
粗鬆症」に関するトピックを紹介しながら、学際的研究の取り組みについての議論の一助としたい。

■ 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基礎歯科学系生化学専攻 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

現職
愛媛大学　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
　先端研究・学術推進機構・学術企画室　副室長
　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

第 10回教育研修会『歯科医学の多様性	歯学からの情報発信』

	 医理工融合研究センターにおける学際的研究の推進	
〜異分野融合は異文化融合〜
愛媛大学　PROS バイオイメージング部門、
ADRES 病態機能解析部門、先端研究・学術推進機構・学術企画室

飯村 忠浩
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　上皮の陥入によって形成される器官として、頭蓋顔面領域では歯、毛、唾液
腺などが挙げられる。これらの器官は、初期発生過程において陥入上皮と神経
堤由来の間葉組織との相互作用により形成されるが、どのようにしてそれぞれ
異なった機能を有する器官へと形成されるかは未だ明らかとなっていない。そ
こで我々はこれら器官発生過程において、組織や器官に特異的に発現する遺伝
子のスクリーニングから、陥入した上皮がどのようにして目的の器官形成を行
うのか、その分子メカニズムの一部を明らかにした。
　転写因子の１つである Sox21 は、Sox ファミリー分子の１つであり、Sox2 の
発現抑制や、神経機能の維持に重要な分子と考えられていた。我々は歯の発生
段階における遺伝子スクリーニングから、エナメル芽細胞に特異的な遺伝子と

して Sox21 を同定した。本分子は、発生の初期段階において内エナメル上皮に発現し、その後分泌期のエナ
メル芽細胞にも発現していた。Sox21 は shh により発現が誘導され、Sox21 の発現誘導により Sox2 の発現低
下を認めた。本分子の器官形成における役割を解明する為、Sox21 欠損マウスの歯胚発生について検討した
結果、歯胚の大きさや形態に変化は認められなかったが、重度のエナメル質形成不全を呈していた。さらに、
Sox21 欠損マウスの歯原性上皮から毛包様の器官形成が認められ、そこから毛が発生する事を見いだした。
これらの結果から、Sox21 は口腔内で毛が生じないように抑制している分子である事が示唆された。本講演
では、Sox21 の器官発生における詳細な分子制御について紹介する。

■ 略歴
1994 年 3 月 長崎大学歯学部卒業
1994 年 4 月 長崎大学歯学部小児歯科学講座 助手
1997 年 4 月 長崎大学大学院歯学研究科入学
1998 年 4 月 日本学術振興会 特別研究員（DC1）
2000 年 3 月 長崎大学大学院歯学研究科博士課程修了
2000 年 4 月 長崎大学歯学部小児歯科学講座 助手
2000 年 10 月 米国国立衛生研究所（NIDCR ／ NIH） 客員研究員
2003 年 4 月 長崎大学歯学部付属病院小児歯科 講師
2004 年 9 月 九州大学大学院歯学研究院 助教授（小児口 腔医学分野）
2007 年 11 月～現在 東北大学大学院歯学研究科 教授（小児発達 歯科学分野）
2015 年 4 月～現在 東北大学大学院歯学研究科、先端再生医学研究センター　センター長

第 10回教育研修会『歯科医学の多様性	歯学からの情報発信』

	 上皮陥入組織の器官決定機構の解明
東北大学 大学院歯学研究科 小児発達歯科学分野

福本 敏
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市民・県民公開シンポジウム

広域災害時における歯科医療提供体制について

座 長

丹沢 秀樹
千葉大学／ NPO 法人 日本口腔科学会 理事長／日本学術会議 会員

市民・県民公開講座

口から食べて体を元気に

座長

堀之内 康文
九州中央病院 歯科口腔外科部長

サテライトセミナー

第 3 回口腔外科 粒子線・BNCT 研究会

ランチョンセミナー
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市民・県民公開シンポジウム『広域災害時における歯科医療提供体制について』

日本学術会議　歯学委員会　主催
NPO 法人 日本口腔科学会　共催

市民・県民公開シンポジウム
「広域災害時における歯科医療提供体制について」

　阪神淡路大震災は 1995 年（平成 7 年）1 月 17 日（火）に発生し、東北地方太平洋沖地震は 2011 年（平成 23 年）
3 月 11 日（金）に発生した。
　阪神・淡路大震災では、兵庫県を中心とした近畿圏の広域に大きな被害が発生した。特に震源に近い神戸
市市街地（東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区）の被害は甚大であり、世界中に衝撃を与えた。
建造物の崩壊や火災による被害に特徴があり、人的被害に関しては、死者 6,434 名、行方不明者 3 名、負傷
者 43,792 名、災害関連死による死者は 919 名 （14.3%）とされた。避難人数は 316,678 人にも達した。戦後に
発生した自然災害では、犠牲者の数で伊勢湾台風の 5,098 人を上回り、東日本大震災が発生するまでは最悪
のものであった。
　東北地方太平洋沖地震は、太平洋三陸沖から茨城県沖に至る複数の震源が連動した広域地震である。地震
の規模は 9.0Mw で、日本の観測史上過去最大であった。この地震および余震、それによって引き起こされた
津波による災害をまとめて東日本大震災と呼ぶ。東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもたら
し、日本国内において戦後最悪の自然災害となった。本地震による被害は、地震そのものによる被害に加え
て津波・火災・液状化現象・福島第一原子力発電所事故・大規模停電など多岐に渡り、1 都 9 県が災害救助
法の適用を受けた。死者および届出があった行方不明者の数は合計 1 万 8,460 人で、津波被害を受けた東北
地方の太平洋沿岸を中心に関東地方や北海道でも死傷者が出た。
　歳月が流れるのは速いもので、本年（2016 年、平成 28 年）は、それぞれの震災から、21 年目、5 年目となる。
様々な分野、組織、レベルで検証も行われ、様々な対策が発表・報告されているが、実際に有用な対策を立案・
実施しておくことが今後の減災のためには、非常に大切と考えられる。特に、想定されている南海トラフ巨
大地震などの巨大・広域災害では、日本の中枢部に甚大な被害が生じること、その結果、周囲からの支援が
及ぶまでの一定期間、それぞれの地域が自助努力により生き抜かなければならないことを想定せざるを得な
いため、なおさらである。
　本シンポジウムは、このような状況下での歯科医療提供体制を皆様とご一緒に考えていくために企画いた
しました。学術会議歯学委員会で調査・整理した現時点での全国における体制をご報告した後、お二人の演
者の方から、阪神淡路大震災、ならびに東日本大震災の実際の経験と今後に向けての提言を頂きます。日本
歯科医師会からもお話を頂きたいと考えています。そして、会場とご一緒に考えていく時間をしっかりと取
りたいと計画しています。皆様のご参加をお待ちしています。
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次　第

1）開会の辞
  古谷野　潔　（日本学術会議第二部会員、九州大学大学院歯学研究院教授）

2）シンポジウム
  座長：丹沢　秀樹　（ 日本学術会議第二部会員、日本口腔科学会理事長、 

千葉大学大学院医学研究院教授）
 「阪神淡路大震災からの報告と提言（仮題）」
  足立　了平　　（神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科教授）
 「東日本大震災からの報告と提言（仮題）」
  佐々木　啓一　（ 日本学術会議連携会員、東北大学大学院歯学研究科長・教授、 

日本歯学系学会協議会副理事長）
 「日本歯科医師会からの報告と提言（仮題）」
  柳川　忠廣　　（日本歯科医師会副会長）
 「広域災害時における歯科医療体制に対する現在までの報告・提言のまとめ」
  椎葉　正史　　（千葉大学大学院医学研究院准教授）
 総合討論

3）閉会の辞
  山口　朗　（日本学術会議会員、東京歯科大学口腔科学研究センター教授）
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市民・県民公開シンポジウム『広域災害時における歯科医療提供体制について』

神戸常盤大学 短期大学部口腔保健学科 教授

足立 了平

足立　了平（あだち　りょうへい）
昭和 28 年 9 月 8 日生　　62 歳
●現職：神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科　教授　　　　　　　　　

■ 略歴
1978 年 3 月 大阪歯科大学卒業
1978 年 4 月 大阪歯科大学歯科麻酔学教室　臨床研修員
1979 年 4 月 鳥取県立中央病院歯科口腔外科　
1981 年 3 月 神戸市立中央市民病院歯科　
1989 年 6 月 神戸市立西市民病院歯科　
1990 年 3 月 学位記取得（歯学博士）

（1995 年 1 月 阪神・淡路大震災により病院崩壊− 5 年間仮設診療）
2002 年 4 月 神戸市立医療センター西市民病院歯科口腔外科　部長
2008 年 4 月 神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科　教授（現在に至る）
2009 年 4 月 神戸常盤大学 KTU 教育研究開発センター長（現在に至る）
2010 年 4 月 ときわ病院歯科口腔外科　部長（兼任、現在に至る）
2014 年 7 月 兵庫県病院歯科医会　会長（現在に至る）

■ 所属学会
日本歯科麻酔学会（代議員、認定医）、日本老年歯科医学会（指導医・専門医）
日本有病者歯科医療学会（理事）、日本集団災害医学会　ほか

■ 役職
兵庫県病院歯科医会会長
神戸市看護大学大学院講師（非常勤）、大阪歯科大学講師（非常勤）

■ 連絡先
〒 653-0838　神戸市長田区大谷町 2 − 6 − 2　神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科
Tel: 078-940-2480（研究室）　FAX：078-643-4361
E-mail：r-adachi@kobe-tokiwa.ac.jp
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市民・県民公開シンポジウム『広域災害時における歯科医療提供体制について』

東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長

佐々木 啓一

氏 名  ：佐々木 啓一（ささき　けいいち）　男性
生年月日 ：昭和 31 年 9 月 24 日
現住所  ：〒 989-3123　仙台市青葉区錦ケ丘５−６−９
電話番号 ：022-392-1920
勤務先名称 ：東北大学大学院歯学研究科
専門領域 ：歯科補綴学・口腔インプラント学

■ 学歴
昭和 56 年 3 月  ：東北大学歯学部　卒業 
昭和 60 年 3 月  ：東北大学大学院歯学研究科歯学履修課程修了
昭和 60 年 3 月 ：博士（歯学）　東北大学
昭和 56 年 5 月 30 日：歯科医師免許　82072 号

■ 職歴
昭和 60 年 4 月  ：東北大学歯学部歯科補綴学第二講座助手 採用 
平成 12 年 2 月 ：東北大学歯学部歯科補綴学第二講座 教授昇任
平成 12 年 4 月　：東北大学大学院歯学研究科・教授 配置換え 
平成 15 年 4 月～：東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野教授（現在に至る） 
平成 15 年 10 月 ～平成 21 年 1 月：東北大学大学院歯学研究科 副研究科長
平成 21 年 2 月～平成 22 年 3 月：東北大学病院総括副病院長・附属歯科医療センター長
平成 22 年 4 月～：東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長（現在に至る）

■ 審議会等歴
平成 24 年 7 月～平成 26 年 3 月：文部科学省文科省の歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議
平成 27 年 10 月～平成 29 年 3 月： 厚生労働省「医療ニーズの高い医療機器の早期導入に関する検討会ワーキ

ンググループ」

■ 学会等
平成 24 年 4 月～平成 30 年 3 月：日本口腔顔面痛学会理事長
平成 25 年 5 月～平成 29 年 5 月：（公社）日本補綴歯科学会理事    
平成 26 年 7 月～平成 28 年 6 月：日本歯学系学会協議会副理事長
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市民・県民公開シンポジウム『広域災害時における歯科医療提供体制について』

千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座 准教授

椎葉 正史

■ 略歴
1989 年 北海道大学歯学部歯学科 卒業
1991 年 東京大学大学院医学研究科 入学
1995 年 東京大学大学院医学研究科 修了（医学博士）
1997 年 千葉大学医学部歯科口腔外科学講座 助手
1998 年～ 2001 年 アメリカ合衆国ノースカロライナ大学
2006 年 千葉大学医学部歯科口腔外科学講座 講師
2012 年 千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座 准教授（現職）
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　わが国における医療の発達はめざましく、種々の病気が治療可能となったり、
克服されたりしてきているように思います。
　われわれが食べものや飲み物を取り込み、消化を始める門戸となる「口」と「口
のまわり」についてこのことを考えてみると、例えば口の中に発生する悪性の
腫瘍を口腔がんと言いますが、近年はマイクロサージャリー（血管をつないで
再建を行う技術）などの再建手技や麻酔、手術中・手術後の全身を管理する技
術が進歩したことにより、口腔がんに対して大がかりな手術を行うことにより
治してゆくケースも増えてきています。しかし一方では、手術後に飲んだり食
べたりする機能の一部が損なわれたままとなる（摂食嚥下障害が残る）場合も
目にします。

　口を使って食事をする（できる）ということは、単に一日に必要なエネルギーを補うというだけでなく、
楽しみながら味わって食べるというよろこびを伴うものであり、さらには脳に対する有用な刺激にもなって
いるということがわかっていますのでできるだけ口を使って食べたり飲んだりしたいところです。
　今回の公開講座では、食事と口の関わりについて、どのように食べて飲み込んでいるかという摂食嚥下の
メカニズムとその機能をいかにして獲得したかということについてできるだけわかりやすく解説し、摂食嚥
下障害について取り組む際に考えておきたいポイントや誤嚥性肺炎、口腔ケアについて、この領域に関わり
口から食べることにこだわりを持っている歯科医師・口腔外科医の立場からお話ししたいと考えています。

■ 略歴
1985 年 3 月　　九州大学歯学部卒業
1985 年 4 月　　九州大学歯学部第１口腔外科入局
1985 年 4 月　　九州大学歯学部大学院歯学研究科博士課程　歯学臨床系（口腔外科学）入学
1989 年 4 月　　九州大学歯学部附属病院・医員（第１口腔外科）
1992 年 5 月　　九州大学歯学部・助手
1994 年 2 月　　学位取得（歯学博士・九州大学）
2006 年 1 月～　九州大学病院 顎口腔外科・講師
現在に至る。

市民・県民公開講座『口から食べて体を元気に』	 座長 : 堀之内	康文

	 「口から楽しく食べよう」	
　〜口から食べることはすばらしいこと〜
九州大学病院 顎口腔外科

大部 一成
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　福岡大学病院は、許可病床数 915 床の病院で、1 日に 2000 食の食事を患者さ
んに提供しています。一般に家庭で食べられている形態である常食を中心に、
それぞれの病気に合わせた食事を展開していき 65 種類の食事の献立作成と調
理、盛り付け、配膳を行っています。病院の食事は治療の一環であり、回復の
サポートとなるように、残さず食べていただけるように、患者さんのご意見を
取り入れ、献立や調理に工夫をしています。
　また、治療は入院期間で終わりというわけではありません。退院後に家庭で
も治療に沿った食事ができるように、管理栄養士が栄養食事指導を行っており
ます。わかりやすい言葉を使って、理解しやすいようにということを心がけて
います。

　栄養状態に問題のある患者さんには、管理栄養士を中心に医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の多職
種で構成された栄養サポートチーム（NST）で問題の解決に取り組んでいます。
　病院にはいろんな病気の患者さんが入院しており、入院患者さん全員にお食事を出しているわけではあり
ません。口から食事が取れない患者さんは、鎖骨の下の大きな静脈や鼻から胃に管を挿入する経管栄養で必
要な栄養素を確保し、生命は維持されます。しかし、『食べる』という言葉の意味は、国語辞書によると「食
物を噛んで、飲み込む」とあります。食べ物を食べるときは、口からというのが自然の形です。また、「噛む」
ことは、体を元気にする効果があります。体が元気な時は、口から食べるという動作を当たり前のように行っ
ていますが、美味しい料理を味わいながら、口から食べることができる喜びを噛みしめたいものです。

■ 略歴
1985 年　中村学園短期大学食物栄養科（現：中村大学短期大学部）卒業
1985 年　福岡大学病院栄養部　入職
2008 年　福岡大学病院栄養部　副技師長
2014 年　福岡大学病院栄養部　技師長

市民・県民公開講座『口から食べて体を元気に』	 座長 : 堀之内	康文

	 食事は治療のサポートです
福岡大学病院 栄養部

山本 葉子
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サテライトセミナー 1『顎顔面手術手技研究会』

第 19回　顎顔面手術手技研究会のご案内

日　時：平成 28（2016）年 4 月 16 日（土）17：30 ～ 19：30
会　場：福岡国際会議場　５階 502+503 会議室（Ｃ会場）
会　費：無料
抄録集：1,000 円
　　　
■ テーマ

「顎裂部骨移植術―自家骨移植から再生医療へ―」

■ 座長
中村典史（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野）
濱田良樹（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）　　　　

■ プログラム
講演１： 琉球大学医学部　歯科口腔外科　　　　
 西原一秀　先生
 「顎裂部自家腸骨移植術を成功させるための方策と手技」

講演 2： 北海道大学病院 高次口腔医療センター 顎口腔機能治療部門 
 三古谷　忠先生
 「下顎外側皮質骨を用いた顎裂部骨移植 - 発想 の転換による自家骨移植 -」

講演 3： 大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第一講座
 田中　晋先生
 「β -TCP とオトガイ骨混合移植の実際と有用性について」

講演４： 東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野　
 川井　忠先生
 「顎裂部へのリン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の臨床応用を目指して」

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：hasegawa_aa@shizubyou.jp
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サテライトセミナー 2『全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議』

第 41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 70 回日本口腔科学会学術集会初日の平成 28 年 4 月 16 日（土）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　　野口 誠

記

日　時：　平成 28 年 4 月 16 日（土）　　18 時 00 分～ 19 時 00 分

会　場：　 福岡国際会議場　4 階　D 会場 
TEL：092-262-4111

■ 議題
　　1．平成 27 年度会計報告
　　2．歯科医師卒後臨床研修について
　　3．指導歯科医講習会について
　　4．医学生向け教科書作成について
　　5．その他
　　
■ 担当
　　大分大学医学部附属病院歯科口腔外科　河野　憲司　教授
　　TEL：097-586-6700　  　　FAX：097-549-2838
　　E-mail：kekawano@med.oita-u.ac.jp
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サテライトセミナー 3『よりよい口唇口蓋裂治療を考える会』

第 20回口蓋裂公開勉強会
『哺乳と摂食』

第 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会　喜久田利弘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 28 年 4 月 16 日（土）　17：30 ～ 19：30
場　所： 福岡国際会議場　4F　411 会議室（E 会場）
  〒 812-0032　福岡県福岡市博多区石城町 2-1　TEL：092-262-4111
参加費用：1,000 円（講演抄録集代金を含む）

■ 座長
 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
 杉山　芳樹　先生

 愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室
 夏目　長門　先生

■ 講演内容
　　1． 摂食と嚥下について 

一般社団法人 TOUCH 代表理事 
舘村　卓　先生

　　2． 哺乳指導について 
愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室 
新美　照幸　先生

　　3． 哺乳床の作製 
九州歯科大学口腔顎顔面外科学講座病態制御学分野 
笹栗　正明　先生

　　　　　　　

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、須賀賢一郎、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、古川博雄、新美照幸、南　克浩、藤原久美子、
早川統子

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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サテライトセミナー 4『口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』

第 10回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会のご案内

     代表幹事　日本歯科大学新潟生命歯学部
　　      　　土持 眞

下記の要領で第 10 回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会を第 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会の
サテライトとして開催いたします。皆様の御参加をお待ちしております。

日　時： 平成 28 年 4 月 16 日（土）　　17：30　～　18：30　
場　所： 第 70 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会会場　
 福岡国際会議場 4 階 413 会議室（F 会場）　
 〒 812-0032　福岡県福岡市博多区石城町 2-1
 TEL：092-262-4111
参加申し込み方法：事前登録が必要です。登録方法は下記ホームページに掲載。
参加費：1,000 円

■ 教育講演
　　「口腔顎顔面領域の PET 検査」
　　岩手医科大学歯学部歯科放射線学分野
　　小豆嶋　正典

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」にあたります。また、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）連携協議会の後援で開催されます。
なお不明の点は下記事務局メイルアドレス宛に連絡をお願いします。

連絡先：事務局
 〒 951-8580　新潟市中央区浜浦町 1-8
 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座
 代表幹事　 土持　眞
 事務局担当　 渡邉恭子
 telephone 　　　　025-267-1500  ext. 224
 fax 025-267-1134（大学）　fax 025-233-0307（医局）
 gakukakuigaku@ngt.ndu.ac.jp
 ホームページ　http://www.ngt.ndu.ac.jp/radiol/gakukakuigaku/
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サテライトセミナー 5『日本顎関節外科研究会』

第４回日本顎関節外科研究会

本研究会は平成 25 年に顎関節外科の発展を願い同好の臨床医 30 余名が集まり発足しました。これまで 3 回
の研究会を開催し、顎関節症、脱臼、強直症などの診断、手術適応、その手技について忌憚のない意見交換
と議論を行って参りました。今回は日本口腔科学会第 70 回学術集会　喜久田利弘会長の御厚意により、下記
のごとく公開研究会を開催致すことになりましたので、皆様のご参加をお待ちします。

日本顎関節外科研究会　幹事
村上賢一郎、近藤壽郎、瀬上夏樹、川上哲司

日　時；平成 28 年 4 月 16 日（土）17：30 ～ 19：30
場　所：福岡国際会議場　G 会場　（414 会議室）
 〒 812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1　TEL：092-262-4111
参加費用： 1,500 円（研究会員は 1,000 円）、当日の参加受付でどなたでも歓迎です。 

（プログラムと抄録は当日配布予定です）

■ スケジュール
17：30 オープン症例検討会ならびに顎関節外科に関連する研究会メンバーからの話題提供

18：30 講演１　「顎関節円板切除術雑感」
 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教授
 高木律男先生

 講演２　「顎関節キャダバーワークショップの現況報告と問題点」
 北海道医療大学生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野教授
 柴田考典先生

＊本研究会についてのお問い合わせは下記までお願い申し上げます。
赤穂市民病院歯科口腔外科　村上賢一郎
E-mail address：murakeny@yahoo.co.jp
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第 3回口腔外科	粒子線・BNCT研究会

「第 3回口腔外科	粒子線・BNCT研究会」のご案内　　　　
　　

口腔外科粒子線・BNCT 研究会理事長
同口腔がん治療センター長

瀬戸 晥一

　粒子線・BNCT 研究会が 3 回目を迎えることになります。今回は喜久田利弘教授のご厚意を頂戴して第 70
回日本口腔科学会の会場をお借りすることができました。喜久田総会長、丹沢秀樹理事長のご配慮に深謝い
たします。
　加速器中性子源による BNCT システムが南東北病院に完成し、本年 2 月より悪性脳腫瘍、6 月より頭頸部
がんを対象とした臨床治験を開始するに先立ち、去る 1 月 22 日口腔腫瘍学会の場をお借りして BNCT 治験
説明会を催したところ 80 名を超える参加者を得て盛会裏に終わることが出来ました。新しい口腔がん治療手
段として関心をお持ちの先生がかくも大勢おられることを知り大いなる勇気が湧いて参りました。そこで本
年は第 3 回研究会を半年早めて春に開催し、秋には第 4 回と続けたいと考えましたのでご案内申し上げます。
　陽子線、炭素線などの粒子線は放射線治療に画期的な変革をもたらしました。BNCT はすでに放射線治療
の垣根を超えたインターサイエンスの世界です。いずれも口腔がんには抜群によく効くとの感触を得ていま
す。高度で複雑な口腔機能を温存する治療手段として将来大きく発展する可能性を秘めています。この分野
は京大原子炉を中心として基礎的な研究が積み重ねられ、臨床では脳外科医、口腔外科医、耳鼻咽喉科医の
主導で臨床研究がなされた日本発の新しいがん医療システムです。特に頭頸部領域ではまだまだ開発するべ
き課題が山積しています。歯科領域からも口腔外科学のみならず歯科放射線学、歯科基礎医学、さらに薬学、
理工学、医学物理学など多方面の研究者の積極的な参画を得て、この領域科学が日本から世界に敷衍される
事を期待しております。

記

日　時：4 月 16 日（土）　15：15 ～ 16：45
会　場：福岡国際会議場 　4F　D 会場

■ プログラム
司会：瀬戸皖一
15：15 ご挨拶　総合南東北病院　口腔がん治療センター長　瀬戸晥一
15：25-15：55 癌治療における BNCT の役割について　　伊勢赤十字病院　放射線治療科　不破信和
15：55-16：00 質疑応答
16：00-16：25 頭頸部癌のあきらめない癌治療   りんくう総合医療センター　口腔外科　大前政利
16：25-16：30 質疑応答
16：30-16：45 南東北病院における BNCT 進捗状況　南東北病院　口腔外科 BNCT 研究センター　井川和代
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　顎矯正手術の骨接合はワイヤーからステンレス製ミニプレート，さらにチタ
ン製ミニプレートへと大きく進化し強固な固定力による顎間固定期間の短縮，
良好な術後安定性を得てきた．チタン製ミニプレートは生体内での安定性も高
く，除去を特に必要としないとされている一方で，X 線画像に映り込む点や将
来的に高度の顎堤吸収が進行した際の露出の危険性などから現状では多くの患
者が除去を希望されている．
　1990 年代から除去が不要な生体分解性の高分子材料を用いた骨接合材が開発
され，ポリ -L- 乳酸（PLLA）を用いた初の国産吸収性プレートとしてタキロン
社の FIXSORB®MX が顎顔面領域に用いられる様になった．当科では 2002 年よ
り FIXSORB®MX を Le Fort I 型上顎骨切り術に使用開始した。その後 2008 年

には，非焼成ハイドロキシアパタイトを含有し，より薄く強度の向上した SuperFIXSORB®MX に切り替わ
り現在まで Le Fort I 型上顎骨切り術の約 6 割に適用してきた．強度，安定性，操作性におい PLLA プレー
トに若干の不安を抱く術者もいるが，これまでの経験から本プレートの特性や操作性を考慮し適応症例を選
択することでチタン製ミニプレートと遜色のない臨床成績が得られると考えている．2012 年に PLLA 配向時
の変形比と配向温度に変更を加えた改良型 SuperFIXSORB®MX が発売された。当科では本プレートの先行
供与を受け 2015 年末までに 66 例の Le Fort I 型上顎骨切り術に適用してきたが，常温でのベンディング操
作性の向上や破損率の低下など従来品よりさらに使用感が向上した印象を持っている．
　本セミナーでは，われわれの使用経験に基づき，改良製品の従来製品との比較に加え SuperFIXSORB®MX
の適応症例の選び方や操作上のコツなどについて報告させていただく．

■ 略歴
1985 年　広島大学歯学部　卒業
1985 年　岡山大学歯学部附属病院　第二口腔外科　医員
1987 年　倉敷廣済病院　歯科医長
1988 年　岡山大学歯学部附属病院　第二口腔外科　医員
1989 年　赤穂中央病院　歯科口腔外科医長
1990 年　岡山大学歯学部附属病院　第二口腔外科　助手
1992 年　岡山大学歯学部　口腔外科学第 2 講座　助手
2004 年　岡山大学病院　口腔外科（病態系）　講師
現在に至る

ランチョンセミナー 1	 タキロン株式会社

	 スーパーフィクソーブMX改良プレートの	
Le	Fort	I 型上顎骨切り術への適応
岡山大学病院 口腔外科（病態系）

西山 明慶
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　今回、株式会社タキロンより発売されたスーパーフィクソーブ ® MX の新規
形状である 4 穴 X 型プレート（以下 SX4）を使用する機会を得たので、プレー
トの特徴および術中使用感につき報告する。本製品は SSRO における骨片固
定を目的とし 2014 年 11 月に発売された。組成は従来のスーパーフィクソーブ
MX® と同じ PLLA/HA 60/40（wt.%) である。形状は 4 穴 X 型であるが、中間
部の幅を広くすることでボックス型に近似した形態となっている。ボックス型
に比べ長径で 2mm、短径で 3mm 大きいが、プレートの厚みは既存の下顎骨適
応タイプが 1.4mm であるのに対し 1.0mm である。タキロン社のデータによれ
ば薄くなったにもかかわらず形状の工夫により剪断強度はボックス型の 1.5 倍と
される。

　我々の施設では 2014 年 11 月から現在まで、SSRO 施行例のうち 10 症例で SX4 を使用した。下顎の後方
移動量は 3.0mm ～ 13.5mm、前方移動量は 3.0mm ～ 8.0mm、移動量の平均は 7.5mm であった。
　その結果、1mm 厚のプレートでは 120°程度までのベンディングは常温で可能とされているが、SX4 は中
央部分が幅広いためスクリューホール周囲を除くと加温ベンディングが必要と思われた。また広いプレート
面を骨面に沿わせるためにベンディングには従来製品に比べ時間を要した。しかし丁寧なベンディングによ
りプレートの薄さを生かすことで、従来の厚いプレートでみられた皮膚上からの触知を気にされるケースも
少なくなると思われた。一方、ボックス型に比べスクリューホール間は上下で 1.5mm、左右で 1.0mm 拡がっ
ているためコントラアングル器具での操作を必要とした。症例数が少なく、経過観察期間も短いが、現在ま
で術後 X 線写真、CT 上においてプレートの破折は認めず近位骨片の変位も認めていない。

■ 略歴
1980 年　松本歯科大学歯学部卒業
1980 年　慶應義塾大学医学部 歯科 ･ 口腔外科学教室入室
1984 年　慶應義塾大学医学部 歯科 ･ 口腔外科学教室　助手
2002 年　慶應義塾大学医学部 歯科 ･ 口腔外科学教室　専任講師
現在に至る

ランチョンセミナー 1	 タキロン株式会社

	 スーパーフィクソーブ ®	MXの新規形状４穴Ｘ型プレート
（SX4) の使用経験について

慶応大学病院 口腔外科

柴 秀行
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■現役・歯科医院コンサルタントも知らない「真実の Web 集客技術」

わたしは「集患（集客）」をテーマにお話しさせていただきます。

最新技術や治療法、薬品事情に関するセミナーではなく、Web マーケティング
のプロフェッショナルとしての観点から、あなたの医院の月商、または、あな
たの医院で働く歯科医たちの収入を高めるために、もっとも効果的な集患戦略
と実践方法をお伝えさせていただきます。
※具体的な内容は以下をご参照ください。

■セミナーでお話する内容の一部を公表します

 ・“最短最速・労力不要で月商を倍増させる超・合理的な裏ワザ”
 ・他院がまだ実践できていない「本当に利益を生み出す Web 戦略」の全貌
 ・ 歯医者選びに困っている見込み客を、あなたの元に一極集中させるイマドキの仕掛け方
 ・ 月商を倍増させるごくごくシンプルな方法
 ・ 月商倍増の根拠 ～「歯科医院コンサルタント」と「Web コンサルタント」の根本的な違い ～
 ・ 「先生にお願いしたいです！」と患者から望まれる“歯科医と患者の良好な関係性”とその構築法
 ・ インプラント、インビザライン、審美、ホワイトニング、矯正など「自費治療」のサービス希望者で院内

を埋め尽くしてしまう“高額サービスの正しいアプローチ”方法
 ・ 「歯医者さんネ●ト」や「歯科パ●ク」などのポータルサイトを使わずに、自院だけで集患率をアップでき

る“費用対効果バツグンの宣伝方法”と効果を高めるテクニック集
 ・ 自動的に患者が患者を集めてくれる“合法的無限連鎖型の集患方法”
 ・ “近隣地域で認知度を 10 ～ 30 倍”にアップできる、Web ならではの画期的な広告活用方法

■ 略歴
2011 年 3 月 コンサルティング・集客代行を主としたマーケティング会社「株式会社 平山プロダクション」

へ入社。代表平山氏の下で徹底的に Web マーケティングのイロハを学ぶ
2011 年 8 月 同社のコピーライティングを全面的に担当し、直接的に売上へ貢献
2013 年 4 月 マーケティング責任者として担当した資産運用関連事業にて 10 億円という売上目標を達成
2014 年 6 月 たった 1 人で Web マーケティングのコンサルティングを 20 社以上に提供。
 あらゆる業態で成約率・反応率の向上を実現。
2015 年 3 月 クライアントでもある投資スクール事業の売上を「3 ヶ月で 10 倍にすれば独立」という約束を

平山氏と交わし、2 ヶ月で達成。
2015 年 4 月　「株式会社 Web プロモーション」を設立
 九州・福岡を中心に、多業態のコンサルティングや集客代行サービスを展開
 （同年 6 月には福岡国際会議場で開催されたアジアメディカルショーにも登壇）

ランチョンセミナー 2	 株式会社WEBプロモーション

	 実患者の来店回数 1.5 倍、毎月の新患 100名以上を実現し	
歯科医の月商を倍増させるイマドキの集患戦略と実践方法
㈱ WEB プロモーション

植田 雄輝
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　日本は 2007 年から超高齢社会に突入し、健康日本 21（第 2 次）において「健
康寿命の延伸」が最大の目標とされました。また、歯・口腔の健康が全身の健
康に大きな影響を及ぼすことが明らかとなり、ますます口腔ケアの重要性が高
まっています。さらに 2011 年制定の「歯科・口腔保健の推進に関する法律」の
基本的事項において、乳幼児期から高齢期までの「生涯にわたるフッ化物応用」
がう蝕予防計画として位置づけられました。
　これまでの歯科保健・医療の成果によって、小児と若い成人のう蝕は減少し、
高齢者の残存歯数が増加しており、それにともなって歯科の課題も変化してい
ます。歯周病はもちろんですが、う蝕とそれに起因する破折は歯の喪失につな
がるため、予防することが重要です。

　大人と高齢者のう蝕は、加齢による歯肉退縮や歯周病治療の結果露出した根面がリスクとなる「根面う蝕
予防ケア」が最大の課題ですし、歯根露出によって引き起こされる知覚過敏も課題です。このような歯周病、
根面う蝕、知覚過敏ケアに有効なオールインワンのツールへの要求が高まるなか、本セミナーでは、根面う
蝕の現状と予防について、さらに今回発売された歯科用歯磨剤によるセルフケアをまじえて解説いたします。

■ 略歴
1977 年　神奈川歯科大学歯学部 卒業
1991 年　神奈川歯科大学口腔衛生学助教授
2000 年　神奈川歯科大学口腔衛生学（現・大学院口腔科学講座）教授
2009 年　ISO/TC　106WG4 エキスパート
2013 年　神奈川歯科大学図書館長
現在に至る

ランチョンセミナー 3	 株式会社モリタ・ライオン歯科材株式会社

	 超高齢社会における根面う蝕への挑戦
神奈川歯科大学大学院口腔科学講座

荒川 浩久
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　欧米では早く、安く治療することだけが医療の目的であるが、わが日本では、
患者の治癒と QOL を第一した治療が行われ、しかもそれが全国どこでも、患者
さんの貧富に関わらず受けられ、その内容も世界最高レベルであることはあま
り知られていない。特に、手術関連死亡率は欧米の 1/5-1/10 である。さらに、
これだけの医療が行われているにもかかわらず、国民総医療費は米国の半分以
下、欧州各国よりも低額である。
　さて、日本では急速に少子高齢化が進み、国は急性期病院の専門化と後方支
援病院との連携を推し進めている。後方支援病院への転院に際して、MRSA を
はじめとする耐性菌の保菌や C.dificile の保菌は受け入れ医療施設にとっては避
けたい要因の一つである。これを予防するには、欧米のように予想される原因

菌のすべてを対象とした抗菌薬療法を行わないことが基本となる。
　また、早く、合併症なく確実に治すことは最も基本的で、無用な耐性菌を出現させない手法である。欧米
のガイドラインに従えば、MRSA による菌血症では安い VCM が第一選択薬ではあるが、この薬剤は正しく
TDM が行われたとしても、心内膜炎や椎間板炎が起こりやすいことは周知の事実である。日本化学療法学会・
日本感染症学会による MRSA 感染症治療ガイドラインでは、MRSA 菌血症の治療薬を世界に先駆けて DAP
を第一選択としている。
　さらに、日本集中治療学会による日本版敗血症診療ガイドラインにおいても“十分なエビデンスがなく欧
米では認められていなくても、その効果を肌で感じている治療法も勘案した”されている。
　欧米のガイドラインが世界水準ではあるが、すでに日本はそれを大きく超えており、さらに高いレベルを
目指すべきである。

■ 略歴
1979 年 3 月 東邦大学医学部卒業
1979 年 6 月 東邦大学医学部外科学第三講座入局
1984 年 4 月～ 1985 年 8 月 東邦大学医学部微生物学教室にて研究
2010 年 2 月 東邦大学医療センター大橋病院　外科教授
2012 年 4 月～ 2015 年 6 月 　　　　　　〃　　　　 　　　  院内感染対策室長
2012 年 10 月 東邦大学医学部医学科　
 外科学講座一般・消化器外科学分野（大橋）教授
2015 年 7 月 副院長（総合診療・救急・集中治療担当）
現在に至る

■ 専門分野
一般外科学（消化器、呼吸器）、感染制御学、術後感染症、集中治療

ランチョンセミナー 4	 株式会社大塚製薬工場

	 今、エビデンス以上の周術期感染対策を
東邦大学医療センター大橋病院 外科

草地 信也
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　歯科医院経営、2025 年問題や医療制度改革、そして増税など政府の政策によっ
て治療技術はもちろん経営力がより求められる時代になるばかり。今、開業医
の将来は決して楽観視できない状況になっています。しかし、治療や研究にか
かりきりになって、個人の資産を守ることが疎かになってしまっている医師も
少なくない。生涯にわたって豊かに暮らす。そのために必要になってくるのが、

「賢い資産の守り方」。弊社ならではの視点で歯科医院経営と医師のための賢い
資産の守り方をお伝えさせて頂きます。

■ 略歴
2001 年大学卒業後、株式会社えんに入社
不動産販売をはじめ生命保険コンサルティング、株式投資・投資信託などの金融商品のご相談から、公的年金・
介護などの社会保障制度、相続や贈与に関することなど多岐にわたり活動しています。 

■ 資格
AFP（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会） 
2 級ファイナンシャル・プランニング技能士・個人資産相談業務 
宅地建物取引士 
トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定 FP） 
相続診断士など

ランチョンセミナー 5	 株式会社えん

	 歯科医院経営と医師のための賢い資産の守り方
株式会社えん

坪倉 伸一
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　現代医学が目覚ましく進歩しているのにも関わらず、癌（今、大腸がんは男
女合計で罹患率・死亡率が 1 位）や心臓疾患、糖尿病、高脂血症、高血圧など
の生活習慣病といった患者様が減少するどころか増え続けております。
　バランスの取れた食事・適度な運動・良質な睡眠が、健康維持に大切ですが、
日々の仕事が忙しく、多くの人は時間に追われバランスの取れた生活を送れて
いないのが現状です。そこで、精神的・身体的な健康に影響を及ぼすことを事
前に予防していくことが、健康で充実した生活を送る鍵となります。また、人
の体には水が必要不可欠であり、抗酸化作用のある水素水にすることで、悪玉
活性酸素を体内から取り除き、がん抑制効果にも繋がってきますので、クリニッ
クに水素水サーバーを設置して皆様に提供しております。

　クリニックは、保険診療では消化器系がん検診のための予防医療として、内視鏡検査で微小がんの発見、
大腸がん・大腸ポリープの内視鏡治療を日帰り手術で行っております。今、注目される大腸がん撲滅には大
腸内視鏡検診が重要となり、拡大内視鏡（NBI: Narrow Band Imaging, 色素内視鏡の pit pattern） 診断を駆
使して微小な平坦・陥凹型大腸腫瘍・がんも見逃さない内視鏡検査・治療の実際についてお話しいたします。
　自由診療では、エイジングケアとしての抗酸化療法（水素水・オゾン療法・高濃度ビタミン C 点滴）に加
え、ご自身の健康状態を把握できる遺伝子検査を行うことで、皆様に人間本来の自然治癒力を高めていただき、
病気を予防するためのサポートを提供することで、心身共に健康を維持するための予防医療についてもお話
しいたします。

■ 略歴
1988 年 3 月 帝京大学医学部医学科卒業
1988 年 6 月 帝京大学医学部附属病院研修医
1988 年 10 月 帝京大学医学部附属溝口病院第 4 内科研修医
1990 年 6 月 東芝病院消化器内科派遣医
1992 年 4 月 帝京大学医学部附属溝口病院第 4 内科助手
1993 年 4 月 多摩がん検診センター消化器科入局
 ※現在 東京都がん検診センター
2004 年 4 月 調布外科・消化器科内科クリニックにて副院長として 2F に内視鏡専門クリニックを開設
2015 年 10 月 赤坂内視鏡クリニック開院・院長

ランチョンセミナー 6	 セルコム株式会社・株式会社翔栄ウェルネス

	 大腸がん撲滅を目指した予防医療
赤坂内視鏡クリニック

中村 尚志
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悪性腫瘍 1（基礎研究 1）	 9:30 〜 10:30
座長：岡本 哲治・楠川 仁悟

1-C-1
口腔扁平上皮癌診断マーカーとしての血
清microRNAの探索
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

中村 康大1, 日焼 菜央美2, 浜田 倫史1, 杉浦 剛1

【緒言】口腔扁平上皮癌（OSCC）の再発・転移は、重
大な予後不良イベントである。しかしながら、有用な腫
瘍マーカーは未だ見出されておらず、予後不良イベント
を高精度に予測する強力なバイオマーカーの開発が待た
れている。microRNA（miRNA）は、標的 mRNA を分
解し、翻訳を阻害する。多くの悪性腫瘍でその発現異常
が報告され、血清中の miRNA を利用した診断の試みが
報告されているが、いまだ実用化に至っていない。【目
的】OSCC 症例における特異的な miRNA を検索し、口
腔癌診断ツールとしての有用性を検討することを目的と
した。【材料と方法】OSCC 症例（n=42）および対照群
の健常者（n=20）から血清を採取した。まず miRNA マ
イクロアレイによる網羅的解析を行い、OSCC 群と対
照群との間に発現量の有意な差が認められた miRNA を
抽出した。次に、個々の症例における候補 miRNA をリ
アルタイム PCR にて定量検討し、OSCC の診断および
予後予測のマーカーとしての有用性を、統計学的に解
析した。【結果】miRNA マイクロアレイにより 44 個の
高発現および 24 個の低発現 miRNAs が認められた。リ
アルタイム PCR による定量検討により、miR-X および
miR-Y は両群間で発現量に有意差を認めた。ROC 解析
の結果、miR-X は AUC0.720、オッズ比 8.0、miR-Y は
AUC0.763、オッズ比 12.5 であった。このことから、こ
れらの miRNA は OSCC の診断マーカーとして有用であ
ることが示された。また、術前・術後での両 miRNA の
量的推移をみてみると、miR-Y では術後に低下する傾向
が認められた。【考察】以上の結果より、miR-X および
miR-Y は OSCC の診断マーカーになり得ると考えられ
た。また、miR-Y は OSCC に特異的である可能性が示
唆された。

	

1-C-2
口腔扁平上皮癌におけるRas-GAPsの検
討
1大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座,  
2大分大学 医学部 診断病理学講座

川村 和弘1,2, 駄阿 勉2, 横山 繁生2, 河野 憲司1

【緒言】Ras タンパクは mRNA 転写や細胞増殖に関わる
低分子 GTP 結合タンパク質の一種で，その活性は Ras-
GTPase-activating proteins（Ras-GAPs）により調節さ
れることが報告されている．今回われわれは口腔扁平
上皮癌（OSCC）における Ras 遺伝子と Ras-GAPs が関
与するシグナル伝達経路と臨床病理学的所見の関連を
検討した．【材料・方法】まず舌扁平上皮癌 25 例のホ
ルマリン固定・パラフィン包埋切片を用いて PCR-SSCP
法により Ras（K-Ras，H-Ras，N-Ras）の遺伝子変異
を検討した．さらに real time RT-PCR 法で Ras-GAPs

（RASAL1， NF1，DAB2IP） お よ び PITX1 の mRNA
量を調べ，MAPK 経路の下流にある活性型 ERK1/2

（p-ERK1/2）と PI3K/Akt/mTOR 経路の下流にある活
性型 mTOR（p-mTOR）の発現との関連を検討した．次
に 20 例を追加して計 45 例の OSCC について p-ERK1/2
と p-mTOR の免疫染色所見と臨床データとの比較検討
した．【結果】1）いずれの Ras も変異は認めなかった．2）
RASAL1 と PITX1 は downregulation，NF1 と DAB2IP
は upregulation の 傾 向 を 認 め た． さ ら に RASAL1 
downregulation は p-ERK1/2 または p-mTOR の発現と
有意に関連したことから（p=0.014），RASAL1 の抑制が
Ras 経路の活性化に重要と考えた．3）p-ERK1/2 または
p-mTOR の発現は，Ｔ分類との間に有意な関連を認めた

（p=0.047）．【結論】舌扁平上皮癌において Ras-GAPs の
うち RASAL1 の downregulation が p-ERK1/2 あるいは
p-mTOR を介して腫瘍進展に関与することが示唆され
た．
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1-C-3
口腔扁平上皮癌におけるCarbony l 
reductaseの発現と予後への関与
山口大学 医学部 歯科口腔外科

山内 良太, 原田 耕志, 眞野 隆充, 三島 克章,  
上山 吉哉

【目的】 Carbonyl reductase (CR) は、各種生物に 3000 種
以上見つかっている還元酵素の一つである。近年、子宮
癌や卵巣癌において CR 発現が有用な予後因子であるこ
とが報告されているが、口腔扁平上皮癌における CR 発
現の臨床的意義は不明である。そこで本研究では口腔扁
平上皮癌における CR 発現の予後への関与を検討する。

【材料および方法】本学歯科口腔外科で治療を行った口
腔扁平上皮癌患者 90 例についてカルテ記載内容を基に
臨床病理学的諸因子を検索し、さらに同患者の臨床検体
を用いて CR の免疫組織化学染色を行い、CR 発現と臨
床病理学的諸因子との関連性を検索した (IRB 管理番号 ; 
H27-123)。また口腔扁平上皮癌細胞株における CR 発現
を Western blot 法にて検索し、さらに siRNA (silencer®; 
Thermo Fisher Scientific) を用いて口腔扁平上皮癌細
胞株の CR 発現を抑制し、細胞増殖能 (MTT 法 )・細胞
遊走能 (Migration assay)・細胞移動能 (Wound healing 
assay) への影響を検索した。

【結果】臨床検体においては、腫瘍細胞における CR 発
現は、Stage 分類や TNM 分類との間に有意差を認めな
かったが、リンパ節転移 (p<0.01)、生存期間 (p<0.05)、
転帰 (p<0.01) との間には有意差を認めた。また口腔扁平
上皮癌細胞株における CR 発現は様々であり、siRNA を
用いて CR 発現を抑制したところ、細胞増殖能・細胞遊
走能・細胞移動能が有意に亢進した。

【結論】口腔扁平上皮癌における CR 発現は、リンパ節
転移症例、死亡症例で有意に低く、患者の予後と関わっ
ており有用な予後因子になると考えられ、in  vitro での
データから CR 発現の抑制が口腔癌細胞の増殖能・遊走
能・移動能を亢進させることから、今後有用な治療標的
となる可能性が示唆された。

	

1-C-4
亜鉛トランスポータースイッチが口腔癌
細胞のEMT誘導機構を制御する
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

植月 亮, 東川 晃一郎, 奥井 岳, 石田 扶美, 山本 一博, 
重石 英生, 小野 重弘, 武知 正晃

【目的】口腔癌の浸潤・転移には上皮間葉移行（EMT）
が深く関与している．我々はこれまでに口腔癌における
転写因子 Snail および Slug 依存的な EMT 誘導機構に
ついて解析・報告してきた．亜鉛依存的転写因子である
Snail の活性化には亜鉛トランスポーター LIV1 の発現が
重要であると知られているが，その詳細は未だ不明であ
る．今回我々は，新たな EMT 制御因子として亜鉛トラ
ンスポーター ZIP2 を見いだしたので報告する．

【材料および方法】舌癌由来の扁平上皮癌細胞株 OM-1
に Snail，Slug，または両遺伝子をそれぞれウイルスベ
クターで強制発現させた細胞プールを作成した．蛍光免
疫細胞染色法で E- カドヘリンとビメンチンの発現と局
在を視覚化して EMT を判定した．各遺伝子発現は RT-
PCR 法で，各蛋白発現はウエスタンブロッティング法で
検索した．亜鉛イオン検出用蛍光試薬を用いて細胞内の
亜鉛濃度を FACS で測定した．

【結果】OM-1 において恒常的に発現している ZIP2 を
siRNA 法でノックダウンすると LIV1 の発現が誘導され
た．また，Snail 強制発現において LIV1 発現誘導を伴
う ZIP2 発現の消失がみられた．Snail 依存的 EMT 誘導
は ZIP2 の強制的な再発現によって抑制された．FACS
解析では，OM-1 は Snail 強制発現によって細胞内亜鉛
濃度が低下したが，ZIP2 の強制再発現によって細胞内
亜鉛濃度は回復した．Snail/Slug 同時強制発現細胞では
Slug の核局在が明瞭となり，EMT 型細胞率が高まった．

【結論】ZIP2 から LIV1 への亜鉛トランスポータース
イッチが，上皮形質を保持する口腔癌細胞を間葉様細胞
に転換させることが推察された．また，LIV1 存在下に
おいて Slug の EMT 誘導因子としての機能が解放され，
EMT プログラムが進行すると考えられた．
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1-C-5
口腔扁平上皮癌の浸潤・転移における腫
瘍随伴性マクロファージの関与
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

久保田 恵吾1, 森山 雅文1, 古川 祥子1, 丸瀬 靖之1,  
Haque A S M Rafiul1, 石黒 乃理子1, 坂本 瑞樹1,  
川野 真太郎1, 清島 保2, 中村 誠司1

【目的】 腫瘍随伴性マクロファージ（TAM）は、腫瘍に
対する免疫応答を抑制することが報告されているが、口
腔扁平上皮癌（OSCC）における局在や機能については
不明である。そこで本研究では、OSCC における TAM 
の局在と臨床所見との関連について検討した。

【対象と方法】 未治療の OSCC 患者 40 例の切除標
本を用いて免疫組織化学染色法にて TAM （CD163、
CD204）、活性化リンパ球（CD25、CD69）、TAM が発
現するとされている免疫抑制分子（IL-10、PDL-1）の局
在を検索した。さらに、二重蛍光染色法にて TAM の 
IL-10 および PDL-1 発現細胞を同定した。TAM と臨床
所見との関連について統計学的解析を行った。最後に 
TAM のサブセット (CD163+CD204-、CD163-CD204+、
CD163+CD204+) の有無と局在を確認した。

【結果】 CD163 および CD204 は腫瘍辺縁部に著明な
浸潤を認め、さらに CD204 のみ腫瘍内部にも浸潤を
認めた。活性化リンパ球は腫瘍辺縁部にびまん性に
認 め た。 二 重 蛍 光 染 色 で は CD163-CD204+TAM と 
CD163+CD204+TAM が腫瘍辺縁部と腫瘍内部に広く局
在を認め、CD163+CD204-TAM は腫瘍辺縁部と周囲の
線維成分に局在を認めた。免疫抑制分子とは、IL-10 お
よび PDL-1 は CD163 の一部と局在が一致しており、一
方 CD204 とは局在がほぼ一致していた。臨床所見との
関連については、CD204 のみ浸潤様式（YK 分類）と正
の相関を認め、活性化リンパ球は CD204 のみ負の相関
を認めた。

【結論】　以上より、CD163 よりむしろ CD204 が TAM 
の性質をより反映していることが示唆された。また、 
OSCC における TAM の機能については、免疫を強力に
抑制する IL-10 や PDL-1 を発現し、腫瘍の浸潤・転移
に関与する可能性が考えられる。

	

1-C-6
口腔扁平上皮癌細胞におけるエクソソー
ム取り込み機構の解析
高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

仙頭 慎哉, 笹部 衣里, 北村 直也, 山本 哲也

【目的】種々の細胞から分泌される径 30 ～ 100nm の膜
小胞であるエクソソームは、内部には miRNA、mRNA
等の核酸や種々の蛋白質などを含有するとともに表面に
は CD9 や CD63 などの様々な分子を発現している。エ
クソソームは従来細胞内で不要になった物質を細胞外に
排出する機構として考えられていたが、近年、細胞間情
報伝達に関与し、癌においては増殖・浸潤・転移のメディ
エーターとして作用することが明らかにされている。エ
クソソームの細胞への取り込みには主にエンドサイトー
シスが関与するとされているが、その取り込み機構の詳
細は明らかにされていない。今回われわれは、口腔扁平
上皮癌（OSC）細胞におけるエクソソームの取り込み機
構について解析を行ったので報告する。

【材料および方法】OSC 細胞（OSC-4）よりエクソソー
ムを分離し、PKH26 で蛍光標識した。その後、エンド
サイトーシス阻害剤（ヘパリン）、貪食・マクロピノサ
イトーシス阻害剤（Annexin-V）、マクロピノサイトー
シス阻害剤（アミロライド誘導体：EIPA）、クラスリン
介在性エンドサイトーシス阻害剤（クロルプロマジン）
あるいは脂質ラフト / カベオラ依存性エンドサイトーシ
ス阻害剤（フィリピン）の存在および非存在下に OSC-4
を蛍光標識したエクソソームで処理し、共焦点レーザー
顕微鏡にてエクソソームの取り込みを解析した。

【結果】OSC-4 へのエクソソームの取り込みは、ヘパリン、
Annexin-V、EIPA およびクロルプロマジンの存在下で
は抑制された。これらに対し、フィリピンを添加しても
エクソソームの取り込みは抑制されなかった。

【考察】OSC 細胞へのエクソソームの取り込みには、ヘ
パラン硫プロテオグリカン、貪食、マクロピノサイトー
シス、クラスリン介在性エンドサイトーシスなど種々の
取り込み機構が関与していることが示唆された。
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1-C-7
臨床的放射線耐性口腔扁平上皮癌細胞の
樹立とその解析
1大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座,  
2大分大学 医学部 先端分子イメージングセンター

山本 哲彰1, 菓子野 元郎2, 小橋川 新子2, 阿部 史佳1, 
河野 辰行1, 高橋 喜浩1, 河野 憲司1

【目的】癌細胞は放射線照射により細胞死が誘導される
か，放射線に抵抗性を示す細胞が出現するとされている．
この癌の再発を引き起こす放射線耐性癌細胞は，抗癌剤
に対しても耐性を獲得することがあり，治療が困難とな
る．放射線抵抗性に対するほとんどの研究では異なる細
胞株間での感受性の差，または阻害剤などによる処理を
行う事で耐性を誘導しており，実際の臨床像とはかなり
異なっているのが現状である．口腔扁平上皮癌における
根治的な放射線治療では 1 日 2Gy で 30 回程度の照射を
行う事が多く，この治療を行ってなお残存する腫瘍細胞
の性質を解明することが重要であると考えられる．
本研究では口腔扁平上皮癌細胞株を用いて連日放射線照
射し続けても安定して増殖し続ける臨床的放射線耐性細
胞を樹立し，その特性を解析し，放射線耐性の克服への
一助とすることを目的とした．

【材料および方法】口腔扁平上皮癌細胞株 SAS，KON を
用いた．γ線照射を行い，連日 1Gy および 2Gy を照射
し続けても安定して増殖し続ける臨床的放射線耐性細胞
株を作成した．　

【結果】親株と臨床的放射線耐性細胞株について細胞形
態，細胞増殖能，DNA 修復能，活性酸素量の比較を行っ
た．
細胞形態は長径が有意に伸張した紡錘形を呈していた．
増殖能では親株と比較し低下していたが，γ線照射下で
の細胞増殖能は放射線耐性細胞株では非照射時と比較し
低下することなく増殖した．DNA 修復能は上昇してお
り，活性酸素量は照射前の時点で有意に高かった．

【結論】これらの結果より，臨床的放射線耐性細胞株は
放射線照射による活性酸素由来の DNA 損傷に対して耐
性をもっていると考えられた．
また，プロテオーム解析を行い，変動するタンパク質の
解析し，放射線耐性のマーカーとなり得る分子の検索中
である．

悪性腫瘍 2（基礎研究 2）	 10:30 〜 11:20
座長：上山 吉哉・鄭 漢忠

1-C-8
口腔扁平上皮癌浸潤とATF-2リン酸化の
検討
岐阜大学大学院医学系研究科 病態制御学講座 口腔病態学
分野

武内 勝章, 牧田 浩樹, 加藤 恵三, 米本 和弘,  
畠山 大二郎, 柴田 敏之

ATF/CREB family の 1 つ で あ る ATF2 (activating 
transcription factor 2) は細胞増殖、抗アポトーシスに関
わる事が知られている。また、TGF-βを介した上皮間
葉転換においても役割を果たしていると考えられている
が、その制御メカニズムは明らかではない。今回我々は、
活性化を反映する ATF リン酸化について口腔扁平上皮
細胞株および舌手術材料で臨床病理学的検討を行った。

【結果および考察】
舌癌手術材料 42 例を用い、免疫組織学的検討を行った
ところ、浸潤部での ATF2 の発現がみられたのは 30 例
であった。更に、ATF2 の発現がみられるが、リン酸化
(Thr69/Thr71) は浸潤部で発現が低下していた症例は 20
例認めた。これらに関して臨床病理学的検討をおこなっ
たところ、浸潤傾向の強い癌において、ATF2 のリン酸
化低下が多い傾向を認めた。また、口腔扁平上皮癌細胞
株 (SAS-B7) においてのリン酸化 ATF2 を抑制させると、
E-cadherin タンパクの発現が有意に低下した。浸潤先進
部における E-cadherin の発現の低下は、上皮間葉転換
を介し癌細胞が浸潤・転移を引き起こす重要な因子であ
り、ATF2 のリン酸化低下が、口腔扁平上皮癌の浸潤に
E-cadherin 経路を経て、上皮間葉転換を引き起こすこと
が示唆された。



148

口
演（
4
月
16
日
）

	

1-C-9
口腔扁平上皮癌におけるPD-L1発現の検
討
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

平井 真理子, 北原 寛子, 中村 博幸, 川尻 秀一

【緒言】癌免疫療法は、外科手術・化学療法・放射線治
療の三大標準治療に続く第四の治療法として注目されて
いる。免疫抑制受容体PD-1(programmed cell death 1)は、
活性化した T 細胞に発現して T 細胞の機能を抑制する。
多くの癌細胞はPD-1のリガンドである PD-L1を発現し、
T 細胞の機能を抑制するシグナルを送ることで宿主の
免疫監視機構から逃れている。我が国では 2014 年に抗
PD-1 抗体であるニボルマブが悪性黒色腫の治療薬とし
て認可され、これまでにない高い治療効果をあげている。
PD-1/PD-L1 抗体は、肺癌や卵巣癌などさまざまな癌種
において有効性が確認されているが、頭頸部領域の癌に
関する報告は少ない。今回我々は、口腔扁平上皮癌にお
ける PD-L1 の発現について検討した。【方法】当科で樹
立した癌浸潤様式の異なる口腔扁平上皮癌細胞株を用
いてウェスタンブロッティング、リアルタイム PCR を
行った。また、当科で口腔扁平上皮癌と診断された臨床
切片を用いて免疫組織化学的検討を行った。【結果】す
べての細胞株で mRNA レベルおよびタンパクレベルで
PD-L1 の発現が認められ、特に高浸潤性の細胞株におい
て PD-L1 の発現の低下が認められた。PD-L2 は PD-L1
と比較して低発現であった。さらに、免疫組織学的検討
では、低浸潤性の症例は癌細胞が強く染色されるのに対
し、高浸潤性の症例は癌細胞周囲の間質が強く染色され
る傾向にあった。【結論】今回の結果から、PD-L1 を発
現しない高浸潤性の口腔扁平上皮癌における癌細胞の浸
潤や増殖には、癌細胞周囲の血球細胞や癌関連線維芽細
胞 (CAFs) による免疫寛容の誘導が重要な役割を持つ可
能性が示唆された。

	

1-C-10
Pluripotent Stem Cell(PSC)特異的糖
鎖認識レクチンrBC2LCNの口腔扁平上
皮癌細胞における機能解析
1広島大学大学院医歯薬学総合研究科 先進医療開発科学講座 
分子口腔医学・顎顔面外科学, 2広島大学病院 顎･口腔外科

中峠 洋隆1, 山崎 佐知子2, 赤木 恵理2, 濵田 充子2,  
虎谷 茂昭1,2, 岡本 哲治1,2

【目的】口腔扁平上皮癌 (OSCC) のがん幹細胞を標的とし
た新規診断・治療法の開発を目指して , ES/iPSCs など
の PSCs に共通に発現し，分化細胞では発現しない糖鎖
構造を認識するレクチン rBC2LCN の , OSCC における
発現動態を検討しがん幹細胞マーカーとしての有用性を
検討した .　　　　　　　　　　　　　　

【材料および方法】OSCC 株として本研究室で樹立
し た Ho-1-N-1，Ho-1-u-1 株 を 用 い , 外 陰 部 扁 平 上 皮
癌細胞株として A431 株を用いた．基礎栄養培地と
し て DMEM/F12 (DF) 培 地 を 用 い , DF に 5 ％ ウ シ
血 清 を 添 加 し た DF5% 培 地 と，DF に 6F (insulin, 
transferrin, 2-aminoethanol, 2-mercaptoethanol, oleic 
acid conjugated with fatty acid-free albumin) を加えた
DF6F 無血清培地で長期継代維持した各細胞を用いて検
討した．以下の各解析は全て無血清下で行い, 各細胞マー
カー陽性及び陰性細胞率の解析は flow cytometry 法で ,
細胞分取は cell sorter を用いて行い , 単層培養系での増
殖能 , 浮遊培養系での sphere 形成能及び細胞遊走能等を
検討した．

【結果】血清添加培養系で維持されている各細胞株で
の rBC2LCN 陽性細胞率は , それぞれ 2% 程度であっ
た．一方 , 無血清培養系で長期維持されている細胞株
では，A431 及び Ho-1-u-1 株では発現率は上昇していた
が，Ho-1-N-1 株では微減した．Cell sorter にて陽性及び
陰性細胞群を分取し，種々の検討を行った結果，単層培
養系での増殖能に差は認めなかったが，sphere 形成能
は陽性群で亢進していた．一方 , 遊走能は陰性細胞群で
亢進していた．さらに , 両細胞群を分取後にそれぞれ単
層無血清培養し，CD133 マーカーの発現を検討した結
果，rBC2LCN 陽性細胞群に陰性細胞群より高い比率で
CD133 陽性細胞が存在していた．

【考察】　本研究の結果、OSCC 細胞株は未分化 PSCs 固
有の糖鎖構造 rBC2LCN を発現していること．さらに、
同糖鎖発現 OSCC 細胞はがん幹細胞としての特徴を有し
ていることが考えられ，rBC2LCN を標的とした OSCC
に対する新たな診断・治療法の可能性が期待される．
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1-C-11
口腔扁平上皮癌におけるSlit/Roboシグ
ナル作用機構の解析
1東京大学 医学部口腔外科, 2先端科学技術研究センター計
量生物医学, 3保健・健康推進本部

安部 貴大1, 小松 紀子1,2, 三井 健一2, 阿部 雅修3,  
西條 英人1, 星 和人1, 浜窪 隆雄2, 高戸 毅1

【背景】神経発生において軸索を誘導する分子として知
られる Slit、Roundabout（Robo）が、悪性腫瘍にも密
接に関与することが分かってきた。Slit は分泌型糖タン
パク質で、リガンドとして膜受容体である Robo と結合
することによって機能するが、口腔癌での機能はあま
り分かっていない。【目的】ヒト口腔扁平上皮癌細胞株
HSQ-89, HO-1-u-1, Sa3, SAS ならびに口腔癌患者の切除
検体を用いて Robo 受容体の発現について検討を行う。
また、Slit の刺激によるシグナルの機能について検討す
る。【材料と方法】あらかじめ同意が得られ、当院で採
取された切除検体、また、口腔癌細胞株を用いて Robo
の発現を検討した。特に抗 Robo1 抗体は東京大学先端科
学技術研究センター浜窪研究室で独自に開発されたモノ
クローナル抗体を用いた。mRNA 発現は各種プライマー
を設計のうえ定量的 RT-PCR で検討し、シークエンス解
析によって配列を確認した。タンパク発現はウエスタン
ブロット、フローサイトメトリー、免疫染色で検討した。
シグナルの機能はボイデンチャンバーを用いた遊走能の
解析を行った。【結果】mRNA はいずれの細胞株におい
ても Robo1 の発現を確認できた。HSQ-89 ではシークエ
ンスで変異がないことが確認できた。タンパク質では切
除検体、および HSQ-89, HO-1-u-1, Sa3 で発現を認めたが、
SAS では検出できなかった。遊走能は HSQ-89 で機能し
たが、ばらつきが大きかった。【結論】今回われわれは
口腔扁平上皮癌の切除検体、細胞株で Robo の発現検討
を行い、Robo1 の発現を確認した（mRNA; 4/4，タンパ
ク質 ; 3/4）。また遊走能の機能を確認した。今後、Slit/
Robo シグナルが口腔癌の発生や浸潤・転移にどのよう
に関与するか、さらなる検討を進める。

	

1-C-12
Protein kinase C 阻害剤 safingol に
よる口腔扁平上皮癌の細胞死における 
mitogen-activated protein kinase の
関与
大阪大学大学院歯学研究科統合機能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, 濱田 正和, 桝井 敦史, 若林 健, 岩井 聡一, 
由良 義明

【目的】Protein kinase C(PKC) 阻害剤 safingol は、口
腔扁平上皮癌細胞 (SCC) にアポトーシスとオートファ
ジーを誘導するが、オートファジーは細胞生存に働く
と考えられる。分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ
(MAPK) ファミリーのうち、p38 MAPK はオートファ
ジーにも関与するとされている。そこで、safingol によ
る細胞死における p38 を含む MAPK の関与について検
討を行った。

【材料および方法】ヒト SCC 細胞 SAS、MAPK 阻害
剤 の PD98059、U0126、SB202190、SB203580 を 用 い
た。細胞生存率は MTT assay、LC3 と acidic vesicular 
organelles(AVOs) は共焦点レーザー顕微鏡にて観察し
た。LC3- Ⅱはイムノブロットにて検出した。活性酸素
種 (ROS) は Intracellular ROS Assay Kit にて測定した。

【結果】1)SAS 細胞の増殖は safingol の濃度依存的に
抑制された。MAPK 阻害剤を併用すると ERK1/2 阻
害剤では影響はなかったが、p38 阻害剤 SB202190 で
は、safingol による細胞生存率の低下が抑制された。2)
safingol、SB202190 単独ならびに併用で、オートファジー
に特徴的な LC3 の集積、AVOs の出現、LC3- Ⅱの増加
がみられた。3)safingol にて ROS 産生量が増加した。

【 結 論 】 今 回 SB202190 は オ ー ト フ ァ ジ ー を 伴 っ て
safingol による細胞死を抑制することがわかった。した
がって、safingol から ROS を介する細胞死において、
p38 キナーゼが safingol の細胞傷害性に関与しており、
SB202190 で p38 キナーゼを阻害することでオートファ
ジーが誘導され、これが細胞死に対して抑制的に作用し
たものと考えられる。
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1-C-13
口 腔 癌 の 遺 伝 子 変 異 解 析 に よ る
intratumoral heterogeneityと形態学
的特徴
1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日本大学医学部病態病理学系腫瘍病理
学分野, 4日本大学医学部病態病理学系形態機能病理学分野

末光 正昌1, 山本 泰2, 飯塚 普子2, 牧 桜子2, 小宮 正道2, 
野田 博子3, 山口 裕美4, 江角 眞理子4, 久山 佳代4

【目的】次世代シーケンサー（NGS）の登場で、短時
間で塩基配列を解析できるようになり様々な腫瘍で
intratumoral heterogeneity が確認されている。一方、
口腔扁平上皮癌でも同一腫瘍内でその形態学的特徴が変
化することも少なくない。本研究では NGS を用いて口
腔扁平上皮癌の同一症例における異なった形態学的特徴
を有する領域の塩基配列変異を明らかにし、形態学的特
徴との関連性および腫瘍の発生進化について考察する。

【材料および方法】対象は本学附属病院にて舌部分切除
術を行った 62 歳男性の症例である。病理検査時に作製
されたホルマリン固定パラフィン包埋ブロック（FFPE
ブロック）を用い、形態学的観察から 9 か所を対象領域
とした。FFPE ブロックを厚さ 10μm で薄切し、レーザー
マイクロダイセクションにて対象領域を採取し DNA を
抽出した。代表的 5 か所を NGS 対象領域とし，409 がん
関連遺伝子の comprehensive cancer panel アンプリコ
ンシーケンス解析を行った。シーケンスデータは、コン
トロール（同一症例内の病変部から十分に離れた上皮下
組織）と対比させ、Ion Reporter のペア解析ソフトにて
変異候補の抽出を行った。変異候補については、変異定
量 PCR　及び Sanger sequencing で検証した。

【結果】8 つの遺伝子変異が明らかとなった。1 ヶ所の異
形成病変部に 2 つの変異 (CDKN2A, TP53) がみつかっ
た。癌組織はそれらの変異を引き継ぎ、さらに変異が加
わっていた。癌は 2 種の変異パターンに別れ、それぞれ
異なる 3 つの変異（CSMD3, UBR5, PALB2 と AFF1, 
PTPRD, IRF4）が加わり、各々 5 つの変異が観察された。

【結論】形態学的特徴の異なる領域で遺伝子変異の差異
が確認された。上皮異形成病変にもがん抑制遺伝子の変
異が見つかり、近接している腫瘍細胞に同様の変異がみ
られることから、異形成病変を経た発癌が強く疑われた。
また、口腔癌においても intratumoral heterogeneity が
認められ、腫瘍の起源と進展の機能形態学的特徴が遺伝
子の変化と関わる可能性が示唆された。

悪性腫瘍 3（基礎研究 3）	 11:20 〜 12:20
座長：川又 均・浜川 裕之

1-C-14
ヒト口腔扁平上皮癌細胞におけるWnt/
β-cateninシグナル抑制性低分子化合物
HC-1の抗腫瘍効果
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

横木 智, 小谷 勇, 田村 隆行, 本城 正, 土井 理恵子,  
領家 和男

【目的】化学療法や放射線療法に抵抗性の癌幹細胞（CSC）
の存在は．口腔扁平上皮癌においても再発や転移に関わ
る重要な概念と考えられているが，これらに対する治療
は有害事象も強く，その応用には制限があるのが現状で
ある．Wnt/β-catenin 経路は細胞の増殖や分化を制御し
ているが，この経路はまた CSC の自己増殖の調節にも
関わることが知られている．我々は CSC を標的とした
効果的な治療を模索し，新規合成した Wnt/β-catenin 経
路抑制性低分子化合物の抗腫瘍効果についての検討を
行った．

【材料および方法】実験にはヒト口腔扁平上皮癌細胞
HSC2 を用いた . Wnt/β-catenin 経路抑制性低分子化合
物として HC-1、IC-2、PN3-13 を使用した．Luciferase 
reporter assay では Wnt/β-catenin 経路の抑制の評価，
WST assay では細胞毒性の評価を行った．FACS では
抗 CD44 抗体を用いて CSC に対する影響の評価を行っ
た．Apoptosis assay では細胞染色し統計学的解析を行っ
た．

【結果】Wst assay および Luciferase reporter assay に
おいて，3 種の化合物は濃度に比例し，細胞毒性および
Wnt/β-catenin 経路の抑制効果を示した．FACS による
解析では，特に HC-1 によって著明に CD44 の陽性細胞
率が減少した．HC-1 により治療抵抗性の CSC が減少す
れば，既存の抗癌剤の感受性が増強するのではないか
という仮説の元，HC-1 と 5-FU を併用して使用したと
ころ，併用したものは 5-FU 単独のものに比して 5-FU
が低濃度であるうちから有意な細胞増殖の抑制効果，
Apoptosis の誘導を認めた．

【結論】将来的に CSC を標的とした治療を検討するに当
たり，Wnt/β-catenin 経路抑制性低分子化合物が有用で
ある可能性が示唆された．
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1-C-15
口腔扁平上皮癌におけるInterleukin-6 
シグナルを標的とした治療アプローチの
検討
1愛媛大学大学院 医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座,  
2北里大学 薬学部 先端免疫治療学講座

合田 啓之1, 岡本 正人2, 中城 公一1, 徳善 紀彦1,  
浜川 裕之1

【目的】これまでわれわれは、口腔扁平上皮癌患者にお
ける術前血清 interleukin-6 (IL-6) の予後予測因子として
の有用性および局所における IL-6 の局在が間質にある
ことを報告してきた。今回、IL-6 シグナルの治療標的分
子としての可能性を、血管新生を中心とする癌進展との
関連性について検討したので報告する。

【材料および方法】2006 年から 2012 年までに当科を受
診した口腔扁平上皮癌患者 53 症例について術前血清 
IL-6 値を ELISA にて測定し、予後との比較を行った。
また、手術検体を用いて抗 IL-6 抗体および抗 CD34 抗
体を用いた免疫組織学的染色法にて局所評価を行った。
また、口腔扁平上皮癌患者の手術検体より正常部線維芽
細胞および腫瘍部線維芽細胞を培養し、主要な血管新生
因子である VEGF-A の発現を検討した。さらに、抗ヒ
トおよびマウス IL-6 レセプター抗体を用いて、in vitro/ 
vivo における腫瘍増殖抑制効果について検討を行った。

【結果】術前血清 IL-6 と腫瘍間質の IL-6 発現には強い
相関が認められた (P<0.001)。さらに CD34 陽性細胞
数と血清 IL-6 値にも相関が認められた (P<0.001)。ま
た、腫瘍部線維芽細胞は、正常部線維芽細胞に比較し、
VEGF-A の高発現が認められた。また、in vivo におい
ては、IL-6 シグナルの阻害により腫瘍増殖の抑制が認め
られた (P<0.05)。

【結論】これらの結果より、IL-6 シグナルの阻害は口腔
扁平上皮癌における新たな治療アプローチとして有用で
ある可能性が示唆された。

	

1-C-16
口腔癌細胞株に対する抗体修飾マイクロ
バブルとソノポレーションを用いたdrug 
delivery systemの開発
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

平林 文香, 岩永 賢二郎, 高橋 理, 冨永 和宏

【目的】近年，超音波造影剤ガスを封入したマイクロバ
ブルへの超音波照射により，細胞内へ薬物や遺伝子を送
達するソノポレーション法が注目されている．また一部
の口腔癌は，Epidermal Growth Factor Receptor(EGFR)
高発現であることが確認されている．今回我々は，ソノ
ポレーション法と EGFR，抗 EGFR 抗体の抗原抗体反
応を併用することで，扁平上皮癌細胞に対して特異的に
薬剤を導入する方法の開発を試みた．

【材料および方法】実験にはヒト歯肉扁平上皮癌細胞株
Ca9-22 細胞を用いた．抗 EGFR 抗体は，B 細胞ハイブ
リドーマである 528 細胞の培養上清より精製を行い回収
した．Polyethylene glycol（PEG）で修飾したリポソー
ムに，抗 EGFR 抗体を結合させ，それに超音波造影ガス
であるパーフルオロプロパンガスを内封することで、抗
体修飾マイクロバブルを作製した．これを Ca9-22 細胞
懸濁液，pVIVO1-GFP/LacZ 混合液もしくは Bleomycin

（BLM）の混合液に添加し，超音波を照射した．その後，
pVIVO1-GFP/LacZ の導入効率，細胞の増殖抑制および
細胞死の種類についてそれぞれ評価を行った．

【結果】抗体修飾マイクロバブルと超音波の併用で，
Ca9-22 細胞への pVIVO1-GFP/LacZ 導入効率が上昇し
た．また，低濃度の BLM でも抗体修飾マイクロバブル
併用下の超音波照射群では著明な癌細胞増殖抑制効果が
認められた．さらに， 薬剤導入後の細胞にはアポトーシ
スが起こっていることが確認できた．

【結論】これらの結果から，抗体修飾マイクロバブルと
超音波を併用したソノポレーション法により，より効率
的で特異的に薬剤導入が可能であり，新しい化学療法の
あり方としての将来性が示された．



152

口
演（
4
月
16
日
）

	

1-C-17
プラズマ照射によるヒト口腔癌細胞株に
対する抗腫瘍効果の検討
1佐賀大学 医学部 生体構造機能学講座 組織・神経解剖学
分野, 2佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

合島 怜央奈1,2, 山下 佳雄2, 靏岡 祥子2, 下平 大治2,  
檀上 敦2, 後藤 昌昭2

【背景】プラズマは物質の第４の状態で、電子とイオン
に電離した気体である。近年、医療分野においてもこの
プラズマが活用されつつあり、滅菌器やインプラントの
表面性状を向上させる目的に用いられている。一方で、
プラズマの抗腫瘍効果に関する報告が散見されるように
なり、その効果に期待が持たれている。本研究は大気圧
プラズマの口腔癌細胞に対する影響を検討した。【材料
および方法】実験にはヒト口腔癌細胞株として 2 種の細
胞株（HSC2、HSC3）と、対照として正常皮膚ケラチ
ノサイト（HaCaT）を用いた。まず in vitro の実験に用
いる 96well プレートへ照射可能なトーチ型プラズマ生
成装置を設計・作製した。プラズマ生成の際に生じる高
い熱産生に対しては、冷却装置を用いることとした。こ
の装置を使用して 3 種類の溶液（100uL/well;α-MEM、
PBS、生理食塩水）にプラズマ照射を行い、溶液の組成
変化を各インジケーターにて評価した。次に同様の溶液
存在下で各種細胞にプラズマ照射を行い、24 時間後の細
胞数を Cell Counting Kit-8（Dojindo）を用いて評価し
た。また、プラズマの細胞に対する直接的効果を検討す
るため、溶液を吸引・排除して同様の評価を行った。【結
果】溶液へのプラズマ照射により過酸化水素と窒素酸化
物 (NO2-、NO3-) が生成し、溶液の pH は低下していた。
一方で、生成量や pH の変化は溶液毎に異なっていた。
癌細胞への影響としては、プラズマの照射時間依存的に
細胞数が減少し、その効果は生理食塩水で最も高かった。
溶液を除去したプラズマの直接照射では、より短時間
の照射で細胞死が誘導された。HaCaT への照射でも細
胞数の減少を認めたが、その影響は癌細胞株と比較し低
い傾向にあった。【結論】大気圧プラズマの照射により、
口腔癌細胞を直接的および間接的に細胞死へ誘導する可
能性が示唆された。

	

1-C-18
活性型ビタミン D3(1α,25(OH)2D3) 
とその誘導体―エルデカルシトール(ED-
71)の扁平上皮癌に対する抗腫瘍効果の
検討
1広島大学医歯薬保健学研究科 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 口腔検査センター, 
3広島大学病院 顎・口腔外科, 4Oral Cancer Research & 
Coordinating Center, Faculty of Dentistry, University of 
Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia., 5広島大学医歯薬保健
研究院 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学

鷹津 冬良1, 新谷 智章2, S.N.Z. Rosli4,5, 笛吹 恵美子3, 
岡本 哲治3,5

【諸言】 我々は、活性型ビタミン D3(1,25D3) が NF-κB 
を介し HBp17/FGFBP-1 の発現を制御することで、in 
vitro において扁平上皮癌 (SCC) の増殖を抑制すること
を報告した。 本研究では、SCC 細胞に対する 1,25D3 と
その誘導体 ED-71 の in vitro 及び in vivo における抗腫
瘍効果を検討した。 

【方法と結果】OSCC 細胞株として HO-1-N-1、HO-1-U-1
及び外陰部 SCC 株 A431 を用いた。1,25D3 及び ED-71

（中外製薬）は無血清培養系で細胞増殖を抑制した。
ED-71 の in vivo での抗腫瘍効果は、ヌードマウス背部
皮下移植 A431 細胞を用いて検討した。ED-71 はフィー
ディングニードルで経口投与し、CDDP は腹腔内投与し
た。ED-71 単独投与では、対照群、ED-71;0.1μg/kg 群、
ED-71 0.5μg/kg 群で検討した。CDDP との併用投与で
は、対照群、ED-71 群 (0.3μg/kg)、CDDP 群 (3.3mg/
kg)、ED-71/CDDP 群で検討した。ED-71 群 (0.5μg/kg)
の増殖は対照群や ED-71 (0.1μg/kg) 群と比較し有意に
抑制された (p<0.05)。ED-71/CDDP 併用群では、他群と
比較し増殖は有意に抑制された (p<0.05)。腫瘍組織での
HBp17/FGFBP-1・FGF-2 蛋白・遺伝子発現、CD31 陽
性血管密度、Ki67 陽性細胞は ED-71（0.5μg/kg）投与群
において有意に低下していた (p<0.05)。

【結語】ED-71 は HBp17/FGFBP-1 の発現抑制を介して
in vitro 及び in vivo において直接 SCC の増殖を抑制す
るとともに、in vivo では直接抑制効果に加えて血管新生
抑制を介して増殖抑制することが明らかとなり、ED-71
を用いた新たな扁平上皮癌治療の可能性が示唆された。
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1-C-19
口腔扁平上皮癌細胞の浸潤・増殖に与え
るHDM2の影響
広島大学 歯学部 口腔外科

津島 康司, 松岡 美玲, 林堂 安貴, 岡本 哲治

【目的】HDM2 は , ユビキチンリガーゼ (E3) として癌抑
制遺伝子 p53 のプロテアソーム分解を促進していること
が知られている．今回我々は , 口腔扁平上皮癌 (OSCC)
細胞に HDM2 遺伝子を導入し，HDM2 の扁平上皮癌細
胞の浸潤・増殖能に与える影響について検討した．

【材料と方法】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，OSCC 由 来 細 胞 株 SCCKN に
導 入 し て HDM2 高 発 現 細 胞 (SCCKN-HDM2) を 分 離
し，浸潤・増殖に及ぼす HDM2 の影響を検討した．運
動能は Boyden chamber の変法で，蛋白分解活性は
zymography で解析した．また、細胞接着分子である
cadherin 発現を western blot で解析した．

【結果】HDM2 高発現細胞では増殖能の低下を認めたが
細胞運動能及びタンパク分解酵素であるウロキナーゼ活
性はいずれも上昇した．さらに , E-cadherin 発現の低下
及び N-cadherin 発現の上昇を認めた．

【結論】以上の結果から，HDM2 は OSCC 細胞の増殖能，
運動能及び蛋白分解酵素活性に深く関与していることが
明らかとなった．

	

1-C-20
扁平上皮癌モデルにおける新規分子 
VISTAを含めた免疫チェックポイント阻
害効果の検討
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
顔面外科学分野, 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

近藤 雄太1,2, 大野 建州1, 西井 直人3, 東 みゆき1

【目的】PD-1 や CTLA-4 などの抑制性共刺激分子阻害は、
近年免疫チェックポイント阻害療法として臨床応用さ
れ、悪性黒色腫や非小細胞肺癌において優れた臨床成績
を示している。VISTA は T 細胞機能を制御する新規免
疫チェックポイント分子で、T 細胞および抗原提示細胞
の両者に未刺激において発現し、受容体としてもリガン
ドとしても機能する。本研究では、扁平上皮癌 SCC Ⅶ
モデルにおいて、抗 VISTA 抗体（MIH63）単独もしく
は抗 CTLA-4 あるいは PD-1 抗体との併用効果を検討し
た。【結果】抗 VISTA 抗体単独では、明らかな腫瘍抑
制効果を認めなかったが、腫瘍浸潤リンパ球 (TIL) にお
いて、T 細胞比率と IFN-g+ 産生能のある機能的 CD8 T
細胞比率の有意の増加が認められた。しかしながら、制
御性 T 細胞（Treg）比率に有意の変化を認めなかった。
抗 CTLA-4 あるいは PD-1 抗体単独投与では、顕著な腫
瘍抑制効果が認められ、TIL における CD8 および non-
Treg CD4 T 細胞 (Tcon)、IFN-g+ 活性化 CD8 T 細胞比
率の有意の増加と Treg 比率の減少が認められた。腫瘍
増大抑制において抗 VISTA 抗体との併用効果が認めら
れたのは抗 CTLA-4 抗体との組み合わせのみであった。
VISTA/CTLA-4 併用投与では、TIL における Treg 比
率を抑制しエフェクター細胞 /Treg 比を上昇させてい
た。【考察】VISTA 阻害は、CD8T 細胞のエフェクタ機
能を効果的に増強させるが、腫瘍環境における Treg の
リクルート阻止能が低いために、単独では効果が発揮で
きず、Treg 抑制効果の強い CTLA-4 阻害との併用が効
果的であることが示された。また、Treg による免疫抑
制が強い扁平上皮癌では、腫瘍環境におけるエフェク
ター T 細胞 /Treg 比が腫瘍縮小のよい指標になること
が示された。
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良性腫瘍 1	 9:30 〜 10:30
座長：安藤 智博・中山 秀樹

1-D-1
下顎小臼歯部に発生した線維形成性と濾
胞型の混在エナメル上皮腫の1例
1博慈会記念総合病院 歯科口腔外科, 2鶴見大学 歯学部 口
腔顎顔面外科学講座, 3昭和大学 歯学部 口腔病態診断科学
講座 口腔病理学部門

岩瀬 正泰1, 福岡 愛理2, 田中 庸子1, 斎田 尚貴1,  
大中 恵里子1, 板東 沙奈江1, 河野 葉子3

【緒言】下顎小臼歯部に線維形成性と濾胞型エナメル上
皮腫が混在した Hybrid 型線維性エナメル上皮腫を経験
したので、その概要と文献的考察を加えて報告する。【症
例】患者は 40 歳の男性で右側下顎小臼歯部の粘膜腫脹
を主訴に来院した。1 年半前より粘膜腫脹を自覚してい
たが、疼痛がなく放置していた。腫脹は増大を示し、上
顎の歯による褥瘡をきたし、出血や疼痛がみられた。口
腔外所見で口唇の閉鎖不全と右側下顎の腫脹、口腔内所
見では側切歯から第二小臼歯におよぶ弾性硬の膨瘤を認
め、犬歯と第一小臼歯は転位していた。パノラマＸ線写
真では、犬歯から第二小臼歯にかけて一部に不透過像を
伴う多胞性透過像を認めた。CT 所見は境界明瞭な、外
方に膨張する単胞性透過像を示した。生検では、角化嚢
胞性歯原性腫瘍あるいは濾胞型エナメル上皮腫の疑いと
の診断を得た。全身麻酔下で右側下顎側切歯、犬歯と第
一小臼歯を抜去、腫瘍を一塊に摘出、周囲を掻爬し、開
放創とした。摘出標本は充実性で一部に嚢胞性変化を認
めた。病理組織所見は膠原線維に富む間質を伴い、腫瘍
胞巣が島状あるいは索状に増殖していた。一部では角化
を伴った棘細胞腫型の細胞増殖もみられた。さらに、間
質を含まない部分や嚢胞様構造も認めた。術後 1 年を経
過した現在、再発はみられず、経過良好である。【考察】
線維性エナメル上皮腫は前歯部や小臼歯部に好発、上顎
と下顎の発生頻度もほぼ同等である。Ｘ線所見で透過、
不透過の混在を示すことが多く、線維性骨病変との鑑別
に苦慮することが多い。1987 年に線維形成性エナメル
上皮腫に従来型のエナメル上皮腫が混在する、いわゆる
Hybrid 線維形成性エナメル上皮腫が報告された。現在
までに英文で 19 例、和文で 2 例の報告がなされ、ほと
んどが下顎に発生し、濾胞型との混在である。

	

1-D-2
左頬部に生じた結節性筋膜炎の1例
1東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・顎顔面外科分野, 
2東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・口腔病態診断科
学分野

炭野 淳1, 遠山 怜2, 鵜澤 成一1, 出雲 俊之2, 山口 聰1

【緒言】結節性筋膜炎（nodular fasciitis ; NF）とは病理
組織学的に線維芽細胞および筋線維芽細胞の肉腫様増殖
をみる反応性病変で、悪性腫瘍との鑑別が問題となる。
口腔粘膜における発生は比較的まれである、今回我々は、
左頬部に生じた結節性筋膜炎を経験したので、報告する。

【症例】患者：34 歳、男性。主訴：左頬部の腫れ。既往
歴：血管脂肪腫（上下肢、背中）。現症：2015 年 10 月初
旬に左頬部に腫れを自覚。2 週間経過をして、腫れが増
大傾向となり、近医歯科を受診した。精査加療依頼があ
り、当科初診となった。

【処置・経過】左頬部に 10 × 20mm 大の可動性のある弾
性軟の腫瘤を認めた。腫瘤が近接する口腔粘膜に異常は
なく、オトガイ神経知覚鈍麻は認められなかった。CE-
MRI にて Dynamic curve が急増漸減型、PET-CT にて
高度の FDG 集積（SUVmax18.1 → 21.8）を示し、悪性
腫瘍が疑われため、生検を施行した。病理組織学的診
断は結節性筋膜炎あるいは炎症性筋線維芽細胞性腫瘍
(inflammatory myofibroblastic tumor;IMFT) の 診 断 で
あった。確定診断を得るために全身麻酔下で腫瘍切除を
施行した。最終病理組織学的診断は、結節性筋膜炎であっ
た。組織学的には線維芽細胞様の紡錘形細胞が錯綜しな
がら密に増殖していた。腫瘤内部には部分的に軽度の炎
症細胞浸潤やマクロファージないし組織球浸潤がみられ
た。α-SMA は陽性、S-100,Desmin,ALK は陰性であった。

【結語】今回は、我々は左頬部の結節性筋膜炎の症例を
経験した。口腔領域における発生はまれである。現在は
再発所見なく、経過良好である。
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1-D-3
口腔粘膜に見られた青色母斑の2例
高島市民病院 歯科口腔外科

田中 宗亮, 堀 まりか

【緒言】青色母斑はメラノサイト系母斑の真皮メラノサ
イト系母斑に分類され , メラニン色素形成能を有する母
斑細胞の過誤腫的増殖病変である . 組織学的には普通型
青色母斑 , 細胞増殖型青色母斑とその亜系ならびに悪性
青色母斑に分類されている . 頭皮 , 四肢 , 顔面 , 臀部など
の皮膚に好発し , 皮膚以外では口腔 , 中咽頭 , 子宮などに
発生するとされているが口腔領域における発生例は非常
に少なく , われわれが渉猟し得た範囲では自験例を含め
13 例が報告されている . 今回われわれは硬口蓋粘膜と上
口唇粘膜にみられた青色母斑の 2 例を経験したので若干
の文献的考察を加え報告する .

【症例の概要】症例 1: 患者は 37 歳 , 女性 . 前装冠の破折
を主訴に来院し口腔内診査を行ったところ , 硬口蓋正中
やや右側に境界明瞭で周囲粘膜よりわずかに豊隆した表
面平滑な7×3mm大の黒色腫瘤を認め周囲健常組織を含
め切除を行った . 病理組織所見では重層扁平上皮下で豊
富なメラニン色素を含んだ母斑細胞が束状に密集して増
生しており青色母斑の所見であった . 術後 1 年以上経過
しているが再発はなく経過良好である . 症例 2: 患者は 70
歳 , 男性口唇粘膜に 3 × 2mm 大の境界明瞭な黒色腫瘤を
認め精査目的に周囲健常粘膜を含め切除を行った . 病理
組織所見では重層扁平上皮下にメラニン色素を含む母斑
細胞を認め青色母斑の診断となった . 術後 10 か月経過す
るが現在再発は認めず経過良好である .

【結語】治療としては切除術で , 取り残しがない限りは予
後良好とされている . 周囲健常組織を含め切除し悪性黒
色腫など他の黒色病変との鑑別を行った上で , 長期経過
観察を行うことが必要と考えられる .

	

1-D-4
小児期より治療を行っている基底細胞母
斑症候群の2例
東京都立大塚病院 口腔科

中澤 和真, 野末 雅子, 重政 理香, 八木澤 潤子, 市川 
秀樹, 伊藤 亜希, 田中 潤一

基底細胞母斑症候群は、多発性顎嚢胞、基底細胞母斑や
基底細胞癌、手掌の pits、骨格の形態異常などを呈する
常染色体優性遺伝疾患である。本症候群は加齢に伴い症
状が徐々に出現してくることが多いため、長期間の経過
観察を余儀なくされることがある。今回我々は、小児期
に当科初診以降、症状の出現とともに長期にわたる治療
を行っている本症候群の 2 例を経験したため、若干の文
献的考察を加え概要を報告する。
症例 1：母親が同症候群のため 6 歳時に精査目的に当科
受診。初診時には顎嚢胞を認めなかったものの、16 歳時
のパノラマ X 線写真で両側上下顎智歯に起因する嚢胞様
透過像が認められたため摘出術を施行。摘出した病変は、
いずれも角化嚢胞性歯原性腫瘍であった。術後１年で右
側上顎部に再発をきたし、再度摘出術を施行した。4 年
間の経過観察後、自己中断となった。28 歳時（初回手術
から 12 年後）、左側上下顎部に再発を認めたため摘出術
を行い、現在は定期観察中である。
症例 2：家族歴に同症候群を認めないものの、他院皮膚
科で基底細胞母斑症候群と診断されたため、顎骨精査目
的で 2 歳時に当科受診。初診時には顎嚢胞を認めなかっ
たため経過観察としたが、9 歳時に右側下顎で 2 ヶ所、
左側上顎で 1 ヶ所の嚢胞様透過像が認められたため摘出
術施行。摘出した病変は、いずれも角化嚢胞性歯原性腫
瘍であった。その後、右側上下顎は良好に経過したが、
術後 3 年で左側上顎部に再発を認めたため、再度摘出術
施行。また 15 歳時には左側下顎部に新たな病変を認め
摘出術を施行した。現在は経過観察中である。
初発の顎嚢胞は萌出前の永久歯に起因することが多く、
さらに本症候群で多くみられる角化嚢胞性歯原性腫瘍は
再発率が高いことから、長期に及ぶ厳重な経過観察が必
要である。
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1-D-5
口腔粘膜に生じた色素性母斑の３例
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, 片山 波音, 三宅 理子, 松井 庄平,  
沖 亜佑美, 安藤 有里子, 山口 麻子, 松浦 光洋,  
丸岡 靖史

【諸言】色素性母斑は , メラニン形成能を有する細胞の過
誤腫的な増殖物であり、皮膚と比べ口腔粘膜に発生する
のはまれであるとされる。今回、われわれは口腔粘膜に
色素性母斑を認めた３例を経験したので報告する。【症
例１】34 歳、女性。2010 年 3 月、上顎右側第一小臼歯
歯肉粘膜に黒色の腫瘤を主訴として開業医より紹介と
なった。上顎右側第一小臼歯頬側歯肉に境界明瞭で平
滑な 5 × 2 ｍｍ大の淡黒色の腫瘤を認めた。臨床診断よ
り頬粘膜腫瘍と診断し、2010 年 3 月、局所麻酔下に炭
酸ガスレーザーを用いて周囲組織を含めて切除した。術
後、7 日後上皮化を認めた。【症例 2】59 歳、女性。2014
年 3 月に開業医にて上顎右側歯肉に黒色の腫瘤を認め経
過を診ていたが、精査目的のため当科紹介となった。上
顎右側第一小臼歯歯肉頬移行部に境界明瞭で弾性軟、5
× 3mm 大の淡黒色な腫瘤を認めた。臨床診断は上顎歯
肉腫瘍と診断し、2014 年 5 月、局所麻酔下にて炭酸ガ
スレーザーを用いて骨膜を含め周囲組織を切除した。術
後、2014 年 6 月、創面治癒を認めた。【症例 3】28 歳、
男性。数年前より下顎左側歯肉に黒色の病変を認めてお
り、2015 年 8 月に開業医からの精査依頼で当科受診と
なった。下顎左側第二大臼歯遠心、臼後三角部に境界明
瞭で 8 × 5mm 大の広基性の弾性軟の腫瘤を認めた。腫瘤
の粘膜下に散在性の黒色の色素沈着を認めた。臨床診断
は色素性母斑と診断し、2015 年 11 月、局所麻酔下にて
炭酸ガスレーザーを用い周囲組織を含めて切除した。術
後、約２週間で上皮化を認め、2015 年 12 月創面治癒を
認めた。3 症例とも病理診断で真皮内型色素性母斑と診
断された。【結語】口腔内に生じる色素性母斑はまれで
あるとされているが病理検査を行わず経過観察となるこ
とが一因となっていると考えられる。また、悪性化の報
告は認められないものの悪性化の危険性はあるとされて
おり、適切な診断が重要となると考えられる。

	

1-D-6
下顎骨褐色腫を合併した原発性副甲状腺
機能亢進症の１例
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

平井 雄三, 谷池 直樹, 前田 圭吾, 高地 いづみ,  
大谷 紗織, 山本 信祐, 竹信 俊彦

【緒言】褐色腫は原発性副甲状腺機能亢進症に伴う骨病
変でありまれな疾患である。この病変は真の腫瘍ではな
く反応性溶骨性病変であるが , 画像上急激な骨破壊を伴
う腫瘍に類似した病変として描出されるため悪性腫瘍と
の鑑別が重要である。今回われわれは , 下顎骨褐色腫を
合併した原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例を経験したの
で報告する。【症例】23 歳男性 , 右側下顎骨臼歯部の精
査依頼で 2015 年 7 月に当科紹介された。2015 年 2 月の
健診で腎機能障害を認め , 近医で再検を行い高 Ca 血症
が判明したため同年 6 月に当院糖尿病内分泌内科を紹介
された。補正 Ca 21.9mg/dL, ALP 1984U/L, Cr 2.30mg/
dJ, BUN 38.2mg/dL で軽度意識障害もあり , 高 Ca 血症
クリーゼのため緊急入院となった。副甲状腺右葉上端腫
瘍による原発性副甲状腺機能亢進症と診断され , 肋骨 , 
鎖骨 , 腸骨および下顎骨に著明な溶骨性病変を認めた。
右側下顎骨臼歯部に単房性の境界明瞭な X 線透過像を認
め , 頬舌的膨隆を伴い皮質骨は非薄化していた。【処置お
よび経過】同年 7 月に頭頸部外科で副甲状腺腫瘍摘出術
を行い , 副甲状腺癌と診断された。その後当科で下顎病
変部の生検を実施し , 悪性腫瘍を示唆する所見を認めな
かった。臨床所見 , 血液生化学所見 , 画像所見および病
理所見より総合的に判断し下顎骨褐色腫と診断した。現
在は副甲状腺機能亢進症の改善に伴い , 肋骨 , 鎖骨 , 腸
骨および下顎骨の溶骨性病変は骨新生を認め , 経過良好
である。【結語】原発性副甲状腺機能亢進症により生じ
た下顎骨褐色腫を経験したので報告した。今後も厳重な
経過観察が必要である。
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1-D-7
ステロイド局注療法の効果がなかった下
顎骨巨細胞肉芽腫の1例
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 病理学講座, 3日本大学 松戸歯学部 口腔科学研究所

枝 卓志1,3, 高橋 康輔1,3, 青木 暁宣1,3, 河島 睦1,3,  
友木 里沙1,3, 末光 正昌2,3, 伊藤 耕1,3, 久山 佳代2,3,  
小倉 直美1,3, 近藤 壽郎1,3

【目的】下顎骨に発生する巨細胞肉芽腫は , 非腫瘍性病変
であり , 反応性肉芽増殖物であることから , 近年 , 本疾
患に対し薬物療法の有用性が報告されている . 今回 , 下
顎骨に発生した巨細胞肉芽腫に対し , ステロイド病巣内
投与を行ったが奏功しなかった症例を経験したので , そ
の概要と若干の文献的考察を加え報告する . 【患者】60 才 , 
女性 . 【症例と経過】平成 26 年 2 月頃より , 左側下顎臼
歯部歯肉に無症状の腫脹を認めていたが , 放置 . 平成 26
年 7 月 , 同部に疼痛および腫瘤の増大を認めたため , 近
歯科医院受診し , 精査加療目的に当院紹介受診 . 初診時
臨床所見として左側下顎臼歯相当部に弾性軟 , 長径 4 cm 
の多房性腫瘤を認めた . パノラマエックス線撮影および
CTエックス線検査より 3×4 cm 大の境界明瞭な病変を
認め , 頬舌側に著名な膨隆を示し , 皮質骨の菲薄化およ
び一部穿孔がみられた . MRI 撮影にて T1 強調像にて低
信号 , T2 強調像および STIR 像にて高信号域が観察され
た . 生検施行し , 病理検査にて巨細胞肉芽腫の診断を得
た . われわれは , 病変の縮小・消失を目的にステロイド
局注療法を選択した . 外来通院下にてトリアムノシノロ
ンアセトニド 20 mg を週 1 回 , 9 週にわたって局注を施
行したが , 病変の縮小を認めなかった . 病変部の動揺歯
による炎症の波及によって病変が縮小しないと考え , 局
所麻酔下に抜歯処置を行った . 抜歯後 , 週 1 回 , 4 週にわ
たってステロイド局注療法を継続した . 局注療法施行後、
腫瘤は 4 × 6 cm 大と増大傾向を認めたため , 局注療法を
中断し , 平成 27 年 6 月 16 日 , 全身麻酔下に腫瘍摘出術
を施行した . 現在 , 術後半年経過するが腫瘍の再発は認
めていない . 【結語】下顎骨に原発する巨細胞肉芽腫に対
するステロイド局注療法にて縮小または消失する報告が
ほとんどであり , 増大傾向を認める症例は稀である . 今
回われわれは , 下顎骨巨細胞性肉芽腫に対するステロイ
ド局注療法が奏功しなかった 1 例を経験したので報告し
た .

良性腫瘍 2	 10:30 〜 11:20
座長：大矢 亮一・永易 裕樹

1-D-8
顎下部に発生したメトトレキセート関連
リンパ増殖性疾患と考えられた１例
1高崎総合医療センター 歯科口腔外科, 2日本大学歯学部 口
腔外科学講座, 3東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔
外科学講座

山田 健太郎1,2, 栗原 絹枝1,3, 片山 雅文1, 稲川 元明1,  
高崎 義人1

【緒言】メトトレキサート（MTX）は関節リウマチ（RA）
のアンカードラッグとして位置付けられ，抗 RA 薬の中
で最も使用されている．重篤な副作用として間質性肺
炎や，骨髄抑制が挙げられる一方，MTX 関連リンパ増
殖性疾患（MTX-LPD）も多数報告されている． MTX-
LPD の口腔内症状についての報告も散見されているが，
顎下リンパ節に生じた報告は少ない．今回我々は，顎下
部の腫脹を契機に発見された MTX-LPD と考えられた１
例を経験したので報告する．【症例】患者は 65 才 男性．
平成 27 年 10 月初旬，右側顎下部の腫脹を自覚し，徐々
に増大傾向を認めたため当院内科受診，精査目的に紹介
となった．既往として RA，シェーグレン症候群を認め，
8 年前より MTX を使用していた．顔貌所見として，右
側顎下部に長径約 40mm 大の圧痛を伴う弾性硬，非可動
性の腫瘤を認めた．CT 所見として，右側顎下部に複数
のリンパ節の腫脹を伴う，辺縁不整な内部低濃度の腫瘤
を認め，周囲脂肪織に濃度上昇がみられた．また，血液
検査では，CRP 3.85，LDH 179U/L であり，可溶性イン
ターロイキン 2 レセプター（sIL2-R） 633 と高値を示し
ていた．炎症や腫瘍性病変を疑い穿刺吸引細胞診を施行
した．結果は核形の不整なリンパ球からなるリンパ組織
であった為，生検を行った．生検の結果，大小不同のリ
ンパ球を主とする凝固壊死組織であり，異型細胞は認め
なかった．患者背景より MTX-LPD を疑い，MTX の休
薬を開始した．また全身検索し，右側顎下部以外に有意
なリンパ節腫大認めなかった．休薬後より腫脹は徐々に
軽減し，休薬 3 ヶ月後に顎下部の腫脹は消失した．【結語】
MTX の休薬後速やかに病変消失が認められたことから，
MTX-LPD と診断した．
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1-D-9
下顎前歯部に発生した石灰化上皮性歯原
性腫瘍の1例
東京都立墨東病院 歯科口腔外科

秋山 友理恵, 青木 一充, 齊藤 シオン, 松崎 英雄

【緒言】石灰化上皮性歯原性腫瘍は 1955 年 Pindborg に
より報告された歯原性腫瘍で、歯原性上皮と線維性間質
から構成され、歯原性外胚葉性間葉を伴わない腫瘍であ
る。また発生頻度は歯原性良性腫瘍の 0.5 ～ 1% といわ
れており比較的稀な疾患である。今回われわれは、病変
が発見された時点から 7 年間、病変の変化が観察できた
下顎前歯部に生じた石灰化上皮性歯原性腫瘍の 1 例を経
験したので報告する。

【症例】患者は 79 歳男性で、既往歴に心不全、心房細動、
脊柱管狭窄症がある。現病歴は 2008 年 11 月に下顎前歯
の動揺を主訴にかかりつけ歯科医院受診。パノラマ X 線
検査で右側下顎 2.3 間に X 線透過像を示す病変を認めた
が、処置を行わず経過観察となった。2011 年に再度Ｘ線
検査を行った後、中断となった。その後、2015 年 7 月に
同部に疼痛が出現したため、再度受診し、X 線検査を行っ
たところ病変の増大がみられたため、精査・加療目的で
同月に当科を紹介され受診した。初診時の口腔内所見は
右側下顎 1-3 の動揺と同部唇側の膨隆および圧痛を認め
た。X 線検査では右側下顎 2.3 間に病変を認め、歯根離
開を呈していた。大きさは 15 × 16 × 15mm で、比較的境
界明瞭な単房性の X 線線透過像を示し、内部に不均一な
石灰化像がみられた。また同部の皮質骨は唇舌側とも菲
薄化し一部吸収がみられるとともに、唇側皮質骨の膨隆
が認められた。 

【処置および経過】歯原性腫瘍と臨床診断のもと、全身
麻酔下に 2015 年 11 月に右側下顎 1.2.3 抜歯および顎骨
腫瘍切除術を施行した。病理組織診断は石灰化上皮性歯
原性腫瘍であった。

【結語】病変発見された時点から 7 年間にわたり画像検
査で病変の変化を観察することができた石灰化上皮性歯
原性腫瘍を経験した。

	

1-D-10
上唇に発生した多形腺腫の１例
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

日野 聖慧, 緒方 絹子, 安陪 由思, 武富 考治, 岩本 修, 
楠川 仁悟

【諸言】多形腺腫は，上皮成分と間葉成分が種々の割合
に存在している腫瘍であり，唾液腺に由来する腫瘍の中
でも最も頻発する上皮性腫瘍である．また，40 ～ 50 歳
代の女性に多くみられ，その発生部位は，大唾液腺では
耳下腺に多く，小唾液腺では口蓋に好発する．多形腺腫
の口唇での発生は 5 ～ 10％と比較的まれとされており、
今回我々は上唇に発生した多形腺腫の 1 例を経験したの
でその概要を報告する．

【症例】患者：26 歳男性．既往歴：先天性感音性難聴．
現病歴：2005 年より右上唇の腫瘤を自覚したが疼痛を
認めず，放置していた．その間徐々に腫瘤の増大を認め
た．2015 年 9 月近内科受診時に右上唇の腫瘤を指摘され，
精査加療目的に 2015 年 10 月当センター紹介受診となっ
た．現症；右上唇粘膜に，弾性硬の境界明瞭な 30 × 20
× 20mm 大のラグビーボール状の腫瘤を認めた．腫瘤の 
21 ┘相当部上唇内側粘膜には潰瘍形成を認め，21 ┘は
腫瘤により圧迫されており，口蓋傾斜していた．21 ┘唇
側歯頸部には歯石が多量付着し，歯肉は腫脹していた．
また，腫瘤と皮膚との癒着は認めず，自発痛・圧痛・神
経症状などは認めなかった．画像所見；造影 CT では，
造影効果の乏しい腫瘤を認め，造影 MRI では，右上唇
直下の皮下組織に T ２強調で高信号を示す境界明瞭な腫
瘤性病変を認めた．超音波検査では境界明瞭な内部比較
的均一な腫瘤病変を認めた．臨床診断；右上唇唾液腺悪
性腫瘍．処置および経過；生検の結果，多形腺腫との診
断を得たのち，2015 年 12 月全身麻酔下に腫瘍切除術施
行．病理組織診断；多形腺腫．【結語】26 歳男性の上唇
に発生した多形腺腫を経験したので，その概要について
若干の文献的考察を含めて報告する．
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1-D-11
上唇に発生した皮膚混合腫瘍および多形
腺腫の3例
東京都立墨東病院 歯科口腔外科

青木 一充, 松㟢 英雄, 齊藤 シオン, 秋山 友理恵

【緒言】皮膚混合腫瘍は汗腺に由来する上皮性腫瘍組織
と非上皮性の間葉系組織とが 1 つの腫瘍を構成するもの
で、口腔領域においては稀な疾患である。また、多形腺
腫は唾液腺腫瘍の中で最も頻度の高い腫瘍で、小唾液腺
では口蓋に発生することが多く、口唇では比較的少ない。
両者は組織学的に類似しており、発生部位の違いで鑑別
可能とされている。今回我々は上唇に発生し、臨床的に
同一の所見を呈した、皮膚混合腫瘍 1 例と多形腺腫 2 例
を経験したのでその概要を報告する。【症例】①患者：
40 歳、女性。既往歴：なし。現病歴：約 30 年前より右
上唇部に腫瘤を自覚し、10 年前より上唇皮膚側が膨隆。
所見：右上唇粘膜下に約 20 ｍｍの弾性硬で可動性の腫
瘤を認めた。処置：局所麻酔下に摘出。病理診断：皮膚
混合腫瘍。②患者：64 歳、男性。既往歴：前立腺肥大症、
うつ病。現病歴：10 年以上前より右上唇部に腫瘤を自覚
し、徐々に増大。所見：右上唇粘膜下に 20 × 15 ｍｍ大で、
弾性硬、可動性の腫瘤を認めた。処置：局所麻酔下に摘出。
病理診断：多形腺腫。③患者：82 歳、男性。既往歴：高
血圧症、高脂血症。現病歴：3 年前より右上唇部に腫脹
を自覚。所見：右上唇粘膜下に約 20 ｍｍの弾性硬で可
動性の空豆様の腫瘤を認めた。処置：局所麻酔下に摘出。
病理診断：多形腺腫。【考察】皮膚混合腫瘍と多形腺腫
とは組織像が類似しているが、今回の皮膚混合腫瘍の組
織像には、唾液腺にはない毛包への分化を窺わせるもの
があり、また Keratinous cyst も多数見られた。さらに、
皮膚混合腫瘍は上唇粘膜下の小唾液腺とは筋層を隔てた
皮内ないし皮下の腫瘍と言われており、自験例において
も摘出時には口腔内からのアプローチではあったが、口
輪筋よりも皮膚側に病変を認めた。以上より、皮膚混合
腫瘍と多形腺腫の違いを確認した。【結語】今回我々は、
上唇に発生した皮膚混合腫瘍 1 例、多形腺腫 2 例を経験
し、いずれも術後の再発を認めず、経過は良好である。

	

1-D-12
当科におけるFibro-osseous lesionsの
臨床的検討
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, 
2地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川東市民病
院 口腔外科

松尾 健司1, 明石 昌也1, 筧 康正1, 松本 耕祐1,  
長谷川 巧実1, 南川 勉1, 古土井 春吾1, 橘 進彰2,  
古森 孝英1

【目的】顎骨に発症する Fibro-osseous lesions の中でも
特に、線維性異形性症（Fibrous dysplasia；以下 FD）
と仮骨性線維腫（Ossifying fibroma；以下 OF）は、病
理学的に鑑別が困難にも関わらず、外科的治療指針は
全く異なる（成長期を過ぎた FD はほぼ増大しないが、
OF は摘出しても術後高頻度で再発する）。両疾患に関す
る報告は散見されるが、いまだ充分でない。本研究は、
Fibro-osseous lesions と臨床的・病理組織学的に診断さ
れた症例を後向きに評価し、両疾患の特徴的所見を検討
することを目的とした。

【材料および方法】対象は 2007 ～ 2015 年に当科及び関
連病院で Fibro-osseous lesions と臨床的・病理組織学的
に診断された症例である。全例で術前に単純 X 線検査・
CT 検査が施行されており、病理学的診断が付いていな
い症例は除外した。調査項目は、年齢・性別・画像所見・
病理結果等について後向きに調査した。

【結果】対象症例の男女比は男性 3 例・女性 7 例、平均
年齢は 30.1 歳、発症部位は上顎 3 例・下顎７例であった。
画像所見はスリガラス状 4 例、X 線透過像・不透過像混
在型 4 例、X 線透過像 2 例であった。術前の画像診断等
をもとに臨床的に FD と診断された 8 例の内 1 例が病理
結果では calcifying epithelial odontogenic tumor であっ
た。逆に術前画像診断では腫瘍と診断された 2 例が病理
診断では Fibro-osseous lesions であった。10 例中 1 例に
術後再発を認めた。

【結論】Fibro-osseous lesions の臨床的診断は、スリガラ
ス状等の特徴的な画像所見を有する症例では比較的容易
であるが、本研究では 10 例中 4 例に X 線透過像・不透
過像混在型の病変を認めた。病変に近接している歯根の
偏位や吸収、また境界が明瞭かどうか等、FD と OF 両
疾患に特徴的な画像所見は幾つか認められるものの、術
前画像検査のみで OF と診断することは困難であると考
えられた。
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1-D-13
下顎半側切除後のプレート再建後に下顎
枝から関節突起に骨新生を認めた1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

山内 健介, 野上 晋之介, 片岡 良浩, 樋口 景介,  
宮下 仁, 千葉 雅俊, 髙橋 哲

【緒言】下顎半側切除後の再建方法はさまざまな手法が
適応されるが、術後合併症として咬合不全や顎偏位など
の問題点が挙げられる。今回われわれは、下顎半側切除
後にプレート再建を施行し、術後より下顎枝から関節突
起にいたる領域で骨新生を認め、機能的にも安定した症
例を経験したのでその概要を報告する。【症例】64 歳、
男性。初診：平成 25 年３月、主訴：左側耳前部の腫脹、
既往歴：高血圧症、現病歴：左側耳前部の腫脹を指摘され、
近耳鼻科を受診したところ歯原性腫瘍を疑われ紹介来院
した。現症：左側耳前部に弾性硬の瀰漫性腫脹を認め、
自覚症状はなく開口量は 52mm であった。X 線検査では
左側下顎臼後部から下顎角、筋突起、関節突起にかけて
骨吸収像を認めた。経過：歯原性腫瘍を疑い平成 25 年 4
月左側下顎埋伏智歯抜歯、生検を行い、病理組織診断で
は濾胞型エナメル上皮腫との診断を得た。術後は開放創
として 6 か月間外来にて経過観察を行ったが、筋突起を
中心とした領域に縮小傾向を認めないため平成 25 年 11
月に全身麻酔下にて下顎半側切除、骨頭付きプレート再
建 術（DePuy Synthes 社：Matrixmandible Preformed 
Reconstruction Plate）を施行した。術後 6 か月目の X
線検査にて下顎枝部から関節突起にかけて新生骨と思わ
れる X 線不透過像を認め、術後 1 年目の CT では、下顎
枝部に明らかな骨様組織と骨頭部の金属に連続する新生
骨を確認した。最大開口時にやや左偏するものの最大開
口量は 47mm であり、術後 2 年 3 か月経過時点で安定し
た経過である。

有病者 1	 11:20 〜 12:00
座長：片岡 竜太・高木 律男

1-D-14
右頰粘膜腫瘤を契機として診断されたマ
ントル細胞リンパ腫の1例
岐阜市民病院 歯科・口腔外科

青柳 菜帆, 勝野 雄司, 小林 敦, 兵東 巌

【緒言】マントン細胞リンパ腫（mantle cell lymphoma:
以下 MCL）は、非 Hodgkin リンパ腫の約 3 ～ 10％を占
める CD5 陽性の B 細胞性リンパ腫で、サイクリン D1

（CCND1）の過剰発現を特徴とする、比較的まれな腫瘍
である。MCL はリンパ節腫大のほか、肝脾、骨髄、血
液、消化管などの節外臓器に病変をきたすことが多いが、
口腔内に病変をきたすことは比較的稀で、口腔内の症状
を契機として診断された例きわめて少ない。今回我々は、
右頰粘膜の腫脹を初症状として MCL と診断された 1 例
を経験したので報告する。【症例】患者は 73 歳女性。【現
病歴】2015 年 8 月頃より右頬粘膜の咬傷を繰り返すよう
になり、10 月頃より同部が増大傾向を示したため当科を
受診した。初診時、右側頬粘膜小臼歯相当部に潰瘍を認
めた。【既往歴】40 年前に完全右脚ブロック。左側中耳
炎にて鼓室形成術。2 年前より喘息のためステロイド吸
入を現在も行っている。【家族歴】特記すべき事項は無い。

【経過】現病歴よりおよそ 2 週間後の経過観察を行うも、
同部の治癒を認めず、腫瘤の増大傾向を認めたため、生
検を施行した。病理診断の結果、腫大した核を持った
異型細胞が多数観察され、免疫染色にて CD20(+), CD5 
( 弱 +),CD10(+),CyclinD1(+),CD23(-) で、マントル細胞リ
ンパ腫と診断された。これを受け、当院血液内科へと紹
介となった。その後、CT による、全身のリンパ節・節
外浸潤検索のための CT および PET-CT による検索を
行ったところ、全身のリンパ節への転移が確認された。
骨髄検査において浸潤は認めなかった。臨床病気分類Ⅲ
S のもと R-CHOP 療法（R, CPA, DXR, VCR, PSL）によ
る化学療法を施行した。当科においても口腔内腫瘤の観
察、および化学療法にともない周術期口腔機能管理を継
続して行っている。【考察】今回、我々は口腔内症状を
契機として診断に至ったマントル細胞腫の 1 例を経験し
たのでその概要を報告する。
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1-D-15
口腔内症状を契機として診断された血液
膠原病内科疾患の臨床的検討
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科

榊原 亮, 榎本 明史, 玉井 那奈, 松永 和秀, 森影 恵里, 
内橋 隆行, 向井 隆雄, 濱田 傑

【目的】口腔症状を主症状として歯科口腔外科を受診す
る患者の中に、しばしば血液膠原病内科疾患が含まれて
いることが認められる。今回われわれは、口腔内症状を
契機として診断された血液膠原病内科疾患症例について
の臨床的検討を行った。

【方法】対象は 2008 年 1 月から 2015 年 12 月までの 8 年
間に当科を受診した約 23200 人の初診患者に対して血液
膠原病疾患を疑い対診を行い、血液膠原病疾患の診断を
得た 22 症例の臨床的検討を行った。

【結果】年齢は 18 歳から 67 歳、平均年齢は 54 歳であった。
紹介先は、一般開業歯科医院からが 15 症例、病院歯科
からが 3 症例、医科からが 4 症例であった。口腔領域の
初期症状として、血液検査値異常が 8 症例、口腔内の腫
脹あるいは疼痛が 6 症例、口腔乾燥が 5 症例、口腔内の
出血が 2 症例、開口障害が 1 症例であった。本検討症例
の血液膠原病内科的診断は、造血器腫瘍が 8 症例、シェー
グレン症候群が 7 症例、血球増多症が 2 症例、貧血が 2
症例、特発性血小板減少性紫斑病が 1 症例、SAPHO 症
候群が 1 症例、HIV 感染が 1 症例であった。口腔内症状
を契機として診断された血液膠原病内科疾患症例は、歯
科口腔外科初診患者の全体の 0.1％を占めていた。その
うち、リンパ腫や白血病などの造血器腫瘍が最も頻度が
高く全体の 36％を占めていた。次いで、口腔乾燥を主訴
とするシェーグレン症候群が全体の 32％を占め、両者に
て全体の約 6 割を占めていた。

【考察】口腔内症状を初期症状として診断される血液膠
原病内科疾患症例は、一般的に歯科口腔外科的疾患との
鑑別がつきにくく、組織診断にて確定診断が得られるこ
とが多い。また、白血病は抜歯などの歯科口腔外科的処
置の術前スクリーニング血液検査にて示唆されることも
多い。歯科口腔外科の臨床において頻度は少ないが、血
液膠原病内科疾患の可能性があることを念頭に置いて口
腔外症状を踏まえた診断・加療を行うことが重要である
と考えられた。

	

1-D-16
下顎骨骨折を契機に発覚した小児の自己
免疫性血小板減少性紫斑病の1例
飯田市立病院 歯科口腔外科

秋田 大輔, 峯村 俊一, 西村 允宏, 牧野 貴明,  
小田切 宏樹

【緒言】自己免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）は，原因
となりうる明らかな薬剤の内服および基礎疾患などを特
定するのが困難で，抗血小板抗体の出現により血小板の
崩壊が亢進し，血小板の減少をきたす自己免疫疾患であ
る．小児科領域では代表的な出血性疾患の一つであり，
15 歳以下の小児人口 10 万人当たり年間 3 ～ 6 人と推定
されている．初発症状として口腔内出血を認めることも
多く，これを契機に歯科を受診し，ITP の診断に繋がっ
たケースも散見される．今回われわれは，下顎骨骨折に
て当科受診した際の血液検査にて発覚した小児 ITP の 1
例を経験したので報告する．

【症例】14 歳男児．既往歴は特に認めず，2015 年 9 月に
学校で合唱の練習中に突然意識消失し転倒，顔面を受傷
した．その後，当院に救急搬送され CT で両側関節突起
および下顎骨体部に骨折線認めたため，当院救急科から
当科紹介された．初診時の血液検査で血小板が 5.2 × 104/
μL と低下が認められた．四肢体幹の点状出血班等は認
めなかった．

【処置および経過】当院小児科にコンサルトし，当科で
の加療を優先とした． ITP 患者での緊急時や手術を行
なう際の対応として，5 × 104/μL 以下の場合は出血リス
ク軽減のため 10 × 104/μL を目標に血小板数を増やすこ
とが推奨されている．本症例では，手術を行なう前の血
小板数が 6.3 × 104/μL であったため，免疫グロブリンの
投与や血小板輸血等は行なわず初診 8 日後に下顎骨体部
骨折に対して観血的整復固定術施行した．顎間固定は 1
週間行った．術後の異常出血等は認めなかった．引き続
き，当科および小児科にて外来経過観察中である．

【考察】ITP 患者は，歯科口腔外科領域において観血処
置後の止血に難渋することが少なくなく，担当科との密
接な連携および術前の計画が重要と思われる．
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1-D-18
患者の立場に立ち最善を尽くす至誠一貫
の精神に基づく嚥下リハビリテーション
の実践
昭和大学 歯学j部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔リ
ハビリテーション医学部門

高橋 浩二, 野末 真司, 田下 雄ー, 那小屋 公太

【はじめに】当科は嚥下障害、構音障害、口腔異常習癖、
睡眠時無呼吸など口腔の機能障害の診断と治療に特化し
た専門診療科であり、歯科医師が担当する患者は顎義歯
症例も含め頸部癌術後機能障害症例が多い。当科の特徴
は昭和大学建学の精神である至誠一貫の精神に基づき常
に患者の立場に立って最善を尽くす医療を実践している
ことである。今回は当科の嚥下リハビリテーション医療
の実際を紹介する。

【紹介内容】1．紹介医師、地域歯科医師会（世田谷歯科
医師会と大森歯科医師会）、特養ホームとの密な連携に
よる訪問嚥下診療―食べトレ、VE 診察の実際―。2．頭
頸部癌専門診療科（がん研有明病院頭頚科と昭和大学頭
頸部腫瘍センター）との密な連携。3.VF 検査、VE 検査
における検査時外部画像、嚥下時産生音、検査画像の同
時記録とその活用。4. リハビリテーション指導内容の画
像記録とその活用。5. 前傾姿勢による排出と経口摂取訓
練の積極的な実施。6. 下顎偏位症例に対して独自に開発
した下顎復位装置と復位手技。7．開口障害症例に対し
て独自に開発した歯、顎堤に負担の少ない開口訓練器。8．
重度の嚥下障害患者に適応する側臥位の有効性。9．短
期間入院による集中訓練の効果。
以上の内容について非奏功例も含め紹介する。

1-D-19
新規経口抗凝固薬(NOAC)服用患者の抜
歯の安全性に関する検討
1国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科,  
2国立病院機構福岡東医療センター 歯科口腔外科,  
3国立病院機構九州がんセンター 歯科口腔外科

吉川 博政1, 吉田 将律1, 江藤 優希1, 大関 悟1,  
福元 俊輔2, 永井 清志3

【目的】近年、経口抗凝固薬として血栓症の治療と予防
に広く用いられてきたワルファリンに代わり血液凝固因
子のトロンビンや Xa 因子を直接阻害する新規経口抗凝
固薬 (NOAC) が開発され使用されるようになった。その
中でダビガトランは 2011 年 3 月、リバーロキサバンは
2012 年 4 月に承認されワルファリンに代わる非弁膜症性
心房細動における脳卒中や全身性塞栓症の発症予防薬と
して服用患者が増加している。NOAC 服用患者の抜歯に
関しては「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
の抜歯が勧められている。しかし、これまで本邦におけ
る抜歯時の服用中止、継続に関しての報告は少ない。今
回、我々は NOAC 服用患者の抜歯の安全性について検
討したので報告する。【材料および方法】対象は 2011 年
6 月から 2015 年 12 月までに当科を受診した NOAC 服
用患者で抜歯を行った 36 例である。そのうちダビガト
ラン服用患者は 19 例（男性 15 例、女性 4 例、平均年齢
72.0 歳）、抜歯回数は 25 回、55 歯である。リバーロキサ
バンは 17 例（男性 10 例、女性 7 例、平均年齢 75.3 歳）、
抜歯回数は 20 回、46 歯である。患者の基礎疾患、抗凝
固能、腎機能など血液所見を調査し、抜歯は NOAC 服
用継続下に、血中濃度を考慮し服用 6 ～ 8 時間後に行っ
た。【結果】ダビガトラン服用患者の抜歯前 APTT の平
均値は 45.4 秒であり、APTT が 70 秒以上に延長した症
例で 1 例抜歯後出血を認めた。リバーロキサバン服用患
者では抜歯前 PT の平均値は 20.3 秒であり抜歯後出血を
認めた症例はなかった。【結論】患者の全身状態を把握
することでダビガトラン、リバーロキサバン継続下での
抜歯は可能である。
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画像	 9:30 〜 10:30
座長：勝又 明敏・湯浅 賢治

1-E-1
口腔癌の術前頸部リンパ節転移診断に関
するFDG-PET陽性の意義
1筑波大学医学医療系顎口腔外科学, 2つくばセントラル病
院, 3水戸済生会総合病院

佐藤 志興1, 菅野 直美1, 長谷川 正午1, 内田 文彦1,  
廣畠 広実2, 武内 保敏3, 山縣 憲司1, 柳川 徹1,  
武川 寛樹1

【 目 的 】18F-fluorodeoxy-glucose positron emission tomo-
graph （以下 FDG-PET） は悪性腫瘍の原発巣 , 所属リン
パ節および遠隔転移の検出に有用とされるが , 口腔癌頸
部リンパ節転移における明確な診断基準はない .
今回われわれは術前に FDG-PET を行った口腔扁平上皮
癌一次症例を対象に , 頸部リンパ節転移の有無について
FDG-PET および CT, MRI による画像診断結果と病理組
織学的診断結果を比較検討したので報告する .

【対象および方法】2014 年 3 月から 2016 年 1 月の間に筑
波大学附属病院歯科口腔外科を受診した口腔扁平上皮癌
一次症例のうち , 術前に FDG-PET 検査を施行した後に
頸部郭清術を施行した 21 症例（男性 15 例 , 女性 6 例；
平均年齢 66 歳 （49 ～ 82 歳））, 886 リンパ節を対象とし
た . 原発病巣の部位は舌 9 例 , 下顎歯肉 6 例 , 口底 3 例 , 
頬粘膜 2 例 , 上顎歯肉 1 例であった . 放射線診断医 2 名
による FDG-PET および CT, MRI の診断結果をもとに
それぞれのリンパ節の画像診断結果と病理学組織学的診
断を比較検討した .

【結果】全 886 リンパ節中 FDG-PET において FDG の集
積を認めたリンパ節は 36 個あり , そのうち放射線診断
医により転移ありと診断されたリンパ節は 23 個で , 病
理組織学的に転移を認めたリンパ節は 10 個だった . ま
た FDG の集積を認めたリンパ節 36 個中 , 放射線診断医
により転移なしと診断されたリンパ節は 13 個で , 病理
組織学的に転移を認めたリンパ節が 3 個だった . 一方 , 
FDG の集積を認めず , かつ放射線診断医により転移なし
と診断されたリンパ節は 849 個で , そのうち病理組織学
的に転移を認めたリンパ節は 2 個だった . 画像診断結果
と病理組織学的診断結果の頸部リンパ節に対する感度は
66.6%, 特異度は 98.3%, 陽性的中率は 41.6%, 陰性的中率
は 99.4% だった .

【結論】PET/CT は 1 回の検査で全身検索が可能で , 異
常集積部位の判定が容易である . しかし , FDG-PET につ
いては腫瘍のみならず炎症性病変に対しても FDG が集
積するため , 他の画像所見と併せた総合的な診断が必要
である .

	

1-E-2
骨シンチグラフィ動態解析による検討  
-顎骨疾患-
1日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座,  
2日本歯科大学 新潟生命歯学部 生命歯科学講座

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

【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
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
24 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、顎骨浸潤を認める悪性腫瘍、良性腫瘍と診断され
た患者および対象部位が健常な症例で、それぞれ 40 例、
19 例、8 例および 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 94.5％、正診率は 93.9％となった。これは他の検査
法と比較しても比較的高く、鑑別診断に有効と考えられ
た。
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1-E-3
放射線性顎骨壊死症例に対する画像診断
を中心とした臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

鰐渕 聡, 明石 昌也, 岩田 英治, 楠元 順哉, 松本 耕祐, 
南川 勉, 古土井 春吾, 古森 孝英

【緒言】放射線性顎骨壊死は口腔外科臨床上よく経験す
る合併症の 1 つに挙げられる．抜歯後の治癒不全や歯周
病などの歯性感染症に起因し，進行症例では疼痛により
著しい QOL 低下を認め，外科的な処置が必要となるこ
とがある．放射線性骨髄壊死の診断としては 3 ヶ月以上
の口腔内骨露出を基準とすることが多いが，画像診断に
より急性炎症や腐骨の進展範囲を評価しておくことも診
療上重要である．そこで本研究は，頭頸部悪性腫瘍に対
し放射線治療が施行され，PET・MRI を撮影している症
例に関し後向きに検討を行ったので報告する．【対象と
方法】2007 年 2 月から 2015 年 3 月までに当科にて放射
線性顎骨壊死と診断され，PET・MRI が撮影されている
14 例を対象とし，原疾患部位・病理型・部位・画像検査
結果などについて検討した．【結果】年齢は中央値 66 歳

（41 ～ 81 歳），性別は男性 12 例，女性 2 例．放射線性顎
骨壊死発症部は下顎が 11 例，上顎が 2 例，上下顎に発
症した例は 1 例．また左右両側に発症した例は 5 例，照
射側に発症した例は 3 例，対側に発症した例は 6 例であっ
た．全例において壊死部において FDG の高集積を認め，
MRI は全例で T1 Low，T2 は分散した．総照射線量は
中央値 70Gy（60 ～ 70Gy）．照射より発症までの期間は
中央値 42 ヶ月（2 ～ 108 ヶ月）．原疾患である悪性腫瘍
の部位は中咽頭 5 例，上顎洞，鼻咽腔，口腔，下咽頭が
各 2 例，顎下腺が 1 例であった．病理は SCC が 11 例 , 
ACC が 2 例 , 不明が１例．照射から顎骨壊死発症までの
期間は中央値 35.5 ヶ月（2 ～ 84 ヵ月）であった．【考察】
放射線性顎骨壊死の描出像は T1Low T2Low が多く見受
けられるが、急性化することや、骨髄の脂肪変性によっ
ても様相は変化する。また FDG 高集積域と MRI 高信号
領域が重ならない症例も見られた．

	

1-E-4
歯科用コーンビームCTによる小児期に
おける切歯管の観察
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

内藤 宗孝, 有地 淑子, 泉 雅浩, 有地 榮一郎

【目的】切歯管は正中過剰埋伏歯の抜歯術や歯科インプ
ラント治療において重要な解剖構造の一つである．成人
においてはその走行や形態は種々検討がなされている．
しかしながら，小児期における研究はほとんどみられな
い．そこで本研究では，小児期における切歯管の様相を
ヘルマン咬合発育段階の IA から IIIC の乾燥頭蓋骨を用
いて歯科用コーンビーム CT 画像において観察した．

【方法】乾燥頭蓋骨はヘルマン咬合発育段階の IA から
IIIC の 44 体を用い，その歯科用コーンビーム CT 画像
を取得した．装置は Alphard VEGA（朝日レントゲン
工業株式会社）を用い，撮影条件は管電圧 80kV，管電
流 5mA，FOV は直径 10cm に設定した．ボクセルサイ
ズは 0.2mm x 0.2mm x 0.2mm である．３次元画像構築
ソフトウェア（OsiriX ver 3.9）を用いて，鼻腔底を基
準とした切歯孔レベルおよび中央レベルの軸位断および
正中部の矢状断画像を構築した．それらの画像において，
切歯管の前後径，左右径，および鼻腔底に対する角度を
計測した．

【結果】切歯管の平均の前後径および左右径は，ヘル
マン咬合発育段階の IIC では切歯孔レベル 1.94mm(SD: 
0.79)，2.57mm(SD: 0.64)，中央レベル 1.37mm(SD: 0.80)，
2.53mm(SD: 0.79)であった．また，鼻腔底に対する角度は，
ヘルマン咬合発育段階の IIC では切歯孔レベル 77.2°(SD: 
6.9)，中央レベル 74.9°(SD:8.0) であった．

【結論】ヘルマン咬合発育段階の IIC において，切歯管
の形態は左右径が大きな扁平であった．また，切歯管の
角度は鼻腔底から切歯孔にかけて直線的であった．
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1-E-5
ポータブル型生体EPR (電子常磁性体
共鳴法)を用いた放射線被ばく線量測定 
―福島在住のボランティアからの計測―
1香川大学 医学部 歯科口腔外科学講座,  
2国立保健医療科学院 生活環境研究部

三宅 実1, 中井 康博1, 山口 一郎2, 岩崎 昭憲1, 中井 史1, 
小川 尊明1, 大林 由美子1, 欅田 尚樹2

【目的】歯エナメル組織には放射線照射により内部に経
時的に安定なフリーラジカル（CO33-）が形成される。
形成されるラジカル量は被ばく線量に相関しそのラジカ
ルを EPR 装置により定量することで、放射線被ばく線
量を知ることができる。この L-band 生体被ばく線量測
定装置は、歯から直接ラジカルを測定することで、被ば
く線量を推測することができる。今回我々は、研究室に
設置していた大型（1.3t）マグネットの EPR 装置を、可
撤式の小型装置（マグネット 30kg）に変更し、同装置
を福島に運搬し、ボランティアの前歯から既存 EPR 信
号の計測を行ったので報告する。

【材料および方法】福島在住のボランティア 34 名に協力
いただいた。前歯部用に設計した共振器の筐体をスプリ
ングで圧接可能なように設計し、中切歯に圧着させて、
福島市内 2 か所、および伊達市内の１か所において測定
した。L-band 1.14GHz EPR 分光装置（Dartmouth EPR 
Center, NH, USA）. 小型電磁石 (Resonance Research 
Inc. Billerica MA, USA) による 0.41mT の磁場で、17cm
測定空間。測定条件：走査時間 5 分（1 測定での走査条
件　掃引時間 3 秒、積算回数 20 回、時定数 0.5msec、
掃引磁場 25gauss、変調磁場 4.0 gauss）で計測を行った。

【結果】ポータブル型装置で、一人あたり 10-15 分程度で
EPR 計測が行えた。計測された信号強度（RIS） 0.037 ±
0.026a.u. （相対的単位a.u.）、RIS/PDT 0.087±0.051であっ
た。高線量被ばくを疑う高信号の被験者はいなかった。

【結論】ポータブル装置で、現場での EPR 計測が可能な
ことが確認できた。トリアージとしての有用性が示唆さ
れた。
尚、同研究は、国立保健医療科学院（NIPH-IBRA#10039）
および香川大学（平成 24-4）の倫理委員会の承認を得て
いる。

	

1-E-6
コンピュータビジョンによる手術ナビ
ゲーション装置の三次元的な位置合わせ
手法の検証
東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

末永 英之, 谷口 明紗子, 米永 一理, 西條 英人,  
星 和人, 高戸 毅

【 目 的 】 手 術 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 は、Computed 
tomography 画像（コンピュータ空間）と患者位置（現
実空間）の空間的対応関係を求める処理（レジストレー
ション）が重要で、手術ナビゲーションの精度は正確な
レジストレーションによって決まる。本研究では、術野
カメラから得られた情報を処理して患者の位置情報を正
確に把握するために開発した三次元的な位置合わせ手法
を研究協力者および口腔外科手術症例において検証し
た。

【材料および方法】研究協力者および口腔外科手術症例
の頭部 Computed tomography （CT）画像と術野カメラ
の映像を用いた。コンピュータへの画像入力には、術野
カメラの映像と術前の CT 画像を三次元画像処理ソフト
ウェア（Mimics® Innovation Suite; Materialise）にて処
理した三次元 CT 画像を用いた。位置合わせ部位は、上
顎などの頭蓋顔面には上顎の歯を用い、下顎には下顎
の歯を用いた。術野カメラの映像から、コンピュータ処
理により歯の輪郭形状の抽出を行い、CT 画像の歯に対
応する部分の形状同士を対比させて位置合わせを実施し
た。この方法で空間的対応関係を求め、術野カメラの映
像に三次元 CT 画像を重ね合わせて表示した。

【結果】手術室の無影灯を使用した環境において、コン
ピュータビジョンによる歯の解剖学的形態の画像認識に
よる完全に自動化した三次元的な位置合わせが可能で
あった。

【結論】この方法では、術野カメラの映像から歯の解剖
学的形態を認識する自動画像レジストレーションによ
り、マーカーを用いずにカメラに対しての患者の位置と
姿勢をリアルタイムに計測する。体外に露出する唯一の
硬組織である歯をマーカーの代用にして自動かつ高精度
のリアルタイムな画像‐患者位置合わせを実現した。
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1-E-7
過剰歯の存在割合と存在部位に関する検
討
1京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, 2重大学医学部附属病院疫学センター

懸野 安澄1, 喜早 ほのか1, 斎藤 和幸1, 山崎 亨2,  
浅井 啓太1, 三島 清香1, 高橋 克1, 別所 和久1

【緒言】過剰歯の発生由来については種々の説があるが , 
いまだに明らかではない。今回われわれは , 当科におけ
る過去 5 年間のパノラマ X 線写真を用いて過剰歯の存在
割合と存在部位について検討を行い , 過剰歯の発生由来
についても考察したので報告する。

【方法】2010 年 9 月から 2015 年 8 月までの 5 年間に当科
にてパノラマ X 線写真撮影を施行された 15,008 症例を
対象とし , その中から過剰歯 , 埋伏過剰歯 , 歯牙腫 , 埋伏
歯 , 半埋伏歯 , 埋伏智歯の病名がつけられた 3,296 症例に
対して歯科医師 8 名によりパノラマ X 線写真 , カルテの
記載内容 , 撮影されているものに関しては CT 画像を用
いて過剰歯の有無を判定した。本研究は京都大学医学研
究科・医学部および医学部附属病院医の倫理委員会の承
認を得た。

【結果】過剰歯が認められた症例が 215 症例 （男性 125
症例 , 女性 90 症例）であり男女比は 1.8：1 と男性に多
く認められた。過剰歯の存在割合は 1.4%, 認められた過
剰歯数は 287 本であった。過剰歯の認められた症例の人
数比率は 9 歳以下が 12.3% で最も多かった。1 症例にお
ける過剰歯数は 1 本である割合が 77.7% で最も多く , 最
も多くの過剰歯を認めた症例では 10 本の過剰歯を認め
た。過剰歯の好発部位は上顎前歯部（51.1%）で , 次いで
上顎大臼歯部（19.1%）であった。

【考察】過剰歯の存在割合は母集団の設定方法や判定方
法により結果が異なるものの , 過去の報告では 1% 前後
のものが多く , 本研究においても 1.4% であった。また , 
その他の検討事項に関しても先行研究と類似していた。
過剰歯の発生由来には第 3 歯提や上皮幹細胞など , 複数
存在すると考えられた。

【結論】本研究を発展させることや , 現在遺伝子改変マウ
スにより解析が進んでいる非症候性の過剰歯の原因遺伝
子について今後検討することにより , 過剰歯の発生由来
についての解明が可能となることが考えられる。

症例報告 1（外傷・偶発症）	 10:30 〜 11:30
座長：市ノ川 義美・杉山 芳樹

1-E-8
MRI検査目的に除去した下顎枝外側に迷
入した磁性体異物の１例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

中山 洋平, 山本 一彦, 山本 育功美, 松末 友美子,  
下辻 寛子, 桐田 忠昭

【緒言】作業事故にて迷入し無症状で経過していた磁性
体異物を MRI 検査目的に除去した 1 例を経験したので
報告する。

【症例】患者は 45 歳の男性である。2007 年土木車両の運
転中に右側頬部に衝撃をうけた。同部からの出血がみら
れたが圧迫にて止血し、疼痛も軽度であったため放置し
ていた。数日後、右側頬部の腫脹が生じたため歯科医院
を受診し、抗菌薬の投与を受け当科に紹介となった。右
側頬部は瀰漫性に腫脹しており、X 線写真および CT 写
真にて右側下顎枝外側に X 線不透過性の異物を認めた。
口腔内外から異物の触知はできなかった。右側頬部異物
の診断のもと抗菌薬投与を継続し腫脹は改善した。同異
物の除去を予定したが患者は来院しなくなった。2015年、
患者は同異物の除去を希望して当科再受診した。この間、
同部の腫脹や疼痛はみられなかったが、2008 年 MRI 検
査の際、患者は右側頬部に強い牽引力を自覚し、検査は
中止となった。異物が磁性体であったためと考えられ、
以降 MRI 検査は禁忌となった。その後、C 型肝炎によ
る肝硬変が増悪し、肝細胞癌に対しラジオ波焼灼を受け、
病状の評価にため MRI 検査を勧められた。当科再受診
時、右側頬部に腫脹はみられず、X 線写真および CT 写
真にて異物は前回と同じ部位にあり、周囲組織にも特に
異常はみられなかった。内科および麻酔科と手術リスク
についての協議の上、全身麻酔下に異物除去を施行した。
右側下顎枝前縁から下顎齦頬移行部に至る切開を加え、
下顎骨骨膜上で軟組織を剥離した。異物を手指にて確認
し、鉗子にて除去した。術後経過に特に問題はみられな
かった。除去した異物は、大きさ12×5×1mm、 重さ0.48g
で、磁石に吸着することが確認できた。

【考察】本症例は頬部に迷入した磁性体異物が無症状で
あったため長期間放置されていたが、MRI 検査の妨げと
なることで除去に至ったまれな症例であると思われた。
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1-E-9
転倒により歯ブラシ先端部が口蓋扁桃窩
へ迷入した一例
市立四日市病院 歯科口腔外科

池内 睦, 山本 知由, 石井 興, 上田 整, 阿部 成治,  
小牧 完二

【緒言】日常臨床において幼児が物をくわえた状態で転
倒し、口腔軟組織に異物が迷入する症例をしばしば経験
するが、異物の有無、部位の診断に苦慮する場合も少な
くない。今回我々は歯ブラシをくわえ転倒し、歯ブラシ
先端部が破折し口蓋扁桃窩へ迷入した一例を経験したの
でその概要を報告する。

【症例】1 歳 9 ヶ月男児、2015 年 12 月某日初診
【現病歴】歯ブラシをくわえたまま歩行し転倒。保護者
の目撃なく受傷状況は不明。右上乳側切歯が完全脱臼し、
歯ブラシ先端部の破折を認めたが先端が見つからないた
め当院救急外来受診。

【所見および経過】救急医にて診察がされ、右上乳側切
歯の完全脱臼、右上乳切歯の破折と軽度動揺を認めた。
また持参した歯ブラシ先端部が行方不明であったため頭
部、胸腹部単純 X 線写真を撮影したところ左側中咽頭部
に不透過像を認めたため当科コンサルトとなった。口腔
内の診察をしたところ、明らかな異物は口腔内に確認で
きなかったが、左側口蓋扁桃部に発赤を認めたため CT
を撮影し、口蓋扁桃外側軟組織内に不透過性異物の迷入
を認めた。

【処置】同日入院し全身麻酔下に異物摘出術を施行した。
左側前口蓋弓に裂創を認め、開創した所、左口蓋扁桃外
側被膜と筋層の間に歯ブラシ先端部を確認したため摘出
を施行した。洗浄し異物の遺残がないことを確認後、吸
収性糸にて縫合、手術終了とした。

【術後経過】抜管時に咽頭左側壁の粘膜浮腫にて喉頭蓋
が圧迫され SpO2 が低下したため、再挿管後人工呼吸器
下での ICU 管理となった。その後発熱なく、術後 3 日
には咽頭左側壁の粘膜浮腫の改善を認めたため抜管、術
後 5 日に全身状態良好なため退院となった。受傷後１ヶ
月経過したが、創部感染兆候や呼吸障害を認めず良好な
経過を得ている。

【結論】今回歯ブラシ先端部が口蓋扁桃窩へ迷入した一
例を報告した。口腔外科医が救急外来で診察し、臨床所
見や X 線学的所見を専門的に評価することの重要性を再
認識した。

	

1-E-10
生後5か月の乳児にみられた箸の刺入に
よる軟口蓋損傷の1例
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

小泉 岳, 清水 香澄, 奥村 健哉, 新井 直也

【緒言】箸や歯ブラシなどによる口腔内損傷は時折小児
にみられるが、それらを扱えない乳児に生じることはま
れである。今回、離乳前の乳児に箸の刺入による軟口蓋
損傷が生じ、易出血および貧血症状にて受傷後 6 日目
に縫合処置を要した 1 例を経験したので報告する。【症
例】生後 5 か月の男児。口腔内から出血し泣いていると
ころを家族が発見した。2 歳の姉がプラスチック製の箸
を手にしており外傷が疑われたが、出血がわずかだった
ため、翌日に近医を受診し、抗菌薬投与により経過観察
となった。しかし、その後も軽度の出血が持続したため
受傷後 6 日目に近総合病院を受診し、当院に救急搬送と
なった。【処置および経過】発育状態は良好で活気はあっ
たが、顔色はやや不良であった。血液検査にて赤血球数
2.11X106/ul、Hb 5.6g/dl と低下していた。口蓋垂やや左
側の軟口蓋に箸の刺入によるとみられる損傷があり、出
血はおさまっていたが、易出血性と思われる肉芽様の組
織が観察された。CT にて異物の残存は認められなかっ
た。貧血がみられ再出血の可能性もあったため、全身麻
酔下に縫合処置を行った。刺創は筋の表層にとどまって
おり、また異物の残存も認めなかった。肉芽組織を除去
し出血が無いことを確認後、創をよく洗浄し、吸収糸に
て 3 針縫合した。術後は出血もみられず、ミルクの摂
取も良好で、術後 3 日目の検査で赤血球数 2.32X106/ul、
Hb 6.2g/dl に軽度上昇していた。術後 4 日目に退院し、
2 か月経過した現在経過良好である。【結論】乳幼児の口
腔内への異物刺入は事故の経緯が明らかでないことが多
く、また所見も得にくい。今回のように比較的軽度な損
傷であっても、乳児嚥下の時期には軟口蓋の創は刺激を
受けやすく止血が得られづらい可能性を考える必要があ
る。出血のみならず、異物の残存や創の感染にも十分注
意を払う必要がある。   
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1-E-11
エアソフトガンの球形弾による外傷性上
唇内異物の1例
刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科

浅井 英明, 小谷 味来, 大竹 寛紀, 萩野 浩子

【目的】体内への異物迷入においては受傷直後または比
較的早期に摘出されることがほとんどであるが，初期症
状の軽い場合には発見が遅れ，異物が残存し，しばらく
経過した後に発見されることもある．今回われわれはエ
アソフトガンの球形弾による外傷性上唇内異物の 1 例を
経験したので報告する．【症例】39 歳，男性．【主訴】上
唇の腫脹と疼痛．【現病歴】2009 年 8 月頃に友人とサバ
イバルゲームをしていてエアソフトガンの球形弾が左側
上唇にあたった．同部から出血を認めたが，球形弾が地
面に落ちていたため医療機関を受診せず放置していた．
2015 年 9 月初旬に体調不良による発熱時から左側上唇の
腫脹，疼痛を認めたため 9 月下旬に当科受診した．【現
症および経過】全身所見は体格中等度，局所所見は左側
上唇に約 20mm 大，弾性軟の腫脹を認めた．腫瘍性疾患
否定の為，穿刺し細胞診を行った．灰白色の液体を吸引
した．嚢胞性疾患を疑い MRI 撮影を行ったが左側上唇
部にアーチファクトを認めた．顔面単純 X 線撮影にて上
唇に数 mm 大の球形の不透過像を認めた．12 月上旬に
局所麻酔下に摘出術を施行した．手術は上唇粘膜面から
アプローチをした．異物は溶解した泥状物とともに摘出
した。周囲は汚染された線維性組織であった．可及的に
デブリードし縫合した．病理組織検査所見は異物肉芽腫
であった．【考察】口腔顎顔面領域における異物迷入の
報告は多数ある．異物が迷入した場合、ほとんどの場合
が受傷直後に発見される．しかし，医療者側の要因や患
者側の要因により，発見が遅れることがある．金属やガ
ラス片による異物迷入は初期症状が軽く 10 年以上経過
して発見されるような症例も散見されるが，長期経過後
にも炎症症状を起こすことがある．

	

1-E-12
当科で経験した皮下気腫11症例につい
て
福岡歯科大学医科歯科総合病院 口腔外科

佐々木 三奈, 橋本 憲一郎, 首藤 俊一, 池崎 晶次郎,  
永沼 香織, 田中 文恵, 勝俣 由里, 府川 晃久,  
平木 昭光, 池邉 哲郎

【目的】歯科治療のまれな偶発症として皮下気腫があり、
抜歯、根管治療などに用いたエアータービンやレーザー、
発泡性薬剤などの使用による発生が報告されている。顔
面や頸部の突発的な腫脹が生じることに併せて、不快感、
呼吸困難、胸痛などの全身状態が出現することもあり、
対応に苦慮することも多い。今回、われわれは皮下気腫
発生の病態を把握するため 2007 年 1 月から 2016 年の 1
月まで過去 9 年間に当院で経験した皮下気腫 11 症例に
ついて臨床的検討を行った。【結果】皮下気腫の診断基
準としては治療中・直後に顔面や頸部の腫脹を認め、同
部に捻髪音が確認できたものとした。性別は男性 1 例、
女性 10 例で、年齢は 25 ～ 61 歳（平均 44.8 歳）であった。
発生時使用機器として、エアータービンが 5 例と最も多
く、その他としてエアーシリンジ、電気メス、レーザー
使用時にみられた。発生状況として、下顎埋伏智歯抜歯
時が 5 例と多く、その他として抜髄時、歯肉切開時、気
管切開創の縫合閉鎖時などがみられた。腫脹と捻髪音以
外の症状として、呼吸苦を認めたものが 1 例あった。発
生後の対応については、全症例で安静指示、感染予防の
ための抗菌薬の投与を行った。平均 9.2 日で腫脹および
捻髪音の消退を認めた。CT にて気腫が縦隔にまで及ん
だことが確認できたものは 4 例あり、入院加療としたも
のが３例あったが、重篤な合併症が生じた症例はなかっ
た。【結論】気腫発生の原因として、エアータービンな
どの圧縮空気によるものが多く報告されており、自験例
でも下顎埋伏智歯抜歯時のエアータービンの使用時に多
く生じていた。皮下気腫が見られた際にはその拡散範囲
を CT などで確認することが重要であり、早期に安静指
示や抗菌薬の投与を検討することが必要と考えられた。
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1-E-13
根管治療が原因で皮下気腫を起こした 
1例
日本歯科大学附属病院 口腔外科

松野 翠, 荘司 洋文, 岡村 尚, 藤城 建樹

【緒言】歯科治療において気腫という合併症は使用機材・
薬剤などから起こりやすい環境である事は以前から言わ
れている。今回われわれは、上顎前歯部の歯科治療中に
根管治療薬剤の交互洗浄において、発生した気体が上唇・
下唇・眼窩下・頬部と広範囲に及んだ症例を継時的に観
察できたので考察を加えて、その概要を報告する。

【症例】20 歳代女性 2015 年４月、近医歯科医院にてウォー
キングブリーチを目的に上顎前歯部の根管治療を行って
いたが、同年６月下旬、根管治療後数時間で急激に顔貌
の腫脹を自覚。近医救命センターを受診するも歯科医院
の受診を勧められたが、夜間の為翌日当院初診来院と
なった。初診時所見は左側上唇を中心に鼻翼・頬部・下
唇の範囲で出血班を含む腫脹を認めた。触診では圧痛を
訴え、捻髪音が確認できた。また眼窩下部の知覚異常を
訴えた。出血性素因を疑い血液検査を行ったが異常値は
認めなかった。また縦隔気腫を疑う呼吸苦の訴えはない
ため 3 日おきの外来経過観察とし、感染予防の抗菌薬の
投与を行った。当院初診より 6 日目顔貌の腫脹・知覚異
常は消失したが内出血班が残存した。25 日目すべての自
覚症状が消失したため保存的治療のため当院総合診療科
へ転科となった。

【考察】近年、歯科治療で惹起する気腫の要因は歯科用
タービン・エアーシリンジでの乾燥操作・レーザー治療・
インプラント埋入・根管治療時の交互洗浄などがあげら
れ、重篤の症例では縦隔気腫に至るケースも少なくはな
い。今回の症例では術者のテクニカルエラーによって発
生し、患者は強い不信感を訴え、その経過を患者が詳細
に記録し、経過を観察することができた。歯科医師の
テクニカルエラーによって起こる要因などを防止するた
め、また気腫発現時の対応などを周知するために文献的
考察を加え報告をする。

	

1-E-14
高齢者の右側上顎犬歯根管治療中に偶発
した皮下気腫の一例
丹後ふるさと病院 歯科口腔外科

西野 亮輔, 桐澤 知子, 木下 耕平, 安田 真也

【目的】何らかの原因により，気体が皮下組織あるいは
組織間隙の結合組織内に侵入し，貯留する状態を気腫と
いい，比較的稀な偶発症の 1 つとされている．歯科領域
においては，エアーシリンジ，エアータービンあるいは
過酸化水素水の使用時に顔面や頚部に突発的な腫脹を生
じた気腫症例がこれまで報告されている．今回われわれ
は，右側上顎犬歯根管治療時の交互洗浄が原因で上顎右
側口唇から頬部にかけて発現した気腫の 1 例を経験した
ので報告する．

【材料および方法】93 歳，女性．主訴：右側上顎犬歯の
疼痛．既往歴：慢性Ｃ型肝炎，白内障．現病歴歴：右側
犬歯疼痛冷熱反応を訴えて来院診査するに当歯牙を保存
目的で抜髄し、過酸化水素水と次亜塩素酸ナトリウムを
用いた Grossman 法による交互洗浄中に，一過性の疼痛
の訴えと同時に右側上顎口唇内面から頬部にかけてびま
ん性の腫脹および皮下出血斑を認めた．

【結果】触診では，弾性軟，気腫性捻髪音が認められた．
顔貌所見では，皮膚割線の消失，皮膚緊張感が認められ
た．なお，顔面表情筋の知覚・運動麻痺・開口障害・嚥
下障害・呼吸障害・眼球運動障害および視力障害などは
認めなかった．血液所見においても特に異常値は認めな
かった．CT 所見において右側口唇内面から右側頬部に
かけて軟組織内にエアーの混入像を認めた．処置および
経過：右側頬部皮下気腫と診断し，感染予防腫脹軽減目
的に入院下にて抗生剤およびステロイド投与にて経過観
察とした．入院 3 日目にて腫脹および皮下出血斑の改善
を認めたため退院となった．その後，通常通り根管治療
を施行し CR 充填にて終了とした．

【結論】根管治療による皮下気腫のため，細菌感染のリ
スクが考えられたが，入院管理にて抗生剤の投与を行っ
たので重篤な感染を引き起こすことなく軽快した．
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症例報告 2（粘膜）	 11:30 〜 12:30
座長：石丸 直澄・里村 一人

1-E-15
舌萎縮により発見された舌下神経鞘腫の
1例
1帝京大学医学部附属病院 歯科口腔外科,  
2日本大学 歯学部 口腔外科学講座

篠塚 啓二1,2, 花上 伸明1, 小原 研心1, 兼古 晃輔1,  
松本 英恵1, 飯高 生子1, 市ノ川 義美1

【緒言】神経鞘腫は Schwann 氏鞘に由来する良性腫瘍で，
知覚神経より発生することが多く，運動神経である舌下
神経に発生することは少ないとされている．その中でも，
頭蓋内舌下神経鞘腫はまれな疾患であり，しばしば診断
が遅れ，予後不良とされてきた．今回，一側の舌下神経
麻痺および舌萎縮を認めたため，MRI を撮影したところ，
舌下神経管内に限局した舌下神経鞘腫の診断を得た症例
を経験したので，報告する．【症例】患者は 69 歳の女性．
左側舌の腫脹、麻痺感を主訴に近医歯科を受診し，精査・
加療目的で当科紹介受診となった．口腔内所見として，
舌の左半分が萎縮し，やや左方へ偏位し，舌運動障害を
認めた．MRI 画像所見にて，明らかな腫瘍性病変は指摘
されず，左側舌は舌筋の萎縮，脂肪置換および弛緩を示
し，左舌下神経麻痺による変化を示した．中枢の病変に
よる舌下神経麻痺を疑い神経内科に対診したところ，頭
部 MRI にて，左舌下神経管内に辺縁が造影される腫瘤
を認め，舌下神経鞘腫を疑われた．その後，手術の適応
を検討するために，脳神経外科に対診となった．患者は4，
5 年前より左舌の腫脹を自覚されており，長期経過であ
り既に左舌の萎縮が著明であること，腫瘍は舌下神経管
内に限局し頭蓋内進展がないことなどから，手術適応は
乏しいとの判断となり，1 年後ごとの経過観察となった．
4 か月経過した現在，明らかな範囲拡大等の変化はなく，
経過観察中である．【結語】今回，舌萎縮により当科を
受診し，舌下神経鞘腫を発見した稀な症例を経験した．
画像診断，他科との連携の重要性を再認識させられた．

	

1-E-16
人工透析患者に発症したニコランジルに
よる難治性舌潰瘍の１例
1医療法人恵光会原病院 歯科・口腔外科,  
2福岡歯科大学 教育支援・教学IR室

原 巖1, 内田 竜司2

【はじめに】ニコランジルは、1975 年に日本で合成・開
発された抗狭心症薬であり 1984 年から国内で市販され、
広く使用されている。また、欧州各国では、1994 年より
販売されている。近年、ニコランジル服用患者に発症す
る副作用として難治性口腔潰瘍が報告されている。本副
作用は主にフランス、イギリスなどの欧州各国の報告が
多く、国内においての報告例は少ない。今回、われわれ
は診断に苦慮したニコランジルが原因と診断した透析患
者の難治性舌潰瘍を経験したので本邦報告例と比較し報
告する。

【症例】患者は 75 歳の女性　食欲の低下と右側舌縁の潰
瘍を主訴に来科。既往歴：1987 年より 2 型糖尿病に罹
患 1994 年よりインシュリン開始。その後末期腎不全に
より 1999 年血液透析開始。2006 年慢性閉塞性動脈硬化
症 (ASO) にて右側大腿切断術を施行。現病歴ならびに現
症：2014 年 1 月 21 日、食欲の低下が顕著に認められた
ため、口腔内を診査したところ右側舌縁部に潰瘍を認め
精査のため当科受診。口腔内所見では、右側舌縁部に 25
× 15mm の無痛性の潰瘍を認め、周囲に硬結を認めた。
癌性潰瘍を疑い病理組織検査を行ったところ、悪性所見
は見られなかった。環境改善のため口腔ケアの徹底と刺
激している歯牙の抜歯を行い、潰瘍は 7 × 5mm 大に縮小
したが消失は認められなかった。内服薬にニコランジル
15mg/ 日が処方されており、ニコランジルによる難治性
舌潰瘍を考慮し、休薬したところ約 1 ヶ月で消失した。
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1-E-17
乳児に生じた毛舌症の１例
一宮市立市民病院 歯科口腔外科

中村 友保, 村橋 璃香, 紀藤 一将, 竹内 豪, 佐藤 文彦

　毛舌症は舌背中央部の糸状乳頭が伸長し、黒色ないし
は灰白色の着色を生じたもので、抗生物質やステロイド
ホルモン剤などの長期投与により口腔細菌叢が変化して
生じるとされている。カンジダ菌などの影響なども指摘
されており、高齢者の口腔内にしばしば認められるが、
その成因については不明な点も多く乳児に生じたケース
はあまり報告されていない。今回われわれは、乳児に生
じた本症の１例を経験したので、その概要を報告する。
　症例は５ヶ月男児で、当院小児科に通院中であったが、
舌背中央部に毛舌を認め、抗真菌剤の塗布を行ったが改
善しないため、紹介にて平成 26 年 11 月に当科を受診し
た。現症：身長 59 センチ、体重 6.2kg、既往歴：左肺に
ブラを認め小児科にて経過観察中であったが、他に全身
的に異常はなく抗菌薬やステロイドなどは投薬はされて
いなかった。口腔内所見：舌背中央部に灰白色の糸状乳
頭の伸長を認めたが、他に明らかな異常所見はなかった。
経過：小児科での細菌検査ではカンジダ菌は陰性であっ
たため、機械的な清掃を行った。摘除物の病理検査の結
果は、角質の中に多数の細菌塊を認めたが、真菌は見ら
れなかった。3 回の処置で舌はほぼクリアになり、その
後の再発は認めていない。考察：毛舌または黒毛舌は何
らかの原因で糸状乳頭が伸長し、そこに色素が沈着した
ものとされている。高齢者に好発し、抗真菌薬が投与さ
れることも多いが、今回の細菌検査結果では真菌は確認
できなかった。そのため抗真菌薬の投与は行わず、機械
的な清掃を行うことで治癒が得られた。

	

1-E-18
歯性感染により除去に至ったオトガイ部
シリコンプロテーゼの1例
1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, 2独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央
病院 病理部

鈴木 理絵1, 小河原 克訓1, 齊藤 友護1, 森 弘輝1,  
石毛 俊作1, 佐藤 豊彦1, 小松 悌介2, 高橋 喜久雄1

【諸言】近年、美容形成外科領域では、下顎後退症に対
するオトガイ形成術においてシリコンプロテーゼを用い
る方法が多く選択される。しかしその偶発症は増加傾向
にあり、術後二次感染や下顎骨吸収等を起こす事が報告
されている。今回、歯性感染によりプロテーゼの除去に
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：47 歳女性。主訴：オトガイ部の腫脹、疼痛。現病歴：
右下犬歯部頬側歯肉腫脹に対し近医にて切開排膿術施行
した。その後、再度腫脹を認めたため、当科を受診した。
現症：オトガイ部に圧痛を伴う腫脹および同部から鎖骨
上縁にかけて発赤を認めた。また、下顎前歯歯肉頬移行
部に圧痛を伴う腫脹を認めた。画像所見：パノラマ X 線
写真より右下第一小臼歯及び犬歯根尖相当部に X 線透過
像を認め、CT 所見よりオトガイ部にシリコンプロテー
ゼと思われる X 線不透過像とその周囲には膿瘍腔がみら
れ、また、プロテーゼが接する下顎骨面には圧迫性骨吸
収を認めた。【臨床診断】右下犬歯歯根嚢胞を原因とす
るシリコンプロテーゼ感染を伴うオトガイ部膿瘍。【処
置および経過】初診日より抗菌薬を投与し、オトガイ下
部切開排膿術を行った。消炎後、全身麻酔下にて右下犬
歯抜歯術、歯根嚢胞摘出術、プロテーゼ除去術を施行し
た。【考察】下顎後退症に対するオトガイ形成術には下
顎骨骨切り法もあり、術後長期予後は良好だが、手術侵
襲が非常に大きいという欠点が挙げられる。その反面、
本症例のようにプロテーゼによる方法は術式が簡便で手
術時間も短い。しかしプロテーゼによる歯性感染の助長
や圧迫性骨吸収等の欠点も挙げられる。【結語】今回、我々
は、歯性感染により除去に至ったオトガイ部シリコンプ
ロテーゼの１例を経験した。本症例のような偶発症の可
能性を考慮しながら、客観的な医学的評価を患者に提供
し、同意に基づき、オトガイ形成術の術式の選択を慎重
にすべきであると考えられた。
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1-E-19
潰瘍性大腸炎患者に発症した巨大な舌潰
瘍の1例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

首藤 敦史, 川邊 睦記, 森寺 邦康, 高岡 一樹,  
野口 一馬, 岸本 裕充

【緒言】潰瘍性大腸炎（ulcerative colitis：UC）は，大腸
粘膜に潰瘍やびらんを生じる原因不明の非特異性炎症性
疾患で，炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease：
IBD）の 1 つである．発症の原因は明らかにされていな
いが，合併症として口腔粘膜病変を発症することがある．
今回われわれは，UC 患者に発症した巨大な舌潰瘍の 1
例を経験したので，概要を報告する．

【症例の概要】患者は 26 歳，女性．2015 年 10 月，舌潰
瘍と疼痛を主訴に当科を受診した．初診時，左側舌縁に
約 20 × 15mm の壊死性潰瘍を認めた．接触痛が強く，一
部血腫様に腫脹していたが，硬結は認めなかった．既往
歴に UC と中毒性巨大結腸症があり，2015 年 3 月に当院
IBD 外科にて結腸亜全摘術，回腸人工肛門増設術を受け
ており，二期的に残存直腸切除術と回腸嚢肛門吻合術を
予定していた．舌潰瘍の二次感染と診断し，接触してい
た歯の鋭縁を削合のうえ，デキサメタゾン軟膏とクラリ
スロマイシンを処方した．初診 4 日後，舌潰瘍は約 50 ×
30mm に増大し，疼痛により経口摂取が困難となってお
り，疼痛管理と栄養管理を目的に緊急入院とした．UC
に関連した口腔粘膜病変が強く疑われたため，確定診断
のため生検を勧めたが，患者の同意は得られなかった．
当院 IBD 外科と協議のうえ，初診 7 日後よりプレドニ
ゾロン 20mg/ 日を経静脈的に投与開始した．投与開始
後より舌潰瘍は縮小し，投与 8 日目時点で約 15 × 8mm
程度となった．疼痛も軽減したため，患者同意のうえ残
存していた潰瘍を局所麻酔下に切除した．病理組織検査
では，強い炎症反応を伴う潰瘍を認めたが，特異的な所
見は認めなかった．鑑別診断としてベーチェット病が挙
げられたが，当院リウマチ内科の精査により否定された．
これらの経過から，舌潰瘍は UC に関連した口腔粘膜病
変と判断した．切除後，再発などの異常所見は認めず経
過は良好である．

【結語】UC 患者の口腔粘膜病変では，原疾患に関連した
合併症を念頭に置く必要性が示唆された．

	

1-E-20
悪性腫瘍が疑われた舌背部の褥瘡性潰瘍
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

井手 健太郎, 大井 一浩, 小林 一彦, 定梶 嶺,  
宮澤 広樹, 宮澤 真優子, 平井 真理子, 加藤 広禄,  
中村 博幸, 川尻 秀一, 北原 寛子

【目的】今回我々は、悪性腫瘍が疑われた舌背部の褥瘡
性潰瘍の一例を経験したので、その概要を報告する。

【患者および経過】患者は 68 歳女性で、平成 27 年 3 月
頃から舌背部に違和感を自覚し近医歯科を受診したとこ
ろ、悪性腫瘍が疑われたため 4 月に当科を紹介受診と
なった。糖尿病と統合失調症にて外来通院治療中であっ
た。舌背部に直径約 20mm の無痛性で中央に潰瘍と周囲
に軽度の硬結および発赤を伴う病変が認められた。MRI
検査では、脂肪抑制 T2 強調像で舌正中頭側部に周堤を
形成するやや不正な高信号域が認められた。頸部リンパ
節には病的所見は認められなかった。ステロイド軟膏
を塗布したが病変は縮小せず、さらに増大を認めたため
悪性腫瘍を疑い組織生検を施行した。炎症性肉芽組織の
診断であったため、その後も軟膏塗布、含嗽、抗真菌薬
投与等を行ったが、３か月間経過しても改善しなかっ
たため病変を切除する方針とした。統合失調症があり
HbA1c が 7.5％で糖尿病のコントロールが良くなかった
ため、手術に先立ち当院代謝内科で入院下に血糖管理を
行った。血糖改善により病変は縮小したが、依然として
硬結を伴う潰瘍が消失しないため、9 月に全身麻酔下に
安全域を設けて切除した。術中病理検査では切除断端は
陰性で、切除標本病理組織検査では軽度の炎症性細胞浸
潤を伴う、重層扁平上皮の肥厚であり、上皮下には拡張
毛細血管や線維が増生する肉芽組織で周囲には線維化が
認められた。細胞異型や極性の乱れは明確ではなく、生
検と同様に炎症性肉芽組織の診断であった。

【結果】術後 40 日目で創部は上皮化し、その後は病変の
再発はなく、経過良好である。

【結論】悪性腫瘍が疑われた舌背部の褥瘡性潰瘍の一例
を報告した。糖尿病の改善により病変が縮小していた所
見から、糖尿病が関連する褥瘡性潰瘍と思われた。
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1-E-21
同種骨髄移植後に舌腫瘤を形成した慢性
GVHDの1例
天理よろづ相談所病院 歯科・口腔外科

野田 隆之, 新谷 素子, 由井 俊平, 内田 浩, 川本 知明

【目的】口腔は、造血幹細胞移植により高頻度に合併症
が現れる器官の一つであり、移植前では感染症や口内炎
が、移植後では移植片対宿主病（GVHD）が頻発する。
しかし、移植後に口腔粘膜に腫瘤が発生した症例の報告
は少ない。今回われわれは同種骨髄移植後に肉芽増殖性
腫瘤が舌に発生した慢性 GVHD 患者の 1 例を経験した
ので報告する。

【症例】患者は 42 歳女性。全身の倦怠感と発熱を主訴に
他院内科を受診し、汎血球減少が認められたため当院血
液内科を紹介された。急性骨髄性白血病の診断下、化学
療法を施行され血液学的寛解が得られた。しかし後の骨
髄検査で白血病の再燃が確認され、化学療法後の 20XX
年4月に非血縁者間同種骨髄移植が施行された。移植5ヶ
月後には口腔・眼乾燥症状が出現し、口腔に扁平苔癬様
病変が見られたため慢性 GVHD と診断された。免疫抑
制剤の継続投与が開始されたが同年 11 月、持続する舌
背の潰瘍を主訴に当科初診となった。当科初診時、舌背
全体に白色網状病変を認めその一部に潰瘍形成がみられ
た。口腔慢性 GVHD の診断下、口腔衛生指導を行った
が翌年 3 月再診時には潰瘍部に 10 × 8mm の肉芽様腫瘤
を形成した。免疫抑制剤を増量するも無効であったため、
5 月に周囲組織を含め腫瘤を切除した。病理組織学的診
断は、多数の毛細血管と炎症細胞の浸潤を伴う肉芽組織
であった。切除 8 か月経過後も再発は見られなかった。

【考察】骨髄移植をはじめとする造血幹細胞移植を受け
る患者は増加傾向にあるため、合併症である GVHD 患
者も増加しているものと考えられる。しかし過去の報告
では、渉猟し得た限り同様の症例は国内外で 14 例に限
られており、比較的まれな症例と考えられた。鑑別診断
として白血病細胞の浸潤や 2 次がん、移植後リンパ増殖
性疾患などがあげられるが、これらはいずれも患者の予
後に影響するため早期の組織学的診断が必須と考えられ
た。

唾液腺疾患	 9:30 〜 10:30
座長：阪井 丘芳・又賀 泉

1-F-1
Sjögren 症候群唾液腺における IP-10 
の発現制御機構
1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

青田 桂子1, 山ノ井 朋子1, 可児 耕一1, 高野 栄之1,  
桃田 幸弘1, 松本 文博1, 石丸 直澄2, 東 雅之1

【目的】Sjögren 症候群（SS）の唾液腺病変発症には、
各臓器構成細胞と浸潤 T 細胞との相互関係により産生さ
れるサイトカインやケモカインなどの関与が示唆されて
いる。本研究では、原発性 SS（pSS）患者口唇腺のマイ
クロアレイ解析の結果、過剰発現していたケモカイン、
IP-10 に着目し、不死化正常ヒト唾液腺細胞株を用いて、
IP-10 の発現制御機構を解明することを目的とした。

【材料および方法】pSS 患者 2 例と健常者 2 例の口唇腺
を用いてマイクロアレイ解析を行った。pSS 口唇腺に過
剰発現を認めた IP-10 および IP-10 のレセプターである 
CXCR3 の局在を免疫組織化学染色法にて検討した。次
に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）を用いて、IP-10 発現に影響を及ぼ
す分子を探索し、その分子メカニズムを解明した。

【結果】マイクロアレイ解析の結果、pSS 口唇腺におい
て IP-10 は 6.6 倍の発現上昇を認めた。pSS 口唇腺の免
疫染色では、IP-10 は導管細胞、腺房細胞ともに発現を
認めたが、導管細胞に強い発現を認めた。CXCR3 は導
管細胞、腺房細胞および CD3+T 細胞での発現は認めず、
CD68+ マクロファージに発現していた。唾液腺細胞株
を用いた解析では、導管細胞においては IFN- γ刺激に
より JAK/STAT 経路を介し IP-10 発現が上昇し、腺房
細胞においては TNF-α 刺激により NF-κB 経路を介し 
IP-10 発現が上昇することが明らかとなった。

【結論】唾液腺導管細胞と腺房細胞で IP-10 発現に影響
を与える分子は異なり、pSS 唾液腺における IP-10 過剰
発現には、T 細胞から分泌される IFN- γやマクロファー
ジから分泌される TNF-α が関与していると考えられた。
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1-F-2
シェーグレン症候群患者におけるセファ
ランチンの作用機序の解明
1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

山ノ井 朋子1, 青田 桂子1, 高野 栄之1, 可児 耕一1,  
松本 文博1, 桃田 幸弘1, 高瀬 奈緒1, 宮本 由貴1,  
石丸 直澄2, 東 雅之1

【目的】シェーグレン症候群（SS）患者の唾液腺組織で
は、病理組織学的に導管周囲のリンパ球浸潤と腺房構造
の破壊がみられる。これまでに我々は、不死化正常ヒト
唾液腺細胞株および SS モデルマウスを用いた基礎的研
究により、セファランチン（CEP）は腺房細胞において、
TNF-αによる IκB-αの分解を抑制することにより NF-κ
B活性を抑制し、MMP-9産生を阻止することを解明した。
そして、これにより腺房細胞と基底膜間の相互関係が安
定化し、腺房構造の破壊が阻止されると報告した。さら
に、SS 患者を対象とした臨床研究で、CEP 投与により
有意に唾液分泌量が増加することを明らかにした。本研
究では、SS 患者口唇腺に CEP が及ぼす影響を免疫組織
学的に検討した。

【材料および方法】本院倫理委員会で承認された臨床研
究に登録している SS 患者７例を対象とした。初診時と
CEP(6 mg/ 日 ) 投与 3 か月後の口唇腺を用いて、リン酸
化 IκB-α、p65、MMP-9 およびⅣ型コラーゲンの発現を
免疫組織化学染色法にて検討した。

【結果】初診時、浸潤リンパ球近傍の腺房細胞において、
リン酸化 IκB-α、p65 および MMP-9 の強発現を認めた。
P65 と MMP-9 においては核内に局在していた。CEP 投
与後は、浸潤リンパ球は減少し、腺房細胞におけるリン
酸化 IκB-αの発現は認めず、核内の p65 と MMP-9 の発
現も低下していた。Ⅳ型コラーゲンは腺房細胞基底膜に
発現しており、初診時はⅣ型コラーゲンの断裂を各所に
認めたが、CEP 投与後は改善されていた。

【結論】SS 患者口唇腺において、CEP は NF-κB 経路を
抑制することにより、MMP-9 産生を阻止し、腺房構造
の破壊を阻止することが示唆された。

	

1-F-3
マウス顎下腺由来上皮細胞株樹立と増殖
性細胞の特性解析に関する研究
1慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室,  
2慶應義塾大学医学部眼科学教室

池浦 一裕1,2, 川北 哲也2, 坪田 一男2, 角田 和之1,  
中川 種昭1

【目的】加齢や放射線治療による唾液腺萎縮に伴う口腔
乾燥症は患者の QOL を著しく低下させる。失われた唾
液腺の機能を回復させる方法として、唾液腺組織再生を
目指した研究は数多く報告され、ヒトやラットなどから
樹立した唾液腺細胞株が広く用いられている。しかしこ
れらの細胞株は腫瘍細胞や遺伝子改変動物由来でありマ
ウス由来の細胞株の報告はない。そこで野生型マウスの
顎下腺から細胞株を樹立し、この増殖性細胞について特
性解析を行うこととした。【材料および方法】3 週齢、メ
スの野生型マウスより顎下腺を摘出し、ヒアルロニダー
ゼ、コラゲナーゼにて酵素処理を行った。単離した細胞
は 0.1% ゼラチンコートを行った接着培養系にて低カル
シウム、無血清、コレラトキシン含有の CnT-07 培地を
用いて初代培養を行い、セミコンフルエントな状態で継
代培養を行った。【結果】野生型マウスから単離した顎
下腺由来上皮細胞は接着培養系において低カルシウム、
無血清、コレラトキシン含有培地にて 80 継代以上の安
定した長期培養をすることが可能であり、浮遊増殖能の
獲得は認めなかった。免疫組織化学染色では keratin-14、
keratin-18、p63 陽性であり唾液腺導管上皮基底細胞と
同様の表現型を呈することが認められた。また初代培養
と 87 継代目の細胞で細胞接着と細胞増殖におけるコレ
ラトキシンの作用を比較検討したところ、初代培養にお
いてコレラトキシンを使用することで有意に高い細胞接
着および細胞増殖が得られることが確認できた。さらに
STR 解析による培養細胞株認証ではマウス由来細胞株で
あることの認証を得た。【結論】既報告において高い増
殖能を有する細胞が多いとされる導管上皮基底細胞群を
培養条件のみで選択的に長期間培養することができる可
能性が示唆され、野生型マウスの顎下腺から細胞株を樹
立することに成功した。樹立した細胞株は同様の方法で
再現性も確認できており、唾液腺組織再生に向けた研究
において有用であると考えられた。
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1-F-4
口腔粘膜上皮細胞におけるCandida 
albicansによるIL-8の発現誘導とHO-1
の制御機構
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 
口腔外科学研究室

石田 陽子, 太田 耕司, 鳴瀬 貴子, 福井 暁子,  
加藤 大喜, 西 裕美, 武知 正晃

【目的】口腔粘膜上皮細胞は Candida albicans（Ca）の
感染によって IL-8 などの炎症性ケモカインを発現誘導
し，初期免疫応答を行うが，その一方で IL-8 の過剰な
産生が粘膜炎症を増悪，慢性化させることが報告され
ている．しかしながら Ca による IL-8 の発現誘導に関与
する経路やその制御機構については明らかにされていな
い．我々は以前の本学会で Ca 加熱死菌によって口腔粘
膜上皮細胞から誘導される遺伝子の網羅的解析によって
Heme oxygenase-1（HO-1）を同定し，Ca 構成成分β
-glucan によって HO-1 が発現誘導される経路を報告して
きた．今回，我々は口腔粘膜上皮細胞における Ca によ
る IL-8 の発現誘導経路と HO-1 の制御機構について検討
した．

【材料および方法】不死化口腔粘膜上皮細胞（RT7）に
Ca 生菌を添加した際の，IL-8 の発現を Real time-PCR 法，
ELISA 法にて検討した．Ca 生菌を添加した際に誘導さ
れるリン酸化蛋白の発現を Western blotting 法で検討し
た．siRNA による HO-1 ノックダウン細胞における IL-8
の発現，NF-κB の転写活性を ELISA 法，Transcription 
assay 法で検討した．

【結果】RT7 へ Ca 生菌を添加することによって IL-8 の
発現誘導が増加した．Ca で誘導される IL-8 の発現誘導
は NF-κB 阻害剤 Bay11-7082 の前処理によって抑制され
た．Ca 生菌の添加によって IκBα蛋白のリン酸化の亢進
と，NF-κB の核内発現の増加が示された．HO-1 ノック
ダウン細胞は，コントロール細胞と比較して，Ca 生菌
で誘導される IL-8 の発現と NF-κB の転写活性が著しく
増加することが示された．

【結論】口腔粘膜上皮細胞において HO-1 は Ca 感染に
よって活性化される NF-κB 経路を制御することによっ
て IL-8 の産生を調節している可能性が示唆された．

	

1-F-5
洗口液オラコンティ®の口腔乾燥改善効
果について～女性の口腔乾燥症患者にお
ける検討～
1鶴見大学 歯学部附属病院 口腔機能診療科, 2鶴見大学 歯
学部 口腔微生物学講座, 3鶴見大学 歯学部 口腔内科学講
座, 4鶴見大学 歯学部 地域歯科保健学, 5相模女子大学 栄養
科学部 応用栄養学研究室

中村 幸香1,2, 山近 重生1,3, 鶴本 明久4, 吉野 陽子1,5,  
前田 伸子2, 中川 洋一1

【目的】口腔乾燥症患者における市販の洗口液オラコン
ティ ®［オラコンティ CL2（長瀬産業、東京）］の代用
唾液としての口腔乾燥改善効果を検討した。

【方法】鶴見大学歯学部附属病院ドライマウス外来を受
診した女性の口腔乾燥症患者 15 名を対象とした。洗口
液オラコンティ ® の効果を、水による含嗽をコントロー
ルとして比較し検討した。主観的な口腔乾燥症状の改善
効果を問診票により把握し、客観的な口腔乾燥所見を口
腔水分量測定で評価し、口腔乾燥症状と口腔乾燥所見の
結果の両面から検討した。口腔水分量測定は、口腔水分
計ムーカス ® を用いた。

【結果】ベースラインの 1 回目の口腔水分量の測定値は
平均 27.6 ± 3.7（中央値 28.3）、洗口液で 30 秒間洗口した
後の 2 回目測定時は平均 29.3 ± 1.5（中央値 29.4）と上昇
していた。洗口液を使用した 20 分間経過後の 3 回目は
平均 29.2 ± 1.7（中央値 29.4）であり、ベースラインより
高い値で、かつ 2 回目の測定値を維持する傾向が認めら
れた。その後、水 15 mL で 30 秒間含嗽させた後の 4 回
目の口腔水分量は 28.4 ± 2.0（中央値 27.8）で、3 回目測
定値より低い傾向であった。水での含嗽の 20 分後の 5
回目の測定値は 28.7 ± 1.3（中央値 28.5）であった。問診
票の質問「口の中の乾燥感」は、5「乾燥している」か
ら 1「乾燥していない」までの 5 段階で評価した。試験
開始前の 1 回目のアンケート調査では平均 4.1（中央値 5）
と乾きが強い傾向であったが、洗口液使用 20 分経過後
の 2 回目調査は平均 2.2（中央値 1）と乾燥感が著明に改
善した。水での含嗽 20 分経過後の 3 回目は平均 3.3（中
央値 3）で 1 回目よりもやや低い値であった。

【結論】洗口液オラコンティ ® は、主観的な口腔乾燥症
状と客観的評価による口腔粘膜水分量の両方において改
善効果を示したため、口腔乾燥症への対処に用いるのに
適していると考えられた。

【COI】本検討は受託研究であり、洗口液オラコンティ ®

ならびに必要な研究費は長瀬産業から提供された。
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1-F-6
慢性閉塞性唾液腺炎に対する新しいマイ
クロバーの使用経験
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

山本 信祐, 竹信 俊彦, 前田 圭吾, 高地 いづみ,  
大谷 紗織, 平井 雄三, 谷池 直樹

慢性閉塞性唾液腺炎は、反復性の唾液腺腫脹や疼痛によ
り特徴付けられ、唾石や異物、導管の狭窄、ねじれなど
の局所因子により生じる疾患である。導管の閉塞は唾液
の流れによどみを生じ、唾液腺炎を繰り返す。最近では、
唾液腺内視鏡が開発され、慢性閉塞性唾液腺炎の診断や
治療に広く応用されている。今回われわれは、耳下腺管
の強い狭窄により生じた慢性閉塞性耳下腺炎に対し、耳
下腺内視鏡下に新しいマイクロバーを使用し、良好な結
果を得た 1 例を経験したので、その概要を報告する。患
者は 48 歳女性で、右耳前部の反復性腫脹、疼痛を主訴
に来院した。1999 年頃より上記症状を繰り返しており、
2013 年に某大学病院耳鼻咽喉科を受診した。2014 年に
は同耳鼻咽喉科で耳下腺内視鏡手術を受けたが、右耳下
腺管の狭窄が著しく、経過観察となった。その後、徐々
に右耳前部の腫脹、疼痛が増悪し、2014 年 10 月に当科
を受診した。CT では、耳下腺に唾石を疑う所見は認め
なかった。臨床経過より、右慢性閉塞性耳下腺炎と診断
し、同年 11 月、全身麻酔下に耳下腺内視鏡手術を施行
した。耳下腺移行部やや前方で右耳下腺管は強度に狭窄
しており、バルーンカテーテルにより拡大を試みたが、
十分な拡大は得られなかった。術後より、右耳下腺管内
に 20G プラスチックカニューレ型穿刺針外筒（以下、カ
ニューレ）を留置し、経過観察を行なった。術後約 1 か
月頃から、術前と同様の腫脹、疼痛を繰り返すようにな
り、カニューレの挿入も困難となった。2015 年 7 月、全
身麻酔下に再度耳下腺内視鏡手術を施行した。前回同様、
右耳下腺管に強度の狭窄を認めたため、マイクロバーを
用いて狭窄部の癒着を剥離し、形成を行った。右耳下腺
管内に 16G カニューレを 6 週間留置し、その後 20G カ
ニューレの留置を継続した。現在、術後 6 か月が経過し、
右耳前部の腫脹、疼痛ともに認めず、経過は良好である。

	

1-F-7
当科におけるシェーグレン症候群患者の
臨床的検討―JPN基準とACR（SICCA）
基準の特徴―
獨協医科大学 医学部 口腔外科

永山 敦子, 川又 均, 土田 修史, 内田 大亮

【背景・目的】本邦でのシェーグレン症候群（SS）の診
断には厚生労働省シェーグレン症候群研究班基準（1999 
年：JPN 基準）が広く用いられている．国際的には
1965 年以降，11 種類の SS の診断基準（あるいは分類
方法）が報告されており，その中でも米国・欧州改訂
分類基準（2002 年，AECG 基準）と，最近 Sjögren’s 
International Collaborative Clinical Allianc（SICCA）が
提案し，米国リウマチ学会が承認した診断基準（2012 年，
ACR 基準，いわゆる SICCA 基準）が汎用されている．
また，それぞれの診断基準の Validation study（検証研究）
が行われている．本研究では， ACR（SICCA）基準と比
較した JPN 基準の特徴を明らかにすることを目的とし
た．

【対象・方法】対象は，1995 年から 2015 年 6 月までの約
20 年間に当科で JPN 基準を用いて SS と診断した症例
394 例で女性 335 例 85％，男性 59 例 15％であった．年
齢分布は，50. 代，60 代，70 代の順に多かった．これら
の患者を，後ろ向きに ACR（SICCA）基準を用いて再
度診断し，その相違について検討した． 

【結果】1．JPN 基準では SS と診断されていても，ACR
（SICCA）基準を満たさなかった症例が 24 ％含まれて
いた．2．ACR（SICCA）基準を満たさないが JPN 基準
では SS と診断されていた症例は，ACR（SICCA）の項
目にはない口腔検査が陽性であった．

【考察．結論】これまでの Validation study では，真の
SS 患者の設定を主治医の判断として，JPN，AECG，
ACR（SICCA）診断基準の，感度，特異性を検索して
いることが問題である．SS が自己免疫をベースに発症
していることを考えると，血清学的な異常や組織学的な
異常がない症例で，症状（眼乾燥感，口腔乾燥感）のみ
で診断すると，過大診断する可能性を秘めていると思わ
れた．真の SS 患者が特定できない限り，それぞれの診
断基準の感度，特異度を検索することはできないが，そ
れぞれの基準の特性を理解したうえで，有効に利用する
ことが肝要であろう．
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骨折及び顎関節症	 10:30 〜 11:30
座長：覚道 健治・古森 孝英

1-F-8
下顎関節突起骨折96例の臨床的検討
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

小池 和茂, 宮㟢 晃亘, 佐々木 敬則, 都倉 尭明, 西山 
廣陽, 島西 真琴, 荻 和弘, 平塚 博義

【背景】下顎関節突起骨折の治療方針は施設によって異
なり、未だ統一した見解が得られていない。当科では咬
合異常を認める偏位、転位あるいは脱臼骨折で、小骨片
に縦骨折や粉砕骨折のない症例では積極的に観血的整復
固定術 (ORIF) を施行している。今回、当科で治療した
下顎関節突起骨折 96 例の臨床的検討を行ったので報告
する。

【対象および方法】2006 年 1 月から 2015 年 12 月までの
10 年間に札幌医科大学附属病院歯科口腔外科で治療した
下顎関節突起骨折 96 例を対象とした。性別内訳は男性
56 例、女性 40 例で、年齢は 3 ～ 84 歳（平均年齢 42.0 歳）
であった。

【結果】両側性下顎関節突起骨折が 24 例、片側性が 72
例であった。骨折の様態は下顎関節突起単独が 46 例、
下顎重複骨折が 50 例であった。96 例 120 関節の骨折線
レベルの分類は、頭部が 15 例 19 関節、上頸部が 17 例
25 関節、下頸部が 25 例 31 関節、基部が 35 例 37 関節、
その他が 7 例 8 関節であった。受傷原因は転倒が最も多
く 43 例、次いで交通外傷 21 例、転落 9 例で、飲酒によ
るものが 10 例であった。来院経路は当院救命救急セン
ター 21 例、一般歯科医院 17 例、夜間歯科急病センター
13 例、病院歯科 8 例、他院脳神経外科 5 例、院内他科 4
例、その他 28 例であった。ORIF を施行した 43 例 48 関
節（頭部：6 例 6 関節、上頸部：6 例 6 関節、下頸部：8
例 11 関節、基部：23 例 25 関節）の手術アプローチ法は
下顎下縁または下顎枝後縁切開が 14 例 15 関節、耳前部
切開が11例13関節、口腔内切開が18例20関節であった。
骨片固定法はミニプレート＋スクリューが 40 例 42 関節、
スクリューのみが 5 例 5 関節であった。

【考察】下顎関節突起骨折に対する ORIF は術後早期の
QOL 向上に寄与することが示唆された。骨折の様態に
加え年齢や全身合併症を考慮した治療法選択が重要と考
えられた。

	

1-F-9
下 顎 骨 関 節 突 起 骨 折 に 対 す る
Retromandibularアプローチによる観
血的整復固定術の有用性
1島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座,  
2香川県立中央病院 歯科口腔外科,  
3隠岐病院 歯科口腔外科,  
4松江市立病院 歯科口腔外科

管野 貴浩1,2, 助川 信太郎2, 狩野 正明1, 辰巳 博人1,3,  
渡邊 正章1, 小池 尚史1, 吉野 綾1, 成相 義樹1,4,  
古木 良彦2

【目的】下顎骨関節突起骨折への観血的整復固定術 (OR-
IF) の適応は , 早期機能回復と解剖学的形態回復を可能
とする . われわれは , 関節突起頸部や基底部などの低位
骨折に OR-IF を適応することが多く , 良好な予後成績を
得ている . 特に , Retromandibular アプローチ (RMA) は
小さな下顎後方切開から優れた術野の展開が可能なアプ
ローチとして有用性が高い . 今回 , 本術式を応用した症
例の , 術後併発症を含めた臨床的予後を評価検討した . 

【対象】島根大学医学部附属病院および香川県立中央病
院歯科口腔外科にて本術式を適応し , 術後 6 か月以上の
十分な評価検討を行えた関節突起骨折 50 例 55 関節（男
性 35 例 , 女性 15 例 , 平均年齢 44.5 歳）とした . 固定に
は 2 枚のロッキングミニプレートまたは関節突起専用 3
次元ロッキングミニプレートを用い , 顎関節 Buttress へ
の Rigid-fixation を原則とした . 術後臨床的および X 線
学的予後を評価検討した . 【結果】全例で , 良好な関節突
起の整復固定が可能で , 早期機能回復が可能であった . 
術後 7 例 (12.7%) に , 顔面神経麻痺を認めたが , いずれも
一過性のものであり完全治癒した . これらは , 統計学的
に有意に関節突起頸部転位脱臼骨折症例に多く認められ
た (p<0.05). その他の併発障害はいずれも軽微であり , す
べて一過性のものであった . 顎口腔機能回復は良好で , 
X 線学的予後評価においても全例完全治癒が得られた . 

【結論】RMA による関節突起骨折 OR-IF は , 手術操作性
に優れ , 短時間にて低侵襲で良好な整復固定手術が可能
であり , 早期社会復帰と顎関節の形態および機能回復を
可能とする . 一方 , 関節突起頸部転位脱臼骨折症例に対
しては , 術後一過性であっても顔面神経麻痺を来すこと
が多く , 手術においては十分な注意と臨床的経過観察が
必要である .
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1-F-10
下顎骨骨折による外傷性顎動脈瘤の1例
旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

柴山 尚大, 吉田 将亜, 佐藤 栄晃, 岡 久美子,  
藤井 ふみ, 吉田 貴恵, 竹川 政範, 松田 光悦

【緒言】外傷性動脈瘤は，特に四肢などの外傷を受けや
すい部位に発症することが多く，外頸動脈およびその分
岐に発症する動脈瘤は非常にまれである．これらの病変
は破漏すると大出血による生命の危険性があり，早期の
診断と治療が重要とされる．今回われわれは，下顎骨
骨折による外傷性顎動脈瘤の 1 例を経験したので報告す
る．【症例と経過】患者；86 歳，女性．主訴；下顎骨骨
折の精査加療目的．既往歴；高血圧で内服加療中．現病歴；
2015 年 11 月○日 10 時頃散歩中に転倒し，顔面を地面に
強打して受傷した．地元市立病院耳鼻科に受診したとこ
ろ，頭蓋内出血や骨折は認めなかったが，下顎骨骨折を
認めた．外来待機中に呼吸困難を訴え，ミダゾラム投与
下で経鼻挿管され，15 時 40 分当院救急外来に緊急搬送
された．現症；全身所見；血圧 220/120mmHg，HR80/
min，SpO2 100%( 酸素 5L 投与下 )，呼吸数 20/min。口
腔外所見；左顎下部から左頰部かけて腫脹と皮下出血斑
を認めた．口腔内所見；軟口蓋の左側に粘膜下血腫様の
腫脹と発赤を認めた．単純 CT 画像検査では下顎骨骨折

（右側下顎頭，左側下顎枝）を認めた．受傷 2 日目左側
頸部の腫脹の増大とヘモグロビン濃度が 11.2 から 9.1g/
dl へ急激な低下を認め，頸部の出血を疑った．造影 CT
検査を行ったところ，左側下顎枝の骨折線上にある下顎
小舌付近において，顎動脈に仮性動脈瘤を認めた．当院
放射線科に対診し，外傷性顎動脈瘤に対し経カテーテル
塞 栓 療 法（transcatheter arterial embolization，TAE）
を手術に先行して行った．受傷後 3 日目全身麻酔下で下
顎骨骨折観血的整復固定術を施行した．術後は再出血も
なく下顎骨骨折部の治癒も順調に経過した。【結語】受
傷後，急速な腫脹をきたす顔面外傷症例は，硬軟両組織
の損傷を診断して初期治療を開始すべきであると考えら
れた。

	

1-F-11
外耳道骨折を伴った下顎骨骨折の2例
長野市民病院 歯科口腔外科

横井 啓, 野池 淳一, 酒井 洋徳

頤部の強打により介達的に外耳道骨折を来す事が有るが
報告は少ない．今回われわれは，外耳道骨折を伴った下
顎骨骨折の 2 例を経験したので概要を報告する．症例 1:

【患者】17 歳，男性．【現病歴】2015 年 8 月転倒し頤部
を強打．救急外来にて下顎骨骨折を指摘され当科受診．

【既往歴】特記事項無し．【初診時所見】頤部，下唇に各
2cm の裂傷を認め咬合は後方に落ち込み不正であった．
また，右外耳道より少量出血を認めた．CT 画像では両
関節突起，下顎体正中，右外耳道前壁に骨折を認めた．

【処置および経過】下顎体正中の骨折は観血的整復固定
を実施，関節突起骨折は保存的加療とした．外耳道骨折
については耳鼻咽喉科に対診，狭窄は軽度で有り保存的
加療となった．受傷後 2 か月の時点で聴力障害は認めず
経過は良好である．症例 2:【患者】85 歳，女性．【現病
歴】2015 年 9 月転倒し頤部を強打した．救急外来にて右
関節突起骨折を指摘され当科受診．【既往歴】高血圧症，
期外収縮，白内障，卵巣がん ( 婦人科にて手術予定 )．【初
診時所見】頤部に 1cm の裂傷を認めた．左耳前部に腫
脹を認め下顎は左方偏位，2 横指程度の開口制限を伴っ
ていた．また左外耳道より出血を認めた．CT 画像では
左関節突起と左外耳道前壁に骨折を認めた．【処置およ
び経過】外耳道骨折については耳鼻咽喉科に対診，前壁
部より出血を認めガーゼパッキングにより止血と狭窄防
止を図った．軽度の骨伝導低下を認めたが，外耳道狭窄
は軽度であるため保存的加療の方針となった．左関節突
起部骨折については保存的加療を行った．3.5 横指開口
可能となり受傷後 3 週間で婦人科に転科，卵巣摘出術を
行い受傷後 5 週にて退院となった．外耳道骨折は関節突
起骨折の後方脱臼時にみられる稀な合併症とされている
が，肉芽形成から瘢痕化をきたし閉鎖へと進展する可能
性もあり早期の外科的対応が必要となる事もある．関節
突起骨折の加療に際しては，CT 画像や外耳道皮膚の損
傷の有無などで十分確認を行う必要が有ると思われた．
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1-F-12
睡眠障害とストレスが顎関節症の症状に
与える影響
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

小林 大輔, 杉山 健太郎, 西堀 陽平, 重松 司朗

【緒言】顎関節症の発症に関与する因子は多因子性であ
り，睡眠障害やストレスもその一因とされてはいるが，
その因果関係についての研究は少なく，十分に解明され
ていない点も多い。そこで今回，顎関節症患者，特に咀
嚼筋痛障害を有する患者に対し睡眠障害およびストレス
との関連性について質問票を用いて検討を行った。【対
象および方法】対象は 2015 年 4 月 1 日から同年 12 月 31
日までに当科を受診した咀嚼筋痛障害を有する顎関節症
女性患者 30 名および健康女性ボランティア 30 名である。
睡眠障害についてはピッツバーグ睡眠質問票を用い，ス
トレスに関しては General Health Questionnaire 28( 日
本版精神健康調査法 28 項目短縮版　以下 GHQ28) を用
いて調査を行った。また患者群に対する調査項目は咬筋
部の圧痛，開口時痛および日常生活支障度としこれらを
Visual Analogue Scale で評価した。患者群とボランティ
ア群のスコアの比較には Mann–Whitney U test を，患
者群における症状とスコアの関連性については２項ロジ
スティック回帰分析を用いた。統計解析用ソフトは IBM
社製 SPSS・Version 21.0 を使用した。【結果】患者群の
平均年齢は 47.8 歳，ボランティア群の平均年齢は 47.2
歳で両群に有意差はなかった。ピッツバーグ睡眠質問票
のスコアおよび GHQ28 のスコアはともに有意に患者群
が高かった（P<0.01）。また，GHQ28 のスコアと圧痛の
VAS 値に有意な関連を認めた（P<0.05）。【結論】スト
レスや睡眠障害に起因すると考えられているくいしばり
や歯ぎしりが，顎関節症，特に咀嚼筋痛障害の発症に関
連を持つことが改めて示唆された。

	

1-F-13
急性化膿性顎関節炎から硬膜外膿瘍をき
たした1例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

髙橋 佑佳, 川上 哲司, 松末 友美子, 山本 育功美,  
桐田 忠昭

【緒言】抗菌薬が普及した近年において，顎関節部の化
膿性炎症は比較的少ない．今回われわれは，急性化膿
性顎関節炎から硬膜外膿瘍をきたした 1 例を経験した
ので報告する．【症例の概要】患者は 32 歳の女性．2015
年 4 月に右側耳前部の疼痛，腫脹および開口障害が生
じ近医耳鼻科を受診した．その後，疼痛が増強し，腫
脹も顎下部に拡大したため，翌日に当院耳鼻咽喉科を受
診．右側耳下腺炎を疑い CT 撮影を行ったところ，右側
顎関節部に炎症所見を認めたため当科紹介受診となっ
た．初診時，全身倦怠感が強く，体温 36.7℃．右側顎関
節部に腫脹，強い自発痛および右頸部痛を認めた．ま
た，開口量 5mm と開口障害が強く，咬合不全が認めら
れたが，口腔内に炎症所見は認めなかった．血液検査は
WBC:12900/μl，CRP:13.3mg/dl．造影 CT では右側顎
関節部に液貯留および周囲に異常濃染と頭側の錐体骨内
に骨破壊を認めた．造影 MRI では右側顎関節上関節腔
内に T2 強調像で高信号が認められ，咀嚼筋間隙や側頭
筋内側にも異常信号を認めた．膿瘍は中頭蓋窩の頭蓋底
に拡大し，同部の硬膜は肥厚していたが，硬膜内に膿瘍
形成は認めなかった．右側急性化膿性顎関節炎および硬
膜外膿瘍の診断にて緊急入院となった．右側顎関節部を
穿刺し，黄褐色で粘稠な膿汁 4ml，浸出液 8ml を吸引し
て，関節腔内を洗浄した．硬膜外膿瘍については脳神経
外科へ対診し，髄膜炎症状を認めなかったため保存的加
療とした．細菌検査から起炎菌は同定できなかったが，
PSSP による感染を疑い抗菌薬の経静脈投与を開始した．
翌日には開口量は 20mm まで増大し，疼痛も軽減した．
1 週間後の CT 所見では炎症は改善傾向であり，頭蓋内
へ炎症が波及することなく，入院 14 日目に退院となっ
た．【結語】急性化膿性顎関節炎から硬膜外膿瘍をきた
した 1 例を経験した．頭蓋内への炎症の波及は，急激に
致死的な経過をたどることもあるが，早期のドレナージ
と適切な抗菌薬の使用により，良好な経過が得られた症
例であった．
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1-F-14
上顎水平半埋伏智歯周囲炎に起因すると
考えられた10年以上の病歴を有する強
い開口障害症例
赤穂市民病院 歯科口腔外科

村上 賢一郎, 柴岡 秀人, 中塚 真愛

症例は 58 歳の男性、開口障害を主訴に 2014 年 5 月に受
診した。病歴では 10 年ほど前から徐々に開口制限が出
現するも、無症状にて放置、しかし 2 ～ 3 年前から１横
指の開口障害に至ったため来院した。顎と顔貌所見には
特筆所見ないが、開口度は 10mm 弱で硬性の開口障害を
呈した。口腔衛生状態では多発齲蝕や重度の歯周病など
の所見はなかった。末梢血検査では軽度貧血を認めるの
みで、Ｘ線所見では左右下顎頭と顎関節には異常所見が
なかったが左側上顎智歯は歯冠を後方に向けた水平半埋
伏の所見であった。CT 所見では左側上顎智歯周囲骨に
は吸収像を診たが、不整な吸収所見はなかった。頸部リ
ンパ節の腫大や硬結を認めず、さらに CT 造影検査で頭
頸部領域に腫瘍性疾患を疑わせる所見はなかった。口内
の智歯部を精査すると周囲歯肉には発赤、肉芽様組織、
歯垢と歯石が見られたが排膿なく腫瘍性変化などはみら
れなかった。下顎枝外斜線部の口腔粘膜が一部肥厚し、
狭小な視野をさらに妨げていた。
以上から左側上顎の慢性智歯周囲炎とその瘢痕性拘縮の
疑いにて、抗菌薬投与を開始した。7 月に患部大臼歯部
のスケーリングを実施したが、依然として硬性の開口障
害と、下顎枝外斜線部の口腔粘膜には緊張と強い痛みが
みられた。その後の経過でデンハルトの開口器の先端の
挿入はかろうじて可能となってきた。9 月に局所麻酔下
に抜歯を行った。開口器にて 20 ｍｍ程度の開口を得て、
抜歯と周囲軟組織の採取を行い病理診断に出した。病理
診断は慢性炎症性所見で、抜歯と消炎後は上下顎歯間
に木べらの挿入による開口練習を開始し、当初は開口度
20mm 弱の状態が、10 月には開口器を用いて 26mm と
なり、この時点で咬合床副子を作成し、就寝時装着を開
始し、さらに練習を継続した。10 月末には 29mm、11
月には強制で 31mm、12 月でも 32mm の開口度であっ
たが、本年 1 月の時点で自発開口度 34mm、同手指でア
シストして 35mm に改善し、側方運動も良好で下顎頭の
滑走運動も良好に経過している。

周術期	 11:30 〜 12:30
座長：新井 直也・片倉 朗

1-F-15
昭和大学横浜市北部病院周術期管理チー
ムにおける歯科・歯科口腔外科の取り組
み
1昭和大学横浜市北部病院 歯科・歯科口腔外科,  
2昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

葭葉 清香1,2, 加藤 光佑2, 伊藤 千洋2, 渡辺 仁資1,2,  
鎌谷 宇明2, 代田 達夫2

入院日数の短縮化、早期離床を促す事による合併症の軽
減、在日日数の短縮による医療費の削減など医療を取り
巻く環境の変化から、医療において以前にも増してより
安全性・効率性が求められている。周術期における多職
種の連携の必要性が周知されつつあるが、口腔内管理
についてシステム化され軌道に乗っている施設は多くな
い。昭和大学横浜市北部病院において、2014 年 9 月に周
術期外来が発足し、周術期管理チームの立ち上げが行わ
れた。歯科・歯科口腔外科も構成メンバーの一員として
周術期における口腔内管理に取り組んできた。2014 年 9
月から 2015 年 3 月までの期間に周術期外来を介して歯
科受診をした総患者数は 623 人であった。診療科依頼別
としては、消化器センター、整形外科、産婦人科からの
依頼が多くなっていた。口腔内処置として全身麻酔の際
の気管内挿管にあたって動揺歯の固定のマウスピースを
作成した症例は 66 件であり、動揺歯の暫間固定を必要
とした症例は 43 件であった。また、抜歯を含めた外科
処置を必要とした症例は 24 件であった。手術前・後の
口腔内環境において改善を認め、術後の肺炎等の合併症
のリスクの軽減を行うことが出来た。また、気管内挿管
に伴う歯牙の損傷・脱落のリスクの軽減も行うことが出
来た。今後も総合病院の歯科・歯科口腔外科として、口
腔内管理の推進からより安全な周術期医療の貢献に努め
ていくことが求められる。
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1-F-16
当院における周術期口腔機能管理の取り
組みと今後の課題
1吹田徳洲会病院 歯科口腔外科,  
2八尾徳洲会総合病院 歯科口腔外科,  
3大阪大学歯学部付属病院第一口腔外科

松賀 ひとみ1, 石橋 美樹1, 占部 一彦2, 天野 怜子3,  
古郷 幹彦3

【目的】2014 年の周術期口腔機能管理料の保険料改定に
伴い、病院歯科における周術期口腔機能管理の重要性が
より一層注目されている。がん患者・心臓血管外科患者
の治療前後に口腔ケアを行うことで口腔機能の維持、合
併症抑制が期待される。当院は 2014 年 7 月に新設され
た病院で、現在まで周術期の口腔ケア施行に対する体制
を整えてきた。当院の周術期口腔機能管理の取り組みと
今後の課題について報告する。

【対象及び検討項目】2014 年 7 月から 2015 年 12 月まで
の間に当院医科で行われた全身麻酔下での手術 549 例の
うち、がん・心臓手術患者 167 例と同期間に化学療法を
施行した患者 87 例を対象とした。当院医科より歯科口
腔外科に依頼され、周術期口腔機能管理を行ったのは 93
例（男性：52 名、女性：41 名）で、平均年齢は 68.0 ±
14.5 歳であった。これらについて、依頼数の内訳につい
て検討した。

【結果】①がん・心臓手術前後の依頼は 66 例、化学療法
施行前後の依頼は 27 例であった。
②がん・心臓手術前後の依頼は心臓血管外科が 30 例、
消化器外科が 22 例、呼吸器外科が 14 例であった。
③化学療法施行前後の依頼は乳腺外科が 8 例、腫瘍内科
が 7 例、産婦人科が 6 例で全体の約 8 割であった。
④がん手術前の依頼は 49 例、手術後の依頼は 17 例で、
手術前に依頼された症例において手術までの平均日数
は、全体で 4.2 ± 6.9 日であった。

【結論】当院での周術期口腔機能管理の施行は未だ十分
ではないが、これまでの研究結果より、その有用性は示
唆されている。今後は、さらに介入数の増加を目指すた
めに医科歯科におけるチーム医療の構築が重要である。
疾患ごとのプロトコールの作成や、院内啓発活動の実施、
クリニカルパス導入などを模索していくことが課題であ
る。

	

1-F-17
入院時口腔スクリーニングの現状
1岡谷市民病院 歯科口腔外科,  
2信州大学医学部歯科口腔外科学教室

林 清永1, 池田 裕子2, 小山 吉人2, 栗田 浩2

【目的】平成 27 年 10 月に特殊歯科口腔外科が開設され
た。開設の目的の一つとして入院患者の口腔機能向上が
あり、歯科専門職として様々な対応を行ってきた。入院
直後から適切な口腔管理が行えることを目的に、入院患
者の口腔内を歯科医師が確認し、歯科治療および口腔ケ
アの必要性などを判断、治療勧告や、看護師に対して口
腔ケアの指示を行うこととなった。12 月より開始し 20
日弱が経過したため、現状の把握を行い、今後の対応に
ついて検討するために調査を行った。

【方法】入院時口腔スクリーニングの際に用いたスクリー
ニング用紙、電子カルテより内容の抽出を行った。
調査期間及び対象患者
平成 27 年 11 月 30 日から 12 月 17 日に当院に入院し、
入院時口腔スクリーニングを行った 20 歳以上の患者
190 名を対象とした。男性 99 名女性 91 名、平均年齢は
73. １歳（22-98 歳）であった。

【結果】歯科口腔管理が必要と判断された患者は 72 名
（37.9％）で、内容は歯科的介入が 18 名、口腔ケアが 54
名であった。歯科的介入が必要と考えられた 18 名中７
名では、緊急処置（義歯修理が 4 名、動揺歯の処置が 2 名、
口腔粘膜損傷 1 名）が必要であると判断されたが、実際
に治療を希望され処置が行われた患者は 2 名のみであっ
た。緊急性がないと判断された患者は 11 名で、動揺歯
抜歯が 2 名、う蝕治療および抜歯が 3 名、う蝕処置が 1 名、
義歯調整が 5 名であったが、すべての患者で治療が行わ
れなかった。義歯を使用していた患者は 74 名（38.9％）
であり、そのうち義歯を装着したまま寝たていた患者は
54 名（義歯装着患者の 70.2％）であった。

【考察】歯科治療の緊急性が高い患者のうちごく少数し
か実際の治療に結びついておらず、改善が必要と考えら
れる。口腔ケアが必要とされた患者は全体の 28.4% で
あったが、実際に看護師より口腔ケアが行われたかどう
かの調査が今後必要であると考えられた。義歯を装着し
たまま寝ている患者が義歯装着患者の大半であり、義歯
の使用方法について患者教育を徹底する必要性があると
考えられた。



182

口
演（
4
月
16
日
）

	

1-F-18
エイズ北陸ブロック拠点病院における歯
科のHIV診療体制整備の取り組みの現状
と問題点―第2報―
1石川県立中央病院歯科口腔外科,  
2国立病院機構名古屋医療センター歯科口腔外科,  
3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2

宮田 勝1,2,3, 高木 純一郎1, 名倉 功1, 宇佐美 雄司2,  
坂下 英明3

【緒言】石川県立中央病院は、エイズ北陸ブロック拠点
病院である。2010 年の第 64 回日本口腔科学会学術集会
において、「エイズ北陸ブロック拠点病院における歯科
の HIV 診療体制整備の取り組みの現状と問題点」につ
いて報告した。今回、第 2 報として、その後の取り組
みの現状と問題点について報告する。【対象・方法】石
川県立中央病院が開催主体として取り組んできた HIV
歯科診療に関する研修会・講習会ならびに石川県歯科
医師会と協働で開催した HIV 医療講習会と、そのアド
バンスコースとしての感染防御・ラッピング実習を対
象として、開催記録やアンケート調査を検討した。【結
果】1997 年度から、2009 年度までの研修会では、主に、
HIV 感染症の理解と歯科診療における感染対策を中心に
開催してきた。2010 年度からは、主に患者さんの受け入
れに関するネットワーク作り、感染対策の実習研修、暴
露時の対応についての研修が主となってきた。県行政、
県歯、拠点病院の 3 者での構築会議の開催を契機に、県
歯の取り組みも進み、石川県においては、受け入れ先の
診療所が増えた。現在、石川県では 7 か所の診療所で実
際の診療を担当している。患者数は北陸の中では、石川
が多いが、富山、福井県でのネットワーク作りを展開す
る必要があり、各県の中核拠点病院との連携を密に進め
る必要がある。【結論】歯科診療所での歯科治療の受け
入れは確実に増えてきている。歯科医療ネットワークの
構築は北陸でも進みつつある。患者・医療機関双方が安
心できる環境作りが求められており、今後も継続的な講
習会の開催による啓蒙活動と、県行政、県歯、拠点病院
の 3 者の協働活動が重要である。

	

1-F-19
大阪医科大学附属病院における周術期口
腔機能管理の実態調査
大阪医科大学 医学部 感覚機能形態医学講座 口腔外科学
教室

水野 紗斗子, 木村 吉宏, 越智 文子, 田口 尚吾,  
橋口 範弘, 寺井 晴彦, 植野 高章

大阪医科大学附属病院歯科口腔外科は H23 年 11 月から
口腔ケアチームを立ち上げ，院内各診療科と口腔衛生管
理を通じて医療の質の向上に努めている．H24 年度に策
定された新たな「がん対策推進基本計画」に基づく歯科
保険改正に伴い周術期口腔機能管理が新設された．さら
に H26 年度の歯科保険改正では「周術期における口腔
機能の管理等，医療機関相互の連携」が追加され，紹介
元の診療科の手術に加算が策定できるようになるなど，
周術期口腔衛生管理がますます重要視されつつある．周
術期口腔機能管理が保険導入されて以来，院内各診療科
からの口腔衛生管理の依頼が急増している．今回われわ
れは，本院における過去４年間の周術期口腔機能管理の
実態調査を行ったので報告する．H24 年 4 月より H27
年 9 月にかけての周術期口腔機能管理を策定した初診患
者数年次推移，紹介元の診療科分布を中心に解析を行っ
た．結果は H24 度年が計 539 人，H25 年度が計 590 人，
H26 年度が計 571 人，H27 年度が計 580 人であった．特
に H27 年度は半期で前年と同等の患者数を認め著名な
増加を認めた．これは H26 年度の歯科保険改正により，
医科歯科連携による口腔ケアが推進され始めたことが要
因の 1 つであると考えられる．また，当初から心臓血管
外科や耳鼻咽喉科頭頸部外科からの紹介患者数は多く，
H27 年度は呼吸器外科，婦人科・腫瘍科，腎臓泌尿器外
科，呼吸器内科などからの紹介患者数が著名に増加して
いた．以上について，その概要を報告する．
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1-F-20
高崎総合医療センター歯科口腔外科診療
開始から6年目の臨床実績についての検
討
1NHO 高崎総合医療センター 歯科口腔外科,  
2東京歯科大学,  
3東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

稲川 元明1, 山田 健太郎1, 萩原 僚一2, 高崎 義人1

【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 3 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 7 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 6 年目の臨床実績について報告す
る。【材料および方法】平成 26 年 1 月から 12 月までに
当科を受診した患者の診療録より、性別・年齢等患者背
景、受診回数、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 26 年
1 月から 12 月の外来受診患者数はのべ 12040 件で、前
年比で 8.4％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、前年比
で 17.7％増加していた。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。受診患者数は
とくに外来において依然増加傾向にあり、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、地域医療圏の歯科・歯科口腔外科の中核病院
たるべく研鑽を続ける。

	

1-F-21
宮崎大学医学部歯科口腔外科における院
内紹介患者に対する臨床的検討―30年
前と現在との比較検討―
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

長井 健太郎, 近藤 雄大, 末廣 雄作, 金氏 毅,  
井川 加織, 迫田 隅男, 山下 善弘

【目的】最近、糖尿病と歯周炎の相互的な関連性の報告や、
高齢者や気管挿管に伴う口腔内細菌による誤嚥性肺炎と
口腔ケアとの関連など、口腔内の疾患や環境が全身へ与
える影響について再認識されており「医科歯科連携」と
して歯科の重要性が述べられている。そこで、今回われ
われは 1987 年と現在における院内紹介患者の内訳につ
いて比較し、現在の日本の医学部総合病院の歯科領域に
おける今後の需要のあり方を検討した。

【材料および方法】2012 年から 2014 年までの３年間で宮
崎大学病院歯科口腔外科が他科からの依頼を受け治療を
行ったのべ 2958 例を対象とした。一方 1987 年の統計で
は 1979 年から 1985 年までの 7 年間に依頼を受けた院内
紹介患者を対象とした。

【結果】現在の紹介患者における依頼内容を分類すると、
口腔内精査が 521 件と最も多く占めていた。続いて、口
唇の縫合や骨折に対する整復、歯牙破折に対する加療な
どと言った外傷に対する精査加療依頼が 376 件、口腔ケ
ア依頼が 363 件、歯痛に対する齲蝕処置依頼が 336 件、
義歯調整や作成、修理依頼が 276 件と続いた。1987 年に
われわれが報告した院内紹介患者の臨床学的検討による
と炎症や嚢胞、外傷が依頼内容の多くを占めており、現
在とは異なっていた。

【考察】今回の検討により、現在の病院としての歯科の
需要は悪性腫瘍患者の口腔ケアや口腔内精査であること
が示唆された。
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インプラント	 10:30 〜 11:30
座長：佐々木 啓一・近津 大地

2-C-1
唇裂鼻変形の修正術に使用したインプラ
ント型再生軟骨の中期成績
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, 西條 英人, 藤原 夕子, 稲木 涼子, 杉山 円,  
菅野 勇樹, 末永 英之, 米永 一理, 小笠原 徹, 高戸 毅

【目的】唇裂鼻変形は適切な自家軟骨移植材料がないた
め治療に難渋することが多い。演者らは力学強度と 3 次
元形態を具備する「インプラント」型再生軟骨を実現し、
世界に先駆けて唇裂鼻変形の患者に応用した。本研究の
目的は、この first-in-human trial においてインプラント
型再生軟骨の安全性と有用性を確認し、今後の再生医療
の展開を図ることである。【方法】厚生労働省「ヒト幹
細胞を用いる臨床研究に関する指針」に則り実施した。
対象は東大病院で唇裂鼻変形の治療を受けた 20 代の患
者 3 名であった。患者から耳介軟骨（約 100 mg）を採
取し、軟骨細胞を単離した。東大病院細胞プロセッシン
グセンターで 1 ヶ月培養し、PLLA 製足場素材を用いて
再生軟骨（50 x 6 x 3 mm ドーム状）を作製した。再生
軟骨は患者の鼻背部皮下へ移植した。再生軟骨の抜去に
至るような重大な有害事象の有無で安全性を確認した。
顔面写真、頭部 X 線像、顔面の整容的満足度 (DAS59)、
日常生活動作 (VAS)、病理所見なども評価した。観察期
間は移植後 3 年であった。【結果】いずれの患者も細胞
増殖は良好で、規定どおり再生軟骨が移植できた。再生
軟骨抜去に至る例はなかった。1 例に術後 2 ヶ月以降で
再生軟骨の石灰化が見られた。いずれも鼻形態の改善が
確認され、頭部 X 線側面像では術後 2 ヶ月で鼻背部に 2 
mm 以上の増高が見られ、それ以降形態は維持された。
DAS59 では顔面に対する懸念が術前と比べ有意に改善
し (P=0.0017)、鼻をかめる、メガネがかけられるなどと
いった生活動作の改善も見られた。1 例が術後 1 年 6 ヶ
月で鼻翼の微修正を希望したため、その際に生検を実施
し、病理学的に再生された軟骨組織を確認した。【結論】
術後 3 年でのインプラント型再生軟骨の安全性を確認
し、再生軟骨による鼻形態の改善とその維持を確認した。
現在、多施設臨床試験（治験）を実施しており、参加病
院と症例数を増やし、安全性と有効性をさらに検証した
上で薬事承認をとり、普及を図る予定である。

	

2-C-2
インプラント周囲炎に対して光線力学療
法（a-PDT)を行った1例
1名古屋市立大学病院 歯科口腔外科, 2名古屋市立大学医学
研究科 生体機能 構造医学専攻感覚器・形成医学講座 口
腔外科分野

津元 多貴恵1, 堀井 幸一郎2, 青木 尚史2, 由地 伶2,  
土持 師2, 渋谷 恭之2

【目的】インプラント治療は材料や技術的な向上によ
り残存率がかなり高くなっている。これに伴い植立後
のインプラント周囲炎も近年増加傾向にあるが、その
対応に苦慮する症例もしばしばみられる。光線力学療

（antimicrobial-photodynamic therapy）a-PDT は光感受
性物質リボフラビン（水溶性ビタミン B2）に光照射す
ることで生じる活性酸素が細菌の細胞膜を破壊するな
ど、殺菌作用が生じることを利用したものであり、光照
射部位に選択的に効果を与えることが期待されている。
今回われわれは、インプラント周囲炎に a-PDT を行い、
良好な結果を得たので報告する。なお、本療法は当院の
医学系倫理委員会の承認を得て行っている。【症例】63
歳女性。2009 年 12 月に右上２と左下６７の欠損を主訴
に来院。既往歴に金属アレルギー（コバルト、亜鉛）が
ある。2010 年 6 月に同部へインプラントを埋入（スピー
デイーグルービー / ノーベルバイオケア社）。2010 年 11
月に２次手術、2011 年４月に上部構造装着し、その後６
か月おきに経過観察を行っていたが、2013 年５月に右上
２部のインプラント周囲炎を発症した。保存的方法とし
て機械的清掃を行い、外科的処置としてフラップをあけ
てエアーブレッション法と超音波スケーラーでデブライ
ドメント後、不良肉牙の除去を行い、化学的方法として
過酸化水素、生理食塩水での洗浄を施行した。一旦は症
状が改善したが、2014 年 9 月に再度排膿が生じ、その後
も症状を繰り返したため 2016 年 1 月に a-PDT を施行し
た。【方法】施術部位の機械的洗浄後、リボフラビンを
インプラント周囲のポケットに注入し、光照射（a-PDT)
を行った。a-PDT 前後の肉眼所見、ポケット検査（PPD、
BOP）画像検査（デンタル）細菌検査を比較検討した。

【結果】a-PDT 前後で各検査項目に改善傾向がみられた。
【まとめ】インプラント周囲炎に対して a-PDT は有効な
治療法の一つとなる可能性が示唆された。今後は症例数
を増やして検討を行う予定である。
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2-C-3
hydroxyapatite/collagen 
composutematerialによるsocket 
preservation
1長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科,  
2長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔インプラント学

大場 誠悟1, 住田 吉慶1, 中谷 佑哉1, 澤瀬 隆2,  
朝比奈 泉1

【背景】保存不可能と判断され抜歯を行った箇所にイン
プラント治療を行うことは重要な治療戦略の一つであ
る。しかしながら、抜歯部位が治癒するのを待機してい
る間に、同部の歯槽骨が吸収し、インプラント治療を行
うに十分な歯槽骨の幅や高さが確保できない場合があ
る。そのような場合には、骨移植などによる歯槽骨増生
が必要となるため、治療期間が延長する。そのため抜歯
部位の歯槽骨を温存する方法が必要である。

【目的】抜歯と同時に hydroxyapatite/collagen composite 
material (ReFit®, HOYA technosurgical) を抜歯窩に填
塞し、ReFit® が、抜歯後の歯槽骨の温存に有用である
か否かを明らかにする。

【方法】保存不可能と判断された歯の抜去後に同部位へ
のインプラント治療を予定している患者を対象とした。
抜歯と同時に ReFit® を抜歯窩に填塞し、処置前と術後
3 か月の CT 画像で、抜歯部位の歯槽骨の幅および高さ
の変化および抜歯窩の CT 値を検討した。また有害事象

（血液検査、感染所見）に関しても検討を行った。イン
プラントの埋入時に組織採取を行い、抜歯窩の骨の組織
学的評価を行った。

【結果】対象患者は 6 名で、男性 1 名、女性 5 名であった。
抜歯窩に感染症状が認められた症例はなかった。すべて
の症例で血液検査に異常所見は認められなかった。6 名
中 4 名はスレッドが露出することなくインプラントの埋
入が可能であった。2 名はスレッドの露出が認められた
ため、インプラント埋入と同時に GBR を併用した。イ
ンプラントの埋入トルク値は 20 ～ 45Ncm であった。イ
ンプラント埋入時に採取した組織は抜歯窩の中央部まで
新生骨が形成されていた。

【結論】ReFit® による socket preservation を施行する
ことで、抜歯部位の歯槽骨の再生を促し、歯槽骨の吸収
を最低限にとどめる可能性が示唆された。

	

2-C-4
上顎洞内に迷入したインプラントドリル
を摘出した１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

水野 紗斗子, 木村 吉宏, 藤田 有美, 田口 尚吾,  
木村 基士, 砂野 彰宏, 橋口 範弘, 植野 高章

【緒言】骨造成術や埋入手術などインプラント外科に関
する偶発症として，神経麻痺や異常出血，上顎洞炎など
重症な合併症が挙げられる．上顎洞に関する偶発症は，
インプラント体や人工骨の上顎洞内への迷入などが多
い．今回われわれは，他院にてインプラント埋入手術時
にインプラントドリルが上顎洞内に迷入し摘出した症例
を経験したので報告する．【症例の概要】患者：73 歳，
男性．初診：H28 年 1 月×日．主訴：上顎洞内へのイ
ンプラントドリルの迷入．現病歴：近歯科医院にて右側
上顎第 1 大臼歯を H27 年 11 月に抜歯された．H28 年 1
月×日，同部にインプラント埋入のため骨の切削を行っ
ていた際，インプラントドリルがハンドピースより脱離
し上顎洞内に迷入した．処置困難と判断され，同日に当
科を紹介され受診となった．口腔外所見：顔貌左右対称
で特記事項なし．鼻症状も認めない．口腔内所見：右側
上顎臼歯部歯肉歯槽粘膜は縫合されており，右側上顎第
2 小臼歯相当部に以前に埋入されたインプラント体を認
めた．右側上顎第 1 大臼歯相当部に上顎洞に交通する粘
膜の欠損を認めた．パノラマ X 線写真：右側上顎洞内に
水平方向に棒状の金属体を認めた．処置および経過：患
者の同意を得て摘出術を行った．局所麻酔下で粘膜骨膜
弁剥離し，上顎洞前壁を削合し，上顎洞粘膜を開窓した．
直視下で金属体を鉗子にて把持し上顎洞内から摘出し縫
合閉鎖した．現在，術後 3 週間経過し，術後の経過は良
好である．摘出物：上顎洞垂直的挙上術用のインプラン
トドリル．【考察】本症例の原因として，抜歯した右側
上顎第 1 大臼歯の歯根が上顎洞に穿孔していたことや
抜歯窩がインプラントドリルのストッパーより大きかっ
たことなどが考えられる．抜歯後の骨の再生が不十分で
あったため骨質が柔らかく，また上顎洞の穿孔部が閉鎖
していなかったため，ハンドピースから脱離したインプ
ラントドリルが上顎洞内に迷入したと推察できた．
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2-C-5
当科で行っているインプラント即時埋入
法の臨床的解析
三井記念病院歯科・歯科口腔外科

坂本 泰宏, 岸 秀樹, 千賀 誓人, 越智 弘泰, 野口 知玲, 
長谷川 義道, 津山 泰彦

近年、インプラントの普及や性能の向上に伴い、抜歯後
即時埋入が以前よりも多く報告されるようになった。当
科でも抜歯後の状況や部位により、可能な場合は即時埋
入を行ってきた。一方、即時埋入は通常の埋入に比し、
感染のリスクや初期固定の困難性が指摘されており、適
応基準の確立が望まれるところである。今回われわれは
当科で行っている即時埋入症例の臨床的解析を試みたの
でその概要を報告する。

【対象症例および方法】対象症例は 2007 年 9 月から 2015
年 12 月までに当科でインプラント即時埋入を行った 24
症例（男性 12 例、女性 12 例）で平均年齢 62.5 歳（男性
62.8 歳、女性 62.2 歳）であった。観察期間は 1 から 96
か月で平均観察期間は 29 か月であった。植立部位は小
臼歯部：14 例（上顎 4 例、下顎 10 例）、前歯部：10 例（上
顎 9 例、下顎 1 例）であった。

【結果】現在のところ脱落症例はなく、全例良好に機能
している。また、個体差はあるものの抜歯窩の治癒を待っ
てからのインプラントよりも骨吸収を抑えられることが
明らかとなった。

【結語】即時埋入法は抜歯とインプラント植立を同時に
行えることから侵襲が少なく、予後も良好であった。こ
のことから感染のリスクを考慮しても、有用な方法と思
われた。一方、抜歯窩内での植立位置に関しては、若干
の工夫が必要と思われた。今後はさらに症例を重ね、一
応の適応基準を確立したいと考えている。

	

2-C-6
前歯部顎骨再建におけるチタンメッシュ
プレートの有用性
日本大学 歯学部 口腔外科学講座

古川 道生, 生木 俊輔, 西澤 智香子, 瓜生 豪,  
前川 紀雄, 古川 明彦, 玉川 崇皓, 安光 智洋,  
米原 啓之

【緒言】上顎前歯部に対する骨増生法はベニアグラフト，
吸収性膜による GBR 等がある。近年，チタンメッシュ
プレートの改良により前歯部の骨増生が容易となり，当
院でも使用されるようになった。今回，上顎前歯部にチ
タンメッシュプレートを用いた症例で良好な術後経過を
得た 11 症例を経験したので報告する。

【対象および方法】対象は 2014 年 1 月から 2015 年 12 月
までに，日本大学歯学部付属歯科病院で上顎前歯部にチ
タンメッシュプレート（ウルトラフレックスメッシュプ
レート ®）を用いて骨増生を行った 11 例について検討を
行った。内訳は男性 4 例，女性 7 例，年齢 20 ～ 55 歳で
あった。これらの症例に対し，歯の欠損状態，採骨部位，
チタンメッシュの露出，感染の有無インプラントの種類
およびサイズ，埋入時期について検討した。

【成績】歯の欠損状態は 1 歯欠損が 7 例、2 歯欠損が 2 例、
3 歯欠損以上が 2 例であった。全例上顎犬歯は残存して
いた。移植骨は，下顎枝部皮質骨および骨髄と人工骨併
用 2 例，オトガイ部皮質骨および骨髄と人工骨併用 2 例，
腸骨および骨髄と人工骨併用 1 例，移植部周囲からボー
ンスクレイパーで採骨し人工骨併用 6 例であった。骨増
生と同時埋入は 4 例、骨増生後異時的埋入は 7 例であっ
た。術後の CT やオルソパントモ X 線写真で移植部位の
骨造成を認め、良好な顎骨形態を示していた。骨増生を
行った異時的埋入を行った 2 例でチタンメッシュプレー
トが口腔内に露出したが，感染の兆候は見られなかった。
また、一部に骨の吸収があったが、埋入に十分な骨増生
は得られ全例インプラント埋入が可能となっていた。

【結論】チタンメッシュプレートを用いた上顎前歯部の
歯槽骨増生法は，賦形性が良好でインプラント埋入に有
効であった。
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2-C-7
血管柄付き遊離前腕・腓骨複合皮弁にて
再建したインプラント周囲炎を伴う広範
な放射線性下顎骨壊死の1例
横浜市立大学 大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

浦川 麻衣子, 廣田 誠, 矢谷 実英, 吉井 悠, 岩井 俊憲, 
小泉 敏之, 光藤 健司, 藤内 祝

【緒言】口腔癌の治療成績向上、臓器温存治療の発展に
より治療後の QOL が維持される一方で、二次癌や晩発
性後遺障害を経験する症例では初回治療の影響により治
療に苦慮することがある。今回われわれは、舌癌治療お
よそ 35 年後に生じた下顎歯肉癌への陽子線治療後に放
射線性下顎骨壊死を発症し、広範囲顎骨切除を余儀なく
されるも複合遊離皮弁により骨再建し得た 1 例を報告す
る。【症例】患者は 71 歳、男性で某院口腔外科にて舌癌
に対する放射線治療および頸部郭清術を施行した。舌お
よび頸部瘢痕拘縮に対する治療や下顎へのインプラント
治療により摂食嚥下機能を維持したままおよそ 35 年経
過したが、右下顎歯肉癌の診断にて他院にて陽子線治療
施行、腫瘍は消失するも放射線性下顎骨骨壊死が発症し
た。当科において保存的治療にて経過観察するも右下顎
骨の病的骨折と骨片の偏位によってインプラント体が下
唇を貫通し、オトガイ部からの排膿も生じため外科的切
除および再建術の方針となった。これまでの治療経過よ
り吻合動脈に制約があったもののインプラントも含めた
広範囲な区域切除と口腔内外の軟組織欠損を再建するた
め、遊離腓骨皮弁および遊離前腕皮弁の複合皮弁による
再建術を施行した。術後口腔外の創閉鎖不全を認めたた
め DP 皮弁により同部を閉鎖し、以降現在まで感染兆候
なく経過良好である。【考察】口腔癌治療後の晩発性障
害や二次癌症例では初回治療による影響のため治療方法
が制限されると考えられる。本症例では舌癌に対する放
射線治療および頸部郭清術後、さらに下顎歯肉癌に対す
る陽子線治療後であり局所の血行が非常に悪くかつ吻合
血管にも制約がある状態であったが、腓骨皮弁を前腕皮
弁と血管吻合することにより広範囲の下顎骨、口腔粘膜、
皮膚欠損を再建することが可能であった。【結語】腓骨・
前腕複合皮弁は、広範囲の骨・口腔粘膜・皮膚欠損を再
建するための治療手段になり得ると考えられた。

悪性腫瘍 4（症例報告 1）	 14:00 〜 14:50
座長：新崎 章・野口 誠

2-C-8
次世代シークエンサーによる遺伝子診断
を活用した口腔癌治療の1例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

野口 一馬, 荒木 華子, 首藤 敦史, 川邊 睦記,  
森寺 邦康, 高岡 一樹, 岸本 裕充

【はじめに】外科療法、放射線療法と並び、癌化学療法
は癌治療における重要な位置を占めており、癌の個別化
治療が最も重要視される治療は癌化学療法である。しか
し口腔癌を含む頭頸部癌で化学療法のレジメンはほぼ均
一で、癌遺伝子・癌抑制遺伝子の確認の上で実施されて
はいない。一方、肺癌や大腸癌、悪性骨軟部腫瘍に対し
ては積極的な遺伝子診断に基づく化学療法が選択される
ようになっている。われわれは、当科で加療を行った進
行舌癌患者に対して腫瘍細胞からの培養細胞の分離と遺
伝子診断を併用することで、良好な維持を図れている患
者の治療経過を報告する。【患者】68 歳、男性【主訴】
右舌縁部の潰瘍形成【現病歴】2015 年 3 月頃より右舌根
部に違和感を自覚し、経時的な悪化を認めたため、近医
歯科口腔外科を受診。舌悪性腫瘍の診断にて当科初診と
なった。【現症】右舌縁に 47 × 25mm の強い硬結を伴う
潰瘍形成を認め、右顎下リンパ節は拇指頭大、可動性で
あった。PET-CT にて上記リンパ節以外に Level IV に
も陽性リンパ節を確認した。原発の SUVmax は 9.92 で
あった。【処置および経過】組織生検の結果、中分化型
扁平上皮癌の診断を得たため、舌亜全摘・頸部郭清術

（Level I ～ V）・外側大腿皮弁による再建を行った。術
後の病理組織検査の結果、Level IB・IIA・IV 領域に多
発転移と節外浸潤を認め、シスプラチン併用術後放射線
照射を頸部に行った。同時に頸部リンパ節より培養細胞
を樹立し、次世代シークエンサー MiSeq を用いて遺伝
子発現を検討した。【結果】いくつかの特異的な遺伝子
変異が見つかったが、セツキシマブによる維持化学療法
が最も適切と考え、施行中であるが遠隔転移も無く経過
良好である。【考察】頭頸部癌の化学療法では遺伝子診
断は普及していないが、予後不良症例に対する遺伝子発
現の検討は有用であると考えられた。
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2-C-9
メトトレキセート関連のリンパ増殖性疾
患と顎骨壊死を併発した2例
1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,  
2弘前大学大学院医学研究科医科学専攻脳血管病態学講座,  
3つがる総合病院歯科口腔外科

古舘 健1,3, 松宮 朋穂2, 伊藤 良平1, 田村 好拡1,  
佐竹 杏奈1, 今 敬生1, 中川 祥1, 久保田 耕世1, 佐藤 寿3,  
小林 恒1

【目的】メトトレキサート（Methotrexate 以下 MTX）
は，関節リウマチの予後不良症例に対する第 1 選択薬で
ある．重篤な副作用として，骨髄抑制，間質性肺炎，感
染症，リンパ増殖性疾患が挙げられ，顎骨壊死の症例も
散見される．今回，我々は MTX 関連のリンパ増殖性疾
患と顎骨壊死を併発した 2 例を経験したのでその概要を
報告する．

【症例】症例 1：74 歳男性，MTX の服用歴は 7 年間で，
総投与量は約 2500mg であった。左下 5 抜歯後に重度
の自発痛を認め，1 ヶ月間抗菌薬を投与されるも軽快せ
ず，顎骨壊死を認めた．当科紹介となり，CT 検査でオ
トガイ部に腫大したリンパ節を認め，病理組織学的に
Other immunodeficiency associated lymphoproliferative 
disorders の診断を得た．MTX 休薬後に腐骨が形成さ
れ，同部は正常粘膜で被覆された．症例 2：79 歳女性，
MTX の服用歴は 21 年間で，総投与量は約 15000mg
で あ っ た。 薬 剤 関 連 顎 骨 壊 死（Medication-related 
osteonecrosis of the jaw 以下 MRONJ）疑いで，ビス
ホスフォネート（Bisphosphonate, 以下 BP）を休薬す
るも病変は増大傾向であった．病理組織学的に DLBC

（EBER+）の診断を得たため，MTX を休薬した．同部
には腐骨が形成された．

【結論】上記 2 症例から MTX 関連リンパ増殖性疾患の
確定診断には早期の組織診が重要であると示唆された．
一方，関節リウマチの治療時，ステロイド併用による骨
粗鬆症予防のため，BP の投与が国内外のガイドライン
では推奨されている．BP 関連顎骨壊死は，BP と非 BP（血
管新生阻害薬と抗ランクル抗体薬）を包括し MRONJ に
名称が変更されたが， MRONJ の原因薬剤として MTX
を非 BP に含めることを考慮する必要があると思われた．

	

2-C-10
右側下顎骨に発生し線維性異形成症から
悪性転化をとった1例
1福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野,  
2福岡歯科大学 生体構造学講座 病態構造学分野,  
3福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野

田中 文恵1, 大野 純2, 泉 喜和子1, 橋本 憲一郎3,  
平木 昭光3, 岡村 和彦2, 池邉 哲郎1, 橋本 修一2

【緒言】線維性異形成症（fibrous dysplasia）は全身の骨
に発生する良性腫瘍様病変である。若年者に多い疾患で、
通常、成長期後に腫瘍の増大は止まるといわれている。
また、稀に悪性化することも報告されている。今回、わ
れわれは成人後も病変の増大を繰り返し、最終的には悪
性転化した 1 例を経験したので報告する。

【症例】39 歳、女性
【経過】平成 3 年、他施設にて右側下顎骨線維性異形成
症と診断され、その後平成 18 年までの間、計 6 回にわ
たり病変部の削合を行った。平成 20 年、セカンドオピ
ニオン目的に当科受診となった。右側下顎骨線維性異形
成症、骨格性上顎後退症、骨格性下顎前突症、上下顎叢
生の診断にて術前矯正を開始した。平成 22 年、右側下
顎骨腫瘍切除術、LeFort Ⅰ型骨切り術を施行した。平
成 26 年 1 月、右側下顎の増大傾向を認め、生検を行い、
Fibrous dysplasia の診断を得るも、経過観察を行った。
その後、右側下顎病変部の更なる増大を認め、同年 5 月、
右側下顎骨腫瘍切除術（減量術）を施行した。病理診断
の結果は生検時と同様であった。同年 8 月頃、再度右側
下顎部の急激な増大を認めた。PET-CT 検査結果より、
右側下顎病変内に悪性所見を認め、右側下顎骨悪性腫瘍
と診断し、右側下顎半側切除術左側肩甲骨付き広背筋皮
弁による遊離再建術（顕微鏡下血管吻合術）・気管切開
術を行った。病理診断は Sarcoma であった。術後 2 か
月後、放射線・化学療法のため転院となった。現在、加
療継続中である。

【病理学的所見】生検時、線維性結合組織の増生と骨梁
状の幼若骨やセメント質様組織の不規則な増生を認め
た。切除標本においては、N/C 比の増大、核小体の著明
化および病的分裂像などの細胞異型を呈する紡錘形細胞
が、不規則、び漫性に浸潤する像を呈していた。間質には、
粘液腫様、軟骨様組織および骨様組織がみられた。これ
らの所見から、本病変を線維性異形成症からの悪性転化
病変と考えた。



191

口
演（
4
月
17
日
）

	

2-C-11
下顎骨に発生した悪性末梢神経鞘腫瘍の
治療経験
富山大学医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

高市 真由, 藤原 久美子, 今上 修一, 冨原 圭, 野口 誠

【 緒 言 】 悪 性 末 梢 神 経 鞘 腫 瘍（Malignant Peripheral 
Nerve Sheath Tumor：MPNST）は、予後不良な悪性
軟部腫瘍の一つであり、顎骨内の発生は非常に稀である。
多くは末梢神経線維腫から生じ、レックリングハウゼン
病（Neurofibromatosis : NF1）の患者が約半数を占める
といわれている。今回、NF1 患者の下顎骨内に発生した
MPNST の治療経験を得たので報告する。【症例】57 歳、
女性。1 年ほど前からの左下顎の自発痛と違和感を主訴
に当科受診となった。初診時、口腔内は左下顎臼歯部に
弾性硬の腫脹あり、表面粘膜は一部発赤を伴うものの歯
の動揺はなかった。CT 所見では左下顎犬歯根尖から左
下顎枝まで及ぶ広範囲の骨吸収像を認めた。患者は NF1
にて当院皮膚科に通院中であった。【治療経過】生検に
て MPNST の診断を得て、下顎骨亜全摘、プレートと有
茎広背筋皮弁による再建を行った。術後経過は問題なく
外来で経過観察とした。しかし術後 4 か月後に右下顎骨
内および脊椎を含む全身に転移を認め、術後５か月後よ
り疼痛緩和のための放射線治療を断続的に開始した。脳
転移や髄膜播種も進行し、術後 9 か月後に死亡の転帰と
なった。【結語】MPNST が下顎に発生した報告は少なく、
治療経過と若干の考察を加えて報告した。 

	

2-C-12
透析患者に生じた下顎歯肉癌に対して下
顎骨区域切除術と頸島状皮弁による再建
術を行った１例
福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科

金子 哲治, 本間 英明, 五十嵐 弘樹, 山㟢 森里生,  
工藤 聖美, 佐久間 知子, 菅野 寿, 長谷川 博

【緒言】透析患者は、免疫力の低下に伴い、健常人に比
べ口腔癌の発生率は高いと言われる。現在、本邦での透
析患者は 32 万人で、毎年約 5000 人ずつ増加しているた
め、今後、透析患者の口腔癌を治療する機会は増加する
と思われる。癌治療に際しては、心不全、感染症などの
重篤な合併症を起こす可能性が高くなるため、治療方
針の決定には非常に苦渋するが、参考となる文献は少な
い。今回、われわれは透析患者に生じた下顎歯肉癌に対
する治療を経験したので、その概要について若干の文献
的考察を加えて報告する。【症例】患者は 77 歳女性で、
慢性腎炎により 2013 年から透析が導入された。2015 年
4 月、右下臼歯部の咬合痛を主訴に近医口腔外科を受診
し、扁平上皮癌と診断され当科紹介となった。初診時、
Performance Status (PS) は Grade1 で、右下 5 ～ 7 の頬
舌側歯肉に表面粗造な腫瘤を認め、画像所見で同部位の
虫食い状の骨吸収像を認めた。また、PET-CT で縦隔内
に遠隔転移が疑われたが精査の結果サルコイドーシスと
診断されたため、T4aN0M0 と分類し手術治療を計画し
た。PS や感染症のリスクを考慮して硬性再建は行わず、
軟部組織のみの再建法を選択した。【治療と経過】2015
年 8 月、全身麻酔下に右下 4 ～ 8 の範囲で区域切除し、
口腔粘膜は頸部島状皮弁で再建した。術後創部の治癒は
良好で、嚥下機能評価でも問題はなかったが、術後せん
妄や PS 低下があり、術後 17 日目に経口摂取を開始し
た。その後、肺炎の併発もあり入院が長期化し、術後 75
日目に退院となった。【結語】透析患者の手術治療では、
術後合併症が起きる可能性が高いことを念頭におき、根
治性と安全性を考慮した治療方針が重要だと考える。
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2-C-13
上顎に発生した歯原性幻影細胞癌の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

角倉 可奈子, 平井 秀明, 大迫 利光, 礒部 薫,  
富岡 寛文, 坂本 啓, 原田 浩之

【緒言】歯原性幻影細胞癌は，1985 年に Ikemura らによっ
て初めて報告された，非常にまれな歯原性上皮性悪性腫
瘍である．今回，上顎に発生した歯原性幻影細胞癌の 1
例を経験したので報告する．

【症例と経過】患者は 44 歳，男性．10 歳頃，某大学口腔
外科にて左側上顎嚢胞の診断のもと摘出術を受け，3 年
間の経過観察後に終診となった． 2014 年 1 月，左側頬
部の腫脹を自覚し，増大傾向を認めたため，同年 6 月に
当科を受診した．左側鼻翼基部から頬部にかけて膨隆を
認めた．CT にて左側上顎歯槽部から左側鼻腔および左
側上顎洞内に辺縁不整，不均一に造影される腫瘍を認め
た． PET/CT では同部に FDG 集積を認めたが，頸部お
よび全身に異常集積は認めなかった． 生検にて唾液腺
癌と診断され，7 月全身麻酔下に上顎部分切除，分層植
皮術を施行した．手術標本にて，腫瘍細胞は骨を吸収し
て浸潤性に拡がり，多数の幻影細胞を伴い，石灰化物を
形成する所見が目立った．以上より歯原性幻影細胞癌の
病理組織学的診断を得た．術後 1 年 7 か月を経過した現
在，再発や転移は認めず経過良好である．石灰化歯原性
嚢胞は石灰化嚢胞性歯原性腫瘍（CCOT) と象牙質形成
性幻影細胞腫（DGCT) の 2 型に分けられ，これら 2 つ
の悪性型が歯原性幻影細胞癌と定義されている．歯原性
幻影細胞癌と診断された症例には，CCOT の再発を繰り
返したものや慢性の経過から急激に増大を認めたものが
報告されていることから CCOT や DGCT の悪性転化が
示唆される．本症例は 36 年前に上顎嚢胞摘出術が施行
されており，詳細は不明だが，CCOT や DGCT が悪性
転化した可能性も考えられた．

【結語】上顎に発生した歯原性幻影細胞癌の 1 例を経験
したので報告した。

悪性腫瘍 5（症例報告 2）	 14:50 〜 15:50
座長：栗田 浩・近藤 壽郎

2-C-14
Medication-related Osteonecrosis 
of the Jaws（MRONJ）を疑わせ診断に
考慮した上顎骨孤立性形質細胞腫の1例
1横須賀共済病院 歯科口腔外科, 2横須賀共済病院 病理科,  
3金沢医科大学口腔外科講座

大見 寧1, 李 宇錫1, 宮 直利1, 水谷 成孝1, 笹倉 裕一1, 
矢毛石 由美2, 松本 剛一3

【諸言】形質細胞腫は骨髄から発生する形質細胞由来の
稀な腫瘍性病変である。今回われわれは臨床経過にて
MRONJ の診断、処置を行い病理組織学的検索にて孤立
性形質細胞腫の診断を得た症例を経験したので報告す
る。

【症例】78 才男性。初診：平成 26 年 7 月。現病歴：前立
腺癌、多発骨転移にてランマーク開始前の口腔内検査の
ため当科受診。既往歴：前立腺癌；ホルモン療法、多発
骨転移 (Gleason -10）。血液検査：特記事項なし。

【処置および経過】初診時、上顎側切歯を根尖性歯周炎
の診断にて抜歯、経過観察、上皮化を確認した。ランマー
ク開始し約 6 か月後に同部の腫脹を自覚し再受診した。
抜歯部周囲歯肉にびまん性の腫脹と排膿を認め、抗生剤
内服にて急性症状は消失した。X 線学的には腫瘍を疑わ
す骨吸収像は認めなかった。MRONJ の臨床診断のもと
切歯および犬歯の抜歯を行ったが、抜歯部位は術後には
上皮化せず、肉眼的には MRONJ の病態を呈した。抜歯
時に採取した歯槽骨の病理学的検索を行ったところ HE
染色にて形質細胞の増殖を認め、免疫組織学的検索を行
い CD138+、λ+、および I ｇ A+ にて形質細胞腫の診断
を得た。血液検査でβ2 ミクログロブリン、アルブミン、
遊離 L 鎖κおよびλ値に異常所見は認めなかった。骨
シンチでは多発骨転移のため多発性骨髄腫との判断は不
能。血液内科では総合的に判断し孤立性形質細胞腫の診
断をおこなった。患者は口腔内の外科的、放射線および
化学療法処置は希望されず、血液内科では今後定期的な
経過観察を行うこととした。現在 8 か月を経過している
がエックス線および肉眼的変化は認めていない。

【結語】肉眼的には骨露出を伴う MRONJ の状態であっ
たったが、病理組織学的検索において形質細胞腫の診断
を得た 1 例を経験した。孤立性形質細胞腫から多発性骨
髄腫に移行した症例もあることから、今後も定期的な経
過観察を要する。
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2-C-15
咬筋部に生じた末梢性T細胞リンパ腫の
一例
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

小山 吉人, 近藤 英司, 吉村 伸彦, 鎌田 孝広,  
山田 慎一, 栗田 浩

【緒言】悪性リンパ腫はリンパ組織の腫瘤形成性腫瘍の
総称で，大きくホジキン病と非ホジキンリンパ腫に分類
される．頭頸部領域では口腔粘膜や頸部リンパ節が無痛
性に腫脹することが多い．今回われわれは咬筋部の腫脹
に対して，診断に難渋し，最終的に末梢性 T 細胞リン
パ腫の診断を得た症例を経験したので報告する．【症例】
患者は 74 歳男性で，主訴は右下顎の腫脹であった．既
往歴にはサルコイドーシスがありプレドニゾロン 10mg
を内服加療中，ほかに前立腺癌の術後であった．口腔外
所見では右側耳前部から下顎相当部皮膚に軽度の圧痛を
伴った 40 × 40mm 大の類円形，可動性のある硬結を認
めた．MRI 所見で右咬筋から皮下にかけて T2 強調像で
30mm 大の高信号領域を認めたが，耳下腺，顎下腺，頸
部リンパ節に異常所見は認めなかった．超音波検査所
見で右咬筋束のびまん性腫大と筋束間の血流上昇を認め
た．既往からサルコイドーシスの筋病変を疑い生検予定
としたが，硬結部位が自然退縮したため経過観察とした．
1 か月後に再度腫脹したため MRI を撮影したところ病変
範囲の軽度増大を認めたため，静脈内鎮静法下で生検術
を実施した．咬筋周囲に明らかな腫瘍病変は判別不可能
で、造影されていた咬筋周囲相当部の組織を脂肪，下顎
骨骨膜を含めて切除し生検標本として提出した．最終病
理診断は末梢性 T 細胞リンパ腫であった．その後，血液
内科に対診し CHOP 療法を 4 クール施行し、病変消失
したため終了となった．現在，経過観察中である．

	

2-C-16
舌に転移した食道癌の1例
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

上田 佳緒璃, 清水 香澄, 朽名 智彦, 井上 仁,  
佐竹 真実, 新井 直也

【緒言】顎口腔領域への転移性悪性腫瘍のなかでも食道
からの転移例は少ない。今回われわれは、舌に転移した
食道癌のまれな 1 例を経験したので報告する。【症例お
よび経過】59 歳男性。初診の 1 か月前から左側舌縁部
に腫瘤および摂食時痛を自覚し、紹介により当科に初
診した。既往歴として、初診の 4 か月前に紹介元の病
院にて食道癌（T3N1M0、stageIIIA）に対して食道切
除、胃管胸腔内吻合術および術後化学療法（シスプラチ
ン＋ 5FU）が施行された。口腔内所見として、左側舌縁
部に25×18mm大の表面粘膜正常な弾性硬の腫瘤を認め
た。【画像所見】造影 MRI にて左側の舌に 24 × 19mm 大
の辺縁不整でオトガイ舌筋に及ぶ高信号領域を認めた。
PET-CT にて左側舌の強い集積に加え、縦隔リンパ節
への集積が認められたが、同リンパ節に有意な腫大はな
かった。紹介元より食道癌については経過観察中との回
答を得て、左舌悪性腫瘍の臨床診断のもと生検を行った。
病理組織学的病変は扁平上皮癌で、腫瘍と粘膜上皮に連
続性はみられず、紹介元から借用した食道癌の切片の像
と類似していた。食道癌の舌転移と診断し、摂食障害に
て日常生活に支障をきたしていたため舌部分切除術を施
行した。その後縦隔リンパ節の腫大を認めたため、紹介
病院にてシスプラチンと 5FU による化学療法 6 クール、
放射線 60Gy 照射、さらにパクリタキセルを 5 クール施
行した。舌部分切除後 12 か月経過した現在、転移巣は
残存しており同病院に入院中であるが、舌の病変は制御
されており経口摂取可能となっている。【結語】食道癌
の治療後に舌転移をきたした症例を経験したので、文献
的考察とあわせて報告する。
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2-C-17
含歯性嚢胞様CT像を示したstageⅣ 
sporadic Burkitt白血病の１例
1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 機能再生・再建科学
専攻 口腔・顎・顔面機能再生制御学講座 顎口腔再建外科
学分野, 2岡山大学病院口腔外科（再建系）

吉岡 洋祐1, 山近 英樹2, 松原 正和1, 山田 智明1,  
仲田 直樹1, 田村 庄平1

【緒言】2008 年の WHO 分類では Burkitt リンパ腫は成
熟 B 細胞性腫瘍の 2.5％程度であり，その中でも骨髄，
末梢の血液に B-blast の集積を認める Burkitt 白血病は
非常に稀と報告されている．今回，我々は Burkitt 白血
病の初期症状として，上顎洞内に歯牙様硬組織を含有し
た嚢胞様透過像を認めた１例を経験したので文献的考察
を加えて報告する．

【症例】8 歳，男児．初診：2014 年 9 月，主訴：１ヶ月
間に及ぶ 37 ～ 38℃の発熱および倦怠感．既往歴：特記
事項なし．現病歴：2014 年 8 月 37 ～ 38℃の発熱，右側
上顎乳臼歯部の疼痛を認めた．近医耳鼻咽喉科，歯科
を受診するも確定診断に至らず，2014 年 9 月当科に精
査加療目的に紹介され受診となった．全身所見：体温
37.0℃．食思不良．倦怠感．口腔外所見：両側頬部の腫
脹あり．X 線検査：両側上顎洞後壁に骨吸収および両側
上顎洞内に歯牙様硬組織を含有した嚢胞様透過像あり．

【処置および経過】2014 年 9 月血液検査所見にて末梢血
に芽球を疑う所見を認めたため，当院小児科へ紹介，即
日入院となった．臨床所見，画像所見，骨髄穿刺より免
疫組織学的分析，遺伝子解析に基づき stage Ⅳ sporadic 
Burkitt 白血病と診断された．日本成人白血病共同治療
研究グループ（JALSG）の protocol に基づき化学療法
が行われるも，原疾患の制御は困難であり，腫瘍の増生
にともない呼吸機能の低下をきたし 2015 年 9 月永眠さ
れた．

【結論】Burkitt 白血病の診断，治療の遅れは致命的な結
果に繋がりうる．我々歯科医師には頭頸部領域に腫瘍を
疑う症状を認めた場合、全身的な疾患の可能性を念頭に
した診断が求められている．

	

2-C-18
頸部リンパ節腫脹を契機に発見された食
道癌の一例
市立豊中病院 歯科口腔外科

奥長 秀介, 藤田 祐生, 竹原 創平, 墨 哲郎

【緒言】頸部リンパ節腫脹を来たす症例は日常臨床にお
いてしばしば経験されるが，その原因は細菌・ウイルス
などの感染症や良性・悪性腫瘍，悪性腫瘍からの転移な
ど，さまざまである．したがって，その治療を行う際に
は鑑別疾患を見極めて適切に対応する必要がある．今回
われわれは，頸部リンパ節腫脹に対して抗菌薬投与にて
経過観察され，発見が遅れた食道癌の一例を経験したの
で，その概要を報告する．【症例の概要】73 歳，女性．
2015 年 9 月左側頸部リンパ節腫脹を自覚し，近医病院
内科を受診．単純 CT にて歯性感染によるリンパ節炎を
疑われ，近医歯科に紹介された．以降約 1 ヶ月間 , 抗菌
薬の内服にて経過観察されていたが，一向に症状の改善
を認めなかったため，同年 10 月，当科を紹介受診した．
初診時，左側鎖骨上窩リンパ節に複数の腫脹を認めたが，
顎下リンパ節腫大は明らかではなかった．腫大リンパ節
は可動性・圧痛はなく，全身症状として倦怠感を認めて
いた．パノラマからは歯性感染を疑う所見を認めず，造
影 CT にて両側頸部～鎖骨上窩および縦隔内に大小不同
の多数の腫大リンパ節を認めたため，血液検査によるス
クリーニングおよび内科対診を行った．後日，上部消化
管内視鏡検査を予定されたが，検査当日に脳梗塞を発症
し，他院脳神経外科に救急搬送され入院した．脳梗塞は
生命予後に影響ないものであったが，失語と左側半身麻
痺を生じた．同院にてリハビリを開始し，脳梗塞発症か
ら 16 日目の 11 月下旬に，内視鏡検査およびリンパ節生
検目的に当院に転院した．内視鏡検査にて食道癌 (SCC)
の診断を，リンパ節生検でも SCC 所見が得られ，食道
癌からの転移と判断された．これより，手術適応のない
進行癌にてBSCに移行し，同年12月に原病死された．【結
語】頸部リンパ節腫脹の加療においては悪性腫瘍からの
転移の可能性を考慮し早期に内科対診を行うことや，他
疾患のスクリーニングを慎重に行い，治療を進める必要
がある．
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2-C-19
舌癌術後の栄養低下により発症した汎血
球減少症の1例
東海大学 医学部 付属八王子病院 口腔外科

唐木田 一成, 鈴木 大貴, 高橋 美穂, 坂本 春生

【はじめに】口腔癌手術による摂食嚥下機能の低下は、
患者の QOL に重大な影響を及ぼすことがある。今回、
舌癌治療後に胃瘻を併用し経過観察中に栄養低下により
発症した汎血球の 1 例を経験したので文献的考察を加え
て報告する。

【症例】34 歳、男性　主訴：倦怠感　現病歴：数日前よ
り倦怠感が増強　現症：眼瞼結膜蒼白、ADL 低下　既
往歴：2014 年 1 月、左舌癌にて当科初診となる。扁平上
皮癌 cT4aN2CM0 stage ⅣA の診断にて 2 月に手術療法

（両側機能的頸部郭清術、舌亜全摘出術および遊離腹直
筋皮弁再建術）を施行。術後、化学放射線療法を行った。

【経過】舌癌手術に当たり、経口摂取困難が予想され胃
瘻造設術を行った。経管栄養を行っているつもりであっ
たが、本人は嚥下できるようになり自分で好きなものを
飲んでいた。特にココアが好きでほぼココアのみを摂取
していた。その後、体調を崩して倦怠感が強くなってき
た。2015 年 6 月再診時、白血球数 2200，赤血球数 131 万，
ヘモグロビン 4.4g/dl、血小板数 2.8 万と汎血球減少症を
認めた。臨床診断：重症感染症による敗血症、白血病緊
急入院の上、血液内科対診とする白血病などの血液疾患
を疑い、骨髄生検を行ったところ軽度の造血細胞に異形
がみられたものの芽球などの異形細胞は認めず、白血病、
再生不良性貧血、がんの転移は否定的であった。このた
め低栄養による汎血球減少症と診断し、中心静脈栄養を
行い、必要な栄養素、微量元素を補充したところ貧血の
改善を認め、軽快退院となった。

【考察】口腔癌手術に伴う摂食・嚥下障害は、長期化す
ることにより必要な栄養素が不足することがあり、癌に
対する経過観察だけでなく、栄養面を含めた全身の状態
を監視することが重要であると考えられた。

	

2-C-20
動静脈奇形を疑った右側頬粘膜悪性リン
パ腫の1例
鳥取大学 医学部 口腔顎顔面病態外科学

田村 隆行, 小谷 勇, 土井 理恵子, 岡本 秀治,  
領家 和男

今回われわれは右側頬部の腫脹を主訴に当科を受診し，
まず動静脈奇形を疑った悪性リンパ腫（濾胞性リンパ腫）
の 1 例を経験したのでその概要について報告する．症例
は 69 歳男性で，初診 6 か月前に右頬部の腫脹を自覚し
たため，近在内科を受診したが経過観察となる．初診 1
か月前に右頬部がさらに腫脹したために近在口腔外科を
受診した．抗菌薬を投与され軽度腫脹は軽減した．同院
にて生検を行ったが，確定診断に至らなかったために当
科を紹介され受診した．初診時，右側頬粘膜部に 43mm
× 26mm 大の腫瘤形成を認め拍動を触れた．その他口腔
内に明らかな異常所見はなく，頸部リンパ節の腫脹もみ
られなかった．血液検査では特記すべき事項はなかった．
造影 CT，単純 MRI を施行したところ腫瘍中央を貫通す
る顔面動脈と思われる血管が走行しており，血管奇形の
可能性が示唆された．しかし後日撮影した造影 MRI で
は T2 強調像信号や内部の均一性、ADC 値、造影パター
ンなど典型的な血管奇形の所見とは異なっており，腫瘍
性病変の可能性が示唆された．PET-CT では右頬粘膜
腫瘤に一致して強い FDG 集積があり悪性腫瘍が疑われ
た．血管造影を行ったところ，異常な血管の集簇はみら
れなかった．右頬粘膜悪性腫瘍の臨床診断下に全身麻酔
下に腫瘍切除を行った．腫瘍には被膜がみられ，腫瘍の
上端下端には拍動のある血管を認め，これを剖出して結
紮して切除した．摘出物に割をいれたところ白色充実性
の腫瘍であった．病理組織結果は濾胞性リンパ腫であっ
た．当院血液内科にコンサルトしたところ，他部位に腫
瘍がないことなどから待機的に再評価を行い新規病変の
出現などに対して治療を行うこととし、経過観察の方針
となった．現在外来にて経過観察を行っているが，再発
の所見はなく経過は良好である．
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嚢胞	 15:50 〜 16:30
座長：近藤 誠二・三宅 実

2-C-21
巨大な鼻口蓋管嚢胞に対して摘出術およ
び両側鼻腔に開窓した1例
公立学校共済組合 近畿中央病院 口腔外科

小橋 寛薫, 石井 庄一郎, 薬師寺 登

鼻口蓋管嚢胞は，生後短期間のうちに消失する鼻口蓋管
の遺残上皮に由来する嚢胞と考えられているが，その成
因は未だ不明である．比較的まれな疾患とされているが，
顎骨内に発生する非歯原性嚢胞の中では比較的多いとさ
れており，その直径は平均 15mm 程度とする報告がある．
今回我々は、口蓋および鼻底に著明な膨隆をきたした巨
大な鼻口蓋管嚢胞の 1 例を経験したので文献的考察を加
えて報告する．
患者は 44 歳男性で、口蓋の腫脹および上顎唇側歯肉の
腫脹を主訴に近医歯科医院より 2015 年 10 月に当科紹介・
受診した．初診時，口蓋歯肉の腫脹，上顎前歯部歯肉頬
移行部の腫脹，鼻腔底の腫脹を認めた．パノラマ X 線
にて上顎前歯部根尖に球状の透過像を認め，CT にて口
蓋正中に鼻口蓋管と連続して38×42mmの透過像を認め
た．鼻口蓋管嚢胞の診断のもと，全身麻酔下にて手術と
なった．鼻腔底部と口蓋部の骨構造が欠損していたこと
から，治療法の選択にあたり摘出術を行い，完全閉鎖し
た場合には鼻腔と口蓋の間に瘻孔を形成する恐れがある
と考えられた。また，巨大な嚢胞を摘出，閉創した際の
問題点として，残存する大きな死腔である．死腔の存在
は術後の感染のリスクが高く，開窓を行うことが適切と
考えられた．しかしながら，開窓術の方法については、
口腔内に開窓した場合には創が汚染され、瘻孔を形成す
る可能性があると考えられたため、鼻腔内に開窓とした。
2015 年 11 月に全身麻酔下にて上顎骨嚢胞摘出術，両側
下鼻洞対孔形成を行い，両側鼻腔内にメロセルタンポン
を挿入した．術後 5 日目でタンポン除去し術後 6 日目に
退院となった．病理検査結果は重層扁平上皮に裏層され
た嚢胞壁を認め，鼻口蓋管嚢胞と診断した．以降再発も
なく経過良好である．

	

2-C-22
下顎第三大臼歯周囲に発症した含歯性嚢
胞のパノラマX線画像評価及び検討
1東京医科歯科大学 歯学部 歯学科, 2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

秋谷 聡1, 寺内 正彦2, 大山 厳雄2, 山口 聰2

【目的】含歯性嚢胞は下顎第三大臼歯周囲に最も多く発
症することが報告されている。同様に角化嚢胞性歯原性
腫瘍やエナメル上皮腫などの病変も同部位での発症が多
数認められるため、術前の鑑別診断は極めて重要である。
本研究では含歯性嚢胞の特徴の新たな見地と、臨床にお
いての下顎第三大臼歯に存在する透過像の鑑別診断材料
の発掘を目的として、パノラマ X 線画像評価を行った。

【方法】2009 年から 2013 年に東京医科歯科大学歯学部附
属病院口腔外科外来を受診し、パノラマ X 線画像所見
にて下顎第三大臼歯周囲に透過像が観察された症例のう
ち、病理組織検査にて含歯性嚢胞と診断された 257 例を
対象とし、各症例の年齢、性別及び、パノラマＸ線画像
から透過像の形状や位置、大きさについて評価した。【結
果】全症例の年齢及び、性差は 19 歳から 89 歳で、平均
値は 44 歳であり、男性 167 例、女性 90 例であった。発
症部位は右側が 123 例、左側が 134 例であった。下顎第
三大臼歯と嚢胞の位置関係は、歯冠周囲に限局するもの
が 176 例、根尖部に限局する症例が 6 例、歯牙全体を覆
う症例が 75 例あった。また、下顎第二大臼歯に対する
位置関係は、側壁に接する症例が 85 例、歯根を含む症
例は 110 例、第二大臼歯を含まない症例が 62 例であり、
下顎第二大臼歯、第三大臼歯ともに歯根吸収は認められ
なかった。嚢胞の形状においては単胞性が 229 例、多胞
性が 28 例であった。嚢胞の大きさは、下顎第三大臼歯
の最大幅径の約 1.6 倍であり、この値は年齢層が上がる
ごとにばらつきが生じるものの、各年代での平均値での
差は認められなかった。【結語】下顎第三大臼歯周囲に
発症した含歯性嚢胞のパノラマ X 線画像を評価すること
で、病変に特徴的な画像所見を認めた。今後、下顎第三
大臼歯周囲に存在する他の病変についても同様の評価を
行うことにより、さらなる鑑別診断の材料を発掘するこ
とが期待される。
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2-C-23
Le FortⅠ型骨切り術後に生じた正中上
顎骨嚢胞の1例
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新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野,  
3新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野

大貫 尚志1, 阿部 達也2, 児玉 泰光1, 勝見 祐二1, 西川 
敦1, 黒川 亮1, 木口 哲郎1, 程 珺2, 林 孝文3, 高木 律男1

【緒言】従来，鼻口蓋管嚢胞は発育性囊胞と考えられて
きたが，われわれは臨床的に鼻口蓋管囊胞と診断される
場合，歯根嚢胞または粘液貯留嚢胞が切歯管に拡大した
ものであることを病理学的に明らかにした。今回，顎変
形症患者の Le Fort Ⅰ型骨切り術後に生じた正中上顎骨
嚢胞の 1 例を経験したので，その病理発生背景を考察し
た。

【症例】30 歳，男性。
【主訴】口蓋部の腫脹。
【現病歴】2015 年 2 月，口蓋正中部の腫脹を自覚し開業
歯科受診，口蓋腫瘍を疑われ精査加療目的に当科を再診。

【既往】顎変形症：2009 年，25 歳時，上顎後退症・下顎
前突症の診断。当科で Le Fort Ⅰ型骨切り術・両側下顎
枝垂直骨切り術を施行。プレートは除去せず，2013 年の
術後矯正治療終了とともに終診。

【初診時現症】硬口蓋正中部が長径 18 mm 半球形に腫大。
被覆粘膜に異常なく波動を触知。上顎左右中切歯は生活
歯。

【画像所見】単純エックス線で，両側中切歯根尖部に接
する類円形の透過像，CT で同部位に 16 × 19 × 17mm の
境界明瞭な嚢胞様病変。なお，顎矯正手術時の CT では
同病変はなかった。

【臨床診断】正中上顎骨嚢胞。
【処置および経過】2015 年 5 月全身麻酔下に嚢胞摘出術・
プレート除去術を施行。歯槽突起部は膨隆して菲薄化し，
口蓋と鼻腔底の骨は欠損していた。嚢胞を鈍的に剥離摘
出したが歯との連続性はなかった。病理組織学的には，
嚢胞壁は慢性炎症細胞浸潤を伴う線維性肉芽組織で，内
腔面は一部多列線毛上皮で被覆され，肉芽組織内に粘液
腺の導管再生など粘液腺傷害が示唆された。術後 8 か月
経過して再発なく経過良好である。

【考察】Le Fort Ⅰ型骨切り術の際の鼻腔への外科的侵襲
や術後の二次的な炎症により鼻腔粘膜の粘液腺導管開口
部の閉塞・拡張が本例囊胞の成因と考えられ，鼻口蓋管
に成長する囊胞の炎症性発症機序が具体的に証明された
症例として貴重である。

	

2-C-24
含歯性囊胞の画像診断学的，病理組織学
的検討
1九州歯科大学 口腔内科学分野,  
2九州歯科大学 歯科放射線学分野,  
3九州歯科大学 口腔病態病理学分野

宮本 郁也1, 森本 泰宏2, 塩次 將平1, 松尾 拡3,  
吉岡 泉1

【緒言】外部と交通していない埋伏歯は，歯囊や含歯性
囊胞を付随している症例が多い。歯囊は，歯導帯という
構造を通し口腔粘膜と連絡している。我々は歯導帯が，
様々な歯原性病変と関連していることを示唆してきた。
一方で含歯性囊胞がどのような機序で増大し顎骨に対し
局所侵襲を加えるのかは，はっきりしていない。今回，
病理組織学的に含歯性囊胞であった症例を後ろ向きに検
討し，CT などの画像資料と共に臨床的に検討したので
報告する。【対象患者と方法】対象患者は，2012 年から
2014 年までの間に九州歯科大学顎顔面外科学，口腔内
科学分野を受診した患者である。CT 及びパノラマエッ
クス線写真が揃っている 38 もしくは 48 の抜歯と同部位
において，病理組織学的に含歯性囊胞を確認し得た患者
50 人（男性 24 人，女性 26 人）であった。平均年齢は
47.0 歳（12–74）であった。なお，この研究は九州歯科
大学倫理委員会の承認を得た。【結果】今回検討した症
例は，ほとんどが粘膜下埋伏や骨性埋伏歯の状態であっ
た。CT 所見において単胞性で，境界明瞭な嚢胞様病変
で内部に平均 CT 値 36HU 程度の液性成分を認めた。中
には，嚢胞から口腔粘膜方向へ開大した導帯管様の構造
物を認めた。大きさの平均は，長径，短径，頭尾径にお
いてそれぞれ 18，12，16mm であった。下顎智歯部にお
いて顎骨の菲薄化がある一方，反応性と考えられる周囲
骨硬化像も認めた。病理組織学的には，扁平上皮による
裏装された囊胞壁で肉芽組織や線維組織の増生が一般的
に認められた。【結論】何らかの刺激により歯囊が増殖
能を獲得し，含歯性囊胞が増大すると考えられた。この
時，上記の歯導帯が（感染）経路となり得る可能性があ
る。また CT 画像による三次元的な検討より含歯性囊胞
は，海綿骨部分を中心に増大していくものと考えられた。
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2-C-25
歯間乳頭部に生じた歯肉嚢胞の1例
富山県立中央病院歯科・口腔外科

横林 康男, 中條 智恵, 浅井 佑介

【緒言】歯肉嚢胞は歯肉に生じる小さな嚢胞で、歯間乳
頭部に生じることはまれである。今回、われわれは歯間
乳頭部に生じた歯肉嚢胞の 1 例を経験したので、その概
要を報告する。

【症例】患者は 14 歳の女児で、平成 27 年 x 月に右下 12
歯間乳頭部の腫瘤を主訴に当科受診。全身的既往歴には
特記事項なく、現病歴では時期は不明なるも右下 12 歯
間部に腫瘤が生じたが、痛みなく放置。今回検診で指摘
され、当科紹介された。現症：全身所見；身長 157cm、
体重 47kg と体格は中等度で、栄養状態は良好であった。
口腔外所見；問題なし。口腔内所見；右下 12 歯間部に
5x2mm の境界明瞭な腫瘤があり、粘膜色、弾性軟で圧
痛なし、軽度歯間離開を認めた。パノラマ X 線所見で
は、右下 12 の歯間離開以外に異常所見は認めなかった。
処置及び経過：右下 12 部エプーリスの臨床診断にて同
月局所麻酔下に右下 12 部エプーリス摘出術を施行した。
電気メスにて切開を加え腫瘤を一塊として摘出した。術
後の経過は再発なく良好である。病理組織学的所見：間
質中に嚢胞形成を認め、嚢胞の内腔面は軽度肥厚を有す
る重層扁平上皮で裏装されていた。間質の炎症や線維増
生もあまり目立たず、エプーリスを示唆する組織ではな
かった。

【考察】歯肉嚢胞は、その頻度は Shear の報告では顎骨
領域の嚢胞の 0.5％とされ、比較的まれなものである。
本症例の臨床診断はエプーリスとしたが、病理組織学的
所見より歯肉嚢胞と診断された。

【結果】今回、われわれは、14 歳の女児の歯間乳頭部に
生じた歯肉嚢胞の 1 例を経験したので、その概要を報告
した。

顎変形症及び疼痛管理	 10:30 〜 11:30
座長：佐野 和生・代田 達夫

2-D-1
顎矯正手術後顔面腫脹の経時的観察　 
ー上下顎同時移動術群と下顎単独移動術
群での比較ー
愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座

山本 哲嗣, 宮地 斉, 落合 栄樹, 渡邉 哲, 藤井 仁,  
下郷 和雄

【緒言】われわれは，非接触型三次元形状計測装置およ
び 3D-CT を用いた手法により，顎矯正手術後顔面腫脹
の定量評価を行っている。今回，上下顎同時移動術群（以
下：上下顎群）と下顎単独移動術群（以下：下顎単独群）
で，頬部腫脹量やその経時的変化を比較し検討したので
その概要を報告する。

【対象・方法】2014 年 4 月から 2015 年 6 月に愛知学院大
学歯学部付属病院口腔外科第二診療部において顎矯正手
術を受けた患者の内，同意が得られた 33 名（上下顎群
15 名，下顎単独群 18 名）を被験者とした。非接触型三
次元形状計測装置（Artec Eva Scan，data design 社製）
を用い，手術前後の顔貌の撮影を行ない，解析は三次元
画像解析ソフトウェア（Leios2，data design 社製）上
で行った。術後に撮影した CT から構築した 3D-CT 軟
組織像と，同時に撮影したスキャナー像を置き換え，こ
れを基準に各スキャナー像を重ね合わせた。骨上に任意
に設定した計測基準点から各スキャナー像への X 軸方向
への距離を計測し，術後 6 か月の計測値を基準として各
撮影時期との差を腫脹量とした。また三次元画像解析ソ
フトウェア（3D-Rugle，メディックエンジニアリング社
製）上で，症例ごとに腫脹の分布と消退の推移を観察し，
2 群間の相違を検討した。

【結果】上下顎群および下顎単独群ともに，最も腫脹量
が多い部位は下顎角部であり，すべての計測部位で術後
4 ヶ月以降は腫脹量に有意な変化は認めなかった。下顎
角部の腫脹量は，下顎単独群が上下顎群よりも多かった
ものの有意差は認めなかった。上下顎群は下顎単独群よ
りも頬部前方の腫脹の消退が有意に遅かった。

【結論】上下顎群と下顎単独群では，術後頬部腫脹の動
態は概ね近似していたが，上下顎群では頬部前方の腫脹
が下顎角部の腫脹量に影響を及ぼしている可能性も考え
られ，今後さらなる検証を予定している。
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2-D-2
歯科矯正時の痛みと歯の移動における脳
血流動態の解析：fMRIによる評価
1愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座,  
2愛知学院大学 歯学部 薬理学講座,  
3愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座

有地 淑子1, 近藤 久貴2, 宮澤 健3, 田渕 雅子3,  
木瀬 祥貴1, 戸苅 彰史2, 後藤 滋巳3, 有地 榮一郎1

【目的】歯の矯正移動は、歯根膜神経のみならず、中枢
神経系領域においても変化をもたらすと考えられるが、
中枢神経系領域の変化についてはまだ十分に解明されて
いない。今回、健常ボランティアの歯間部に矯正力の異
なる 2 種の歯科矯正装置を装着し、脳賦活領域および程
度を fMRI を用いて明らかにする。

【方法】対象は、研究の目的・方法を説明し同意を得た
健常ボランティア 10 例。名古屋大学脳とこころの研究
センター設置の 3T-MRI 装置 (MAGNETON,Siemens) を
用いて、T1 強調像および GE-EPI を撮像した。矯正装
置は、ブラスワイヤーの代替として真鍮製のコンタク
トゲージを、セパレーションモジュールの代替として
市販のワックスフロスを用いた。健常ボランティアの上
顎右側小臼歯間に矯正装置を装着した。fMRI 解析には
SPM8 を使用した。

【結果】両矯正装置装着時には、左側前頭連合野、頭頂
連合野、側頭連合野、島、小脳に有意な活性がみられた。
フロス装着時には、これに加え、左側海馬、扁桃体に活
性がみられた。コンタクトゲージ装着時には、左側舌状
回、被殻、右側視床、海馬、鳥距溝に活性がみられた。
フロス装着時に比較して、コンタクトゲージ装着時では、
左側視床および小脳の信号強度が有意に高くなった。

【結論】矯正装置装着時に視床・海馬・扁桃体の活性が
みられ、三叉神経脊髄路核を中継して、視床下部腹内側
核から交感神経系システムを介し、歯根周囲での歯の移
動が起こるという仮説が立証された。

	

2-D-3
新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再
建口腔外科学分野における48年間の顎
矯正手術の臨床的検討
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

長谷部 大地, 須田 大亮, 原 太一, 浅井 佑介, 小島 拓, 
加藤 祐介, 小林 正治

【緒言】外科的矯正治療のさらなる向上のため、今回、
われわれは当分野において過去 48 年間に行われた顎矯
正手術の臨床統計的検討を行った。

【対象と方法】当分野にて 1968 年 1 月から 2015 年 12 月
までの 48 年間に顎変形症の診断で顎矯正手術を行った
顎変形症患者 1451 名のうち、資料が整った 1447 名を対
象として性別・手術時年齢、臨床診断、術式、手術時間、
出血量、輸血量等を検討した。

【結果】対象の内訳は男性474名、女性973名で男女比は1：
2.1であった。手術時の平均年齢は22±7歳（最年長59歳、
最年少 12 歳）であり、15 歳以上 25 歳未満が 1065 名と
全体の 73.7% を占めていた。臨床診断はアングルⅢ級症
例が 1144 例（79.1%）、アングルⅡ級症例が 125 例（8.6%）
で、その他 178 例（12.3%）であった。口蓋裂を含めた
先天疾患を伴った症例は 60 名（4.0%）、外傷起因性症例
は 10 名（0.7%）認めた。術式は上顎 LeFort Ⅰ型骨切
り術と下顎枝矢状分割法の併用が 541 例（37.3％）と最
も多く、次いで下顎枝矢状分割法単独 513 例（35.4%）、
curved oblique osteotomy 105 例（7.3%）であった。平
均手術時間は 221.7 ± 95 分、平均出血量は 549.7 ± 415ml

（最大出血量 4608ml）であった。輸血を行った症例は
979 症例（67.7%）で、内訳は同種間輸血 106 症例、自己
血輸血 865 症例、同種間輸血と自己血輸血の併用 5 症例
であった。年別では、1968 年に 2 例施行され、その後年々
増加し、1998 年以降は年間 30 症例を越えるようになっ
ていた。年間最多は 2005 年の 79 例であった。

【結語】患者は 10 代後半から 20 代前半の女性が多かっ
た。術式は時代とともに変化していき、近年では患者の
期待に応えるために、より複雑な術式が用いられるよう
になっていた。
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2-D-4
智歯抜歯後の疼痛に対するセレコキシブ
とJNS013の臨床評価
名古屋第二赤十字病院 歯科口腔外科

渡邉 和代, 林 康司

　近年，術後疼痛管理について，先制鎮痛の有用性が
注目されている．当院では，入院管理下に智歯抜歯を
行う患者に対して，抜歯後，非ステロイド性抗炎症剤
(NSAIDs) であるセレコキシブを投与している． しか
し，長時間作用型の鎮痛剤を投与したにもかかわらず，
夜間に疼痛を訴え，追加の鎮痛坐薬を使用する患者もい
る． JNS013 は非麻薬性オピオイド受容体刺激薬である
トラマドール塩酸塩と，解熱鎮痛剤であるアセトアミノ
フェンを含有する配合錠であり，国内臨床試験におい
ても，その有効性が報告されている．一方， JNS013 は
NSAIDs に比べて，悪心嘔吐などの副作用が強いという
報告がある．
　今回われわれは，入院管理下に複数の智歯抜歯を行っ
た患者に対し，セレコキシブと JNS013 の鎮痛効果およ
び副作用の一つである嘔気について臨床統計的検討を
行った．
　対象は，入院管理下に複数の智歯抜歯を行った患者
90 名である．患者は無作為に 30 名ずつ 3 つのグループ，
COX 群，JNS013 単独群，TYK 群に分類した．智歯抜
歯終了後，すべての患者にセレコキシブ 4 錠を投与した．
COX 群には翌朝まで追加の内服鎮痛剤を投与しなかっ
た．JNS013 単独群および TYK 群には 21 時に JNS013　
2 錠を投与し，TYK 群には同時にドンペリドン 1 錠を投
与した．すべての患者において，投与した内服薬以外の
抜歯後の補助鎮痛剤は，ジクロフェナク座剤とした．抜
歯翌日，退院前にアンケートを行い，抜歯後の疼痛およ
び JNS013 単独群，TYK 群における嘔気について調査
した．
　抜歯後 21 時までの疼痛は各群に有意差は認められな
かったが，夜間疼痛においては，COX 群と JNS013 単独
群・TYK 群の間で有意差がみられた．また嘔気について，
JNS013 単独群と TYK 群の間で有意差はみられなかっ
た．本研究により，JNS013 追加投与は夜間疼痛管理に
有効であることが示唆された．しかし副作用として嘔気
も認められており，投与前の十分な説明と副作用対策が
重要であると考えられた．

	

2-D-5
下顎埋伏智歯抜去後の術後疼痛に対する
Platelet Rich Fibrinによる鎮痛効果の
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 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

宮本 大模, 青木 尚史, 高井 美玲, 千賀 靖子, 佐藤 隼, 
由地 伶, 前田 道徳, 堀井 幸一郎, 土持 師, 渋谷 恭之

【目的】PRF（Platelet Rich Fibrin）は第二世代の濃縮
血小板フィブリンであり、自己血の遠心分離のみで作製
され、フィブリン構造内部に多量の血小板・白血球を含
んでいる。これまでに PRF の組織再生効果については
数々の論文で良好な結果が報告されているが、鎮痛効
果に対する研究報告はほとんど行われていない。そこで
われわれは下顎智歯抜歯直後の抜歯窩に PRF を填入し、
その鎮痛効果について検討したので報告する。

【方法】2014 年 3 月から 2015 年 6 月までの間に両側同
時下顎智歯抜歯を予定した患者のうち本研究に同意が得
られた 7 名（男性 3 名、女性 4 名）を対象とした。手術
前に採取した血液 40cc から PRF を作製し、同日に左右
下顎智歯抜歯を局麻下に行い、一方の抜歯窩にのみ PRF
を填入した。術後より毎食前および鎮痛剤内服前の疼痛、
腫脹の VAS 値を評価表に記載してもらい、7 日後に回
収した。マン・ホイットニーの u 検定を用いて PRF 填
入群（P 群）と非填入群（non-P 群）の VAS 値を比較
検討した。

【結果】術後疼痛（VAS 値）は、6 時間後で P 群が 4.64
± 1.05、non-P 群が 4.35 ± 1.33(P>0.05)、24 時間後で P 群
が 2.67 ± 0.66、non-P 群が 3.01 ± 0.71(P>0.05)、48 時間
後で P 群が 1.43 ± 0.50、non-P 群が 2.33 ± 0.77(P>0.05)、
72 時 間 後 で は P 群 が 1.07 ± 0.47、non-P 群 が 1.94 ±
0.77(P>0.05) であった。

【考察】今回は P 群− non-P 群間の術後疼痛に関して統
計学的な有意差を認めなかったものの、術後 24 時間以
降では PRF が術後疼痛を抑制している可能性が示唆さ
れた。PRF には成長因子による組織治癒促進効果や白血
球による抗菌効果に加え、フィブリン構造による物理的
刺激からの防護効果が期待出来ることが予想された。
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2-D-6
下顎埋伏智歯抜歯の術後疼痛に対する 
高用量アセトアミノフェン静注液の有効
性：a preliminary study
1国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科,  
2東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座,  
3日本大学歯学部 口腔外科学講座

栗原 絹枝1,2, 片山 雅文1, 山田 健太郎1,3, 稲川 元明1,  
高崎 義人1

【緒言】下顎埋伏智歯抜歯は比較的大きな侵襲を伴う処
置であり、術後疼痛管理は患者の苦痛や不安の除去、経
口摂取や退院の促進につながる。今回我々は、下顎埋伏
智歯抜歯の周術期において高用量アセトアミノフェン静
注液の投与方法による有効性を比較検討したので報告す
る。

【対象と方法】対象は当科にて入院下に下顎埋伏智歯抜
歯術を受けた患者 33 例で、周術期にアセトアミノフェ
ン静注液を使用していない患者 11 例（コントロール：C
群）、高用量アセトアミノフェン静注液を術直後に投与
した患者 11 例（after surgery：AS 群）、術中に投与し
た患者 11 例（during surgery：DS 群）に対し、術後 6
時間以内のレスキュー初回投与時間および使用人数につ
いて調査した。また翌日の退院まで高用量アセトアミノ
フェン静注液を術後 6 時間毎に定時投与した患者 11 例

（every 6 hours：q6h 群）と C 群、単回投与群（AS 群）
についてレスキューの使用人数および使用回数について
比較検討した。

【結果】術後 6 時間以内のレスキュー初回投与時間の中
央値は、C 群 150 分、AS 群 150 分、DS 群 140 分で、使
用人数は C 群 72.7％（8/11）、AS 群 54.5％（6/11）、DS
群 63.6％（7/11）で有意差は見られなかった。一方、翌
日までのレスキュー使用人数は、C 群 90.1％（10/11）、
AS 群 81.8％（9/11）、q6h 群 45.5％（7/11）で q6h 群に
少なく、レスキュー平均使用回数は C 群 1.55 回、AS 群
1.82 回、q6h 群 0.45 回で、q6h 群に有意に少なかった。

【結論】下顎埋伏智歯抜歯の周術期において高用量アセ
トアミノフェン静注液を定時投与することによりレス
キューの使用を減らし、安全に比較的安定した疼痛管理
ができると考えられた。

	

2-D-7
上下顎形成術の術後疼痛に対する鎮痛薬
の検討
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

鎌谷 宇明, 代田 達夫

【目的】セレコックス錠は 1992 年に合成された COX-2
の選択的阻害薬で、消化管障害や血小板機能への影響を
軽減し、既存の NSAID と同様の消炎および鎮痛効果を
発揮するとされている。日本では 2011 年に「手術後、
外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛」が適応疾患として追
加承認された。そこで、上下顎骨形成術の術後疼痛にセ
レコックスを投与し、その効果について検討した。【対
象と方法】対象は 2013 年までの過去 3 年間に顎骨形成
術を受けた患者とし、術後 10 日間の鎮痛薬の使用量に
ついて後ろ向きに調査した。症例は女性 37 名、男性 23
名で、平均年齢 27.6 歳、平均身長 164.3cm、平均体重
57.5Kg であった。手術は、下顎が 23 件、上顎が 4 件、
上下顎が 33 件であった。術翌日から鎮痛薬としてセレ
コックス錠 (200mg、初回のみ 400mg) またはロキソニ
ン錠 (60mg) を処方した。十分な鎮痛が得られない場合
に、レスキュー薬としてカロナール錠 (200mg) またはボ
ルタレン坐剤 (25mg) を投与した。【結果】セレコックス
錠の投与症例は 21 例で、平均投与量は 8.3 錠（1660mg）、
レスキュー薬のカロナール錠は 7.9 錠 (1580mg)、ボル
タレン坐剤は 1.5 個 (37.5mg) で、鎮痛薬合計の平均薬価
は 1009 円、平均投与期間は 5.9 日であった。ロキソニン
錠の投与症例は 39 例で、平均投与量は 14.6 錠 (876mg)、
レスキュー薬のカロナール錠は 6.9 錠 (1380mg)、ボルタ
レン坐剤は 1.9 個 (47.5mg) で、鎮痛薬合計の平均薬価は
432 円、平均投与期間は 6.3 日であった。いずれの薬剤
においても、使用を中止するような有害事象の発現は認
められなかった。【結論】セレコックス錠は、上下顎骨
形成術の術後疼痛に対して、有用な NSAID であること
が示唆された。
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悪性腫瘍 6（臨床研究 1）	 14:00 〜 15:00
座長：朝比奈 泉・藤内 祝

2-D-8
舌扁平上皮癌における原発巣の深さに関
する臨床研究
1東北大学大学院歯科学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔
面・口腔外科学分野, 2東北大学大学院歯科学研究科 口腔
病態外科学講座 口腔診断学分野, 3東北大学大学院歯科学
研究科 口腔病態外科学講座 口腔病理学分野

北村 淳1, 野上 晋之介1, 山内 健介1, 纐纈 衆1,3,  
飯久保 正弘2, 古内 壽2, 小嶋 郁穂2, 宮下 仁1,  
熊本 裕行3, 髙橋 哲1

【目的】舌癌における原発巣の病期決定のため優先され
る画像検査法は MR であり、近年舌癌の深さを評価する
上で超音波検査 (US) の有用性に関する報告が散見され
る。当科においても舌癌患者に対して、必ず行う画像検
査の１つである。生検後に行う画像検査では実際の舌癌
の深さが不鮮明となり、切除する際に深部マージンの決
定に苦慮することがある。今回、生検が MR および US
に与える影響を調査することを目的に病理組織標本を用
いて検討した。【対象および方法】対象は過去 2 年間、
当科において舌扁平上皮癌 (T1 および T2) の診断を得た
30 症例 ( 男性 :15 例、女性 :15 例 )、平均年齢 62.5 歳とした。
生検前に MR および US 検査を行った 15 例（男性 :8 例、
女性 :7 例）を A 群、生検後に MR および US 検査を行っ
た 15 例（男性 :7 例、女性 :8 例）を B 群とした。各群の
MR および US における深さとそれぞれの病理組織標本
における深さを比較した。【結果】A 群では MR および
US の深さは病理組織標本における深さとほぼ一致して
いた。B 群では MR および US の深さは病理組織標本に
おける深さと比べ、深く検出されていたが、とくに MR
ではより深く検出される傾向があった。【結論】生検後
は実際の深さよりも深く検出され生検による炎症反応が
影響したものと考えられた。

	

2-D-9
当科における頸部後発リンパ節転移を生
じた口腔扁平上皮癌の臨床病理学的検討
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

近藤 雄大, 田川 友梨, 田村 知丈, 長井 健太郎,  
金氏 毅, 末廣 雄作, 山下 善弘

【目的】口腔扁平上皮癌の治療において頸部リンパ節転
移巣の制御は予後を決定させる重要な因子である。当科
においては、これまで臨床学的診断、画像診断において
リンパ節転移が強く疑われる場合は頸部郭清を、そうで
なければ厳重経過観察という方針で治療を施行してき
た。その結果 19 例において後発頸部リンパ節転移ある
いは頸部再発を経験したので検討を行った。

【対象と方法】2005 年 4 月から 2015 年 3 月までに当科
を受診し初期治療を行った口腔扁平上皮癌患者 142 例
のうち後発リンパ節転移を認めた症例 19 例を対象とし
た。転移予測因子の探索のため患者特徴、原発部位、T 
status、病期、組織学的分化度、浸潤様式（YK 分類）、
治療法、手術術式、切除断端、転移時期、転移リンパ節
の位置について検討した。

【結果】男性 9 名、女性 10 名、平均年齢 63.7 歳であった。
原発部位は舌癌が最も多く 13 例、頬粘膜癌 3 例、下顎
歯肉癌 1 例、上顎歯肉癌 1 例、口底癌 1 例であった。初
診時臨床診断にて N0 と診断された症例は 18 例、N（＋）
と診断された症例は 3 例であった。病期分類Ⅰ、Ⅱ期が
12 症例、Ⅲ期 1 症例、Ⅳ期 6 症例であった。初期治療の
内容は、手術のみ 15 例、術前放射線化学療法＋手術 2 例、
放射線化学療法 2 例であった。また局所再発症例が 4 症
例含まれていた。転移時期は初期治療後平均 8.2 カ月後
であった。特徴としては、YK-4C、4D 症例が半数以上
を占めており浸潤様式と転移は関連を認める傾向にあっ
た。

【結論】リンパ節転移の制御にはまず局所制御が重要で
ある。浸潤様式と転移に関連性は認めるが、決定的な因
子ではない。

【考察】今後症例を重ねさらなる検討が必要である。潜
在性リンパ節転移を診断可能な新規診断法の開発が望ま
れる。
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2-D-10
口腔扁平上皮癌におけるMUC1/MUC4
ムチン共発現の予後規定因子としての有
用性の検討
1鹿児島大学医学部歯学部附属病院 口腔外科, 2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

浜田 倫史1, 上村 祐二2, 中村 康大2, 上川 善昭1,2,  
杉浦 剛1,2

【背景】MUC1 や MUC4 は、細胞表面を保護する「粘
液」の主成分である高分子量糖タンパク「膜型ムチン」
に分類され、多くの悪性腫瘍に過剰発現し、浸潤・転移
に促進的に働く重要な予後不良因子として広く知られて
いる。近年われわれは口腔扁平上皮癌 (OSCC) において
も MUC1 や MUC4 の発現が予後不良と関連することを
示してきたが、これらの共発現の状況を検討した報告
は未だない。【目的】本研究の目的は、OSCC における
MUC1 および MUC4 の共発現状況を検討し、両者の組
み合わせの予後マーカーとしての有用性を評価すること
である。【材料および方法】1992-2008 年に鹿児島大学病
院口腔外科を受診し初発 OSCC と診断された 206 例を対
象として臨床病理学的情報を収集するとともに、MUC1
および MUC4 の免疫組織化学染色を行った。予備統計
により全体を 3 群 (MUC1/MUC4 共陽性群、単独陽性群、
共陰性群 ) に分け、腫瘍の病理組織学的事項との関連性
や予後因子としての有用性を統計学的に分析した。【結
果】MUC1 と MUC4 の発現は互いに強い相関性を示し、
これらの組み合わせは T 分類、リンパ節転移、ステー
ジ分類、YK 分類、血管浸潤などの腫瘍の悪性度と有意
に関連していた。全生存率および無病生存率は MUC1/
MUC4 共陽性群が最も低く、共陰性群が最も高かった。
多変量解析では MUC1/MUC4 共陽性は全生存率、無病
生存率および後発リンパ節転移の独立したリスク因子で
あった。【結論】MUC1/MUC4 の組み合わせは、それぞ
れを単独で評価よりも鋭敏に OSCC 症例の予後と関連
し、治療法の選択や予後予測の際の指標として有用であ
ることが示された。またこれらの膜型ムチンは将来の分
子標的治療のターゲットとしても有用であることが示唆
された。

	

2-D-11
当科における舌扁平上皮癌T2N0M0症
例の臨床的検討
1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医療法人伊東会 伊東
歯科口腔病院

山名 啓介1, 坂田 純基1, 吉田 遼司1, 廣末 晃之1,  
永田 将士1, 廣田 渓1, 福間 大喜1, 尾木 秀直1,  
篠原 正徳2, 中山 秀樹1

【目的】舌扁平上皮癌 T2N0M0 症例は、概ね良好な治
療成績が得られているが、時として予後不良を呈する
症例を経験することがある。今回われわれは、舌扁平
上皮癌 T2N0M0 症例について、その予後因子を含め検
討を行ったので、その概要を報告する。【対象および方
法】2000 年 3 月から 2012 年 1 月までに当科で舌扁平上
皮癌（T2N0M0）と診断され、外科的切除を行った 71
例を対象とした。臨床項目として年齢、性別、臨床発育
様式、分化度、浸潤様式（YK 分類）、腫瘍の深さ、筋
層浸潤の有無、切除断端の評価、局所再発の有無、後発
頸部リンパ節転移の有無等を含めて解析を行った。【結
果】年齢は 28-95 歳、平均 65.6 歳、男性 44 人例、女性
27 例であった。また、9 例（12.8％）で局所再発、14 例

（19.7％）で後発頸部リンパ節転移を認めた。再発におい
ては切除断端陽性が有意なリスク因子であり、後発頸部
リンパ節転移においては腫瘍の深さ 5mm 以上と浸潤様
式（YK-4c、4d 型）が有意なリスク因子であった。５年
生存率においては、後発頸部リンパ節転移を認めた症例
が後発頸部リンパ節転移を認めなかった症例と比較し有
意に予後が不良（P<0.01）であった。【考察】舌扁平上
皮癌 T2N0M0 症例の有意な予後因子は後発頸部リンパ
節転移であり、さらなる治療成績の向上には後発頸部リ
ンパ節転移症例の制御が課題であると考えられた。
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2-D-12
小唾液腺から発生した唾液腺導管癌4例
の病理組織学的検討
富山大学大学院 医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

冨原 圭, 今上 修一, 藤原 久美子, 野口 誠

【緒言】唾液腺導管癌（Salivary duct carcinoma、SDC）
は、唾液腺悪性腫瘍の中では、とりわけ悪性度が高く、
予後不良なものが多い。主に大唾液腺に発生し、小唾
液腺での発生は比較的稀である。組織学的には、通常
型（Conventional SDC）に加えて、いくつかの亜型が
存在する。当科で経験した唾液腺導管癌について、その
病理組織学的な特徴について検討した。【症例】症例 1：
82 歳女性。右頬部原発、同側頚部多発リンパ節転移を
認め、病理組織診断は通常型唾液腺導管癌であった。症
例２：74 歳女性。右口蓋部原発、両側頚部多発リンパ
節転移を認め、病理組織診断は肉腫様型唾液腺導管癌

（Sarcomatoid SDC）であった。症例 3：72 歳男性。左
の傍咽頭隙原発、同側頚部多発リンパ節転移を認め、病
理組織診断は、浸潤性微小乳頭唾液腺導管癌（Invasive 
micropapillary SDC）と富粘液亜型唾液腺導管癌（Mucin 
rich SDC）の混在であった。症例 4：82 歳男性。左頬部
原発、同側顎下リンパ節転移を認め、病理組織診断は、
通常型唾液腺導管癌であった。全ての症例で、脈管侵襲
や神経周囲浸潤を認め、免疫組織学的には、GCDFP-15
が陽性であった。【結論】それぞれの症例に関して、そ
の臨床経過と病理組織学的所見および免疫組織学的所見
について若干の考察を加えて報告する。

	

2-D-13
口腔扁平上皮癌原発巣からみる転移特異
的遺伝子発現の解析
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

田川 友梨, 近藤 雄大, 田村 知丈, 長井 健太郎,  
山下 善弘

【目的】口腔扁平上皮癌 cN0 頸部に対する治療方針とし
て厳格な基準はなく、予防的頸部郭清とするか経過観察
とするかに関して統一した結論は得られておらず、経
過観察中に後発リンパ節転移が発見される例も少なくな
い。現在、頸部リンパ節転移の観察方法の主流は触診と
画像診断であるが、潜在あるいは微小リンパ節転移の発
見は困難であり、PET-CT を用いても触診で偽陰性診
断のある患者の 50% しか検出できないとの報告もある
(LiaoLJ ら：2012)。一方でリンパ節生検の精度は高いが
侵襲が大きく初期検査では実施されることは少ない。そ
のため、早期かつ低侵襲に潜在リンパ節転移を発見する
方法を確立するために、その診断マーカーとなり得る遺
伝子を探索することを目的とした。

【方法】2011 年 から 2015 年に当科で口腔扁平上皮癌と
診断され同意の得られた患者検体を用い、Affymetrix 
GeneChip®　Human Transcriptome Array(HTA)2.0 解
析で DNA 発現を網羅的に解析し、リンパ節転移の有無
による遺伝子発現パターンの特異的変動を検討した。今
回用いた HTA2.0 解析は、エクソン領域およびジャンク
ション部分に 600 万のプローブ設計があり、コード転写
産物・非コード転写産物の全てを解析可能である。

【結果】正常部位と比較して腫瘍部位では 562 遺伝子の
発現上昇、457 遺伝子の発現低下が認められ、またリン
パ節転移ありでは転移なしと比較して、1 遺伝子の発現
上昇、54 遺伝子の発現低下が確認できた。(Fold Change 
(linear) < -2 or Fold Change (linear) > 2)

【結論】今回我々の行った解析によって、リンパ節転移
に関与する遺伝子群が明らかになることで、今後の潜在
リンパ節転移の診断マーカーとなる可能性が示唆され
た。
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2-D-14
アミノレブリン酸を用いた口腔癌診断の
ための小型蛍光診断装置の有用性
1鶴見大学 歯学部 口腔内科学(口腔外科学第二）講座,  
2ウシオ電機株式会社

舘原 誠晃1, 佐藤 徹1, 寺田 知加1, 井出 信次1,  
片岡 志基1, 藤永 桃歌1, 木村 誠2, 里村 一人1

【目的】口腔癌には肉眼的に確認困難な微小病変や上皮
内癌などの平坦病変が存在し、これらを早期に発見す
ることは予後の向上や QOL の維持においてきわめて重
要である。近年、脳腫瘍、膀胱癌および消化器癌にお
いてアミノレブリン酸 (ALA) を用いた光線力学的診断
photodynamic diagnosis (ALA-PDD) が普及している。
ALA は生体に存在する天然のアミノ酸で細胞内に取り
込まれると代謝されて蛍光物質であるプロトポルフィ
リン IX (PpIX) に変換され最終的にヘムになる。腫瘍細
胞内では PpIX が過剰に蓄積されることから、青紫光 
(405nm) を照射すると腫瘍細胞のみが赤色蛍光 (636 nm
および 705 nm) を発するという特徴がある。今回、われ
われは青紫光を照射とともに赤色蛍光を高感度に感知で
きる小型蛍光診断装置を開発したのでその概要と有用性
について報告する。【対象および方法】本研究は鶴見大
学歯学部倫理審査委員会の承認の下に行った。対象は口
腔白板症および口腔癌が疑われ、切除術および生検術を
予定している患者とした。術前に ALA 水溶液を浸した
ガーゼにて病変およびその周囲粘膜を覆い、その後、診
断装置にて病変部を観察して画像として記録した。さら
に赤色蛍光部位をヨード生体染色法における不染帯と比
較した。また、切除標本を用いて蛍光部位を病理組織学
的に検討を行った。【結果】すべての癌病変は赤色蛍光
を示した。平坦病変のヨード不染帯では赤色蛍光強度は
様々であり、癌化が疑われた部位においては強い赤色蛍
光を認めた。また病理組織学的検査の結果、淡い赤色蛍
光を示した部位は重度の上皮異形成および上皮内癌がみ
られ、蛍光強度が強い部位では扁平上皮癌と診断された。

【結論】われわれが開発した小型蛍光診断装置により上
皮異形成や癌化を判定することが可能であり肉眼的に確
認の困難な微小病変や上皮内癌の早期発見において有用
であることが示唆された。

MRONJ	 15:00 〜 15:50
座長：倉林 亨・佐々木 朗

2-D-15
薬剤関連性顎骨壊死(MRONJ)に対する
外科的治療法の検討
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, 3岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態機構学
講座 口腔病理学分野

助川 信太郎1, 管野 貴浩1,2, 河合 穂高3, 柴田 茜1,  
助川 由佳1, 長塚 仁3, 古木 良彦1

【 緒 言 】 薬 剤 関 連 顎 骨 壊 死（Medication Related 
Osteonecrosis of the Jaw: 以下 MRONJ）は以前より報
告されてきたビスフォスフォネート製剤に関連する顎
骨壊死に加え，抗 RANKL モノクローナル抗体製剤や
血管新生阻害薬などに関連した顎骨壊死として名称が変
更された病態である。今回われわれは，当科において
MRONJ と診断された症例のうち外科的治療を施行した
29 例について臨床的検討を行ったので概要を報告する。

【対象および方法】2011 年 1 月から 2015 年 12 月までに
香川県立中央病院歯科口腔外科を受診し，MRONJ と診
断された 79 例のうち，保存療法に効果がなく外科的治
療を施行した 27 例を対象とし，レトロスペクティブに
検討した。治療成績の判定は，他覚症状が消失したもの
を「治癒」，治療前の Stage より改善したものを「改善」，
治療前後の Stage に変化がないものを「不変」とした。

【結果】年齢は 42 歳から 92 歳（平均年齢 75.3 ± 11.5 歳），
男性 7 例，女性 20 例であった。発生部位は上顎が 9 例，
下顎が 18 例であり，発症契機は抜歯が 14 例，根尖性歯
周炎が 3 例，自然発生が 2 例，義歯不適合が 2 例，智歯
周囲炎が 1 例，インプラント周囲炎が１例，原因不明が
4 例であった。Stage 分類では Stage Ⅲが 22 例，Stage
Ⅱが 5 例であった。治療法は，腐骨除去術を行った症例
が 26 例であり，顎骨病的骨折を伴う 1 例に対して顎骨
区域切除術を施行した。治療成績は，治癒が 22 例，軽
快が 4 例，不変が 1 例であった。【結語】今回われわれ
が検討した外科的治療症例 27 例中，22 例において治癒
を認め，4 例においても改善しており概ね良好な治療結
果が得られた。今後はさらなる症例数を増やし，治療法
の有効性を検討する必要性が考えられた。
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2-D-17
保存的処置にて長期間経過観察を行う薬
剤関連顎骨壊死（MRONJ）の1例
小諸厚生総合病院 歯科口腔外科

盛岡 昌史, 山㟢 正, 堀 泰斗, 矢島 淳一, 高見澤 聡一

【緒言】MRONJ に対する治療方法は近年，外科的治療
が有効であるとの報告が散見される．しかし，ゾレドロ
ネートなどの注射製剤を使用する病態進行骨転移例で
は，年齢・予後などから外科的治療が適応されない場合
もあり，治療に難渋する．

【症例と経過】症例：82 歳　男性．主訴：口腔内出血．
現病歴：2012 年 11 月に多量の口腔内出血があり当院へ
緊急搬送された．消化管出血を疑われるも，出血源が
特定できず，当科を紹介となった．既往歴：前立腺癌
骨転移　高血圧．初診時現症：（口腔内所見）右下 78 部
歯肉から出血があり出血部に骨露出を認めた．6 月に右
下 6 の抜歯既往があり，前立腺癌骨転移にてゾレドロ
ネート投与中のため，MRONJ と診断した．（口腔外所
見）化学療法による脱毛　顔面浮腫．画像所見：（パノ
ラマ XP）右下水平埋伏智歯，明瞭な右下６抜歯窩を認
め，周囲骨の不透過性亢進を認めた．（骨シンチグラフィ
所見）右側腸骨，胸骨，両側肋骨に高度の集積を認め，
下顎骨は骨体全域に集積を認めた．処置および経過：骨
露出部からの持続性出血が 2 週間あまりみられ，Hgb 低
下時には RCC の輸血を施行した。外科的治療の同意が
得られず，保存的処置にて全身状態の改善を図った．そ
の後も，急性炎症を繰り返し，骨露出範囲は拡大してい
き，2013 年 6 月に顎下部に口腔外瘻孔を形成した．骨露
出範囲拡大に伴い，急性炎症はコントロールされたが，
2015 年 1 月に右側下顎骨の病的骨折を生じた．骨折に伴
う痛みは軽度であり，摂食障害は認めなかった．保存的
治療の継続にて，疼痛コントロールは良好であり，加齢
に伴う ADL 低下は認めるも発声，食事摂取は行えてお
り，発症から 3 年経過した現在も外来にて経過観察中で
ある．

【結語】今回，われわれは保存的処置にて長期間経過観
察を行っている MRONJ の 1 例を経験したため，病態の
変化を含め，その概要を報告する．

	

2-D-18
薬剤関連性顎骨壊死に対して保存的治療
および外科的治療を行った2例
近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科

田中 里枝, 古田 治彦, 友村 展子, 木村 沢郎,  
山口 万枝

【目的】2014 年米国口腔顎顔面外科学会は骨吸収抑制薬
もしくは血管新生阻害薬による顎骨壊死を薬剤関連性顎
骨壊死（以下 MRONJ）と総じて，ポジションペーパー
を発表している．今回われわれは，MRONJ 症例に対し
て外科的治療および保存的治療を行った症例を経験した
ので報告する．【症例】症例 1　74 歳女性，既往歴；関
節リウマチ治療のため 2004 年 9 月よりプレドニゾロン，
メトトレキサート開始，12 月よりリセドロン酸ナトリウ
ム水和物を追加，2007 年 3 月よりリセドロン酸ナトリウ
ム水和物からアレンドロン酸ナトリウム水和物に変更さ
れた．2012 年 3 月左側顎下部の腫脹，排膿を主訴に本院
整形外科より紹介された．左側下顎大臼歯の著明な動揺
と周囲歯槽骨の露出，左側顎下部の外歯瘻からの排膿を
認めた．ステージ 3 と診断し，消炎後下顎骨区域切除，
プレートおよび大胸筋皮弁による再建を行った．症例 2　
70 歳男性，既往歴；多発性骨髄腫治療のため 2011 年 5
月より CBD 療法（デキサメタゾン，ボルテゾミブ，シ
クロホスファミド水和物，ゾレドロン酸水和物）8 コー
ス施行後，BD 維持療法（デキサメタゾン，ボルテゾミ
ブ，ゾレドロン酸水和物）を継続．2012 年 7 月よりゾレ
ドロン酸水和物からデノスマブに変更された．2013 年
8 月，近歯科にて左下 6C4 の為抜歯後，治癒不全のため
12 月加療目的に紹介された．ステージ 2 と診断し，局所
洗浄等保存的治療を行った．2014 年 9 月左下 6 相当部に
は腐骨が露出し以降拡大した．2015 年 8 月腐骨の動揺を
認め，同月末に腐骨の脱落を認めた．【結果】症例 1 は
術後 4 年経過時，再発は認めない．症例 2 は 6 か月経過
時，新たな骨露出は認めない．【結論】今回われわれは、
MRONJ 症例に対して外科的・保存的治療を行った症例
に対して，良好な治療結果を得ることができた．治療方
法は患者の QOL を考慮し選択を行うことが重要と考え
られた．
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2-D-19
当科における薬剤関連性顎骨壊死の臨床
的検討
1熊本大学大学院生命科学研究部 歯科口腔外科学分野,  
2医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院

清川 亮平1, 松岡 祐一郎1, 川原 健太1, 廣末 晃之1,  
有田 英生1, 吉田 遼司1, 福間 大喜1, 尾木 秀直1,  
中山 秀樹1, 篠原 正徳2

【背景】骨吸収抑制剤であるビスフォスフォネート（BP）
製剤等の薬剤に起因する顎骨壊死（Medication related 
osteonecrosis of the jaw: MRONJ）は一度発症すると
難治性で、その予防法や有効な治療などは未だ確立さ
れていない。また近年、強力な骨吸収抑制剤である抗
RANKL 抗体（デノスマブ）投与患者でも顎骨壊死が
発症し、その発生頻度は BP 製剤投与患者とほぼ同じ
であると報告されている。このことから、BP 製剤と抗
RANKL 抗体を bone modifying agent（BMA）と位置
づけ、これらの薬剤の投与を受ける骨粗鬆症や悪性腫瘍
の患者では、BMA を使用する前に歯科検査と予防的歯
科処置を行うなど、医科と歯科の連携がますます重要に
なってくる。今回われわれは、2011 年 1 月から 2015 年
12 月までに BMA 関連で当科を受診した患者 110 例の臨
床的検討を行ったので報告する。

【対象】2011 年 1 月から 2015 年 12 月までに当科を受診し、
BRONJ ポジションペーパー（2009, 2012）の診断基準を
満たした薬剤関連性顎骨壊死患者 110 名を対象とし、そ
の背景因子について検討した。

【結果】薬剤関連性顎骨壊死症例は女性に多く、発症部
位は下顎が 71% と最も多かった。病期分類では stage0:
が 7 例、stage Ⅰが 18 例、stage Ⅱが 61 例、stage Ⅲが
23 例であり、stage0 でも観血的処置をした症例を 4 例
認めた。デノスマブに起因した顎骨壊死は 14 例（13%）
であり、投与から発症までの期間が 3 ヶ月という症例も
認めた。

【考察】近年、BP 製剤だけでなく抗 RANKL 抗体（デノ
スマブ）に起因する顎骨壊死の報告例が増えてきており、
今後も医科と歯科の連携がますます重要になってくると
思われた。

	

2-D-20
薬剤誘発性顎骨壊死が起因となった頬部
ガス壊疽の一例
1岡山大学病院口腔外科(再建系),  
2岡山大学医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学分野

石田 展久1,2, 松原 正和2, 明石 翔2, 合田 宜子2,  
山近 英樹1, 飯田 征二1,2

【緒言】ガス壊疽は、ガス産生菌により発症する軟部組
織感染症である。起炎菌は Clostridium 属とそれ以外の
non-Clostridium 属に大別されるが、頭頸部領域におい
ては non-Clostridium 性ガス壊疽が主に認められる。ガ
ス壊疽の臨床症状は急速に悪化し場合によっては生命の
危険にも及ぶ事もあり迅速な対応が必要である。今回わ
れわれは、薬剤誘発性顎骨壊死（MRONJ）が原因で発
症したと思われる頬部ガス壊疽の一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：97 歳女性　初診：2015 年 12 月　主訴：
左側頬部およびオトガイ部の腫脹

【既往歴】骨粗鬆症（フォサマック ®）内服歴あり・頬部
皮膚癌術後・高血圧症・高脂血症

【現病歴】2015 年 11 月 33 部の疼痛のため某歯科医院を
受診。同部歯肉より排膿を認め抗生剤の処方を開始され
た。しかし、腫脹は左側頬部～オトガイ部に拡大したた
め 33,34 を抜歯された。12 月初旬左側頬部腫脹が悪化し
当院紹介初診となった。初診時左側頬部およびオトガイ
下部に発赤を伴う腫脹あり、33 部抜歯窩より少量の排膿
も認めた。単純 CT より咬筋外側から前縁さらに翼突筋
間隙にかけて膿瘍を形成し同部に air density が散在し
ていた。歯性感染によるガス壊疽と診断した。

【処置および経過】局所麻酔下にて頬部、オトガイ
部を切開しドレナージ施行。細菌検査は Prevotella 
intermedia、Streptococcus constellatus が検出された。
37 部歯槽粘膜にも廔孔を認め頬部膿瘍に交通していた。
初診から 32 日後排膿は落ち着き転院となった。

【考察】歯性感染によるガス壊疽は珍しくないが、本症
例では MRONJ が原因でガス壊疽を発症したと考えられ
た。高齢化に伴う BP 製剤の多用化により MRONJ 治療
の重要性が改めて示唆された。
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基礎研究（その他 1）	 15:50 〜 16:30
座長：東 みゆき・金村 成智

2-D-21
先制医療の実現化へ向けた齲蝕の新規診
断法の開発
1京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学,  
2京都工芸繊維大学 セラミック物理学,  
3大阪大学医学部 整形外科

足立 哲也1, Giuseppe Pezzotti2, 市岡 宏顕1,  
Wenliang Zhu3, 山本 俊郎1, 金村 成智1

【目的】近年、疾患を発症前に高い精度で予測し、疾患
の発症を防止する先制医療（Preemptive medicine）と
呼ばれる概念が注目されている。歯科分野で先制医療を
実現するには、齲蝕を高感度かつ高精度に検出する診断
法の開発が必要である。これまでの齲蝕の診断方法であ
るレントゲン診断は、術者の主観的な判断に頼らざるを
得なく、感度は十分ではなかった。我々は、非接触かつ
非侵襲的に分子レベルの構造を解析することができるラ
マン分光法に着目し、齲蝕の新規診断方法になり得るか
検討した。

【材料・方法】京都府立医科大学医学倫理委員会の承認
のもと（ERB-C-136）、インフォームド・コンセントを得
た上で、歯周炎により抜歯された廃棄予定の歯を被験歯
とした。歯の表面の状態は、ラマン顕微鏡と電子顕微鏡
で観察した。歯の内部は、デンタル X 線装置とマイクロ
CT 撮影装置で観察した。

【結果】齲蝕周囲のエナメル質をラマン分光法で解析し
た。齲蝕周囲のエナメル質のハイドロキシアパタイトの
ラマン散乱強度は、健全歯と比較すると顕著に低下し、
ピーク位置は低周波側にシフトし、半値幅が増加するこ
とを確認した。さらに、エナメル質の劣化部位を、電子
顕微鏡で観察したところ、数 µ ｍの亀裂を認めた。

【結論】齲蝕は、歯の構成成分であるハイドロキシアパ
タイトが Streptococcus mutans の産生する酸により脱
灰され、実質欠損が起こった状態である。齲蝕における
ラマンスペクトルの変化は、酸によるハイドロキシアパ
タイトの非化学量論的な変化、結晶学的な構造変化に起
因することが考えられる。今回の結果より、ラマン分光
法は、マイクロ単位の齲蝕を検出することができる可能
性があり、先制医療を実現する診断方法になり得ること
が示唆された。

	

2-D-22
歯肉結合組織のMicro-graft を用いた新
規歯肉増大・再生療法の開発
長崎大学 大学院医歯薬総合研究科 顎口腔再生外科

野田 さわこ, 住田 吉慶, 大場 誠吾, 朝比奈 泉

【背景】歯周炎やインプラント周囲炎の予防、あるいは
審美性の獲得のために角化歯肉の重要性が再認識されて
いる。一般的に角化歯肉獲得のために遊離歯肉移植が行
われているが、その手技は難度が高く、採取量に限界が
あり採取部への侵襲も小さくないといった欠点がある。
これらの欠点を克服するために組織幹細胞を用いた培養
粘膜による再生医療が考えられているが、調整のための
時間、労力、経費を勘案すると現実的とは言い難い。そ
こで、われわれは on-site で移植組織の調整が可能な、
組織幹細胞を多量に含む組織を細切した微細組織移植

（Micro-graft）を考案した。今回、歯肉再生の可能性を
検討するため、Micro-graft による皮膚欠損に対する創
傷治癒の効果について検討を行なったので報告する。【方
法】約 1mm3 のブタ上顎結節の結合組織を組織細切装置
RIGENERACON を用いて 10 ～ 50μm に細切し、真皮
欠損用グラフト材に播種した試料を、ヌードマウス背部
に形成した直径 5mm の全層皮膚欠損に移植した（Micro-
graft 群）。対照群としてグラフト材のみ、および欠損の
みの群も作製し、それぞれの群について創部の治癒状態
を経時的に観察した。【結果】移植 14 日で Micro-graft 
群では他群と比較して上皮化が進行し、移植組織中の血
管新生が亢進していた。移植 21 日で、Micro-graft 群で
は創部の完全な上皮化を認め、一部に上皮下での皮膚付
属器の再生も認められた。又、創の瘢痕拘縮は軽度で、
移植組織の厚みも維持されていた。以上の結果から、極
少量の歯肉結合組織 Micro-graft を応用することで、簡
便・低侵襲な歯肉増大・再生療法の開発が可能であるこ
とが示唆された。
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2-D-23
バイオイメージング技術とコラーゲン及
びスフェロイド形成を用いた in vivoト
レーシングシステムの確立
慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室

黄地 健仁, 森川 暁, 堀江 伸行, 河奈 裕正, 中川 種昭

【目的】組織再生において形態や機能のみならず“組織
を構築した細胞が生体内においてどのようにふるまうの
か”を継時的に観察することは，組織再生現象と細胞 -
宿主関連性を理解する点で非常に重要である。口腔は消
化器系の入り口であるという解剖学的な特徴と咀嚼・発
音・呼吸・嚥下を司るという機能面の特徴から，細菌と
力の影響を常に受けており，移植床として非常に過酷な
状況にある。そこで生細胞を特異的に可視化するバイオ
イメージング技術と，生体内で効率よく長期間に渡って
生細胞を維持する方法の確立に取り組んだ。

【材料と方法】歯髄組織由来細胞やヒト iPS 細胞由来細
胞に対して蛍光蛋白質融合ルシフェラーゼ (fluorescent 
protein fused Luciferase : ffLuc) の遺伝子を導入し，非
侵襲下での生細胞の可視化を試みた。さらにコラーゲン
及びスフェロイド形成を応用し，生体内への移植を行っ
た。in vivo imaging system(IVIS) により移植細胞の継
時的観察を行った。

【結果】コラーゲン使用群と未使用群を比較すると，使
用群において効率良く長期間生体内で生細胞が維持され
ることがわかった。細胞添加コラーゲンシートの大きさ
に関しては，その細胞数に依存した。移植床のスペース
メイキングが困難な場合にはコラーゲン未使用下におけ
るスフェロイド形成を用いることで移植可能であった。

【結論】これまでの移植細胞評価は，組織切片の解析が
有効な方法であったが，移植細胞がいつ細胞死を起こし
たか，またどの組織に影響したかを継時的には追うこと
は不可能であった。ffLuc で生細胞を可視化し，非侵襲
下の状況で移植細胞の系譜を追跡できた。さらにコラー
ゲンやスフェロイド形成により機械的強度を付与した結
果，生細胞を長期間維持することができた。このトレー
シングシステムは今後組織再生研究のみならず，腫瘍細
胞等の動態を非侵襲かつリアルタイムで観察することが
可能になると考えている。

	

2-D-24
甘草由来グリチルレチン酸誘導体の黄色
ブドウ球菌に対する抗菌活性の検討
1鹿児島大学 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野,  
2鹿児島大学 医歯学総合研究科 口腔微生物学分野

大山 健太郎1,2, 松尾 美樹2, 小松澤 均2, 中村 典史1

【目的】黄色ブドウ球菌 (Sa) はヒトの常在菌で、日和
見感染症を引き起こす。本研究では甘草から抽出され、
HAV 等に有効であるグリチルレチン酸誘導体の Sa に対
する抗菌効果を検討した。

【材料および方法】被験菌として50株のSa臨床分離株を、
また甘草由来グリチルレチン酸誘導体として 5 つの物質
を用いた。抗菌活性評価は微量液体希釈法（MIC 法）と
短時間処理による殺菌効果の検討を行った。また、糖要
求度試験、マイクロアレイ及び realtime PCR をによる
遺伝子発現解析を行い、その作用機序検証を行った。

【結果】Sa 臨床分離株 50 株については、グリチルレチ
ン酸 (GRA) 及び 3- サクシニルオキシグリチルレチン酸
二ナトリウム (S-GRA) に強い抗菌活性が認められた。ま
た、GRA 及び S-GRA は Sa に対する増殖抑制効果が認
められ、高濃度では殺菌的に作用した。マイクロアレイ
ならびに糖要求度試験より、グリチルレチン酸誘導物質
は Sa の糖代謝に影響を及ぼす事で、抗菌作用を示す可
能性が示唆された。また、グリチルレチン酸誘導物質は
黄色ブドウ球菌の病原性因子 RNA Ⅲを顕著に抑制した。

【結論】GRA および S-GRA は Sa の糖代謝に影響を及ぼ
している事から、Sa の糖代謝を抑制する事によりその
抗菌作用を示している可能性が示唆された。グリチルレ
チン酸誘導体は抗炎症作用を有する事から、その抗菌作
用が示されれば、抗炎症作用と抗菌作用を併せ持った薬
剤の臨床応用の一助となると考えている。
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2-D-25
海洋生物由来生理活性物質の探索研究
1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, 2名古屋大学大学院生命農学研究科

吉岡 幸男1, 小鹿 一2, 岡本 哲治1

【背景と目的】現行の抗癌剤の中には自然界の生理活性
物質由来の薬剤も少なくない．地球上の大半を占める海
洋をすみかとする海洋生物は，地上の生物とは異なった
代謝システムや生理機能を有しているため，新規の生理
活性物質を産生している可能性が高い．我々は日本近海
に生息する海洋生物より生理活性物質を精製・同定し，
新規医薬品開発を目指した基礎的研究を行っている．

【方法】日本近海で採取した海洋生物のメタノール・エ
タノール抽出物より種々のカラムクロマトグラフィーで
分画し，各画分の生理活性を，無血清培養系での扁平上
皮癌細胞の増殖抑制活性を指標に精製し，活性画分を，
二次元 NMR および LC/MS を用いて構造決定した．新
規物質であれば，大量合成や誘導体の合成を行い，動物
実験にてさらにそれらの抗腫瘍活性を検討した．

【結果】①沖縄周辺海域に生息するカイメンより抽出さ
れた spongolactam とその誘導体は，扁平上皮癌細胞に
対し増殖抑制効果を示した．またその構造解析からファ
ルネシルトランスフェラーゼ阻害活性を有する可能性が
考えられた．②沖縄周辺の軟サンゴより精製された acyl 
spermidine とその誘導体は，扁平上皮癌細胞に対し強い
増殖抑制活性を示し，ヌードマウス移植腫瘍に対しても
抗腫瘍活性を示した．③軟サンゴより精製した新規生理
活性物質 cyclolobatriene も殺細胞効果を示した．④紅藻
由来抗腫瘍活性物質の精製を進めたが，精製活性物質の
構造解析の結果，既知の brominated sesquiterpenes で
あった．

【考察】日本近海に生息する海洋生物は，多くの生理活
性物質を産生していることが明らかとなった．今後さら
に探索を進めることで有用な医薬品が発見できる可能性
が示唆された．

症例報告 3（骨系）	 10:30 〜 11:40
座長：杉浦 剛・林 孝文

2-E-1
大理石骨病患者に発症した上顎骨骨髄炎
の1例
飯田市立病院歯科口腔外科

小田切 宏樹, 峯村 俊一, 秋田 大輔, 西村 允宏,  
牧野 貴明

【緒言】大理石骨病は全身の骨硬化像を特徴とする稀な
遺伝性疾患であり，全身の易骨折性や，頭蓋骨肥厚のた
め脳神経圧迫に起因した障害，骨髄腔の狭窄による骨髄
機能不全が生じる．顎口腔領域では歯の萌出遅延や齲蝕
の多発が認められ，齲歯や抜歯窩からの顎骨骨髄炎が生
じやすい．今回われわれは大理石骨病を既往とする患
者に発症した上顎骨骨髄炎の一例を経験したので報告す
る．【症例の概要】患者は 49 歳，男性．左上顎部の疼痛
を主訴に平成 25 年 12 月当科受診．既往歴は 5 歳児に大
理石骨病と診断されている．顔貌は頭蓋が大きく中顔面
の劣成長と，左頬部から眼窩にかけて自発痛，圧痛を認
める．口腔内は腐敗臭が強く，両側上顎６は残根状態で
左上６頬側歯肉に黒褐色の骨の露出がみられた．エック
ス線画像では上顎骨は劣成長で周囲を一層の透過像に境
された左上６７を含む径26×17.5×30mm大の遊離腐骨
を認め，左上の鼻腔側壁・外側壁ともに菲薄化，吸収し，
左上顎洞粘膜の肥厚が認められた．臨床診断を左上顎骨
骨髄炎・両側上顎６根尖性歯周炎・大理石骨病とし，平
成 26 年３月入院，抗菌薬（CMZ2.0g/ 日）の点滴静注
を 3 日間行った後，全身麻酔下において左上顎腐骨除去
術・右上６抜歯術を行った．術後，高気圧酸素療法を 10
回行い軽快退院した．摘出標本の病理組織所見では，骨
組織は骨細胞核の消失を認め，骨髄炎による骨壊死と考
えられた．また骨梁は肥厚し骨髄腔がほとんど認められ
ず，大理石骨病の特徴的な像を呈していた．経過良好に
つき欠損部を顎補綴により機能回復した．現在，術後よ
り 1 年 5 か月経過しているが骨髄炎の再発は認められな
い．【結語】大理石骨病患者に発症した上顎骨骨髄炎の
１例を経験した．大理石骨病患者における顎骨骨髄炎は
難治性であり再発の報告が多いため，今後も長期的に経
過観察を行う予定である．
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2-E-2
下顎骨に発生した多発性骨髄腫に口腔常
在菌が感染し頸部膿瘍をきたした1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

藤原 祐輔, 北野 尚孝, 真宮 淳

【緒言】多発性骨髄腫は骨髄組織に原発する形質細胞系
の腫瘍性増殖であり、進行性に広範囲な骨破壊を認め、
50 ～ 60 歳に好発するといわれている。好発部位は脊椎
骨、肋骨、腸骨、頭蓋骨および鎖骨である。顎骨では下
顎の臼歯部、下顎角部および下顎枝に好発する。今回我々
は、下顎骨に発生した多発性骨髄腫に口腔内細菌が感染
し、頸部膿瘍を発症した 1 例を経験したため報告する。

【症例】74 歳、女性。2015 年 3 月に左側顎下部の腫脹、
疼痛を自覚し、当院血液膠原病内科受診後、当科紹介と
なった。初診時、左側顎下部に腫脹および発赤を認めた。
CT エックス線写真で、左側下顎角部に膿瘍形成を認め
た。また、左側下顎枝部に骨破壊を伴う腫瘍性病変を認
めた。血液検査で、WBC：18600/ml、CRP：25.75mg/
dl と炎症反応を示す値の上昇を認めた。同日、局所麻
酔下で左側顎下部から切開排膿術を行い、多量の膿の流
出を認めた。さらに、同日より抗菌薬（CLDM:600mg/
day、VCM:0.5g/day、IPM/CS:0.5g/day）の投与を行っ
た。しかし翌日、左側顎下部の腫脹および発赤が左側
頸部まで進展した。さらに右側顎下部にも腫脹および発
赤を認めたため、全身麻酔下で両側顎下部および左側頸
部の膿瘍に対して切開排膿術を行った。そして、抗菌薬
を 増 量 し（CLDM:1800mg/day、VCM:0.5g/day、IPM/
CS:1.5g/day）局所の洗浄を連日行った。以後、第 23 病
日に当院退院となった。

【考察】今回我々は、下顎骨に発生した多発性骨髄腫に
口腔内常在菌が感染し、頸部膿瘍を発症した１例を経験
した。しかし、口腔内には歯性感染症をおこす原因と考
えられる歯または歯周組織は認められなかった。そのた
め我々は、今回の感染は口腔内常在菌が血行性に顎骨腫
瘍に感染をおこしたのではないかと考察した。

	

2-E-3
SAPHO症候群が疑われた慢性下顎骨骨
髄炎の1例
1旭川赤十字病院 口腔外科,  
2旭川医科大学医学部 歯科口腔外科学講座

荒井 五織1, 竹川 政範2, 柴山 尚大2, 岡 久美子2,  
岡田 益彦1, 吉田 将亜2, 松田 光悦2

【緒言】SAPHO 症候群は全身の骨関節炎症性疾患と皮
膚疾患を特徴とする疾患である . 近年，SAPHO 症候群
の疾患の一部として非化膿性炎症像を呈する下顎骨骨髄
炎が含まれている可能性が示唆されている．今回われわ
れは SAPHO 症候群が疑われた慢性下顎骨骨髄炎の 1 例
を経験したので報告する . 

【症例と経過】症例：12 歳女性で右側下顎の疼痛を主訴
に 2015 年 2 月当科を初診 . 既往歴：原因不明の多発性胸
椎骨髄炎 , 耳介および臍周囲の慢性湿疹 . 現症：右側下
顎咬筋部に軽度の腫脹を認めたが , 右側下顎歯肉は正常
粘膜で腫脹や発赤等の炎症所見を認めなかった . 血液検
査所見：炎症反応を認めなかった . パノラマ X 線写真で
は右側下顎智歯の歯胚周囲骨に透過像と不透過像の混在
を認めた .CT 検査では右側下顎枝から下顎角にかけて骨
硬化像と骨融解像の混在を認めた .MRI 検査では右側下
顎枝から下顎角にかけて骨髄信号の上昇と右側咬筋の腫
大を認めた . 骨シンチグラフィーでは右側下顎骨体部へ
の RI の異常な集積像を認めた .2015 年 3 月に外来局所
麻酔下で右側下顎骨の生検を実施した . 病理組織学的診
断は無菌性下顎骨骨髄炎であった . 2012 年 6 月に認めた
胸椎病変の病理組織学的診断でも骨髄炎の診断を得てお
り , 日本リウマチ学会による脊椎関節炎の診断基準に該
当することから SAPHO 症候群であると考えられた . 現
在 , 皮膚病変および顎骨と胸椎の臨床症状は寛解してい
る .

【結語】SAPHO 症候群は寛解と増悪期を繰り返し慢性
に経過するとされており骨変形を伴う例もあることから
骨関節病変および皮膚病変の発症に十分に注意し加療す
る必要があると考えられた．
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2-E-4
帯状疱疹に継発した歯の自然脱落と歯槽
骨壊死の1例
市立釧路総合病院 歯科口腔外科

川口 泰

【緒言】帯状疱疹は，水痘・帯状疱疹ウィルス（varicella 
zoster virus：VZV）の回帰感染により発症し，神経の
走行に沿って水泡疹が出現する疾患である．合併症とし
て，帯状疱疹後神経痛や顔面神経麻痺などが知られてい
るが，まれに歯の脱落や歯槽骨壊死を生じることがある．
今回われわれは，三叉神経第Ⅲ枝領域に発症した帯状疱
疹に歯の自然脱落および歯槽骨壊死を継発した 1 例を経
験したので報告する．

【症例】患者は 74 歳男性で，左側下顎歯肉部の腫脹，疼
痛，オトガイ皮膚の知覚異常を主訴に近医歯科より紹介
にて当科受診した．糖尿病などの治癒不全をきたす疾患
や，放射線治療，ステロイドや BMA 使用等の既往はな
かった．当科初診の 2 ヵ月程前には左側顔面の帯状疱疹
がみられ，1 ヵ月半程前には左下顎第二小臼歯，第一大
臼歯が自然脱落し，治癒不全が認められていた．【処置
および経過】当科初診時の口腔内では自然脱落した左下
顎第二小臼歯，第一大臼歯部の歯槽部の腐骨露出がみら
れ，周囲歯肉には腫脹，発赤を認めた．抗菌薬の投与，
局所の洗浄，分離した腐骨を除去し，5 週間後にはすべ
ての腐骨は除去され粘膜に被覆された．現在，腐骨の再
発は認めず，オトガイ皮膚の知覚異常も改善傾向を認め，
経過良好である．

	

2-E-5
顎関節を含む多関節に偽痛風様症状が発
症した一症例
1公益財団法人 天理よろづ相談所病院 歯科口腔外科,  
2公益財団法人 天理よろづ相談所病院 総合診療内科

川本 知明1, 野田 隆之1, 新谷 素子1, 土橋 直史2

【緒言】偽痛風は手術、外傷、代謝性疾患、重篤な全身
疾患などに伴って生じやすく、多関節に及ぶこともある
といわれている。しかし、多関節に発症したという症例
の報告は少ない。今回、顎関節を含めた多関節に偽痛風
様症状を発症したと思われる症例を経験したので報告す
る。【症例】63 歳、女性。【主訴】開口障害および左側顎
関節部の腫脹【現病歴】当科初診 1 週間前に開口障害と
左側顎関節部皮膚の腫脹を自覚し近医歯科医院を受診。
顎関節症が疑われるとの診断を受け、当科へ紹介される。

【既往歴・家族歴・出血性素因・その他】特記事項なし【現
症】当科初診時には、開口障害は著明ではなく、左側顎
関節部皮膚の腫脹も認められなかった。パノラマエッ
クス線写真上、顎関節に異常所見は認めなかった。単純
CT 写真上、左側顎関節外側軟組織に石灰化を疑わす像
を認めた。血液検査にては、CRP の著明な上昇が見られ、
何らかの感染が疑われた。【処置および経過】原因不明
の顎関節部への感染を疑い、抗菌薬（AMPC250mg × 4/
日）の経口投与を行なった。投与 3 日目の血液検査では、
CRP は、改善傾向を示していたが、僅かながら白血球数
の増加と血液像では著明な核の左方移動を認めた。また、
手関節、膝関節の痛みと全身倦怠感を訴えため、本院総
合内科へ対診したところ、エックス線写真上、右膝関節
軟骨に石灰化像を指摘され、偽痛風が疑われるとの診断
であった。明らかな感染症を疑わす所見は認めなかった
ため、NSAID ｓの投与のみで経過観察を行った。手関
節や膝関節の疼痛は徐々に軽減し、CRP も陰性化した。

【考察】Calcium pyrophosphate dehydrate（CPDD）が
関節軟骨や靱帯に沈着し、痛風に類似した関節炎を生じ
た場合を偽痛風と呼んでいる。偽痛風は高齢者に多く発
症し、早期に診断することで無用な抗菌薬の使用を控え
ることが出来る。本症例においても、早期に総合内科に
対診し、偽痛風との診断を得、抗菌薬を中止出来た。
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2-E-6
手術療法を施行した習慣性顎関節脱臼の
2例
1医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 口腔外科,  
2医療法人 徳真会 先端歯科医療研究所

秋本 琢磨1, 佐野 次夫1, 木島 毅1, 久保寺 翔1,  
生形 遥1, 萩野 貴磨1, 須藤 弘喜1, 鈴木 総史1,  
佐藤 泰則2, 高久 暹1

【緒言】習慣性顎関節脱臼の中には過大な開口によらず，
食事中や談話中などでも容易に脱臼するものもあり，患
者の心理的不安と苦痛は大きい。今回われわれは外科的
療法を施行した習慣性顎関節脱臼の 2 例を経験したので
報告する。

【症例 1】60 歳、男性。平成 27 年 3 月、就寝中に顎関節
が脱臼し当院救急搬送となった。既往に糖尿病，パーキ
ンソン病，うつ病があった。徒手整復し弾性包帯で開口
制限を施行した。過去に何度も顎関節脱臼し複数の医療
機関にて整復・保存療法を繰り返すも改善がみられない
ため手術療法を希望された。同月に全身麻酔下に顎関節
制動術を施行した。高久法にて耳前部切開し関節包を横
切開し上関節腔を開放，関節円板は前方位に位置してお
り後方に牽引し切除した。その後変形した下顎頭を形成
し，顎運動を確認の後，ドレーン挿入し閉創した。2 週
間の開口制限の後，開口訓練を施行し術後 3 週で退院と
なった。術後 10 か月が経過するが，再脱臼や顎関節部
の症状はなく経過良好である。【症例 2】86 歳、女性。
平成 26 年 11 月繰り返す顎関節脱臼の治療を希望し来院。
既往に喘息，虚血性心疾患，骨粗鬆症があった。画像検
査では左下顎頭にわずかに接した骨性腫瘤を認め，左顎
関節腫瘍の診断の下，腫瘍切除術を施行した。病理組織
学的診断は骨軟骨腫であった。術後 1 年 2 か月が経過す
るが腫瘍再発や顎関節の再脱臼はなく経過順調である。

【考察】習慣性顎関節脱臼を引き起こす基本的な顎関節
病変については未だ定説がない。症例 1 では関節包の著
明な拡張とそれに伴う弛緩などによって関節円板と下顎
頭の可動域に異常を引き起こし，前方へ転位しやすい状
態であり下顎頭の変形もあり脱臼しやすい状態であった
と考えられた。症例 2 は顎関節腫瘍という明らかな原因
があり，腫瘍切除により症状は改善した。顎関節脱臼は
整復後，画像検査をしないこともあるが，腫瘍性病変の
有無の確認の画像検査は必要であると考えられた。

	

2-E-7
非症候群性多発性過剰歯の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

斎藤 和幸, 小口 修矢, 西村 隆克, 喜早 ほのか,  
三島 清香, 高橋 克, 別所 和久

【緒言】過剰歯は日常臨床において比較的遭遇する機会
の多い疾患であるが，症候群を伴わない 3 歯以上の過剰
歯が見られるものは報告例も少なくまれである．今回，
我々は症候群を伴わないと疑われる，先行歯に類似かつ
対称的に発生した両側性の過剰歯の 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 22 歳男性．主訴は過剰歯の抜歯依
頼．家族歴より Gardner 症候群を疑われるも，各症候群
の特徴は否定されている．過剰歯は口腔内に萌出してい
るものが 4 本，X 線画像にて認められるものが 10 本存
在し，8 本を全身麻酔下にて摘出した．残り 2 本は，患
者の希望により保存とした。摘出した歯のうち 2 歯に癒
合歯が認められた．術後経過は良好である．右側上顎第
二小臼歯・大臼歯間の埋伏過剰歯のみ頬側に位置してお
り，他部位との発生機序の違いが疑われた．

【考察】ヒトは前歯小臼歯の 10 歯は二生歯性である。乳
歯の後継永久歯であり、口蓋あるいは舌側より発生する
第 3 歯堤という概念がある．第 3 歯堤は先行歯の形態に
類似しており，位置の関係において，舌側・口蓋側に存
在し，より下方に存在するため一般的には永久歯より後
の時期にみられる．この概念の基に，過剰歯の発生メカ
ニズムに関して 3 種類のタイプについて考えた．タイプ
1 は，過剰歯は舌側あるいは口蓋側にあり，発達や石灰
化の程度が類似しているもの．タイプ 2 は，過剰歯は位
置が不規則で，発達や石灰化の程度が異なるもの．タイ
プ 3 はタイプ 1 とタイプ 2 の両者が混在したもの．本症
例はタイプ 3 に該当すると考えられる．われわれが海外
の文献を渉猟し，得られた報告例において，過剰歯の本
数，年齢，性別，発生メカニズム，タイプ別についてま
とめた．非症候群性で 10 本の過剰歯が認められる症例
は，世界的に見ても比較的まれであった。



214

口
演（
4
月
17
日
）

	

2-E-8
上顎洞内に多量の石灰化物を認めるも菌
体の同定が不可能であったアスペルギル
ス症と推定された1例
1岸和田徳洲会病院 口腔外科,  
2兵庫医科大学歯科口腔外科学講座,  
3大阪大学大学院歯学研究科招聘教員

村山 敦1, 吉川 恭平1,2, 西岡 稔浩1, 松本 憲1,3

【緒言】CT や X 線画像で上顎洞内に石灰化物を認める
疾患としては，アスペルギルス症等の上顎洞真菌症が挙
げられる．画像上で上顎洞内に石灰化物陰影を認め，上
顎洞真菌症を疑い上顎洞根治術を行ったところ，顆粒状
の石灰化物を多量に認めるも菌体が同定できなかった症
例を経験したので報告する．【症例】患者は 70 歳の女
性，転倒にて左側顔面を強打し受診，CT 撮影したとこ
ろ，左側上顎洞内に石灰化物様陰影が多量に認められた
ため当科紹介となった．鼻閉感等の自覚症状はなかった．
既往歴は結核，脂質異常症，骨粗鬆症があり，BP 製剤
を 3 年未満の期間内服していた．パノラマで左上７には
根尖病巣形成なく，根尖と上顎洞底の距離は離れていた．
左側上顎洞内は CT 値 700 ～ 2000HU 程度の不透過像が
多量に認められ，含気腔は上顎洞の後上方に存在してい
るのみであった．上顎洞底部の溶骨性変化は認めなかっ
た．MRI では上顎洞内に辺縁は T1WI で高信号，T2WI
で低信号な比較的境界明瞭である腫瘤状の部分を認め，
その内部は T1WI,T2WI とも低信号であった．全身麻酔
下に上顎洞根治術を施行，開洞すると洞内は白色顆粒状
の石灰化物が多量に認められた．上顎洞内の細菌検査で
は菌類は同定されず，病理組織学的には上顎洞粘膜上皮
はわずかしか存在せず，Grocott 染色で菌糸成分はない
ことから菌体の同定ができなかった．よって，石灰化物，
コレステロール結晶と多量の壊死物質を認めた骨髄炎
の病理診断であった．【考察とまとめ】過去の報告では，
摘出標本からアスペルギルスの菌体が同定できアスペル
ギルス症と診断したものがほとんどである．菌体が証明
できなかった症例で，PCR 法でアスペルギルスを同定し
た報告があった．また，上顎骨の放線菌症で上顎洞内に
石灰化物を有した報告例はあるが，自験例では放線菌も
証明できなかった．臨床的には上顎洞前壁の肥厚もあり、
画像所見と併せて何らかの炎症を伴った上顎洞アスペル
ギルス症と推定診断できると思われた．

悪性腫瘍 7（臨床研究 2）	 14:00 〜 15:00
座長：河野 憲司・田沼 順一

2-E-9
口腔癌におけるPIK3CAの発現とセツキ
シマブ療法の治療効果に関する検討
1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯学系 口腔腫瘍治
療学分野, 2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯学系 顎
口腔再生外科学分野, 3信州大学医学部 歯科口腔外科学教
室

鳴瀬 智史1, 柳本 惣市1, 川北 晃子1, 大森 景介1,  
大場 誠悟2, 池田 久住2, 山田 慎一3, 朝比奈 泉2,  
梅田 正博1

【目的】頭頸部癌において，セツキシマブに対する獲得
耐性には，PI3K のサブユニットである PIK3CA 遺伝子
変異に伴う PI3K/AKT/mTOR 経路の異常活性が関与
するとの基礎的報告がなされている。また大腸癌にお
いても，同様に PIK3CA 変異型はセツキシマブの奏功
率，PFS および OS の低下が報告されている。一方で口
腔癌に関する報告はまだなされておらず，他の頭頸部癌
と比較してセツキシマブの感受性が異なることから、口
腔癌に特化した検討が必要であると考える。本研究では
口腔扁平上皮癌における PIK3CA 遺伝子がコードする
PI3Kp110αタンパクの発現とセツキシマブの治療効果と
の関連を明らかにすることを目的とした。【材料および
方法】 2012 年 12 月から 2015 年 12 月までに当院でセツ
キシマブを投与した 25 例のうち投与前の切除標本を入
手可能であり，かつ治療効果判定が可能であった口腔扁
平上皮癌 17 例および対照群として正常組織 10 例を用い
た . パラフィン包埋切片にて PI3Kp110αに対する特異
抗体を用いて免疫組織化学染色を行い，治療成績との関
連性について検討した．【結果】PI3Kp110αの過剰発現
は 17 例中 5 例（29.4%）にみられ，口腔扁平上皮癌に特
異的であった．対象症例の治療効果はそれぞれ CR8 例，
PR4 例，SD2 例，PD3 例であり，SD および PD 症例で
PI3Kp110αの高い発現を認めた。また無増悪生存率およ
び全生存率には有意差は認めなかった。【結論】PIK3CA
の遺伝子変異は，口腔癌においても，セツキシマブ投与
に際し治療効果予測因子となりうる可能性が示唆され
た。今後は症例数を蓄積し，さらなる解析を行う必要が
ある。
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2-E-10
セツキシマブ非感受性口腔癌細胞でのエ
リブリンの作用検討
金沢大学医薬保健研究域医学系がん医科学専攻 細胞浸潤
学分野

北原 寛子, 中村 博幸, 平井 真理子, 加藤 広禄,  
川尻 秀一

【目的】口腔癌患者の生存率は、近年の新しい治療法の
開発にもかかわらず依然として厳しい状況にある。数年
前口腔癌に対して初めての分子標的薬セツキシマブが保
険適用となったが、最近、私達は高浸潤性ヒト口腔扁平
上皮癌細胞株において、上皮間葉移行(EMT)が誘導され、
EGFR が発現低下し、セツキシマブ非感受性となってい
ることを示した。今回乳癌細胞で間葉上皮移行 (MET)
を誘導することが報告されたエリブリンを使用し、高
浸潤口腔癌細胞株での MET、EGFR 発現の変化を解析
し、セツキシマブ非感受性口腔癌に対する新しい治療法
の検討を行なった。【材料および方法】癌浸潤様式の異
なるヒト口腔扁平上皮癌由来細胞株 3 種類にエリブリン
を添加し、MTT assay を用いて 50% 阻害濃度 (IC50) を
測定した。次にエリブリンをセツキシマブ非感受性高浸
潤性 k 細胞に添加し EMT 関連遺伝子と EGFR の発現を
検討した。さらにエリブリン添加後のセツキシマブに対
する感受性の変化を MTT assay にて検討した。【結果】
MTT assay にて IC50 を検討したところ高浸潤性口腔癌
細胞で最も感受性が高かった。そこで高浸潤性口腔癌細
胞の EMT 関連遺伝子の発現について検討した結果、上
皮系マーカーである E-cadherin の発現変化は認められ
なかったが、間葉系マーカーではエリブリン添加後に発
現低下を認めた。次に EGFR の発現を検討した結果、添
加後に発現上昇を認め、セツキシマブ感受性も上昇した。

【結論】EGFR の発現が低く、セツキシマブの効果が低
いと思われる口腔扁平上皮癌に対し、エリブリンを併用
することでセツキシマブの感受性を高める可能性が示唆
された。

	

2-E-11
Paclitaxelの口腔扁平上皮癌細胞株に対
する作用の分子生物学的解析
福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

利谷 幸治, 永沼 香織, 佐々木 三奈, 池崎 晶二郎,  
橋本 憲一郎, 米津 博文, 平木 昭光, 池邉 哲郎

【目的】近年口腔扁平上皮癌に対する paclitaxel の有用
性が、特に Cetuximab との併用により示されてきてい
る。その抗腫瘍効果が微小管に対するものとは別に、細
胞内シグナル伝達を介してアポトーシスに関連している
ことが示唆され始めており、その感受性はアポトーシス
の促進シグナルと抑制シグナルのバランスにより制御さ
れるともいわれている。今回我々は PI(3)K の下流で働く
生存シグナルを伝達する分子の 1 つであるセリン・スレ
オニンキナーゼ Akt/PKB( 以下 Akt) に着目し paclitaxel
の抗腫瘍効果との関連を検討した。【結果】今回用いた
扁平上皮癌細胞株のすべてで、paclitaxel の添加でアポ
トーシスによる細胞死を認め、さらに Akt のセリン残基
(Ser473) のリン酸化の減少を認めた。【結論】扁平上皮
癌細胞の Akt を介した生存シグナルに対し、paclitaxel
は負の作用をおよぼし、アポトーシスにいたる可能性が
示された。
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2-E-12
当科における口腔扁平上皮癌術後の再発
高リスク群に対するシスプラチンを用い
た化学放射線療法の検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科

名生 邦彦, 道 泰之, 大山 厳雄, 鵜澤 成一, 山口 聰

NCCN ガイドラインでは口腔扁平上皮癌の治療は切除可
能なら根治的切除を行い、そのうえで術後再発高リスク
群に対して高用量シスプラチン併用の化学放射線療法を
行うことが推奨されている。当科においてもガイドライ
ンに沿った術後補助療法を行っており、術後再発高リス
ク群（原発巣切除断端陽性、転移リンパ節被膜外浸潤陽
性、複数個の転移リンパ節）に対してシスプラチン併用
の化学放射線療法を行っている。

【対象および方法】2012 年 1 月～ 2014 年 12 月までの 3
年間において、当科にて口腔扁平上皮癌と診断され外科
的切除術を施行し、病理組織学的検査により再発高リス
ク群と診断された 24 例を対象とした。本研究では、シ
スプラチン併用の化学放射線療法を施行した症例におけ
る治療完遂率、局所制御率、生存率、副作用の発現率を
算出し、他の文献と比較し検討を行った。

【結果】シスプラチン併用の化学放射線療法における治
療完遂率は、3 クール完遂した症例が 7/24 例（29.2％）、
シスプラチン 200mg/mm 以上の完遂した症例が 9/24
例（37.5％）であった。局所再発は 3/24 例（12.5％）、
遠 隔 転 移 は 2/24 例（8.3 ％） で 認 め ら れ、 全 て が 肺
転 移 で あ っ た。disease-free survival rate は 19/24 例

（79.1％）、over all survival は 21/24 例（87.5％）であっ
た。Grade3 以上の有害事象は、白血球減少（好中球減少）
が最も多く 8/24 例（33.3％）で認められた。

【結語】治療の完遂率は他の報告と比較し低かったが、
局所制御率および生存率は高い値を示した。今後も症例
数が増やし、長期的な治療経過をおこない検討の必要性
がある。

	

2-E-13
口腔癌に対する超選択的動注化学放射線
療法後の頸部リンパ節に関する臨床的検
討
1春日井市民病院 歯科口腔外科,  
2愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科

丹下 和久1, 中島 克仁1, 脇田 壮1, 花井 寛之1,  
西出 和貴1, 神野 華穗1, 福田 幸太2

【緒言】当科では 2006 年より口腔癌に対して、浅側頭動
脈よりの逆行性超選択的動注化学療法を実施してきた。
当科の超選択動注化学放射線療法は血流改変術を併用す
ることが多く、原発腫瘍のみならず、転移リンパ節にも
効果的であることを報告してきた。今回われわれは、治
療前後における頸部リンパ節転移について検討したの
で、その概要を報告する。

【対象】対象は 2006 年 1 月より 2014 年 12 月までに、当
科において口腔癌に対して超選択的動注化学療法を施
行した Stage Ⅲ・Ⅳ症例で、最低 12 ヶ月以上の経過観
察期間（死亡例を除く）のある 61 症例である。性別は
男性 31 例、女性 30 例で、年齢は 35 歳から 93 歳まで、
平均 68.0 歳、中央値は 70 歳であった。平均観察期間は
53 ヶ月であった。部位別では舌癌 22 例、上顎歯肉癌 18
例、下顎歯肉癌 10 例、頬粘膜癌 8 例、口底癌 3 例であっ
た。画像診断で治療開始前にリンパ節転移陽性と診断し
た症例は 41 例であった。

【結果】治療開始前に転移リンパ節陽性と診断された 41
症例中で、効果判定時にリンパ節の腫瘍消失と判断した
症例は 29 例、残存と判断した症例は 12 例であった。残
存症例中 8 例に頸部郭清術を施行したが、病理組織学的
に腫瘍残存は 5 例であった。また治療開始前にリンパ節
転移陰性と診断した 20 症例中、１例に後発リンパ節転
移を認めた。61 症例の疾患特異別 5 年生存率は 80.0％で
あった。61 症例中 47 例の生存と認めているが、そのう
ち 41 例では動注化学放射線療法のみで、頸部リンパ節
の制御が可能であった。

【考察】当科における口腔癌に対する超選択的動注化学
療法は、頸部リンパ節の制御にも効果的であると考えら
れた。
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2-E-14
顎口腔領域扁平上皮癌手術例における予
後指標の検討
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

上杉 篤史, 富岡 寛文, 福田 修平, 原田 浩之

【 目 的 】 顎 口 腔 領 域 扁 平 上 皮 癌 手 術 例 に つ い て、
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio（NLR）、Prognostic 
Nutrition Index（PNI）、Glasgow Prognostic Score（GPS）
と生存率との関連を検討した。

【材料および方法】2005 年１月から 2014 年 12 月までの
顎口腔領域扁平上皮癌で術前に NLR、PNI、GPS を算出
し得た 678 例を対象とした。NLR は Neu(/µl)/Lym(/µl)、
PNI は 10 × Alb(g/dl) ＋ 0.005 × Lym(/µl) で算出し、その
中央値を cut off 値とし、2 群に分けて検討した。GPS は
Forrest らの分類に従い、CRP(mg/dl) ≦ 1.0 かつ Alb(g/
dl) ≧ 3.5 を 0 点、CRP(mg/dl) ＞ 1.0 かつ Alb(g/dl) ＜ 3.5
を 2 点、それ以外を 1 点とし、0 点と 1・2 点の 2 群に分
けて検討した。5 年全生存率 （OS） と 5 年疾患特異的生
存率 （DSS） を Log-rank test にて検定した。

【 結 果 】NLR は 0.45 − 14.83、 中 央 値 2.57 で、PNI は
37.1 − 74.7、中央値 52.5 であった。5 年 OS は高 NLR 群
86.2%、 低 NLR 群 85.2%（p=0.032）、 高 PNI 群 86.2%、
低 PNI 群 89.9%（p=0.050）、GPS 0 点 群 88.7%、GPS 
1・2 点 群 75.7%（p=0.001） で あ っ た。5 年 DSS は 高
NLR 群 93.3%、 低 NLR 群 89.8%（p=0.049）、 高 PNI 群
91.2%、低 PNI 群 92.7%（p=0.281）、GPS 0 点群 92.8%、
GPS 1・2 点群 75.7%（p ＜ 0.001）であった。高 NLR 群、
GPS 1・2 点群が 5 年 OS、DSS ともに有意に予後不良で
あった。

【結論】顎口腔領域扁平上皮癌手術例において、NLR、
GPS は予後指標として有用と考えられた。

	

2-E-15
CAT分類における下顎骨切除範囲別の咀
嚼機能と口腔QOLの評価
1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, 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

前田 道徳1, 須藤 満理奈1, 森田 麻希1, 青木 尚史1,  
木本 明2, 渋谷 恭之1, 古森 孝英2

【目的】下顎骨区域切除の範囲による咀嚼と口腔 QOL の
違いについて調査した。【方法】名古屋市立大学病院と
神戸大学医学部附属病院で臼歯部を含む下顎区域切除を
行い、硬性再建と補綴を行った後に以下の調査協力が得
られた 20 例（年齢 41 ～ 89 歳 [Ave66.1]、男女比 12：8）
を対象とした。原疾患は下顎歯肉癌 14 例、口底癌 2 例、
頬粘膜癌 2 例、下顎骨中心性癌 2 例で、切除範囲（CAT
分類）は body：9 例、AT：11 例、硬性再建は腓骨 14
例、肩甲骨 1 例、プレート＋皮弁 5 例であった。術後 6
か月以上経過後に咀嚼機能（グミ・ガム検査、食品咬
度）と口腔 QOL（OHIP-J）を調べた。【結果】グミ値は
body：52 ～ 106（Ave81.6）、AT：0 ～ 373（Ave69.4）、
ガム値は body：4 ～ 5（Ave4.8）、AT：0 ～ 5（Ave3.4）、
食 品 咬 度 は body：0.9 ～ 4.4（Ave3.2）、AT：1 ～ 4.4

（Ave2.1）、OHIP-J は body：23 ～ 67（Ave47.8）、AT：
17 ～ 108（Ave56.9）であった。ガム値、食品咬度では
body と AT との間に有意差（p ＜ 0.05）を認めたが、
グミ値や HIP-J では有意差を認めなかった。【結論】下
顎臼歯部を含む区域切除では、咬筋や内側翼突筋が付着
する顎角部、あるいは顎舌骨筋や顎二腹筋が付着するオ
トガイ結節近傍の両者が大きく切除されると咀嚼機能が
低下する可能性が示唆されたが、口腔 QOL の低下は認
めなかった。
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疼痛管理	 15:00 〜 15:50
座長：玄 景華・深山 治久

2-E-16
顎口腔領域におけるsitafloxacin 100mg
経口投与後の組織移行性
慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室

莇生田 整治, 岩崎 良太郎, 森田 麻友, 河奈 裕正,  
中川 種昭

【目的】Sitafloxacin（STFX）を含めたニューキノロン
系抗菌薬は「濃度依存性」の抗菌薬であり、1 回投与量
を増やすことで治療効果が増強されるとともに耐性菌
の出現を抑制することが期待できる。通常の STFX の
用法・用量は、1 回 50 mg 1 日 2 回投与、または 1 回
100 mg 1 日 1 回投与であるが、近年では、このような
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD) 理論に
基づき、1 回 100 mg 投与が望ましいと考えられている。
今回、STFX 100 mg 経口投与後の顎口腔組織への移行
性を検討したので報告する。

【対象および方法】2014 年 5 月から 2014 年 12 月までに
当科を受診した 20 歳以上の患者のうち、下顎埋伏智歯
の抜歯が必要と認められ、文書での同意が得られた患者
10 名（男性 3 例、女性 7 例、平均年齢 25.8 ± 7.1 歳）を
対象とした。食後 1 ～ 2 時間で STFX 100 mg を経口投
与し、1.5 ～ 3.6 時間（平均 2.7 時間）後に抜歯を行った。
その際、周囲組織（歯肉、歯嚢、下顎骨）および血液を
採取し、LC-MS/MS 法にて濃度測定した。

【結果】STFX の血清内濃度は、0.86 ± 0.22 µg/ml（平
均±標準偏差）で、歯肉内濃度は 1.74 ± 0.85 µg/g、
歯嚢濃度は1.22 ± 0.66 µg/g、下顎骨内濃度は1.02 ± 0.44 
µg/gであった。また、歯肉／血清の濃度比は2.12 ± 0.94、
歯嚢／血清の濃度比は 1.39 ± 0.66、下顎骨／血清の濃
度比は 1.18 ± 0.41 であった。

【考察】歯肉、歯嚢および下顎骨中の平均ピーク STFX
濃度は、歯性感染症より分離された口腔連鎖球菌や嫌気
性菌の MIC90 値を超えていた。よって、STFX は顎口腔
組織への移行が良好で、STFX 100 mg 1 日 1 回投与は
顎口腔領域の感染症治療において 50 mg 1 日 2 回投与と
同等以上の有効性が期待できると考えられた。

	

2-E-17
歯科における局所麻酔薬アレルギ－の頻
度・原因などに関する検討：Review
北海道大学 歯学部 口腔診断内科学

佐藤 淳, 大内 学, 浅香 卓哉, 大賀 則孝, 佐藤 千晴,  
北川 善政

【目的】歯科における局所麻酔薬の副反応は迷走神経反
射、アレルギ−などがある。多くは短時間に回復するが、
まれに緊急処置が必要なこともある。リドカインなどの
アミド型局所麻酔薬自体のアレルギ−反応は極めて少な
いとさているが、実際に皮膚テストを行い、診断・加療
している報告は少ない。歯科医療は安全が最優先であり、
局所麻酔による重篤な副反応は避けなければならない。
歯科における実際の局所麻酔薬アレルギ−に関連する頻
度、原因などを理解することを目的に文献の Review を
行った。【対象・方法】対象は日本の施設で作成された
和文・英文論文とした。歯科診療に関連する局所麻酔ア
レルギ−が疑われ、プリックテスト、皮内テストなどの
皮膚テストを行い、原因検索、それに基づく治療方針
が立案された臨床研究および症例報告の論文を医中誌、
Pub-Med などから検索して Review した。【結果】14 編
の論文が選択された（1984年～2014年）。対象は153例（男
性：58 例、女性 95 例、平均年齢：25 歳：0 ～ 77 歳）で、
全例が以前に局所麻酔薬などに関連する不快事項のエピ
ソ−ドを有していた。全例に皮膚テストが施行された。
皮膚テストなどでなんらかの陽性反応が認められたのは
27 例（27/153 例；17.6％）で、リドカイン単味に陽性
を示したのは 7 例（7/153 例：4.6％）であった。メチル
パラベンなどの添加物に陽性を示したのは 8 例（8/153: 
5.3％）で、テストに歯科用キシロカインカ−トリッジ
など添加物を含んだ局所麻酔薬のみを使用して陽性を示
したのが 12 例あった。検査結果を踏まえて 148/153 例

（96.7％）の症例では適切な歯科治療が可能であった。【結
論】歯科における局所麻酔薬アレルギ−の頻度は少ない
が無視できるものではなかった。可能な限り原因検索を
行い、適切な治療方法を提案できるように準備すること
が重要と考えられた。　
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2-E-18
カルバマゼピンの投与により無顆粒球症
を発症した１例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

仲川 雅人, 柳生 貴裕, 上山 善弘, 今田 光彦,  
桐田 忠昭

【目的】我々はカルバマゼピンの投与により無顆粒球症
を発症した 1 例を経験したのでここに報告する。【材料
および方法】＜症例＞ 71 歳、女性＜主訴＞洗顔時の疼
痛＜既往＞高血圧症、脂質異常症＜現病歴＞ 2015 年 X-1
月頃より洗顔時に顔面に電撃痛を自覚。精査目的に X 月
Y 日に当科初診となった。＜経過＞初診時、左側鼻部外
側頬部および左側上顎臼歯部頬側歯肉に触れると電撃様
の疼痛を認めた。血液検査では異常所見は認めなかった。
左側三叉神経痛（第 2 枝）の診断のもと、カルバマゼピ
ン 200mg/ 日を処方した。翌日より疼痛発作は軽減した
ため、投与量を調節しながら処方を継続した。Y+27 日
の血液検査にて、白血球数 2900 個 /μL、好中球数 0 個 /
μL と判明した。カルバマゼピンによる無顆粒球症を疑
い、カルバマゼピンの服用を中止とし、X+28 日より連
日、外来にて G − CSF の投与を行った。X+31 日の血
液検査にて好中球の回復を認めたため、G − CSF の投
与を終了した。【結果】本症例では、典型的な症状を発
現する前に無顆粒球症を発見、治療することができた。

【結論】薬剤性無顆粒球症の発症頻度は、約 2 例 /100 万
人年と非常に低いものの、死亡例も報告されている。カ
ルバマゼピンを処方する際は、定期的な血液検査を行う
こと、および無顆粒球症を引き起こす可能性があること
を十分に認識して処方することが重要と考えられた。

	

2-E-19
舌痛症患者における治療反応性と予後に
関与する因子
1東京医科歯科大学（TMDU） 歯学部附属病院 歯科心身
医療外来, 2東京医科歯科大学（TMDU）大学院 歯科心身
医学分野

渡邉 素子1, 美久月 瑠宇2, 梅崎 陽二朗1, 竹之下 美穂2, 
豊福 明2

【目的】本研究では舌痛症の病態解明の一環として本症
における臨床的特徴と治療反応性、及び予後に関与する
因子を分析することを目的とした。

【方法】対象は 2013 年 4 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日ま
でに東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科心身医療
外来を初診した舌痛症患者 663 名（女性 546 名、男
性 87 名、平均年齢 61.7 ± 13.0 歳）。外来診療録を基に
retrospective に検討した。

【結果】平均発症年齢は 58.3 ± 13.3 歳、平均病悩期間は
40.4 ± 54.0 ヶ月であった。精神科的疾患の既往歴は 266
名（42.0%）に認められたが統合失調症やうつ病、双極
性障害は 139 名であった。歯科心身症の併存は 125 名

（19.7%）に認められた（口腔異常感症 64 名、非定型歯
痛 50 名、咬合異常感 17 名）。臨床的症状では疼痛に加
え、口腔乾燥感が 341 名（53.9%）に認められたが、唾
液分泌量の低下を認めたものは 68 名（10.0%）であった。
当科で薬物治療を行った 466 名のうち著明改善が 177 名、
改善 114 名、やや改善 65 名、不変 49 名、やや悪化 4 名、
判定不可 57 名であった（平均観察期間 383.2 ± 265.7 日）。
処方は amitriptyline が 242 名でそのうち改善は 58 名（単
剤で改善まで至ったケースは 72 名）、著明改善 86 名（単
剤 30 名）であった。ついで aripiprazole が 267 名で改
善 71 名（単剤 43 名）、著明改善 101 名（単剤 28 名）で、
amitriptyline と aripiprazole の併用が 159 名で、改善 41
名、著明改善 40 名であった。さらに amitriptyline の反
応性には頭痛の既往歴と初診時 SDS が、aripiprazole の
反応性には性別が関与していた。

【結論】臨床症状や薬物応答性の違いから本症の多様
性、異質性が示唆され、薬物反応性に基づいた本症の
subtype 分類が課題と考えられた。



220

口
演（
4
月
17
日
）

	

2-E-20
アミトリプチリンにアリピプラゾールの
増強療法が奏功した舌痛症の2例
1東京医科歯科大学（TMDU) 大学院医歯学総合研究科 全
人的医療開発学講座 歯科心身医学分野, 2東京医科歯科大
学 歯学部附属病院 歯科心身医療外来

竹之下 美穂1,2, 美久月 瑠宇1, 梅㟢 陽二朗2, 豊福 明1,2

【目的】舌痛症は、器質的所見が認められないにも関わ
らず、舌および口腔粘膜に認められる慢性疼痛であるが、
その機序については未だ明らかにはされていない。また、
アミトリプチリン等の抗うつ薬の効果はしばしば報告さ
れているが、単剤治療では効果が不十分な場合がある。
ドーパミン部分アゴニストであるアリピプラゾールは、
最近では慢性疼痛への効果が報告されている。今回我々
は、三環系抗うつ薬であるアミトリプチリンに、少量の
アリピプラゾール追加が奏功した経験をしたので報告す
る。

【対象および方法】2013 年から 2014 年にかけて当科
を受診し舌痛症と診断された患者 2 名。症状経過を
retrospective に観察した。

【結果】症例 1　69 歳女性。主訴：舌縁及び舌尖にヒリ
ヒリとした痛みが続いている。症状経過：アミトリプチ
リン 20mg にて症状はやや軽減傾向であったが、副作用
の為増量困難。その後アリピプラゾールを 1mg 追加す
ることにより、目立った副作用もなく、症状は速やかに
寛解した。症例 2　64 歳女性。主訴：舌全体にヒリヒリ
とした痛みがあり、食事をした後などは口の中が苦い。
症状経過：アミトリプチリン 30mg にて痛みはやや軽減
傾向であったが、副作用および患者自身の増量抵抗感の
為、増量困難。その後アリピプラゾール 1mg ～ 1.5mg
を追加することにより、目立った副作用もなく、症状は
速やかに寛解した。

【結論】少量のアリピプラゾールによる増強療法は、抗
うつ薬にて効果発現が思わしくない場合に、舌痛症治療
の一つの選択肢になると考えられた。

	

2-E-21
当科外来における口腔内セネストパチー
患者606例の臨床統計的検討
1東京医科歯科大学 歯学部 歯科心身医療外来,  
2東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 歯科心身医学分野

梅崎 陽二朗1, 美久月 瑠宇2, 渡邉 素子1, 竹之下 美穂2, 
豊福 明2

【目的】相応する器質的な異常所見を認めないにも関わ
らず、「口の中がネバネバする」「異物がある」といった
訴えをくりかえす症例は口腔セネストパチーと呼称され
る。うつ病等の部分症状として出現する広義の症例がほ
とんどとされていたが、歯科を受診する患者は口腔内に
限局し、単一症候性に出現する狭義の症例も多く、その
病態は依然として不明である。今回、、当科を受診した
本症患者の臨床的検討を行ったので報告する。

【材料および方法】2010 年 4 月から 2015 年 3 月までの当
科外来初診患者のうち、口腔セネストパチーと診断され、
研究参加に同意の得られた 606 名を対象とした。診療録
をもとに、年齢、性別、症状、精神科疾患の既往等につ
いて解析を行った。

【結果】対象患者は 606 名中、男性 159 名、女性 447 名
であった。平均年齢は男性 58.7 歳、女性 63.3 歳で、男
女間で平均年齢の有意差が認められた。症状としては「ネ
バネバ」「ベタベタ」といった粘調感が 221 名、「ワイ
ヤー」「ゴミ」等の明らかな異物感が 208 名、「つっぱる」

「こわばる」といった締め付け感等は 56 例に認められた。
精神科疾患の既往は、統合失調症 39 名、うつ病 156 名、
身体表現性障害等の神経症は 123 名であった。一方で精
神科疾患の既往のない患者は 247 名であった。

【結論】従来、本症は広義の症例が大半で、原疾患の治
療で口腔内症状も改善するとされていたが、今回の調査
では、約 40％は精神科疾患の既往のない症例であった。
また、うつ病既往のある患者でも、発症はその寛解期で
ある症例が多く認められた。我々の報告した脳機能画像
研究でも、本症の所見はうつ病や統合失調症のものとは
明らかに異なり、本症が精神科疾患の単なる部分症状と
言えないことが示唆された。今後、治療反応性等との関
連も含めて、さらに病態を解明していく必要があると考
えられた。
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基礎研究（その他 2）	 15:50 〜 16:30
座長：濱田 良樹・米原 啓之

2-E-25
造血機能におけるリゾホスファチジン酸
受容体LPA4の機能解析
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科

五十嵐 秀光, 髙野 裕史, 山崎 雅人, 桑島 精一,  
中田 憲, 福田 雅幸

【目的】 造血細胞は骨髄において骨髄造血幹細胞が分化・
増殖することによって恒常的に産生され , われわれの生
命維持・感染防御を担っている . 近年 , 骨髄造血幹細胞
は間葉系細胞である骨髄間質細胞によって細胞非自律的
に機能制御されていることが明らかになっているが , そ
の機能制御にかかわる分子は未だ不明な部分が多い . リ
ゾホスファチジン酸 （LPA） は 6 種の G タンパク質共
役型受容体を介して多彩な生理機能を発揮する脂質メ
ディエーターである . LPA に対する第四の受容体であ
る LPA4 は 2003 年に同定され , 骨芽細胞・マウス胎仔
芽線維芽細胞等の間葉系細胞に高い発現を示すことが報
告されている . しかし , その機能もまた不明な部分が多
い . そこで今回われわれは , LPA4 欠損マウス （KO） を
用いて造血機能における LPA4 の機能解析を行った . 【方
法】 実験には 9-12 週齢雄性マウスを使用した . FACS を
用いて野生型マウス （WT） の骨髄から細胞分取を行い , 
各細胞集団の LPA4 発現量を定量的 PCR 法にて検討し
た . マウスに 5-Fluorouracil を静脈内投与または X 線照
射によって骨髄抑制を誘導し , WT および KO の致死率・
骨髄中の造血細胞数を測定した . また , 骨髄キメラマウ
スを用いて同様の実験を行った . マウス由来骨髄間質細
胞を分離・培養し , 造血促進関連分子の発現量を定量的
PCR 法にて検討した . 【結果】 骨髄において LPA4 は骨
髄間質細胞に高い発現を示した . また , KO は骨髄抑制
ストレスに対して高い感受性を示し , WT と比較し有意
に致死率が高く , 骨髄抑制後の造血幹・前駆細胞の回復
が遅延していた , 骨髄キメラマウスを用いた骨髄抑制モ
デルにより , 骨髄抑制ストレスへの感受性は骨髄間質細
胞の genotype に依存していることが強く示唆された . 
In vitro では , KO 由来骨髄間質細胞は造血促進関連分子
の発現が有意に減少していた . 【結論】 骨髄間質細胞にお
いて , LPA4 は造血幹・前駆細胞の分化・増殖を促進的
に制御していることが示唆された .

	

2-E-22
Cowden症候群の遺伝子診断および同症
候群由来疾患iPS細胞の樹立研究
1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広島大学病院口腔再建外科学・
口腔外科

大林 史誠1, 濱田 充子1, 中峠 洋隆1, 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

【諸言】Cowden 症候群は全身諸臓器に多発性過誤腫を認
めるまれな疾患で、がん抑制遺伝子 PTEN （phosphatase 
and tensin homolog deleted on chromosome 10）の変異
が関与していると考えられている。今回、甲状腺及び乳
がんの既往を有し、口腔・消化管に多発性腫瘤を有した
Cowden 症候群を疑う患者に対して遺伝子診断行うとと
もに、患者末梢血単核球 （PBMC） より iPSC を樹立し、
長期培養を行った。

【方法と結果】MiSeq 次世代シークエンサーで 4813 遺
伝子の全エクソンをシークエンスした結果、全塩基変
異カ所数は 9354 カ所、アミノ酸置換が示唆される変異
は 2751 カ所、deletion は 231 カ所に認めた。PTEN 遺
伝子領域を 193 回シークエンスした結果、一アレル内
に T の deletion （c.1020delT） 及び c.1027G>A 変異を認
めた。この結果、341 番目のアミノ酸 F が L に、さら
に 342 番目のアミノ酸 K の R への置換が示唆され、そ
の後に stop codon が形成される （NFK → NLR） ことか
ら、PTEN 蛋白は truncation している可能性が考えられ
た。さらに、MTHFR、IL4R、BRCA2、IL7R、HYDIN
などの癌関連遺伝子の変異も認め、本患者の乳癌や甲状
腺癌の既往が裏付けられた。続いて、同患者由来 PBMC
を RD6F 無血清培地で初代培養後 , 初期化４遺伝子を搭
載したセンダイウィルスベクターで初期化を行い、無
フィーダー・無血清培養系で疾患特異的 iPSC を誘導し
た。誘導効率は 0.16% と高く、in vitro 及び in vivo で未
分化性と多分化能を有し、PTEN 蛋白の発現低下を認め
た。

【結語】Cowden 症候群は多彩な症状を持つ稀有な疾患
である。Cowden 症候群特異的 iPSC は、本疾患の病態
解明及び治療法の開発研究に有用と考えられた。
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2-E-24
転写因子Grhl2はマウス胎仔顎下腺の分
枝形態形成に関与する
1大阪歯科大学 口腔外科学第一講座,  
2大阪大学 歯学部 顎口腔機能治療学

松下 巧1,2, 吉田 博昭1, 阪井 丘芳2, 森田 章介1

【緒言】唾液腺萎縮などによる唾液分泌障害の根本的な
治療法として、唾液腺再生療法の確立が望まれている。
いくつかの器官では転写因子を導入して目的の細胞に分
化転換させる方法が検討されているが，唾液腺では未だ
報告はない。我々は転写因子導入による唾液腺再生を目
指して，唾液腺形成過程で発現している転写因子の同定
と機能解析を進めている。本研究では上皮の分化を制御
している転写因子 Grainyhead-like 2(GRHL2) について、
マウス顎下腺における発現と機能を解析した。

【材料・方法】マウス胎仔顎下腺における GRHL2 の発
現は、E-cadherin との二重免疫染色法により共焦点レー
ザー顕微鏡で解析した。顎下腺形成における GRHL2 の
関与を調べるために、Grhl2 遺伝子に対する siRNA お
よびネガティブコントロール siRNA の存在下で胎仔顎
下腺を培養して，腺房数を計測した。また， Grhl2 およ
び上皮細胞接着関連因子 E-cadherin, Cldn3，ZO-1 の
mRNA とタンパク質の発現をリアルタイム PCR、ウェ
スタンブロット法で解析した。

【結果】顎下腺における GRHL2 の発現は E-cadherin 陽
性細胞だけで認められた。Grhl2 siRNA 存在下の顎下腺
では，コントロールに比べて成長が著しく抑制され，ま
た腺房数および Grhl2 mRNA 量が有意に減少していた。
E-cadherin，Cldn3，ZO-1 の mRNA およびタンパク質
の発現も有意に減少していた。

【結論】マウス顎下腺では GRHL2 は上皮で発現し、上
皮組織の形態形成と分化に関わっていることが示唆され
る。

	

2-E-23
P19C6由来神経細胞におけるリゾリン
脂質アシル転移酵素の働き
1九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科分野,  
2九州歯科大学 口腔機能支援学講座

田部 士郎1, 引地 尚子2, 土生 学1, 上原 雅隆1,  
笹栗 正明1, 冨永 和宏1

【目的】生体膜の主成分であるグリセロリン脂質の組成
は細胞や環境によって多種多様である。近年、このグリ
セロリン脂質の膜組成を変えるリゾリン脂質アシル転移
酵素群が発見された。今回、神経に分化する細胞を用い、
分化過程における同酵素群の役割について検討した。

【材料および方法】マウス胚性腫瘍細胞由来の P19C6 細
胞を神経細胞に分化させ、リゾリン脂質アシル転移酵素
群の遺伝子発現を RT-PCR で解析し、高発現した酵素の
活性を測定した。続いて、神経分化に際し、高発現した
酵素をノックダウンし、酵素活性の測定ならびに神経分
化マーカーの遺伝子・タンパクの発現や形態的・機能的
変化について検討した。

【結果】P19C6 細胞が神経細胞に分化する際、リゾリン
脂質アシル転移酵素の 1 つであるリゾホスファチジルエ
タノールアミン （LPEAT） 1 の遺伝子発現が増加し、そ
れに伴い LPEAT 活性も増加した。LEPAT1 をノック
ダウンすると、神経突起伸張が抑制され、神経分化マー
カーの遺伝子、タンパク発現が減少した。また、P19C6
細胞を神経細胞に分化誘導すると発現する電位依存性カ
ルシウムチャネルの働きも抑制された。

【結論】リゾリン脂質アシル転移酵素の 1 つである
LPEAT1 が、神経分化に伴い増加した。LPEAT1 が神
経分化において神経突起の安定性とともに機能にも影響
している可能性があることが示唆された。
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2-E-26
脊髄損傷治療を目的としたヒト歯髄細胞
のFGF2に対するドナー個人差の検討
岐阜大学大学院医学系研究科口腔病態学分野

杉山 健, 飯田 一規, 川口 知子, 畠山 大二郎,  
柴田 敏之

【目的】われわれは、これまで、様々な年齢、性別の抜
去歯より樹立したヒト歯髄細胞 （hDPCs）に FGF2（線
維芽細胞増殖因子）処理を行い、脊髄損傷ラットへ移植
し、運動機能の回復効果が有意に向上することを報告し
て来た。今回、hDPCs ドナー個人差による治療効果の
比較検討、網羅的遺伝子解析結果を行ったので併せて報
告する。【材料および方法】第 10 胸髄をメスで完全切断
した脊髄損傷モデルラットを作製し、FGF2 を添加した
培地で培養した hDPCs（14-24 歳）を 4 ライン移植した。
その後、後肢運動機能評価、電気生理学的評価、免疫組
織学的評価を行い、治療回復効果が認められた hDPCs
において DNA マイクロアレイ法を用いて、FGF2 処理
と非処理群で網羅的遺伝子発現比較を行った。【結果】
異なる形成段階の歯から採取した hDPCs で、移植効果
の高いラインと、効果の乏しいラインを認めた。これら
hDPCs の遺伝子発現解析により、FGF2 を培地に加える
事で、移植効果に相関して、統計的に有意に発現量が高
くなる遺伝子の存在が明らかとなった。【結論】脊髄損
傷ラットにおいて、FGF2 添加培地で培養した hDPCs
の機能回復効果はドナー個人差があることを認めた。ま
た、細胞移植の有効性を認めた hDPCs において、FGF2
によって共通した変化をする遺伝子の存在を見出した。

その他	 10:30 〜 11:30
座長：植野 高章・川尻 秀一

2-F-1
大槌町における口腔粘膜疾患の疫学調査

（第三報）
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

野宮 孝之, 山田 浩之, 星 秀樹, 杉山 芳樹

【緒言】平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に
より岩手県、宮城県、福島県は甚大な被害を受けた。こ
れを受け厚生労働省は『東日本大震災被災者の健康状態
等に関する調査』を厚生労働科学特別研究として発足さ
せ、岩手県では被災状況が深刻な大槌町、陸前高田市、
山田町の 3 市町、約 1 万人を対象に長期追跡研究を実施
することとなった。今回われわれは、研究対象市町の大
槌町で実施した口腔粘膜疾患の疫学調査について報告す
る。

【対象および方法】対象は、平成 23 年から 27 年に行わ
れた大槌町特定検診・被災者検診受診者のうち、歯科調
査の同意が得られた平成 23 年 2,010 名、平成 24 年 1,492
名、平成 25 年 1,407 名、平成 26 年 1,252 名、平成 27 年 1,149
名であった。これらの受診者に対し、岩手医科大学歯学
部歯科口腔外科に籍をおく歯科医師が WHO 標準口腔粘
膜疾患調査表を用いて調査を行い、要精密検査患者には
大学病院への受診を勧めた。

【結果】粘膜疾患有所見者数の推移は、平成 23 年が 213
名（10.6%）、 以 降 156 名（10.5%）、107 名（7.6%）、132
名（10.5%）、101 名（8.8%）であった。このうち、悪性
腫瘍、白板症、扁平苔癬と判定された者は、平成 23 年
17 名（0.85%）、 以 降 9 名（0.60%）、12 名（0.85%）、28
名（2.24%）、20 名（1.74%）であった。また、悪性腫瘍は、
平成 23 年に 2 名（0.1%）、平成 26 年に 2 名（0.16%）の
計 4 名が確認された。

【結論】被災地での口腔粘膜検診は病変の早期発見、早
期治療につながり大変有意義なものであった。粘膜疾患
有所見者の割合に大きな変化はなかったが、要精密検査
と判定された者の割合は、平成 26 年から大幅に増加し
ており、何らかの要因が推測される。通常では実施され
ない口腔粘膜検診は、被災地に限らず行う必要があると
思われた。
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2-F-2
閉塞型睡眠時無呼吸の口腔内装置不応例
の検討
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

坂本 由紀, 柳本 惣市, 大森 景介, 足立 真基,  
川北 晃子, 鳴瀬 智史, 六反田 賢, 梅田 正博

【緒言】閉塞型睡眠時無呼吸（Obstructive sleep apnea 
: OSA）に対する社会的認識の高まりとともに，その診
断および治療の重要性は増している。口腔内装置（OA）
による治療が保険適応となり，軽症～中等度の OSA に
おいては OA が持続陽圧呼吸療法（CPAP）と同等の治
療効果があるとのエビデンスも得られつつある。しかし，
そのなかでも OA が効果を示すものと，そうでないもの
があり，治療を行う我々もそのスクリーニングを行うこ
とは重要である。今回，OA 不応症例の詳細を検討した
ので報告する。

【対象と方法】 2009 年 4 月から 2014 年 12 月までの 6
年間で内科あるいは呼吸器科で OSA の診断を受け，長
崎大学病院口腔外科を紹介され受診した 239 名のうち，
OA の適応で治療を行い治療効果が完全奏功でない 23
名を対象とした。

【結果】当科における平均 AHI 改善率は 65.2％であった。
改善率がマイナスから 10％前後の症例は精神的なもの
や肥満，側臥位ＡＨＩが高値である傾向が認められた。
20％前後の改善率の症例は，前方位の再設定で改善が認
められるものもあった。側方セファロ分析により，当科
の OA の治療効果予測因子として統計学的有意と思われ
た下顎下縁平面―舌骨間距離（MP-H）<14 mm，軟口
蓋長（PNS-P）>40 mm，気道前後径（IAS）>15 mm
を満たすものは，17 名，1 名，11 名であった。

【結論】OA不応例は形態学的特徴で予測可能であったが，
そのほかにも様々な因子が関与していることも示唆され
た。

	

2-F-4
口蓋裂患者における口蓋裂言語の心理的
受容過程
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 歯科言語治療室,  
3新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野,  
4新潟医療福祉大学医療技術学部 言語聴覚学科,  
5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

深井 真澄1,2, 大湊 麗1,2, 児玉 泰光1, 永田 昌毅1,  
今井 信行4, 小野 和宏3, 小林 正治5, 高木 律男1,2

【目的】口唇裂・口蓋裂治療において、患者の視点を取
り入れた治療・管理のあり方を模索することを目的に、
鼻咽腔閉鎖機能不全に関連した言語の異常（以下、口蓋
裂言語）が幼少期から長期残存している口蓋裂患者にお
いて、自らの口蓋裂言語の受容過程ならびに心情変化に
ついて検討した。

【方法】対象は、口唇裂・口蓋裂の基本的な治療は終了
したが、口蓋裂言語が幼少期から長期残存しており、言
語管理および口腔管理のために通院を継続している患者
7 名（裂型：口蓋裂 4 名、唇顎口蓋裂 2 名、粘膜下口蓋
裂 1 名、年齢：23-78 歳）とし、2014 年 12 月から 2015
年 12 月に半構造化面接による質的調査を行った。面接
内容は、1）基本的属性、2）自らの言語に関する認識の
時期と自己評価、3）学校や職場での言語に関しての経
験と気持ち、4）心の支えとなった経験もしくは周囲へ
の期待、5）これからの治療に関する期待の 5 項目とし、
録音したデータを逐語録化し、修正版グラウンデッドセ
オリーアプローチにより分析した。なお、本調査の実施
には新潟大学歯学部倫理委員会の承認を得た。

【結果】抽出されたカテゴリーは、＜日常的な治療や通
院＞＜周囲からの言語指摘に特別な認識のなさ＞＜手術
などを契機に告げられた事実に対するショックと戸惑い
＞＜思春期のいじめ体験や親への反抗＞＜言語障害者と
しての自分を認めたくない思いと原因検索＞＜周囲の支
えと新たな気付き＞＜言語受容と言語治療の開始もしく
は継続の希望＞＜治療継続による自信と医療者に対する
信頼＞＜自らの個性としての捉えと前向きな姿勢＞であ
り、口蓋裂言語の受容過程ならびに心情変化の構造が見
出され、発達段階に応じた心理的サポートが影響してい
た。

【結論】口唇裂・口蓋裂治療において、患者の視点を取
り入れた治療・管理のための一側面として、口蓋裂言語
の受容過程ならびに心情変化を理解したうえで、包括的
かつ継続的な心理的サポートの必要性が示された。
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2-F-5
九州歯科大学における臨床推論にクラウ
ド型クリッカー「Clica」を用いた参加型
授業の学生による評価
1九州歯科大学 口腔内科学分野, 2九州歯科大学 総合教育学
分野, 3九州歯科大学 顎顔面外科学分野

國領 真也1, 中原 孝洋2, 冨永 和宏3, 吉岡 泉1

【目的】九州歯科大学では，適確な診断能力を身につけ
る事を目的として臨床推論の授業を行っている。効果的
な学びとするため，Clica を用いて参加型の授業を行っ
ている。今回われわれは，Clica を用いた臨床推論の授
業での発言者数を調査し，学生の授業への参加状況を調
査した。また，質問紙調査を行い，満足度や今後の課題
を調査検討した。

【対象及び方法】5 年次生の口腔外科系の臨床推論の授業
で，症例を提示し，Clica を使用した。Clica を使用した
臨床推論の授業での記述式問題，選択式問題におけるそ
れぞれの設問に対する発言者数を調査した。また，臨床
推論の授業終了時に，臨床推論に関する質問紙調査を実
施した。165 名全員が同意し，回答した。

【結果】発言者数調査では，有意に選択式問題の方が多
く解答された。質問紙調査では，Clica を使用した授業
には興味や関心を持てたと答えた学生は 96.4％であり，
この授業を全体的に満足していると答えた学生は 97.6％
であった。

【結論】Clica を臨床推論の授業に取り入れたことにより，
学生が提示症例を活用しながら診断を行うシミュレー
ションをすることができた。また，発言者数の調査から
学生参加型の授業としてより有効であったと考えられ，
質問紙調査の結果からも，臨床推論に Clica を用いた参
加型授業は，学習意欲や積極性を向上することができる
手段として期待できると考えられた。

	

2-F-6
特定健診・保健指導への歯科健診導入に
関する試験的研究
信州大学 医学部 歯科口腔外科

唐澤 今人, 二木 祐美, 南里 浩美, 吉村 信彦,  
小山 吉人, 相澤 仁志, 宜保 隆彦, 久保 紀莉子,  
小原 圭太郎, 栗田 浩

【目的】歯周病をはじめとした歯科疾患は、近年生活習
慣病として認知されているが、その予防を目的としてい
る特定健診において、歯科健診は実施されていない。一
方で、歯周病などの歯科疾患によって生じる炎症性物質
が全身に伝播して各臓器に悪影響を与えるとする先行研
究からも、歯周病の改善による副次的なメタボリックシ
ンドローム（以下 MS）改善効果が期待される。そこで、
我々は塩尻市と塩筑医師会、歯科医師会との協力のもと、
H27 年より 3 年間、国保特定健診に歯科健診を導入する
ことで、歯科疾患の予防だけでなく生活習慣病の予防に
おいても効果があるかどうかの研究を開始した。【対象
と方法】長野県塩尻市の国保特定健診を受診した者のう
ち、希望があった被験者に対し歯科健診を実施した。歯
科健診は「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導
マニュアル」に準拠して行い、歯科健診の結果を異常な
し、要指導、要精検指導の 3 つの判定区分に分類し歯科
保健指導を行った。得られたデータを用いて MS 関連指
標と比較し統計分析を行った。【結果】H27 年度の結果
について横断的に検討したところ、対象が 30 歳から 89
歳で平均 60.4 ± 12.3 歳であった。現在歯数の平均は 25.2
± 5.7 本であった。歯科検診の判定区分では異常なしが
29％、要指導が 5％、要精検治療が 65％であった。歯周
病軽症群（CPI-TN ≦ 2）と歯周病重症群（CPI-TN ≧ 3）
群の二群に分け MS 関連指標と比較検討したところ、男
性では歯周病が重度であるほど年齢、BMI、収縮期血圧、
γGT、中性脂肪、HbA1c が高く、身長、HDL コレステロー
ルが低いという結果であった。女性では歯周病が重度で
あるほど、身長が低く、HbA1c が高いという結果を得た。
口腔衛生状態については衛生状態が不良なほど、有意に
メタボ該当者の頻度が高くなっていた。【考察】初年度
の結果は口腔内の健康状態と MS との関連性を示唆する
ものであった。口演では H28 年度の結果も加え縦断的な
検討を行う。
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2-F-7
当科における診療環境の細菌学的汚染調
査
愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科

日野 聡史, 浜川 裕之

【目的】口腔ケアの普及は超高齢社会と相まって、何ら
かの医科的疾患を有した患者の歯科受診を増加させてい
る。特に、大学病院を初めとする病院内歯科部門には、
癌や糖尿病、移植治療後などの免疫抑制状態、易感染状
態を呈する患者が多く受診する。そのため、歯科治療時
の病原性微生物への暴露や日和見感染防止への対策が求
められる。今回、歯科治療ユニットを含めた診療環境の
汚染を把握するため、細菌学的環境調査を行ったので報
告する。

【材料および方法】一日の診療終了後に、拭き取り検査
キット（ST-25 PBS: ELMEX 社）を用いて環境表面の
細菌学的調査を行った。対象は、ライトハンドル、テー
ブル周囲、3Way シリンジ、バキュームの柄、スピット
ンの蛇口と受け皿、チェアの手すり、器具棚取手、パー
ソナルコンピュータのキーボードとした。また、歯科医
師、歯科衛生士のユニフォームの腹部も調査対象とした。
検体数はいずれも n=3 とした。

【 結 果 】 検 出 さ れ た の は、Methylobacterium 属、
Sphingomonas 属、Sphingobium 属、Sphingopyxis 属、
Micrococcus 属、Corynebacterium 属、a-Streptococcus
属、Bacillus 属、Acinetobacter 属、ブドウ糖非発酵グ
ラム陰性桿菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、メチシリ
ン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）であった。

【結論】検出菌の大部分は口腔内常在菌や環境菌などの
弱毒菌であったが、歯科医師のユニフォームからは強い
病原性を示す MSSA が検出された。今後は、効果的な
清掃、消毒により診療環境の細菌量を減少させるととも
に、ディスポーザブルエプロンなどの防護具を積極的に
利用することが必要であると考えられた。

基礎研究（骨）	 14:00 〜 14:40
座長：上條 竜太郎・本田 雅規

2-F-8
The role of Sonic hedgehog signaling 
and CGRP in the socket healing 
process after tooth extraction
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama 
University Graduate School of Medicine, Dentistry, and 
Pharmaceutical Sciences,  
2Department of Oromaxillofacial-Head and Neck Surgery, 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of 
Stomatology, China Medical University

Pang Pai1,2, Shimo Tsuyoshi1, Takada Hiroyuki1, 
Matsumoto Kenichi1, Yoshioka Norie1,  
Ibaragi Soichiro1, Sasaki Akira1

【Introduction】Sonic Hedgehog (SHH), a neural 
development inducer, plays a significant role in the 
bone healing process. Calcitonin Gene Related Peptide 
(CGRP), a neuropeptide marker of sensory nerve, has 
been proved to have influence on bone formation. 
However the role of SHH signaling and CGRP positive 
sensory nerve in the alveolar bone formation process 
remains unknown. In this study we examined the 
expression pattern of SHH signaling and CGRP in the 
socket healing process after tooth extraction.

【Material And Method】The upper first molars of 
6-week-old C57BL/6J mice were extracted. Then 
mice were sacrificed at 1, 3, 5, 7, 14 day after tooth 
extraction and harvested maxilla were prepared for 
horizontal and sagittal sections. The expression pattern 
of SHH, Patched 1, GLI2 and CGRP was evaluated 
by immunohistochemistry and immunofluorescence 
analysis. 

【Result】SHH was weakly expressed in the socket 
at day 1 and its level peaked at day 3 then decreased 
since 5 days after tooth extraction. CGRP and GLI2 
were expressed at the same area of the socket in 
a similar pattern. At day 1 CGRP and GLI2 were 
majorly expressed near the socket wall and at day 
3 both peripheral and central region of the socket 
had CGRP and GLI2 positive cells. Then both CGRP 
and GLI2 reached their highest expression level and 
were expressed all over the socket especially near the 
new forming trabecular bone at day 5 and day 7 and 
decreased at day 14 after tooth extraction.

【Conclusion】SHH may affect alveolar bone healing by 
interacting with CGRP positive sensory neuron hence 
regulate socket healing process after tooth extraction.
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2-F-9
低結晶性炭酸アパタイトの骨再建への応
用 　第２報　インプラント体との同時
埋植
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野

永井 宏和, 藤澤 健司, 大江 剛, 髙丸 菜都美,  
山村 佳子, 工藤 景子, 玉谷 哲也, 宮本 洋二

【目的】ハイドロキシアパタイト（HAp）は生体内で吸
収されないが，骨は吸収と添加を受ける．この相違は，
生体骨のアパタイトが炭酸基を含んでいることと，そ
の結晶性が低いことが主な原因である．炭酸アパタイ
ト（CO3Ap）は骨に置換する新規の骨再建材料として
期待されているが，一般的な焼成法による作製は困難で
あった．われわれは高温での焼結処理なしに低結晶性
CO3Ap 硬化体を作製する方法を開発して基礎的研究を
行ってきた．今回，イヌ顎骨の骨欠損部にインプラント
体埋入と同時に低結晶性 CO3Ap を埋植して組織学的検
討を行ったので報告する．

【材料および方法】CO3Ap は水酸化カルシウムを前駆体
として溶解−析出型組成変換反応で作製した．ビーグル
犬の両側下顎臼歯（P1 ～ P4）を抜歯し，8 週後に同部
歯槽骨に深さ 6 mm，頬舌幅 2 mm, 近遠心幅 7 mm の
骨欠損を作製した．骨欠損部の遠心側に直径 2.2 mm，
長さ 6 mm のチタン製インプラントを埋入し，その近心
に CO3Ap 顆粒を埋植した．埋植後 12，24 週に下顎骨を
摘出し，摘出試料のマイクロ CT を撮影した後，非脱灰
切片を作製して組織学的な評価を行った．対照は HAp
顆粒（NeoBONE®）を用いた．

【結果】X 線回析およびフーリエ赤外線分光光度計によ
る解析から，作製した試料が CO3Ap であることを確認
した．CO3Ap 顆粒の大きさは経時的に小さくなった．
新生骨は CO3Ap 顆粒を取り囲むように形成され，骨欠
損部全体に及んでいた．また，新生骨はインプラント体
と直接接するように形成されていた．一方，HAp 群では，
骨形成は骨髄側から生じて歯槽頂側へ進んでいったが，
24 週でも歯槽頂までは達していなかった．さらに，イン
プラント体に接する新生骨は CO3Ap 群よりも少なかっ
た．

【結論】低結晶性 CO3Ap はインプラント体周囲に同時に
埋植しても有用であることが示唆された．

	

2-F-10
骨微小環境における細胞外物理的環境の
変化によるHippoシグナルの関与
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

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

【目的】単球系破骨前駆細胞が骨へ遊走してきた後，遊
走性の高い単球系細胞がどのような機構で骨表面にとど
まって破骨細胞へ分化するのかは不明な点が多い．われ
われ体内の細胞は細胞外環境から絶えず張力など力学的
な力が働いている．このような力学的シグナルが細胞増
殖・分化・運動などに影響を及ぼすことが明らかになっ
てきた．細胞外環境の硬さは細胞の分化状態を規定する
重要なファクターの一つされている．体内の最も柔らか
い細胞外環境は血液で，最も硬い環境は骨組織であるこ
とが知られている．そこで，破骨前駆細胞の細胞外物理
的環境の変化（血液中から骨）に依存する細胞運命決定
機構における Hippo シグナルの関与について検討した．

【材料および方法】マクロファージ系破骨前駆細胞
RAW264.7 に RANKL，TGF-βおよびその阻害剤である
SB431542 の投与を行い，破骨細胞への分化に対する各
種薬剤の影響を検討した．さらに Hippo シグナル関連タ
ンパクの発現を検討した．また，上記薬剤投与下で細胞
外環境の異なる状態（血液中または骨を模倣した状態）
で培養を行った RAW の破骨細胞への分化の影響を検討
した．硬い基質はポリスチレン製ディッシュ，血液中を
模倣した状態はポリスチレンにハイドロゲルを結合し
細胞を浮遊した状態で培養可能な ultra-low attachment
ディッシュを用いた．

【結果】RAW は RANKL 投与により破骨細胞への分化
が見られ，TGF-β刺激により，さらに破骨細胞の分化
が増加した．SB431542 の投与により分化は抑制され
た．破骨細胞の分化傾向が強い RANKL+TGF-β投与
群の YAP 発現が増加し，p-YAP 発現が低下していた．
ultra-low attachment ディッシュで培養した RAW は，
RANKL+TGF-β投与群を含む全ての群で破骨細胞への
分化は認められなかった．

【考察】破骨前駆細胞に対する骨微小環境内における細
胞外物理的環境の変化が破骨細胞への分化に関与する可
能性が考えられた．
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2-F-11
骨膜由来細胞への張力負荷で誘導される
骨芽細胞分化因子とIGFBPsの経時的な
発現変動
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, 久保田 耕世, 中川 祥, 今 敬生, 成田 紀彦, 
古舘 健, 長内 俊之, 竹本 宣, 佐竹 杏奈, 小林 恒

【目的】力学負荷と骨代謝の関係は良く知られ、骨芽細
胞や骨細胞に対する力学的負荷については多くの報告が
ある。一方で、骨膜は骨と周囲組織を境界し、かつ結
合する組織であるが、力学負荷に対する応答について
はほとんど報告がない。発生学的に膜性骨化である顎
骨骨膜は骨芽細胞前駆細胞が豊富であり、力学負荷で
誘導される骨改造に関与していると考えられる。本研究
はヒト顎骨骨膜由来細胞（human Jaw Bone Periosteal 
Cells, hJBPCs）への伸展張力刺激で誘導される骨芽細胞
分化因子と Insulin-like-Growth Factor Binding Proteins

（IGFBPs）の経時的発現変化を分析することを目的とし
た。【方法】20 代女性の下顎骨骨膜から hBJPCs を分離
し、骨分化培地で培養し ALP 染色と Alizarin Red 染色
でその特性を検討した。hBJPCs に持続的一軸方向伸展
刺激（伸展率 10％、6h, 12h, 24h, 36h, 48h）を負荷した。
遺伝子変動を Microarray, Real-time PCR で解析した。

【結果】hBJPCs は ALP 染色、Alizarin Red 染色ともに
強陽性を示した。Microarray 解析で BMP, IGF, WNT, 
RUNX 等の骨芽細胞分化因子と IGFBPs に有意な変動
を認めた。PCR 解析で BMP-2,-4 と WNT-3A は刺激後
6 ～ 12h に発現上昇し、RUNX-2, OSX は 12~24h で上昇
した。IGF-2 は刺激後 24h で、IGF-1 は刺激後 36h で発
現亢進のピークを認めた。COL1A1 と ALP は刺激後 36
～ 48h に、RANKL と OPG は 48h 後にピークを認めた。
IGFBP-4 は 12h 後、IGFBP-3,-6 は 36h 後に最も発現が亢
進した。【結論】骨膜由来細胞は力学的負荷に応答し早
期にはBMPやRUNXなどの骨芽細胞分化因子を発現し、
最終的には RANKL や OPG を発現し、いわゆる逆転期
へ移行するものと考えられる。その間には IGF の発現が
亢進し、付随する IGFBPs の発現が変動した。IGF は骨
芽細胞の機能強調と、破骨細胞を誘導するカップリング
因子の可能性が示されている。IGFBPs は骨改造のカッ
プリング因子として IGF 依存的・非依存的に調節機能を
もつ可能性が示唆される。

	

2-F-12
骨芽細胞と神経芽細胞は相互に分化を促
進させる
1埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室,  
2九州歯科大学歯学科健康増進学口座分枝情報生化学分野

塘田 健人1, 佐藤 毅1, 大久保 正彦1, 榎木 祐一郎1,  
古株 彰一郎2, 依田 哲也1

【目的】骨再生において骨周囲に存在する神経・血管・
筋・腱との相互作用が注目されており、われわれは神経・
血管調節因子である Netrin4 や Semaphorin3A が骨代謝
を調節することを示してきた（Nature, 2013; FEBS Lett, 
2014）。これまでに、骨が神経に作用を及ぼすかどうか
は報告がない。今回、骨と神経との相互作用を明らかに
するために、in vitro において骨芽細胞と神経芽細胞が
お互いの分化に影響を与えるのかを検討した。

【材料および方法】マウス骨芽細胞株 MC3T3-E1 および
ラット神経芽細胞株 PC12 を用いて非接触型あるいは接
触型共存培養法を行い、Alizarin Red 染色による石灰化
度、蛍光免疫染色による細胞内タンパク質発現、リア
ルタイム PCR 法による遺伝子発現、マウス用 Chip お
よびラット用 Chip を用いて DNA マイクロアレイ（3D 
GENE, TORAY）による網羅的遺伝子解析の検討を行っ
た。

【結果】接触型共存培養では非接触型共存培養より石灰
化度の促進を認め、骨分化マーカー遺伝子発現が有意に
上昇した。また、接触型共存培養では免疫染色により神
経分化マーカーの発現を認め、神経分化マーカー遺伝子
発現が有意に上昇した。さらに、接触型共存培養のサン
プルで DNA マイクロアレイを行い、Gene Ontology 解
析および Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 解
析を行ったところ、骨芽細胞分化マーカー関連遺伝子群
の発現、骨芽細胞分化マーカー関連遺伝子群の発現が上
昇していた。

【結論】骨芽細胞と神経芽細胞は接触することにより相
互に分化を促進することが示唆された。本研究の結果か
ら、骨再生には神経の支持が重要であり、神経の再生に
も骨の支持が重要である可能性が示唆された。
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基礎研究（粘膜、材料）	 14:40 〜 15:40
座長：飯田 征二・岡田 康男

2-F-13
口腔扁平苔癬，苔癬様病変および苔癬
様上皮性異形成におけるCAR，CK-13，
-17，p53の発現解析
日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座

岡田 康男

【目的】臨床的に口腔扁平苔癬（OLP）として生検術が
行われた病変は，病理組織学的には OLP，苔癬様病変

（oral lichenoid lesion: OLL，いわゆる苔癬様口内炎）や
上皮性異形成 epithelial dysplasia（いわゆる苔癬様異形
成 oral lichenoid epithelial dysplasia: OLD）などが含ま
れる．OLP は全身性扁平苔癬の口腔粘膜病変で，両側
性，対称性に発現し，口腔内に限局する病変であるが，
病期により片側性，孤在性も知られている．OLL は臨
床的にも病理組織学的にも OLP に類似する病変で，歯
科用金属や薬剤に対するアレルギーが関連すると考えら
れている．OLL は片側性，孤在性に発現する病変である
が，両側性にみられる場合もある．さらに OLP と OLL
に臨床症状が類似する疾患として OLD があり診断に苦
慮することが多い．そこで，これら疾患の上皮について
Coxsackie — adenovirus receptor（CAR），CK13，-17，
p53 の免疫組織化学染色を行い検討したので報告する．

【対象・方法】対象は，過去 15 年間に OLP の臨床診断
で生検が行われ，当教室にパラフィン包埋ブロックが保
管されている 200 検体．男性 64 検体，女性 136 検体．
平均年齢は 61.6 歳．部位別では頬粘膜 128 検体で最も多
かった．病理組織学的に診断の再検討を行い，上記の免
疫染色を行い検討した．本研究は本学部倫理審査委員会
の承認を得て行った（ECNG-H-204）．

【結果】病理診断はOLP81検体，OLL37検体，OLD69検体，
その他 13 検体であった．OLD の 5 検体に癌化を認めた
が，OLP にはみられなかった．C 型肝炎は 4 例 6 検体に
認めたが，OLP にはみられなかった．OLP と OLL では
CK13 まだら陽性，CK17 陽性，OLD では CK13 陰性，
CK17 陽性，p53 陽性，CAR と E-cadherin の発現減弱
がみられた．

【結論】①臨床診断の OLP から OLD を除外すること
は重要で，上記免疫染色が有用であった．② OLD で
は CAR の発現減弱が関連して上皮間葉転換を生じてい
ることが明らかになった．③ OLD に癌化を認めたが，
OLP にはみられず，最近の他報告に一致した．

	

2-F-14
放射線性口腔粘膜障害におけるメラトニ
ンの予防効果
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

戸田（徳山）麗子, 大久保 充, 梅木 泰親, 田所 晋,  
井出 信次, 寺田 知加, 下間 雅史, 舘原 誠晃,  
里村 一人

【目的】概日リズム調節ホルモンであるメラトニンは種々
の組織で産生・分泌されており、われわれはこれまでに
唾液腺においても産生・分泌されていること、骨形成や
歯の形成過程にも関与していることなどを報告してき
た。またメラトニンは、概日リズムの調節以外にも、体
温調節、性周期調節、抗老化、免疫賦活などの作用とと
もに、強い抗酸化作用を有することが知られている。一
方、悪性腫瘍等に対して行われる放射線照射は正常組織
にも影響を及ぼし、口腔粘膜障害が患者の QOL を低下
させ、また治療の達成度をも左右する重要な因子とな
る。そこで今回、放射線照射に伴う口腔粘膜障害に対し、
メラトニンがその予防効果を有するか否かにつき検討
した。【材料および方法】照射 30 分前にメラトニン 100 
mg/kg または vehicle を腹腔内投与した ICR マウス（6
週齢、雄性）に対し、頭頸部に X 線を 15Gy 照射した。
その後 50 μg/ml メラトニン含有水もしくは通常の水を
与え飼育し、照射後 7 日目の口腔粘膜の病理組織学的変
化について検討するとともに、TUNEL 染色によりアポ
トーシスにつき検討した。また、in vitro において X 線
照射による口腔粘膜上皮細胞への障害に関してメラトニ
ン添加による影響があるか否かにつき検討した。【結果】
コントロール群では、正常組織と比較して、上皮基底細
胞の配列が乱れ、核の濃染、腫大があり、大小不同で
N/C 比が高い細胞が認められた。また、細胞間橋は不明
瞭で全体的に上皮が萎縮し、多核細胞もわずかに散見さ
れた。一方メラトニン投与群ではこれらの組織変化が抑
制され、正常組織に近い状態が維持されていた。またア
ポトーシスを起こしている細胞数はコントロール群に比
較してメラトニン投与群で有為に少なかった。in vitro
では、口腔粘膜上皮細胞の増殖障害がメラトニン添加に
より軽減される傾向が認められた。【結論】放射線照射
に伴う口腔粘膜障害に対し、メラトニンが予防効果を有
している可能性が強く示唆された。
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2-F-15
酸化ストレスによる細胞障害におよぼす
ニコチンアミドの影響
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

杉田 好彦1,2, 佐藤 伸明1, 磯村 まどか1, 河合 遼子1,  
吉田 和加1,2, 加藤 世太1,2, 神野 正人1, 本田 由馬1,  
久保 勝俊1,2, 前田 初彦1,2

【目的】細胞への過度な化学的・力学的刺激は細胞の酸
化ストレスを増大させ、細胞障害を引き起こす。骨再生
治療などの外科的処置や骨折の治癒時などにおいても、
酸化ストレス下では骨芽細胞は減少し、アポトーシスが
誘導されて骨組織の減少を招くことが知られている。過
酸化水素水は酸化ストレスによる細胞死を誘導すること
が知られており、また、ビタミン B 群は酸化還元作用の
補酵素として働くことが知られているが、組織や細胞に
対する作用については不明な点が多い。そこで本研究で
は。ビタミン B3 の一つであるニコチンアミド (NAm) を
用い、過酸化水素水により誘導された細胞障害に対する
その抗酸化作用を検索した。

【材料および方法】細胞培養には SD ラット骨髄由来の
骨芽細胞様細胞を使用した。まず、培養液に NAm を添
加して抗酸化処理を施し、次に過酸化水素水を添加して
細胞障害処理を行い、細胞形態および生細胞数を検索し
た。細胞形態の観察には位相差顕微鏡を用い、生細胞数
の検索には WST-8 を使用した。本実験は愛知学院大学
動物実験倫理委員会の承認を受けて実施した。

【結果】過酸化水素水による細胞障害処理により、培養
細胞の細胞数は減少し、細胞の形態変化や剥離が認めら
れた。また、NAm による抗酸化処理のみでは細胞形態
や生細胞数の変化は認められなかった。しかし、抗酸化
処理後に細胞障害処理を行った際には、細胞数の減少は
抑制されていた。

【結論】NAm による抗酸化処理は、細胞障害処理による
細胞形態の変化や細胞数の減少を抑制していた。このこ
とは、NAm が細胞の形態変化や剥離、アポトーシスな
どの細胞障害を阻害している可能性を示唆している。し
かし、抗酸化処理後にも、時間の経過に伴って細胞障害
処理による細胞の形態変化が認められたことから、細胞
障害に対する NAm の効果には、酸化ストレスの時間的
経過が関与している可能性が示唆された。

	

2-F-16
口腔粘膜ケラチノサイトのインフラマ
ソームに及ぼす歯科用金属の影響
高知大学 医学部 歯科口腔外科学講座

笹部 衣里, 仙頭 慎哉, 北村 直也, 山本 哲也

【目的】口腔内に装着された歯科用金属は口内炎や種々
の皮膚疾患を生じることがあるが、その発症機序につい
ては十分には解明されていない。近年、外来性および内
在性の危険分子を認識して caspase-1 を活性化し、サイ
トカインの分泌や細胞死を促す細胞質内タンパク質複合
体であるインフラマソームの活性化が種々の炎症性疾
患、自己免疫疾患、アレルギー疾患の発症および病態に
深く関わることが明らかにされつつある。しかしながら、
歯科用金属がインフラマソームに及ぼす影響については
全く検討されていない。そこで今回われわれは、口腔粘
膜ケラチノサイトのインフラマソームに及ぼす歯科用金
属の影響について検討したので報告する。

【材料および方法】不死化正常口腔粘膜ケラチノサイト
（RT-7 細胞）を 4 種類の歯科用金属（硫酸ニッケル、塩
化亜鉛、塩化パラジウム、塩化アルミニウム）で処理し、
インフラマソームの活性化に伴い産生誘導される IL-1β
と IL-18 のレベルを ELISA 法にて検討した。それととも
に、RT-7 細胞の増殖およびアポトーシスに及ぼす歯科
用金属の影響をそれぞれ WST-1 assay および Annexin 
V-PI を用いたフローサイトメトリー法にて検討した。

【結果】RT-7 細胞を硫酸ニッケルおよび塩化アルミニウ
ムで処理すると、IL-1βおよび IL-18 の産生レベルは濃
度依存的に上昇し、これらのレベルはコントロールとの
間に有意差が認められた。一方、塩化亜鉛および塩化パ
ラジウムによる処理では IL-1βおよび IL-18 の産生は若
干亢進したが、コントロールとの間に有意差は認められ
なかった。さらに、塩化アルミニウムを除く 3 種類の金
属処理により、RT-7 細胞の増殖は抑制されるとともに
アポトーシスが誘導された。

【結果】以上より、歯科用金属アレルギーの発症には、
歯科用金属による口腔粘膜ケラチノサイトにおけるイン
フラマソームの活性化が関与している可能性が示唆され
た。
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2-F-17
金属記憶抗原提示細胞の同定
1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東北大学加齢医学研究所生体防御学分野

武田 裕利1, 小笠原 康悦2, 井口 直彦2, 高橋 哲1

【目的】生体金属材料の進歩は著しく、特に口腔領域に
おいて生体金属材料は保険収載されている。現在の保険
治療では大臼歯のクラウンやブリッジには強度や耐久性
などの問題からに金属材料が選択されている。その中で
も金銀パラジウム合金が強度、耐久性、硬さなどに優れ、
頻用されている。しかしながら、パラジウム（Pd）によ
る金属アレルギー患者の増加の報告があり、歯科金属由
来のアレルギーが歯科だけでなく、皮膚科や医工学分野
でも注目を集めている。金属アレルギー発症には、金属
イオンと自己タンパクからなる自己抗原が抗原提示細胞

（APC）に取り込まれ、APC 内で自己抗原と MHC が結
合し、細胞表面に発現する。細胞表面に発現した複合体
が T 細胞に抗原提示を行い、活性化した T 細胞がアレ
ルギーを引き起こすとされる。しかし、金属アレルギー
における抗原提示細胞の詳細についてあまり調べられて
いない。そこで我々は金属アレルギーにおいて、抗原提
示細胞の特徴を同定するため、以下の実験を行った。

【方法】in vitro で野生型（WT）マウスの骨髄由来細胞
を APC へ分化させた。その APC を Pd と LPS で 24 時
間刺激した（対照群：LPS 刺激）。洗浄、回収して細胞
表面分子を調べた後、naïve WT マウスに移入した。7
日後、移入マウスに耳介に Pd で惹起し、耳介の腫脹を
測定した。また所属リンパ節内の T 細胞数を比較した。

【結果】Pd ＋ LPS 刺激 APC または LPS 刺激 APC の
MHC class I の発現が未刺激 APC より増加していた。
Pd ＋ LPS 刺激 APC を移入したマウスの耳介に Pd アレ
ルギーを誘導させると、腫脹は対照群と比較して有意に
腫脹した（p ＜ 0.05）。また CD8+ T 細胞数が有意に増
加していた（p ＜ 0.05）。興味深いことに MHC I 欠損の
Pd ＋ LPS 刺激 APC を移入しても Pd アレルギーは発症
しなかった。

【結論】in vitro で誘導させた APC が金属メモリー抗原
提示細胞として機能しており、MHC class I を介した抗
原提示であることが示唆された。

	

2-F-18
4META/MMA‐TBBレジンの頭蓋顎顔
面領域における生体親和性に関する研究
帝京大学医学部附属病院 歯科口腔外科

小原 研心, 市ノ川 義美, 兼古 晃輔, 三田 拓也

【緒言（目的）】頭蓋顎顔面領域において、骨接合する際
に幅広く使用されている金属プレートによる手技は、菲
薄化した骨や小骨片を固定する際には有効な固定が得ら
れにくい。また、場合によっては感染源ともなり、そう
した場合は除去が必要となる場合がある。本実験では、
4META/MMA-TBB レジン（以下 SB）を使用した場合
に、簡便で強固な接着が得られ、かつ生体為害性がない
とすれば、新たな骨接着システムとして様々な臨床応用
が可能と考える。

【材料・方法】雌雄混合の日本白色ウサギを使用し、全
身麻酔を施した後、頭部皮膚を切開し骨膜剥離し、頭蓋
骨面を明示した後に超音波骨切削器を用いて、頭蓋骨に
5 × 5mm で骨を開削した。骨直下の硬膜は生体側に温存
した。1、骨片を復位し、間隙を SB で封鎖。2、骨片は
復位せず、欠損部を SB のみで封鎖。3、骨片は復位せず、
ボーンセメント（以下 BC）で封鎖することとした。SB は、
混和法による使用方法を選択し、マイクロシリンジを使
用して充填した。1、2、3、4、8、12 週後に脳組織と周
囲組織を一塊にして摘出。HE 染色により病理組織学的
に検討した。

【結果】各週における、各群の病理組織学的比較をした
ところ、BC では特に周囲組織に問題はないものの接着
はしていなかった。SB は、周囲の組織には特に為害性
はなく、SB 本来の機能である接着機能も認められ、良
好な結果が得られていた。

【結論】SB は今後良好な接着システムを有した材料とし
て臨床応用に大いに意義があると考える。
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2-F-19
改良型4META/MMA-TBBレジンプレー
トの強度評価と金属溶出について
帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座

三田 拓也, 小原 研心, 兼古 晃輔, 市ノ川 義美

【目的】顎顔面領域での骨接合材料として 4META/
MMA-TBBレジンプレートを用いた接着による骨接合部
への応用を私たちは試みているが、応力のかかる部位へ
の応用では 4META/MMA-TBB レジンプレート単体で
は破断が見受けられることがあった。そこで 4META/
MMA-TBB レジンプレート強化を目的として金属材料

（チタン、ステンレス鋼、銀合金）を 4META/MMA-
TBB レジンで表面加工することにより、適正な強度、
接着性が得られるか、生体内に埋入した際に金属の溶出
が起こるのか検討するために本実験を行った。

【材料および方法】1. 材料　表面加工材には 4META/
MMA-TBB レジン、被着材としてはチタン、ステンレ
ス鋼、銀合金を使用し、幅 4mm ×長さ 30mm ×厚さ
1mm の試験片を作製した。試験は 4META/MMA-TBB
レジンが硬化 1 日後、1 ヶ月後に行った。2. 試験方法　
試験には万能試験機を用いて、試験片の中央に試験力を
加え、曲げ試験を行い、30 度、60 度、90 度ごとに表面
をマイクロスコープにて観察した。溶出試験では 37℃
の滅菌蒸留水に、表面加工なし、表面加工したものを各
1 枚ずつ浸漬し、その水溶液を用いて無機成分溶出量を
ICP 分析にて測定した。　　　　　　　

【結果】マイクロスコープでの表面観察は、硬化 1 日後
の試験片多くは表面加工部の明らかな破断は認めなかっ
た、表面加工部の破断があったものでは金属材料の割れ
があった。1 ヶ月後のものでは周囲、レジン単独部に破
断を認めた。ICP 分析では表面加工により無機成分溶出
量が減少した。

【結論】金属材料を 4META/MMA-TBB レジンで表面
加工することによって適度な強度、接着性を得られ、無
機成分溶出量も減少できる可能性が示唆された。

	
有病者 2	 15:40 〜 16:30

座長：喜久田 利弘・関谷 秀樹

2-F-20
抗血栓療法患者の抜歯後出血危険因子に
ついての多施設共同研究
1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神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野・
加古川東市民病院歯科口腔外科, 3名古屋市立大学大学院医
学研究科口腔外科学分野, 4関西医科大学枚方病院歯科口腔
外科, 5信州大学医学部歯科口腔外科

柳本 惣市1, 長谷川 巧実2, 小守 紗也華2, 渋谷 恭之3, 
橘 進彰2, 兒島 由佳4, 小山 吉人5, 栗田 浩5, 古森 孝英2, 
梅田 正博1

【目的】抗血栓療法患者における頭蓋内出血や消化管出
血などの出血性合併症については，HAS-BLED スコア
などの出血リスク評価法が存在するが，抜歯後出血につ
いてはPT-INRなどの限られた指標しかないのが現状で，
そのリスク評価法の確立が望まれる。このような背景か
ら，抗血栓療法患者における抜歯後出血のリスク因子に
ついて，多施設共同後ろ向き研究を行ったので報告する。

【対象と方法】2012 年 1 月～ 2015 年 1 月までの 3 年間に
研究参加施設で抜歯を行った抗血栓療法患者 587 例，抜
歯 1426 本について検討を行った。調査方法は，診療録
および看護記録をもとに，抜歯後出血の有無を調査した。
危険因子として既往歴（糖尿病，脳卒中，高血圧，アルコー
ル依存），腎機能の程度，術前抗菌薬や NSAIDs の有無，
抜歯部位と本数について検討した。

【結果】抗凝固療法（抗血小板薬の併用を含む）323 例の
後出血率は 25.7％で，リスク因子としては抜歯本数（複
数），PT-INR 値（2.1 以上），術前抗菌薬に有意な関連性
が認められた（P < 0.05）。抗血小板薬単独療法 264 例の
後出血率は 18.6％で，リスク因子として性別（男性）と
腎機能低下に有意な関連性が認められた（P < 0.05）。

【結論】抗凝固療法中の抜歯後出血リスク評価は PT-INR
値に加え，抜歯本数や術前抗菌薬投与を考慮する必要が
あると考えられた。また抗血小板療法中においては性別
と腎機能の評価を考慮する必要がある。今後，実臨床に
おいて有用な抜歯後出血リスク評価法を確立したいと考
えている。
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2-F-21
当科における埋伏智歯抜歯後神経系合併
症に対する治療法の現状
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科

平岡 佑二郎, 明石 昌也, 松本 耕祐, 榊原 晶子,  
木本 明, 長谷川 巧実, 鈴木 泰明, 南川 勉,  
古土井 春吾, 古森 孝英

【緒言】歯科口腔外科領域で最も頻繁に遭遇する外科処
置後の合併症の一つに，埋伏智歯抜歯後知覚鈍麻や知覚
麻痺がある．大学病院歯科口腔外科は，比較的難易度の
高い埋伏智歯抜歯を施行することが多く，また近隣の歯
科医院から抜歯後の合併症に対する精査加療を依頼さ
れることも少なくない．抜歯後神経系合併症に対する治
療法の criteria を策定するためには，現状の問題点を抽
出する必要がある．本研究は，当科における最近の埋伏
智歯抜歯後神経系合併法に対する治療法を後向きに調査
し，現状の把握と今後の展望を考察することを目的とし
た．【対象と方法】2013 年 1 月から 2015 年 12 月までに
当科で全身麻酔下で抜歯を施行した下顎埋伏智歯 165 例
291 歯中，知覚鈍麻や知覚麻痺を含む神経症状を抜歯後
に認めた 28 例 28 歯を対象とし，神経症状の種類・診断
法・治療法等についてカルテ上の記載をもとに後向きに
調査した．【結果】年齢は中央値 39.5 歳（21 ～ 87 歳），
性別は男性 11 例・女性 17 例，神経症状の部位は全例で
オトガイ神経領域，種類は知覚鈍麻 20 例・知覚異常 6 例・
知覚麻痺 1 例であった．診断法は全例で問診と静的触覚
検査が行われていた．治療法は 20 例でビタミン B12 及
び ATP 製剤が投与され，3 例で星状神経節ブロック（以
下 SGB）が施行されていた．SGB 施行時期は抜歯後 7
～ 14 日 1 例，14 ～ 30 日 1 例，30 日以降 1 例であった．
抜歯後 6 か月以上経過したのちも神経症状が残存した症
例は 4 例で，神経症状の種類は 3 例が知覚異常，1 例が
知覚麻痺であった．【考察】抜歯後神経系合併症の中で
も知覚異常や知覚麻痺は，術後長期に渡り残存する可能
性がある．よってこれら神経症状を術後一過性の知覚鈍
麻と鑑別する必要がある．しかし診断法は主に問診や静
的触覚検査に因らざるを得ず，今後も検討を継続してい
く必要がある．また知覚鈍麻に対する SGB 施行時期に
ついても今後検討が必要である．

	

2-F-22
歯周病は、ウイルス性肝疾患の病態進展
に関与するか？
1佐賀大学 医学部 臓器相関情報講座,  
2久留米大学 先端癌治療研究センター

長尾 由実子1,2

【目的】わが国は、他国に比べ HCV 感染者が高齢化し
ており、肝癌のハイリスク群に対し多方面から治療の
方策を考慮する必要がある。一方、歯周病菌は心血管
系疾患、2 型糖尿病等の全身疾患と関連し、なかでも
Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis) は NAFLD の
原因となりうることがわかっている。しかし、HCV や
HBV 感染のある肝疾患の病態進展と P.gingivalis に関す
るデータは存在しない。HCV は種々の病態を引き起こ
すことが知られ、扁平苔癬もその 1 つである。本研究で
は、歯周病菌がウイルス性肝疾患の病態進展に関わるリ
スク因子になりうるかを検討した。

【方法】2010 年 2 月～ 2014 年 6 月までに受診した患者
433 名のうち肝炎ウイルス感染のある 351 名に対し歯周
病と肝疾患の病態を解析した。歯周病の存在有無は唾液
潜血反応を用いた。さらに、28 名の HCV 感染者に対し
て P. gingivalis の線毛関連遺伝子型（I, Ib, II, III, IV, V）
を同定した。

【結果】対象 351 名のうち、唾液潜血反応強陽性 76 名と
弱陽性 / 陰性 275 名の 2 群間で有意な因子は、肥満・血
液生化学検査値異常・Alb・AFP・血小板数・HOMA-
IR・IFN 治療中・歯磨き回数であった。肝硬変の存在は
有意な傾向を示した。多変量解析により歯周病のリスク
因子は、血小板数 8 万 /μl 未満・歯磨き 1 回 / 日・IFN
治療中・65 歳以上・肥満であった（各オッズ比は 5.80, 
3.46, 2.87, 2.50, 2,33）。C 型肝硬変 / 肝癌患者（14 名）は、
C 型肝炎患者（14 名）よりも進行性歯周炎と関連が深い
fimA genotype II の保有率が高かった（50% vs. 21.4%）。

【結論】歯周病患者には、AFP 高値、血小板減少、低ア
ルブミン血症、高ビリルビン血症を認め、肝硬変患者に
は fimA genotypeII の保有率が高かった。以上より歯周
病は、ウイルス性肝疾患の病態進展に関与する可能性が
あり、歯科医師と肝臓専門医との医療連携が望まれる 
(Hepat Mon 2014)。
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2-F-23
咀嚼能力とメタボリックシンドロームと
の関係：ながはま0次予防コホート事業
1京都大学医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分
野, 2三重大学附属病院 疫学センター, 3京都市立病院 歯科
口腔外科, 4高島市民病院 歯科口腔外科, 5市立長浜病院 歯
科口腔外科

浅井 啓太1, 山崎 亨2, 渡邊 拓磨1, 駒谷 徹1,  
大西 ゆりあ3, 堀 まりか4, 家森 正志5, 山口 昭彦1,  
高橋 克1, 別所 和久1

【目的】メタボリックシンドロームの主たる原因は生活
習慣であることから，食事療法や運動療法などの予防法
が提唱され，実践されている。同様に，咀嚼と肥満等の
関連研究が明らかになるにつれて，咀嚼を生かした予防
法が提案されている。しかし，日本人を対象とした報
告は少ない。今回われわれは，メタボリックシンドロー
ム発症の可能性が高いと考えられる中高年を対象に，咀
嚼能力とメタボリックシンドロームとの関連の検討を行
う。

【方法】ながはま 0 次予防コホート事業の参加者のうち，
中年期以上である 45 歳から 75 歳の男性 2282 人（平均
61.0 歳），女性 4543 人（平均 58.3 歳）を対象に横断的調
査を行った。咀嚼能力検査はロッテ社製キシリトールガ
ム咀嚼力判定用 ® を用いて 1 分間，咀嚼させた。メタ
ボリックシンドロームは内臓脂肪蓄積（ウエスト径　男
性 85cm 以上，女性 90cm 以上）で，かつ血清脂質異常，
血圧高値あるいは高血糖の 3 項目のうち 2 つ以上を有す
る者とした。口腔の状況は，DMF 歯数，地域歯周疾患
指数（CPI），アタッチメントロス（AL） を測定し， 義
歯の使用や治療の既往についても調査を行った。全身の
状況に関する調査として血液検査，尿検査や既往歴，内
服薬，生活習慣に関する調査を行った。

【結果】咀嚼能力は 4 分位でカテゴリー化し順序変数と
した。女性では，咀嚼能力が高い群に比べ，低い群の方
がメタボリックシンドロームと診断された参加者が多
かった。咀嚼能力が低い群では，歯周病の重症度が高く，
喫煙者が多い傾向にあった。また，咀嚼能力が高い群で
は，よく噛んで食べると回答した参加者が多かった。

【結論】本調査の結果，メタボリックシンドロームと咀
嚼能力が関連していることが示唆された。適切な治療や
予防により咀嚼能力を維持，改善させることでメタボ
リックシンドロームの発症を予防できるかもしれない。

	

2-F-24
尋常性天疱瘡に対して口腔管理を行った
6例
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

中西 由佳理, 須藤 満理奈, 森田 麻希, 千賀 靖子,  
宮本 大模, 堀井 幸一郎, 青木 尚史, 土持 師,  
渋谷 恭之

【目的】尋常性天疱瘡は皮膚や上皮に現れる自己免疫性
水疱症疾患であり、しばしば口腔粘膜に発現し疼痛を生
じる。また、清掃困難のため歯周炎を併発したり、治療
薬による日和見感染を起こしたりと口腔環境が悪化する
リスクが高く、早い段階での専門的口腔管理が求められ
る。しかしながら、現在のところ天疱瘡における口腔管
理について明確なガイドラインは存在しない。そこで今
回、症状に合わせて口腔管理を行い良好な結果を得た尋
常性天疱瘡患者 6 例について報告する。

【方法】対象は、平成 24 年 9 月～平成 27 年 12 月に当科
を受診した天疱瘡患者 6 例（男性 3 例、女性 3 例、年齢
36 ～ 72 歳、平均年齢 52.7 歳）である。診療録より投薬
内容、口腔内の疼痛度合、栄養状態などを継時的に追い、
口腔内の状況や口腔衛生管理方法などと比較検討を行っ
た。

【結果】患者 6 例のうち、他科にて尋常性天疱瘡の診断
がついてから依頼があった者は 4 例、当科初診後に診断
がついた者は 2 例であった。口腔内の状態は原疾患の状
況に左右され、治療が奏功すれば口腔内症状も改善して
いたが、難治性であり軽快と再発を繰り返した。また症
状が出現する時期あるいは部位が予測できないことが多
く、口腔管理に影響が出るケースがあった。疼痛緩和と
感染予防を目的に、症状によって含嗽剤、歯面清掃方法、
粘膜ケア方法を使い分けて口腔管理を行ったところ、全
例で症状の改善、緩和が見られた。

【考察】今回検討した症例は、主に原疾患に対する治療
を皮膚科で、口腔内の衛生および疼痛管理を当科で行っ
ていたが、当科紹介時期が遅れた症例に関しては口腔内
の状態があまり良くない者が多かった。現在、3 例に関
しては感染予防と疼痛緩和のために口腔管理を継続中で
あるが、概ね安定した経過を辿っており、他の 3 例も含
めて大きな口腔トラブルを経験することはなかった。
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若手ポスター　悪性腫瘍 1	 8:00 ～ 8:35
座長：冨永 和宏

2-P-1
嫌気的環境下におけるADORA2Bの腫瘍
増殖促進作用とその抑制法の検討
1千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座,  
2千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

山本 淳一郎1, 中嶋 大2, 笠間 洋樹1, 小池 一幸2,  
大和地 正信2, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,  
鵜澤 一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【背景】アデノシン受容体は 4 つの G 蛋白質共役受
容体を介して細胞機能の調整・制御を担っている。
Adenosine A2b Receptor (ADORA2B) は口腔扁平上皮
癌 (OSCC) の網羅的遺伝子発現解析において著明な発現
亢進を認めた。本研究では、ADORA2B が OSCC に与
える影響を包括的な分子生物学的解析により解明するこ
とを目的とした。【方法】正常口腔扁平上皮細胞、OSCC
由来細胞株 9 株を用いた定量的 RT-PCR 法・Western 
blot 法により ADORA2B の発現を解析した。臨床検体
100 例による免疫組織学的染色を行い ADORA2B の発現
状況と臨床指標との相関を統計的に解析した。shRNA
を用いて ADORA2B の発現を抑制した細胞株を樹立し
細胞増殖能試験を行った。低酸素条件培養株を用いて
ADORA2B と低酸素誘導因子 HIF-1 αの発現解析を行っ
た。【結果】正常口腔上皮細胞と比較し 9 つの OSCC 細
胞株の全てにおいて ADORA2B の発現が mRNA レベ
ル、蛋白レベルともに有意に亢進している事を確認した
(p<0.05)。同様に臨床検体においても ADORA2B の有意
な発現亢進を確認した (p<0.05)。IHC スコアと臨床指標
を比較解析したところ T-primary tumor size において
有意な正の相関関係を認めた (p<0.05)。ADORA2B の発
現を抑制した細胞株において細胞増殖能の低下が認めら
れた。酸素正常条件培養株と比較して低酸素条件培養株
では ADORA2B と HIF-1 αの蛋白質の発現の亢進が確
認された。【結論】ADORA2B は OSCC において過剰発
現しており、腫瘍マーカーとして有用である可能性が示
唆された。ADORA2B は腫瘍細胞中の嫌気的条件下に
おいて、HIF-1 α経路を介して腫瘍増殖に影響を与えて
いると考えられ、OSCC における治療標的になり得る。
ADORA2B を標的とした分子標的治療の確立を目指し
て、現在これらの経路を対象として腫瘍増殖を抑制する
阻害薬の検索を行っている。

2-P-2
非（低）カルボキシル化オステオカルシン
の癌進展抑制とその作用機序
1九州大学大学院歯学研究院 口腔細胞工学分野, 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, 3九州大
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

林 慶和1,3, 川久保－安河内 友世1,2, 中村 誠司3,  
平田 雅人1

【目的】オステオカルシン（OC）は骨芽細胞が分泌する
骨基質タンパク質であり、3 つのグルタミン酸残基のカ
ルボキシル化状態によって、GlaOC（全てカルボキシル
化）あるいは GluOC（非 ( 低 ) カルボキシル化）に分け
られる。OC の大部分は GlaOC として骨基質中に存在す
るが、一部は骨代謝の過程で溶出し、わずかな GluOC
と共に血液中を循環している。我々は、癌細胞の増殖に
対する GlaOC と GluOC の効果が相反することを報告し
てきた。本研究では、GluOC の抗腫瘍効果に着目し、そ
のメカニズムについて解析を行った。

【材料および方法】[in vitro] B16 マウスメラノーマ細
胞に recombinant GluOC を添加し、細胞増殖能を評価
した（WST-8 および BrdU 法）。また、GluOC 添加時
の B16 細胞抽出液を用いて、RTKs (Receptor Tyrosine 
Kinases) リン酸化アレイ検討を行った。[in vivo] B16 を
皮下移植した C57BL/6 担癌雌マウスに対して、徐放性
浸透圧ポンプを用いて GluOC を継続投与し、数日毎に
腫瘍体積を測定した。移植から 3 週間後に腫瘍組織を摘
出し、組織学的解析を行った。

【結果】GluOC 添加により、B16 の細胞増殖抑制を認め
た。また、RTKs リン酸化アレイでは、GluOC が複数の
RTKs のリン酸化レベルを抑制していた。さらに in vivo
での解析では、GluOC 投与群はコントロール群に比べ有
意に腫瘍径が小さく、腫瘍も軽量であった。組織学的解
析により、投与濃度依存的に腫瘍組織への OC の集積が
分かった。

【結論】GluOC が、in vitro および in vivo でメラノーマ
細胞への抗腫瘍効果を発揮することが明らかとなった。
また、そのメカニズムが RTKs のリン酸化抑制によるも
のであることが示唆された。



237

ポ
ス
タ
ー

2-P-3
口腔扁平上皮癌の遊走能におけるΔ
Np63を介したWnt5a-Ror2シグナル経
路の関連
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

坂本 泰基1,2, 川野 真太郎1, 松原 良太1, 後藤 雄一2,  
神野 哲平1, 丸瀬 靖之1, 金子 直樹1, 橋口 有真1,  
大部 一成1, 中村 誠司1

【目的】これまでに我々は、Δ Np63 の発現減弱により口
腔扁平上皮癌（OSCC）細胞に上皮間葉転換が誘導され、
遊走能が高まることを示してきた。しかし、その分子機
構は不明なままである。最近の我々のグループの研究に
おいて、Δ Np63 を介した OSCC 細胞の遊走能に関連す
る遺伝子を同定するために、Δ Np63 を過剰発現させた
OSCC 細胞を使用して DNA マイクロアレイ解析を行っ
たところ、Wnt5a の著明な発現減弱を認めた。Wnt5a は、
その受容体である Ror とのシグナルにより、種々の腫瘍
細胞における浸潤・遊走能の亢進に関与していることが
報告されているが、OSCC 細胞における詳細な機能につ
いての報告は少ない。そこで今回、OSCC 細胞の遊走能
におけるΔ Np63 を介した Wnt5a と Ror の関連につい
て検討を行った。

【材料および方法】5 種類の OSCC 細胞株（HSC-2、-3、
SAS、SQUU-A、SQUU-B）とΔ Np63 低発現 OSCC 細
胞株である SQUU-B 細胞にΔ Np63 を過剰発現させた細
胞株（SQUU-BO）と陰性対照細胞株（SQUU-BC）を用
いて、Δ Np63、Wnt5a、および Ror1、2 の発現を RT-
PCR 法と real-time PCR 法にて検索した。さらに、Δ
Np63 および Wnt5a の siRNA を導入した OSCC 細胞を
使用し、wound healing assay にて遊走能の検討を行っ
た。

【結果】Wnt5a および Ror2 は高転移株である SQUU-B
細胞で最も発現が強く、他の OSCC 細胞株ではほとんど
発現を認めず、SQUU-BO 細胞では発現量は有意に低下
していた。一方、Ror1 は各細胞間で発現に差を認めな
かった。また、Δ Np63 は Wnt5a および Ror2 とは反対
に、SQUU-B 細胞において最も発現が弱かった。wound 
healing assay においては、Δ Np63 ノックダウンにより
遊走能の亢進を認め、Wnt5a ノックダウンにより遊走能
の低下を認めた。

【 結 論 】OSCC に お い て、Wnt5a‐Ror2 の 発 現 は Δ
Np63 によって制御されており、その発現亢進が遊走能
亢進に関与していることが示唆された。

2-P-4
口腔扁平上皮癌におけるmiR-205の発現
と機能に関する研究～特にΔNp63との
関連について～
1九州大学大学院歯学府 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫
瘍制御学分野, 2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔
面機能再建学 顎顔面疾患制御学分野

橋口 有真1, 川野 真太郎1, 後藤 雄一2, 松原 良太1,  
神野 哲平1, 丸瀬 靖之1, 金子 直樹1, 坂本 泰基1,  
松村 万由1, 中村 誠司1

【目的】近年、癌の浸潤・転移に上皮 - 間葉転換（EMT）
が関与していることが明らかとなってきた。これまで
に我々は、口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞に p53 のホ
モログであるΔ Np63 の発現減弱が生じると、EMT 形
質が誘導されることを示してきた。しかし、その詳細
な分子機構は未だ不明な点が多い。最近の研究では、
microRNA（miR）が EMT のプロセスにも関与してい
ることが示唆されている。そこで本研究では、Δ Np63
を介した EMT に関与する miR の検索とその機能につい
て検討を行った。

【材料および方法】Δ Np63 の発現を認めない OSCC 高
転移株 SQUU-B 細胞に、Δ Np63 を強制発現させた細
胞株（SQUU-BO）と、control vector を導入した細胞
株（SQUU-BC）を用いて miRNA array 解析を行った。
その結果、最も変動が大きかったものを候補 miR とし、
OSCC 細胞株における発現を検索した。また、候補 miR
の標的遺伝子を複数のデータベースから同定し、同様に
発現を検索した後、miR mimic/inhibitor を遺伝子導入
し、それらの発現への影響を解析した。

【結果】miRNA array 解析の結果、SQUU-BO 細胞にお
いて最も発現が増加していた miR-205 を、Δ Np63 を介
した EMT に関与する候補 miR とした。real-time PCR
法にてバリデーションを行ったところ、Δ Np63 が発
現していない SQUU-B、-BC 細胞では miR-205 の発現
を認めず、Δ Np63 を発現している細胞株では miR-205
が発現していた。また、miR-205 の標的遺伝子であり、
E-cadherin の発現を制御している ZEB の発現は、miR-
205 の発現と逆相関していた。さらに、SQUU-B 細胞に
miR-205 の強制発現を行ったところ、ZEB の発現量減少、
上皮系マーカーの発現量亢進を認め、miR-205 の発現し
ている細胞株に miR-205 の発現抑制を行うと、これと逆
の結果となった。

【考察】本研究から、OSCC におけるΔ Np63 の発現減
弱により、miR-205 の発現が低下し、その結果 ZEB の
発現が亢進することで EMT が誘導されている可能性が
示唆された。



238

ポ
ス
タ
ー

2-P-5
口腔扁平上皮癌におけるkal l ik re in 
related peptidase 6の発現と機能に関
する研究
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

金子 直樹1, 川野 真太郎1, 松原 良太1, 後藤 雄一2,  
神野 哲平1, 丸瀬 靖之1, 坂本 泰基1, 橋口 有真1,  
松村 万由1, 中村 誠司1

【目的】これまでに我々は、口腔扁平上皮癌（OSCC）細
胞におけるΔ Np63 の発現減弱により、EMT が誘導さ
れることを示してきたが、その分子機構は不明であった。
そこで、Δ Np63 を強制発現させた OSCC 細胞株を用い
て、DNA マイクロアレイ解析を行ったところ、Δ Np63
強制発現細胞で最も発現量が増加したのは kallikrein 
related peptidase 6（KLK6） で あ っ た。KLK6 は
protease activated receptor（PAR）1、2 を活性化し、
細胞の分化や増殖に関与するとされ、いくつかの悪性腫
瘍で発現が報告されているものの、その意義は明らかで
はない。本研究では、その役割を明らかにするために、
OSCC における KLK6 の発現ならびに EMT との関連に
ついて検討を行った。

【 材 料 お よ び 方 法 】5 種 類 の OSCC 細 胞 株 を 用 い、
KLK6、PAR1、2、および EMT 関連遺伝子の発現を検
索した。さらに、OSCC の生検標本におけるΔ Np63、
KLK6、PAR2 の発現を、免疫組織化学的に検索した。
また KLK6-shRNA 導入が、OSCC 細胞へ与える影響に
ついて解析した。

【結果】Δ Np63、KLK6 および PAR2 は、多くの OSCC
細胞株で発現していたものの、高転移 OSCC 細胞株で
は発現は認められなかった。しかし、Δ Np63 を強制発
現させると KLK6 と PAR2 の発現が認められた。PAR1
については各細胞間で発現に差を認めなかった。OSCC
生検標本においてΔ Np63 の発現と一致して KLK6 と
PAR2 の発現を認め、特に癌胞巣において発現が強かっ
たが、浸潤先端部ではそれらの発現が減弱していた。ま
た KLK6 の発現を認めた OSCC 細胞株に KLK6-shRNA
を導入したところ、EMT 形質が誘導された。

【結論】OSCC において KLK6 は EMT に関与し、悪性
形質の獲得に寄与している可能性が示された。

2-P-6
口腔癌における糖代謝調節因子ARNT2
異常の包括的分子機能解析に基づく新規
治療薬の探究
1千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座,  
2千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

武内 新1, 木村 康1, 大和地 正信2, 皆川 康之2,  
肥後 盛洋2, 中嶋 大2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,  
鵜澤 一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【目的】Aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 
2 (ARNT2) は basic Helix Loop Helix-Per Arnt Sim 
Super Family の転写因子であり , 細胞の発達 , 恒常性に
寄与すると考えられているが , ARNT2 の発現異常によ
る口腔扁平上皮癌 (OSCC) 分子機構への寄与は未だ解明
されていない。本研究では OSCC の網羅的遺伝子発現解
析において発現減弱を示した ARNT2 に着目し , OSCC
における ARNT2 の機能的役割を分子生物学的に解明し , 
治療薬を探究することを目的とした。

【材料および方法】OSCC 由来細胞株 9 種（HSC-2, HSC-
3, HSC-4, KOSC-2, Ca9-22, Ho-1-N-1, Ho-1-u-1, SAS, 
Sa3）における ARNT2 の発現を定量的 RT-PCR 法と
Western blot 法にて解析した。また , 100 例の OSCC 臨
床検体を用いて , 癌部と正常部の免疫組織化学染色を行
い , ARNT2 の発現状態と臨床指標の相関関係を Mann-
Whitney U 検定 , ROC 曲線解析を用いて評価した。次
に , OSCC 細胞株由来の ARNT2 強制発現株を樹立し , 
細胞増殖能試験 , グルコース輸送体である GLUT-1 と
ARNT2 の関連を検討した。さらに , ネットワーク解析
により関連遺伝子 , 候補薬剤の同定を行った。

【結果】OSCC 由来細胞株 9 種において , 正常口腔粘膜
上皮細胞と比較し mRNA, タンパクレベルで ARNT2 の
有意な発現減弱を認めた (p<0.05)。OSCC 臨床検体での
ARNT2 の発現は正常部位と比較し癌部で有意に低く , 
腫瘍径において臨床指標との間に有意な相関を認めた 
(p<0.05)。ARNT2 強制発現株では細胞増殖能の低下を示
した (p<0.05)。また糖代謝解析において VHL の発現亢進 , 
HIF1-α, GLUT-1の発現減弱, 細胞内への糖取り込みの減
少を認めた。さらに , ネットワーク解析より ARNT2 上
流の 2 遺伝子を同定 , それに関連する候補薬剤 4 種を見
出した。

【結論】本研究において , ARNT2 の発現減弱が , VHL/
HIF-1α/GLUT-1 経路を介し糖取り込みを促進し , 腫瘍
を増大させることが明らかとなった。このことから , 
ARNT2 が OSCC における腫瘍進展に深く関与すること
が明らかになり , 同定された候補薬剤 4 種が新規口腔癌
治療薬となりうる可能性が示唆された。
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2-P-7
口 腔 癌 増 殖 ・ 転 移 促 進 因 子
Semaphorin7A：新たな増殖・転移阻
害薬の開発を目指して
1千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座,  
2千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

高原 利和1, 大和地 正信2, 齋藤 智昭1, 小池 一幸2,  
中嶋 大2, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,  
鵜澤 一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【目的】Semaphorin は、神経回路形成因子として発見
された細胞間のシグナル伝達に関わるタンパク質であ
り、その構造の違いから 8 つのサブクラスに分類され
る。生物学的機能として、血管形成、腫瘍の増殖・転移、
骨代謝調節などが報告されているが、SEMA7A の発現
異常による口腔扁平上皮癌 (OSCC) 分子機構への寄与
は未だ解明されていない。本研究の目的は、SEMA7A
の OSCC における機能的役割を解析し、新たな治療薬
を探究することである。【材料および方法】OSCC 由来
細胞株 9 種における SEMA7A の発現を qRT-PCR 法、
Western blot 法にて評価した。免疫組織化学染色を用い
てタンパク発現状態をスコアリングし、臨床指標との相
関関係を調べた。また、OSCC 細胞株由来の SEMA7A 
発現抑制株を樹立し、細胞増殖能、細胞浸潤能、細胞
遊走能の評価を行った。さらに、ERK/MAPK 経路・
PI3K/AKT 経路の発現解析、細胞周期解析、ゼラチンザ
イモグラフィーを行った。また、ネットワーク解析を用
いて SEMA7A の阻害薬となり得る薬剤の検索を行った。

【結果】正常口腔上皮細胞と比較し、OSCC 由来細胞株
すべてにおいて SEMA7A 発現が mRNA とタンパクに
て発現亢進が確認された（p<0.05）。また、OSCC 臨床
検体でも、正常口腔上皮組織と比較した場合 SEMA7A
は過剰発現を示し、臨床病理学的に腫瘍径、局所リン
パ節転移、臨床病期と有意な相関がみられた（p<0.05）。
SEMA7A の発現抑制により、ERK/MAPK 経路・PI3K/
AKT 経路の抑制が認められ、G1-S 期停滞や MMP の発
現 / 分泌抑制が認められたことから、SEMA7A は細胞
増殖能、浸潤能、遊走能に関与していると考えられた。
さらに、ネットワーク解析にて SEMA7A の上流に位置
し、SEMA7A の活性化に関与する分子を同定し、関連
した候補薬剤 2 種を見出した。【結論】SEMA7A の過
剰発現により腫瘍の増殖・転移が促進されることから、
SEMA7A は OSCC における腫瘍進展の重要因子と考え
られた。同定された 2 種の候補薬剤が、今後、口腔癌に
対する新規治療薬となる可能性が示唆された。

若手ポスター　悪性腫瘍 2	 8:35 ～ 9:05
座長：飯野 光喜

2-P-8
口腔がん切除断端における酸化ストレ
ス関連タンパクp62/SQSTM1，LC3-A，
LC3-Bの発現と腫瘍再発，生存率の関連
性の検討
1筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 
顎口腔外科学分野, 2筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学

寺邊 健人1, 内田 文彦2, 柳川 徹2, 長井 宏樹1,  
大森 翔英1, 菅野 直美2, 長谷川 正午2, 山縣 憲司2,  
武川 寛樹2

【目的】口腔がんは近年の治療方法の改善にも関らずし
ばしば再発・転移を来たし，予後は大きく改善されてい
ない．口腔がんの発生には酸化ストレスが強く関連する
とされ、がん細胞内における p62 などの酸化ストレス関
連タンパク質の異常蓄積が報告されている．一方で腫瘍
周辺の健常組織における酸化ストレス関連タンパク質の
発現動態に関する報告は非常に少ない．本研究では腫瘍
切除断端における p62，LC3-A，LC3-B の発現状態に着
目し，それらの発現と腫瘍の再発および転移，予後との
関連を明らかにすることを目的とした．

【材料および方法】当科で加療した口腔扁平上皮癌一次
症例 71 例切除標本において p62，LC3-A，LC3-B および
p53 の発現を免疫組織染色にて評価し，特に腫瘍断端に
おける病理組織学的所見について検討した．

【結果】切除断端においては p62 が 71 例中 32 例（45.1％），
LC3-A,LC3-B は症例によって発現の強弱の差はあった
が，いずれも 71 例中 49 例 (69.0％ ) で陽性であった．
p53 については 71 例中 20 例 (28.2%) に発現が認められ，
p62 の発現との相関を認めた (p<0.05)．p62 は有棘細胞
層に，LC3-A・B は有棘細胞層から顆粒細胞層にかけて
の発現が多く認められた．p62 と LC3-A・B の発現状態
と臨床指標との相関は認められなかったが，5 年生存率
については P62(p<0.05)，LC3-A･B(p<0.01) とも陽性例に
おいて有意に予後不良であった．また p62 陽性例におい
ては，局所再発例が有意に多かった (p<0.05)．

【結論】口腔がんにおいては腫瘍部分のみならず周辺の
健常組織も同様に酸化ストレスの影響を受けている．従
来は病理組織診断の際に腫瘍部分のみ評価が行われる場
合が多かったが，これに加え切除断端の酸化ストレス関
連タンパク発現を評価することで，特に腫瘍の再発と予
後についての予測ができる可能性が示唆された． 
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2-P-9
口腔がん細胞株及びそのシスプラチン耐
性株の白金系抗がん剤に対する感受性の
検討
1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, 2北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座
細胞分子薬理学教室

義達 理恵子1, 鄭 漢忠1, 鈴木 邦明2

【目的】白金系抗がん剤による化学療法において耐性化
が障害となるが，その機序には不明な点も多い。そこ
で耐性化の機構の検討を目的に，口腔がん細胞株（H1, 
KB）及びそれらのシスプラチン（CDDP）耐性株（H1R, 
KBR）の CDDP, カルボプラチン（CBDCA）及びネダ
プラチン（Nedaplatin）に対する感受性の，濃度及び時
間依存性を測定した。また，CDDP の細胞内輸送に関
して報告のある Na,K-ATPase の特異的な阻害剤である
ouabain の影響を検討した。

【材料及び方法】H1, KB，H1R, KBR は千葉大学丹沢教
授より恵与された。細胞を通法に従ってサブコンフルエ
ンスまで培養したのち 96 穴プレートに播種し，0.01 μM
の ouabain の有無で， 16，31，63, 125, 250 及び 500 μM
の CDDP、CBDCA 及び Nedaplatin（抗がん剤と総称）
存在下で培養し、6、12、24、48 及び 72 時間後に，生存
細胞率を測定するために ViaLight ™ plus kit（LONZA）
を用いて細胞内 ATP 量を測定した。

【結果】4 細胞株はすべて ouabain 非存在下では培養
時間に依存して細胞数が減少し，その作用の強さは
CDDP>Nedaplatin>CBDCA の順であった。CBDCA 及
び Nedaplatin では 12 時間までの細胞数の減少は軽度で
あった。H1R と KBR は細胞数の減少が認められる培養
時間においては，細胞数の減少は抗がん剤の濃度に依存
した。一方，H1 と KB は低濃度では抗がん剤の濃度に
依存して細胞数が減少したが，濃度が高くなると逆に生
存細胞数の増加が認められた。H1R と KBR は H1 と KB
に比較して低濃度の抗がん剤に対しては耐性化している
が，高濃度になると逆に感受性が高いことを示唆した。
Ouabain は，H1R と KBR の CDDP 感受性に対して顕著
な影響を及ぼさないが，H1 と KB の抗がん剤感受性及
び H1R と KBR の Nedaplatin 及び CBDCA 感受性を変
化させた。

【結論】H1R, KBR は低濃度の抗がん剤に対しては耐性
を示すが，高濃度では逆に H1 と KB のほうが耐性であ
ること，Na,K-ATPase が抗がん剤に対する感受性に関
与することを示唆した。

2-P-10
エナメル上皮腫の病態解明に有用な蛍光
蛋白質安定発現細胞株を用いた新規三次
元共培養実験系の構築
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

渕上 貴央1, 岸田 昭世2, 岐部 俊郎1, 中村 典史1

【目的】エナメル上皮腫は異なる浸潤発育様式を示す数
種類の組織型に分類されるが、その浸潤発育の多様性を
もたらす要因については明らかでない。今回、腫瘍細胞
と間質線維芽細胞の相互作用が本腫瘍の浸潤発育の多様
性に与える影響について解明するため、その有用な手段
と成り得る新規三次元共培養実験の確立を目指した。

【材料および方法】既存のエナメル上皮腫不死化細胞株
（AM-1、AM-3）に緑色蛍光蛋白質（GFP）を遺伝子導
入し、恒常的に GFP を発現するエナメル上皮腫細胞株
を作製した。また、同様の手法で赤色蛍光蛋白質（dsRED）
を発現する線維芽細胞株を作製した。これらの細胞株を
用いてコラーゲンゲル上共培養法や、集団的細胞遊走を
評価可能なコラーゲンゲル二層半球培養法（DL-CGH 法）
を行い、腫瘍細胞と線維芽細胞の共培養下での細胞群の
形態について評価した。

【結果】腫瘍細胞株と線維芽細胞株を異なる蛍光蛋白質
で標識した結果、三次元共培養下での明確な識別が可能
となった。コラーゲンゲル上共培養法では、dsRED 発
現線維芽細胞が腫瘍細胞間の接触を支持するとともに、
腫瘍細胞の遊走を誘導していた。また、DL-CGH 法では、
腫瘍細胞と線維芽細胞がお互いに集団的に引き合う特異
な細胞遊走形態を示した。

【結論】エナメル上皮腫は比較的稀な疾患であり、初代
培養も難しいため不死化細胞株の報告は少ない。また、
本腫瘍細胞株は一般的な遺伝子導入法も難しく、蛍光蛋
白質標識の安定発現株を用いた三次元形態評価は困難で
あった。今回、GFP を恒常的に発現する腫瘍細胞株の作
製に成功したことで、腫瘍細胞と間質細胞の相互作用が
細胞集団の挙動に及ぼす影響を容易に評価することが容
易となった。DL-CGH 法では間質線維芽細胞が腫瘍の集
団的細胞遊走に影響することが分かり、今後はどのよう
な要因が関与しているのかを追究していく予定である。
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2-P-11
エナメル上皮腫の発育における上皮間葉
転換の関与
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

栗岡 香美1, 和唐 雅博2, 成瀬 かおり1, 上田 衛1,  
中西 環1, 田中 昭男2, 森田 章介1

【 目 的 】 上 皮 間 葉 転 換 (Epithelial mesenchymal 
transition: EMT) は、腫瘍の浸潤発育、転移に重要な役
割を有し、様々な腫瘍で報告されている。エナメル上皮
腫は代表的な歯原性腫瘍であり、おもに顎骨内に発生し
局所侵襲性に発育する。そこで、エナメル上皮腫の発育
と EMT の関与を明らかにするため Snail、Slug、Twist
および E-Cadherin を免疫組織学的方法で検討した。ま
た一部の症例について E-Cadherin と二重染色を行った。

【材料および方法】生検ならびに手術標本を 10% ホルマ
リン固定しパラフィン包埋したエナメル上皮腫 37 例（濾
胞型 20 例、網状型 17 例）を用いた。通法に従い脱パラ
フィン後、pH6.0 クエン酸緩衝液中で抗原の賦活を行っ
た。ついで、Snail、Slug、Twist　および E-cadherin と
反応させた。その後、アルカリフォスファターゼ標識抗
ウサギ抗体で反応させ、PermaRed で発色後、ヘマトキ
シリンで核染色を行い検鏡した。

【結果】Snail は、強発現が 20 例、弱発現が 12 例、発現
しないものが 5 例であった。Slug は、強発現が 36 例、
弱発現が 1 例、発現しないものは 0 例であった。Twist は、
強発現が 8 例、弱発現が 12 例、発現しないものが 17 例
であった。E-cadherin は腫瘍細胞の細胞膜に発現してい
たが、発現の減弱している部位がみられ、その部位には
Snail や Slug が発現していた。budding のみられる部位
にもその傾向がみられた。

【結論】エナメル上皮腫における EMT の発現に Snail、
Slug、Twist な ら び に E-cadherin が 関 わ っ て い る。
Snail、Slug および Twist がみられた部位に E-Cadherin
が減弱していたことは、エナメル上皮腫の侵襲性の発育
に関係していることが示唆される。

2-P-12
急性骨髄性白血病再発患者に発症した下
顎歯肉癌に対して手術を施行した一例
鳥取県立中央病院 歯科口腔外科

西尾 幸与, 木谷 憲典

【目的】近年、治療技術の進歩により白血病患者の生存
期間は延長している。一方、癌患者の高齢化、治療成績
の向上により、重複癌の報告も増加していることが知ら
れている。今回我々は、急性骨髄性白血病再発患者に発
症した下顎歯肉扁平上皮癌の 1 例を経験したので報告す
る。【材料および方法】患者は 84 歳女性。右下顎歯肉腫
瘤の精査加療依頼にて当科紹介となった。初診時、右下
顎歯肉に硬結を伴う 34x13mm の腫瘤を認めた。細胞診、
組織診の結果、右下顎歯肉扁平上皮癌との診断を得た。
また、造影 CT にて右側上内深頸部に内部壊死を伴う腫
大リンパ節を認め、リンパ節転移が疑われた。患者は急
性骨髄性白血病に対して数回化学療法が施行されてい
たが、当科初診時、白血球数 1880/mm3、好中球 1100/
μl と減少傾向を示し、白血病再発の診断下、化学療法
が予定されていた。血液内科主治医と協議し、当科手術
を優先することとなった。【結果】右下顎歯肉扁平上皮
癌、右上頸部リンパ節転移（cT2N1Mx）に対して、右
下顎歯肉腫瘍切除および頸部郭清術を施行した。頸部郭
清に関しては、白血球減少が継続していたため、侵襲度
を考慮し上頸部郭清に留めた。術前から術後に至るまで
白血球数は 1000 台、好中球数は 550~680/μl を推移して
いたが、創部感染・発熱なく経過し、化学療法目的に血
液内科転科となった。血液内科転科後より急性骨髄生白
血病再発に対して化学療法が施行されるも、創部感染な
く、術後 2 ヶ月の現在、口腔内・頸部ともに再発所見は
認めず経過は良好である。【結論】急性骨髄生白血病再
発患者に対して適切な感染対策を考慮した術中術後管理
を行った。結果、出血・創感染なく白血病治療を開始す
るに至り、局所再発所見もなく手術は有効であったと考
えられた . 侵襲度の低い術式を選択することに課題は残
るが、手術可能であれば優先して手術を行った方が望ま
しいと考えられた。
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2-P-13
NUSAP1の過剰発現による口腔扁平上
皮癌増殖機構の解明と治療法の検討
1千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座,  
2千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

澤井 裕貴1, 中嶋 大2, 岡本 篤1, 皆川 康之2,  
大和地 正信2, 肥後 盛洋2, 笠松 厚志2, 坂本 洋右2,  
鵜澤 一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【 目 的 】 微 小 管 結 合 タ ン パ ク で あ る Nucleolar and 
spindle associated protein 1 (NUSAP1) は重要な有糸分
裂調節因子の一つであり , 紡錘体微小管の組織化を促進
し , 細胞分裂に関与することによって細胞増殖を促進し
ている . NUSAP1 は口腔扁平上皮癌（OSCC）における
網羅的遺伝子発現解析において著明な発現亢進を認めた
遺伝子であり , 本研究では NUSAP1 が OSCC に与える
影響を分子生物学的解析により解明することを目的とし
た .【方法】ヒト正常口腔扁平上皮細胞と OSCC 細胞株
9 株を用いて NUSAP1 の発現状態を定量的 RT-PCR 法 , 
Western blot 法を用いて解析した . また臨床検体 70 例
を用いて免疫組織化学染色 (IHC) を行い , 臨床指標との
相関を Mann-Whitney U test にて統計的に解析した . さ
らに shNUSAP1 を導入した OSCC 細胞株を用いて細胞
増殖能の評価をおこなった . 【結果】NUSAP1 の mRNA
およびタンパク質発現レベルは OSCC 細胞株 8 株にお
いて正常口腔粘膜細胞と比較して有意に亢進を認めた
(p<0.05). IHC の結果から ROC curve analysis を用いて 
cut off 値を求め , OSCC 臨床検体における臨床指標との
相関を調べたところ NUSAP1 発現が腫瘍の増殖に相関
していることが示唆された . さらに NUSAP1 発現抑制
細胞において 細胞増殖能が有意に抑制された (p<0.05).

【結論】NUSAP1 の発現は , OSCC において正常組織と
比較して有意に亢進がみられた . NUSAP1 は OSCC にお
ける腫瘍進展の指標および治療標的になり得ることが示
唆された . NUSAP1 を標的とした分子標的治療の確立を
目指して , 現在腫瘍増殖を抑制する阻害薬の検索を行っ
ている .

若手ポスター　基礎研究　骨関連	 8:00 ～ 8:30
座長：宮本 洋二

2-P-14
ヒト軟骨細胞由来三次元培養組織の軟骨
再分化に及ぼす繰返し力学負荷刺激の影
響
1大阪歯科大学 大学院歯学研究科 口腔外科学専攻,  
2大阪歯科大学 口腔外科第二講座

岡本 知子1, 矢谷 真也1, 大西 祐一2, 覚道 健治2

　軟骨細胞は単層培養することで脱分化するため、現在
の軟骨移植術の適応は欠損が小さなものに限られてい
る。また軟骨誘導培地を用いた分化誘導は長期間の培養
が必要であり効率的な分化誘導への手技は未だ確立され
ていない。今回、我々は三次元培養組織に繰り返し圧縮
負荷刺激を用いることでより有効に分化誘導するか否か
を検討した。

【目的】平面培養により脱分化したヒト軟骨由来三次元
培養組織の軟骨再分化に及ぼす繰返し力学負荷刺激の影
響を検討する。

【材料および方法】平面培養にて脱分化を示したヒト軟
骨組織由来細胞をコラーゲンスポンジとコラーゲンゲ
ルを用いて三次元培養組織を作成。BMP-2(500ng/ml)、
TGF-b(10ng/ml) を含む軟骨誘導培地７週目まで培養し
た。三次元組織を Safranin-O 染色による組織学的観察
と、II 型コラーゲン、アグリカン、Sox9 の遺伝子発現
を RT-PCR 法にて検討した。　また、繰返し力学負荷刺
激を 1 日１時間　0.5Hz, にて 20kPa, または 40kPa にて
三次元培養組織に day 3 から day9 まで与え、day 6, day 
9 のアグリカン、Sox9、BMP2 の遺伝子発現を RT-PCR
法にて検討した。

【結果】ヒト軟骨由来三次元培養組織を BMP-2、TGF-b
を含む軟骨誘導培地にて培養すると、３週目より
Safranin-O 染色により三次元組織の周囲より濃染し、６
週目で内部まで染色を認めた。繰返し力学負荷刺激では、
day6，20kPa にて Sox9, アグリカン、BMP2 の遺伝子発
現量は上昇傾向を認めた。

【結論】我々の使用している軟骨由来三次元培養組織で
も軟骨分化することが確認できた。また連続負荷を与え
ることで II 型コラーゲン , アグリカン ,Sox9,BMP2 遺伝
子発現が上昇傾向を認めたことにより、軟骨分化を促進
する可能性が考えられた。
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2-P-15
ヘパリンを模倣化した硫酸化ポリロタキ
サンの合成と骨形成因子複合化による骨
増生能 in vivo評価
1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, 2東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 有機生体
材料学分野

寺内 正彦1,2, 金丸 智紀1, 山口 聰1

【目的】BMP-2 はその高い骨増生能から骨再生医療にお
いて以前から注目を浴びているものの、副作用などの問
題から臨床応用には至っていない。本研究では複数の環
状分子内に線状分子が貫通した構造を有する超分子構造
ポリロタキサン (PRX) に着目した。我々はこれまでに
PRX の環状分子に硫酸基を付与することでヘパリンを
模倣化した硫酸化 PRX (S-PRX) を作製し、BMP-2 の活
性亢進と骨増生能を in vitro 評価にて報告してきた。今
回は S-PRX を改良した SPE-PRX の開発と mouse を用
いた in vivo 評価を行ったので報告する。

【材料および方法】ICR mouse 5 週齢・雄の頭蓋骨に
3.5mm 径の欠損モデルを作製した。同径のアテロコラー
ゲンスポンジに SPE-PRX/BMP-2 溶液を滴下、減圧乾
燥させることによって移植担体を作製した。比較対象と
して BMP-2 単体群、ヘパリン /BMP-2 群を使用した。
欠損部に埋入し、継時的な変化を観察をすることで骨
増生能を評価した。同様に、BMP-2 を蛍光ラベル化し、
IVIS にて継時的観察をすることで BMP-2 の残存量を評
価した。

【結果】BMP-2 10ng を添加したコラーゲンスポンジ群
においても多少の骨増生を認めたが、ヘパリン /BMP-2
群、SPE-PRX/BMP-2 群は BMP-2 単体群よりも優位な
骨増生を認めた。IVIS 評価では BMP-2 単体 SPE-PRX/
BMP-2 群において継時的に BMP-2 残存量は減少するも
のの、SPE-PRX/BMP-2 群の方が残存量は多かった。ヘ
パリン /BMP-2 群は埋入 1 日後から BMP-2 を認めるこ
とはなかった。安全性評価として SPE-PRX 投与 24 時間
後の血液検査においても異常は認められなかった。

【結論】SPE-PRX/BMP-2 はヘパリン /BMP-2 よりも局
所停滞能に優れ、且つ生体にも安全なことから今後の臨
床応用への期待ができる。

2-P-16
ゾレドロン酸ナトリウムおよびデキサメ
タゾン投与ラットの顎骨変化に関する検
討
1日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座, 2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

手塚 里奈1, 田中 彰1,2

【目的】ゾレドロン酸ナトリウム（ZOL）およびデキサ
メタゾン（DEX）投与下の非侵襲条件下における顎骨変
化に関する詳細な検索が行われていないことから、ラッ
トに ZOL および DEX を投与し、抜歯・非抜歯条件下に
おける顎骨の変化に関する検討を行った。

【材料および方法】8 週齢の雄ラットを用い、Control 群、
ZOL 単剤投与群、ZOL+DEX 投与群、DEX 単剤投与群、
ZOL １回投与群に分類した。ZOL 160 μg/kg、DEX 1 
mg/kg を 1 週間隔で計 5 回ラット頚静脈より静脈内投
与し、3 回投与後に、右側上顎 M1 の抜歯を行い、抜歯
後 2 回薬剤投与を継続した。右側上顎 M １相当部顎骨
を抜歯条件、左側上顎 M １相当部顎骨を非抜歯（非侵襲）
条件として、上顎骨を採取し肉眼的、放射線学的、組織
学的および免疫組織化学的に検討を行った。また、頚静
脈より採取した血液を用いて TRACP-5b を測定した。

【 結 果 】 薬 剤 投 与 群 の 抜 歯 条 件 下 で、 肉 眼 的 に
Incomplete mucosal closure を 認 め、 そ の 幅 は
ZOL+DEX 投与群で増加した。ZOL 投与後の TRACP-
5b は有意に低下し、投与継続中は有意な上昇は認めな
られなかった。組織学的に抜歯・非抜歯条件ともに、薬
剤投与群で骨壊死（ONJ）を認めた。細菌感染は認めら
れなかった。薬剤投与群において、抜歯条件下の骨梁解
析でリモデリングの抑制所見を認め、免疫組織化学的に、
抜歯・非抜歯条件下ともに破骨細胞活性・骨芽細胞活性
の低下と血管新生抑制を認めた。

【考察】ZOL および DEX を投与した顎骨では、侵襲の
有無に関係なく、ZOL の破骨細胞活性抑制作用および
DEX の骨芽細胞活性抑制作用によるリモデリング抑制
により潜在的な ONJ の状態にあることが示された。加
えて、2 剤を併用投与することで、リモデリングの抑制
および血管新生抑制が増強されることが示唆された。そ
して、抜歯などの外科的侵襲や細菌感染が加わることで、
より重篤な BRONJ を発症するものと推察された。
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2-P-17
LPS惹起急性歯周炎症へのリドカイン投
与は血管内皮機能障害を改善する
愛知医科大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学

齋藤 拓実, 山本 康博, 伊藤 邦弘, 山田 陽一,  
風岡 宜暁

【目的】口腔内炎症と血管病変発症の関連が示唆されて
いるが、その機序は不明である。また、リドカイン局所
投与が血管機能を温存するかも明らかでない。本研究で
は、歯周炎症ラットモデルで血管内皮機能の異常とその
機序を評価し、リドカイン歯周投与がこれらの血管内皮
機能異常を阻止するかを検討した。

【方法】ラットを、リポポリサッカライド (LPS) 150 µg
を生後 8 週で腹腔内投与のうえ、LPS 1500 µg を毎週
生後 11 週まで歯肉局注する LPS 群、LPS 150 µg を生
後 8 週で腹腔内単回投与する Sham 群、LPS 投与なしの
Control 群、LPS と 2％リドカイン (3 mg/kg) を歯肉局
注した LPS リドカイン群、2％リドカインを歯肉局注し
たリドカイン群に分けた。生後 8-12 週で、毎週イソフル
ラン 3％吸入下で非観血的平均動脈圧および脈拍数を記
録し、以上の処置を行った。生後 12 週で胸部大動脈を
摘出してリング標本を作製し、アセチルコリン（10-9-10-
5 M）による等尺性張力変化を評価した。データは平均
±標準偏差で示し、分散分析後 post-hoc テストとして
Scheffe’s test を用いた。

【結果】平均動脈圧および脈拍数に群間差はなかった
（n=7）。一酸化窒素合成酵素阻害薬 L-NAME はすべて
の群のアセチルコリンによる拡張反応を抑制し、LPS 群
でのみ、その拡張反応が抑制された。NADPH オキシダー
ゼ阻害薬 gp91ds-tat と過酸化水素阻害薬カタラーゼは、
LPS 群の抑制された拡張反応を改善した (n=5)。リドカ
イン歯周局注は、LPS 単独投与では抑制された内皮依存
性拡張反応を維持した。

【結論】LPS 惹起口腔内炎症ラットモデルでは、血行動
態には変化はないが一酸化窒素合成酵素を介する内皮依
存性血管拡張反応が過酸化水素過剰産生で抑制される。
リドカイン歯周局所投与で、LPS で抑制されるはずの血
管拡張反応を維持できる。口腔内炎症制御は、血管内皮
機能温存のために重要であり、リドカイン歯周投与はそ
の制御に有効である可能性が示唆される。

2-P-18
歯周組織における炎症は活性酸素種を介
して血管内皮機能を抑制する
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

山本 康博, 齋藤 拓実, 伊藤 邦弘, 林 富雄, 古橋 明文, 
大野 隆之, 山田 陽一, 風岡 宜暁

【目的】本研究では、歯周炎症ラットモデルで血管内皮
機能を評価し、その変化に活性酸素種が関与するかを明
らかにすることを目的とした。【材料および方法】LPS 
0.15mg を生後 8 週で腹腔内投与し各回 LPS 1.5mg を毎
週生後11週まで歯肉局注するLPS群ラット、LPS 0.15mg
を生後 8 週で腹腔内単回投与する Sham 群ラット、LPS
投与なしの Control 群ラットに分け、毎週イソフルラン
3％吸入下で非観血的平均動脈圧および脈拍数を記録し
た。12 週で摘出した胸部大動脈の内皮温存リング標本を
作製し、アセチルコリン（10-9-10-5M）による拡張反応を
評価した。同様に、DCF-DA による血管内活性酸素種レ
ベルを評価した。データは平均±標準偏差で示し、分
散分析後 post-hoc テストで Scheffe’s test を用いた。【結
果】8-12 週まで平均動脈圧、脈拍数に群間差はなかっ
た（各 n=7）。LPS 群の血管では、アセチルコリンによ
る拡張反応が有意に抑制され、一酸化窒素合成酵素阻害
薬 L-NAME はすべての群のこれら拡張反応を完全に抑
制した（各 n=5）。NADPH オキシダーゼ阻害薬 gp91ds-
tat と過酸化水素阻害薬カタラーゼは、LPS 群の抑制さ
れた拡張反応を改善した（各 n=7）。LPS 群の血管では、
gp91ds-tat およびカタラーゼにより抑制される過酸化水
素発現の増大を認めた（各 n=5）。【結論】歯周組織炎症
では、一酸化窒素合成酵素による内皮依存性血管拡張反
応が NADPH オキシダーゼ活性化を介する過酸化水素の
過剰産生で抑制される。口腔内炎症制御は、血管内皮機
能の温存のために重要であると考えられる。
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2-P-19
I L -1βおよびTNF-α刺激ヒト顎関節
滑膜由来線維芽細胞様細胞における 
M-CSF,GM-CSF,G-CSFの発現
1日本大学松戸歯学部 顎顔面外科,  
2日本大学松戸歯学部口腔科学研究所

渡辺 駿1, 小倉 直美1,2, 阿久津 美和1,2, 河島 睦1,2,  
服部 俊夫1, 矢野 照雄1, 伊藤 耕1,2, 近藤 壽郎1,2

【目的】M-CSF, GM-CSF, G-CSF は , モノサイトや多形
核顆粒球の増殖に関与するだけでなく , マクロファージ
の M1, M2 型および破骨細胞への分化や , 好中球の活性
酸素産生に関与することが明らかになり , 炎症病態への
関与も示唆される . そこで , 本研究では , 顎関節炎症病
態における CSF の関与を調査することを目的とし , 培養
ヒト顎関節滑膜細胞 ( 滑膜細胞 ) に IL-1βおよび TNF-α
刺激を行い , CSF の遺伝子発現およびタンパク質産生量
について検討した . 【方法】顎関節内障患者から滑膜を採
取し , out growth 法により滑膜細胞を得た . 滑膜細胞に
IL-1βまたは TNF-α単独刺激 , IL-1β+TNF-α共刺激を
行った . 刺激後 2, 4, 8 時間の c-DNA を作製し , 各遺伝子
発現量を real-time-PCR 法を用いて測定した . 各タンパ
ク質産生量は刺激後 , 8, 24, 48 時間の培養上清 , および
IL-1β, TNF-αの刺激濃度別の培養上清を用いて ELISA
法にて測定した . 【結果】M-CSF, GM-CSF, G-CSF 遺伝
子発現量は刺激時間依存的に上昇を認め , 各刺激間で
は TNF-α <IL-1β< 共刺激の順で発現の上昇を認めた . 
M-CSF は刺激濃度 , 刺激時間依存的に産生量の上昇を認
め , 無刺激時においても産生を認めた . また , 刺激後 48
時間では IL-1β刺激と比較して TNF-α刺激において産
生量の上昇を認めた . GM-CSF, G-CSF は刺激濃度 , 刺激
時間依存的に産生量の上昇を認め , 各刺激間では , TNF-
α <IL-1β< 共刺激の順で産生量の上昇を認めた . 【結論】
IL-βや TNF-αによる M-CSF, GM-CSF, G-CSF の産生は , 
顎関節の炎症病態に関与する可能性が示唆された .

若手ポスター　その他 1	 8:30 ～ 9:00
座長：桐田 忠昭

2-P-20
細胞ストレス負荷に起因するミトコンド
リア形態変化の三次元的超微形態解析
1久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター,  
2久留米大学 医学部 解剖学講座 顕微解剖・生体形成部門

宮園 佳宏1,2, 楠川 仁悟1

【目的】近年、ミトコンドリア機能不全が老化、がん、
糖尿病、炎症など口腔を含む全身の様々な疾患の発症と
進展に深い関わりがあることが注目されている。ミトコ
ンドリアは融合と分裂を繰り返すことにより品質管理さ
れ、細胞ストレスに応じて姿形を変えることが知られて
いる。このような形態変化は病態との関連が示唆される
ものの、その生理的な意義や機序は詳細不明であり、ま
た微細構造の理解は十分でない。今回、光顕にて動的に
形態変化を捉えたストレス負荷ミトコンドリアについ
て、光 - 電子相関顕微鏡法（CLEM）により同一ミトコ
ンドリアを電顕下に同定し、FIB/SEM tomography 法
により三次元微細構造解析を行った。【方法】GFP また
は RFP でミトコンドリアがラベルされたマウス・ラッ
ト胎児由来線維芽細胞に脱共役剤 CCCP を投与すること
で機能不全ミトコンドリアを誘導し、その形態変化を共
焦点レーザー顕微鏡で動的に観察した。次に、ライブ観
察中に細胞を half-Karnovsky 液にて固定し、OsO4 によ
る en bloc 染色を行った後、電顕観察用試料とした。光
顕観察部位と同部位を FIB/SEM 装置にて同定し、同領
域を voxel size 4nm × 4nm × 15nm で三次元再構築し、
評価した。【結果と考察】機能不全に陥った障害ミトコ
ンドリアはライブ観察中にリングまたはドーナツ状に形
態変化することが観察された。しかし、FIB/SEM tomo-
graphy 観察では円盤状、壷状などの形態を示した。光
顕レベルにおいて CCCP による形態変化と類似の変化は
浸透圧・低酸素、酸化ストレスでも報告されており、細
胞レベルの病態メカニズムに関わると考えられる。【結
語】本研究で得られた結果は光顕観察で予想された従来
の理解とは異なっていた。ミトコンドリア形態制御機構
を解き明かす上で新たな知見であり、今後ミトコンドリ
アレベルの細胞コントロールに基づく病態制御の解明は
歯科領域における新しい治療戦略の開発に繋がるものと
期待される。
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2-P-21
嚥下活動に対するセロトニンの中枢作用
1大阪府立母子保健総合医療センター 歯科口腔外科, 2大阪
大学歯学部 顎口腔病因病態制御学講座（口腔外科学第一
教室）

外川 健史1, 山西 整1, 原田 丈司2, 青海 哲也2,  
小橋 寛薫2, 近藤 敬秀2, 古郷 幹彦2

【目的】延髄縫線核群で生成されるセロトニン (5-HT) は、
嚥下活動の制御に関わることが知られている。しかし
これまでの研究報告では、嚥下活動制御に対する 5-HT
の効果について統一した結果が得られていない。そこ
で今回われわれは、ラット working heart brain stem 
preparation (WHBP) を用いて、セロトニンが嚥下運動
に対して与える中枢作用について検討した。

【材料および方法】実験には 21 ～ 30 日齢の Sprague-
Dawley 系ラットを用い、WHBP 標本を作成した。安定
した自発的な呼吸性活動が横隔神経から記録されること
を確認後に、剖出した上喉頭神経に対して連続電気刺激

（刺激時間 1 ms、刺激強度 5.0 V、刺激頻度 1.0 Hz、10
秒間）を加え、嚥下活動を誘発した。誘発した嚥下活動
に対する 5-HT の効果を明らかとするために、WHBP 標
本へ 5-HT 関連薬剤を全標本投与あるいは延髄弧束核へ
の局所微量投与をした後に同様の方法で嚥下活動を誘発
し、薬剤投与前後での嚥下活動を比較検討した。

【結果】5-HT の全標本投与により、連続嚥下活動の頻度
の低下（投与前 0.80 ± 0.27 Hz、投与後 0.65 ± 0.30 Hz）、
嚥下活動の潜時の増加（投与前 67.64 ± 63.35 msec、投
与後 96.09 ± 64.00 msec）、および最大振幅の低下（投
与前 21.70 ± 9.10 µV、投与後 16.69 ± 7.68 µV）を認めた

（いずれも p<0.05）。次に延髄背側の孤束核内へ 5-HT や
5-HT1A 受容体作動薬を局所微量投与したところ、5-HT
の全標本投与実験と同様の結果を得た。また、5-HT の
局所微量投与による効果は 5-HT1A 受容体拮抗薬の全標
本投与によって抑制された。

【結論】WHBP 標本を用いた今回の研究によって、5-HT
は上喉頭神経への電気刺激によって誘発された嚥下活動
に対してその発現閾値を上昇させ、さらに嚥下時の顎
舌骨筋活動に対して潜時を延長させ、筋活動振幅を減弱
する作用を持つことが明らかとなった。さらに、これら
の作用は、延髄背側の弧束核およびその周辺における
5-HT1A 受容体を主に介した作用であることが示唆され
た。

2-P-22
機械的刺激が一次繊毛を介した骨折治癒
に与える影響
1岡山大学大学院医歯薬総合研究科 口腔顎顔面外科学分野,  
2岡山大学病院 口腔外科（病態系）

松本 憲一1, 志茂 剛1,2, 栗尾 奈愛1, 奥井 達雄1,  
伊原木 聰一郎2, 岸本 晃治1, 佐々木 朗1,2

【緒言】昨年の本学会において骨芽細胞におけるメカニ
カルストレスが in vitro で一次繊毛ならびにヘッジホッ
グシグナルを制御する可能性を報告した。本研究ではメ
カニカルストレスが骨折治癒に与える in vivo での影響
ならびにその骨折治癒促進メカニズムを一次繊毛動態と
ヘッジホッグシグナルに着目し検討を行ったので報告す
る。

【方法】C57BL/6J マウス雄 8 週齢の大腿骨骨折モデル
を作製した。メカニカルストレスには低出力超音波パル
ス照射器（LIPUS）を用い，LIPUS 照射群は週 5 回，1
日 20 分間の照射を周波数 3MHz で行った。in vivo，お
よび in vitro における一次繊毛の発現は蛍光免疫組織化
学染色にて検討した。骨芽細胞様細胞は MC3T3-E1 細
胞を用い，遺伝子発現は RT-PCR 法，タンパク質の発現
については western blot 法，細胞周期については flow 
cytometry を用いて検討した。

【結果】Control 群と LIPUS 照射群で，HE 染色にて骨
折治癒経過を比較検討すると，14 日目において LIPUS
照射群は control 群と比較し仮骨形成の増加と，21 日目
での仮骨残存量が減少し，骨梁形成が増加していた。骨
折後 14 日目の骨折断端部において，骨折断端部分の骨
芽細胞に一次繊毛の発現が確認されたが LIPUS 照射群
では control 群と比較し一次繊毛の持つ細胞数の増加が
認められた。in vitro では MC3T3-E1 細胞に 1.5MHz，
3MHz で LIPUS を照射すると control と比較して照射
24 時間，48 時間で有意に一次繊毛を持つ細胞数の増加
と一次繊毛の伸長が認められた。LIPUS 照射によって
ヘッジホッグシグナル，並びに一次繊毛の伸長に関連す
る ift88，Kif3A mRNA の発現上昇が認められ，LIPUS
照射で亢進する骨芽細胞の石灰化能はヘッジホッグシグ
ナルアゴニスト SAG を同時添加でさらに促進されるこ
とが明らかとなった。

【結論】メカニカルストレスとヘッジホッグシグナルは
共同的に骨芽細胞における一次繊毛シグナルを活性化
し，骨折治癒を促進させる可能性が示唆された。
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2-P-23
下顎骨及び肩甲骨から採取したヒト骨芽
細胞様細胞の骨形成能の比較
1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, 2Boston University Henry M. Goldman School of 
Dental Medicine Molecular and Cell Biology.

金丸 智紀1, 大山 厳雄1, 道 泰之1, 鵜澤 成一1,  
持田 欣幸2, 山口 聰1

【目的】顎骨腫瘍・顎骨嚢胞術後、廃用性萎縮、低位上
顎洞底等に対して骨造成手術は、骨欠損部の骨再生、義
歯の安定や、インプラント前準備のために非常に重要で
ある。骨造成のため、自家骨、他家骨、人工骨等の移植
材料が使用されているが、骨形成能、安全性などの点か
ら自家骨が現在最も標準的に使用されている。自家骨の
採取部位として、腸骨、脛骨、下顎骨等が選択されるが
どの部位から採取した骨が骨造成に適しているか検討し
た報告は少ない。今回我々は下顎骨と肩甲骨どちらから
採取した骨が骨造成に適しているか検討するために、同
一個体の下顎骨と肩甲骨からヒト骨芽細胞様細胞を採取
し、それらの骨形成能を比較検討した。【材料及び方法】
下顎区域切除、遊離肩甲骨皮弁による即時再建を行った
患者 2 例の下顎骨 ( 下顎骨細胞 ) 及び肩甲骨 ( 肩甲骨細胞 )
より細胞を採取した。手術時に出る余剰骨片を細かく砕
き、αMEM(10%FBS) 中に浸漬し out growth した紡錘
形の骨芽細胞様細胞を培養し、細胞増殖能試験、ALP
活性試験、石灰化試験を行い、骨形成能について比較・
検討した。【結果】細胞増殖能試験においては 2 種骨間
で有意な差は得られなかった。ALP 活性試験では下顎
骨細胞が肩甲骨細胞に比べ、有意に ALP 活性が高かっ
た。石灰化試験も同様に下顎骨細胞が肩甲骨細胞に比べ
て有意に石灰化が亢進していた。【結論】下顎骨から採
取した骨芽細胞様細胞の方が肩甲骨から採取した細胞と
比較して、骨形成能が高いことが示唆された。今後、ど
のような因子によって骨形成能の差を認めるか検討を
行っていきたい。

2-P-24
骨形成細胞シート移植による顎顔面領域
の骨形成能の検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

今田 光彦, 柳生 貴裕, 上山 善弘, 前田 雅彦,  
桐田 忠昭

【背景】現在、顎顔面領域の骨欠損に対する再建は自家
骨移植がゴールドスタンダードである。しかし自家骨採
取は、その手術侵襲や採骨部の術後疼痛等が問題となっ
ている。また顎顔面領域の骨欠損は複雑な形態である場
合が多く、移植物の賦形性が重要となると考えられる。
近年では、自家骨移植に代わり、細胞治療による顎骨再
生の実用化が期待されている。そこで我々は、骨形成細
胞シートに着目した。細胞シートの特徴は、柔らかく、
賦形性に富むことである。ラット下顎骨骨癒合不全モデ
ルに骨形成細胞シートを移植することで、顎骨領域で
の細胞シートによる骨形成の経時的変化について評価を
行った。

【材料・方法】ラット大腿骨より BMSC（骨髄由来間葉
系細胞）を採取し初期培養を行い、デキサメタゾン、ア
スコルビン酸添加培地による二次培養により骨形成細胞
シートを作製し、ラット下顎骨骨癒合不全モデルに移植
した。移植は、オトガイ部皮膚を切開し、左右下顎骨間
の線維組織を掻爬して生じた間隙に行った。対照群は、
移植を行わず掻爬のみとした。移植後 2、4、8 週で X 線
学的および組織学的に評価を行った。

【結果】実験群では、X 線学的において、移植後 2 週目
で骨欠損部に孤在性に小さな石灰化組織が出現し、4 週
目で石灰化組織の拡がりを認め、左右の骨体が癒合して
いた。組織学的には、腫大した骨芽細胞に縁取られた骨
梁が、移植部全体にみられた。8 週目でさらに骨梁は成
熟し、左右の骨体は強固に骨癒合していた。コントロー
ル群は移植後 2、4、8 週目の全てにおいて、母床骨に反
応性と考えられる微小な骨形成と骨吸収を認めるのみで
あった。

【考察】骨形成細胞シートによる骨再生法は、顎顔面領
域の骨欠損における有用な治療法となる可能性が示され
た。
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2-P-25
老化促進モデルマウス咬筋を用いた咀嚼
筋サルコぺニアの検討
1東京歯科大学 口腔病態外科学講座,  
2東京歯科大学 解剖学講座

星野 照秀1, 山本 将仁2, 片倉 朗1

【緒言・目的】近年、介護予防をより効果的に展開する
ため、要支援や要介護になる前段階である「虚弱」の概
念が提唱され、虚弱予防の対策が検討されている。虚弱
の主要因であるサルコペニアは注目を集め、広く議論が
行われている。サルコぺニアは加齢性骨格筋量の減少と
筋力の低下を含んだ概念である。口腔機能とサルコぺニ
アの関連について地域在住高齢者 761 名を対象とした調
査で、咀嚼機能の低下は年齢と同様のオッズ比を有する
サルコペニアの危険因子であると報告した。このことか
ら四肢においてサルコぺニアが認められる場合、咀嚼筋
にもサルコぺニアが発症し、咀嚼機能の低下が認められ
ている可能性がある。そこで今回われわれは、経時的に
老化促進モデルマウス（Senescence Accelerated Mouse 
: SAM）の咬筋と腓腹筋の加齢に伴う組織化学的変化を
観察し、咀嚼筋のサルコペニアの経過について考察した
ので報告する。【材料及び方法】SAMP812 週齢（若齢期）、
40 週齢（老齢期）、55 週齢（老齢後期）を用いた。評価
は体重、筋湿潤量、筋線維平均横断面積、免疫組織化学
的検索（速筋線維Ⅱa、Ⅱb の占有割合）で行った。筋線
維平均横断面積の測定ならびに免疫組織化学染色のため
各週齢の咬筋、腓腹筋を採取し、筋線維が垂直になるよ
うにコルク片にマウントした。その後、液体窒素にて急
速凍結し、クリオスタットで切片厚 10μm の横断切片を
作製した。【結果】12 週齢と 40 週齢、12 週齢と 55 週齢
で比較し、咬筋の筋線維平均横断面積が有意に低下して
いた。また myosinheavy chain の免疫組織化学的染色結
果から、経時的に速筋線維Ⅱbの割合が低下を示した。【結
論】経時的に SAM 咬筋を検索した結果、筋線維平均横
断面積、速筋線維の割合で加齢による咬筋自体の組織化
学的変化が確認できた。過去の報告より筋横断面積の低
下が筋力と比例することや、サルコぺニアは速筋線維が
減少を示すことがいわれており、SAM 咬筋にもサルコ
ペニアが起きていることが示唆された。

若手ポスター　その他 2	 9:00 ～ 9:25
座長：長塚 仁

2-P-26
逆性上顎正中過剰埋伏歯に生じた含歯性
嚢胞の1例
1札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座,  
2北海道社会事業協会洞爺病院

都倉 尭明1,2, 佐々木 敬則2, 荻 和弘1, 宮崎 晃亘1,  
平塚 博義1

【緒言】含歯性嚢胞は埋伏歯の歯冠を嚢胞壁内に含む、
退縮エナメル上皮由来の歯原性嚢胞である。下顎では智
歯部と小臼歯部、上顎では智歯部と犬歯部が好発部位と
されており、上顎正中過剰埋伏歯を含む上顎正中部に発
生した含歯性嚢胞は稀である。今回、逆性上顎正中過剰
埋伏歯の歯冠を含む含歯性嚢胞の 1 例を経験したので ,
その概要を報告する。【症例】46 歳 , 男性 .【主訴】上顎
が腫れた。【初診】平成 27 年 3 月。【現病歴】数年前よ
り口蓋の腫脹を自覚するも他に症状がないため放置して
いた。1 週間前より同部に疼痛が出現し、症状改善傾向
認めないため、当科受診となった。【現症】右側上顎側
切歯から左側上顎犬歯にかけての唇側及び口蓋側歯肉に
圧痛をともなう腫脹を認め、羊皮紙様感を触知した。被
覆粘膜は正常粘膜色を呈していた。両側上顎中切歯に打
診痛を認め、電気歯髄診で生活反応を認めなかった。【画
像所見】パノラマ X 線写真で、右側上顎側切歯から左
側上顎犬歯の根尖相当部に類円形の境界明瞭な X 線透
過像を認めた。しかしながら、歯髄処置の形跡は認めら
れなかった。CT 所見では逆性上顎正中過剰埋伏歯を認
め、その歯冠が嚢胞様病変内に含まれていた。【臨床診
断】上顎骨嚢胞。【処置及び経過】全身麻酔下に、嚢胞
摘出術及び過剰埋伏歯の抜歯術を行った。過剰埋伏歯は
歯冠が嚢胞腔内に含まれており、嚢胞壁と一塊に摘出し
た。術後再発なく経過は良好である。【病理組織学的所見】
摘出標本は嚢胞腔を認め、嚢胞壁は薄い重層扁平上皮の
裏装と一部炎症細胞浸潤を認める膠原線維主体の線維性
増成よりなっていた。病理組織学的所見より含歯嚢胞と
診断した。【考察】上顎過剰埋伏歯は歯列不正や異所萌
出のような症状がなければ、早急に治療を要しない場合
がある。しかし本症例のように嚢胞を形成する可能性が
あり、定期的な経過観察及び画像検査が重要であると考
えられた。
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2-P-27
口蓋形成術を施行したStickler症候群の
１例
1筑波大学医学医療系 顎口腔外科学,  
2筑波学園病院 歯科口腔外科

金子 真也1, 山縣 憲司1, 菅野 直美1, 長谷川 正午1,  
生井 友農2, 柳川 徹1, 武川 寛樹1

【緒言】Stickler 症候群はコラーゲン遺伝子（COL2A、
COL11A）変異によるコラーゲン形成障害を生じる常染
色体優性遺伝の疾患で、発生頻度は 1 ～ 2 万人に 1 人と
報告されている。骨格の形態異常、眼疾患を特徴とし、
顎口腔領域では顔面の形態異常、小下顎症を認め、口蓋
裂が全体の約 20％にみられるとされている。口蓋形成術
時には小下顎症のための挿管困難や、術後の浮腫や舌根
沈下のための上気道閉塞の危険性があり再挿管や気管切
開の可能性もある。今回、口蓋形成術後に挿管管理を行っ
た Stickler 症候群の 1 例を経験したので報告する。

【症例】患児：4 か月、女児。主訴：口蓋裂の加療。既
往歴：特記事項なし。現病歴：在胎 40 週 6 日 3292g 通
常分娩で出生し、口蓋裂、 小下顎症、四肢短縮、胸郭変
形、足趾変形を認めたため Stickler 症候群と紹介元小児
科で診断された。その後、強度近視、浸出性中耳炎も合
併し、さらに哺乳中にチアノーゼが出現し、喉頭軟化症
および舌根沈下を生じた。また、口蓋裂を認め全身状態
が安定後に、精査加療目的で当科紹介受診となった。口
腔外所見：小下顎症、軽度眼間開離を認めた。口腔内
所見：不完全口蓋裂。処置および経過：体重の増加を待
ち 2 歳 2 か月（体重 9.5kg）時に、全身麻酔下で口蓋形
成術（Push-Back 法）および耳鼻咽喉科により両側鼓膜
チューブ留置術を施行した。全体の手術時間は 2 時間半、
出血量少量で術中合併症は認めなかった。術前より小児
内科、麻酔科と協議し、喉頭軟化症および舌根沈下によ
る呼吸不全の既往があり、術後は上気道閉塞の危険性が
あるため挿管帰室とし、小児内科併診のもと、PICU で
気管内挿管による呼吸管理を行った。術後 2 日目に抜管
するが呼吸状態に異常は認めず 7 日目に退院となった。
術後 8 か月経過した現在、創部の問題はなく、言語発達
も順調で経過観察である。

2-P-28
上顎歯列にリファレンスマーカーを固定
するナビゲーションシステムの顎矯正手
術での有用性に関する検討
1九州大学歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面
外科学分野, 2九州大学医学研究院 先端医療医学講座

安田 光佑1, 中野 旬之1, 井上 和也1, 山下 実2, 曹 柄炫2, 
住田 知樹1, 山田 朋弘1, 橋爪 誠2, 森 悦秀1

【目的】顎矯正手術における上顎の位置決めには、ダブ
ルスプリント法により下顎位を基準に行われることが多
い。しかしながら、顎関節には可動性があり、正確な位
置に固定できていないことがある。そこで、我々は上顎
歯列に患者リファレンスマーカーを固定し、プローベを
用いて位置を確認するナビゲーションシステムを開発し
た。今回、このシステムを用いて上顎歯列に固定する患
者リファレンスマーカーの取り外しを行った時の誤差に
関して検討を行った。

【方法】模型の上顎歯列に装着できるように、リファレ
ンスマーカー付き中間スプリントを作製し、光学式ナビ
ゲーションシステムを用いて、上顎に任意に設定した 3
点のリファレンスマーカーからの距離を 10 回計測した。
さらに、模型をファントムに装着し、より手術時に近い
状態で同様の計測を行った。

【結果】模型のみを用いて行った結果、リファレンス
マーカーからの距離は 3 点でそれぞれ、92.71 ± 0.09mm、
79.11 ± 0.07mm、95.76 ± 0.09mm であった。一方で、ファ
ントムに上顎歯列を装着し、同様の検討を行った結果、
93.43 ± 0.20mm、78.04 ± 0.36mm、96.39 ± 0.36mm であっ
た。

【考察】模型のみを用いて行った結果での誤差は 0.09mm
以下であり、本研究で用いたナビゲーションシステムは
有用であると考えられた。一方で、ファントムを用いて
行った結果では、誤差は増加したものの、CT のスライ
ス幅 (0.5mm) よりも小さく、本ナビゲーションは有用で
あると考えられた。
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2-P-29
パノラマX線写真とCT画像による下顎智
歯と下顎管の位置関係の検討
愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

長谷川 秀充, 渡邊 裕之, 武井 新吾, 小木 信美,  
黒岩 裕一郎, 小熊 哲史, 大桑 雄太, 辻 千晶,  
栗田 賢一

【緒言】下顎智歯抜歯術は，口腔外科において頻度の多
い手術である。その偶発症の 1 つに下唇知覚鈍麻がある。
この治療において智歯と下顎管の位置関係の把握は重要
である。当科では，この合併症を回避するため，歯冠部
切除術を適応することがある。パノラマ X 線写真におい
て下顎管近接を疑う 7 種類の X 線写真所見を認めた場
合，CT 撮影の適応としている。今回我々は，CT 撮影
を行った下顎智歯症例に関してパノラマ X 線写真と CT
画像所見を比較検討したので報告する。【対象および方
法】当科において 2014 年 1 月から 2014 年 12 月までに
下顎智歯手術を前提に CT 撮影を行った 236 人（男性 95
人，女性 141 人）。306 側（男性 120 側，女性 186 側）。
年齢 15 ～ 70 歳。パノラマ X 線写真にて下顎管と智歯の
接触が疑われた以下の 7 つの所見を 1 つ以上認め，患者
の同意を得られたものに対し CT 撮影を施行した。1. 下
顎管の迂回，2. 下歯槽神経管の狭窄，3. 歯槽硬線の消失，4. 
根近傍の透過所見，5. 歯根の狭窄，6. 根尖部透過性亢進，
7. 歯根の湾曲。実際の CT 画像における接触度を強い順
にⅠ～Ⅳに分類し比較検討を行った。【結果】パノラマ
X 線写真における 1 ～ 7 の所見中に含まれる，実際のⅠ
とⅡを合わせた強い接触割合はそれぞれ、67.9 %，54.7 %，
40.0 %，39.1 %，47.1 %，35.4 %，54. 2% であった。【結論】
パノラマ X 線写真における，1，2，7 の所見は，実際に
智歯と下顎管が強く接触している率が高く，注意を要す
る症例であると考えられた。

2-P-30
新規経口抗凝固薬服用患者の抜歯後出血
に関する後ろ向きコホート研究
1奈良県立医科大学 口腔外科学講座,  
2洛和会音羽病院京都口腔センター  口腔外科

河上 真緒1, 柳生 貴裕1, 上山 義弘1, 今田 光彦1,  
青木 久美子1, 今井 裕一郎2, 桐田 忠昭1

【目的】本研究は、①新規経口抗凝固薬（NOAC）服用
の抜歯後出血への影響を調べ、② NOAC 服用患者にお
ける抜歯後出血の要因について検討するために行った。

【対象および方法】2013 年 3 月から 2015 年 12 月までの
期間に奈良県立医科大学附属病院口腔外科で行われた普
通抜歯を対象とし、年齢、性別、抗血小板薬服用の有無、
抜歯本数、局所止血法、鎮痛剤の使用、抜歯後出血（１
次止血後の再出血）の有無などの臨床情報をカルテより
抽出した後に、抜歯後出血の要因をロジスティック回帰
分析にて解析した。【結果】対象は 624 例、1202 歯であ
り、男性 286 例、女性 338 例、平均年齢は 59.8 歳であっ
た。NOAC 内服が 41 例、ワルファリン内服が 41 例で
あったが、いずれも抜歯に際し休薬は行われていなかっ
た。局所止血法は、吸収性止血剤を抜歯窩に填入し、創
縁を縫合後に圧迫止血したものが 195 例であった。抜歯
後の鎮痛薬として、非ステロイド性抗炎症薬が 357 例に
投与されていた。抜歯後出血は 15 例でみられた。多変
量解析にて NOAC 服用患者の抜歯後出血のオッズ比は
7.9（95%CI 2.1-22.1）であった。傾向スコアマッチング
後の解析では、NOAC の抜歯後出血のリスクはワルファ
リンと同等であった。NOAC 服用患者における抜歯後出
血の要因については、症例数が少なく有意な結果は得ら
れなかった。【結論】NOAC 服用患者は非服用患者に比
べ、約 7.9 倍抜歯後出血が起こり易いと判明した。『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、NOAC 服用患者における局所止血法や術後の鎮痛
薬等に関する具体的な記載はないが、上記ガイドライン
におけるワルファリン服用患者と同様の対応を行う必要
があると思われる。NOAC 継続投与下における抜歯後出
血の要因を検証するには、さらに多数の症例の蓄積が必
要である。



251

ポ
ス
タ
ー

組織 1	 8:00 ～ 8:25
座長：武川 寛樹

2-P-31
顎下腺の加齢に伴う遺伝子変化の解析
1昭和大学 歯学部 口腔外科学講座,  
2昭和大学 歯学部 口腔生化学講座

齊藤 芳郎1, 上條 竜太郎2, 代田 達夫1

【目的】顎下腺は加齢に伴い、萎縮・繊維化などの組織
的変化が引き起こされる。また、唾液量の低下による
口腔乾燥によって易感染状態を呈することや、嚥下障
害・消化不良を引き起こすこととも言われている。この
ような加齢による顎下腺の変化に対し、遺伝子レベルで
解析した報告はいまだに少ない。近年、マイクロアレイ
の技術の進歩に伴い組織や細胞のトランスクリプトー
ム情報をグローバルに検索することが可能となった。本
研究は遺伝子発現アレイ（遺伝子発現解析 BeadChip；
MouseWG-6）を用いて加齢に伴い変化するマウス顎下
腺遺伝子の発現を解析した。

【方法】8 週齢および 12 ヶ月齢と月齢の異なるマウスの
顎下腺からRNAを抽出しビオチン標識cDNAを作成後、
アレイ上でハイブリダイズした。蛍光標識ストレプトア
ビジンを反応させ、各遺伝子の蛍光強度を測定した後、
発現プロファイリングを解析した。

【結果】解析の結果、有意差のある遺伝子（Detection 
P.val<0.01）284 遺伝子のうち、老年マウスで発現量が低
下した遺伝子は 94（33％）あり、また、上昇した遺伝子
は 190（77％）あった。これら遺伝子は、転写因子、タ
ンパク質合成・輸送関連遺伝子、タンパク質ホールディ
ング遺伝子、およびサイトカインなどが含まれており、
加齢による著明な変化を起こすことが認められた。

【結論】加齢に伴う顎下腺の網羅的遺伝子解析を行うこ
とで多数の遺伝子に発現の変動が認められた。加齢は顎
下腺における多くの転写因子やシグナル伝達物質の遺伝
子発現量を変化させることによって機能変化を引き起こ
す可能性があることが示唆された。

2-P-32
実験的脳虚血による神経細胞死に対する
カテプシンL阻害薬の神経保護効果
1久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター,  
2久留米大学 医学部 生理学講座脳・神経機能部門

喜久田 翔伍1,2, 岩本 修1, 楠川 仁悟1

【目的】ラット海馬薄切標本を用いて CA1 錐体細胞から
細胞内記録を行い，酸素・グルコース除去液を灌流する
と約 5 ～ 6 分で急峻な脱分極電位が発生する。その後，
直ちに酸素・グルコース含有 Krebs 溶液で再灌流する
と持続性脱分極電位が生じ，5 分後には細胞膜障害（膜
電位消失）が発生する。この実験的脳虚血による神経細
胞死に対し，リソソーム内酵素であるカテプシン L の阻
害薬を用い，その神経保護効果について実験を行った。

【材料および方法】ラット海馬薄切標本を用いて CA1 錐
体細胞から細胞内記録を行った。虚血負荷は，窒素ガス
で飽和した酸素・グルコース除去液で還流することで実
現し，カテプシン L 阻害薬 (calpain inhibitor Ⅱ (1 ～ 10 
nM)，cathepsin L inhibitor Ⅰ (0.5 ～ 2 nM)，cathepsin 
L inhibitor Ⅳ (1 ～ 20 nM)) を投与し，膜電位の変化を観
察した。また，ビオチン染色を用いて細胞形態に対する
影響も観察した。【結果】カテプシン L 阻害薬の投与に
より，虚血負荷後に生じる持続性脱分極電位は認めずに，
濃度依存性に膜電位が静止膜電位付近まで回復した。ビ
オチン染色による細胞形態の観察の結果，虚血負荷のみ
では急峻な脱分極電位が発生し約３分後には細胞体の膨
隆，樹状突起の断裂が起き細胞膜障害が起こったが，カ
テプシン L 阻害薬投与群では，酸素・グルコース含有
Krebs 溶液で再灌流後，静止膜電位付近まで回復した細
胞では膜障害は認めず，細胞形態は維持されていた。【結
論】カテプシン L 阻害薬の投与により，神経細胞死が著
明に阻害されたことから，カテプシン L の活性化が，実
験的脳虚血による不可逆性脱分極電位の発生に重要な因
子であると考えられた。
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2-P-33
真菌血症とマウス抗がん剤誘発性口腔粘
膜炎との関連
1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 新潟生命歯学部 口腔外科学講座,  
3同 薬理学講座, 4日本歯科大学 新潟病院 口腔外科

片桐 浩樹1, 田中 彰1,2, 仲村 健二郎3, 佐藤 洋介4

【目的】口腔粘膜炎は頭頚部癌放射線療法、化学療法お
よびその併用療法において高頻度に出現する副作用であ
る。同時に口腔カンジダ症は上記治療により発症のリス
クが増加されると言われている。しかし、その具体的な
口腔内の病態変化や菌の侵入程度、全身への影響などに
ついては不明な点が多い。そこで、マウスに口腔粘膜炎
を発症させ、口腔カンジダ症と全身への影響について検
討した。

【材料および方法】実験動物は 8 週齢雄の ICR 系マウ
スを用いた。飼育は常温 24℃下で行い、飼料と飲料
水は自由摂取させた。菌は予備実験によりプロテアー
ゼ活性、ホスホリパーゼ活性がともに高いと判定され
た C. albicans を用いた。実験群を化学療法施行群、化
学療法および粘膜炎作製群、粘膜炎作製群の 3 つの群
に分け、各群に計 3 日間（化学療法施行後 2、3、5 日
目）C. albicans を一定量経口接種した。化学療法は 1 日
目 に CDDP 7mg/kg、5-FU 10mg/kg、2、3、4 日 目 に
5-FU10mg/kg を腹腔内投与した。粘膜炎は肉眼的に口
腔カンジダ症を確認した後（化学療法施行後 4 日目）に
50％酢酸を用いて誘発させた。化学療法開始後 6 日目
に犠牲死を行った。臓器は半側をホモジナイズし CFU
を測定、もう一方は通法により組織固定後、H-E 染色、
PAS 染色により解析を行った。血液は培養を行い、陽性
と判断したものを PCR 法にて同定した。同様に血漿を
PCR 法にて同定した。

【結果】化学療法施行群（菌非接種）においては、化学
療法前後の白血球数が約 42.1% の減少を認めた。粘膜炎
を作成した群において舌深部組織（上皮下）への菌の侵
入を認めた。また血液培養陽性を半数に認めた。PCR 法
により接種した菌である事を確認した。舌 CFU では化
学療法および粘膜炎作製群が最も高値を認めた。血漿で
はすべての群において陽性であった。

【結論】粘膜炎存在下または化学療法下において、菌は
深部組織まで容易に侵入し、血中へも移行し真菌血症を
発症している可能性が示唆された。

2-P-34
チタンアレルギーモデルマウスの作製と 
遅延型アレルギー免疫応答の解明につい
て
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 臨床免疫学研究室, 3東
芝林間病院 歯科口腔外科

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, 
江口 貴紀2,3, 鈴木 隆二2, 濱田 良樹1

【目的】チタンは，安全性が確立された金属として広く
使用されているが、近年チタンに対するアレルギー反応
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 .　今回、チタンアレルギー動物モデルを
確立し、その遅延型アレルギー免疫応答について解明す
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
性接触性皮膚炎 (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、足蹠部への TiCl3 溶液の皮内注射で誘
導を行った。刺激性接触性皮膚炎 (ICD) マウスモデルと
して，感作をせずに足蹠部への TiCl3 溶液の皮内注射を
行った BALB/c 5 匹を用いた．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、各マウスの足蹠部腫脹の経時的変
化を解析した。
2) 病理組織学的解析：足蹠部の HE 染色および CD3（T
細胞マーカー）、F4/80（樹状細胞マーカー）染色により
免疫組織化学的解析を行った。
3) 定量 PCR 法：足蹠部組織中の T 細胞関連遺伝子及び
産生サイトカインについて定量 PCR 法を用いて発現解
析を行った。

【結果】足蹠部の腫脹は ACD・ICD 両群とも誘導後 7 日
目で最大となったが、ACD の方が顕著な腫脹を認めた。
免疫組織化学的解析により、CD3 陽性 T 細胞および
F4/80 陽性の樹状細胞の浸潤は ACD 群では誘導後 7 日
目にかけて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 マウスモデルでは誘
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． さらに定量 PCR 法によ
り IFN-γ、TNF-αは誘導後 7 日目の ACD 群で有意な高
発現を認めた。

【結論】本チタンアレルギーモデルマウスは、金属特異
的免疫応答を伴う遅延型アレルギーに類似した病態像を
呈しており、チタンアレルギーの発症機序や病態形成を
解明するための外挿性の高い動物モデルとなり得る可能
性が示唆された。
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2-P-35
チタン上におけるラット歯髄由来細胞の
細胞分化能について
1愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座,  
2未来口腔医療研究センター

佐藤 伸明1, 磯村 まどか1, 河合 遼子1, 加藤 世太1,2,  
吉田 和加1,2, 杉田 好彦1,2, 久保 勝俊1,2, 前田 初彦1,2

【目的】インプラント治療では，早期に良好なオッセオ
インテグレーションを獲得することが必要であり，その
ために様々なチタン表面や細胞を用いた試みがなされて
いる。また，歯髄には間葉系細胞が存在し，歯髄由来細
胞は in vitro にて骨様硬組織を形成することが知られて
いる。そこで本研究では，ラット切歯歯髄由来の骨芽細
胞様細胞をチタンディスク上で培養してその増殖能およ
び分化能について検索を行い，歯髄由来幹細胞のインプ
ラント治療への応用の可能性について検討した。 

【材料および方法】本研究では，SD ラット（８週齢，雄）
の切歯より歯髄細胞を採取し，チタンディスク上で細胞
培養を行った。チタンディスクは硫酸により酸処理を施
したものをコントロール群とし，アルミナによるサンド
ブラスト処理後に酸処理を施したものを実験群として異
なる２種類のチタン表面を使用した。細胞増殖能および
細胞分化能の検索には，WST-1，アルカリフォスファター
ゼ（ALP）活性，アルカリフォスファターゼ（ALP）染色，
Alizarin Red 染色を用いた。また，本実験は，愛知学院
大学歯学部動物実験委員会の承認（承認番号 282 号）を
受け，愛知学院大学歯学部動物実験指針に従って行った。 

【結果】SD ラットの歯髄由来細胞の ALP 活性および，
ALP 染色陽性部位の面積は培養開始 10 日後において，
５日後と比較して有意に増加していた．また， Alizarin 
Red 染色陽性部位の面積は培養開始 10 日後，20 日後，
30 日後において経時的に有意な増加がみられた。

【結論】本研究の結果から，SD ラット切歯歯髄由来の骨
芽細胞様細胞は表面処理を施したチタンディスク上で細
胞培養することが可能であり，細胞分化能を保持してい
ることが判明した。これらの結果は今後，インプラント
治療において歯髄由来幹細胞を応用するにあたり有用な
足がかりとなると考えられた。

組織 2	 8:25 ～ 8:55
座長：福田 雅幸

2-P-36
歯原性腫瘍におけるメラニン沈着につい
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

磯村 まどか1, 佐藤 伸明1, 河合 遼子1, 加藤 世太1,  
吉田 和加1,2, 杉田 好彦1,2, 久保 勝俊1,2, 前田 初彦1,2

【目的】皮膚表皮や粘膜上皮には、神経提細胞を原基と
して生じるメラノサイトの存在が知られている。一方、
歯胚の形成においても神経堤が重要な役割を演じ、神経
堤に由来する外胚葉性間葉組織が原始口腔窩上皮との相
互作用によって歯胚の原基を誘導すると言われている。
しかし、歯原性病変の発生における神経堤由来の細胞の
消長については分かっていないのが現状である。メラニ
ンは軟組織に広く分布しているが、骨組織内に発現する
ことは無いといわれている。しかしながら、顎骨内の歯
原性腫瘍に稀にメラニン沈着が生じることがあると報告
されている。そこで、本研究では歯原性病変の発生にお
ける神経堤由来のメラノサイトの関与について歯原性腫
瘍であるエナメル上皮腫と角化嚢胞性歯原性腫瘍でのメ
ラニン沈着を検索した。

【材料および方法】愛知学院大学歯学部附属病院にて
2005 年から 2015 年に病理診断にてエナメル上皮腫と診
断された 32 症例、および角化嚢胞性歯原性腫瘍と診断
された 79 症例を対象とし、この中で 12 症例は基底細胞
母斑症候群であった。メラニン沈着の確定には、シュモー
ル反応染色を用いた。

【結果】エナメル上皮腫では、全症例でメラニン沈着は
認められなかった。その一方、角化嚢胞性歯原性腫瘍で
は、79 例中 23 例（29.1％）でメラニン沈着が確認された。
また、基底細胞母斑症候群の症例では12例中5例（41.7％）
と高率にメラニン沈着が認められた。

【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、角化嚢胞性歯原性腫瘍においてメラニ
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、
基底細胞母斑症候群においてメラニン沈着が高率であっ
たことから遺伝子変異の関与も示唆された。
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2-P-37
北海道大学口腔診断内科における類天疱
瘡の臨床統計学的検討
1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 大学院歯学研究科 口腔健康科
学口座・高齢者歯科学教室

鎌口 真由美1, 浅香 卓哉1, 大賀 則孝1, 佐藤 淳1,  
山崎 裕2, 北川 善政1

【目的】類天疱瘡は抗表皮基底膜部抗体により水疱形成
を生じる自己免疫疾患であり、口腔粘膜への発症として
水疱性類天疱瘡、粘膜類天疱瘡が知られている。特に粘
膜類天疱瘡では口腔への初発が多く、歯科を受診する例
も散見される。今回当科を受診し、類天疱瘡の診断に至っ
た 11 例について、その概要を報告する。

【対象・方法】2011 年 5 月から 2015 年 9 月に当科を受診
し、当院皮膚科にて類天疱瘡の診断に至った 11 例に対
し、臨床統計学的検討を行った。

【結果】性別は男性 2 例、女性 9 例、年齢は 41 歳から
84 歳で中央値は 65 歳。口腔内の主な発生部位は歯肉、
頬粘膜、軟口蓋であり、4 例は皮膚病変を併発してい
た。血清学的検査では全例で抗核抗体の高値を認め、抗
BP180 抗体は 7 例で陽性であった。全例で皮膚科へ紹介
し、同科での直接蛍光抗体法にて７例に陽性、間接蛍光
抗体法にて５例に陽性を認めた。HE 染色による組織学
的観察では表皮下水疱は 6 例で認められた。確定診断は
水疱性類天疱瘡 4 例、粘膜類天疱瘡 7 例（BP180 型 4 例、
不明型 3 例）であり、治療は重症型粘膜類天疱瘡 1 例と
水疱性類天疱瘡２例に対し PSL の全身投与、その他 5
例でステロイド局所投与およびミノサイクリン内服が実
施され、全例で症状改善を認めた。

【結論】粘膜病変をきたす水疱性類天疱瘡は全体の 20％
程度であり、中でも口腔への初発例は非常に稀である。
当科での 4 例中 2 例は口腔初発例であった。また、粘膜
類天疱瘡では原因抗原を BP180C 末端やラミニン 332 と
するものが多く、BP180NC16 a 末端に対する ELISA で
ある通常の血清検査では陰性となることもある。当科で
も抗 BP180 抗体陰性で皮膚科での蛍光抗体法にて検出
された症例を 3 例認めた。類天疱瘡の中には内臓悪性腫
瘍を合併するものもあり、病態的に類天疱瘡が疑われた
場合、皮膚科との連携による早期診断・治療に努めるこ
とが重要である。

2-P-38
口腔白板症の上皮細胞内に局在する
Mycoplasma salivariumの電顕による
検出
岩手医科大学 歯学部 口腔外科学分野

水城 春美

【目的】口腔白板症の発症原因は不明であるが、今まで
の研究で白板症の上皮細胞内に Mycoplasma salivarium 
が局在することを見出した（Mizuki H, et al.　J Oral 
Pathol Med, 2015）。マイコプラズマは、小さなものは
大型ウイルスよりも小さい。微生物の検出には免疫組織
化学が広く用いられているが、小さな微生物の局在の確
認には電子顕微鏡が有用である。これまでの電顕による
観察では凍結超薄切片法を用いが、この方法は特殊な
装置と高度の手技を要することから一般的でない。一
方、培養したマイコプラズマの電顕的観察の論文が多数
みられるが、その多くは従来法（エポン包埋法）を用い
ている。この研究では白板症の上皮細胞内における M. 
salivarium を従来法の電顕によって観察した。

【材料・方法】当科において採取した白板症組織を材料
とした。組織の一部を直ちに 1mm 角程度に細切し、透
過電子顕微鏡用標本を作製した。残りは通常の病理組織
検査に提出し、上皮異形成を伴わない白板症であること
を確認した。

【結果】M. salivarium は、内部構造から① soap-bubble-
like cell、② frosted-glass-like cell、③ cluster-patterned 
cell、 ④ combination-patterned cell、 ⑤ small high 
density particle の５型に分けられた。顆粒層では①が最
も多く、①～④は上皮層の上部に見られた。上皮層の中・
下部では⑤が多数見られた。⑤はきわめて電子密度の高
い菌体で、増殖可能な基本小体であると考えられた。

【結論】従来法では上皮細胞内の M. salivarium は特徴的
な形態を呈することから、その電顕像を理解することに
よって immunolabelling なしに M. salivarium を検出す
ることが可能である。
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2-P-39
フローサイトメトリーによる唾液中の免
疫細胞解析
1北海道大学大学院歯学研究科 口腔診断内科学,  
2北海道大学大学院歯学研究科 高齢者歯科学

大賀 則孝1, 加島 裕基1, 佐藤 淳1, 浅香 卓哉1,  
森本 真弘1, 佐藤 千晴1, 山崎 裕2, 北川 善政1

【目的】　唾液は非侵襲的かつ簡便に繰り返し採取が行え
るというメリットがある。近年 , 唾液中の物質を口腔粘
膜疾患の診断 , 経時的な病態の把握に用いようとする試
みが始まっている。日常臨床でよく遭遇する口腔カンジ
ダ症は , 局所または全身性の免疫機構が障害されたとき
に発症することが知られているが , 唾液中の免疫細胞の
構成割合を解析し , 病因解明 , 診断や治療に活かしてい
る報告は少ない。今回 , 我々はフローサイトメトリーを
用いて , 健常者の唾液中の細胞分画から免疫細胞が検出・
解析可能かを解析した。

【材料および方法】被験者は歯周ポケットが 3mm 以下で ,
口腔粘膜疾患を有していない健常者 5 名とした。これら
の被験者から血液と安静時唾液（約 3 ml）を回収した。
回収した血液と唾液サンプルを CD3,CD4,CD45 抗体で多
重染色し , フローサイトメトリー (BD 社製 ,Aria-2) で陽
性細胞を解析した。実験では以下に用いた抗体で染色し
た。FITC Mouse Anti-human CD3, APC Mouse Anti-
human CD4, PE Mouse Anti-human CD45。Isotope 
control と し て ,FITC Mouse IgG 2a, PE Mouse IgG1, 
APC Mouse IgG1 を用いた。( ＢＤ pharmingen 社製 )。
フローサイトメトリー解析にあたり , 血液サンプルをコ
ントロールとしてリンパ球 , マクロファージ , 顆粒球の分
画を gate out し , その分画から唾液中の CD3,CD4,CD45
陽性細胞の割合を解析した。

【結果】唾液サンプルでは , 今回設定した FSC-SSC 分画
の gate において ,0.7 ～ 3.6% の CD45 陽性細胞が検出さ
れた。

【結論】小量の唾液サンプルから血液細胞が検出解析可
能であることが示唆された。今後 , 唾液中の免疫細胞の
構成割合の変化 , 局所免疫系の異常・ゆがみが難治性口
腔粘膜疾患の病因解明につながるかについて検討した
い。

2-P-40
エナメル上皮腫由来不死化細胞株の樹立
と TNF-α による骨吸収因子の発現
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

鳴瀬 貴子, 太田 耕司, 石田 陽子, 福井 暁子,  
重石 英生, 武知 正晃

【背景】エナメル上皮腫は顎骨に発生する歯原性腫瘍の
中でも代表的な腫瘍であるが、高度の浸潤能があるため，
高い再発率を有する。また長期培養が難しいとされ，樹
立された細胞株も少ないため，分子生物学的メカニズム
は不明な点が多い．今回，テロメラーゼ活性の中心を担
う human Telomerase Reverse Transcriptase (h-TERT) 
遺伝子を導入することでエナメル上皮腫由来の不死化細
胞株を樹立し，TNF-α による骨吸収因子の発現誘導に
ついて検討したので報告する．

【方法】広島大学病院口腔顎顔面再建外科にて摘出した
エナメル上皮腫症例の組織から初代培養を行った細胞
へ h-TERT 遺伝子の導入を行い，長期継代培養が可能
であった株 (AMB) の歯原性上皮マーカーを RT-PCR 法
にて検討した．また，AMB に TNF-α， TGF-β， IFN-
γ を添加した際に誘導される IL-6， MMP-9 mRNA の
発現誘導と NF-κB の転写活性を Real time-PCR 法，
Transcription assay 法にて検討した．

【結果】初代培養のエナメル上皮細胞は約 5 回の継代
の後，増殖を停止するが， h-TERT を導入した細胞株 
(AMB) は 増 殖 を 続 け，100 population doubling level 
(PDL) を 超 え た．AMB は 上 皮 様 形 態 で Keratin14, 
Ameloblastin, Enamelin mRNA などの歯原性上皮マー
カー mRNA を発現していた．TNF-α の刺激によって，
IL-6， MMP-9 mRNA の発現の増加と NF-κB の転写活
性が認められた．一方，TGF-β， IFN-γ は単独添加では 
IL-6， MMP-9 発現誘導は示さなかったが，TNF-α で誘
導される IL-6， MMP-9 の発現誘導を著しく増加した．

【考察】h-TERT を導入することにより不死化エナメル
上皮腫の樹立が可能であった．エナメル上皮腫において 
TNF-α による NF-κB を介した IL-6 や MMP-9 の誘導
は骨吸収，浸潤に重要な役割を担っている可能性が示唆
された．
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2-P-41
口腔領域のヒトパピローマウイルス
DNAの検出におけるリバースラインブ
ロッティング法の検討
1愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座, 2愛知学院大学 大
学院歯学研究科 未来口腔医療研究センター

吉田 和加1, 加藤 世太1,2, 河合 遼子1, 磯村 まどか1,  
佐藤 伸明1, 杉田 好彦1,2, 久保 勝俊1,2, 前田 初彦1,2

【目的】ヒトパピローマウイルス（HPV）は、子宮頸癌
の原因としてよく知られており、また頭頸部癌の一部の
発生にも関与していることが報告されている。HPV の
検出法として産婦人科の臨床で広く用いられているの
は、ハイブリッドキャプチャー法であり、13 種類の高リ
スク型の感染の有無を判定する。しかし型の同定が行え
ないなど、研究における詳細な検討には不向きである。
従来の PCR 法は、遺伝子解析用に適切に抽出された
DNA に対しては精度の高い検出法である。しかし、口
腔領域からのサンプルでは一般に DNA 量が少なく、ま
た、ホルマリン固定検体から抽出した DNA は断片化さ
れており、従来の PCR 法では工夫が必要な上に判定が
難しい。そこで今回新たな方法を検討した。

【方法】Human papillomavirus laboratory manual, First 
edition, 2009 (WHO) におけるリバースラインブロッティ
ング法の子宮頸部用プロトコールを参考に、主に下記の
点において改変した。1）断片化 DNA 用に、PCR 産物
が約 450 bp のコンセンサスプライマー PGMY から、約
150 bp の MGP へ変更　2）ブロッティング装置にアプ
ライ可能な最大 43 種類のプローブを用い、一度に多数
の HPV 型を同定　3）口腔粘膜への感染が報告されてい
る HPV 型のプローブを追加

【結果と結論】母子およびその他の家族合わせて約 400
名の解析を行い、HPV 陽性率や感染 HPV の型の頻度を
確認し得た。この方法の長所として、45 レーンのブロッ
ティング装置を用いて、一度に 40 名分の検体について
約 40 種類の HPV 型の同定を行えること、また、PCR
とハイブリによるため、感度と特異性が高いことなどが
挙げられた。今回改良した方法は、これまでの口腔粘膜
における HPV の検出法に代わる方法として有用である
と考えられた。

悪性腫瘍 1（基礎研究 1）	 8:00 ～ 8:30
座長：山本 哲也

2-P-42
FFPE組織を用いた口腔扁平上皮癌遺伝
子の網羅的解析
久留米大学病院歯科口腔医療センター

中村 謙, 轟 圭太, 楠川 仁悟

【目的】ホルマリン固定パラフィン包埋 (Formalin-Fixed 
Paraffin-Embedded，以下 FFPE) 組織は病理診断や疾患
メカニズムの解明のために最も広く利用されている検体
である．これらの保存検体は，リアルタイム定量 PCR
またはマイクロアレイ解析を使用した遺伝子解析用核
酸の貴重な供給源となりうる．近年，FFPE 組織から解
析に耐えうる RNA 抽出技術が確立された．今回我々は
口腔扁平上皮癌遺伝子解析を FFPE 組織から抽出・解
析し，いくつかの癌化あるいは癌抑制に関わりが示唆さ
れる遺伝子を同定できたためその概要を報告する．【材
料および方法】2009 年～ 2015 年における当センター手
術症例のうち口腔扁平上皮癌の診断がついたものを使用
した．病理専門医 2 名と検体を鏡検し癌部・非癌部・異
型上皮部の境界が明瞭なものを 3 例選出した．症例は
以下の通りである．症例 1: 81 歳 / 女性，舌扁平上皮癌
(T2N0M0，YK-3)，症例 2：63 歳 / 男性，下唇粘膜扁平
上皮癌 (T2N0M0，YK-2)，症例 3：88 歳 / 男性，舌扁平
上皮癌 (T1N0M0，YK-3)．マイクロダイセクションニー
ドルを使用し各部位を分離し，Arcturus® Paradise® 
PLUS Reagent System を用いて RNA を抽出した．マ
イクロアレイ解析し各群において有意差 (p<0.05) のある
遺伝子を選出した．【結果】解析できた遺伝子の総数は
61,298 個であった．そのうち 3 群間で有意差 (p<0.05) の
あった遺伝子は 22 個であった．そのうち癌化に伴って
発現が高くなるものが 4 個，低くなるものが 18 個であっ
た．【結論】FFPE 検体を用いて口腔扁平上皮癌におけ
る癌化あるいは癌抑制に関わりが示唆される遺伝子を同
定できた．今後免疫組織化学的検討を加えていく予定で
ある．
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2-P-43
口腔扁平上皮癌の発生や進展において重
要な役割を果たす
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

西山 廣陽, 竹田 康佑, 中垣 貴文, 都倉 尭明,  
佐々木 敬則, 荻 和弘, 宮崎 晃亘, 平塚 博義

【目的】近年、長鎖非コード RNA(long non-coding RNA: 
lncRNA) の細胞・生命活動における重要性が次々と明
らかになっているが、癌におけるその病的意義に関して
は一部の例を除きほとんど分かっていない。本研究では
口腔扁平上皮癌 (Oral Squamous Cell Carcinoma: OSCC)
の発生や進展に関与しうる 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) にて公開され
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ｑ RT-PCR
で検証し、siRNA を用いた cell viability assay での機能
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
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をノックダウンしたものではOSCC細胞の遊走、
浸潤が有意に抑制された。

【結論】以上の結果から今回候補となった lncRNA は
OSCC の発生や進展に寄与する可能性が示唆された。ま
た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。

2-P-44
培 養 口 腔 扁 平 上 皮 癌 細 胞 に お け る
keratin13遺伝子のエピジェネティック
制御機構
福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

永沼 香織, 佐々木 三奈, 池崎 晶二郎, 太田 信敬,  
府川 晃久, 田中 文恵, 勝俣 由里, 平木 昭光,  
池邉 哲郎

【目的】クロマチンの化学修飾を介したエピジェネティッ
クな制御は遺伝子発現に多様性を与え、この制御機構の
異常は癌の発症及び進展に関与すると考えられる。本
研究の目的は口腔癌において発現抑制が報告されてい
る keratin13 遺伝子のサイレンシング機構を明らかにす
るとともにエピジェネティック制御因子標的薬の効果
を検討することである。【方法】不死化ケラチノサイト
細胞（HaCaT）及び舌由来扁平上皮癌細胞（高分化型：
HSC4、低分化型：HSC3、SAS）を用いた。Keratin13
遺伝子の発現量は western blot、免疫染色法、RT-qPCR
により比較検討した。また、keratin13 遺伝子プロモー
ター領域のクロマチン修飾はバイサルファイトシーケ
ンス解析、クロマチン免疫沈降法にて解析した。さら
に、ヒストン H3K27 メチル化酵素複合体 PRC2 阻害薬
3-deazaneplanocin A (DZNep) を用いて SAS における分
化マーカー及び上皮間葉移行関連遺伝子発現に対する効
果を調べた。【結果と結論】Keratin13 の発現は癌細胞
にておいて抑制されていた。Keratin13 遺伝子プロモー
ター領域において CpG 部位は癌細胞において高度にメ
チル化されており、ヒストン修飾に関しては低分化型癌
細胞において H3K4 トリメチル化の低下及び H3K27 ト
リメチル化の増加が確認された。低分化型舌癌細胞 SAS
を DZNep 処理したところ、PRC2 構成因子である Ezh2
及び SUZ12 のタンパクレベル、及びヒストン H3K27 ト
リメチル化レベルは低下した。Keratin13 mRNA 発現は
DZNep 処理により著しい増加が認められた。また、そ
の効果は可逆的であり、処理した後に DZNep を除き、
培養すると keratin13 遺伝子の発現は control と同レベ
ルまで減少した。その他の分化マーカーは DZNep 処理
にて発現が増加、上皮間葉移行関連遺伝子は減少した。
これらの結果から、DZNep は SAS 細胞における細胞表
現型を決定する遺伝子発現プロファイルを変化させるこ
とが示唆された。
会員以外共同研究者：福岡歯科大　細胞分子生物学講座　
八田光世、山崎　純
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2-P-45
口腔癌細胞におけるニコチンと上皮成長
因子受容体の関連性について
1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

桑島 大介1, 伊原木 聰一郎1, 高畠 清文2, 吉岡 徳枝1, 
岸本 晃治1, 志茂 剛1, 長塚 仁2, 佐々木 朗1

【目的】タバコの主要成分ニコチンは，喫煙により肺胞
や口腔粘膜から吸収され，血中に移行する。血中のニコ
チンは中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体

（nAChR）に作用し，タバコの依存性に関与する。最
近，ニコチンが乳癌細胞において上皮成長因子受容体

（EGFR）を介して増殖・浸潤を促進している可能性が
あることが報告された。しかしニコチンが口腔癌に与え
る影響は不明である。そこで，ニコチンが口腔癌細胞の
EGFR 発現および増殖・浸潤に与える影響を検討した。

【材料および方法】ヒト口腔扁平上皮癌細胞株 OSC-19 と
HSC-3 の培養液にニコチン，nAChR 阻害薬，抗 EGFR
抗体をそれぞれ添加し培養した。増殖能はトリパンブ
ルー法，遊走能は創傷治癒アッセイ，浸潤能はマトリゲ
ルを用いて測定した。EGFR 発現および細胞内シグナル
伝達経路はウエスタンブロット法で解析した。リン酸化
EGFR の細胞内局在の検討は，ウエスタンブロット法と
蛍光免疫染色を用いて解析した。また，口腔癌症例の臨
床検体を免疫染色し，nAChR および EGFR の発現状態
を検討した。 

【結果】ニコチンは口腔癌細胞の増殖能，遊走能，浸潤
能を促進したが，nAChR 阻害薬はその効果を抑制した。
抗 EGFR 抗体は口腔癌細胞の増殖能，遊走能，浸潤能を
抑制したが，ニコチンはその効果を解消した。ニコチン
添加により口腔癌細胞の EGFR 発現は減弱したが，リン
酸化し核内移行した。ニコチンは，EGFR 下流のシグナ
ル伝達因子を活性化したが，nAChR を阻害するとシグ
ナル伝達因子は抑制された。腫瘍組織において，nAChR
は口腔癌細胞に高発現していた。

【結論】ニコチンは，nAChR およびその下流のシグナル
伝達を活性化することで，EGFR 発現を低下させていた。
一部のリン酸化 EGFR は，細胞表面から核内移行し，口
腔癌細胞の増殖能，運動能，遊走能，浸潤能を促進して
いた。

2-P-46
口 腔 扁 平 上 皮 癌 の 骨 破 壊 に お け る
Semaphorin4Dの役割
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

高田 紘行, 伊原木 聰一郎, 吉岡 徳枝, 増井 正典,  
森澤 綾香, 志茂 剛, 佐々木 朗

【緒言】Semaphorin4D（Sema4D）は , 乏突起膠細胞から
分泌される軸索ガイダンス因子であるが，前立腺癌，大
腸癌，乳癌，肺癌の腫瘍増殖に関与することが報告され
ている．我々は，これまでに Sema4D の口腔癌と顎骨破
壊との関与について報告しているが、骨浸潤・骨破壊に
おける Sema4D の役割については不明な点が多い．今回，
Sema4D の遺伝子ノックダウン細胞株を用いて口腔癌の
骨破壊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】ヒト口腔扁平上皮癌細胞株における
Sema4D とその受容体 PlexinB1 の発現をウエスタンブ
ロット法にて検討した。また，口腔扁平上皮癌細胞株を
Sema4D の存在下で培養し，増殖能 , 運動能 , 浸潤能に
対する影響を検討した．マウス骨髄細胞の破骨細胞形成，
骨吸収活性ならびに破骨細胞の分化マーカーの発現に対
する Sema4D の影響を検討した．また口腔扁平上皮癌細
胞株に RNA 干渉により Sema4D 発現抑制細胞株を作製
し，ヌードマウス大腿骨傍骨膜に移植を行い，骨浸潤モ
デルでの影響を検討した．移植後，経時的に腫瘍サイズ
を計測し，4 週後に大腿骨を摘出し，組織学的に解析した．

【結果】口腔扁平上皮癌細胞は Sema4D および PlexinB1
を発現し，Sema4D は増殖能，運動能，浸潤能を促進した．
また Sema4D は破骨細胞形成および骨吸収活性を促進し
た．骨浸潤モデルにおいて，Sema4D 発現抑制細胞株で
の腫瘍増殖抑制と破骨細胞数減少による骨吸収抑制を認
めた．

【結論】口腔扁平上皮癌細胞の産生する Sema4D はオー
トクライン的に腫瘍増大に関与し，また破骨細胞の分化
形成および骨吸収活性を促進することにより，骨浸潤お
よび骨破壊を促進していると考えられた．さらに破骨細
胞の分化マーカーに対する Sema4D の影響についても検
討を行っており , 併せて報告する予定である．
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2-P-47
舌上皮性腫瘍の進展とシグナル伝達―免
疫組織化学染色による舌上皮内癌と舌扁
平上皮癌との比較
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

【目的】癌の増殖や浸潤・転移能といった一般的な特性
は，シグナル伝達の異常によって個体全体の恒常性が
大きく乱れることが原因である。現在まで，Ezrin や
Erk，Stat3，Akt などは，様々な癌組織で過剰発現する
ことが知られている． 今回われわれは，免疫組織化学
染色により上記の蛋白発現を舌上皮内癌と舌扁平上皮癌

（T1，T2）の間で比較した．
【材料・方法】　当院で切除した舌扁平上皮癌（T1，T2）
及び舌上皮内癌を対象とした．すべての症例に対して，
口腔上皮内腫瘍および上皮内癌の診断に有効とされてい
る CK13，CK17，Ki-67 と と も に Ezrin、Erk、p-Erk、
Stat3、Akt の免疫組織化学染色を行い組織学的に比較
検討した．

【結果】　舌上皮内癌と比較して舌扁平上皮癌（T1，T2）
では有意に Ezrin，Erk，Stat3 の高発現が認められた．
一方，両群間で Akt および p-Erk の発現に有意差は認
めなかった．

【結論】　本研究により舌扁平上皮癌（T1，T2）におい
て Ezrin、Erk、Stat3 は高発現しており，舌癌の進展に
重要な役割を果たしている可能性が高いことが示唆され
た．過去に ezrin の高発現は予後とは相関しないと報告
したが，浸潤の早期から Ezrin の高発現を認めるためと
考えられた．今後，進行癌の症例も含めさらなる検討を
行う予定である．

悪性腫瘍 2（基礎研究 2）	 8:30 ～ 8:55
座長：平塚 博義

2-P-48
NADPH oxidaseが口腔扁平上皮癌の増
殖・進展に与える影響
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

伊藤 邦弘, 大野 隆之, 中岡 俊貴, 古橋 明文,  
齋藤 拓実, 山本 康博, 柘植 祥弘, 山中 洋介,  
風岡 宜暁

【目的】NADPH oxidase（Nox）は活性酸素（Reactive 
oxygen species:ROS）を産生し , さまざまな生理的機能
を果たしている . これまで頭頸部癌以外での腫瘍の増殖
過程においての様々な報告がされている . しかし , 口腔
扁平上皮癌細胞（OSCC）に対する NADPH oxidase の
作用は未だ不明である . そこで OSCC 細胞株の増殖・進
展における Nox の関与と既存の抗腫瘍薬との併用につ
いての解析を試みた .

【材料・方法】OSCC 細胞株は HSC-2,HSC-3,HSC-4,OSC-
19,SAS 及び口腔内正常細胞を用いた .Nox ファミリー
は Nox1,Nox2,Nox3,Nox4,Nox5,Duox1,Duox2 が 存 在 す
る . 逆転写 PCR 法を用いて遺伝子発現解析を行い , さら
に HSC-2,HSC-3 の細胞株における Nox1,Nox4 の作用に
注目し , 以下の解析を行った .（i）MTT assay,Trypan 
blue assay, お よ び AxV/PI 染 色 に よ る FACS 法 を 利
用した Nox 阻害剤が細胞増殖能や細胞死に与える影響

（ii）DCFH-DA 染色に基づく FACS 法を利用した Nox
阻害下の ROS の解析（iii）RNA 干渉法を利用した Nox 
knock down が細胞増殖能や細胞死に与える影響（iv）
Nox 阻害及び ,Nox knock down と抗腫瘍薬 (CDDP) と
の併用による細胞増殖能や細胞死についての解析 .

【結果】Nox 阻害剤は OSCC 細胞株の細胞生存率を濃度
依存的に抑制した . また Nox 阻害剤にてアポトーシス細
胞の増加を認めた . そして ,Nox 阻害下での ROS 産生量
は有意に低下していた . さらに ,Nox knock down におい
て OSCC の細胞増殖の抑制 , アポトーシス細胞が有意に
増加した . さらに抗腫瘍薬 (CDDP) との併用により相乗
的に細胞生存率の低下を認めた .

【考察】今回の結果により Nox 分子の機能制御は , 細胞
増殖抑制とアポトーシスを介した抗腫瘍効果を示し , 新
たな抗腫瘍薬となる可能性が考えられた . また , 既存の
抗腫瘍薬との併用によりさらなる抗腫瘍効果を示すと考
えられる .
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2-P-49
癌胎児性抗原IMP-3由来のCTLとTh1細
胞の誘導活性を併せ持つ長鎖ペプチドの
同定と癌ペプチドワクチン療法の開発
1熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分野,  
2熊本大学大学院 生命科学研究部 免疫識別学分野,  
3熊本大学大学院 薬学教育部 臨床薬物動態学分野,  
4大阪府立大学工学研究科 応用化学分野

平山 真敏1, 冨田 雄介2, 湯野 晃1, 中根 未季1,2,  
小島 拓1,2, 福間 大喜1, 城野 博史3, 河野 健司4,  
西村 泰治2, 中山 秀樹1

【背景・目的】我々は、頭頸部癌などの多様な癌組織に
高発現する癌胎児性抗原 insulin-like growth factor II 
mRNA-binding protein 3 (IMP-3) を癌免疫療法の標的分
子として同定し、さらに IMP-3 由来の細胞傷害性 T 細
胞 (CTL) 誘導性ペプチドの同定を行った。このペプチド
を用いた癌ワクチン療法の第 II 相臨床試験を進行頭頸部
癌患者を対象に施行した結果、全生存率の延長などの臨
床奏功を認めた。本研究は、より抗腫瘍効果の強い癌ペ
プチドワクチン療法の開発を目指して、IMP-3 由来のヘ
ルパー T (Th ) 細胞と CTL の誘導活性を同時に併せ持
つ長鎖ペプチド（LP）を同定し、臨床応用への可能性を
探ることを目的とした。

【方法】コンピューターアルゴリズムを基に、複数の
HLA クラス II 分子への結合が予測される IMP-3 由来の
LP を選定し合成した。健常人由来の末梢血単核球細胞

（PBMC）を LP で刺激し、特異的 Th 細胞を誘導できる
LP を同定した。さらに、内包物を細胞質中に送達でき
るリポソームや HLA-A2 トランスジェニックマウスを
用いて、内包された CTL エピトープに特異的な CTL の
誘導が可能か解析した。さらに口腔癌患者の PBMC を
用いて、LP 特異的な Th 細胞を誘導できるか解析した。

【結果】複数の HLA クラス II 分子に提示され、Th 細胞
を誘導することができる IMP-3 由来の LP を 2 種類同定
した。これらの Th 細胞は、Th1 サイトカインを優位に
産生していた。また、同定した LP は、Th 細胞のみな
らず、クロスプレゼンテーション経路を介して CTL を
誘導できることを、in vitro 実験および in vivo 実験で確
認した。さらに同定した LP 特異的な Th 細胞を口腔癌
患者の PBMC から誘導することができた。

【結論】同定した IMP-3 由来の LP は、癌免疫療法の治
療薬として有望であることが示唆された。

2-P-50
Heat shock protein 90阻害剤併用によ
る抗がん剤増強作用
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

恩田 健志1, 白石 尚基1, 林 宰央1, 関川 翔一1,  
松本 暢久1, 渡部 幸央1, 高野 伸夫2, 柴原 孝彦1,2

【目的】口腔扁平上皮癌において Heat shock protein 90 
(HSP90) が高発現を示し、口腔扁平上皮癌細胞の増殖、
生存に関する多くのクライアントタンパク質の機能維
持と安定性を調節している可能性について報告してき
た。また、In vitro および In vivo において HSP90 阻害
剤投与により口腔扁平上皮癌細胞に対して抗腫瘍効果が
あることを同定してきた。本研究では , 各種抗がん剤と
HSP90 阻害剤の併用による上乗せ効果および相乗効果の
有無を検討した。

【材料および方法】HSP90 高発現株 KON に対して、1. 非
投与群、2.HSP90 モノクローナル抗体 (HSP90mono) 単
独 投 与 群、3.CDDP と HSP90mono 併 用 群、4.S-1 と
HSP90mono 併 用 群、5.Cetuximab と HSP90mono 併 用
群、6. CDDPとS-1とHSP90mono併用群の6群を設定し、
Cell Proliferation Assay， Wound Healing Assay により
抗腫瘍効果を判定した。

【結果】HSP90mono 単独投与群および各種抗がん剤、分
子標的治療薬併用群において細胞増殖能、遊走能の低下
が認められた。

【結論】HSP90 と相互作用するクライアントタンパク質
には細胞増殖や分化に重要な役割を果たすシグナル伝達
分子が多く含まれている。現在 HSP90 阻害については、
肺癌、乳癌、前立腺癌、膵癌、大腸癌、胃癌等に対し臨
床試験が進められているが口腔扁平上皮癌においては行
われていない。本研究の結果、口腔扁平上皮癌細胞に対
する HSP90 モノクローナル抗体併用投与による各種抗
がん剤、分子標的治療薬の上乗せ効果が確認された。さ
らなる検証が必要であるが、HSP90 阻害剤併用投与が口
腔扁平上皮癌に対する化学療法へ貢献できる可能性が示
唆された。
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2-P-51
超音波とセツキシマブマイクロバブル併
用による抗腫瘍療法の開発
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 解剖学講座,  
3自衛隊 横須賀病院 歯科診療部

成平 恭一1, Loreto B Feril Jr2, 松田 道隆1,  
大谷 泰志1, 喜多 涼介1, 瀬戸 美夏1, 高橋 宏昌3,  
立花 克郎2, 喜久田 利弘1

従来の研究で、マイクロバブルと高密度焦点式超音波
（HIFU）照射で癌細胞殺細胞効果の増強が認められた。
本研究では、より選択的に癌細胞に対し殺細胞効果を得
るために、癌細胞に特異的な抗体を付加したマイクロバ
ブルを作成した。頭頸部癌において近年使用されている
分子標的薬セツキシマブ（商品名：アービタックス）を
付加したマイクロバブルと癌細胞に超音波を in vitro に
て照射し、選択的な殺細胞効果があるか検討した。
アルブミンマイクロバブルにセツキシマブを混合した分
子標的化アルブミンバブルを作製した。24 ウェル細胞
培養用プレートに HSC-2（ヒト口腔扁平上皮がん細胞株
HSC-2）を播種した。超音波照射条件は、周波数 1.011 
MHz、音響強度 725 mW/cm2、パルス繰り返し周波数
10 Hz、デューティー比 50% で 15 秒間照射した。分子
標的薬単独、アルブミンバブル単独および分子標的化ア
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
群と、超音波照射単独の群で HSC-2 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。
セツキシマブ濃度の増加に伴い、アルブミンバブル単独
に比べて分子標的化アルブミンバブルの超音波照射によ
る細胞殺傷効果が増強する傾向が認められた。250 μg/
mL では約 9%、375μg/mL では約 13% の細胞生存率の
減少が認められた。一方、セツキシマブ単独投与群では
薬物毒性による細胞殺傷効果は認められなかった。
我々は分子標的化アルブミンバブルを作製し、アルブミ
ンバブル単独と分子標的化アルブミンバブルの超音波照
射による HSC-2 細胞殺傷効果について検討した。両者
の細胞殺傷効果に違いが見られ、本実験で分子標的化バ
ブルによる超音波治療の有効性が示唆された。今後は In 
vivo での実験を通し、臨床応用を視野に研究を進めてい
く予定である。

2-P-52
抗癌剤内包ナノバブルと超音波の併用に
よる口腔癌細胞の致死活性効果の検討
九州歯科大学附属病院 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外
科学分野

岩永 賢二郎, 高橋 理, 平林 文香, 冨永 和宏

【緒言】近年，癌治療における薬剤の有効性を高める方
法として，ナノスケールの運搬体を利用して病巣に選
択的に薬剤および遺伝子を送達することを目的とする
ターゲティング型 DDS（Drug Delivery System）が注
目を集めている．我々は，医療用に用いられる程度の
出力の超音波と造影剤であるナノバブルを併用するこ
とにより，様々な細胞や臓器へ薬剤や遺伝子を導入する
技術を開発してきた．臨床ではすでにドキソルビシン
含有リポソーム製剤（ドキシル）がステルスリポソー
ム（Polyethyleneglycol:PEG 修飾リポソーム）として，
カポジ肉腫や卵巣癌などの治療に使われている．【目
的】ドキシルから新規バブルリポソーム（Encapsulated 
Doxorubicin Bubble Liposomes ;EDBL）を作製し，ヒ
ト歯肉扁平上皮癌細胞株 Ca9-22 において，EDBL と超
音波との併用による致死活性効果について検討した．【材
料・方法】EDBL と超音波を用いて DOX を Ca9-22 に
導入した．致死活性効果は WST-8 assay，フローサイト
メーター，Hoechst 染色を用いて評価した．【結果】超
音波照射 96 時間後では，コントロール :100% に対し，
Doxil のみ :89.6%，EDBL のみ :42.8%，超音波のみ :96.1%，
Doxil と超音波併用 :84.2% と細胞数の減少を認めた．
EDBL と超音波を併用群では 3.7% と有意な細胞数の減
少を認めた．また WST-8 assay でもコントロール群に
対し，有意な致死活性効果の増強を認めた．超音波照射
48 時間後では，コントロールと比較し，EDBL と超音
波を照射した群のみ細胞質が膨張し，形態的変化を認め
た．また，subG1 の著明な増加と Annexin-V/PI 細胞数
の増加を認めた．さらに，EDBL と超音波を照射した群
で細胞核の断片化を認め，細胞死がアポトーシスによる
ものと考えられた．【結論】In vitro においてヒト歯肉扁
平上皮癌細胞株 Ca9-22 細胞への EDBL と超音波の併用
により，致死活性効果の増強を認めた．
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座長：横尾 聡

2-P-53
DNAメチル化修飾を介した骨芽細胞分
化におけるエピジェネティクス制御因子
の同定
1埼玉医科大学 医学部 口腔外科学教室,  
2埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター ゲノム科学部門

大久保 正彦1,2, 松本 征仁2, 水野 洋介2, 佐藤 毅1,  
須田 立雄2, 岡崎 康司2, 依田 哲也1

【目的】間葉系幹細胞である骨髄中の間質細胞が骨芽細
胞に分化する際には、DNA 修飾を介したエピジェネ
ティクス制御が重要であることが報告されている（Vaes 
B.L.T et al,2010,Bone,46,514–523 ）。しかしながら、
骨芽細胞の分化過程における DNA メチル化修飾の標的
遺伝子については殆ど知られていない。本研究は、マウ
ス骨髄由来間葉系幹細胞（ST2 細胞）の骨芽細胞分化に
おける DNA メチル化修飾の関与の重要性を検討し、そ
の標的遺伝子を同定することを目的に計画された。

【材料および方法】ST2 細胞を DNA メチル化阻害剤
5-aza-2’-deoxycytidine（AZA）および BMP4 で処理し、
定量 PCR および ALP 染色を行った。AZA 処理による
細胞毒性を評価するため細胞増殖試験を行った。DNA
メチル化阻害による ST2 細胞の脂肪細胞分化への影響
を定量 PCR および OilRed 染色にて確認した。骨芽細胞
分化における DNA メチル化の標的遺伝子を同定するた
めに DNA マイクロアレイを用いた網羅的遺伝子解析の
検討を行った。

【結果】DNA メチル化の阻害によって、骨芽細胞分化
が阻害され、Osteocalcin、Osterix などの骨形成マー
カーの発現が有意に低下した。一方、DNA メチル化阻
害による細胞毒性や脂肪細胞分化への影響はみられな
かった。DNA マイクロアレイを用いた網羅的解析から、
AZA 処理によって細胞周期関連遺伝子群の発現が上昇
することを見出した。

【結論】ST2 細胞の骨芽細胞分化において、特定の細胞
周期関連遺伝子群の発現が低下することから、これら
の標的遺伝子発現の調節領域 DNA 配列にメチル化が起
こっている可能性が示唆された。興味深いことに、同定
した標的遺伝子の変異が骨格奇形を引き起こす骨代謝疾
患の原因遺伝子であることから、新たな治療標的となる
ことが期待される。

2-P-54
異所性骨形成微小環境における骨髄幹細
胞の関与
1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野,  
2岡山理科大学 臨床生命科学科 組織病態学研究室

高畠 清文1, 松田 寛之1, 辻極 秀次2, 于 淞1, 藤井 昌江1, 
中野 敬介1, 長塚 仁1

【目的】硬組織形成過程における細胞の増殖や分化では、
様々な細胞が複雑に関与すると考えられている。一方、
再生医療研究の発展に伴い骨髄幹細胞の多分化能が明ら
かとなり、組織の修復や維持への関与が報告されてい
る。しかし、骨髄幹細胞の硬組織形成過程における役割
については諸説があり、その詳細は不明である。そこで
本研究では、GFP マウス由来骨髄細胞移植マウスを用い、
BMP-2 を用いた異所性骨誘導における骨髄幹細胞の関与
について組織学的に検討した。

【材料および方法】8 週齢雌性 C57BL/6 野生型マウス
に放射線照射後、同系 GFP マウスから採取した骨髄
細胞を尾静脈から移植した。骨髄幹細胞生着後、骨髄
移植マウス背部皮下および大腿部筋中に BMP-2 含浸
IBM(insolutive bone matrix) を埋入した。 これらの試料
は 1、2、4 週間後に摘出し、すべての試料は常法にてパ
ラフィン切片を作製し、HE 染色および免疫組織化学的
染色を施し組織学的に観察した。

【結果】背部皮下および大腿部筋中ともに、埋入 1 週目
において IBM 周囲に形成された肉芽組織中の線維芽細
胞や炎症性細胞、マクロファージに GFP 陽性所見が認
められた。また大腿部筋中埋入試料においては軟骨形成
が観察されたが、GFP 陰性所見であった。2 週目では背
部皮下埋入試料では軟骨組織と少量の骨組織、大腿部筋
中埋入試料では軟骨周囲に骨組織の形成が観察された。
4 週目では背部皮下、大腿部筋中ともに骨組織形成が観
察され、特に大腿部筋中では骨組織内に GFP 陽性を示
す骨髄様組織の形成を認めた。しかし、これら 2、4 週
目で形成された硬組織周囲の骨芽細胞および骨・軟骨細
胞においては GFP 陰性であった。

【考察】以上のことから、硬組織形成過程では骨髄幹細
胞は骨・軟骨に直接分化するのではなく、骨組織誘導過
程で出現する肉芽組織中の線維芽細胞や炎症性細胞等に
分化し、硬組織形成過程初期における微小環境形成に寄
与していることが示唆された。
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2-P-55
活 性 型 ビ タ ミ ン D 3 に よ る
Nephronectinの発現制御機構の解析
1昭和大学 歯学部 口腔生化学教室,  
2昭和大学 歯学部 全身管理歯科学講座 歯科麻酔科学

平沼 克洋1,2, 飯島 毅彦2, 上條 竜太郎1

【目的】Nephronectin は Integrinα8β1 に結合する細胞
外マトリックスタンパク質として発見され、骨および
腎臓の器官形成に重要な役割を果たしている。これま
で Nephronectin の発現を促進させる因子の報告はされ
ていない。我々は、活性型ビタミン D3 に Nephronectin
の発現を強く促進させる作用を見出した。本研究で
は活性型ビタミン D3 を用いた際の骨芽細胞における
Nephronectin の発現促進機構について解析した。　　　　　　　　　　　　　

【方法】マウス頭蓋冠由来骨芽細胞株 MC3T3-E1 細胞
を用い、活性型ビタミン D3 とその構造類縁体である
EB1089 および Calcipotriol を 24 時間処理した。

【結果】Nephronectin は活性型ビタミン D3 およびその
構造類縁体である EB1089、Calcipotriol を処理した際
に発現の上昇が認められた。次に活性型ビタミン D3 に
よる Nephronectin の発現上昇に関して、活性型ビタミ
ン D3 の濃度を 0.1 ～ 1000ng/ml で処理し、24 時間培養
したところ 10ng/ml 以上において有意に Nephronectin
の発現上昇が認められた。また、活性型ビタミン D3

を 100ng/ml で 処 理 し、3 ～ 24 時 間 培 養 し た と こ ろ
12 時間以上において有意に Nephronectin の発現上昇
が認められた。これより、活性型ビタミン D3 による
Nephronectin の発現上昇は濃度および時間依存的でる
事が示唆された。活性型ビタミン D3 はビタミン D 受容
体を介し、細胞内に情報が伝達される。そこでビタミン
D 受容体に対する siRNA を用い、ビタミン D 受容体の
発現量を mRNA レベルおよびタンパク質レベルで低下
させたところ、siRNA 処理によりビタミン D 受容体の
発現が低下した細胞において活性型ビタミン D3 による
Nephronectin の発現誘導は抑制された。

【考察】以上より、骨芽細胞株 MC3T3-E1 細胞にお
いて活性型ビタミン D3 はビタミン D 受容体を介し
Nephronectin の発現を濃度及び時間依存的に制御して
いることが示唆された。今回の研究から Nephronectin
の発現を促進させる初めての因子として活性型ビタミン
D3 が見出された。

2-P-56
新規皮膚創傷治癒促進薬としてのメトレ
レプチンの可能性
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

井出 信次, 戸田（徳山） 麗子, 梅木 泰親, 田所 晋,  
竹部 祐生亮, 寺田 知加, 福島 龍洋, 舘原 誠晃,  
里村 一人

【目的】抗肥満ホルモンとして知られるレプチンは、近
年その多彩な生理作用が報告されており、これまでにわ
れわれは、創傷においても DDS を利用したレプチンの
局所単回投与により皮膚の創傷治癒を促進しうることを
確認してきた。一方、2013 年、ヒトレプチンの N 末端
がメチオニル化されたメトレレプチンが脂肪萎縮症治療
薬としてわが国で承認され臨床において用いられてい
る。そこで本研究は、このメトレレプチンを応用し、こ
れまでのレプチンと同様に皮膚の創傷治癒を促進しうる
かについて検討することで、早期の臨床応用の可能性に
つき明らかにすることを目的とした。

【材料および方法】ICR マウス（雄性、6 週齢）の背部
皮膚に化学熱傷による潰瘍を作製し皮膚創傷モデルとし
た。親水性ゲル化創傷被覆・保護剤であるベスキチン ®

に 100 ng/ml のメトレレプチンまたは注射用蒸留水を
400 μl 含浸させ、凍結乾燥を行い、これをマウス創部に
貼付し、創部保護ドレッシングにて固定、それぞれをメ
トレレプチン投与群、コントロール群とした。潰瘍形成
後 4 日目および 8 日目に潰瘍の大きさを計測した。さら
に、ヒト皮膚角化細胞の増殖、分化と遊走能に対するメ
トレレプチンの影響につき検討した。

【結果】マウス皮膚での潰瘍の大きさは、4 日目では両群
間に有意差を認めないものの、8 日目ではレプチン投与
群において有意に縮小していた。また、メトレレプチン
がヒト皮膚角化細胞に対して増殖促進効果、遊走促進効
果を有していることが明らかとなった。

【結論】メトレレプチンは創傷治癒促進薬として有用で
あることが明らかとなり、今後早期に臨床応用できる可
能性が示唆された。
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2-P-57
超音波遺伝子導入法による骨誘導法にお
ける筋損傷の影響
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野

大澤 賢次, 吉岡 泉

【目的】われわれはこれまでに超音波遺伝子導入法（ソ
ノポレーション）を用いた生体内骨誘導法について報告
している。本方法では遺伝子導入操作を反復して行うこ
とにより遺伝子導入効率が向上し、局所における骨形成
を誘導することが可能であった。そこで本研究では、こ
れまでの成果を臨床応用へ近づけるため、損傷が生じた
組織における超音波遺伝子導入法の効果について検討を
行った。

【材料および方法】まず、マウスの後肢骨格筋に対して、
ヘビ毒（Cardiotoxin）を注入して筋損傷を誘発した群と
筋損傷を誘発しない群の２群に分け、それぞれ超音波遺
伝子導入法により緑色蛍光タンパク（GFP）発現プラス
ミドベクターを導入し、導入効率を蛍光顕微鏡にて評価
した（実験１）。つぎに、同様の実験系において、それ
ぞれヒト骨形成因子（BMP2）発現プラスミドベクター
を導入し、骨誘導能について軟 X 線、マイクロ CT 撮影、
および組織学的解析を行った（実験２）。

【結果】実験１では筋損傷を誘発した群では筋損傷を誘
発しない群と比較して、GFP の発現が上昇していた。さ
らに実験２では筋損傷を誘発した群では、筋損傷を誘発
しない群と比較して BMP ２遺伝子発現の結果である筋
組織内における異所性の骨形成がより顕著に確認され
た。

【結論】マウス後肢骨格筋において、損傷が生じた組織
ではより高効率に導入遺伝子の発現が認められ、骨形成
が誘導された。以上より、本方法は組織損傷後の治癒促
進への応用や骨再生治療に有用となる可能性が考えられ
た。

再生 2	 8:25 ～ 8:55
座長：小林 正治

2-P-58
羊膜上培養歯根膜由来細胞シートの組織
修復ならびに骨再生に関与する遺伝子の
検索
1京都府立医科大学 大学院医学研究科 歯科口腔科学,  
2京丹後市立久美浜病院 歯科・歯科口腔外科

雨宮 傑1, 足立 哲也1, 市岡 宏顕1, 足立 圭司1,2,  
西垣 勝1, 大迫 文重1, 山本 俊郎1, 金村 成智1

【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歯根膜由来細胞（PDL
細胞）シートの作製に成功し，動物移植実験にて新生
骨（歯周組織）再生能を有すことを報告してきた．近年，
羊膜は細胞の培養基質としての有用性・有効性が注目さ
れている生体材料であるが，その効果については不明な
点が多い．そこで今回，羊膜上培養 PDL 細胞シートに
おける羊膜の培養基質としての効果についての検討を行
い，若干の知見が得られたので報告する． 

【材料・方法】羊膜は帝王切開時の胎盤より採取し，
PDL 細胞は抜去歯より採取した歯根膜を初代培養後，3
～ 4 代継代したものを研究に供した．上皮細胞を剥離，
除去した羊膜上にて PDL 細胞を約 3 週間の培養を行い，
羊膜上培養 PDL 細胞シートを作製，組織再生・修復お
よび骨再生に関する遺伝子解析を行った．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．

【結果】DNA マイクロアレイ法にて，羊膜上培養 PDL
細胞シートと PDL 細胞の遺伝子群の発現因子を網羅的
に解析した結果，羊膜上培養 PDL 細胞シートは，組織
修復・血管新生に関与する Stromal cell-derived factor-1

（SDF-1）および細胞を骨芽細胞への分化を促進するイン
スリン様増殖因子 1（IGF-1）の遺伝子が強発現していた．
また real-time PCR による遺伝子発現定量解析を行った
ところ，羊膜上培養 PDL 細胞シートは PDL 細胞と比較
し，SDF-1 および IGF-1 の発現量増加を示した．

【結論】羊膜上培養 PDL 細胞シートは，組織修復作用な
らびに骨再生能を有する結果が得られた．以上より，羊
膜は PDL 細胞の骨分化を促進する役割だけでなく，新
生骨（歯周組織）の再生に有効な培養基質となる可能性
が示された．
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2-P-59
ラット頭蓋骨骨欠損モデルを用いた骨再
生における足場材料の検討
1東京歯科大学口腔顎顔面学講座,  
2東京歯科大学口腔がんセンター,  
3東京歯科大学生化学講座

志賀 勇昭1, 林 宰央1, 齋藤 暁子3, 小野寺 晶子3,  
篠 宏美3, 柴原 孝彦1,2, 東 俊文3

【目的】創傷治癒・再生において足場材料の選択は重要
である。PuraMatrix(PM：自己組織化ナノペプチド ) は
血管、神経、骨、軟骨の再生に有用であると報告されて
いる。今回、我々はラット頭蓋骨骨欠損モデルを用いて
PM の有用性を検討した。

【材料および方法】Sprague-Dawley Rats 雄性 14 週齢
を用いた。イソフルラン吸入麻酔およびペントバルビ
タール酸ナトリウム腹腔内注射による全身麻酔下に、
頭部正中に切開し皮膚粘膜骨膜弁を作成、トレフィン
バーにて頭頂骨に径 5mm のバイコーティカル骨欠損
を作成。骨欠損部に Saline：Control、PM1%、PM3%、
AtelloCollagen gel：AC1%、AC3% をそれぞれ移植し、
骨膜、皮膚縫合した。2、4 週後にそれぞれ屠殺し、μ
CT を撮像し解析ソフト TRI3DBON/RATOC にて分析
を 行 い、Bone volume：BV、Bone mineral contents：
BMC、Bone mineral density：BMD を計測した。組織
は固定後脱灰標本作成し、H-E 染色にて観察した。

【 結 果 】PM 群 お よ び AC 群 は 2 週・4 週 評 価 と も
Control 群と比較して BV の増加傾向を認めた。術後 2
週では Control に比し PM1%、AC1% 群ともおよそ 3 倍
の増加、PM3% 群　AC3% 群ではおよそ 4 ～ 5 倍の増
加。術後 4 週では Control に比し PM1% 群、AC1％群
ともおよそ 2 倍の増加、術後４w では Control 群に比し　
PM3％群　AC3％群ともおよそ 3 ～ 4 倍の増加であっ
た。いずれも PM 群に比し AC 群が増加率が大きかっ
た。PM 群 AC 群ともに 3% は 1% 比較して良好であっ
た。BMC、BMD も同様に Control 群と比較して PM 群、
AC 群とも増加傾向を示した。

【結論】AC は骨再生の足場材料として有用であることが
再認識され、PM の骨再生における足場材料の有用性が
認められた。PM は今後、新たな骨再生医療の有効な足
場材料に取って代わる可能性が示唆された。

2-P-60
骨組織再生におけるヒト歯髄幹細胞シー
トの有用性
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

福島 龍洋, 舘原 誠晃, 竹部 祐生亮, 田所 晋,  
戸田 麗子, 里村 一人

【目的】現在、細胞シート工学による成果が再生医療の
分野において臨床応用され良好な結果を得ている。これ
まで、われわれは多分化能および高い増殖能をもつ歯髄
幹細胞に注目し、この歯髄幹細胞から細胞シートを作製
してその特性について報告してきた。今回、シート作製
後の一定期間の 3 次元培養が細胞シートの骨組織再生能
に及ぼす影響を検討した。

【材料方法】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
ることにより作製した細胞シートを、さらに 1 週間骨誘
導培地あるいは基本培地にて浮遊培養した。一方、基本
培地にて 4 週間培養後、骨誘導培地あるいは基本培地に
交換し、さらに 1 週間単層培養したものをコントロール
とした。培養後、各細胞シートを組織学的に観察すると
ともに、歯および骨関連遺伝子の発現について real time 
PCR 法を用いて比較検討した。

【結果】浮遊培養により細胞シート内の細胞外基質の石
灰化が促進された。また浮遊培養した細胞シートでは、
単層培養したものと比較して Runx2、Osterix、Bone 
sialoprotein、Osteopontin、Osteocalcin 遺伝子の発現が
促進し、さらに骨誘導培地での浮遊培養によりこれらの
遺伝子の発現がさらに促進する傾向がみられた。

【結論】浮遊培養によりヒト歯髄幹細胞シートの骨形成
能が促進されること、また骨誘導刺激によりその骨形成
能がさらに促進されることが示唆された。
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2-P-61
ミニブタにおける様々な組織由来間葉系
幹細胞の比較と細胞シートの開発
1東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学教室,  
2東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

貝淵 信之1,2, 岡本 俊宏1, 片岡 利之1, 熊坂 士1,  
福澤 智1, 安藤 智博1

【目的】再生医療におけるトランスレーショナルリサー
チとしての大動物実験は重要である．近年，臓器の大き
さがヒトに近いことなどから，様々な領域でミニブタが
使用されてきている．顔面のサイズもヒトに近いため，
口腔顎顔面領域の研究においても有用と考えられる．一
方，細胞シートはこれまで様々な疾患に対して臨床応用
がなされており，今後，間葉系幹細胞シートもその多く
の効能から臨床応用が期待されている．今回われわれ
は，様々な組織から間葉系幹細胞 (MSCs) を採取し，組
織ごとの比較検討と細胞シートの作製を行った．【材料
および方法】東京女子医科大学動物実験倫理委員会の
承認を得た後，10 月齢 NIBS 系ミニブタ 3 頭より各種
MSCs を採取した．大腿骨より骨髄を採取，腹部より皮
下脂肪を採取，臼歯を抜歯し歯根膜を採取，また，歯
肉，骨膜を切除し採取した．報告されている方法をもと
に MSCs を分離，培養し，細胞増殖能，コロニー形成
能，分化能，タンパク質分泌量，遺伝子発現，MSC マー
カーの発現について検討した．また，温度応答性培養皿
(UpCell®) に播種し，細胞シート作製を行った．【結果】
MSC マーカーの発現に差はみられなかった．細胞増殖
能，コロニー形成能，脂肪分化能は骨膜が，骨分化能は
歯根膜が最も良好であった．HGF の分泌量は歯根膜が
最も高かった．遺伝子発現を qRT-PCR で測定したとこ
ろ，COL1A1 では骨髄が，COL3A1, TGFβ-1, ANG-1 で
は骨膜が，FGF2, VEGF, TIE-1, ICAM-1 では歯肉で最
も発現していた．温度応答性培養皿に播種したところ，
骨髄，脂肪，骨膜で MSC シートを作製することができた．

【結論】採取する組織によって MSCs の性能に違いがあ
るため，シート作製条件にはさらなる最適化が必要であ
るとともに，疾患の病態に応じた MSC シートの効能の
検討が必要であると考えられた． 

2-P-62
無フィーダー・無血清培養系でのヒト
iPS細胞誘導―宿主細胞及びウイルスベ
クターの比較―
1広島大学病院 顎･口腔外科, 2広島大学・院・医歯薬保健
学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

赤木 恵理1, 山崎 佐知子1, 濱田 充子1, 中峠 洋隆2,  
大林 史誠2, 安井 多恵子2, 田口 有紀1, 谷 亮治1,  
虎谷 茂昭2, 岡本 哲治1,2

【目的】我々は、歯随細胞 (DPC) および末梢血単核球
(PBMC) から、レトロウイルスベクター (ReV) あるいは
センダイウイルスベクター (SeVdp)( 産総研中西真人博士
より供与 ) を用いて、全ての行程を無フィーダー・完全
無血清培養系でヒト iPS 細胞 (hiPSC) の誘導と長期維持
を試みた。本報告では、各宿主細胞や各ウイルスベクター
での誘導効率、未分化性、分化多能性およびウイルス残
存の有無などの検討結果を報告する。

【方法】DPC、PBMC を無血清培地 RD6F で培養後、
ReV あるいは SeVdp を用いて山中 4 遺伝子を導入し、
DPC は fibronectin 上、PBMC は laminin-E8 上で無血清
培地 hESF9 を用いて hiPSC を誘導した。hiPSC の未分
化性は、未分化マーカー遺伝子・蛋白発現を、分化多能
性は胚葉体における分化マーカー遺伝子・蛋白発現、更
にヌードマウスを用いたテラトーマ形成能を指標に検討
した。

【結果】ReV を用いた無血清条件での誘導効率は、0.23-
0.39% (DPC) 及び 0% (PBMC) で、血清添加条件では
0.027-0.2% (DPC) 及 び 0% (PBMC) で あ っ た。SeVdp
に よ る 無 血 清 条 件 で は 0.25-0.31% (DPC)、0.008-0.1% 
(PBMC)、 血 清 添 加 条 件 で は 0.30-0.44% (DPC)、0.01-
0.19%(PBMC) であった。一部の hiPSC では ReV が残存
していたが、SeV は検出されなかった。本誘導・培養系
を用いることで、hiPSC を容易に誘導できるとともに、
未分化性と分化多能性を長期間継代維持可能であること
が明らかとなった。

【結論】本培養系と SeVdp を用いることで、染色体へウ
イルス遺伝子を挿入することなく、種々の細胞から安定
して hiPSC を樹立可能となり、培養法の標準化や、増殖・
分化を促進・制御する各種因子の探索・同定に有用と考
えられた。



267

ポ
ス
タ
ー

2-P-63
疾患特異的iPS細胞を用いた疾患モデル
作成研究
1広島大学 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

濱田 充子1, 赤木 恵理1, 中峠 洋隆2, 大林 史誠2,  
安井 多恵子2, 山崎 佐知子1, 虎谷 茂昭1, 岡本 哲治1,2

【目的】我々は、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) を用いて、Cleidocranial 
dysplasia(CCD) 及び Noonan syndrome(NS) 等の遺伝性
疾患患者由来細胞の初代培養時から完全無血清・フィー
ダー細胞フリーの培養系で特異的 iPS 細胞（iPSC）の樹
立・長期維持に成功し、報告してきた。さらに、SCID
マウスを用いたテラトーマ形成にて分化多能性を検討し
た結果、これら疾患特異的 iPSC 由来テラトーマにおけ
る軟骨組織は、健常人 iPSC 由来テラトーマの軟骨組織
と比較し、細胞が膨化し軟骨基質が疎な疾患病態を反映
した組織像を示した。そこで今回、これら iPSC より、
無血清培養条件で軟骨分化誘導を行い、解析することで、
疾患モデルとしての有用性を検討した。

【方法と結果】CCD 及び NS 患者由来歯髄細胞を、RD6F
無血清培地を用いて初代培養後、山中 4 遺伝子を 1 ベ
クターにリニア状に搭載した SeVdp を用いて初期化し、
疾患特異的 iPSC を誘導した。本培養系を用いることで、
iPSC の未分化性および分化多能性を長期間維持するこ
とに成功した。これら iPSC を、in vitro での無血清３
次元培養系を用いて軟骨組織への分化誘導を行ったとこ
ろ、テラトーマで見られた軟骨組織と同様に、健常人の
軟骨組織と比較し軟骨基質が疎な組織像を呈した。

【結論】以上の結果、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、フィーダー細胞などの
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、増殖・分化を促進あるいは制御する既知
あるいは未知の因子の同定や機能解析を可能とした。さ
らにこれら疾患モデルを用いることで、各種疾患の分子・
細胞レベルでの病態解明および治療法開発が期待され
る。

有病者、周術期	 8:55 ～ 9:30
座長：中嶋 正博

2-P-64
抜歯後の持続出血を契機に発見された後
天性血友病Aの1例
産業医科大学病院 歯科口腔外科

立和名 浩明, 於保 耕太郎, 平島 惣一, 宮脇 昭彦,  
秋森 俊行, 大矢 亮一

【緒言】後天性血友病 A は、第Ⅷ因子インヒビターの出
現により重篤な出血症状を呈する出血性疾患であり人口
100 万人に対し 1.48 人の割合で発症しているとの報告が
ある。今回、我々は抜歯後の止血困難を契機に発見され
た後天性血友病 A の１例を経験したので報告する。

【症例】患者：80 歳代、男性。初診日：201X 年 10 月。
主訴：抜歯後出血。既往歴：高血圧症、発作性上室性頻
拍（アブレーション後）、高脂血症、前立腺癌（放射線
治療後）。飲酒・喫煙歴なし。現病歴：初診 5 日前に近
医歯科で重度歯周炎により右側上顎第一、第二小臼歯を
抜歯され抜歯後 2 日毎に出血を繰り返し、ガーゼ圧迫を
行うも止血しないため当科受診となった。初診時所見：
上顎洞との交通はなく、同抜歯窩より持続的な出血を認
めた。血液・凝固検査で WBC 13.8 × 103/μl と高値を示
し、APTT 58.3 秒と延長を認めた。皮下出血斑や関節内
出血を疑う異常を認めなかった。臨床診断：抜歯後出血

［右側上顎第一、第二小臼歯］、血液凝固異常の疑い。処
置および経過：初診時、抜歯窩を掻爬しサージセル ® を
填入し、縫合した。止血確認後に帰宅させた。初診 3 日
目、出血なく創部は良好であった。初診 6 日目、抜歯窩
より再出血にて当科再診となった。右側上顎第一小臼歯
頬側歯肉より出血を認めサージセル ® を挿入し止血用床
副子を装着した。その後、初診 9 日目、12 日目と再出血
を繰り返したため入院となった。当院血液内科へ診察を
依頼したところ、後天性血友病 A の診断を得た。初診
13 日目よりプレドニゾロン（PSL）60mg/day を開始し
出血は止まり、初診 21 日目には抜歯窩の上皮化を確認
し、初診 23 日目に退院した。

【考察】後天性血友病 A は予後が不良であり、抜歯後の
止血に苦慮する症例において出血性素因を疑うことは必
須である。本症例のように PLT、PT、APTT 等比較的
簡単な項目の検査で血液疾患を疑う異常値を認めた場合
には速やかに血液内科へ診察を依頼する必要があると考
えられた。
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2-P-65
抜歯後出血を契機に発見されたDICを伴
う肝血管肉腫の1例
長野赤十字病院 口腔外科

宮本 一也, 清水 武, 柴田 哲伸, 細尾 麻衣, 橋詰 正夫, 
五島 秀樹

【緒言】肝血管肉腫は非上皮性悪性腫瘍であり，肝原発
悪性腫瘍の中でもまれな疾患である．本疾患は悪性度が
高く，腫瘍塞栓の形成により播種性血管内凝固症候群

（DIC）を合併することが報告されている．今回われわ
れは，抜歯後出血を契機に発見された DIC を伴う肝血
管肉腫の 1 例を経験したので，その概要を報告する．

【症例】患者：76 歳，女性．主訴：抜歯後出血．既往歴：
高血圧症．現病歴：ブラッシング時の歯肉出血を主訴に
近歯科医院を受診し，慢性辺縁性歯周組織炎の診断のも
と左側下顎 67 番の抜歯術を受けた．抜歯後，同部より
の出血が止まらず止血処置を受けるも，再出血を繰り返
すため当科を紹介され受診した．所見：全身皮膚に紫斑
および出血班を認めない．抜歯窩よりの出血を認めた．
血液検査では，血小板 8.3 万 /µL，フィブリノゲン 124 
mg/dL，FDP 233 µg/dL ，Dダイマー113.2 µg/dLであっ
た．

【処置および経過】DIC が疑われたため，当院血液内科
に対診した．造影 CT にて多発肝腫瘤を認め，悪性腫瘍
に随伴する DIC の状態と診断された．経頸静脈的肝生
検では腫瘍の質的診断には至らなかったが，画像所見か
らは肝血管肉腫が疑われた．出血症状は，口腔内に止血
床シーネの装着，新鮮凍結血漿およびメシル酸ナファモ
スタットなどの投与により落ち着いたが，肝腫瘍破裂に
よる腹腔内出血と全身状態の悪化により第 124 病日に永
眠された．死後針組織病理診断で肝血管肉腫の診断を得
た．

【結語】今回われわれは，抜歯後出血を契機として発見
された DIC を伴う肝血管肉腫の 1 例を経験したので報
告した．

2-P-66
抜歯を行ったKasabach-Merritt症候群
の2例
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

森田 麻希, 堀井 幸一郎, 土持 師, 青木 尚史,  
宮本 大模, 横山 善弘, 由地 伶, 佐藤 隼, 中西 由佳理, 
渋谷 恭之

【緒言】Kasabach-Merritt 症候群 ( 以下 K-M 症候群 ) は
広範な血管腫に血小板減少症を伴う凝固障害を合併する
極めてまれな疾患である。今回，われわれは止血困難が
予想された K-M 症候群 2 例に対する抜歯を経験したの
で報告する。

【症例 1】43 歳，女性。近在歯科にて右上 7 の根管治療
を行ったところ，髄床底よりの出血が止血困難となった
ため当科を紹介受診。同歯は入院下に抜歯することとし，
抜歯前日にダナパロイドナトリウム 1250 単位、FFP4 単
位を投与。抜歯後の出血に対しては電気メスを用いた焼
灼止血などを行ったところ，良好な経過を得た。

【症例 2】31 歳，男性。当院肝膵内科を通院中に左上 8
に疼痛を認めたため近在歯科より抜歯目的に当科を紹介
受診。内服していたワルファリンカリウムを抜歯 5 日前
より休薬のうえ入院下に抜歯を行った。抜歯後異常出血
を認めず，翌日よりワルファリンカリウムを再開。1 週
間後の血液検査にて FDP110.5μg/ml，D.D ダイマー 57.7
μg/ml と高値を認めたが 2 週間後には基準値に至った。
その後，経過良好である。

【考察】今回は 2 症例ともに血液内科への対診後に入院
抜歯を行った。症例 1 では線溶系の亢進が認められた。
そこで血栓予防のためにダナパロイドナトリウムを投与
する一方で，全身止血処置として FFP 投与を施したが
止血困難を認め，局所止血処置にて対応した。症例 2 で
は全身状態が安定していると判断し，ワルファリンカリ
ウムを休薬のうえ抜歯を行ったところ止血は良好であっ
たが，抜歯後の血液検査に異常値を認めた。休薬や抜歯
後の影響と推測されるが長期の経過観察が必要となっ
た。

【結語】今回われわれは K-M 症候群患者に対して入院下
に抜歯を施行し良好な結果を得たので報告した。
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2-P-67
当院緩和ケアセンターにおける口腔関連
有害事象の検討
1名古屋第一赤十字病院 歯科,  
2名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科

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

【背景・目的】当院緩和ケアセンターでは , 多職種によ
るチーム医療を実施しており , 当科を中心にオーラルマ
ネージメント (OM) を行い , 週１回 , チーム回診を行っ
ている . 今回 , 緩和ケアセンター入院患者の口腔関連有
害事象について検討した . 【対象・方法】2014 年 1 日 1
月から 2015 年 12 月 31 日までに死亡退院した患者 241
人 について検討した . 検討項目は患者基本情報 , 在院日
数 , 介入の有無 , 入院時口腔関連有害事象などとした . 

【結果】原疾患は , 呼吸器腫瘍 74 人 (30.7%), 消化器腫瘍
72 人 (29.9%), 胆管膵腫瘍 36 人 (14.9%), 婦人科腫瘍 23 人
(9.5%), 乳腺腫瘍 , 泌尿器腫瘍 10 人 (4.1%), その他の腫瘍
16 人 (6.6%) であった . 口腔関連有害事象は , 口腔乾燥
116 人 (48.1%), 嚥下障害 66 人 (27.4%), 粘膜炎 24 人 (10.0%), 
義歯不適合 12 人 (5.0%), 急性歯性感染 2 人 (0.8%) であっ
た . 口腔乾燥を認める患者は呼吸器腫瘍 49 人 (N=74, 
66.2%), 消化器腫瘍 34 人 (N=72, 46.6%), 胆管膵腫瘍 8 人
(N=36, 22.9%) であり , 原病別で口腔乾燥の出現率が有意
に異なった . 長期緩和ケアセンター滞在（30 日以上）と
短期緩和ケアセンター滞在（30 日未満）で検討すると , 
口腔乾燥 , 嚥下障害では短期滞在患者 , 義歯不適合は長
期滞在患者に多く認めた . 入院時に口腔関連有害事象を
認めた患者は滞在中に同症状が悪化する傾向があった . 
OM 回診 (31 人 ) の依頼内容は半数以上が口腔乾燥に対
する対応依頼であった . 対応後に症状が改善したのは 25
人 (80.6%) であった . 先行する治療時に「周管」として
介入したことによる口腔関連有害事象発現の有無に関連
は認めなかった . 【結論】口腔乾燥 , 嚥下障害が緩和ケア
における OM を実施する際の指標になるのではと考えら
れた .

2-P-68
当科における周術期口腔機能管理におけ
る検討～化学療法、放射線療法における
現状報告～
信州大学 医学部 歯科口腔外科学教室

吉村 伸彦, 鎌田 孝弘, 宜保 隆彦, 小山 吉人,  
西牧 史弘, 鈴木 大介, 櫻井 精斎, 近藤 英司,  
山田 慎一, 栗田 浩

【目的】近年、周術期口腔機能管理が広く普及している
が、口腔管理の方法や歯科疾患治療の有無の判断基準は
明確化されておらず、標準化されていない。化学療法に
おいては新規抗癌剤、分子標的薬や免疫療法剤の使用も
増加すると思われ標準化に苦慮すると思われる。現在わ
れわれの施設では、過去の論文などをもとに周術期口腔
管理の歯科治療プロトコールを作成しそれに沿って治療
を行っている。今回われわれは口腔管理の標準化を目的
に、周術期口腔管理（Ⅲ）、すなわち化学療法、放射線
療法に絞って、口腔管理現状と有害事象の調査を行った
のでその概要を報告する。

【方法】平成 24 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 3 年間
で周術期口腔機能管理（Ⅲ）を算定している患者を抽出
し、レトロスペクティブにカルテ記載をもとに調査・検
討した。

【結果】患者数は 524 人、男性 321 例、女性 203 例で、
年齢の中央値は 63.5 歳（最低 1 歳、最高 92 歳）であった。
依頼科別では消化器外科、血液内科、呼吸器内科の順で
多かった。疾患別では肺がん、白血病、食道がんの順で
あった。治療内容は、化学療法、放射線療法、化学放射
線療法 18 例（3.4%）の順であった。処置内容としては
歯周治療、抜歯、う蝕処置、義歯調整の順であった。また、
全患者のうち 29 例（5.5%）は当科の介入なしに化学療
法や放射線療法が開始されてから、歯痛や排膿などを認
められ紹介となった。

【結論】他の周術期口腔機能管理と異なり、肺がんや白
血病が多く、治療内容としては化学療法が最も多かった。
中でも注目すべきは当科の介入なく、化学療法を導入さ
れた患者で治療途中に口腔内の有害事象が発生していた
患者を認めた。これらの患者を防ぐためにも更なる介入
率を高めることが大切である。今後は有害事象について
詳細を検証し口腔管理の標準化を進めていきたい。
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2-P-69
口腔癌患者の放射線治療における経管栄
養導入に関するリスク因子の検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

上山 善弘, 山川 延宏, 桐田 忠昭

【背景】口腔癌患者の放射線治療において、治療中に経
口摂取困難となり経管栄養を余儀なくされることがあ
る。経管栄養をストレスなく導入するため、治療前より
胃瘻を造設することがあるが、その適応について明確な
判断基準はない。そこで、本研究は、過去症例を統計
学的に解析することによって、放射線治療における経管
栄養導入に関するリスク因子を同定することを目的とし
た。

【方法】2010 年から 2014 年に奈良県立医科大学口腔外
科で加療した口腔癌患者のうち、放射線治療を受けた
50 例を対象とした。各症例の患者背景因子、治療前状
態、治療方法を過去診療録より抽出した。患者背景因
子は、性別、年齢、身長、体重に加え、全身評価とし
て NYHA 心機能分類、Hugh-Jones 分類、および併存疾
患の指標である Charlson comordity index(CCI) とした。
さらに、局所評価として、口腔癌の情報、歯数および歯
科金属数を検討項目として加えた。治療前状態は、重症
度評価である APACHE II と外科手術の術前評価である
POSSUM の評価項目を参考として、治療開始一週間前
の血液検査値、バイタルサインを検討項目とした。治療
方法に関する検討項目は、放射線治療の治療方針、照射
総線量、照射領域、併用化学療法の方法とした。アウト
カムを治療中の経管栄養の有無として各項目との関連を
調べた後、logistic 回帰分析による多変量解析を行った。

【結果】経管栄養が導入された症例は 25 例であった。多
変量解析によるリスク因子は性別，CCI，TP 値，照射
領域であり (p<0.05)、それぞれのオッズ比は 0.4、6.2、7.9、
7.6 であった。

【結論】既往や栄養状態等の患者自身の予備力と、放射
線治療における照射領域が、治療中の経管栄養導入に関
連した。これらを評価検討することにより、放射線治療
開始前の胃瘻造設の判断の一助になると考えられた。

2-P-70
頭頸部腫瘍再建手術における周術期口腔
機能管理の有用性の検討
長野赤十字病院 歯科口腔外科

柴田 哲伸, 五島 秀樹, 宮本 一也, 橋詰 正夫,  
細尾 麻衣, 清水 武

【目的】周術期口腔機能管理は口腔ケアにより周術期の
感染を予防し、合併症の発生頻度を減少させる目的で行
われている。特に再建を伴う頭頸部高侵襲手術における
合併症の予防は、患者の QOL を向上させ、医療経済効
果をも期待できる。今回われわれは、頭頸部腫瘍再建手
術における口腔ケア介入の有用性を検討したのでこれを
報告する。

【材料および方法】対象は 2006 年 1 月から 2015 年 12 月
の 10 年間に当院歯科口腔外科、耳鼻咽喉科で施行した
遊離皮弁および有茎皮弁を用いた頭頸部腫瘍再建手術症
例 49 例である（舌癌 28 例、下咽頭癌 11 例、口底癌 4 例、
下顎歯肉癌 3 例、頬粘膜癌 2 例、下顎エナメル上皮腫 1
例）。術前にスケーリング、PMTC、動揺歯の抜歯など
を行った口腔ケア介入群 22 例と、口腔ケア介入をして
いないコントロール群 27 例について比較検討した。内
容は感染や皮弁部分壊死などを含む合併症の有無、肺炎
など呼吸器系を含む術後感染症の有無、創部感染の有無、
抗菌薬投与日数、経口摂取開始までの日数、体温、C 反
応性蛋白、白血球数など各種検査値、在院日数になどつ
いて検討した。創部感染の判定については Johnson らの
頭頸部手術における感染 Grade 分類を用いた。

【結果】術後合併症の頻度は口腔ケア介入群 7 例（31.8％）、
コントロール群 12 例（44.4％）であり、前者が少ない傾
向にあったものの有意差を認めなかった。創部感染の発
生頻度は口腔ケア介入群 1 例（4.5％）、コントロール群
7 例（25.9％）でありカイ二乗検定において有意差を認
めた。その他には術後感染症の有無、抗菌薬投与日数、
C 反応性蛋白値などにおいて口腔ケア介入群で少ない傾
向であったがいずれも有意差は認めなかった。

【結論】頭頸部腫瘍再建手術において、周術期口腔機能
管理が創部感染を軽減する要因となることが示唆され
た。他の因子についても関連を報告する。
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良性腫瘍 1	 8:00 ～ 8:30
座長：高橋 浩二

2-P-71
舌縁部に生じた紡錘細胞脂肪腫の1例
1千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科,  
2千葉大学大学院 医学研究院 口腔科学講座,  
3千葉大学大学院 医学研究院 臨床腫瘍学講座

有田 恵利奈1, 丹沢 秀樹1,2, 鵜澤 一弘1,2, 椎葉 正史3,  
坂本 洋右1, 笠松 厚志1, 肥後 盛洋1, 中嶋 大1,  
大和地 正信1, 皆川 康之2

【目的】紡錘細胞脂肪腫は 1975 年に初めて報告された脂
肪腫の特殊型とされ ,WHO の定義では成熟脂肪細胞と紡
錘形細胞が混在し , 間質に膠原線維の増生と粘液基質を
伴う組織像を特徴とした良性腫瘍とされている . 好発部
位は後頸部 , 肩部 , 背部の皮下とされており , 口腔内での
発生報告は極めて少ない . 今回 , 舌縁部に発生した紡錘
細胞脂肪種の１例を経験したので報告する .

【材料および方法】症例は 67 歳男性 . 左側舌縁部の違和
感を主訴に 2014 年 11 月当科を紹介受診した . 口腔内所
見として左側舌縁部に 20 × 40mm 弾性軟、無痛性の腫
瘤を触知した．MRI 検査では左側舌縁部に T1 強調で高
信号 , T2 強調で低信号の多房性の境界明瞭な腫瘍を認
めた . 生検の結果 , 脂肪腫の診断を得たため , 同年 12 月 , 
全身麻酔下にて腫瘍切除術を施行した .

【結果】病理組織診断は，H-E 染色にて成熟脂肪細胞に
対して間質組織および紡錘細胞を多数認め , 免疫組織化
学染色にて , CD34 陽性 , S-100 蛋白陰性を示し、紡錘細
胞脂肪腫の診断を得た . 

【結論】口腔領域における紡錘細胞脂肪腫は自件例を含
め 42 例であり , 男女比は 2：1 と男性が多く , 発症年齢
は 24 歳から 74 歳で平均は約 56 歳 , 口腔内の発生部位は ,
頬粘膜 , 舌に次ぎ , 口腔底 , 口蓋である . また , 多発性に
生じたものは全体の 7％であり , 口腔領域に生じた紡錘
細胞脂肪腫の中でも稀である . 通常の脂肪腫と同様に予
後は良好とされており , 報告された症例いずれも再発を
認めていない .

2-P-72
智歯歯胚部の感染が疑われた小児下顎骨
骨髄炎の１例
1伊那中央病院 歯科口腔外科,  
2信州大学医学部歯科口腔外科学講座

宜保 明希子1, 小池 剛史1, 栗田 浩2

【緒言】若年者の顎骨骨髄炎は比較的まれな疾患であり
鑑別に注意を要する . 智歯歯胚により惹起された小児の
下顎骨骨髄炎に関する報告は渉猟し得た限り１例のみで
あった . 今回われわれは智歯歯胚部の感染が疑われた小
児下顎骨骨髄炎の１例を経験したので報告する .

【症例の概要】11 歳男児 . 主訴は右側頬部の腫脹 . 現病歴
として 2014 年 4 月頃から右頬部の腫脹を自覚 . 近歯科受
診し抗菌薬を内服し腫脹は軽減 .8 月に再度頬部腫脹を自
覚したため当院耳鼻科紹介受診 . 精査・加療目的に 2014
年 9 月当科紹介受診となった . 口腔外所見では右頬部か
ら顎角部にかけてびまん性の腫脹が認められ顔貌左右非
対称性 . 同部皮膚に発赤、圧痛は認められなかった . 開
口障害、オトガイ部知覚異常は認められなかった . 口腔
内所見では特記事項は認められなかった . 初診時の血液
検査所見では白血球数、CRP の上昇、軽度貧血傾向が認
められた . CT 画像所見では下顎枝を中心に硬化性変化
と溶骨性変化が混在し、一部骨皮質が断裂し、強い骨膜
反応が認められた .MRI 所見では右側下顎枝周囲の咬筋
等軟部組織に T2 強調像で高信号の腫脹が認められ、下
顎骨は下顎枝を中心に T1 強調像で低信号を呈しており、
強度の骨膜反応が認められた .

【処置および経過】Ewing 肉腫等の小児悪性腫瘍の可能
性も疑われたため、2014 年 9 月全身麻酔下に骨および軟
組織の生検を施行した . また右下顎智歯は下顎骨骨髄炎
の感染源として否定できなかったため同時に抜歯術を施
行した . 病理組織学的所見では悪性腫瘍は否定され骨髄
炎の確定診断が得られた . その後頬部腫脹は改善が認め
られ、術後６か月の MRI では周囲軟部組織の浮腫性変
化は寛解が認められた . 術後 1 年４か月経過した現在も
経過観察中である .

【結語】今回われわれは智歯歯胚部の感染が疑われた小
児下顎骨骨髄炎の１例を経験したので報告した .
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2-P-73
下顎智歯部に発生した腺腫様歯原性腫瘍
の１例
1日本大学 歯学部 口腔外科学講座,  
2日本大学 歯学部 歯科放射線学講座,  
3日本大学 歯学部 病理学教室

永井 克奈1, 清水 治1, 白土 博司1, 澤田 久仁彦2,  
尾曲 大輔3, 浅野 正岳3, 外木 守雄1, 金子 忠良1,  
大木 秀郎1

【緒言】腺腫様歯原性腫瘍は，発生頻度が歯原性腫瘍の 2
～ 7% 程度とされる比較的まれな腫瘍であり，その好発
部位は上顎前歯部とされている．今回われわれは右側下
顎智歯部に発生した腺腫様歯原性腫瘍の 1 例を経験した
ので報告する．【症例と経過】患者：26 歳女性．主訴：
右側下顎智歯部の違和感．既往歴：特記事項なし．現病歴：
平成 26 年 3 月頃右側下顎智歯部に違和感を自覚．同年 4
月に近医歯科受診し，右側下顎臼歯部のエックス線透過
像を指摘され，精査加療目的に当科紹介され来院．現症：
顔貌は左右対称であった．口腔内は右側下顎智歯相当部
に軽度の骨膨隆を認めた．画像所見：パノラマエックス
線写真にて低位に埋伏した右側下顎智歯とその歯冠と歯
根を含む単房性境界明瞭なエックス線透過像を認めた．
右側下顎第二大臼歯遠心根は吸収していた．CT Ｘ線に
て右側下顎智歯相当部に30×24×22mm大で，歯を含む
境界明瞭な単房性透過像を認めた．頬舌的には骨膨隆と
皮質骨の菲薄化と内部に石灰化物と思われる不透過像を
認めた．処置および経過：石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の臨
床診断のもと生検を施行．腺腫様歯原性腫瘍の診断を得
て，全身麻酔下にて平成 26 年 6 月に腫瘍摘出術・右側
下顎智歯抜去・右側下顎第二大臼歯歯根端切除術を施行
した．摘出標本は 24 × 17 × 16mm 大であり，嚢胞状の内
腔，円柱状細胞で構成される花冠状胞巣および紡錘形細
胞で構成される充実性胞巣，アミロイド様物質および砂
粒状の石灰化物の混在を認め，腺腫様歯原性腫瘍と診断
された．【結語】右側下顎智歯部に発生した腺腫様歯原
性腫瘍の１例を経験したのでその概要を報告した．術後
1 年 7 か月経過し，再発所見なく経過良好である．

2-P-74
下顎両側智歯部に認めた歯原性腫瘍
1朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野,  
2朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔病理学分野

川村 百代1, 住友 伸一郎1, 江原 雄一1, 鷲見 成紀1,  
稲垣 友里1, 太田 貴久1, 田沼 順一2

顎骨内に多発する歯原性腫瘍には，基底細胞母斑症候群
（Synonyms Base Cell Nevus Syndrome：BCNS）にみ
られる角化嚢胞性歯原性腫瘍（Keratocystic odontogenic 
tumor：KCOT）がある。今回われわれは，下顎両側智
歯部に歯原性腫瘍を認めた症例を経験したのでその概要
を報告する。
患者：32 歳，男性。主訴：両側下顎智歯部精査。既往歴，
家族歴：特記事項なし。現症：顔貌，体格に特記事項な
し。現病歴：補綴物脱離にて近歯科医院を受診したとこ
ろ，X 線検査で下顎両側智歯部に X 線透過像を指摘され，
2015 年 4 月に精査目的にて朝日大学歯学部附属病院口腔
外科へ紹介来院となった。X 線検査にて右側は多房性，
左側は単房性の埋伏した下顎智歯歯冠を含む X 線透過像
を認めた。臨床診断：下顎両側智歯部歯原性腫瘍。2015
年 7 月全身麻酔下にて下顎両側顎骨腫瘍摘出術ならびに
智歯抜歯術を施行した。病理診断で右側は KCOT と診
断されたが，左側は炎症が強く，KCOT 疑うものの確定
は困難であった。現在，術後半年経過しているが明らか
な再発所見は認めず経過良好である。引き続き注意深く
経過観察し，必要に応じて反復掻爬術を行う予定である。
KCOT は，歯原性上皮に由来する単房性もしくは多房性
の顎骨腫瘍である。多くは単発性に認めるが，多発性に
生じるものは BCNS の一症状であることが多い。しかし
ながら本症例では，多発性顎嚢胞以外には BCNS を疑う
基底細胞癌，手掌の点状小窩，二分肋骨は認めなかった。
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2-P-75
下顎枝全体に及び第二大臼歯の埋伏を来
した巨大な含歯性嚢胞の１例
江南厚生病院 歯科口腔外科

丸尾 尚伸, 安井 昭夫, 北島 正一朗

【目的】含歯性嚢胞は埋伏歯の歯冠を腔内に含むように
して歯冠周囲に形成される発育性歯原性嚢胞で，比較的
発生率の高い嚢胞である。本嚢胞は若年者に好発し，歯
の萌出遅延や歯列不正を引き起こす原因となることが多
い．またエナメル上皮腫，角化嚢胞性歯源性腫瘍との鑑
別が難しいこともあり，臨床上重要な疾患の一つである．
今回われわれは，下顎第二大臼歯より生じ下顎枝におよ
ぶ含歯性嚢胞に対して，可及的に嚢胞摘出を行い創部は
開窓とし，良好な治癒経過を得た症例を経験したので報
告する．

【症例】11 歳，女児．初診：2014 年 2 月 1 日．現病歴：
2014 年 1 月，近在歯科で下顎左側大二大臼歯萌出遅延の
ため X 線写真を撮影したところ，下顎左側大二大臼歯か
ら下顎枝におよぶ不透過像を指摘された．2 月 1 日，同
院より紹介され当科を受診した．現症：下顎左側第二大
臼歯は未萌出で，同部の歯肉は頬舌的に骨様硬の膨隆が
認められた．X 線および CT 所見：下顎左側大臼歯部か
ら下顎枝部に境界明瞭な不透過像がみられた．また不透
過像の下部に下顎左側第二，三大臼歯が埋伏し，同部は
頬舌的に骨膨隆を呈していた． 

【処置および経過】臨床診断では下顎骨良性腫瘍を疑い，
生検を施行し歯原性嚢胞との回答を得た．その後，全身
麻酔下に嚢胞摘出および下顎左側第三大臼歯術を施行し
た．原因歯と思われる第二大臼歯に関しては，患者が幼
少で根未完成歯だったため，嚢胞腔内の永久歯歯頸部周
囲を除く嚢胞壁の大部分を可及的に剥離し摘出後に開窓
とし保存した．病理診断：含歯性嚢胞．術後約 1 ヶ月で
第二臼歯の萌出傾向が認められ，術後 6 ヶ月には完全に
萌出した．術後 1 年 6 ヶ月の CT にて，骨膨隆は改善し
左右差がなくなり，術後の経過に異常所見は認められな
かった．

【結論】今回われわれは，小児の下顎に発生した巨大な
含歯性嚢胞に対して可及的に嚢胞摘出術を行い，原因と
思われる埋伏歯も正常に萌出した症例を経験したので，
その概要を報告した．

良性腫瘍 2	 8:30 ～ 9:00
座長：柴田 敏之

2-P-77
静脈石を伴った舌血管腫の1例
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講座

古阪 有1, 糸井 祥乃1, 羽田 紗綾1, 田中 茂男1,  
久山 佳代2, 小宮 正道1

【緒言】口腔領域における血管腫は頻度の高い症例であ
るが、静脈石を伴う血管腫は比較的少ないとされる。今
回われわれは舌に多数の静脈石を伴った血管腫の 1 例を
経験したので報告する。【症例】25 歳、女性。【主訴】舌
の腫大および開咬。【現病歴】出生時より舌背部腫瘍の
指摘があった。舌の腫大が気になり平成 11 年に当科を
受診し、舌血管腫の診断を得たが、患者の判断で放置し
ていた。平成 27 年 2 月に腫瘍の増大傾向を自覚したた
め再度当科を受診した。【現症】口腔内所見として舌尖
部から舌背部にかけての腫瘍を認め、巨舌を呈していた。

【臨床検査所見】特記事項なし。【画像所見】CT 画像よ
り舌背部に42×42×40mm大の筋組織よりやや低い腫瘍
性の濃度域を認め、内部に大小多数の石灰化物を認めた。
MRI 画像より T1 強調像にて低信号、T2 強調像・STIR
像にて高信号が観察された。【臨床診断】舌血管腫【処
置および経過】平成 27 年 10 月、全身麻酔下に舌血管腫
減量術を施行し、現在経過観察を継続している。【病理
組織診断】静脈石および血栓症を伴った海綿状血管腫で
あった。
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2-P-78
下顎前歯舌側歯肉部に発生した孤立性線
維性腫瘍の１例
地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療セン
ター 歯科口腔外科

木田 久美子, 小倉 孝文

【緒言】孤立性線維性腫瘍 (solitary fibrous tumor、以下
SFT) は、胸膜に好発する腫瘍であり、口腔領域の発生
は比較的稀である。今回われわれは下顎舌側歯肉に発生
した SFT の１例を経験したので報告する。　【症例】37
歳女性　【主訴】下顎前歯舌側歯肉部腫瘤　【既往歴】特
記事項なし　【現病歴】約 1 年前から下顎前歯部舌側歯
肉に腫瘤形成を自覚するも、放置していた。かかりつ
け歯科医院で精査を勧められて 2014 年 7 月当科を受診
した。　【現症】左側下顎中切歯から第一小臼歯舌側歯
肉に基部を有する、境界明瞭な弾性軟の腫瘤を認めた。
表面粘膜は正常であった。【画像所見】単純 CT にて左
側下顎前歯部舌側歯肉に径 11 mm の内部均一な軟部腫
瘤を認めた。接する下顎骨の骨吸収は認めなかった。　

【臨床診断】下顎歯肉腫瘍　【処置および経過】同年 7
月、外来局所麻酔下、生検術を施行したところ、fibrous 
nodule の結果であった。同年 8 月、静脈内鎮静下、歯
肉腫瘍摘出術を施行した。病理組織学的に、類円形核を
有す紡錘形細胞や硝子化を伴った膠原線維の増生を認
めた。免疫組織化学染色では、CD34 陽性、bcl-2 陽性、
desmin陰性、S-100陰性、αSMA陰性、CK陰性であった。　

【病理組織診断】SFT　【経過】術後 1 年 5 ヶ月を経過し、
腫瘍の再発・転移を疑う所見を認めていない。　【考察】
SFT は 1931 年に Klemperer と Rabin によって報告され
た腫瘍であり、胸膜に好発することから中皮由来と考え
られてきたが、近年胸膜外病変の報告が増え、全身の様々
な部位に発生する未分化間葉系腫瘍と考えられている。　
われわれの渉猟し得た 87 論文 165 症例に自験例を加え
た 166 症例の口腔領域の SFT において、発生部位は頬部・
頬粘膜部が最も多く (43%)、大唾液腺 (16%)、舌 (11%) の
順に続く。歯肉発生例15例(9%)のうち口腔前庭部が6例、
臼後部が 2 例、歯槽歯肉部に発生したものは自験例を含
めて 7 例 (4%) のみであった。

2-P-79
上顎歯肉に生じた象牙質形成性幻影細胞
腫と考えられた1例
1千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,  
3千葉大学大学院医学研究院 臨床腫瘍学

五十嵐 万理1, 坂本 洋右2, 皆川 康之1, 小池 一幸2,  
大和地 正信2, 中嶋 大1, 笠松 厚志2, 椎葉 正史3,  
鵜澤 一弘1,2, 丹沢 秀樹1,2

【目的】象牙質形成性幻影細胞腫（DGCT）は石灰化歯
原性嚢胞（COC）の充実型とよばれていたものであり，
2005 年の WHO 分類で嚢胞上の形態を示す石灰化嚢胞性
歯原性腫瘍（CCOT）と象牙質形成性幻影細胞腫の 2 種
類に分類された．今回 , 上顎歯肉に生じた象牙質形成性
幻影細胞腫と考えられた 1 例を経験したので報告する .

【材料および方法】症例 60 歳，男性，2015 年 6 月，左側
上顎歯肉の腫脹を主訴に来院し，局所麻酔下にて骨膜を
含めて腫瘍切除術を行った .

【結果】病理組織学的診断は , 重層扁平上皮に覆われ , そ
の直下の間質内に 2.5mm 大の腫瘤上病変を認めた . 腫瘤
状病変の主たる成分は象牙質様の好酸性硬組織であり，
深部にはエナメル上皮腫様の上皮を認めた . 上皮は辺縁
が柵状に配列した胞巣を形成し , 蜂巣の中心には幻影細
胞を認めた . 幻影細胞の集塊と歯原性上皮に接した象牙
質様の硬組織の増殖が見られたため , 象牙質形成性幻影
細胞腫（DGCT）の診断を得た . 

【結論】象牙質形成性幻影細胞腫は稀な疾患であり , 「エ
ナメル上皮腫に類する腫瘍胞巣を形成して局所浸潤性に
増殖する腫瘍で，幻影細胞の異常角化と異型象牙質の
形成を伴う」と定義されており，幻影細胞と異型象牙質
の存在が他疾患との鑑別点になる．石灰化歯原性嚢胞

（COC）の発生頻度は歯原性腫瘍の 1 ～ 2％であり，象
牙質形成性幻影細胞腫（DGCT）はそのうちの２～ 14％
と報告されている極めて稀な疾患である．渉猟し得た限
りにおいて本症例を含め 35 例の報告を認めた．鑑別に
おいて臨床所見のみで判断するのは困難であり，確定診
断には病理組織学的所見が欠かせない . 本症例は極めて
初期に発見された腫瘍であったため , 骨を一層削合する
のみで経過良好となったが , 骨侵襲が強く，再発した症
例報告もあるため , 継続的に経過を見ていくことが重要
である .
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2-P-80
下 顎 前 歯 部 に 認 め ら れ た 広 範 な
Calcifying cystic odontogenic tumor
の1例
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座

上田 衛, 吉田 博昭, 林 輝嘉, 古川 ちさと, 中西 環,  
安田 典泰, 辻 要, 森田 章介

【緒言】石灰化嚢胞性歯原性腫瘍（Calciyfying cystic 
odontogenic tumor,CCOT）は、エナメル上皮腫に類似
した組織構築を有する上皮層によって裏打ちされた嚢胞
状構造を呈する病変で、上皮層内には幻影細胞の出現と
石灰化を認めるまれな疾患である。今回、われわれは、
下顎前歯部に認められた CCOT の 1 例を経験したので
報告する。

【症例】患者：68 歳 , 男性。
【処置および経過】約 3 年前から下顎前歯部の腫脹を自
覚していたが、疼痛がないため放置していた。平成 27
年 2 月、腸閉塞のため近総合病院消化器外科にて緊急手
術後、下顎前歯部腫脹の主訴にて同院耳鼻咽喉科を受診
した。下顎前歯部の X 線透過像を指摘され、精査加療依
頼にて、平成 27 年 2 月当科紹介来院した。初診時、下
顎前歯部に 41 × 24mm の腫脹を認めた。粘膜表面性状は
平滑であった。両側下顎前歯には 2 度の動揺を認めた。
その他の下顎歯は欠損していた。パノラマX線写真にて、
下顎右側犬歯から下顎左側第 2 小臼歯相当部におよぶ単
房性透過像を認めた。CT では、下顎右側犬歯から下顎
左側臼歯部におよぶ広範な類円形の低 density 領域を認
め、病変上方部では多房性、下方部では弧線状辺縁が認
められた。下顎前歯部の歯原性腫瘍の診断で、同年 3 月
に生検術を施行し、CCOT の診断を得た。同年 6 月に腫
瘍摘出術を施行した。摘出標本の病理組織検査結果も、
生検時と同じく CCOT であった。術後、左側オトガイ
神経知覚鈍麻を認めたが、現在は、軽減傾向にあり、病
的骨折も認めていない。

2-P-81
下歯槽神経より発生した神経内神経周膜
腫の1例
1群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野,  
2群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科,  
3群馬大学大学院医学系研究科 病理診断学分野

栗原 淳1, 清水 崇寛1, 小川 将2, 関 麻衣1,3, 佐野 孝昭3, 
横尾 聡1,2

【緒言】神経周膜腫（以下 PN）は主に体幹、四肢に発
生する末梢神経病変であり、口腔内に PN が発生するこ
とは非常にまれである。PN は神経内に発生する神経内
PN（INPN）と軟組織に発生する軟部 PN に分類される。
今回われわれは下歯槽神経の神経周膜に由来し、下顎骨
体部に発症した INPN の 1 例を経験したのでその概要に
ついて報告する。【症例】43 歳、男性、右側下唇～オト
ガイ部にかけての知覚鈍麻感を自覚し、近医歯科受診し
た。CT 上にて右側下顎骨体部に類円形 X 線透過像を認
めたため、某病院歯科口腔外科を受診。生検術を施行さ
れ、神経鞘腫の診断となり当科紹介となる。MRI にて右
側下顎管が拡大し、造影にて漸増型の増強効果を示して
いた。【経過】2015 年 4 月下旬、全身麻酔下に腫瘍摘出
術を施行した。肉眼的に下歯槽神経に連続して嚢状の腫
瘍（3.2 × 1.0cm）がみられたため、周囲の下歯槽神経血
管束を結紮・切断し一塊として摘出した。病理組織学的
に、神経線維束周囲に腫瘍組織が束状に増殖していた。
さらに神経線維を取り囲み、神経線維束を分離するよう
な腫瘍細胞の増生も認められた。免疫組織学的に、腫瘍
細胞は Glut-1 陽性、EmA 弱陽性、Claudin-1 弱陽性であっ
た。腫瘍細胞は S-100 陰性であったが、残存した神経線
維はS-100陽性であった。病理診断はINPNであった。【結
語】今回われわれは下顎に発生した非常にまれな INPN
を経験したので報告した。現在術後 1 年を経過している
が、再発を示唆する所見は認められない。
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2-P-82
舌神経損傷時に生じ神経吻合術の際に切
除する断端神経腫の組織学的評価
和歌山県立医科大学 歯科口腔外科

中西 隆, 木賀 紀文, 平石 幸裕, 東條 格, 藤田 茂之

【目的】舌神経は下顎埋伏智歯の舌側を走行しており、
下顎埋伏智歯を抜歯する際に稀に舌神経を損傷すること
がある。その際、舌神経損傷部位の中枢側に断端神経腫
を認めることがある。また長期間放置された神経損傷部
位は、神経端に著しい変性・断端神経腫の形成・修復機構・
再生機構が生じる。今回、我々は、2013 年から 2015 年
にかけて舌神経吻合術を行った患者において、舌神経損
傷部位から採取された断端神経腫を用いて、組織学的に
損傷部位・断端神経腫の形態学的特徴を評価した。

【材料および方法】2013 年から 2015 年にかけて舌神経損
傷後３カ月以上経過し、知覚テスト・痛覚テスト・２点
識別閾試験・味覚検査を行い、健側と比較し明らかに感
覚が低下している症例・異痛感覚が生じている症例・症
状の改善のみられない症例を対象とした。神経吻合術を
行う際に、部分断裂または完全断裂を認め、損傷した神
経の中枢側に断端神経腫を認めた症例 5 例の断端神経腫
を採取し、PGP9.5・S100βを用いて免疫学的染色を行い、
切断部位・断端神経腫の組織学的評価をおこなった。

【結果】損傷部位に最も近い部分では線維性結合組織の
侵入を認め、その中枢側に肥大した断端神経腫を認め
た。採取したすべての症例において、断端神経腫内には
PGP9.5 によって染色された軸索成分と S100βによって
染色されたグリア細胞が増加しており、不規則に配列し
縦横に走行しているのが認められた。

【結論】神経損傷において軸索までの部分断裂を認めた
症例では線維性結合組織が侵入し、神経の再生が妨げら
れる。線維性結合組織が侵入することによりグリア細胞・
軸索成分は伸展することができず、中枢側で断端神経腫
を形成する。断端神経腫の生じた症例では断端神経腫の
切除と適切な神経吻合が必要であると考えられた。

唾液腺疾患	 9:00 ～ 9:30
座長：住友 伸一郎

2-P-83
舌下腺に生じた多形性腺腫由来癌の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

土田 絵梨1, 石井 純一1, 八木原 一博1, 桂野 美貴1,  
石川 文隆2

【目的】多形性腺腫由来癌は、既存の多形性腺腫内に発
生した癌腫と定義され、発生頻度は多形性腺腫の約 6％
と言われている。舌下腺に発生した多形性腺腫由来癌の
１例を経験したので、その概要を報告する。

【症例】47 歳、男性。主訴：左オトガイ下部の腫脹。現
病歴：2014 年 1 月より左オトガイ下部に無痛性腫脹を自
覚した。2015 年 3 月歯科治療のため近歯科を受診した
際に、左口底の腫脹を指摘され精査目的に当科へ紹介と
なった。現症：左オトガイ下部の腫脹がみられたが、頸
部リンパ節に異常はなかった。口腔内所見としては、左
口底部に弾性硬、表面平滑で可動性の 27 × 16mm の腫瘤
がみられたが、舌の麻痺症状はなかった。MRI 像は、左
舌下腺を中心に嚢胞成分と充実成分を含む境界明瞭な周
囲浸潤のない43×24×24mm大の腫瘤を認めた。頸部リ
ンパ節転移所見はなかった。臨床診断：舌下腺癌疑い。

【治療および経過】治療方針は、生検なしで切除とした。
2015 年 4 月下旬、左顎下部郭清術、左舌下腺腫瘍切除術
を施行した。術後経過は良好であり、現在も経過観察中
である。切除材料の病理組織像：腫瘍は線維性被膜で被
包されており、大部分は通常の多形性腺腫像を示してい
た。そのうち、一部に BRST-2 陽性の異型腺管の増殖を
認めたが、CK14、p63 陽性の筋上皮が残存し、周囲組織
への浸潤はなかった。また、顎下リンパ節に明らかな転
移像はなかった。
病理組織学的診断：多形性腺腫由来癌 ( 唾液腺導管癌 )

【考察】多形性腺腫由来癌は、多形性腺腫の長期経過の
中で認められることが多いとされている。本症例は初発
症状から 1 年 3 ヶ月で当科を初診したが、癌腫部分は比
較的初期のものであった。しかし、唾液腺導管癌は高悪
性に分類され、引き続き厳重な経過観察が必要である。

【結語】舌下腺に発生し、初期の唾液腺導管癌を伴った
多形性腺腫由来癌の１例を経験したのでその概要を報告
した。
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2-P-84
耳下腺に発生したbasal cell adenoma
の一例
1 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, 2 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 病理学分野

藤原 敬子1, 森 一将1, 川口 祥子1, 菊池 建太郎2,  
草間 薫2, 嶋田 淳1

【諸言】唾液腺腫瘍は全頭頸部腫瘍の約 3％であり，
basal cell adenoma（BCA）はそのうち約 1 ～ 2％と極
めて稀な疾患である．今回演者らは耳下腺に発生した
BCA の一例を経験したので報告する．【症例】65 歳，男性．
現病歴：1 か月前より右側耳下腺部の腫脹を自覚，精査
加療目的に来院．既往歴：パーキンソン病．口腔外所見：
右側耳下腺部に拇指頭大のやや可動性腫脹を認めた．自
発痛・圧痛および周囲の神経症状は認められなかった．
口腔内所見：異常所見なし．画像所見： CT は右側耳下
腺に14×14×14mm大の境界明瞭な腫瘤を認めた．MRI
は T1 においてやや高信号，T2 は高信号を呈する境界明
瞭な腫瘤を認めた．シンチグラフィは 99mTc04-，Ga-67
共に集積は認められなかった．血液検査：異常所見なし．
処置及び経過：右側耳下腺良性腫瘍の診断のもと全身麻
酔下にて右側耳下腺腫瘍切除術施行．病理組織検査にて
BCA の診断を得た．術後半年経過するが，Frey 症候群
や顔面神経麻痺および再発等は認められず，経過良好で
ある．【考察】BCA は主に基底細胞に類似した腫瘍細胞
の増殖からなる良性腫瘍であり，1991 年 WHO 分類以降、
多形腺腫と対等の疾患概念として位置づけられている．
また本疾患は症状に乏しく，緩慢な発育を呈するため受
診までの期間が長くなり，術前に他の唾液腺腫瘍と鑑別
することは困難とされている．本症例においても術前診
断は多形腺腫を疑っており，術前の診断は困難であった．
また，本疾患は再発・悪性化は極めて少ないとされてい
るが，悪性化症例の報告も散見されており，今後も注意
深い経過観察を行う予定である．

2-P-85
口内法による顎下腺腺体内・移行部唾石
摘出術のための専用舌圧子の使用経験
横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

岩井 俊憲, 上田 潤, 小栗 千里, 廣田 誠, 光藤 健司,  
藤内 祝

　唾石の多くは顎下腺に生じ，顎下腺導管前方部の唾石
の摘出は外来局所麻酔下に容易に行うことができる．導
管移行部や腺体内に唾石が存在する場合，唾石が小さい
場合には内視鏡下での摘出術が可能であるが，唾石があ
る程度大きくなると口内法での摘出術野適応となる．口
内法による唾石摘出術は口腔内からの視野が悪く手技的
にも難しく，舌神経麻痺のリスクがあるため，従来法（皮
膚 5 ～ 6cm 切開）による顎下腺摘出術が行われること
が多い．しかし，皮膚瘢痕や顔面神経麻痺が問題となる
こともあり，できるだけ口腔内から唾石のみ摘出するほ
うが手術侵襲は少なく，患者の QOL も向上する．今回
われわれは口内法による顎下腺腺体内・移行部唾石摘出
術のための専用舌圧子を開発し，使用したのでその概要
を報告する．
　本舌圧子はわれわれが設計したうえでフォーメディッ
クス社（東京）と共同で開発し，現在市販されている．
この舌圧子は舌圧排部の上下をウイング状に延長してお
り，舌を圧排しながらウイング部を創部に挿入すること
ができる．腺体内や移行部唾石の多くは顎下腺の内側に
位置しており，顎下部からの顎下腺の拳上と舌圧子のウ
イングによる下舌側への軟組織の圧排により，術野は良
好となり唾石の摘出が容易となる．腺体内や移行部に存
在する唾石に対して顎下腺摘出術が行われることが多い
のは口内法での唾石摘出術の手技的難易度が高いことに
起因しているため，本舌圧子を使用することで顎下腺の
摘出を回避できる症例が増加すると思われる．



278

ポ
ス
タ
ー

2-P-86
唾液腺内視鏡下に摘出した小児顎下腺唾
石の1例
1日本歯科大学新潟病院,  
2横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

上田 潤1, 岩井 俊憲2, 小栗 千里2, 廣田 誠2, 光藤 健司2, 
藤内 祝2

唾石は顎下腺に生じることが多いが，小児に生じること
は比較的まれである．導管移行部や腺体内に唾石が存在
する場合には顎下腺摘出術が行われることが多いが，小
児に対して行うには侵襲が大きい．今回われわれは小児
に生じた顎下腺唾石に対して内視鏡下唾石摘出術を施行
し，良好な結果が得られたので報告する．
患者は 11 歳，女児．既往歴・家族歴に特記事項は認め
なかった．2013 年 7 月に左側顎下部の腫脹が生じたため
近耳鼻咽喉科を受診し，顎下部リンパ節炎の診断で消炎
治療が行われた．一時消炎したものの，10 月に再度左側
顎下部の腫脹，疼痛が出現したため，某病院歯科口腔外
科を受診した．左側顎下腺唾石症の診断となり顎下腺摘
出術の説明を受けたが，内視鏡による低侵襲な治療を家
族が希望されたため当科紹介となった．初診時，左側顎
下腺の腫脹，疼痛と硬結を認め，左側顎下腺開口部から
は少量・粘調性の唾液流出が認められた．CT では唾石
の大きさは 2.9 × 2.8 × 2.1mm であった．唾石は左側顎下
腺導管移行部から腺体内に位置していたため，11 月に全
身麻酔下での内視鏡下唾石摘出を施行した．左側顎下腺
導管開口部を拡大し唾液腺内視鏡を挿入したところ，導
管移行部に唾石を認めたため，バスケット鉗子で唾石を
把持して摘出した．術翌日には症状なく退院となり，現
在術後 2 年以上経過しているが再発は認めていない．　
小児の唾石は手術侵襲を考慮し経過観察になり，将来顎
下腺摘出術が必要になる可能性があるため，本症例のよ
うに小さな唾石であれば積極的に唾液腺内視鏡下での低
侵襲手術を行うことは有用であると考えられた．

2-P-87
口腔乾燥症に対するピロカルピン塩酸塩
の有効性の検討
香川大学医学部 歯科口腔外科学講座

秦泉寺 紋子, 大林 由美子, 宮嵜 亮, 田中 麻央,  
中井 康博, 中井 史, 岩崎 昭憲, 小川 尊明, 三宅 実

【目的】口腔乾燥症に罹患している患者は多いが，有効
な治療方法が少なく，保湿剤や唾液腺マッサージ等の対
症療法がとられているが無効の場合が多い．そこで今回
われわれは，さまざまな原因で発症した口腔乾燥症に
対してピロカルピン塩酸塩投与を行い，有効性を検討
したので報告する．なお，本研究は倫理委員会の承認

（2010CS032）を得て行った．
【材料および方法】口腔乾燥症状を有する歯科口腔外科
受診患者を対象に，文書で同意を得た上でピロカルピン
塩酸塩の服用開始前後の Visual Analogue Scale（VAS）
を応用した口腔乾燥感に対する主観的評価，「口が渇く」
などの項目を点数化した自覚症状アンケートスコア，唾
液量測定，口腔水分計による口腔粘膜乾燥状態測定，副
作用などを投与開始後 24 週間観察した．

【結果】口腔乾燥症状を有する 10 名（男性 5 名，女性 5
名）の患者に対し，ピロカルピン塩酸塩の投与を行った．
放射線性口腔乾燥症 3 名、シェーグレン症候群 2 名、そ
の他の口腔乾燥症 5 名であった。そのうち 3 名が観察期
間中に効果不十分，副作用の理由で投与中止となった．
VAS の平均値は投与開始前 64.9 ± 1.0mm から次第に減
少し、24 週後で有意差を認めた．自覚症状アンケートス
コアでは，平均値は投与開始前 27.8 ± 4.1 から減少し，8
週後以降で有意差を認めた．口腔水分計測定値の平均値
は投与開始前 22.7 ± 1.7 から 4 週後 23.8 ± 2.4， 8 週後 26.0
± 2.2，12 週後 26.8 ± 1.4，24 週後 24.4 ± 0.9 と微増したも
のの，有意差を認めなかった．安静時唾液量の平均値は
投与開始前 1.9 ± 0.7ml/10min から次第に増加し，24 週
後で有意差を認めた．刺激時唾液量の平均値は投与開始
前 6.5 ± 1.7 ml/10min から増加傾向はあったものの，有
意差を認めなかった．副作用は 8 名の患者に認められさ
れ，発汗が最も多かった．

【結論】本研究の結果から，ピロカルピン塩酸塩の投与
はシェーグレン症候群や放射線性口腔乾燥症以外の口腔
乾燥症にも自覚症状を改善し，安静時および刺激時の唾
液量を増加させることが示唆された．
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2-P-88
顎下腺主導管長期結紮解除モデルマウス
における萎縮唾液腺の経時的変化
1日本歯科大学 新潟生命歯学部 顎口腔全身関連治療学専
攻, 2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, 3日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座

渡辺 紘士1, 川上 未有希2,3, 田中 彰1,2,3

【目的】唾液腺の再生能を検討するため、現在まで様々
な研究が行われてきた。経時的な組織構造の変化を観察
するため、結紮・結紮解除実験が選択されることが多い。
しかし、そのほとんどは短期結紮の変化に関する研究で
ある。本研究では、顎下腺主導管長期結紮解除モデルマ
ウスを作製し、結紮解除後の経時的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メタルクリップにて結紮した。
結紮期間を 2 か月とし、解除後 1 週間、1 か月、2 か月
の時点で犠牲死させ、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。採取した試料は一般組織学
的解析、RT-PCR 法による遺伝子発現解析および免疫組
織化学的解析にて検討を行った。今回、幹細胞マーカー
に c-kit，Sca-1、前駆細胞マーカーに CK5、腺房細胞マー
カーにα-amylase, AQP5 を使用し、実験を行った。【結
果】萎縮顎下腺の大きさは、結紮解除後に経時的変化は
認めなかった。H-E 染色では、長期結紮後は腺房細胞が
消失し、導管様構造物が増加したが、解除により腺房細
胞の構造組織の回復を認め、PAS 染色において陽性細
胞の増加を認めた。RT-PCR では、α-amylase, AQP5 は
実験群すべてでコントロール群と比較し、発現量の低下
傾向を認めた。c-kit，Sca-1 は結紮解除後に経時的に発
現量の低下傾向を認め、CK5 は同程度もしくはやや増加
傾向を認めた。免疫組織学的解析では、CK5 が、解除前
では一部の導管様構造物にのみ発現を認めたが、解除後
2 か月群では多くの導管様構造物に発現を認めた。また、
AQP5 は組織学的に回復を認めた腺房細胞に陽性を示し
た。【結論】結紮解除後の萎縮顎下腺において、CK5 陽
性細胞は経時的に導管様構造物に発現の増加を認めた。
また、回復後の腺房細胞には発現を認めないことより、
CK5 陽性を示す一部の導管様構造物が腺房細胞に回復す
ることが示唆された。出現した腺房細胞は AQP5 陽性を
示し、組織学的だけではなく腺房細胞としての機能の回
復が考えられた。

統計 1（外傷、TMP）	 8:00 ～ 8:35
座長：森 悦秀

2-P-89
当科新設から5年間の中顔面骨折に関す
る臨床統計的観察
1国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科,  
2東京歯科大学 水道橋病院 口腔外科,  
3東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座,  
4日本大学歯学部口腔外科学講座

高崎 義人1,2, 萩原 僚一1,3, 山田 健太郎1,4, 栗原 絹枝1,3, 
片山 雅文1, 本橋 佳子1, 稲川 元明1

【緒言】当科新設より 5 年経過時の顎顔面骨折需要を観
察すると、下顎骨骨折単独に比べ中顔面骨折の割合が
51.7% と比較的高いことが明らかになった。今回、当科
を受診した中顔面骨折症例について臨床的観察を行った
ので報告する。

【対象・方法】対象は 2009 年 10 月から 2014 年 9 月まで
の 5 年間に当科を受診した顎顔面骨折 124 例の内、中顔
面骨折と診断された 75 例である。

【結果】男性 49 例、女性 26 例で、全体の平均年齢は
44.3 ± 23.7 歳であった。来院経路は院内救急外来 23 例、
院内救急救命センター 22 例、院内医科 18 例、院外医科
7 例、院外歯科 5 例であった。受傷後受診日数は平均 1.6
日で、当日が 46.6％ (36 例 ) と最も多く、翌日 24％ (18 例 )、
2 日後 12％ (9 例 )、3 日以降が 16％ (12 例 ) で、84％ (63 例 )
が受傷 2 日以内に来院していた。受傷原因は転倒・転落
44％（33 例）、交通事故 42.7％（32 例）、労働災害 2.6％（2
例）、強打 2.6％（2 例）、けんか 2.6％（2 例）、自殺企図 1.3％

（1 例）、その他であった。受症部位は頬骨・頬骨弓 33 例、
上顎歯槽突起 25 例、上顎骨骨折 22 例、眼窩底 3 例、鼻
骨 3 例であった（重複有り）。これらの内、下顎骨骨折
を併発したものは 9 例認められた。治療内容は観血的治
療 44％（33 例）、保存的治療 56％（42 例：開口制限・
感染予防、非観血的整復術等）であった。

【結論】以上の詳細について検討し、特に頬骨骨折の併
発骨折部位について若干の考察を加え報告する。



280

ポ
ス
タ
ー

2-P-90
高崎総合医療センター歯科口腔外科にお
ける下顎骨骨折の臨床統計的検討
1国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科,  
2東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座,  
3日本大学 口腔外科学講座

萩原 僚一1,2, 山田 健太郎1,3, 栗原 絹枝1,2,  
倉持 真理子1, 稲川 元明1, 高崎 義人1

【目的】当院は群馬県高崎市（人口約 38 万人）の中心地
に位置し、救命救急センターが設置され、3 次救急医療
を担っている。歯科口腔外科（以下当科とする）は 2009
年 9 月に開院した。今回われわれは、当科における過去
6 年間の顎顔面骨折の実態を把握することを目的に、顎
顔面外傷症例の内、下顎骨骨折について様々な臨床統計
的検討を行ったので報告する。

【材料および方法】2009 年 9 月から 2015 年 8 月までの 6
年間に当科を受診した下顎骨骨折（歯槽骨骨折単独例、
陳旧例を除く）症例 69 例を対象として、性別、年齢、
受診経路、受傷後当科受診日数、受傷原因、受傷部位、
治療法、顎間固定期間について臨床的検討を行った。

【結果】性別では男性 51 例、女性 18 例で、年齢は 2 歳
から 87 歳と幅広く、平均年齢は 42 ± 23 歳（男性：41 ±
21 歳、女性：47 ± 27 歳）であった。年代別では 20 歳代
が 14 例 (20％ ) と最も多かった。受診経路は、院内救命
救急センター 24 例、院内医科 21 例、院外医科 4 例、院
外歯科 15 例、直接来院 3 例であった。受傷後当科受診
日数は受傷当日の受診が 30 例 (43％ ) と最も多く、受傷
後 3 日以内の受診は 93% であった。受傷原因は転倒・転
落 32 例、交通事故 20 例、スポーツ 6 例、殴打・作業事
故・自殺企図が各 3 例、その他 2 例であった。受傷部位
は関節突起 35 例、オトガイ部 29 例、骨体部 17 例、下
顎角 14 例、下顎枝 2 例、筋突起 1 例であった。尚、こ
れらは重複症例を含む。治療内容としては観血的治療法
が 41 例に行われ、受傷から手術までの平均日数は 9 日
間 (2 日～ 32 日 ) であった。また保存的治療法が 24 例、
転院が 4 例であった。顎間固定は観血的治療法で平均 8
日間 (3 日～ 20 日 )、保存的治療法で平均 10 日間 (4 日～
22 日 ) であった。

【結論】以上の詳細について検討し、外傷医療における
当科の役割について若干の考察を加え報告する。

2-P-91
当科における過去3年間の顎顔面骨骨折
の臨床統計的検討
豊橋市民病院 歯科口腔外科

寺沢 史誉, 白水 敬昌, 服部 晴吉, 足立 潤哉,  
内藤 裕嗣, 嘉悦 淳男

　当院は愛知県東三河南部医療圏（豊橋市，豊川市，蒲
郡市，田原市）の地域医療支援病院として背景人口約 70
万人の三次医療を担っている。今回われわれは，近年の
当科における顎顔面骨骨折患者の実態を把握するために
臨床統計的検討を行ったのでその概要を報告する。2012
年 4 月～ 2014 年 3 月の間に当科を受診した，口腔顎顔
面外傷症例 682 例より抽出した顎顔面骨骨折症例 124 例
を対象とし，受診経路，受傷原因，受傷から診察までの
時間，受傷部位，合併損傷，処置，観察期間を遡及調査
した。調査の結果，男性 91 例，女性 33 例で年齢は 8 歳
から 93 歳（平均 42.6 歳）であった。院内救急外来を経
て当科を受診した例が 73 例（58.9%）と最も多く，次い
で他院医科からの紹介が 27 例（21.8%），院内医科から
の紹介が 14 例（11.3%）の順であった。受傷原因は，転
倒が 45 例（36.3%）と最も多く，次いで交通事故 41 例

（33.1%），暴力 13 例（10.5%）の順であった。受傷後 6
時間以内の受診は 70 例（56.5%），7 ～ 24 時間以内の受
診は 24 例（19.4%）で，受傷して 1 日以内の受診が 95
例と全体の 75.9% を占めていた。骨折部位は，下顎骨 50
例（40.3%），上顎骨 13 例（10.5%），頬骨 21 例（16.9%），
鼻骨 9 例（7.3%），上顎骨＋下顎骨 4 例（3.2%），上顎骨
＋頬骨 15 例（12.1%），下顎骨＋頬骨 3 例（2.4%），その
他 9 例（7.3%）であった。顎顔面以外の合併損傷は 47
例（37.9%）に認めた。観血的整復固定術を行った症例
は 34 例（27.4%）であった。観察期間は最短 1 日であり
最長 534 日であった。
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2-P-92
東京女子医科大学病院歯科口腔外科にお
ける時間外救急受診患者の臨床的検討
東京女子医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科

相原 彩子, 熊坂 士, 安藤 智博, 岡本 俊宏, 片岡 利之, 
福澤 智, 柴山 知紗, 武山 真由

【目的】歯科口腔外科の時間外救急を受診する患者は、
軽症な歯の疾患から緊急処置が必要な重症疾患まで多岐
にわたる。今回われわれは歯科の時間外救急の受診動向
を知り、今後の当科の時間外救急診療体制を検討する基
礎資料とするために検討を行った。

【対象および方法】2009 年 4 月から 2015 年 3 月までの 6
年間に東京女子医科大学病院歯科口腔外科を時間外に救
急受診した患者 4,664 名を対象とした。診療録に基づき
レトロスペクティブに検討を行った。原則として時間外
診療は、平日は午後 5 時より翌朝の午前 8 時 30 分まで、
土曜日は正午より翌朝午前 8 時、日曜および祝日は午前
8 時より翌朝 8 時 30 分までとした。

【結果】2009 年 4 月から 2015 年 3 月までの 6 年間に東
京女子医科大学病院歯科口腔外科を時間外に救急受診し
た患者総数は 4,664 名（2009 年度 851 名，2010 年度 870
名，2011 年度 919 名，2012 年度 765 名，2013 年度 609
名，2014 年度 650 名）で性別は男性が 2,586 名（55.4％）、
女性が 2,078 名（44.6％）であった。年齢は平均 35.6 歳
で、10 歳未満が 923 名（19.8％）、10 代が 359 名（7.7％）、
20 代が 839 名（18.0％）であり、30 歳未満が全体の半
数近くを占め、それ以降年齢が増加するに従い患者数は
減少する傾向がみられた。  疾患別患者数は外傷が 1,952
名（41.9％）と最も多く、次いで歯の疾患 979 名（21.0％）、
炎症 838 名（18.0％）、術後合併症 269 名（5.8％）、顎関
節疾患 238 名（5.1％）、その他 174 名（3.7％）であった。

【考察】年度別患者数ではトリアージ料導入を開始した
2013 年度に 609 名と一時減少がみられた。その一方で、
年度別でみた外傷患者数の割合は年々増加傾向を示して
おり、2014 年度においては 54.8％と半数以上を外傷が占
めた。以上のことから、トリアージ料導入により重症症
例を選別し、より緊急性の高い患者を優先して対応する
体制が整備されたことが示唆された。

2-P-93
顎 関 節 授 動 術 に お け る A l - K a y a t -
Bramley法に準じた顎関節到達法の検討
1九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公立学校共済組合 九州中央病院 歯科
口腔外科

井上 和也1, 矢内 雄太1, 碇 竜也2, 石井 広太郎1,  
熊丸 渉1, 住田 知樹1, 森 悦秀1

【緒言】顎関節強直症は、外傷や炎症によって顎関節部
に骨性あるいは線維性の癒着が生じることで開口、咀嚼
や発音の障害をきたす疾患であり、治療は顎関節授動術
が第一選択となる。顎関節への到達法の選択においては
術野、審美性や手術に伴う合併症等を考慮する必要があ
るが、なかでも術中の神経損傷による顔面神経麻痺は患
者にとって最も不快な症状の一つである。当科では術中
の顔面神経損傷を防ぐため Al-Kayat- Bramley 法に準じ
た切開法を用いて手術を行っている。今回われわれは本
法による顎関節授動術後の予後と顔面神経麻痺の発症頻
度について検討したので報告する。【対象と方法】九州
大学病院顔面口腔外科で 1985 年から 2015 年の間に顎関
節強直症の診断で顎関節授動術を施行した 19 例（男性
12 例、女性 7 例）を対象とした。対象症例の年齢は 5 歳
から 70 歳（平均 35 歳）、これらの症例の手術による治
療効果、術後の顔面神経麻痺の発生頻度と治癒に要した
期間を調査した。【結果】全例において術後開口量の増
加を認めた。また全例において術中の顔面神経の直接的
な損傷は認めなかったが、19 例中 8 例で術後に顔面神経
麻痺が認められた。正常な機能が回復するまでの期間は
28 日から 190 日（平均 100 日）であった。【考察】Al-
Kayat- Bramley 法は側頭部から耳前部に至る切開によ
り術野が大きくとれること、顔面神経側頭枝と頬骨枝が
剥離皮弁に含まれるため術中の顔面神経損傷の可能性が
低いことが特長である。本法による顎関節授動術を施行
し、開口制限その他の機能障害が改善され良好な治療効
果を得た。比較的高頻度に術後の顔面神経麻痺を認めた
が、これは術中の鈎による牽引や術後腫脹に起因する一
時的な症状と考えられ、早期に治癒に至る症例が多かっ
た。【結語】顎関節授動術における Al-Kayat- Bramley
法によるアプローチの有用性が示された。
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2-P-94
Dautrey法を行った習慣性顎関節脱臼症
例の検討
1福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科, 2大町病院 歯科
口腔外科, 3大原綜合病院 口腔外科, 4鹿島病院 歯科

山㟢 森里生1, 本間 英明1, 五十嵐 弘樹1, 金子 哲治1,  
工藤 聖美1, 長谷川 博1, 石田 大知2, 門馬 勉3,  
佐藤 栄需4

【緒言】習慣性顎関節脱臼患者は、食事や欠伸などの開
口運動により容易に顎関節脱臼を繰り返し、保存的療法
が無効であることがしばしばある。今回われわれは、習
慣性顎関節脱臼に対する手術法の 1 つである Dautrey 法
により、頬骨弓の意図的骨折によって顎関節の前方部障
害形成術を施行した 20 例に対し、その有用性について、
臨床的検討を行ったので報告する。

【対象および方法】平成 11 年 1 月から平成 27 年 1 月ま
での 16 年間に、当科にて Dautrey 法による顎関節前方
部障害形成術を施行した 20 例を対象とした。症例の内
訳は男性 9 例、女性 11 例、年齢は 26 から 95 歳 ( 平均
75 歳 )、患側は両側が 14 例、片側が 6 例であった。それ
ぞれの症例に対し、術前、術中の状態、ならびに術後経
過について臨床的検討を行った。

【結果】術前において、病悩期間については 14 から 1825
日 ( 平均 181 日 ) と幅広く、ほとんどの症例で脳血管疾
患やパーキンソン病、認知症といった既往歴を有してい
た。手術時間は、平成 11 年当初と比べて平成 17 年以降
では明らかな短縮を認め、現在では 1 側に対して 1 時間
前後である。また、入院期間についても同時期より短縮
している。術後の経過観察期間は 4 ヵ月から 118 ヵ月 ( 平
均 43.6 ヵ月 ) であり、再脱臼は 1 例のみで、全例とも術
後の開口障害は認めなかった。また、術後合併症は創感
染が 3 例、顔面神経麻痺が 6 例、うち 1 例が永久麻痺で
あった ( 表 2)。顔面神経麻痺はいずれも側頭枝の麻痺で、
前額部のみに認めたものであった。

【結果】保存的療法が無効あるいは不可能で、外科的治
療を選択すべき症例に対し、術後の経過や安全性からも、
Dautrey 法による顎関節前方部障害形成術は有用な術式
であると考えられた。

2-P-95
咀嚼筋腱・腱膜過形成症における術後経
過
大阪歯科大学口腔外科学第二講座

藤井 智子, 岡本 知子, 矢谷 真也, 蠅庭 秀也, 窪 寛仁, 
大西 祐一, 覚道 健治

【目的】咀嚼筋腱・腱膜過形成症（masticatory muscle 
tendon-aponeurosis hyperplasia, 以 下 MMTAH） 患 者
は無痛性の開口障害と square mandible を呈し，low 
angle な下顎角を特徴とする。その治療法は咬筋腱膜切
除術や筋突起切除術，ならびに一部の例では下顎角切除
術を併せて行うなどの外科的治療を行い、術後に積極的
な開口訓練を行う必要がある。しかし，術後に積極的は
開口訓練を行うも十分な開口量が得られない難治症例も
ある。今回われわれは術後 1 年における MMTAH 患者
の術後経過について検討したので報告する。

【方法】本院にて MMTAH と診断した患者のうち資料
のそろった女性 15 名（平均年齢 39.6 歳）を対象とした。
術前と術後 1 年時に MRI 撮影と顎機能検査を行った。
顎関節部の MRI 画像より顎関節円板転位の有無，下顎
頭の骨変化を精査した。また K7Evaluation system EX
を用いて下顎運動と筋電図の解析を行い，下顎の限界運
動と最大随意噛みしめ時の咀嚼筋における筋活動量を評
価した．咬合力については DePROS 709 を用いて最大随
意噛みしめ時の咬合力を測定した．MMTAH 患者を関
節円板の転位や骨吸収がある群と正常群とに分類し，そ
の術後における開口量の変化と顎機能について両群を比
較した。

【結果】両群において術後の開口量や顎機能検査に有意
な差はみられなかった。術後 1 年において MMTAH 患
者の 15 名のうち 14 名が最大開口量 38mm 以下で十分な
開口量が維持できていたが、1 名は最大開口量 35mm 未
満と予後不良であった。この 1 名は術前より関節円板前
方転位を認めていた。

【結論】関節円板前方転位を伴う MMTAH 患者において
も積極的な開口訓練により十分な開口量を得る事はでき
るが、難治症例もあるため注意が必要である。
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統計 2（悪性腫瘍）	 8:35 ～ 9:00
座長：田中 彰

2-P-96
口腔扁平上皮癌組織におけるインテグリ
ンαv及びβ8発現の免疫組織学的解析
1広島大学医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口
腔医学・顎顔面外科学, 2広島大学病院口腔再建外科顎・口
腔外科

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

インテグリンはαサブユニットとβサブユニットからな
るヘテロ二量体の細胞膜蛋白で，細胞外基質受容体とし
て細胞接着に加え，細胞増殖や運動を制御するシグナル
伝達を行っていることが知られている．特に，インテグ
リンαv ファミリーは，がん細胞の運動能のみならず蛋
白分解活性を調節し，がんの浸潤・転移に密接に関与し
ていると考えられている．これまでにインテグリンαvβ
8 が口腔扁平上皮癌細胞 (OSCC) の in vitro での増殖能
と運動能を制御していることを報告してきた．
今回，OSCC におけるαv 及びβ8 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 2 月から 2012 年 12 月の間に広島大学病院顎・口
腔外科にて加療した OSCC のうち，57 例（男性 31 例，
女性 26 例 / リンパ節転移 25 例）を対象とした．試験切
除組織を通法に従いホルマリン固定・パラフィン包埋
後，切片を作成した．1 次抗体として，抗インテグリン
αv 抗体（ラビット，SantaCruz）と抗インテグリンβ
8 抗体（Abcam）を用い，検出には EnVision システム

（DAKO）を用いた．
αv は，強陽性 17 例，弱陽性 18 例，陰性 22 例で，性差，
年齢，Ｔ分類，Ｎ分類及び生存率のいずれとも統計学的
に有意差を認めなかった．β8 は，強陽性 28 例，弱陽性
29 例，陰性 36 例で，β8 発現と性差，年齢及び生存率
とは統計学的有意差を認めなかったが，Ｔ及びＮの進行
と共に有意に発現強度の上昇を認めた．さらに , αv とβ
8 の共発現症例，αv のみ , β8 のみ，及びいずれも発現
していない症例で検討した結果，性差，年齢，Ｔ分類，
Ｎ分類及び生存率いずれとも統計学的に有意差を認めな
かった．
以上より，OSCC組織におけるインテグリンβ8の発現は，
口腔癌のリンパ節転移の予測因子として有用である可能
性が示唆された．

2-P-97
当科における過去16年間の口腔扁平上
皮癌の臨床的検討
1三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, 2伊勢赤十字病院 歯科口腔
外科

加藤 英治1, 朽名 智彦1, 清水 香澄1, 野村 城二2,  
乾 眞登可1, 新井 直也1

【目的】当科で治療した口腔扁平上皮癌症例を整理し今
後の治療戦略の参考とするために臨床的検討を行った．

【対象および方法】1999 年 4 月から 2014 年 3 月までに当
科にて加療を行った口腔扁平上皮癌 1 次症 249 例を対象
とした．それらについて年代，部位，病期，治療内容，
5 年生存率などを検討した．【結果】男性 141 例，女性
108 例で男女比は 1.3:1，年齢は 24 歳から 98 歳までで平
均 68.8 歳で，75 歳以上の後期高齢者が 39.4％を占めて
いた．部位別では舌が 108 例と最も多く，ついで下顎歯
肉 63 例，頬粘膜 26 例，上顎歯肉 25 例，口底 15 例，口
蓋 7 例，口唇 5 例であった． Stage 分類では Stage Ⅰ 
:58 例，Stage Ⅱ :86 例，Stage Ⅲ :37 例，Stage Ⅳ :68 例
であった．治療法をみると，手術単独症例は Stage Ⅰが
43％，Stage Ⅱが 21％，Stage Ⅲが 2％，Stage Ⅳが 3％
である一方，化学療法や放射線療法を併用した手術例が
各々 52％，62％，67％，49％，化学療法や放射線療法
のみの非手術症例は各々 0%，15%，28%，30% であり，
未治療症例は各々 5％，2％，0％，18％であった． 5 年
生存率は Stage Ⅰが 92.5%, Stage Ⅱが 86.1%, Stage Ⅲが
63.3%, Stage Ⅳが 62.4%、全体で 77.7% であった .【結論】
2008 年以前は術前化学療法が low stage を含む多くの症
例で行われており，調査期間を前半と後半に分けて治療
内容と予後の考察を行った．また，Stage Ⅲの進行癌が
予後不良であることが示され，内容の詳細な分析と治療
戦略再考の必要性が示唆された．
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2-P-98
当科における口底扁平上皮癌局所再発症
例の検討
東京医科歯科大学 歯学部附属病院 顎顔面外科

三浦 千佳, 道 泰之, 大山 厳雄, 鵜澤 成一, 山口 聡

【緒言】口腔癌の原発巣再発は予後を左右する因子の一
つである。今回われわれは一次治療として外科手術が行
われた口底歯肉癌症例について臨床病理組織学的に調査
を行い，再発に関連する因子について retrospective に
検討した。【対象および方法】2002 年 1 月から 2013 年
12 年の間に東京医科歯科大学附属病院顎顔面外科を受診
し、一次治療として外科切除を行った、口底扁平上皮癌
44 例。T 分類ごと、臨床型ごとの局所再発率、局所再発
症例に対して再発までの期間、5 年生存率、サルベージ
方法と結果、再発部位の評価等について検討を行った。

【結果】対象のうち、局所再発を認めたのは 3 例（6.8％）、
平均年齢は 59.5 歳であった。再発率は T1 症例 0 例、T2
症例で2例12.5％、T3症例0例、T4症例で1例9.1％であっ
た。T1,2 症例中、内向型は 2/11 例 18.2％、表在型は 0
例、外向型は 0 例再発を認めた。再発までの期間は 80
日 ~383 日、中央値 246 日（8.2 か月）であった。疾患特
異的 5 年生存率は、全体で 83.9％、局所再発例で 0％と
有意差を認めた。局所再発に対し、根治治療として外科
手術 1 例を行い、姑息的治療として化学放射線療法が 1
例、放射線外照射 1 例であった。再発症例は 3 例とも深
部再発であり、原発巣死の転帰をとった。【考察】深部
再発を起こした症例は救済が難しいため、特に内向型で
は深部断端に十分な注意が必要であると考えられた。

2-P-99
当科で治療を行った口腔扁平上皮癌1次
症例の検討
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座

熊坂 士, 賀川 千瑛, 赤城 裕一, 鈴木 亮宏, 岡本 俊宏, 
安藤 智博

【緒言】近年の口腔がん治療は，口腔がん診療ガイドラ
インや頭頸部癌診療ガイドラインなどが刊行され，治療
の標準化がなされて，治療成績の向上につながっている．
当科でも標準治療を行っており，治療成績の向上がなさ
れている．さらなる，治療成績の向上には，治療成績を
検討し，治療内容の再検討する必要がある．今回われわ
れは，当科で行った口腔扁平上皮癌 1 次症例について，
診療録をもとにレトロスペクティブに検討し，若干の知
見が得られたので報告する．

【対象および方法】対象は 2004 年 4 月から 2014 年 12 月
までに東京女子医科大学病院歯科口腔外科で 1 次治療を
行った 167 例（男性 113 例，女性 54 例）で，診療録を
もとに部位，来院経路，臨床型，分化度，TNM 分類，
治療内容，再発の有無，転移の有無，治療成績につい
て検討を行った．観察期間は 1 年以上とし，治療成績は
Kaplan － Meier 法により 5 年累積生存率を求め，有意
差検定はLogrank　testを行い，5%を有意差ありとした．

【結果】観察期間での全症例数は 167 例で，舌癌 95 例，
下顎歯肉癌 28 例，上顎歯肉癌 15 例，頬粘膜癌 17 例，
口底癌 12 例であった．全症例の 5 年累積生存率は 78.2%
で， 臨 床 型 で は 外 向 型 75%， 内 向 型 71.2%， 表 在 型
100% であった．分化度では Grade1 が 73.1%，Grade2
が 81.3%，Grade3 が 56.3% であった．Stage 分類別では
Stage Ⅰが 90.7%，Stage Ⅱが 84.6%，Stage Ⅲが 72.6%，
Stage Ⅳが 54.5% であった．再発率は 23.7％で，再発し
た症例の 5 年累積生存率は 68.9%，再発していない症例
は 80.7%，後発転移した症例は 8.9% で，後発転移症例
の 5 年累積生存率は 50%，後発転移していない症例は
81.5% で，後発転移した症例は有意に生存率が低下して
いた．

【考察】当科での治療成績は他報告とほぼ同様な結果で
あった．今回の検討では後発転移の有無が治療成績に影
響していたことより，頸部制御など後発転移を考慮した
1 次治療検討する必要があると考えられた．
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2-P-100
転移・再発口腔癌症例に対するセツキシ
マブ療法の効果と有害事象について
浜松医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

渡邉 賀子, 加藤 文度, 長田 哲次, 増本 一真, 林 祐太
郎, 加藤 雄大, 深谷 映吏

【緒言】セツキシマブは、ヒト上皮細胞増殖因子受容体
（EGFR）と特異的に結合するモノクローナル抗体で、腫
瘍細胞の EGFR を介したシグナル伝達経路を阻害し抗腫
瘍効果を発揮する分子標的薬である。2012 年に頭頸部が
んにも適応され、当科においても、転移、再発口腔癌症
例でセツキシマブ投与を行っている。今回われわれは、
セツキシマブ投与による治療効果と有害事象についての
検討を行った。【対象】2013 年 4 月から 2016 年 1 月にセ
ツキシマブ投与を行った 8 例について検討した。【結果】
対象となった 8 例は、年齢 54 ～ 83 歳（中央値：73 歳）、
男性 7 名、女性 1 名であった。いずれも再発もしくは転
移症例で、切除不能であった。投与方法は、セツキシマ
ブ単独投与が 5 例、シスプラチンおよび 5-FU 併用が 2 例、
パクリタキセル併用が 1 例であった。セツキシマブは初
回投与 400mg/m2、2 回目以降 250mg/m2 で、週 1 回の
投与を行った。1 例が初回投与時、有害事象としてアレ
ルギーが出現したため、投与を中止した。1 例は腫瘍増
大が著しく、初回投与後治療を希望されなかったため、
中止した。複数回投与を継続できた 6 例の投与回数は 13
～ 50 回（中央値：30 回）であった。治療成績は、SD：
2 例、PD：4 例であった。有害事象は、アレルギー反応：
1 例（投与中止）、grade1 ～ 2 のざ瘡様皮疹および亀裂：
5 例、grade3 のざ瘡様皮疹：1 例、grade2 の低マグネシ
ウム血症：2 例であった。

臨床研究 1（悪性腫瘍 1）	 8:00 ～ 8:30
座長：仙波 伊知郎

2-P-101
三次元光造形モデルを用い術前にプレー
ト屈曲を行った下顎骨再建症例の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
分野Ⅰ

森 一将, 藤原 敬子, 川口 祥子, 酒井 文徳, 嶋田 淳

【緒言】顎骨区域切除後の再建に用いる顎プレートを術
中に周囲残存骨に適合させることは容易ではない。今回
演者らは下顎骨扁平上皮癌症例において、術前に作成し
た三次元光造形モデルを用いプレート屈曲を行った結
果、プレート再建の手術効率の向上と良好な咬合位の再
現がなされた症例を経験したので報告する。【症例】77歳、
男性。右側頬粘膜の異常を主訴に来院した。現病歴は半
年ほど前から頬粘膜をよく噛んでおり、最近腫瘤が増大
してきたため当科精査加療目的に来院となる。現症は右
側粘膜から下顎歯肉に2.2×2.0cm大の周囲硬結潰瘍性病
変を認めた。画像所見は CT などで顎骨に鶏卵大の境界
不明瞭な虫食い像所見が得られた。右側リンパ節に複数
個と左側リンパ節に腫大が認められた。診断名は右側下
顎歯肉扁平上皮癌T4aN2cM0とした。処置および経過は、
術前に化学療法、放射線療法を施行し、右側の下顎腫瘍
切除、下顎骨区域切除、AO プレートによる即時再建術
および右側肩甲舌骨筋上頸部郭清術を施行した。左側に
ついては経過観察とした。術後 3 か月経過時にオトガイ
部の腫脹および咬合不全を訴え来院。AO プレートの骨
からの脱離所見がみられた。右側骨頭付き AO プレート
置換再建術、左側肩甲舌骨筋上頸部郭清施行した。前回
手術時の咬合不全に伴う摂食困難改善のため、三次元光
造形モデル（SIMPLANT 骨モデル）を術前に作成しそ
の模型を参考にプレート屈曲を行うこととした。その結
果、手術時間の短縮と初診時に近い咬合位の回復が得ら
れた。現在まで再発もなく経過良好である。【考察】三
次元光造形モデルを参考に術前にプレート屈曲を行う利
点は屈曲および修正が容易であることそのため金属疲労
を軽減できること、手術時間の短縮、審美的に良好な下
顎形態が再現可能なことなどであった。一方問題点は模
型作成に時間と作製費用がかかること、造形誤差が生じ
ることなどが指摘されている。本症例は咬合の回復にお
いて良好な結果が得られた。
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2-P-102
遺伝子解析により確定診断を得た頬粘膜
MALTリンパ腫の1例
神戸大学大学院医学研究科 口腔外科学

筧 康正, 明石 昌也, 木本 明, 長谷川 巧実, 南川 勉,  
古森 孝英

MALT(Mucosa-associated lymphoid tissue) リンパ腫は
1983 年 Isaacson らによりその概念が提唱され、2008 年
の WHO 分類では粘膜関連リンパ組織型辺縁帯 B 細胞リ
ンパ腫として分類されている。その多くは胃や腸管に発
生し、口腔内に発生した報告はあるが極めて少ない。ま
た腸管以外に発生した場合、組織学的に典型的な像を示
すことがまれで、確定診断が困難な症例が多いとされて
いる。今回われわれは遺伝子解析により確定診断を得た
１例を経験したので報告する。

【症例】58 歳、男性。【主訴】口の中に違和感がある【現
病歴】2015 年 1 月より左下臼歯部歯肉から頬粘膜にかけ
て違和感を感じていたが疼痛ないため放置していた。3
月に紹介元歯科より当科紹介初診。左側下顎臼歯部頬側
歯肉に20×20mmほどの発赤と偽膜性潰瘍を認めた。【臨
床診断】左頬部悪性腫瘍疑い【処置および経過】確定診
断目的に局所麻酔下にて組織生検施行。形質細胞性腫瘍
との病理組織学的診断のため、MALT リンパ腫が疑わ
れ、ISH 施行。B 細胞分布においてκ-ISH がλ-ISH と比
べて明らかに陽性細胞が見つかることから形質細胞腫と
考えられ、追加免疫染色で CD138、CD79a 陽性、PCR
で IgH 再構成が確認された、再度の生検でも同様の結果
が得られた。当院、血液内科へ依頼、PET-CT では異常
集積を認めず。骨髄検査結果は染色体分析を含め正常。
M 蛋白や BJP は検出されなかった。以上より MALT
リンパ腫との確定診断となった。病変部に放射線治療
(30.6Gy) を施行、放射線治療後、現在半年経過し、病変
の再発は認めない。

2-P-103
左側軟口蓋に生じた腺房細胞癌の1例
1日本大学 歯学部 口腔外科学分野,  
2日本大学 歯学部 病理学講座,  
3日本大学 歯学部 放射線学講座

草野 明美1, 原 八重子1, 丸山 敦夫1, 尾曲 大輔2,  
五條堀 孝廣2, 浅野 正岳2, 荒木 正夫3, 金子 忠良1,  
大木 秀郎1

腺房細胞癌は唾液腺悪性上皮性腫瘍の低悪性度腫瘍に分
類されるまれな腫瘍であり、低悪性度腫瘍に分類される
まれな疾患である。本疾患は耳下腺での発生が約 90％を
占め、口腔小唾液腺に発生することは少ないとされてい
る。今回我々は左側口蓋に発生した腺房細胞癌の 1 症例
を経験したので概要を報告する。
症例は 66 歳男性、主訴は左側奥歯の近くに硬いしこり
を主訴に、精査加療目的で当科受診となった。初診時左
側上顎臼歯部後方軟組織に15×10×8mm大の比較的境
界明瞭で表面平滑で色調変化のない腫瘤を認めた。可動
性で弾性やや硬、圧痛は認めなかった。初診時レントゲ
ン検査施行し特に異常所見はなかった。超音波検査断層
撮影にて腫瘤部口腔粘膜直下部に約16×11×9mm大の
境界明瞭でほぼ均一な中等度内部 echo を有する低 echo
領域を認め、血流信号は認めなかった。MRI 画像では
T1 強調画像で 10mm 大の円形で境界明瞭で低信号、T2
強調画像で筋肉より高い高信号、STIR 画像で内部不均
一な中等度の信号を示す Mass 陰影を認めた。
左側軟口蓋良性腫瘍の診断のもと全身麻酔下に 2015 年 6
月に生検を兼ねた腫瘍切除術施行した。病理組織検査に
て腺房細胞癌の診断を得たため、追加切除を計画、2015
年 7 月に腫瘍周囲断端部の拡大切除を行った。術後早期
に PET 検査を行い左側頸部リンパ節に集積を認めたも
のの、術後 MRI 検査では明らかな転移・リンパ節腫大
を疑う所見はなかった。
今回、顎補綴科との連携により手術中に ISO を装着、さ
らに摂食機能療法科に依頼して術後早期に開口訓練を開
始したことにより、摂食・嚥下機能の回復を図り、発音・
構音障害、嚥下障害はおおむね回避できた。現在手術よ
り 6 ヶ月であるが再発、転位はなく経過良好であり、創
部の瘢痕収縮はあるものの機能的にも満足している。
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2-P-104
Rituximabが奏功した口腔・咽頭部原発
悪性リンパ腫の2例
1社会医療法人高清会高井病院口腔外科,  
2奈良県立医科大学口腔外科学講座

中村 泰士1,2, 玉置 盛浩1,2, 吉岡 元1,2, 山川 延宏2,  
桐田 忠昭2

【緒言】悪性リンパ腫は、全身のあらゆる臓器、あらゆ
る部位のリンパ節から発生する疾患であり、頭頸部領域
の悪性腫瘍では扁平上皮癌に次いで多いとされている。
今回、我々は Rituximab が奏功した口腔・咽頭部原発悪
性リンパ腫の 2 例を経験したので、その概要を報告する。

【症例 1】93 歳、女性。左側下顎の腫脹を主訴に当科受診。
口腔内所見として左側下顎歯肉に被覆粘膜は正常、無痛
性で弾性軟の腫瘤を認めた。生検を行い、病理組織学的
に MALT リンパ腫との診断を得た。PET-CT では、左
側下顎骨、大動脈リンパ節、前縦隔に異常集積を認めた。
このため、当院血液内科に対診し、左側下顎に RT40Gy
照射、Rituximab 4 コースを施行したところ、治療終了
3 ヶ月後の PET-CT で、前縦隔への異常集積は減弱し、
左側下顎骨、大動脈リンパ節への異常集積は消失した。

【症例 2】81 歳、女性。既往歴に関節リウマチがあり、
メトトレキサート（MTX）を服用していた。発熱、全
身倦怠感にて他院入院中に、CT にて両肺野の多発性結
節、左側頸部の多発性リンパ節腫大、左側上咽頭部に腫
瘍が見つかり、精査、加療目的で当院内科に転院となっ
た。PET-CT にて左側上咽頭部、両側肺野の多発性結節、
左側頸部リンパ節、両側鼠径リンパ節に異常集積を認め、
血液検査では sIL-2R、LDH が異常高値を示し、悪性リ
ンパ腫が疑われるとの事で頸部のリンパ節生検目的で、
当科紹介となった。局所麻酔下にて頸部リンパ節摘出を
行い、病理組織学的にびまん性大細胞型 B 細胞悪性リン
パ腫との診断を得た。このため、当院血液内科に対診し、
MTX の中止ならびに Rituximab 4 コースを施行した。
治療終了 4 後ヶ月の PET-CT では全身の異常集積は消
退していた。

【まとめ】Rituximab が奏功した口腔・咽頭部原発悪性
リンパ腫の 2 例を経験したので報告した。現在、治療終
了後約 1 年経過するが、2 例ともに腫瘍の再燃は認めず、
引き続き当科と血液内科にて経過観察中である。

2-P-105
上顎歯肉癌が顎下腺に転移したと考えら
れた1例
琉球大学 医学部 歯科口腔外科

仁村 文和, 又吉 亮, 仲宗根 敏幸, 新崎 章

【諸言】口腔癌の頸部郭清術は、顎下腺を含め一塊切除
を行うことが標準的術式である。口腔扁平上皮癌が顎下
腺へ転移した症例は稀である。今回、原発巣切除および
頸部郭清術を施行し、顎下腺に転移を認めた稀な 1 例を
経験したので、その概要を報告する。

【症例】54 歳、女性。
【主訴】左上顎歯肉部の出血、腫脹および疼痛
【症例の経過】H18 年 4 月下旬、左側上顎歯肉部の疼痛
を認めるも、歯科医院には受診せず放置した。6 月下
旬、同部位の疼痛増強、出血および腫脹を認めたため
自己判断で義歯の使用を制限した。8 月下旬、症状が改
善しないため某歯科医院を再審し、腫瘍が指摘され、某
総合病院歯科口腔外科を紹介されるも放置した。さらに
症状悪化のため 9 月中旬に紹介先、某総合病院歯科口
腔外科受診、悪性腫瘍が疑われたため、当科紹介となっ
た。当院の初診時の所見は、左側上顎歯肉部に肉芽型
の 31 × 21mm の腫瘤を認めた。触診にて、顎下部に弾性
硬のリンパ節を触知し、超音波検査にて顎下部に 12.0 ×
11.5mm 大の腫大したリンパ節を認めた。MRI 画像所見
は、左上顎歯肉部に 15 × 27 × 14mm の腫瘤性病変を認
め、上顎骨の髄質まで破壊が及んでいた。CT画像所見は、
両側顎下、オトガイ部に小リンパ節が散見された。右顎
下部に 13 × 7mm のリンパ節を認めた。左右の顎下腺に
左右差を認め、右側の顎下腺に主題を認めた。生検にて
高～中分化の扁平上皮癌の病理組織学的診断で、上顎歯
肉癌、頸部リンパ節転移（T2N2cM0）と診断した。術
前に動注化学放射線療法（NAC）後、全身麻酔下で上顎
骨部分切除および頸部郭清術を施行した。切除物の病理
組織的検査の結果、顎下腺内に中分化の扁平上皮癌を認
め、上顎歯肉癌からの転移と考えられた。

【結語】今回、われわれは上顎歯肉癌から顎下腺に転移
したと考えられた稀な 1 例を経験したので、報告する。
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2-P-106
非ホジキンリンパ腫と同時重複した舌癌
の1例
豊橋市民病院 歯科口腔外科

白水 敬昌, 寺沢 史誉, 服部 晴吉, 足立 潤也

【緒言】近年，口腔の重複癌は増加しつつあり，その原
因として患者の高齢化，口腔癌治癒率の向上，食生活や
環境因子での多種の発癌物質への暴露などが挙げられて
いる．口腔癌では重複癌の発生率が高く，本邦での発生
頻度は 11.0-16.2％と報告されている．口腔癌単独症例に
比較して，同時重複した口腔癌症例は統計学的有意に予
後が不良であったとの報告もある．今回われわれは非ホ
ジキンリンパ腫（NHL）と同時重複した舌癌の 1 例を経
験したため報告する．

【症例と経過】症例：68 歳・女性，初診：2015 年 9 月，主訴：
舌の疼痛．既往歴：高血圧症，糖尿病．2015 年 4 月，進
行性の左側頸部リンパ節腫脹があり当院を受診した．生
検でび漫性大細胞型 B 細胞性リンパ腫と診断され，血液・
腫瘍内科で R-CHOP 療法が施行された．R-CHOP 6cycle
終了後に舌の疼痛のため経口摂取不良となり，血液内科
入院後に当科を受診した．右舌縁部に 30 × 20mm の潰瘍
を認め，生検で SCC と診断した．全身 CT にて NHL は
CR と判断され R-CHOP は 6cycle で終了し，当科へ転科
となった．R-CHOP による汎血球減少の回復を待って舌
部分切除術を施行した．現在まで NHL，舌癌ともに再
発なく経過良好である．

【結語】NHL と同時重複した舌癌の 1 例を経験し，良好
に経過しているため報告する．

臨床研究 2（悪性腫瘍 2）	 8:30 ～ 9:00
座長：武知 正晃

2-P-107
hTERT遺伝子の異常メチル化検出による
口腔癌スクリーニングシステムの構築
1九州歯科大学 歯学部 生体機能学講座 顎顔面外科学分野, 
2九州歯科大学 歯学部 生体機能学講座 口腔内科学分野

原口 和也1, 土生 学1, 早川 真奈1, 上原 雅隆1,  
笹栗 正明1, 吉岡 泉2, 冨永 和宏1

【緒言】テロメラーゼは癌患者において高発現し、口腔
癌を含む頭頸部癌も例外ではない。われわれは過去にテ
ロメラーゼが口腔癌患者において高発現し、それを指標
とした電気化学的スクリーニングの可能性を報告した。
しかし、テロメラーゼは酵素複合体であるため、検体採
取後直ちに測定しなければならず、一般臨床の現場には
適さない。そのため、今回は安定性の高い DNA を材料
として、テロメラーゼの主な構成要素である hTERT 遺
伝子に着目し、同遺伝子プロモーター領域の CpG 部位
における異常メチル化を指標としたスクリーニングがで
きないかを検討した。また、同遺伝子のメチル化は発癌
の初期段階で生じるため、前癌病変での検出ができない
かも検討した。

【材料・方法】本学附属病院口腔外科を受診し、本研究
に同意を得られた口腔癌および白板症を有する患者と健
常ボランティアを対象とした。検体は口腔内全体を拭っ
て採取された剥離細胞（口腔癌 n=21、白板症 n=20、正
常口腔粘膜 n=29）と病変局所からの剥離細胞（口腔癌
n=22、白板症 n=24、正常口腔粘膜 n=23）、病変から採
取した組織片（口腔癌 n=35、白板症 n=25、正常口腔粘
膜 n=34）とした。各検体から DNA を抽出、亜硫酸処
理し PCR で増幅したのち、hTERT 遺伝子の CpG 部位
におけるメチル化頻度を測定した。測定には九州工業大
学竹中研究室が開発した Electrochemical Hybridization 
Assay(EHA) を用いた。

【結果】口腔癌患者では検体の採取法に依らず正常口腔
粘膜と比較して、hTERT 遺伝子の CpG 部位におけるメ
チル化頻度が有意に高かった。白板症患者は癌患者と健
常者の中間を示す傾向がみられた。EHA による検討で、
疾患群 ( 口腔癌 + 白板症 ) と正常口腔粘膜あるいは口腔
癌とそれ以外の患者群 ( 白板症 + 正常口腔粘膜 ) の識別
において有意差を認めた。

【結論】口腔癌における hTERT 遺伝子の異常メチル化
頻度は口腔癌のスクリーニングシステムとして使用でき
る可能性が示唆された。
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2-P-108
舌扁平上皮癌における頸部リンパ節転移
予測因子としての簇出の病理組織学的検
討
1群馬大学 大学院医学系研究科顎口腔科学分野,  
2群馬大学 大学院医学系研究科病理診断学分野

関 麻衣1,2, 佐野 孝昭2, 小山 徹也2, 横尾 聡1

【緒言】舌扁平上皮癌の治療において，頸部予防郭清の
適応については統一された見解や基準はいまだにない。
頸部リンパ節転移の予測因子としては浸潤様式（INF）
または山本 - 小浜の浸潤様式 (Y-K 分類 ) が一般的に頻
用されている。頚部郭清の適応を検討する上で，より
確実な転移予測因子の確立が必要と考えられている。今
回，生検検体において一般的な病理学的評価項目に加え
て，簇出（tumor budding）についても検討を行い，舌
癌における新たなリンパ節転移予測因子として有用であ
るかどうか検討した。【方法】当科にて生検・手術を施
行した舌癌症例 91 例について，生検組織標本での病理
組織学的評価項目として分化度，浸潤の深さ，浸潤様式

（INF），リンパ管，脈管侵襲に加えて，浸潤先端部での
簇出個数を評価し，リンパ節転移との関連を検討した。
簇出は腫瘍細胞 5 個以下の小胞巣と定義し，ケラチンの
免疫染色を全例に行い，20X 視野での簇出個数をカウン
トした。【結果と考察】単変量解析で，リンパ節転移と
の間に有意差があったのは，簇出，浸潤の深さであった
が，多変量解析で有意差を示したのは簇出のみであった。
他の病理組織学的因子はいずれもリンパ節転移との間に
有意差は認めなかった。今回の検討から，簇出は舌癌に
おいて新たなリンパ節転移予測因子として有用であるこ
とが示唆された。

2-P-109
口 腔 扁 平 上 皮 癌 患 者 に お け る 循 環
miRNAの発現に関する臨床的検討
1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天草総合中央病院 歯
科口腔外科

中嶋 光1, 吉田 遼司1, 廣末 晃之1, 有田 英生1,  
坂田 純基1, 松岡 祐一郎1, 川原 健太2, 中川 純泰1,  
永田 将士1, 中山 秀樹1

【背景】化学放射線療法（CCRT）は口腔扁平上皮癌
（OSCC）を含めた頭頸部癌において有用な治療選択肢
の一つである。一方で、CCRT に対する治療抵抗性は患
者予後や QOL を大きく左右する。そのため、治療効果
を予測するバイオマーカーの検索や治療抵抗性のメカニ
ズム解明は重要である。近年、循環 miRNA が悪性腫瘍
の進展や予後に関わる可能性が示唆され、予後予測マー
カーとしての可能性も示されている。本研究では OSCC
患者における循環 miRNA 発現に関する臨床的意義につ
いて検討を行った。

【方法】熊本大学医学部附属病院歯科口腔外科において
治療を行い、血液サンプルが得られた OSCC 患者 51 人
を対象とした。CCRT 内容は、5-FU 系抗癌剤である S-1
を 2 週間連続投与し、放射線は 1 日 2Gy を週 5 日、計
30Gy 照射した。全ての患者は術前化学放射線療法を施
行した後に根治的手術を施行した。術前治療効果が良
好 / 不良の 2 群間での循環 miRNA の発現をマイクロア
レイにて解析し、治療効果不良群で発現亢進を認めた
miRNA について各種臨床項目との検討を行った。

【結果】特定の miRNA 発現亢進は T および N-stage 患
者予後との間に有意な相関を認めた。また術前 CCRT
の組織学的治療効果との間に相関を認めた。

【考察】循環 miRNA は OSCC 患者における術前 CCRT
の治療効果予測因子となり得る可能性が示された。
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2-P-110
口腔癌に対するDOC、CDDP、PEP動注・
5-FU静注化学療法
1福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科,  
2大原綜合病院 口腔外科・歯科,  
3大原綜合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科

金子 哲治1, 長谷川 博1, 山㟢 森里生1, 菅野 千敬1,  
遠藤 学2, 門馬 勉2, 鹿野 真人3

【緒言】口腔癌に対しドセタキセル (DOC)、シスプラチ
ン (CDDP)、ペプレオマイシン (PEP)、5-FU による多剤
併用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 2015 年 2 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
症例 143 例を対象とした。年齢は 27 歳～ 93 歳、平均 65
歳。部位は舌・口底 69 例、頬粘膜 26 例、上顎歯肉 23 例、
下顎歯肉 25 例。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 10mg/body を動注で、5FU 
2500mg/body を静注で 10 日間投与か、2012 年以降は 5
日間投与に変更し、1 クールもしくは 2 クールを行った。
放射線治療は 39 例に併施した。手術は 135 例に、特に
CR 例では縮小手術を行った。【結果ならびに考察】原発
巣に対する効果は、CR 率 56%、PR 率 43%、pC 率 41%
であった。原発再発は 21 例 (15%) に認め、9 例が制御
できなかった。5 年生存率は全体で 79%、Stage 別では、
Stage2 (59 例 ) 84%、Stage3 (35 例 ) 83%、Stage4 (49 例 ) 
69% であった。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。本療法の有効性と安全性
は高く、高齢者などハイリスクの症例にも適応し得ると
考えられた。

2-P-111
Face Scale を用いた口腔癌放射線外照
射療法による有害事象の急性期評価
1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

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

【緒言】放射線治療スケジュールの遂行の障害になるの
は急性期障害である。今回 ,　口腔癌放射線外照射療法
を受けた患者の急性期障害の様態を自覚症状を中心に検
討した。

【対象と方法】2010 年 7 月～ 2013 年 6 月までに日本歯
科大学新潟病院歯科放射線科において放射線外照射療法

（ライナック，PRIMUS MID-Energy 4MeV, TOSHIBA）
を受けた口腔扁平上皮癌 35 例で、男性 19 名、女性 16 名、
平均年齢は 65.3 歳（35 歳～ 82 歳）であった。原発部
位は舌が 9 例、頬粘膜 8 例、上顎歯肉 5 例、下顎歯肉 7
例、口底 4 例、下口唇と多発がそれぞれ 1 例で、放射線
量は 30 ～ 68Gy であった。Face Scale (Lorish ら , 1986) 
を用いて、口腔粘膜疼痛・乾燥・味覚・咽頭痛・皮膚症
状・放射線治療の辛さの 6 項目に関し、患者による副障
害評価を継続的に行った。同時に米国 National Cancer 
Institute（NCI）の「Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE) v4.0」を 1 部改変し、術者に
よる患者の副障害の評価も行った。

【結果】Loris らによる Face Scale は放射線治療に対す
る患者の急性期障害の評価にも応用が可能で、CTCAE
を用いた他覚症状のグレード変化とは異なるところもあ
り、口腔内の観察のみでは得られない患者個人の自覚症
状とその変化を把握することができた。また、自覚症状
には個人差が見られることも提示できた。今回検討した
症例のうち、口内炎が原因で一時休止となった症例はい
ずれも休止前にはスケール値が上がっていた。

【結語】Face Scale は副障害の自覚的評価として簡便で
有用であった。スケール値を治療方針決定の目安として
使用できる可能性も示唆され、患者の症状把握に非常に
有用であると考えられた。今後症例を増やし、薬物治療
の方法や病理像、その他放射線治療スケジュールの遂行
の妨げとなる多様な因子との関連性を検討し、安全な治
療スケジュールの遂行に役立てたい。
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2-P-112
再建下顎に関するレジンフレーム法下顎
再建と従来法の比較検討
1自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座,  
2那須赤十字病院 歯科口腔外科,  
3国際医療福祉大学病院 歯科口腔外科,  
4朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

早坂 純一1, 伊藤 弘人2, 野口 忠秀1, 神部 芳則1,  
草間 幹夫3, 勝又 明敏4, 森 良之1

我々は 2013 年に「レジンフレーム法下顎再建」という
下顎再建術式を確立させた。この方法は下顎区域切除後
の①残存下顎の整復、②咬合回復、③術前再建下顎デザ
インの再現による審美回復の全てを明確かつ客観的にし
ている。今回われわれは、レジンフレーム法下顎再建と
従来の下顎再建について、欠損部位別の比較検討を行っ
たので報告する。

【目的】レジンフレーム法下顎再建と従来の下顎再建の
比較検討

【対象】当科で 2007 年 4 月から、2015 年 9 月までに下顎
再建をうけた 50 症例

【方法】レジンフレーム下顎再建術式：3D 実体モデルを
再建下顎デザイン通りにトリミングして、再建プレート
を 3D 実体モデルの下顎下縁に沿ってベンディング。次
いでレジン用いて下顎と再建プレートの位置を記録し硬
化させレジンフレームを作成。下顎区域切除後に顎間固
定を行い、次いでレジンフレームに残存下顎骨をはめ
込み、残存下顎と再建プレート配置位置を再現し再建プ
レートを固定し移植骨を配置固定する。従来法では、残
存下顎の整復にメモリプレートを用いた。レジンフレー
ム法 25 症例と従来法 25 症例による下顎再建精度につい
て比較検討した。

【成績】従来法は下顎欠損部位によって差がでるが、レ
ジンフレーム法では従来法に比べて再現性が高いことが
確認された。

【考察】レジンフレーム下顎再建術は、術者以外はイメー
ジしにくい再建下顎デザインを可視化し客観的な術式と
したたことで、複雑な下顎形態の回復の再現性を高める
ことが可能になったと考えられた。これにより審美性の
向上だけではなく、残存した下顎機能を最大限に引き出
すとともに、再建下顎を利用して機能性の高い補綴治療
への足がかりとなることが期待できる。

【結論】レジンフレーム法下顎再建は客観的で再現性の
高い術式であり、欠損範囲に影響を受けにくい安定した
下顎再建が可能である。

全身管理	 9:00 ～ 9:25
座長：別所 和久

2-P-113
ロクロニウムが原因であったアナフィラ
キシーショックの1例
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野

江原 雄一, 住友 伸一郎, 鷲見 成紀, 稲垣 友里,  
太田 貴久

　今回われわれは，全身麻酔中にアナフィラキシー
ショックを発生し，その原因が皮内テストによりロクロ
ニウムであると判明した症例を経験したのでその概要を
報告する。
　患者：26 歳。女性。既往歴・常用薬：特記事項なし。
全身麻酔経験なし。アレルギー：薬剤，食物ともに特記
事項なし。2015 年 4 月中旬に全身麻酔下にて抜歯術を
行うこととなった。前投薬としてアトロピン硫酸塩水和
物を静注した。麻酔導入に先立ちフェンタニルクエン
酸塩，レミフェンタニル塩酸塩を静注しプロポフォー
ルで麻酔導入，ロクロニウムにより筋弛緩を得た。挿管
後，抗菌薬としてピペラシンナトリウム静注したとこ
ろ，BP34/27mmHg，HR104bpm，SpO2100% と 血 圧 低
下を認めた。全身皮膚の紅潮，浮腫ならびに蕁麻疹は認
めなかったが，アナフィラキシーショックと判断し手
術を中止。アドレナリン，ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム，デキサメタゾンリン酸エステル
ナトリウム，エフェドリン塩酸塩，ドパミンを静注で
BP115/49mmHg，HR134bpm，SpO2100% と血圧の上昇
を認めた。呼名にて開眼し反応が認められたが，喉頭鏡
を用いた観察で声門部の浮腫が確認されたため，気管挿
管下で 24 時間経過観察後，呼吸ならびに循環状態が安
定を確認し抜管とした。皮膚科にアレルゲン同定を依頼
したところ，皮内テストでロクロニウムに対し陽性を示
すと同時に口唇の掻痒感，咽頭・喉頭の違和感も認めら
れた。以上の経過ならびに検査結果から，ロクロニウム
によるアナフィラキシーショックと診断した。
　ロクロニウムは発売以降，そのシェアは増加している
が，海外ではアナフィラキシーの発生率が高いことが示
唆されている。したがって，今まで以上に全身麻酔中は
アナフィラキシーショックが生じる恐れがあることを認
識し，それに関する知識ならびに対応を習得しておく必
要が考えられる。
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2-P-114
特発性自律神経ニューロパチー患者の抜
歯術の1例－心拍間変異分析による術中
管理について－
1徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野,  
2徳島大学病院 口腔管理センター

桃田 幸弘1, 宮本 由貴1, 高野 栄之2, 可児 耕一1,  
東 雅之1

【緒言】今般、われわれは特発性自律神経ニューロパチー
患者の抜歯術の 1 例を経験し、心拍間変異分析による術
中管理を行ったので、その概要を報告する。

【症例】症例は 57 歳、女性。歯痛を主訴に徳島大学病院
口腔内科を受診した。特発性自律神経ニューロパチーに
て当院神経内科により高用量ヒト免疫グロブリン静注療
法が施行されていた。3 ┘根尖性歯周炎の診断下に抜歯
術が施行された。術中、麻酔・抜歯操作によっても血圧・
脈拍などの循環動態に著しい変化は認められなかった。
術後、仰臥位から座位への姿勢変化によっても起立性低
血圧や代償性頻拍は発現しなかった。心拍間変異分析で
は、術中、同術操作によっても自律神経活動は安定して
いた。術後、同姿勢変化によって交感神経活動が亢進（LF 
norm：80.4 nu，HF norm：19.6 nu，LF/HF ratio：4.099）
した。

【結論】心拍間変異分析は潜在性自律神経障害を検出す
る可能性が考えられ、本疾患の術中管理における心拍間
変異分析の有用性が示唆された。

2-P-115
HAS-BLEDスコアと抜歯後出血との関連
性の検討
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座

福澤 智, 片岡 利之, 熊坂 士, 貝淵 信之, 守田 誠吾,  
山崎 卓, 深田 健治, 岡本 俊宏, 安藤 智博

【緒言】HAS-BLED スコアは心房細動症例の重篤な出血
リスクの予測因子として Euro　Heart　Survey の３９
７８例で検証され提唱されたスコアである．一方，抜歯
後出血のリスクについては従来 PT-INR を用いてリスク
評価を行ってきたが，そのほかの因子に関して考慮した
スコアはなく，HAS-BLED スコアが抜歯後出血のリス
クスコアとして応用が可能であれば，抜歯後出血の予防
に非常に有効であると考える．そこで、われわれは，ワ
ルファリン内服患者において HAS-BLED スコアと抜歯
後出血との関係をレトロスペクティブに検討を行ったの
でその概要を報告する．

【対象および方法】2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31
日に当院歯科口腔外科で入院管理下に抜歯を行ったワル
ファリン内服患者 211 例である．入院カルテより HAS-
BLED スコアの算出に必要な情報を収集し，HAS-BLED
スコアを算出した．なお，PT-INR は抜歯当日に全例測
定し，PT-INR を 3.0 以下にコントロールした状況で行っ
た．

【結果】抜歯後出血を生じたのは 29 例（13.7％）であった．
HAS-BLED スコアの出血リスクである 3 点以上の症例
は，29 例／ 211 例であり，うち 7 例／ 29 例は抜歯後出
血が生じていた（24.1％）．PT-INR 単独と HAS-BLED
スコアとの比較で抜歯後出血を予測した ROC 曲線では
PT-INR では AUC0.686 に対して HAS-BLED スコアで
は AUC0.611 という結果であった．

【結論】ワルファリン内服患者において抜歯後出血のリ
スク評価として HAS-BLED スコアと PT-INR と比較し
た結果，HAS-BLED スコアの有意差はなかった．しかし，
HAS-BLED スコアは高血圧や腎機能障害など全身的な
リスク因子を評価できるので重大な出血リスク評価とし
て考慮する必要がある．
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2-P-116
挿管困難が予想された頸部膿瘍患者に対
しデクスメデトミジン併用下に気道管理
を行った一例
1東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科麻酔科,  
2東京医科歯科大学歯学部附属病院 顎顔面外科,  
3東京医科歯科大学大学院 麻酔・生体管理学分野

太田 琴美1, 三浦 千佳2, 脇田 亮3, 深山 治久3

症例は 27 歳男性．身長 167cm，体重 48kg．右側頸部の
腫脹の増大と，顎下部の排膿のため来院した．体温 38.5 
℃，血圧 130/66 mmHg，脈拍 146 bpm，SpO2 98 %．
胸部 X 線像で肺野には異常所見を認めず，心電図では洞
性頻脈があった．CT にて右側頬部から前頸部に及ぶ広
範な炎症性病変を認めたため，全身麻酔下での膿瘍切開・
排膿処置が予定された．開口量は 18mm で，小顎症のた
め挿管困難が予想されたが，膿瘍が前頸部に及ぶため，
気管切開は適応とならず，鎮静下での電子スコープによ
る意識下挿管を行うこととした．
術前に静脈路を確保し抗菌薬投与後，デクスメデトミジ
ン塩酸塩（DEX）とレミフェンタニル（RF）の持続投
与を開始した．さらにミダゾラムを投与し至適鎮静を得
た後，電子スコープを併用し，気管挿管を行った．挿管
操作中，患者の体動やむせなどの拒否反応はなく良好な
協力が得られ，自発呼吸は維持された．一連の操作中に
SpO2 の低下はなかった．挿管後，プロポフォールとロ
クロニウムを投与し，空気・酸素・セボフルラン・RF
で全身麻酔を維持した．術中のバイタルサインは安定し
て推移し，切開排膿処置は円滑に終了した．手術終了後，
RF の投与を中止し DEX を再開した．自発呼吸の確認
後，スガマデクスナトリウムを投与し，チューブエクス
チェンジャーを留置したまま抜管した．その後 15 分間，
SpO2 の低下や呼吸抑制がないことを確認した後 DEX
を終了し，チューブエクスチェンジャーを抜去し病棟へ
帰室した．本症例では，呼吸抑制が少ない DEX と，強
い鎮痛作用と反射抑制作用を持つ RF に加え，健忘効果
のあるミダゾラムを併用することで，十分な鎮静と患者
の協力のもとで気管挿管が可能になった．また，抜管時
にも DEX を投与して気道の開存性を確実に維持できた．
以上のように，安全かつ患者の負担を軽減した気道管理
ができた．

2-P-117
当科における低反応レベルレーザー治療

（LLLT）の現状
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,  
2医療法人川崎病院歯科口腔外科

山下 淳也1,2, 鈴木 泰明1, 松尾 健司1, 榎本 由依1,  
北山 美登里1, 松本 耕祐1, 木本 明1, 古森 孝英1

【目的】当科では口腔外科領域の疾患に対して適応可能
なレーザー治療をこれまで積極的に行っている。主には
早期癌や前癌病変である白板症の切除、血管奇形に対す
る光凝固療法などがメインであるが、生体組織の活性
化を応用した低反応レベルレーザー治療（Low reactive 
Level Laser Therapy; 以下LLLT）も行っている。そこで、
今回われわれは、2008 年～ 2015 年の間に LLLT を行っ
た症例について臨床的検討を行ったので報告する。

【材料および方法】神戸大学医学部附属病院歯科口腔外
科で 2008 年 7 月から 2015 年 12 月までに LLLT を行っ
た計 10 例を対象とした。性別、年齢、疾患と部位など
の他、レーザーの照射条件、治療期間などについても検
討を行った。

【結果】性別は男性 1 例、女性 9 例、年齢は 35 ～ 85 歳
（平均 66.8 歳）。疾患として多かったものはオトガイ神経
知覚異常が 3 例で、その他には難治性口内炎 2 例、口腔
異常感症、三叉神経痛、非定型疼痛、創部術後疼痛など
であり、部位は口腔内と顔面部の多岐にわたった。使用
したレーザーは He-Ne レーザー（タカラベルモント社
製、BELBEAM®）であり、一回あたり 120 ～ 180 秒間
の照射を行った。照射回数は 5 回～ 35 回までで、１週
間毎に照射されたものが最も多く、数日毎の照射の症例
もあった。治療期間の長いものでは 4 年 1 か月にわたっ
た。

【結論】LLLT の効果や作用機序に関しては、波長、照
射エネルギー、照射部位、照射時間、照射間隔などが異
なっていることも評価を困難にしており、従来より懐疑
的な意見がみられる。当科で行われた口腔外科領域にお
ける LLLT の症例も例数が少なく、真の有効性に関して
は評価しにくかったが、薬物療法など他の治療法では効
果の望みにくい症例に適用される場面が比較的多く、患
者自身の治療に対する期待や満足感を充足させる療法と
して一定の有用性が示唆されるものと思われた。今後、
照射パラメーターなどをできるだけ同一にした前向き研
究の蓄積が必要と考えられた。



294

ポ
ス
タ
ー

臨床研究 3（炎症）	 8:00 ～ 8:30
座長：丸岡 靖史

2-P-118
薬剤性と非薬剤性「顎骨骨髄炎/骨壊死」
の比較検討
防衛医科大学校 歯科口腔外科

高橋 雅幸

【 目 的 】2014 年 に BRONJ（Bisphosphonate-related 
osteonecrosis of the jaw）は MRONJ（Medication-RONJ）
に名称が改変されたが、その発生機序や病態は未だ明ら
かではない。ステージ分類では、骨壊死（骨露出）を主
体とした分類がなされているが、実際には骨壊死を認め
ない骨髄炎単独症例も多く経験する。今回わたくしは、
MRONJ における骨壊死の状況を明らかにする目的で、
薬剤性と非薬剤性の顎骨骨壊死 / 骨髄炎症例の比較検討
を行ったので報告する。

【対象および方法】対象は、薬剤性 38 例（男性 6 例、女
性 32 例、平均年齢 70.9 ± 11.6 歳）と非薬剤性 15 例（男
性 5 例、女性 10 例、平均年齢 60.9 ± 19.8 歳）で、CT と
骨シンチグラム検査が行われ骨髄炎の評価が可能なもの
とした。

【結果】薬剤性顎骨骨髄炎を A、同骨壊死を B とすると、
A ∩ B は 8 例、A ∩ B-（B でない、以下同じ）は 30 例、
A- ∩ B（無腐性骨壊死）は 0 例であった。非剤性顎骨
骨髄炎を C、同骨壊死を D とすると、C ∩ D は 3 例、C
∩ D- は 11 例、C- ∩ D は 1 例（帯状疱疹随伴無腐性骨壊死）
であった。無腐性を除き、薬剤性骨髄炎における骨壊死
の割合は 38 例中 8 例（21.1％）、非薬剤性骨髄炎におけ
る骨壊死の割合は 14 例中 3 例（21.4％）で、両者に統計
学的有意差はなかった。

【考察】両者の骨壊死の発生頻度には差はがなくかつ高
頻度ではない（約 20％）ことから、薬剤性において骨
壊死のみが注目される現状に疑問が持たれた。薬剤性症
例中に無腐性骨壊死は認められず、骨壊死の背景には全
例骨髄炎を伴っていた。また、約 80% は骨髄炎単独で
生じていたことから、薬剤性においても骨髄炎を重要視
すべきと考えられた。その意味で、その名称は MROMJ

（Medication-related osteomyelitis of the jaw）が適当で
はないかと考えられた。

2-P-119
帯状疱疹の治療中に発症した下顎歯槽骨
壊死の1例
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科口腔外科

岡本 篤志, 山本 亞有美, 花澤 康雄

【目的】今回我々は帯状疱疹の治療中に発症した下顎歯
槽骨壊死症例を経験したので報告する。

【患者背景】患者は 67 歳男性で既往歴、家族歴に特記事
項は無し。

【現病歴】平成 27 年 1 月より右側顔面の疼痛を自覚し近
医皮膚科を受診したところ、帯状疱疹との診断を受けバ
ルトレックス ® を処方された。その後、帯状疱疹の治療
中に右側下顎の 3 歯続けて自然脱落を生じたため近歯科
医院を受診したところ、右側下顎歯槽骨の骨露出を認め
たため精査・加療目的に平成 27 年 2 月に当科を紹介さ
れ受診した。

【現症】顔貌所見：右側三叉神経第Ⅲ枝領域の顔面皮膚
に水疱の痕と同部の皮膚に掻痒感を認めた。口腔内所見：
上顎は無歯顎で下顎は左側下顎 7 のみ残存していた。自
然脱落した右側下顎 345 相当部の歯槽骨が露出し同部に
疼痛はなかったが、舌に若干のしびれを認めた。画像所
見：CT 画像にて右側下顎の歯槽骨が下顎骨体部より分
離しかけている状態が確認できた。

【結果】腐骨分離を待った方が侵襲が少ないと考え局所
洗浄を続けていたところ１か月経過した時点で腐骨が分
離してきたので、同年 3 月分離した腐骨を摘除した。腐
骨の下層は正常な肉芽組織で覆われていた。その後創部
治癒経過良好でかかりつけ歯科医院へ義歯作製を依頼し
た。現在術後 1 年経過するが経過良好である。

【結論】今回我々は、右側三叉神経第Ⅲ枝領域に発症し
た帯状疱疹に続発して歯の自然脱落及び歯槽骨壊死を生
じた１例を経験した。以前より歯周病で歯牙の自然脱落
生じてきたが、歯槽骨壊死を起こしたことはなかった。
今回の帯状疱疹の治療中に起きた歯牙の自然脱落後の歯
槽骨壊死は帯状疱疹の罹患が歯周病の急激な悪化を引き
起こし歯槽骨壊死を惹起した可能性が考えられた。
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2-P-120
当科における歯性上顎洞炎の臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

岩田 英治, 明石 昌也, 岸本 恵実, 藤林 淳子,  
楠元 順哉, 古土井 春吾, 古森 孝英

【目的】歯性上顎洞炎は，歯性感染症が上顎洞に波及し
たものであり，日常臨床で比較的多く遭遇する疾患であ
る．近年 CT の普及により上顎洞粘膜の肥厚所見が検出
されやすくなり，これまで以上に画像所見や症状を踏ま
えた適切な治療法を選択することが求められる．今回，
当科で経験した歯性上顎洞炎症例について臨床的検討を
行ったので報告する．

【材料および方法】2009 年 1 月から 2015 年 12 月に歯性
上顎洞炎や歯性炎症の上顎洞波及が疑われ神戸大学口
腔外科を受診した初診患者のうち，CT 撮影が行われた
113 例のうち歯性上顎洞炎と診断され，その後の治癒経
過が確認可能であった 57 例を対象とした．前額断 CT
像にて上顎洞底部から最上方位までの洞粘膜肥厚の程度
により，加藤らに準じて Type0 ～ 3 に分類し，これら
の Type と自然孔閉塞や他の副鼻腔粘膜の肥厚の有無と
の関係，さらに抜歯後の口腔上顎洞瘻の有無等について
後向きに検討した．

【 結 果 】Type0 は 1 例，Type1 は 9 例，Type2 は 11
例，最も粘膜肥厚が著明な Type3 は 36 例であった．各
Type 別に自然孔閉塞および他の副鼻腔粘膜の肥厚の有
無との関係について検討した結果，Type0 と Type1 で
は自然孔閉塞や他の副鼻腔粘膜の肥厚は認めなかった
が，Type2 では 11 例中 2 例に自然孔閉塞と篩骨洞粘膜
の肥厚を認め，そのうち 1 例に前頭洞粘膜の肥厚を認め
た．Type3 においては 36 例中 34 例に自然孔閉塞を認め，
そのうち 29 例に篩骨洞粘膜の肥厚を，17 例に前頭洞粘
膜の肥厚を認めた．さらに，治療として抜歯を行った 24
例中 8 例に一時的に上顎洞との交通が見られた．このう
ち 4 例に閉鎖術が施行され，抜歯から 2 か月までに全例
閉鎖を認めた． 

【結論】歯性上顎洞炎の粘膜肥厚が進行するにつれ，自
然孔を中心とした洞口鼻道系に閉塞が進行し篩骨洞や前
頭洞粘膜の肥厚を生じることが示唆された．

2-P-121
口腔扁平苔癬における組織診断と細胞診
断の比較検討
1東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔診
断学分野, 2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, 3東北大学病院 病理部

菅原 由美子1, 及川 麻理子2, 今野 かおり3, 三浦 弘守3, 
渡辺 みか3, 熊本 裕行2, 笹野 高嗣1

【緒言】口腔扁平苔癬は慢性炎症性角化病変で難治性の
疾患である。白板症や初期口腔癌および他のびらん性疾
患との鑑別が必須で、的確な診断と長期的な経過観察が
必要である。今回我々は、口腔扁平苔癬と臨床診断した
5 症例について生検を行い、組織診断と細胞診断とを比
較検討し若干の知見を得たので報告する。

【症例】1）72 歳、女性。両側頬粘膜から口蓋粘膜に白色
病変を認めた。1 年前に組織生検を行い上皮異形成との
診断を得た。経過観察後に再度、組織および細胞生検を
行った。組織診断では squamous cell carcinoma, early 
invasive、細胞診では Class Ⅱ陰性。2）51 歳、男性。両
側頬粘膜から舌縁にかけて、びらんと潰瘍を伴う白色病
変を認めた。半年前より症状の増悪があり、びらんと
潰瘍病変も著明であった。組織診断では squamous cell 
carcinoma, early invasive、細胞診断ではClassⅡ陰性。3）
40 歳、女性。両側頬粘膜に紅斑を伴う白色病変を認めた。
組織診断では Lichen planus、細胞診では Class Ⅱ陰性。
4）55 歳、女性。両側頬粘膜に白色レース状病変を認めた。
組織診断では Lichen planus であったが、上皮には異型
細胞の出現、滴状型上皮脚、異角化、核分裂像も認めら
れた。細胞診では Class Ⅱ陰性。5）53 歳、男性。両側
頬粘膜にびらんと潰瘍を伴う白色病変を認めた。組織診
断では Lichen planus、細胞診では Class Ⅲ疑陽性。

【結論】本症例では 5 症例中 4 症例において組織診断と
細胞診断に所見の違いがあった。細胞診断では口腔粘膜
表層を擦過し採取した細胞を対象としており、初期口
腔癌の症例や上皮異形成においては基底膜付近やその下
層の炎症像および浸潤像などは確認できない可能性があ
る。また、口腔扁平苔癬の細胞像では核形態に悪性を疑
わせる所見を呈する場合がある。したがって、口腔扁平
苔癬では組織診断が必須であり、補助診断として細胞診
断が有用と思われた。
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2-P-122
結核性頸部膿瘍の１例
1千葉県済生会習志野病院 歯科・歯科口腔外科,  
2千葉大学 大学院医学研究院 臨床腫瘍学講座,  
3千葉大学 医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科,  
4千葉県こども病院 歯科

伏見 一章1, 椎葉 正史2, 中嶋 大3, 神津 由直4,  
坂本 洋右3, 丹沢 秀樹3

【緒言】先進諸国と比較すると日本は未だ結核の中等度
蔓延国であり，頸部結核性リンパ節炎も依然として臨床
現場において十分考慮すべき疾患である．今回われわれ
は，結核性頸部膿瘍の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：27 歳，男性．主訴：左顎下部の腫脹．
現病歴：2015 年 11 月より左顎下部の有痛性の腫脹を自
覚し，当科受診した．現症：左顎下部に弾性硬，可動性
のない腫瘤を認めた．皮膚の発赤を認め，圧痛もあった．
口腔内に異常を認めなかった．CT 画像にて，左顎下部
に境界明瞭な38×25mmの内部に石灰化を呈する腫瘤認
められた．MRI 画像にて，左顎下部に T1 強調像で低信
号，T2 強調像で高信号の腫瘤が認められた . 血液検査に
てＴ SPOT 陽性であった．処置および経過： 2016 年 1
月，皮膚より穿刺吸引細胞診施行し，Class Ⅱであったが、
TB-PCR 検査で陽性の診断を得た．現在，抗結核薬 4 剤
併用による化学療法中である .

【結語】結核は，今現在も日常診療で遭遇する疾患であ
り，時には診断や治療に難渋し，また集団感染や院内感
染など公衆衛生上も問題となることが少なくない疾患で
ある．顎下部に腫脹をきたす疾患には、唾石症，唾液腺
炎，リンパ節炎，貯留性嚢胞，唾液腺腫瘍などがあるが，
早期診断，早期治療のためにも，頸部リンパ節結核を念
頭に置くことが重要であると考えられた．

2-P-123
精神科病院における肺炎の発症について
の検討
愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座

大藪 琢也, 渡邉 哲, 宮部 悟, 山本 哲嗣, 宮地 斉,  
下郷 和雄

　精神科で使用する抗精神病薬には嚥下機能低下をきた
す薬剤があり、精神科患者の管理においては、嚥下機能
の低下に関連する誤嚥や誤嚥性肺炎、窒息に注意が必要
である。特に、入院患者では、外来患者に比べて精神疾
患の病態が重篤な患者が多く、薬剤投与量も多いことが
考えられるために嚥下機能低下のリスクは高いことが考
えられる。これまでにも精神科入院中の患者や統合失調
症患者を対象にした肺炎や窒息の要因などの検討は散見
されるが、本邦での発症率の報告は少ない。そこで、精
神科入院中患者の肺炎、誤嚥性肺炎および窒息の発症率
を検討して実態を明らかにし、院内での取り組みや他施
設と比較検討して、精神科病院での嚥下障害患者への対
応の一助とすることを目的に検討を行った。
　対象は、平成 17 年 4 月平成 27 年 3 月までの 10 年間
に三重県の「総合心療センターひなが」精神科に入院し
ていた患者とした。方法は、医事課で管理しているデー
タベースをもとに、レトロスペクティブに入院患者に占
める肺炎、誤嚥性肺炎の発症数および経年的な変化を検
討した。結果は、10 年間の在院延患者数は 12,340 名（男
性 5,273 名、女性 7,067 名）であった。肺炎に罹患した
延患者数は、528 名（男性 334 名、女性 194 名、平均年
齢 69 ± 12 歳）で、そのうち誤嚥性肺炎の延患者は 187
名（男性 115 名、女性 72 名、平均年齢 70 ± 11 歳）であっ
た。本結果を踏まえ、院内での取り組みと発症数の変化
について検討を行ったのでその概要を報告する。
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臨床研究 4（先天性疾患・顎変形症）	8:30 ～ 8:55
座長：小宮 正道

2-P-124
片側性唇顎口蓋裂における口蓋形成術後
の言語成績
1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, 2東京医科歯科大学 歯学部附属病院 言語治療外来, 
3JAとりで総合医療センター 口腔外科

佐藤 豊1,3, 三島木 節1, 香月 佑子1, 長岡 亮介1,  
曽根 絵梨1, 押部 成美1, 壬生 美智子2

【緒言】当科での片側性唇顎口蓋裂（UCLP）に対する
口蓋形成の術式は、顎発育を考慮して前方・側方部に
生じる raw surface 部に頬粘膜を移植する mucograft 
modified push back 法（以下、PB 法）を主に採用して
きた。一方、Furlow 法（以下、F 法）は裂幅の少ない
口蓋裂単独症例に応用してきたが、近年モールディング
プレート（人工口蓋床）を用い、術前顎発育誘導により
顎裂幅を狭小化することにより UCLP に対して、F 法を
適用する症例が増加した。今回術式の違いによる言語成
績について調査したので報告する。

【対象と方法】2003 年～ 2014 年までに当科で初回口蓋形
成を行った UCLP 患者は 50 名で、そのうち発達遅滞を
認めず、鼻咽腔閉鎖機能（VPC）の評価が可能であった
35 名を対象とした。初回構音判定は 4 歳時に、言語訓練
後、再度構音判定をおこなった。言語評価は当院の言語
聴覚士が行った。

【結果】従来法（PB 法）による口蓋形成（以下、PB 群）
は 22 例、F 法によるもの（以下、F 群）は 13 例であっ
た。口蓋形成の平均手術年齢はともに 1 歳 6 か月であっ
た。UCLP における F 法は、2007 年より裂幅の狭い
UCLP 症例に対して施行され 2012 年以降ほとんどの症
例に採用している。初回言語評価では PB 群、F 群とも
全例 VPC は良好と判断された。初回構音評価が可能で
あったのは全体で 25 例うちあり、PB 群が 21 例であった。
そのうち 10 例が異常構音を示した。その内訳は、側音
化構音 5 例、声門破裂音 3 例、口蓋化構音 2 例であった。
また未熟構音は 10 例あった。その後言語訓練により側
音化構音 5 例はのうち、良好 1 例、正常範囲 2 例、中断
が 1 例、未評価 1 例であった。声門破裂音はすべて良好
となった。口蓋化構音は 1 例が良好となった。未熟構音
10 例のうち良好となったのが 6 例、正常範囲 1 例、軽度
口蓋化構音 1 例、残りは不変であった。F 群では初回構
音評価できた 4 例のうち、1 例が良好、3 例が未熟構音
であった。F 群はまだ就学に達したものが少なく、今後
症例数を増やして検討していく予定である。

2-P-125
鼻咽腔運動に対する定量解析法の開発
山口大学大学院上皮情報解析医科学講座歯科口腔外科学
分野

中野 明日香, 三島 克章, 白石 麻美, 上山 吉哉

【目的】立体視を目的に開発された立体内視鏡をベース
に、新規に作製したパターン照射光学系ユニットを併
用した鼻咽腔内視鏡計測システムを開発し、4 次元情報
を有する鼻咽腔の距離画像を作成することに成功した

（Laryngoscope 123(12):E122-6,2013）。今回、この距離画
像から鼻咽腔の運動様相を定量解析する方法を考案した
ので報告する。

【方法】健常男性 10 名、女性 10 名を対象に、/a/ 発音時
の軟口蓋の動きを口腔側から撮影して距離画像を作成し
た。軟口蓋上には明確な計測点となる特徴がないため、
その動きの特徴を的確に捉えるために、仮想グリッドの
適応を考えた。軟口蓋距離画像上に中心投影法による 5
× 5 の仮想グリッドを設定し、36 個の交点の三次元座標
値に対し主成分分析を適応した。第 1 主成分から第 12
主成分を求め、算出された結果を Body Shape Browser
を用い可視化した。そして、X 軸に第 1 主成分値、Y 軸
に第 2 主成分値を二次元座標上にプロットし、主成分値
の分布に性差があるのか否かを判別分析にて検討した。
また、36 個の交点の三次元座標値から重心を算出し、そ
の移動量を求め、Mann-Whitney の U 検定を用いて性差
を検討した。

【結果】第 1 主成分は軟口蓋の後上方への移動、第 2 主
成分は軟口蓋の上方への移動の特徴を示していた。判別
分析の結果、54.6% の正答率であり、男女を正しく判別
できないと考えられた。また、グリッド交点の重心の最
大移動量は、男性で 4.74mm、女性で 4.66mm であり性
差はなかった。

【結論】立体内視鏡より得られた距離画像に対して仮想
グリッドを適応し、さらに、その交点に対して主成分分
析を応用することにより、的確な鼻咽腔運動様相の定量
解析が可能であると考えられた。
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2-P-126
2回法による上顎前方歯槽骨切り術の有
用性―Computer Assisted Surgery 
First―
1高知医療センター 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,  
3高松歯科口腔外科クリニック

板敷 康隆1, 三次 正春1,2,3, 清水 基之1, 原 慎吾1,  
室積 博2, 米田 進吾2, 東森 秀年2, 廣末 優子1,  
立石 善久1, 立本 行宏1

【目的】上顎前方歯槽骨切り術（ASMO）は、上顎小臼
歯の抜歯空隙を利用し歯・歯槽を一塊として目的位置に
移動する手術法で、従来の 1 回法では頬側もしくは口蓋
側の粘膜骨膜を保護し血流も維持するため術野の確保が
十分でなく手技も難しい．我々は、Computer Assisted 
Orthodontics & Surgery（CAS）を併用した 2 回法によ
る ASMO を行い、良好な結果を得たので報告する．【方
法】適応は上顎前歯部の前後的、垂直的な骨格性異常を
伴う顎変形症（8 例）で、CT データをもとに SimPlant ®  
O ＆ O を用い CAD での矯正治療と ASMO を設計した．
手術前に CAM で移動させた骨片に適合するスプリント
を作製した．ASMO の 1 回目は両側上顎第一小臼歯を
抜歯後、口蓋側のみ骨切りをした．2 回目は 3 週間後に
矯正用ブラケットを装着した状態で、両側上顎第一大臼
歯相当間の歯肉頬移行部に粘膜骨膜弁を形成後、抜歯窩
から犬歯の根尖を避け梨状口縁・鼻腔底までの骨を必要
なトリミング幅で骨切りを施行した．鼻中隔は必要に応
じて基部で切離した．骨片はスプリントを用い 0.4mm
ワイヤーにて歯牙結紮、移動させ、術前に設計準備した
矯正用主線を装着後、チタンまたは吸収性プレートにて
固定した．矯正治療は術後 2 週間後より開始した．【結
果】術後いずれにおいても（3 例は術後歯科矯正治療中）、
骨片・歯への血行障害による壊死は認められず、歯周組
織や咬合も良好な状態を維持し顔貌も改善していた．【考
察】本法は血流維持と術野確保の両面において安全で確
実な骨切り術であり、各手術は静脈鎮静下の局所麻酔で
も可能な短時間手術であり、短期入院で行える利点もあ
る．CAS 併用の SF は術後の矯正治療に適した位置まで
骨片を移動でき、矯正医にとっても術後の矯正治療が確
実となった．

2-P-127
顔面非対称を生じた線維性骨異形成症患
者に対して外科的切除と顎矯正手術を施
行した1例
1福井大学医学部 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学領域,  
2長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎・口腔再生外科
学分野

吉村 仁志1, 大場 誠悟2, 松浦 多喜子1, 吉田 寿人1,  
安井 梨恵1, 市川 大以1, 相木 美那子1, 小林 淳一1,  
松田 慎平1, 佐野 和生1

【緒言】線維性骨異形成症は，幼若な骨梁形成を伴う線
維性組織によって正常骨組織が置換される疾患で，無痛
性の緩徐な骨膨隆や変形を主症状とする．顎骨に発生し
た場合には，骨膨隆の増大に伴い，顔貌の変形や不正咬
合をきたすことがある．今回われわれは顔面非対称を生
じた線維性骨異形成症患者に対し，外科的切除と顎矯正
手術を施行した 1 例を経験したので報告する．

【症例】13 歳・女性．右側下顎骨の腫脹と疼痛を自覚し，
2008 年 1 月に当科紹介となった．顔貌では，右側下顎
部に骨様硬の膨隆を認め，下顎正中の左側への偏位がみ
られた．歯列では，上下顎前歯部に叢生と交叉咬合が認
められ，overbite 2mm，overjet － 2mm で下顎正中は
左側へ 3mm 偏位していた．パノラマ X 線検査では，右
側下顎骨にスリガラス様陰影を認めた．セファロ分析で
は，下顎骨右側の膨隆による顔面非対称と下顎正中の左
側偏位を認めた．CT および骨シンチグラフィー検査を
行い，多骨性線維性骨異形成症（右側下顎骨，右側頭蓋
骨，篩骨洞部）とこれに起因する顔面非対称と診断した．
成長期終了後に手術を希望され，外科的処置による悪性
化のリスクも含めて説明の上，2013 年 1 月に口内法にて
右側下顎骨部分切除術を施行した．骨削除量については，
CT 検査と 3 次元実体模型にて分析し，下顎骨が可及的
に左右対称となるようにした．また上下顎両側埋伏智歯
と右上 4，左上 5 の抜歯を行った．その後，1 年 7 か月
間術前矯正を行い，2014 年 8 月に両側下顎矢状分割術（右
9mm，左 4mm 後方移動）を施行した．骨片の固定プレー
トは 1 か月で脱落したため除去し , 術後矯正として 1 年
間保定を行った．現在まで病変部の増大はみられず，咬
合も安定している． 

【結語】本症例では，外科処置による悪性転化の可能性，
骨片の安定性や骨の癒合などに配慮が必要であった．今
後も十分な経過観察を行う予定である．
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2-P-128
顎変形症患者の下顎枝部における下顎管
の頬舌的位置の検討―術前CTによる評
価―
1日本歯科大学,  
2日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座,  
3日本歯科大学 新潟病院 口腔外科

熊澤 康雄1, 河合 泰輔2, 代居 敬2, 山口 晃3

【目 的】下顎枝矢状分割術は最も広く用いられる顎変形
症手術の一つである。本術式では下顎管の骨内での位置
や走行は、術中の出血、術後の知覚異常の大きなリスク
となり、とくに下顎管が頬側の皮質骨と接触している場
合、術中・術後の合併症が出現しやすいと考えられる。
本検討では、下顎枝矢状分割術を必要とする顎変形症患
者の術前 CT を用いて、下顎管の骨内での位置、とくに
下顎枝部における頬側皮質骨との位置関係を検討した。

【材料および方法】対象は 20 人のアングルⅢ級不正咬合
の患者で、術前の CT 撮像は Aquilion super4 （東芝メ
ディカルシステムズ ) で行った。観察画像の作成、下顎
管の位置の検討は、咬合平面を基準として、下顎枝部
分で下顎管が走行し始めた位置から前方へ 5 mm、1.0 
mm、1. 5mm における coronal 画像を作成して、下顎管
周囲の骨硬化帯と頬舌側皮質骨との位置関係（面で接触

（F）・点で接触（C）・間に骨髄スペースあり（S））、お
よび S における頬側皮質骨と距離を評価した。

【結果】20 症例 120 計測箇所のうち、下顎管の走行が不
明瞭のもの、メタルアーチファクトで観察が困難なもの
を除いた 104 箇所で評価が可能であった。下顎管開始点
5 mm 前方で F：3 側、C：2 側、S：29 側（34 側中）で
あり、10 mm 前方で F：6 側、C：3 側、S：25 側（34 側中）、
15 mm で F：4 側、C：3 側、S：29 側（36 側中）であっ
た。また、各観察箇所における下顎管と頬側皮質骨の距
離の平均は5 mm前方では2.31 mm、10 mm前方では2.10 
mm、15 mm 前方では 2.14 mm であった。

【結論】今回の結果から下顎管と頬側皮質骨の接触は 10 
mm 前方で最も多かったが、下顎枝全体の骨形態と大き
く関連していると思われる。下顎枝部で下顎管が頬側皮
質骨に近接していることは、合併症を招く危険因子とな
るため、術前の三次元的な観察が必須であると考えられ
た。

放射線	 8:55 ～ 9:25
座長：浅海 淳一

2-P-129
下顎埋伏智歯抜歯後の顔面腫脹に対する
デキサメタゾン局所投与効果の3Dビデ
オスキャナーを用いた定量的評価
1福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座， 
2福岡大学工学部機械工学科

松田 道隆1, 大谷 泰志1, 森山 茂章2, 森 秀幸2,  
成平 恭一1, 喜多 涼介1, 瀬戸 美夏1, 喜久田 利弘1

【目的】下顎埋伏智歯抜歯後に腫脹や疼痛といった不快
症状が出現する。その軽減方法として、副腎ステロイド
薬投与が奏効するとの報告が多い。同評価は腫脹部皮膚
距離計測がほとんで、一元的な評価は難しい。今回、下
顎埋伏智歯抜歯後の顔面腫脹軽減を目的に抜歯直後に頬
筋内へデキサメタゾン 4mg 局所投与し、顔面腫脹変化
を非接触性 3D ビデオスキャナーにて定量的に比較検討
することとした。

【対象及び方法】下顎埋伏智歯抜歯予定患者 100 名をデ
キサメタゾン 4mg 投与群と生理食塩水投与群の 2 群に
分け、術前、術後 1、3、7 日目の腫脹を 3D ビデオスキャ
ナーにて測定し、同時に疼痛と開口制限についても測定
した。

【結果】デキサメタゾン 4mg 投与群は、術後 1、3 日目
で有意に頬部腫脹は生理食塩水投与群より抑制されてい
た。疼痛、開口量についても抑制傾向がみられた。

【結論】下顎埋伏智歯抜歯時にデキサメタゾン 4mg 頬筋
内局所投与は術後の腫脹、疼痛、開口制限の軽減に有効
であった。
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2-P-130
下顎管と近接する下顎智歯に関するX線
学的研究－パノラマX線像とCT像との関
連性－
鹿児島大学病院口腔顎顔面外科学分野

品川 憲穂, 野添 悦郎, 久米 健一, 豊留 宗一郎,  
大河内 孝子, 岐部 俊郎, 吉村 卓也, 古閑 崇,  
本庄 希江, 中村 典史

【緒言】鹿児島大学病院口腔顎顔面外科では下顎管と近
接する智歯に関して、オトガイ神経知覚異常出現を回避
するため 2 回法智歯抜歯を診療科のシステムとして実施
している。その適応基準はパノラマ X 線像にて①智歯
歯根が下顎管幅径の 1/2 以上交差するもの② 1/2 には満
たないが下顎管上縁の白線の消失や下顎管の屈曲が見ら
れるもの、について X 線 CT を撮影し、CT 像にて智歯
と下顎管の間に骨の介在のない歯としている。この際上
記①②の条件に従って CT を撮影しても、智歯と下顎管
との接触を認めない症例もあることを経験しているもの
の、その割合や CT 像の特徴ならびにパノラマ X 線像と
の関連性については明確ではない。今回パノラマ X 線に
て下顎管との近接が疑われ CT を撮影した智歯について
調査を行った。

【対象】2014 年に鹿児島大学病院口腔顎顔面外科にて智
歯抜歯術（通常法および 2 回法１回目）を施行した 346
本のうち抜歯前に X 線 CT を撮影した患者 130 名（男
47 名、女 83 名）148 本を対象とした。

【方法】パノラマ X 線像において智歯の傾斜、Pell-
Gregory（PG）分類、智歯と下顎管との重なり（Ap 評価）、
智歯部における下顎管の屈曲および下顎管上縁の白線の
有無について、CT 像において下顎管の走行位置、下顎
管との接触長さおよび下顎管の形態などについて評価し
それらの割合等について分析した。

【結果】CT 像にて下顎管と接した歯は、パノラマ X 線
像にて下顎管上縁と接する歯（Ap1）の 27.2％、下顎管
幅径の 1/2 未満交差する歯（Ap2-s）の 43.5％、1/2 以上
交差する歯（Ap2-d）の 47.2％、下顎管の下縁を超えて
交差する歯（Ap3）の 91.7％であり、下顎管の屈曲の見
られた歯では 83.3％であった。またパノラマ X 線像にて
後方、下方に位置する智歯が下顎管と接する傾向にあっ
た。

【結論】パノラマ X 線像にて下顎管との重なりの大きい
歯や下顎管の屈曲を認める歯ではもちろん、下顎管との
重なりの弱い歯でも下顎管との近接に注意して治療を行
う必要があるものと考えられた。

2-P-131
Computed Tomographyを利用した下
顎智歯の埋伏状態と顎顔面形態の関係
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
科学講座

井口 蘭, 諸井 明徳, 井川 浩海, 河阪 明彦, 筒井 隆光, 
齋田 百合子, 堀田 麻実, 吉澤 邦夫, 上木 耕一郎

【目的】Computed Tomography （CT）は、智歯の埋伏
状態を把握する画像検査として多く用いられているが、
下顎智歯の埋伏状態と顎顔面形態の詳細な関連性を示し
た報告は少なない。 本研究の目的は下顎埋伏智歯歯軸
角度と顎顔面形態の関連性を明らかにすることである。

【材料および方法】患者 85 人（男性 :38 人 , 女性 :47 人 ,
平均年齢 31 歳± 12 歳、170 歯）を対象とし CT 撮影を行っ
た。Frankfort（FH）平面に垂直で両外耳道を通る面を
前頭断面、Frankfort 平面に垂直で前頭断面に垂直な面
を矢状断面とした。FH 平面に平行な水平面における下
顎智歯長軸と前頭断面のなす角を水平角（Axial 角）、矢
状断面に平行な矢状面における下顎智歯長軸と前頭断面
とのなす角を矢状角（Sagittal 角）として測定した。さ
らに 2 次元頭部側面、正面、軸位セファロを再構築し分
析した。左右側を正面セファロ分析での Mx-Md Midline
の正負によって偏位側、非偏位側に変換し両側の Axial
角、Sagittal 角と顎顔面形態計測項目との関連を統計学
的に解析した。

【結果】Stepwise 回帰分析により、非偏位側の Axial 角
に対し、同側の Condyler angle、 F.Ht（ANSMe）、Wits 
appraisal が 選 択 さ れ（r=0.419,R2=0.176,p=0.0013） と
高い相関関係を示し、非偏位側の Sagittal 角に対し
Occulusal plane Tilt、Wits appraisal、Nasal height が
選択され （r=0.499,R2=0.249,p=0.0001）と高い相関関係
を示した。

【結論】下顎埋伏智歯の歯軸角度と顎顔面形態との関連
性が示唆された。
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2-P-132
上顎洞底挙上術にリン酸オクタカルシウ
ム・コラーゲン複合体を応用し評価した
1例
1東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野,  
2東洋紡株式会社,  
3東北大学大学院 医工学研究科 骨再生医工学分野,  
4東北大学大学院 歯学研究科 口腔病理学分野,  
5東北大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能創建学分野

川井 忠1, 松井 桂子1, 田中 秀典2, 梶井 文彦2,3,  
岩井 敦史2, 清水 良央4, 熊本 裕行4, 鈴木 治5,  
鎌倉 慎治3, 高橋 哲1

【目的】これまでにリン酸オクタカルシウム（OCP）と
コラーゲンとの複合体（OCP/Collagen）の優れた骨再
生能について検討・報告し、さらにヒト抜歯窩や嚢胞摘
出腔への臨床応用の結果、良好な治癒について報告した。
今回われわれは臨床試験として上顎洞底挙上術に際し骨
補填材として OCP/Collagen を応用し、良好な骨増生を
確認し、その新生骨の組織学的検討を行った 1 例を経験
したので報告する。

【材料および方法】本臨床試験は、東北大学大学院歯学
研究科倫理専門委員会の承認を得て施行された。OCP/
Collagen の作製についてはこれまでの既報告同様であ
る。患者は 37 歳、男性。左側上顎洞底挙上術を施行し、
径 9 ミリ、厚さ 1.5 ミリの OCP/Collagen ディスクを 19
枚（約 2.0cc）埋入した。術後は、臨床所見、経時的な
X 線画像、およびインプラント１次手術時におけるイン
プラント体安定度の評価、さらに増生した硬組織を一部
採取し組織学的評価を行った。

【結果】術後感染症状などの為害事象は認められなかっ
た。術後 3 か月時の X 線 CT 写真にて、埋入された
OCP/Collagen の X 線不透過性を確認し、術後 6 か月時
で周囲海綿骨と同等の CT 値を確認した。一方、同部へ
のインプラント体埋入時のトルク、ISQ 値に関しては初
期固定として十分な値が得られた。また採取した硬組織
は生活海綿骨組織からなり、炎症性細胞浸潤などはみら
れなかった。

【結論】自験例より、OCP/Collagen が上顎洞底挙上術
における骨増生に対し有用であること、さらに OCP/
Collagen による増生骨はインプラント治療に適用可能な
骨組織であることが示唆された。今後さまざまな症例に
対して OCP/Collagen の応用も検討している。

2-P-133
口蓋平面を基準とした後上歯槽動脈の走
行に関する検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野

高橋 章, 工藤 隆治, 工藤 景子, 山村 佳子,  
髙丸 菜都美, 大江 剛, 玉谷 哲也, 藤澤 健司,  
永井 宏和, 宮本 洋二

【目的】インプラント治療の普及によって、上顎洞底挙
上術が必要な症例が増加している。上顎洞底挙上術を行
う際には、後上歯槽動脈 (PSAA) の走行を熟知している
ことが重要である。これまでの PSAA の走行に関する
報告の多くは、歯槽頂を基準としている。しかし、歯槽
頂の位置は、歯の有無や歯周疾患による影響を受ける。
本研究では、手術中に目安となる基準として口蓋平面を
選定し PSAA の計測を行った。さらに、歯槽頂を基準
に計測した場合と比較検討した。

【方法】CT 撮影を実施した 50 例 100 側（男性 19 名、女
性 31 名、平均年齢 59.9 歳）を検討対象とした。撮影装
置は Aquillion（東芝）で、スライス厚は 1mm とした。
口蓋平面に垂直な冠状断再構成画像において、口蓋平面
から PSAA までの垂直的距離と歯槽頂から PSAA まで
の距離を計測した。それぞれの計測について、歯の有無
による影響および症例間のばらつきを比較検討した。

【結果】口蓋平面から PSAA までの垂直的距離の平均値
は第一小臼歯部 7.1mm、第二小臼歯部 5.8mm、第一大
臼歯部 4.8mm、第二大臼歯部 7.8mm で、第一大臼歯部
で最も尾側を走行していた。この位置は有歯顎と無歯顎
とで差はなかった。一方、歯槽頂から PSAA までの距
離は、第一小臼歯部および第二小臼歯部で、無歯顎と比
べて有歯顎の方が有意に長かった。口蓋平面から PSAA
までの垂直的距離は、歯槽頂を基準とした場合よりも、
第一大臼歯部でばらつきが小さかった。

【結論】口蓋平面から PSAA までの垂直的距離は、歯槽
頂からの距離と比較して、ばらつきが小さく、また、歯
の有無による影響を受けないことが明らかになった。
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2-P-134
広範囲顎骨支持型装置による補綴治療の
２例
1日本大学歯学部口腔外科学講座,  
2日本大学歯学部補綴学第Ⅱ講座

渡邉 郁大1, 岩田 潤1, 生木 俊輔1, 秀 真理子1,  
大山 哲生2, 田中 孝佳1, 米原 啓之1

【緒言】広範囲顎骨支持型装置とは悪性腫瘍、顎骨骨髄
炎等により広範囲な顎骨または歯槽骨欠損を有する症
例、もしくはこれらが骨移植等により再建された症例で
ある場合に適応される特殊なインプラントである。今回
われわれは、悪性腫瘍により広範囲に及ぶ顎骨欠損に対
し広範囲顎骨支持型装置を用いた症例を経験したので報
告する。

【症例 1】69 歳男性。平成 24 年 4 月 SCC の診断で左側
下顎骨辺縁切除による腫瘍切除術施行。顎義歯による補
綴治療を行ったが、義歯安定性および審美性向上、なら
びに支台歯の負担過重軽減の目的で広範囲顎骨支持型装
置による補綴治療を計画。周囲粘膜は正常で CT 画像で
32 ～ 38 相当部にかけて広範な骨欠損を認めるが、頬舌
的・垂直的な骨量は十分であった。25 年 8 月 33,36,46 相
当部に広範囲顎骨支持型装置 3 本埋入。26 年 1 月 2 次
ope、7 月に印象採得、11 月に義歯型の広範囲顎骨支持
型補綴装着した。現在経過良好である。

【症例 2】64 歳男性。平成 7 年 8 月他施設にて SCC の診
断で右側下顎骨区域切除およびプレート再建を施行。2
年後に腸骨移植による顎骨再建を行い経過良好であっ
た。18 年 9 月下顎骨欠損に対する機能回復を目的に当
科来院。23 年 7 月 33、34 抜歯および 42 ～ 47 相当部に
Defatting、植皮による顎堤形成術および顎義歯補綴を
行った。24 年 12 月、植皮部および周囲粘膜に異常所見
はなく、CT 画像で頬舌的・垂直的な骨量は十分であった。
義歯安定性の向上を目的に、25 年 1 月 33,36,43,46 相当
部に広範囲顎骨支持型装置 4 本埋入。25 年 8 月に 2 次
ope、26 年 8 月に印象採得、27 年 1 月に義歯型の広範囲
顎骨支持型補綴装着した。現在経過良好である。

【結果】悪性腫瘍切除による広範囲な顎骨欠損に対し広
範囲顎骨支持型装置を用いた補綴治療を行うことによ
り、補綴装置の安定性向上および咀嚼機能回復が得られ
た。

【結論】広範囲顎骨支持型装置による補綴は、機能面や
審美性などの面で患者の QOL の向上に有用である。



セミナー共催企業

展示会出展企業

広告

寄付



304

■ 共催セミナー協賛企業
株式会社 WEB プロモーション
株式会社えん
株式会社大塚製薬工場
株式会社翔栄ウエルネス / セルコム株式会社

タキロン株式会社
株式会社モリタ
ライオン歯科材株式会社

■ 企業展示会協賛企業
株式会社 WEB プロモーション
株式会社えん
上島珈琲貿易株式会社
ウエルテック株式会社
オカダ医材株式会社
長田電機工業株式会社
カールツァイスメディック株式会社
株式会社九州神陵文庫
株式会社キーラー・アンド・ワイナー
株式会社高研
有限会社近藤研究所
シャボン玉石けん株式会社
株式会社翔栄ウエルネス / セルコム株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
タキロン株式会社

株式会社千鳥饅頭総本舗
株式会社チヨダ
ティーアンドケー株式会社
株式会社鳴海屋
日本ピストンリング株式会社
株式会社 VIP グローバル
株式会社ヒロ・コーポレーション/ 株式会社イトウ
ビーンスターク・スノー株式会社
三井住友トラストクラブ株式会社
メディア株式会社
株式会社メディカルイングス
株式会社メディカル プログレス
株式会社メディカルユーアンドエイ
株式会社モリタ
株式会社ライフ

■ 広告協賛企業
味の素製薬株式会社
アボットジャパン株式会社
岩田産業株式会社
上島珈琲貿易株式会社
株式会社えん
長田電機工業株式会社
株式会社金山
株式会社キシヤ
九州旅客鉄道株式会社
クレッシェンド

新日本製薬株式会社
有限会社たまや食肉
デリカ食品株式会社（仕出しつじ蔵）
日本歯科薬品株式会社
株式会社日本旅行
ネスレ日本株式会社  ネスレ  ヘルスサイエンスカンパニー
株式会社ヒライ
ファイザー株式会社
福岡大学 医学部 医学科 歯科口腔外科学講座 同門会
株式会社フロリステ・モデュール

■ 寄付協賛団体
株式会社唐人ベーカリー
学校法人中村学園　中村学園事業部
株式会社ヒライ
株式会社福岡エニックスフーズ
福岡大学医学部同窓会

宮崎鮮魚店
株式会社名給
メットライフ生命保険株式会社
株式会社ユース

（50 音順・敬称略）
平成 28 年 3 月 22 日現在





㈱日本旅行 九州法人支店　Global MICE センター
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前 3-2-1-5Ｆ
TEL.092-451-0606　FAX.092-451-0550

第７０回ＮＰＯ法人日本口腔科学会学術集会

日本旅行の日本旅行の

「自然にやさしい旅」

「からだにやさしい旅」

「こころにやさしい旅」

新しい旅のテーマです。新しい旅のテーマです。
日本旅行には１００年分の、お客様とのつながりから生まれた様々なプランや旅のノウハウがあります。
一人の旅を愛するものとして、次の１００年をめざして、新たな旅の楽しみをお届けします。







有限会社 たまや食肉

福岡市城南区東油山 5丁目 17-10
TEL 092-864-6889
FAX 092-864-6918
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 あ 
合島怜央奈	 1-C-17

相原　彩子	 2-P-92

青木　一充	 1-D-11

青田　桂子	 1-F-1

青柳　菜帆	 1-D-14

赤木　恵理	 2-P-62

秋田　大輔	 1-D-16

秋本　琢磨	 2-E-6

秋谷　　聡	 2-C-22

秋山友理恵	 1-D-9

浅井　啓太	 2-F-23

浅井　英明	 1-E-11

小豆嶋正典	 サテライト 4

莇生田整治	 2-E-16

足立　哲也	 2-D-21

足立　了平	 公開シンポ

安部　貴大	 1-C-11

雨宮　　傑	 2-P-58

荒井　五織	 2-E-3

荒川　浩久	 ランチョン 3

有田恵利奈	 2-P-71

有地　淑子	 2-D-2

 い 
飯村　忠浩	 教育研修会

五十嵐秀光	 2-E-25

五十嵐万理	 2-P-79

井口　　蘭	 2-P-131

池内　　睦	 1-E-9

池浦　一裕	 1-F-3

池田　　通	 S-4-3

石田　展久	 2-D-20

石田　陽子	 1-F-4

磯村まどか	 2-P-36

板敷　康隆	 2-P-126

井手健太郎	 1-E-20

井出　信次	 2-P-56

伊藤　邦弘	 2-P-48

伊藤　良平	 2-F-11

稲川　元明	 1-F-20

井上　和也	 2-P-93

今田　光彦	 2-P-24

岩井　俊憲	 2-P-85

岩瀬　正泰	 1-D-1

岩田　英治	 2-P-120

岩永賢二郎	 2-P-52

 う 
上杉　篤史	 2-E-14

上田佳緒璃	 2-C-16

上田　　潤	 学会賞受賞者講演	

	 2-P-86

上田　　衛	 2-P-80

上田　美帆	 2-F-10

植田　雄輝	 ランチョン 2

植月　　亮	 1-C-4

上山　善弘	 2-P-69

梅崎陽二朗	 2-E-21

浦川麻衣子	 2-C-7

 え 
枝　　卓志	 1-D-7

江原　雄一	 2-P-113

 お 
黄地　健仁	 2-D-23

大賀　則孝	 2-P-39

大久保正彦	 2-P-53

大澤　賢次	 2-P-57

太田　琴美	 2-P-116

太田　嘉英	 S-1-1

大貫　尚志	 2-C-23

大場　誠悟	 2-C-3

大林　史誠	 2-E-22

大部　一成	 公開講座

大見　　寧	 2-C-14

大村　　進	 S-3-2

大藪　琢也	 2-P-123

大山健太郎	 2-D-24

岡田　康男	 2-F-13

岡本　篤志	 2-P-119

岡本　知子	 2-P-14

小川　卓也	 S-3-1

奥長　秀介	 2-C-18

小田切宏樹	 2-E-1

小原　研心	 2-F-18

恩田　健志	 2-P-50

 か 
貝淵　信之	 2-P-61

筧　　康正	 2-P-102

懸野　安澄	 1-E-7

片桐　浩樹	 2-P-33

加藤　英治	 2-P-97

金子　真也	 2-P-27

金子　哲治	 2-C-12

	 2-P-110

金子　直樹	 2-P-5

金丸　智紀	 2-P-23

鎌口真由美	 2-P-37

鎌谷　宇明	 2-D-7

亀井　味楽	 特別講演 2

亀山　裕泰	 1-C-12

栢森　　高	 S-2-2

唐木田一成	 2-C-19

唐澤　今人	 2-F-6

川井　　忠	 2-P-132

	 サテライト 1

河上　真緒	 2-P-30

川口　　泰	 2-E-4

抄　録　索　引 （筆頭発表者）
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川野真太郎	 S-1-3

河原　　博	 S-7-4

川村　和弘	 1-C-2

川村　百代	 2-P-74

川本　知明	 2-E-5

管野　貴浩	 1-F-9

 き 
喜久田翔伍	 2-P-32

木田久美子	 2-P-78

北川　善政	 S-4-2

北原　寛子	 2-E-10

北村　　淳	 2-D-8

城戸　寛史	 S-6-3

宜保明希子	 2-P-72

清川　亮平	 2-D-19

 く 
草地　信也	 ランチョン 4

草野　明美	 2-P-103

久保田恵吾	 1-C-5

熊谷　賢一	 2-P-34

熊坂　　士	 2-P-99

熊澤　康雄	 2-P-128

栗岡　香美	 2-P-11

栗原　絹枝	 2-D-6

栗原　　淳	 2-P-81

桑島　大介	 2-P-45

 こ 
小池　和茂	 1-F-8

小泉　　岳	 1-E-10

合田　啓之	 1-C-15

國領　真也	 2-F-5

小橋　寛薫	 2-C-21

小林　正治	 S-3-3

小林　大輔	 1-F-12

小山　吉人	 2-C-15

近藤　雄太	 1-C-20

近藤　雄大	 2-D-9

 さ 
斎藤　和幸	 2-E-7

齋藤　拓実	 2-P-17

齊藤　芳郎	 2-P-31

榊原　　亮	 1-D-15

坂本　泰基	 2-P-3

坂本　泰宏	 2-C-5

坂本　由紀	 2-F-2

朔　啓二郎	 特別講演 1

佐久間英規	 2-P-67

櫻井　　繁	 2-P-96

佐々木啓一	 公開シンポ

佐々木三奈	 1-E-12

笹栗　正明	 サテライト 3

笹部　衣里	 2-F-16

佐藤　　淳	 2-E-17

佐藤　伸明	 2-P-35

佐藤　志興	 1-E-1

佐藤　　豊	 2-P-124

澤井　裕貴	 2-P-13

澤瀬　　隆	 S-6-2

 し 
椎葉　正史	 公開シンポ

志賀　勇昭	 2-P-59

品川　憲穂	 2-P-130

篠田　雅路	 S-5-3

篠塚　啓二	 1-E-15

柴　　秀行	 ランチョン 1

柴田　哲伸	 2-P-70

柴田　考典	 サテライト 5

柴山　尚大	 1-F-10

首藤　敦史	 1-E-19

自見英治郎	 S-2-3

白水　敬昌	 2-P-106

秦泉寺紋子	 2-P-87

 す 
末永　英之	 1-E-6

末光　正昌	 1-C-13

菅原由美子	 2-P-121

杉田　好彦	 2-F-15

杉山　　健	 2-E-26

助川信太郎	 2-D-15

鈴木　理絵	 1-E-18

角倉可奈子	 2-C-13

炭野　　淳	 1-D-2

 せ 
関　　麻衣	 2-P-108

仙頭　慎哉	 1-C-6

 た 
高市　真由	 2-C-11

高木　律男	 サテライト 5

高崎　義人	 2-P-89

高田　紘行	 2-P-46

鷹津　冬良	 1-C-18

高橋　　章	 2-P-133

高橋　浩二	 1-D-18

高橋　雅幸	 2-P-118

髙橋　佑佳	 1-F-13

高畠　清文	 2-P-54

高原　利和	 2-P-7

田川　友梨	 2-D-13

武内　　新	 2-P-6

竹澤　晴香	 2-P-111

武田　裕利	 2-F-17

竹之下美穂	 2-E-20

立花　克郎	 学術講演 1

舘村　　卓	 サテライト 3

立和名浩明	 2-P-64

舘原　誠晃	 2-D-14

田中　　晋	 サテライト 1

田中　文恵	 2-C-10

田中　宗亮	 1-D-3
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田中　里枝	 2-D-18

田部　士郎	 2-E-23

田村　隆行	 2-C-20

丹下　和久	 2-E-13

丹沢　秀樹	 理事長講演

丹羽　　均	 S-7-1

 つ 
津島　康司	 1-C-19

土田　絵梨	 2-P-83

坪倉　伸一	 ランチョン 5

津元多貴恵	 2-C-2

 て 
手塚　里奈	 2-P-16

寺内　正彦	 2-P-15

寺沢　史誉	 2-P-91

寺邊　健人	 2-P-8

 と 
外川　健史	 2-P-21

都倉　尭明	 2-P-26

利谷　幸治	 2-E-11

戸田（徳山）麗子	 2-F-14

冨永　和宏	 S-4-1

冨原　　圭	 2-D-12

塘田　健人	 2-F-12

 な 
内藤　宗孝	 1-E-4

永井　克奈	 2-P-73

長井健太郎	 1-F-21

永井　宏和	 2-F-9

長尾由実子	 2-F-22

仲川　雅人	 2-E-18

中澤　和真	 1-D-4

中嶋　　光	 2-P-109

中峠　洋隆	 1-C-10

長塚　　仁	 S-1-2

中西　　隆	 2-P-82

中西由佳理	 2-F-24

永沼　香織	 2-P-44

中野明日香	 2-P-125

中村　　謙	 2-P-42

中村　康大	 1-C-1

中村　幸香	 1-F-5

中村　友保	 1-E-17

中村　尚志	 ランチョン 6

中村　泰士	 2-P-104

永山　敦子	 1-F-7

中山　洋平	 1-E-8

成平　恭一	 2-P-51

鳴瀬　貴子	 2-P-40

鳴瀬　智史	 2-E-9

 に 
新美　照幸	 サテライト 3

西尾　幸与	 2-P-12

西野　亮輔	 1-E-14

西原　一秀	 サテライト 1

西村　正宏	 S-6-1

西山　明慶	 ランチョン 1

西山　廣陽	 2-P-43

仁村　文和	 2-P-105

 の 
野井　将大	 2-P-47

野口　一馬	 2-C-8

野田さわこ	 2-D-22

野田　隆之	 1-E-21

野宮　孝之	 2-F-1

 は 
萩原　僚一	 2-P-90

橋口　有真	 2-P-4

長谷川秀充	 2-P-29

長谷部大地	 2-D-3

濱田　充子	 2-P-63

浜田　倫史	 2-D-10

早坂　純一	 2-P-112

林　　清永	 1-F-17

林　　慶和	 2-P-2

林田　　咲	 学会賞受賞者講演

羽山　和秀	 1-E-2

原　　　巖	 1-E-16

原口　和也	 2-P-107

Pang　Pai	 2-F-8

 ひ 
樋田　京子	 指名報告

日野　聖慧	 1-D-10

日野　聡史	 2-F-7

平井真理子	 1-C-9

平井　雄三	 1-D-6

平岡佑二郎	 2-F-21

平沼　克洋	 2-P-55

平林　文香	 1-C-16

平山　真敏	 2-P-49

 ふ 
深井　真澄	 2-F-4

福澤　　智	 2-P-115

福島　龍洋	 2-P-60

福本　　敏	 教育研修会

藤井　智子	 2-P-95

伏見　一章	 2-P-122

藤原　敬子	 2-P-84

藤原　祐輔	 2-E-2

渕上　貴央	 2-P-10

武内　勝章	 1-C-8

古川　道生	 2-C-6

古阪　　有	 2-P-77

古舘　　健	 2-C-9

 ほ 
星　　和人	 2-C-1
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星野　照秀	 2-P-25

堀江　彰久	 S-7-2

 ま 
前澤　仁志	 S-5-2

前田　道徳	 2-E-15

松尾　健司	 1-D-12

松賀ひとみ	 1-F-16

松下　　巧	 2-E-24

松田　道隆	 2-P-129

松野　　翠	 1-E-13

松本　憲一	 2-P-22

丸尾　尚伸	 2-P-75

 み 
三浦　千佳	 2-P-98

三古谷　忠	 サテライト 1

水城　春美	 2-P-38

水野紗斗子	 1-F-19

	 2-C-4

三田　拓也	 2-F-19

宮久保あや子	 1-D-5

三宅　　実	 1-E-5

宮園　佳宏	 2-P-20

宮田　　勝	 1-F-18

宮本　郁也	 2-C-24

宮本　一也	 2-P-65

宮本　大模	 2-D-5

名生　邦彦	 2-E-12

 む 
村上賢一郎	 1-F-14

村山　　敦	 2-E-8

 も 
桃田　幸弘	 2-P-114

森　　一将	 2-P-101

盛岡　昌史	 2-D-17

森田　麻希	 2-P-66

森本　泰宏	 S-5-1

森山　茂章	 学術講演 2

茂呂　和世	 教育研修会

 や 
安田　光佑	 2-P-28

柳本　惣市	 2-F-20

山内　健介	 1-D-13

山口　朗	 宿題報告	

	 教育研修会

山㟢森里生	 2-P-94

山下　淳也	 2-P-117

山田健太郎	 1-D-8

山名　啓介	 2-D-11

山ノ井朋子	 1-F-2

山内　良太	 1-C-3

山本　哲嗣	 2-D-1

山本淳一郎	 2-P-1

山本　信祐	 1-F-6

山本　哲彰	 1-C-7

山本　康博	 2-P-18

山本　葉子	 公開講座

 よ 
横井　　啓	 1-F-11

横木　　智	 1-C-14

横林　康男	 2-C-25

吉岡　幸男	 2-D-25

吉岡　洋祐	 2-C-17

吉川　博政	 1-D-19

吉田　和加	 2-P-41

義達理恵子	 2-P-9

吉野　教夫	 S-2-1

葭葉　清香	 1-F-15

吉村　伸彦	 2-P-68

吉村　仁志	 2-P-127

 わ 
渡邉　郁大	 2-P-134

渡邉　和代	 2-D-4

渡辺　　駿	 2-P-19

渡辺　紘士	 2-P-88

渡辺　正人	 S-7-3

渡邉　素子	 2-E-19

渡邉　賀子	 2-P-100

鰐渕　　聡	 1-E-3


