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緒 言

本論は，高度情報化時代における医歯薬系教育の総論

であり，現行研究の速報である．先ず，医歯薬系教育の

現在の位置を述べる．一方，教育という観点から見たコ

ンピュータの発達を概観し，その具体例として，明海大

学歯学部における情報教育の歴史を述べる．その後，こ

れまでの研究結果を記し，現行研究の紹介をする．

現代の医学・歯科医学教育

我が国における医学・歯科医学の教育は長い歴史があ

るが，わずか 30年ほど前まで，〈旧態依然〉の状態であ

った．例えば，日独医学交流百年記念祭において，百年

前のドイツの医学教育カリキュラムが日本に現存してい
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た事実に愕然としたというドイツ側医師の発言がある1）．

こうした〈前歴史時代〉の後，1986年に，『将来の歯

科医師需給に関する検討委員会最終意見』が出され，次

いで 1987年に『医学・歯科教育の改善に関する調査研

究協力者会議 最終まとめ』が出されている2）．この 1987

年こそ，我が国における近年の医学・歯科医学教育改革

元年と位置付けられるべきである．

その後，1995年には『歯科医師養成のあり方に関す

る検討委員会意見』（厚生省）が出され，文部省は浅田

敏雄東邦大学名誉教授を会長とする『21世紀医学・医

療懇談会』を発足させ，1999年の第 4次報告をもって

最終答申とした．この他にも，種々の提言・答申がなさ

れてきたが，医学・歯科医学教育の量的，質的低下は続

いていた．その原因の一つは，提言や答申を受け入れた

側の対応について，適切な評価が行われていなかったこ

とが上げられる．

こうした反省をふまえて，2000年に高久史麿自治医

科大学長を座長とする『医学・歯学教育の在り方に関す

る調査研究協力者会議』が文科省に設置された．そして

翌年，『21世紀における医学・歯学教育の改善方法につ

いて―学部教育再構築のために』が発行されたのであ

る3）．

同報告書では，以下の 5つの問題点が指摘された．漓

情報の詰め込みが主となり，課題探求・解決能力の養成

が不十分．滷学生に選択の余地がなく，カリキュラムが

過密．澆各科目の担当教員個人の判断で教育内容が決め

られ，大学間，科目間の教育の質にばらつきが目立ち，

全体を見通したカリキュラムの調整，評価が不十分．潺

基礎科目と臨床科目の間や講座間で壁が生じ，統合カリ

キュラムと称してもコマ数を分け合っただけの授業では

実質的に未統合．潸全診療科必修ローテーション方式の

臨床実習のため，基本的な臨床能力の修得が不十分．

同会議は，これらの問題点を解決するために，学生

が，卒業までに学んでおくべき態度，技能，知識に関す

る内容を精選し，現代的課題と基礎と臨床医学の有機的

連携を備えた〈モデル・コア・カリキュラム〉を提示し

た．また臨床実習開始前に学生の評価を適切に行うた

め，全国共通の共用試験，知識評価には CBTによる多

肢選択形式の試験，診察技能や態度の評価には外部試験

委員をも加えた OSCEの実施を提案した．

さらに臨床実習は見学型から診療参加型のクリニカル

・クラークシップへ移行，教育に関する情報量の爆発的

な増加と教育内容の著しい質的な変貌に対応するため講

義を中心とした〈知識伝授型〉の教育に偏らず〈PBL

テュートリアル〉など自己開発型学習の採用，そして改

革を体系的かつ継続的に進めるために教育機能開発プロ

グラムの研究の必要性を提言した．

この報告書により，一気に全国的規模での改革が加速

したのである．

コンピュータの発達

パーソナルコンピュータは 1970年代のアメリカ合衆

国で開発された．初期はマニアの趣味の道具であった

が，IBM やアップルコンピュータ等によってより高性

能なものが開発され，ビジネスへの使用が普及していっ

た．日本では，NECが PC-8000シリーズを発売，後継

となる PC-8800シリーズや PC-9800シリーズにより，

オフィスの必需品となった．1984年に登場した Macin-

toshは，グラフィカル・ユーザインターフェースの概念

を大きく普及させることに成功し，後のコンピュータに

影響をもたらした．1993年には，Windows 3.1が発売さ

れ，Windows 95を経て 32ビット Windowsの時代に入

っていった．この時代，アプリケーションソフトウェア

が発達し，エクセルなどの表計算ソフトも普及した．

インターネットは，1969年，冷戦時代のアメリカ合

衆国で構築された国防用コンピュータネットワークが元

になっている．1986年に，軍事用から分割される形

で，全国科学財団による学術研究用のネットワーク基盤

NSFNetが作られ，大学などの大型コンピュータとも結

びつき世界中に広がりを見せた．1991年には，フラン

ス・スイス国境上にある素粒子物理学研究所，CERNで

World Wide Webプロジェクトが作られた．HTTP, URI,

HTML といった，今日のウェブの基礎がこのプロジェ

クトの中から生み出された．1995年には NSFNetは民

間へ移管され，時を同じくした Windows 95の登場で一

般個人でのインターネットの利用に加速がついた．

日本では，1984年に，大学など学術系組織間にネッ

トワークが形成され，1988年には WIDE プロジェクト

が発足し，NTT による日本の主要都市を結んだ光ケー

ブル網が完成した．1992年には JPNIC（現在の日本ネ

ットワークインフォメーションセンター）が出来，IP

アドレス・ドメイン名などの割り当て業務を行った．こ

れを機に，商用インターネット・サービス・プロバイダ

が創業し，通信・コンピュータ関連企業が，光ケーブル

による専用線接続を始め，インターネットの利用は普及

を始めた．その後，インフラの整備が急速に普及し，現

在では，転送速度が 100 Mbpsの高速な常時接続サービ

スが一般向けに始まっている．

70 井川俊彦・新井公夫・磯貝知範ほか 明海歯学 36, 2007



明海大学歯学部におけるパソコン教育の経過

明海大学歯学部では，1995年に，1年生を対象にパソ

コン入門の授業が開始された．機種は，画像処理を得意

とし歯科学系で多く使われていた Macintoshであった．

CAI 教室として学生用 32台，教員機のディスプレイ画

面を学生機に送り課題説明，学生機の画面を教員機で確

認しながら授業を進める形態であった．統合ソフトとし

て一般的に使われていたクラリスワークスによりワープ

ロ機能，ドロー機能，ペイント機能，表計算機能，デー

タベース機能を修得，さらに解剖ソフト ADAM の操作

の修得，インターネットの概要の理解と閲覧ソフトの操

作の修得を目標にした．なお当時，進学棟 CAI 教室に

はインターネット環境はなく，演習室に移動してインタ

ーネットの体験を行った．ちなみに，授業概要・学習目

標は『情報は，意思決定における重要な要素であり，情

報の価値は，必要とするとき最適に加工された状態で入

手できることである．そのため，パーソナルコンピュー

タの利用が有効である．また，今後の情報社会における

歯科医療において，パーソナルコンピュータ利用技術が

不可欠である』とした．

1996年，2年生対象にパソコン学習の授業が開始され

た．『患者中心の歯科医療をより発展させるためのコン

ピュータ活用』を目標におき，情報を〈選ぶ能力〉の育

成のため，パーソナルコンピュータ利用技術の修得を目

標にした．自ら進んで〈能力の開発〉に取り組む力を修

得するため，自己の関心や意欲に従って自己学習し，学

習方法も自ら選択することとした．また，医療に関する

専門用語の特殊性を理解し，実施臨床においても患者に

理解できるよう説明，伝達する能力を修得することを目

標とした．アプリケーションソフトは 1年次に引き続き

クラリスワークス，ADAM 閲覧ソフトに加え，スライ

ド作成ソフト Persuasionの機能修得を目標にした．

2001年，Windows 2000の導入・移行を行った．一年

次パソコン入門では Wordによりワープロ機能，ドロー

機能，ペイント機能，Excelにより表計算機能，データ

ベース機能の修得，さらに解剖ソフト ADAM の操作の

修得，インターネットの概要の理解と閲覧ソフトの操作

の修得を目標とした．2年次パソコン学習では 1年次に

引き続き Word, Excel, ADAMの修得，解剖ソフト「骨

学」の操作の修得，スライド作成ソフトの Power Point

の修得を行った．

2005年，CBT対応のため CAI 教室は 135台装備の実

習室に整備された．さらに，Windows XPへ移行した．

1年次パソコン入門の授業内容は，新入生のパソコンリ

テラシー能力の変化に伴い，Word機能から Excel機能

の修得に徐々に重心を移した．なお，インターネットは

日常的に使用している学生が多くなってきており，情報

社会の光と影の部分を認識させる必要を痛感した．

2006年，1年次パソコン入門の授業内容について，昨

年に引き続き，新入生のパソコンリテラシー能力の変化

に伴い，Word機能から Excel機能の修得に徐々に重心

を移した．そして，Excelでは統計に関する関数機能，

インターネット関連実習では情報検索の効率を意識した

課題としている．

インターネットを使った授業研究

コンピュータ，インターネットという〈機器〉は，

〈教育機器〉としても革命的なものである．21世紀にお

ける医学・歯科医学教育の理想を実現するために最適な

機器である．だがもちろん，機器の使い方を誤ってはな

らない．筆者らは，教育現場におけるコンピュータ，イ

ンターネットの使い方について，いくつかの研究を行っ

てきた4−13）．

ここでは，最近の研究成果を 2つ紹介する14, 15）．

1．インターネットホームページを利用した感染症ケー

ススタディ授業の試み

目的：教科書には十分な記載がない，重症急性呼吸器症

候群（SARS）と肺炭疽の診断とマネジメントに必要な

情報収集法の一つとして，講義の前に学習者がインター

ネットを利用し予習をする教育方略を試み，講義内容に

関連するホームページ（HP）へのアクセス状況と予習

時間を調査した．

方法：2004年度の日本大学医学部 3年生を対象に，「香

港に 3年間駐在，昨年末に帰国，1月にカナダと米国西

海岸への出張から戻り，肺炭疽と SARSを心配して来

院した 35歳の商社マン」の症例プリントを講義の 2日

前に配付した．同プリントには，生物兵器によるテロリ

ズム（日本医師会）および SARS（東京都，国立感染症

研究所，日本感染症学会）関連の計 4か所の HPアドア

レスを記載した．症例の解析および HPアクセス状況と

予習時間を含む回答用紙は講義当日に回収した．

結果：

1）学生総数 101名，出席者 96名，有効回答数 85.

2）アクセス HP 数：0，18名；1，16名；2，18

名；3，16名；4，8名；5，6名；6，1名．

3）HP の種類（延べ数）：日医，42名；国立感染

高度情報化時代における医歯薬系教育 71



研，36名；感染症学会，33名；厚労省，20名；東京

都，16名；米国疾病対策センター（CDC），8名；世界

保健機関（WHO），4名；その他，12名．

4）予習時間：30分未満，14名；1時間未満，29

名；2時間未満，36名；2時間以上，6名．

5）予習時間 30分未満の中でアクセス数が 0の者は

8名；1−3，6名；4以上，0名；30分から 1時間未満で

は，アクセス数 0，5名；1−3，19名；4以上，5名；1

時間以上では，アクセス数 0，5名；1−3，27名；4以

上，10名であった．

結論：教員が示したインターネット HPを含めて，HP

から情報を収集した学生は，約 80％であった．全く HP

にアクセスしなかった学生のほぼ半数は予習時間も少な

い．アクセス HP数の増加と予習時間との増加に関連を

認めた（χ 2乗検定，有意水準 1％）．

2．感染症ケース・スタディ授業の予習時間と筆記試験

による総括的評価の関連

目的：感染症の診療に必要な情報収集法の一つとしてイ

ンターネットを利用し予習をする教育方略を試み，講義

の出席状況と予習時間を調査し，総括的評価の得点との

関連を解析した．

方法：2005年度の日本大学医学部 3年生を対象に，2005

年 9月 12日（月）から 14日（水）の 3日間に，10コ

マ，10時間の「感染症ブロック講義」を集中的に行っ

た．ケース・スタディ（CS）は毎日 1時間，計 3回実

施した．9月 6日（火）に，参考になる HPアドレスを

掲載した予習用の CS用プリントを配布し，症例の解析

結果および HPアクセス状況と予習時間を含む回答用紙

は講義当日に回収した．講義は学生の発表を中心とした

双方向性の授業を心がけた．「感染症ブロック講義」の

総括的評価は後期定期試験期間中の 2006年 2月 7日に

筆記試験で行った．

結果：学生総数 111名中，皆出席で予習時間の記入があ

った者は 91名，一度でも欠席した者及び／ないしは回答

用紙に予習時間の記載がなかった者は 20名であった．

前者の総括的評価総得点（100点）と CS関連問題の得

点数（30点）は，それぞれ平均 73.5点，17.9点，後者

は，71.0点，17.7点であり，前者が若干高得点であった

が，いずれも両者間に有意差は無かった．総得点で 60

点未満（2名），70点未満（35名），80点未満（46

名），80点以上（26名）に層別化した場合，予習時間の

平均は，それぞれ，1.5，1.7，1.6，1.9時間であった．

予習時間と総得点および CS関連問題の得点数との相関

係数はそれぞれ r＝0.204, r＝0.267であり相関を認めな

かった．

結論：長時間の予習をし，講義に出席する学生は，総括

的評価で高得点を取り，予習をしない学生は成績不良と

なるという仮説は棄却された．筆記試験による評価には

限界があり，一方では予習の効率性を問題にしなければ

ならないことが推察される．

考察と今後に向けて

情報機器を使用した授業に関して，これまで収集して

きた学生のアンケートをまとめると，学生の要望は次の

2点に集約される．1つは，インフラの整備である．い

つの時代でも，教育環境が満点にならないのはやむを得

ないことであろう．だが，パソコン，インターネットに

関しては，少なくとも教育目的に限って言えば，満足に

足る時代になってきているといえる．もう 1つは，授業

テーマである．上級生になって，さらには卒業した後で

授業をふりかえり，授業内容が現実問題と乖離している

と指摘している．これについては，検討と修正を加えて

いきたい．

現在は，次の 2問を中心としてインターネットの実習

を行っている．（1）コアカリキュラムで指定された保健

医療統計の用語（人口動態，学校保険統計調査など）を

検索せよ．（2）統計の授業で重要と考えるキーワードを

選択し，それを検索してまとめよ．（1）では，情報検索

結果の取捨選択を見ている．（2）は問題解決型学習の一

環である．

現在，提出されたレポートを分析中である．

先見の明を持つ先人が医歯薬系の教育を危惧した時代

にはコンピュータもインターネットもなかった．情報機

器・インフラが普及した現在は，情報検索，情報処理の

効率は，当時に比べて何万倍にもなっている．その情報

機器・インフラを教育へ活用して，教育の効率，成果

は，どのくらい増えているのであろうか．否，増えるよ

うにしなければならないのである．
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疣贅型黄色腫の組織発生に関する研究

須賀 則幸§

明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（指導：坂下英明教授）

要旨：疣贅型黄色腫（verruciform xanthoma, VX）の組織発生を解明する目的で，口腔粘膜 VX 38例を臨床病理学的に
検討した．VX は中高年成人の歯肉歯槽粘膜に好発し，不適合義歯の使用者や抜歯後の発生ないし顕在化例を認めたこと
から，歯周病などの既存の炎症や機械的刺激が発症および増悪の一因となる可能性が示唆された．VX 泡沫細胞は CD68,

monocyte chemoattractant protein-1（MCP-1），CCR 2, macrophage scavenger receptor-1（MSR-1）および oxidized low-density

lipoproteinを発現し，マクロファージ由来であり，上皮内および結合組織内の炎症性細胞は CD8陽性 T リンパ球が有意
に多かった．VX 上皮・基底膜は広範囲で消失し，その組織傷害にはマクロファージや TIA-1 陽性リンパ球の関与が示唆
された．Human papillomavirusは全例に陰性であった．以上の結果から，重層扁平上皮は局所の細胞性免疫異常を背景
に，免疫学的活性化と乾癬様増殖を示し，上皮基底層での MCP-1発現が上皮直下乳頭部への CCR 2陽性マクロファージ
の浸潤を誘導する．その後，上皮増殖に伴い増加した膜脂質は上皮・基底膜の損傷などにより乳頭部に漏出し，その脂質
を MSR-1陽性マクロファージが貪食して泡沫化する．このような一連の複雑な相互作用により，VX の特徴的な病態は
完成すると推定された．

索引用語：口腔粘膜，疣贅型黄色腫，組織発生，慢性炎症，臨床病理学的検索

Histogenetic Study of Verruciform Xanthoma

Noriyuki SUKA§

Meikai University Graduate School of Dentistry
（Director : Prof Hideaki SAKASHITA）

Abstract : For clarification of the etiopathogenesis of verruciform xanthoma（VX），the clinicopathologic features of 38

oral lesions were studied in depth. VX preferentially affected the gingiva/alveolar mucosa in middle-aged adults. Several

patients with VX wore an ill-fitting denture or had a past history of tooth extraction. These findings suggest the possibility

that pre-existing chronic inflammation such as periodontitis and certain mechanical stimuli may be involved in the initiation

and promotion of VX formation. Foam cells in the lesionsexpressed CD68, monocyte chemoattractant protein-1（MCP-

1），CCR 2, macrophage scavenger receptor-1（MSR-1），and oxidized low-density lipoprotein, confirming the macrophage

origin. In chronic inflammatory cell infiltrates, CD8 T lymphocytes were the most common cell type. Keratinocyte/basal

lamina complex was frequently disrupted by macrophages and TIA-1-expressing lymphocytes. In all cases, human papillo-

mavirus could not be detected. Based on the altered local cellular immune response, activated and proliferated keratinocytes

seem to have formed psoriasiform epithelium ; and MCP-1 expression in the basal layer could have allowed the influx of

CCR 2-positive macrophages into the sub-basal papillae. Increased keratinocyte lipids may have leaked from the degener-

ated keratinocyte/basal lamina complex and then have beenscavenged by MSR-1-positive macrophages, finally transform-

ing the latter into foam cells. It is likely that the pathognomonic profile of VX is a consequence of the above complex cel-

lular interactions.

Key words : oral mucosa, verruciform xanthoma, histogenesis, chronic inflammation, clinicopathological study

明海歯学（J Meikai Dent Med）36（2）, 74−89, 200774



緒 言

疣贅型黄色腫（verruciform xanthoma, VX）は，口腔

粘膜と生殖器皮膚に好発する比較的稀な疾患で，組織学

的に被覆重層扁平上皮の乳頭腫様増殖と結合織乳頭部に

限局した泡沫細胞の集簇を特徴とする．1971年の Shafer

の記載1）以来，現在までに本邦で 97例2−20），欧米で 178

例21−24）の口腔 VX の報告がある．しかしながら，その多

くは 1例ないし数例の症例報告で，多数の自験例を対象

に組織発生について詳細な臨床的および病理学的検討を

行った文献はない．

VX の組織発生について，口腔 VX では Zegarelli

ら25, 26）は慢性刺激により重層扁平上皮の乳頭状増殖が一

次的に生じ，変性上皮細胞の膜脂質を上皮下マクロファ

ージが貪食して，泡沫細胞化するとの仮説を提唱した．

一方，Cobbら27）は，局所の脂質代謝障害の結果，結合

組織乳頭部マクロファージが泡沫化し，その反応により

二次的に被覆上皮の乳頭状増殖が生じると仮定した．ま

た，皮膚科領域では VX は尖圭コンジローマと類似す

る乳頭腫様の形態を呈し，生殖器皮膚にも発生するこ

と21）から，発症因子として human papillomavirus（HPV）

の関与が示唆されている28−30）．しかしながら従来の研究

は，泡沫細胞の免疫組織学的染色態度や超微形態が主

で，被覆上皮および浸潤細胞の特性に関する知見は極め

て乏しい8, 21, 25, 62）．特徴的な病理所見を示す VX の組織発

生の解明には，重層扁平上皮の増殖と泡沫細胞の限局性

集簇の相互作用および浸潤細胞の役割を検討することが

重要である．

このような背景をふまえて，本研究では VX の組織

発生を解明する目的で，自験例 38例を臨床病理学的，

組織化学的，免疫組織学的および電子顕微鏡的に検索す

るとともに，分子生物学的に HPVの検出を試み，併せ

て組織発生を中心に文献的考察を行った．

材料および方法

1．検索材料

本研究に用いた材料は，1979年から 2005年までの 27

年間に明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野お

よび鶴見大学歯学部病理学講座において VX と診断さ

れた 38例である（Table 1）．本研究は明海大学歯学部

倫理委員会の承認を得た（承認番号 A 0313号）．な

お，鶴見大学の症例については患者に対するインフォー

ムドコンセントを基に検索した．

2．文献的検索

2005年までに収集し得た本邦文献例 97例2−20）および

欧米文献例 178例21−24）の臨床像の解析を行った．本邦例

の収集に際しては，1993年の Toidaらの集計2）に，未収

集の文献5−7）と以降の報告8−20）を補追した．なお記載事項

の不明な学会抄録はすべて除外した．また，欧米例の分

析は 2003年の Philipsenらの総説21）に以降の報告22−24）を

─────────────────────────────
§別刷請求先：須賀則幸，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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（現
所属）

Table 1 Clinical feature of 38 owncases.

Case Age Sex Size（mm） Location Other findings

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

27

33

38

40

42

43

48

48

50

51

51

52

53

54

55

55

56

57

59

61

61

61

61

62

63

64

64

64

68

68

71

72

73

74

74

74

78

84

Male

Male

Female

Female

Male

Female

Male

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Male

Female

Male

Female

Female

Male

Male

Male

Male

Female

Female

Female

Male

Male

Female

Female

Male

Male

Male

Male

Male

Male

10

10

9

17

2

9

8

11

9

13.5

4

7

5

6

10

12

3

6

10

10

15

8

9

10

5

7

3

6

13

4

11

Tongue
┌─│８ Gingiva
┌──│２３ Gingiva
┌─│６ Gingiva

６│─┘Gingiva
───┐４３２│Gingiva
┌──│７８ Gingiva
┌─│６ Gingiva

│５６└── Gingiva
┌──│３４ Gingiva
─┐８│Alveolar mucosa

│５６└── Gingiva

５４３│───┘Gingiva
┌─│８ Alveolar mucosa
─┐６│Alveolar mucosa
──┐７６│Buccal mucosa
┌─│５ Gingiva

Palate

Palate

Palate

Tongue

│５６７└─── Gingiva

│５６７└─── Gingiva

５│─┘Gingiva

７６│──┘Gingiva

Tongue

Buccal mucosa
┌─│４ Gingiva

６│─┘Alveolar mucosa
┌─│６ Gingiva

Tongue
┌──│６７ Gingiva
┌──│１２ Alveolar mucosa
──┐４３│Gingiva
┌─│５ Alveolar mucosa
───┐４３２│Gingiva
┌─│８ Gingiva

４３│──┘Buccal mucosa

Multiple

Hyperlipidemia

Recurrence

Amyloidosis

Lichen planus

Hepatitis C

Diabetis mellitus

Leukoplakia

Hepatitis C
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加えたものを分析した．

3．組織学的および組織化学的検索

VX は通法により，10％リン酸緩衝ホルマリンによ

る固定後，パラフィン切片を作製し，ヘマトキシリン・

エオジン染色を施して病理組織学的に検索した．38例

の VX は，Nowparastらの報告31）を参考に，病巣の表面

が乳頭状に増殖する乳頭型（papillary type ; Fig 1a），表

面が平坦な平坦型（flat type ; Fig 1b），および有茎性腫

瘤を形成する疣贅型（verrucous type ;Fig 1c）の 3型に

亜分類した．また，カンジダを検出するための periodic

acid-Schiff（PAS）染色は 27例に，追加的に泡沫細胞の

脂質を証明するための脂肪染色（Sudan black B）を施行

した．

4．免疫組織学的検索

免疫組織学的検索はホルマリン固定・パラフィン切片

を用い，Histofine SAB-PO kit（ニチレイ，東京）を用い

た streptavidin-biotin complex法で行った．なお，使用し

た抗体は Table 2に示す．陰性コントロールは 1次抗体

の代わりに PBSを反応させ，非特異的な呈色反応のな

いことを確認した．光学顕微鏡（OLYMPUS BX 51，オ

リンパス，東京）を用い，結合組織内と上皮内の浸潤細

胞および Langerhans細胞の検索には原倍率 100倍で 3

視野計測し，陽性細胞数の平均から比率を算出した．上

皮基底層における MCP-1発現は，原倍率 100倍で任意

の視野の基底細胞 200個を計測し，陽性細胞数の平均か

ら算出した．また，VX 上皮基底膜の変化は，原倍率 100

倍で任意の視野を 10箇所計測し，laminin染色陽性部の

長さの平均値を算出した．正常コントロールは炎症など

の病変をみない隣接部（非 VX）とした．得られた結果
Fig 1 Histological subtypes of VX. Papillary（a），flat（b）and
verrucous（c）type（H & E stain, original magnification :×20）.

Table 2 Antibodies.

Antibodies Clone Source Dilution Pretreatment

CD68
Monocyte chemoattractant protein-1（MCP-1）
CCR 2
Macrophage scavenger receptor-1（MSR-1）
HLA-DR
Oxidized low-density lipoprotein（ox-LDL）
CD3
CD20
CD8
CD4
TIA-1
Laminin
CD1a
S-100 protein
Human papillomavirus（HPV）

PGM 1
5 D 3-F 7
48607
Polyclonal
1 B 5
Polyclonal
PS 1
L 26
C 8/144 B
1 F 6
2 G 9
Polyclonal
O 10
Polyclonal
Polyclonal

Immunotech
BD Biosciences
R & D Systems
Chemicon
Dakocytomation
Chemicon
Nichirei
Nichirei
Dakocytomation
Nichirei
Immunotech
Dakocytomation
Immunotech
Dakocytomation
Nichirei

1：200
1：20
1：200
1：20
1：200
1：100

Ready to use
Ready to use
Ready to use
Ready to use

1：100
1：200

Ready to use
1：1000

Ready to use

Autoclave
Microwave
Microwave
Microwave
Microwave
Microwave
Autoclave
－
Microwave
Autoclave
Microwave
Trypsin
Microwave
－
－
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の有意差判定には，Mann-WhitneyU -testを採用した．

5．走査電子顕微鏡および透過電子顕微鏡的検索

走査電子顕微鏡的検索（2例）では，ホルマリン固定

VX を，通法に従い乾燥後，金コーティングを施し，走

査電子顕微鏡（JSM 6360 LV，日本電子，昭島，東京）

にて 15 KV の加速電圧で観察した．透過電子顕微鏡的

検索（3例）では，未固定 VX を 2％グルタールアルデ

ヒドを含む 0.1 Mカコジル酸緩衝溶液（pH 7.4）および

1％オスミウム酸で固定後，通法に従いアラルダイト 502

（日新 EM，東京）に包埋した．超薄切片は 2％酢酸ウ

ラニウムと 0.1％クエン酸鉛で染色し，透過電子顕微鏡

（JEM 100 CX，日本電子）にて 100 KVの電圧で観察し

た．

6．Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction

（RT-PCR）による HPV の検索

5例の未固定新鮮材料より Isogen（ニッポンジーン，

富山）を用いて全 RNA を抽出し，mRNA Selective PCR

Kit（タカラバイオ，大津，滋賀）にて reverse transcriptase

で処理後，cDNA を作製した．主に粘膜型 HPVを検出

する異なる 2種類の GP 5/GP 6（HPV types 6, 11, 16, 18,

31, 33 to 35, 39, 40, 42 to 45, 51, 52, 54, 56, and 58）と

MY 09/MY 11（HPV types 2, 6, 11, 13, 16, 18, 26, 31 to

35, 39, 40, 42, 45, 51 to 59, 61, 62, 64, 66 to 70, 72, 73）

をプライマー（Table 3）とし，GeneAmp� PCR System

9700（PE Applied Biosystems, Foster City, CA, USA）を

用いて，最初に 94℃ 5分，それ以降 94℃ 1分，55℃

30秒，72℃ 1分，計 35サイクル，そして最後に 72℃

7分の伸長反応を行った28）．PCR産物はエチジウムブロ

マイドを含んだ 1.5％アガロースゲルにて電気泳動し，

UV 下で写真撮影した．コントロールとしては，同様の

方法で HPV 陽性である HeLa細胞を試料として用い

た．

結 果

1．自験例 38例の臨床所見

VX 患者の年齢分布は 27歳から 84歳，平均 59歳

で，男女比は 1.5：1であり，発生部位は，歯肉歯槽粘

膜 28例，舌 4例，口蓋および騁粘膜が各 3例であっ

た．なお，多中心性の VX が歯肉に 1例あった．以上

の結果の概要は本邦文献例の結果と同様であった（Ta-

ble 4）．

VX 患者の全身疾患として，C型肝炎を 2例に，糖尿

病を 1例に認められた．なお，局所の脂質代謝に直接の

影響を及ぼす高脂血症患者は 1例であった．VX の随伴

粘膜病変としては扁平苔癬，白板症，限局性アミロイド

症が各 1例認められた．その他，特記事項として不適合

義歯の使用者と抜歯後の発症ないし顕在化を各 5例に認

められた．切除後の再発は 1例で，試験切除のみで経過

観察中の症例も含まれているが，病変の増悪に関する記

載は認められなかった．

VX の典型的な乳頭型の表面肉眼所見は，黄白色調，

顆粒状であり（Fig 2a），ホルマリン固定後の拡大所見

では，表面は細顆粒状を呈し（Fig 2b），割面では伸長

した重層扁平上皮の上皮脚と延長した結合組織乳頭部が

明瞭に区別された（Fig 2c）．

2．組織学的および組織化学的所見

典型的な乳頭型の VX 重層扁平上皮は乳頭腫様に外

方増殖し，上皮層内に深く陥入した過錯角化層には好中

球がみられ，棍棒状を呈する細い上皮突起は均等に伸長

していた．伸長した結合組織乳頭部には，泡沫細胞の密

な集蔟と拡張した毛細血管が認められ，上皮脚下結合組

織内には巣状浸潤を含むリンパ球の高度な浸潤を伴って

いた（Fig 3）．なお，上皮脚より深部の結合組織内にも

少数の泡沫細胞が認められた症例は 2例であった．歯肉

の VX では形質細胞の目立つ症例が散見されたが，全

例において好酸球や肥満細胞の出現はなかった．また，

舌の VX ではしばしば病巣周囲に静脈性血管の拡張を

伴っていた．自験例は乳頭型 20例，平坦型 11例および

疣贅型 7例に亜分類された．なお，組織学的亜型と臨床

Table 3 Primer sequences for HPV.

mRNA Primer sequences

MY 11
MY 09
GP 5＋
GP 6＋

3’−CCATTATTATGACCCTGGGC
5’−CGTCCAAGGGGATACTGATC
5’−TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC
3’−GAATATGATTTACAGTTTATTTTTC

Table 4 Clinical summary.

38 own cases 97 reported cases

Age range（yr）
Mean age（yr）
Gender ratio（F/M）
Lesion sites（n）

Gingiva/alveolar mucosa
Tongue
Buccal mucosa
Palate
Lower lip
Mouth floor

27−84
59

1：1.5（15/23）

28
4
3
3
－
－

16−87
53

1：1.1（46/51）

65
10
12
6
2
2
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像とには特記すべき関連性はなかった．

組織化学的に，泡沫細胞は Sudan black B染色陽性の

脂質を含み（Fig 4a），極めて少数であるが，上皮層内

にも陽性細胞を認められた．PAS染色では 27例中 2例

の角化層表層に少数のカンジダ菌糸を認めたが（Fig

4b），臨床的には慢性肥厚性カンジダ症の所見は呈して

いなかった．

3．免疫組織学的所見

1）泡沫細胞

泡沫細胞はすべて，CD68（Fig 5a），MCP-1（Fig 5

b），CCR 2（Fig 5c）および MSR-1（Fig 5d）において

不規則に細胞膜および細胞質に強陽性を呈していた．そ

の他，ox-LDL および HLA-DR も陽性を呈していた（Fig

6a, b）．

Fig 2 Macroscopic features. Intraoral finding of palatal VX（a）. Lesional surface（b）and cut surface（c）of surgical specimen.

Fig 3 Typical histopathological findings（H & E stain, original
magnification :×40）.

Fig 4 Histochemistry. Sudan black B（a）（original magnifica-
tion :×40）and periodic acid-Schiff stain（b）（original magni-
fication :×100）.
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2）VX 上皮

VX 上皮は，HLA-DR（Fig 6a）および酸化 LDL（ox-

LDL）（Fig 6b）で細胞膜および細胞質に強陽性で，

HLA-DR は上皮層全体に陽性を呈している症例と基底

層のみに陽性を呈している症例とがあり，同一上皮内で

も陽性部が混在する症例も少なくなかった．基底層にお

ける MCP-1発現は，弱陽性の症例が大部分であり（Fig

6c），VX 上皮では 59.8％に，非 VX 上皮では 17.2％に

認められ，VX 上皮に有意に多く発現していた（Fig 6d,

p＜0.01）．

CD1aあるいは S-100タンパク陽性の Langerhans細胞

は非 VX 上皮に比べ，VX 上皮で著しく減少していた．

CD1a陽性細胞は VX 上皮では 0.5個／cm2（Fig 7a），非

VX 上皮では 1.5個／cm2（Fig 7b）であった．また，S-100

タンパク陽性細胞は VX 上皮において 0.6個／cm2，非

VX 上皮では 1.7／cm2個であり，両群とも有意差を示し

た（Fig 7c, p＜0.05）．

3）浸潤細胞

結合組織内のリンパ球の割合は CD3：CD20＝1.7：1

と，T リンパ球が有意に多数であった（Fig 8a, b, p

＜0.01）．タイプ分類では CD8：CD4＝3：1で，CD8陽

性 T リンパ球が大多数であった（Fig 8c, d, p＜0.01）．

また，TIA-1 活性を示すリンパ球の割合は 26.8％であっ

た（Fig 8e）．

好中球以外の上皮内浸潤細胞は，CD68陽性マクロフ

ァージが VX 上皮では 0.1個／cm2で（Fig 9a），非 VX

上皮には認められなかった（Fig 9b）．CD8 Tリンパ球

は VX 上皮で 1.9個／cm2（Fig 9c），非 VX 上皮で 0.2個

／cm2（Fig 9d），また，TIA-1 活性を示す細胞は VX 上

皮で 0.8個／cm2（Fig 9e），非 VX 上皮で 0.1個／cm2であ

り（Fig 9f），すべての炎症性細胞が VX 上皮で有意に

多かった（p＜0.01）．

Fig 5 Immunophenotype of foam cells. CD68（a），MCP-1（b），CCR 2（c）and MSR-1（d）（original magnification :×100）.
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4）VX 上皮基底膜

VX 上皮における基底膜の変性消失ないし不鮮明化は

平均 39.4％の範囲に認められた（Fig 10a, b）．なお，

基底膜の消失が認められる症例は，炎症性細胞浸潤が高

度なものが多かった．

4．走査および透過電子顕微鏡所見

走査電子顕微鏡では，上皮脚の均等伸長と延長した結

合組織乳頭部が明瞭に観察され（Fig 11a, b），病巣表面

は凹凸不整であり，弱拡大では顆粒状（Fig 11c）を，

強拡大では多孔性を呈した（Fig 11d）．また結合組織乳

頭部には小突起を有するマクロファージ（Fig 11e）や

リンパ球（Fig 11f）が認められた．

透過電子顕微鏡では，泡沫細胞は細胞質内に様々な電

子密度を示す大小多数の脂肪滴を有し（Fig 12a），VX

上皮には拡張の著しい細胞間隙と細胞間結合の破壊が認

められた．また泡沫細胞側の上皮・基底膜は，しばしば

マクロファージによる細胞障害性変化や基底膜の消失を

示すとともに，上皮の扁平化がみられた（Fig 12b）．な

お，少なくとも検索した 3症例すべてにおいて，粘膜固

有層内の血管内皮細胞（Fig 13a），血管周皮細胞（Fig 13

b）および線維芽細胞（Fig 13c）には，泡沫化は認めら

れなかった．また，粘膜固有層内での樹状細胞は明らか

にし得なかった．

5．HPV の検出結果

免疫組織学的検索では，37例全例が，RT-PCRによ

る検索では，5例全例が HPV陰性であった（Fig 14）．

考 察

1．臨床像より考察される組織発生

文献例および自験例の解析から，VX は中高年成人の

歯肉歯槽粘膜に好発することが明らかとなった．この結

果は，既存の歯肉炎や歯周炎が口腔 VX の発症ならび

に進展に関与する可能性を示唆する興味ある所見といえ

る．

Fig 6 Immunophenotype of VX epithelium. HLA-DR（a），ox-LDL（b）（original magnification :×100），and MCP-1（c）（original
magnification :×200）. Numerical data on MCP-1 expression in basal cells of VX and non-VX（d）.
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口腔 VX は，血清脂質の変動を伴わない局所病変で

あるが，VX を認めた全身疾患として，自験例を含め糖

尿病，高脂血症2, 32），C型肝炎10），移植片対宿主病33, 34）な

どが報告されている（Table 5）．また，びまん性 VX の

報告22）や免疫不全患者に発生した症例33−36）は，VX の発

症に何らかの全身的背景が影響することを示唆してい

る．しかしながら，いずれも例数が少なく，現時点では

VX との因果関係は必ずしも明確ではない．なお，Travis

Fig 8 Immunophenotype of connective tissue lymphocytes. CD3（a），CD20（b），CD8（c），CD4（d）and TIA-1（e）．Numerical
data are summarized in below figures（original magnification :×100）.

Fig 7 CD1a-positive Langerhans cells in VX（a）and non-VX（b）epithelia. Numerical data on intraepithelial Langerhans cells
（c）（original magnification :×100）.
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ら37）が記載した 2歳児の VX は，先天性脂質代謝障害に

起因する特異な全身性病変で，通常の VX とその成り

立ちは異なる．

口腔 VX の局所随伴粘膜病変として，扁平苔癬9, 32, 38），

白板症39），疣贅性角化症40），尋常性天疱瘡41），円板状紅

斑性狼蒼23），上皮内癌42）など，種々の上皮増殖性疾患が

報告されており（Table 5），また皮膚 VX 35, 43−52）において

も同様の記載は少なくない（Table 6）．これらは，すべ

て既に確立した独立疾患であることから，VX が二次的

な病変であると結論する根拠52, 53）となっている．極めて

Fig 9 Intraepithelial inflammatory cells. CD68 in VX（a）and non-VX（b），CD8 in VX（c）and non-VX（d），and TIA-1 in VX
（e）and non-VX（f）epithelium. Numerical data are summarized in below figures（Original magnification :×100）.

Fig 10 Immunohistochemical finding of basement membrane. Disappearance of laminin-positive basement membrane（a）．Fre-
quency of laminin-positive basement membrane（b）（Original magnification :×100）.
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稀であるが VX 上皮に癌性変化を認めた症例の報

告42, 47−49）から，VX 悪性化の可能性を考える者もいる

が，この病変も扁平上皮癌の二次的変化と考えるのが妥

当であろう．なお，皮膚 VX では浮腫などの局所循環

障害を認めた症例が散見されるが54−58）（Table 6），口腔

VX では自験例を含めこの所見は観察されていない．

2．泡沫細胞の由来

泡沫細胞の由来としては，ほとんどの報告でマクロフ

ァージと考えられているが，メラノサイト59），線維芽細

胞46）および XIIIa 陽性樹状細胞60）なども推定されてい

る．現在では CD68陽性所見から，マクロファージ起源

とする報告が大勢を占めている．本研究における泡沫細

胞での MCP-1, CCR 2および MSR-1発現の結果はこれ

を支持する．

Mohsinら60）は皮膚 VX において皮下乳頭部の XIIIa

陽性樹状細胞にサイトケラチン発現が認められたことか

ら，XIIIa 陽性樹状細胞が変性上皮細胞を貪食して泡沫

化し，VX が形成されると解釈している．しかしなが

ら，今回の電子顕微鏡的検索では，メラノサイトと樹状

細胞の所見は得られず，線維芽細胞，血管内皮および周

皮細胞において泡沫化を認めなかった．また免疫組織学

的にも自験口腔 VX における XIIIa 陽性樹状細胞の出現

には一定の傾向はなく，サイトケラチン発現もなかった

（未発表データ）．この結果から，少なくとも口腔 VX

では，これらの細胞の直接的な関与は否定し得る．

前述のごとく，VX は細顆粒状の表面性状を呈する．

この特徴的な肉眼像は結合組織乳頭部に充満した泡沫細

胞が菲薄となった乳頭部の被覆重層扁平上皮を機械的に

Fig 11 Photogram of scanning electron microscopy. Psoriasiform epithelial hyperplasia（a and b）．Granular（c）and porous spongelike
（d）surface. Macrophage（e）and lymphocyte（f）.
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押し上げた結果と推察されている8）．この仮説は泡沫細

胞に接する上皮細胞に扁平化をみる光顕的所見に基づく

もので8），今回の電顕的検索でもしばしば基底細胞に同

様の所見を認めた（Fig 12b）．

3．浸潤細胞の特性

従来の報告と今回の成績から，VX に出現する慢性炎

症性細胞は T リンパ球が主体である8, 28, 61）．T リンパ球

の種類を詳細に検討した報告はないが，本研究では CD

Fig 12 Transmission electron microscopy. Foam cells（a）and VX epithelium（b）.

Fig 13 Transmission electron microscopy. Endothelial cell（a），pericyte（b）and fibroblast（c）.
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8陽性細胞が有意に多かった．さらに結合組織内リンパ

球と比較すると数的には少ないが，上皮内リンパ球の大

半も CD8陽性であった．この結果から，CD8 Tリンパ

球が VX の病態形成に関与する可能性も高いと考えら

れた．一方，CD4 Tリンパ球および B リンパ球や形質

細胞の出現も認めることから，体液性免疫の VX 組織

発生における役割を強調した報告11, 20）がある．しかしな

がら今回の検索から，少なくとも成熟 VX においてこ

の見解は否定的である．今後，初期病変を含む様々なス

テージの VX 60）での検討が必要である．

口腔 VX が扁平苔癬に続発する9, 32, 38）ことなどから，

その組織発生を扁平苔癬と類似した免疫反応に求めた報

告もある62）．しかしながら，CD4 Tリンパ球に富み，CD

8 Tリンパ球による顕著な上皮・基底膜の傷害所見およ

び Langerhans細胞と肥満細胞の増加を特徴とする自己

免疫性の扁平苔癬63）と VX とは，その免疫学的な組織発

生機構は異なると思われる．臨床的にも，しばしば多発

性で難治症例の多い扁平苔癬63）と単発性で予後良好な

VX とは明らかに趣を異にしている．

4．上皮の特性

VX にみられる特徴的な上皮突起の均等伸長は，乾癬

における上皮増殖性変化，いわゆる乾癬様上皮増殖に相

当する35）．自己免疫異常を背景とする皮膚の尋常性乾癬

における上皮増殖は T リンパ球のサイトカインにより

誘導されること64, 65）から，VX でも同様の機構が想定さ

れ，今後の検討課題である．

VX 上皮における HLA-DR 陽性所見は，T リンパ球

を介した免疫学的活性化の結果であり，その発現は炎症

の増悪に直接あるいは間接に関与する20）．一方，従来の

報告8, 36, 38, 66）と同様に，本研究でも皮膚粘膜免疫において

抗原提示に働く Langerhans細胞は VX 上皮で著しく減

少していた．本研究ではこの理由は明確にし得なかった

が，血管内皮増殖因子（vascular endothelial growth fac-

tor）が樹状細胞への分化を抑制するとの報告67）もあり，

この点についてはさらに検索する必要がある．なお Fu-

rueら66）は，Langerhans細胞の減少と上皮下マクロファ

ージの増加に相反する調節機構が存在する可能性を指摘

している．いずれにしても歯周炎など口腔粘膜の通常型

慢性炎症では Langerhans細胞が増加することから，VX

におけるこの興味ある現象を詳細に検討する必要があ

る．

VX においてマクロファージが上皮直下の乳頭部に集

簇するメカニズムは，VX 上皮基底層がマクロファージ

の誘導に機能する MCP-168−70）を発現していること，およ

びマクロファージが MCP-1のレセプターである CCR 2

を発現している結果から説明し得る．すなわち VX 上

皮基底層での MCP-1発現が，CCR 2陽性マクロファー

Fig 14 RT-PCR for HPV.

Table 5 Concomitant conditions in oral VX.

Conditions Number

Systemic
Diabetes mellitus
Hyperlipidemia2, 32）

Hepatitis C10）

Graft-versus-host disease33, 34）

Local
Lichen planus9, 32, 38）

Leukoplakia39）

Warty dyskeratoma40）

Pemphigus vulgaris41）

Discoid lupus erythematosus23）

Carcinomain situ42）

Local amyloidosis

2*, **
2*
2*
2*

6*
2*
1
1
1
1
1*

*Including the present cases
**Shafer’s comment（J Periodontol 44, 103, 1973）

Table 6 Concomitant conditions in extraoral VX.

Conditions Number

Epidermal nevus43−45）

Epidermolysis bullosa46）

Psoriasiform lesion35）

Epidermal dysplasia47）

Squamous cell carcinoma48, 49）

Discoid lupus erythematosus50）

Fibroepithelial polyp51）

Seborrheic keratosis52）

Lymphoedema54, 55, 56）

Hemangioma57）

Milroy disease58）

Leaky capillary syndrome58）

Immunodeficiency35, 36）

3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
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ジの上皮下乳頭部への浸潤の鍵を握ると考える．VX の

本態を解明する上で，慢性辺縁性歯周炎自身が多数のマ

クロファージを含む T リンパ球性病変であることと併

せ，健常者では発現をみない歯肉上皮の MCP-1が，歯

周炎の進行により増強するという報告68−70）もある．

5．脂質の由来

VX の組織発生を考える上で，泡沫細胞の脂質由来を

明確にすることは，最も重要である．VX 脂質の生化学

的分析は，Shindoら71）により行われているが，その起源

を特定するには至っていない．現時点では，脂質の由来

は，上皮説と血清説とに大別される．血清リポ蛋白由来

は，リンパ浮腫30, 55, 56），血管腫57），Milroy 病や leaky capil-

lary症候群58）など局所循環障害を伴う患者の皮膚に VX

が発生した報告より提唱されているが，この説単独では

泡沫細胞が上皮直下の結合組織乳頭部に限局する特異な

事象を説明することはできない．また，これら報告例の

組織所見を精査すると，VX の特徴である上皮突起の均

等伸長を欠き，上皮脚より深部の結合織内にも多数の泡

沫細胞を含む症例もあることから，VX 以外の黄色腫で

ある可能性も否定できない．

重層扁平上皮は脂質合成の主場であり，慢性炎症性疾

患で高頻度にみられる上皮過形成は膜脂質の量的な増加

を伴う72, 73）．本研究でも VX 上皮全層に ox-LDL の強発

現を認めた．VX 上皮の基底膜消失が約 40％の範囲で

観察され，また電子顕微鏡的にも基底膜の消失，基底細

胞の変性あるいは細胞間結合の破壊などが確認された結

果から，脂質は損傷した上皮・基底膜から漏出したと考

えられる．今回の免疫組織学的検索から，マクロファー

ジとともに TIA-1 陽性リンパ球が組織傷害に寄与する

成績を得た．なお，Huら24）は matrix metalloproteinaseの

関与を提唱している．

脂質は主にマクロファージ自身により酸化され，その

産物である ox-LDL はマクロファージの MSR-1を介し

て細胞内に取り込まれる74, 75）．マクロファージは細胞内

脂質の増加に対応するフィードバック機構を欠くため，

脂質が胞体内に異常蓄積し，泡沫化することが知られて

いる74）．本検索での泡沫細胞の MSR-1および ox-LDL

発現所見より，VX では，乳頭部に集簇した MSR-1陽

性マクロファージが，上皮・基底膜から漏出した脂質を

貪食して泡沫化すると結論できる．

6．組織発生に関与する他因子

機械的刺激2, 21, 24, 26），カンジダ8, 39, 76），HPV28−30）など，VX

では様々な発症因子が列挙されている．自験 VX では

不適合義歯の使用者と抜歯後の発症ないし顕在化例を認

め，機械的な局所刺激が重層扁平上皮の増殖および炎症

の拡大や慢性化に関与することは明らかである．カンジ

ダ感染は，本検索では否定的で，典型的なカンジダ症に

VX が合併した報告がない事実もこれを支持する．HPV

を PCRで検出し得た少数の皮膚 VX の報告28−30）や電顕

的に 6型のウィルス粒子を確認した症例29）があり，口腔

VX においても in situ hybridizationで検索した 1例の記

載28）がある．しかしながら，今回の結果から，多くの者

が指摘するごとく21, 59），HPV感染と VX 発症とに因果関

係はないと結論できる．なお，Rohwedderら30）は HPV

感染と併せ，浮腫などの局所循環障害が皮膚 VX の発

症に必須であることを強調しているが，必ずしも一般的

には支持されていない．

VX は重層扁平上皮に発症する特異な疾患であるが，

食道重層扁平上皮での報告は 1例のみである77）．同じ消

化管であるにもかかわらず口腔粘膜に限局した VX が

発症する理由は，今回の研究では明らかにし得えなかっ

たが，口腔が外界と直接交通し，炎症や外傷を伴い易い

環境であることも考慮すべきであろう．なおつい最近，

皮膚 VX において脂質代謝関連遺伝子である 3β -

hydroxysteroid dehydrogenaseに変異を認めたとの報告78）

がなされたことから，今後，口腔 VX でも同様の検索

を行う必要がある．

7．VX の疾患としての位置付け

VX は CD8 T リンパ球の関与した慢性炎症性疾患

で，遅延化した炎症や反復する機械的刺激による上皮の

増殖・変性と上皮性脂質の漏出および活性化したマクロ

ファージによる貪食が病態形成の根幹を成している．極

めて多彩な臨床像および組織所見を示す VX を単一の

独立疾患として位置付けるには困難がある．現時点で

は，VX の本態は HPV感染を伴わない，種々の上皮増

殖性病変を基盤とする二次的な反応性変化と解釈でき

る．従って，背景となる基礎疾患が明らかな症例ではそ

の診断名に“VX 様変化を伴う”と併記し，それ以外の

症例を VX とすべきである．VX の病因は未だ不明であ

るが，口腔 VX では，既存の炎症，特に歯肉炎や歯周

炎が発症および増悪の一因となる可能性が示唆される．

結 語

本研究では VX の組織発生を解明する目的で，自験

例 38例を臨床病理学的，組織化学的，免疫組織学的お

よび電子顕微鏡的に検索するとともに，分子生物学的に

HPVの検出を試み，併せて組織発生を中心に文献的考

察を行った．その結果から，VX における重層扁平上皮
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は局所の細胞性免疫異常を背景に，免疫学的活性化と乾

癬様増殖を示し，上皮基底層での MCP-1発現が上皮直

下乳頭部への CCR 2陽性マクロファージの浸潤を誘導

する．その後，上皮増殖に伴い増加した膜脂質は上皮・

基底膜の損傷などにより乳頭部に漏出し，その脂質を

MSR-1陽性マクロファージが貪食して泡沫化する．こ

のような一連の複雑な相互作用により，VX の特徴的な

病態は完成すると推定された．

稿を終えるにあたり，終始ご墾篤なるご指導とご高閲を
賜りました本学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科
学分野 坂下英明教授に深甚なる感謝の意を表します．ま
た，種々のご墾切なご指導とご高閲を賜りました本学病態
診断治療学講座病理学分野 草間 薫教授，および本学形
態機能成育学講座解剖学分野 天野 修教授に厚くお礼申
し上げます．さらに本研究を行うにあたりご協力頂きまし
た鶴見大学歯学部口腔病理学講座 井出文雄先生ならびに
本学病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野および病態
診断治療学講座病理学分野の先生方にも，心よりお礼申し
上げます．
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口腔内好中球の分離方法の確立と活性化

および細胞死誘導のメカニズム

〆谷 暁子1§ 高橋 慶壮2 Shahead Ali CHOWDHURY3

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野
2松本歯科大学大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学部門

3Comparative Genomics Centre, James Cook University, Melbourne, Australia
（指導：片山 直教授）

要旨：好中球は口腔内の感染防御に中心的な役割を果たしている．口腔内好中球（oral polymorphonuclear neutrophils :

OPMNs）の活性化および細胞死誘導を調節することができれば，感染防御能を人為的に高めることが可能になる．本研
究では，改良した分離法で調製した OPMNsの活性化および細胞死誘導のメカニズムを調べた．
健康な歯周組織を有する被験者からカルシウムとマグネシウムを含まないリン酸緩衝液の含嗽によって OPMNsを回収
した．OPMNsは 90％以上の生存率で，高純度（98％）に分離できた．無刺激の OPMNsは末梢血好中球（peripheral poly-

morphonuclear neutrophils : PPMNs）に比べて約 2倍量の活性酸素を産生し，一方細胞内グルタチオン（GSH）濃度は約
半分であった．細胞内 GSH濃度は phorbol 12-myristate 13-acetateまたはオプソニン化した zymosan Aの刺激によって産
生された活性酸素量の増加とともに減少した．Protein kinase C阻害剤の 1-（5-isoquinolinesulfonyl）-2-methylpiperazine dihy-

drochloride（H-7）は OPMNsの活性酸素産生を阻害できず， calmodulin阻害剤の N -（ 6-aminohexyl）-5-chloro-1-

naphthalenesulfonamide（W-7）は部分的にそれを阻害した．ほとんどの OPMNsは 1時間ですみやかに細胞死した．フロ
ーサイトメトリー解析により，分離後 2時間で 60％以上の OPMNsがアポトーシスまたはネクローシスに陥ることがわ
かった．これらの細胞死は caspase阻害剤および p38 mitogen-activated protein kinase阻害剤によって有効に抑制できなか
った．一方，抗 Fas抗体と tumor necrosis factor-α はその細胞死をすみやかに誘導した．OPMNsにおける caspase-3, -8,

-9の活性は PPMNsのそれより有意に低かった（p＜0.05）．電子顕微鏡による観察では 2時間培養した OPMNsの細胞質
に空胞変性が認められた．ミトキャプチャー法ではミトコンドリアの膜電位の低下が認められた．ウエスタンブロット解
析では，PPMNsと比較して，OPMNsの Bad, Baxおよび cytochromec などのアポトーシス促進性タンパク質の発現が有
意に高く，Bcl-2やリン酸化 Bad（Ser 136）などのアポトーシス抑制性タンパク質の発現は検出されないか有意に低い
（p＜0.05）ことが示された．N -acetyl-L-cysteine（NAC）および GSHは効果的に細胞死を遅延したが，superoxide dismutase

および catalaseはそれを遅延できなかった．NAC はミトコンドリア膜電位の低下を抑制した．
これらの結果は OPMNsの活性化および細胞死誘導には，細胞内 GSH量の減少を伴う酸化ストレスが中心的な役割を
演じること，そして，ミトコンドリア膜近傍のアポトーシス促進分子の関与した caspase非依存的な経路によって OPMNs

は細胞死する可能性を示唆する．さらに SH基を有する抗酸化剤によって人為的に OPMNsの活性化および細胞死を調節
できる可能性を示唆する．

索引用語：口腔内好中球，活性化，細胞死，抗酸化剤
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緒 言

口腔内における感染防御の中心的な役割を担う細胞は

口腔内好中球（ oral polymorphonuclear neutrophils :

OPMNs）である1, 2）．OPMNsは毎秒 500個以上，歯肉溝

から口腔内へと恒常的に遊走して3），細菌の貪食，リソ

ソーム酵素や活性酸素などの産生により殺菌を行ってい

る2, 4, 10）．好中球減少症や好中球粘着不全症などの好中球

機能に異常を有する患者では，OPMNsの機能低下によ

って重篤な口腔感染症に罹患することが報告されてい

る5−7）．したがって，OPMNsの細胞機能を人為的に調節

することが出来れば，宿主細胞機能を高めることで口腔

Establishment of a Separation Method and the Mechanisms
of Activation and Induction of Cell Death
of Oral Polymorphonuclear Neutrophils

Akiko SHIMETANI1§, Keiso TAKAHASHI2 and Shahead Ali CHOWDHURY3

1Division of Endodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Division of Hard Tissue Research, Graduate School of Oral Medicine, Matsumoto Dental University

3Comparative Genomics Centre, James Cook University, Melbourne, Australia
（Director : Prof Tadashi KATAYAMA）

Abstract : Polymorphonuclear neutrophils（PMNs）play a central role on the host defense in the oral cavity. We hypothesized

that we could enhance host defense ability intentionally, if we could regulate the activation and induction of cell death of oral

PMNs（OPMNs）. In this study, we at first established a modified method for the separation of OPMNs and then investigated the

mechanisms underlying the activation and induction of cell death of OPMNs. OPMNs were collected from periodontally healthy

volunteers by the mouth washing with phosphate-buffered saline without calcium and magnesium. Freshly prepared OPMNs

showed a viability of more than 90％ and high purity（98％）. Unstimulated OPMNs produced approximately 2-fold the amount of

active oxygens and had approximately half the intracellular concentration of glutathione（GSH）compared to peripheral PMNs

（PPMNs）. The intracellular GSH level negatively correlated withthat of active oxygen produced by stimulation with phorbol 12-

myristate 13-acetate or opsonized zymosan A. 1-（5-Isoquinolinesulfonyl）-2-methylpiperazine dihydrochloride（H-7），a protein

kinase C inhibitor , did not inhibit theactive oxygen production of OPMNs , whereasN -（6-aminohexyl）-5-chloro-1-

naphthalenesulfonamide（W-7）, a calmodulin inhibitor, inhibited it partially. Most of the OPMNs rapidly underwent cell death

within 1 hour. Flow cytometry showed that more than 60％ of OPMNs became apoptotic or necrotic within 2 hours after isolation.

The death of these cells was not effectively inhibited by caspase inhibitors or p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor. On

the other hand, anti-Fas antibody and tumor necrosis factor-α rapidly promoted their death. The activation of caspase-3, -8 and -9

in OPMNs were significantly lower than that in PPMNs（p＜0.05）. Electron microscopic observation revealed the vacuolization of

the cytoplasm of OPMNs after 2 hours in culture. The mitochondrial membrane potential of OPMNs was reduced, as assessed by

the MitoCapture method. Western blot analysis showed that the expression of proapoptotic proteins such as Bad, Bax and cyto-

chromec were significantly elevated（p＜0.05），whereas the expression of antiapoptotic proteins Bcl-2 and phospho-Bad（Ser

136）was nil or significantly reduced, in OPMNscompared with their levels in PPMNs（p＜0.05）. Both N -acetyl-L-cysteine

（NAC）and GSH, but neither superoxide dismutase nor catalase, effectively delayed the cell death. NAC inhibited the reduction in

mitochondrial membrane potential of the OPMNs. These results suggest that oxidative stress, accompanied by the decrease of in-

tracellular GSH level, plays a crucial role in the activation and induction of cell death of OPMNs, and that OPMNs undergo cell

deathvia a caspase-independent pathway involvingproapoptotic molecules around the mitochondrial membrane. It may thus be

possible to regulate the activation and cell death of OPMNs by SH-containing antioxidants.

Key words : oral polymorphonuclear neutrophils, activation, cell death, antioxidants
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感染症を予防するという新しい治療概念を歯科医療に導

入することが可能になる．さらに，易感染性宿主や高齢

者の機能低下によって起こる口腔感染症を予防すること

に繋がる．そのためには，OPMNsの細胞機能を詳細に

検討することが不可欠である．

末梢血好中球（peripheral blood polymorphonuclear neu-

trophils : PPMNs）に比較して OPMNsの細胞機能はほ

とんど調べられていない．その理由の一つとして，細胞

の取り扱いの難しさが挙げられる．OPMNsの分離・回

収には時間を要し，そのうえ細胞生存率（viability）が

低下しやすい8−10）．たとえ，短時間に分離・回収できて

も，口腔内細菌や粘膜上皮細胞との完全な分離は難し

く，Klinkhamer11）の分離方法では約 1/3に粘膜上皮細胞

の混入を認めている．細胞分離法の問題点は，研究の発

展の妨げの一因になっており，いまだ詳細な細胞機能の

解析は進んでいない．OPMNsの細胞機能をより詳細に

探究するためには，OPMNsの分離・回収方法の改良が

望まれる．

OPMNsは口腔内へ遊走する際に，細菌やサイトカイ

ンなどのさまざまな刺激を受けて活性化し12），多量の活

性酸素種（ROS）や酸化窒素種（NOS）を産生する13−15）．

OPMNsから産生される活性酸素は，感染防御に必要不

可欠である反面，強い細胞毒性をもち正常な周囲組織を

同時に傷害する，いわゆる，生体防御作用と組織傷害作

用の 2面性を有している．一方，生体には活性酸素によ

る酸化傷害に対する防御システムとして抗酸化酵素が備

わっている16）．Superoxide dismutase（SOD）や catalase

などの抗酸化酵素や glutathione（GSH）などの SH化合

物は，酸化防御に深く関与することが報告されてい

る16−19）．OPMNsは，これらの抗酸化物質の減少による

酸化防御システムの低下により酸化ストレス状態にある

と考えられる．生理的状態にある OPMNsの細胞内の抗

酸化状態を把握することは，口腔内の感染防御システム

を解明するために不可欠である．したがって，OPMNs

の活性化のメカニズムと抗酸化物質による制御の関わり

についても調べる必要がある．

活性酸素は主にミトコンドリアから産生され，

mitogen-activated protein kinase（MAPK）カスケードの

活性化やミトコンドリア近傍のアポトーシス制御に関与

する Bcl-2遺伝子ファミリー分子に作用し，cytochrome

c の放出によってカスパーゼを活性化させ，アポトーシ

スを誘導させる20）．アポトーシスに陥った PPMNsはマ

クロファージに貪食されるので，細胞内に活性酸素や分

解酵素が放出されないために急性炎症が起きない21）が，

口腔内にはマクロファージがほとんど存在しないため，

PPMNsとは異なる炎症の制御が行われていると考えら

れる．しかし，OPMNsの細胞死誘導のメカニズムは明

らかでなく，細胞死の様態に関しても，Satoら14）はアポ

トーシスであると報告し，一方，Crawfordら22）はネクロ

ーシスと報告し，統一見解は得られていない．もともと

PPMNsは他の白血球とは異なり，アポトーシス抑制性

タンパク質である Bcl-2が発現しておらず23−25），すでに

アポトーシスがプログラムされている細胞であることが

知られている．酸化ストレス状態の OPMNsの細胞死が

どのようなシグナル伝達系を介して進行するのかを解析

することは，口腔内の感染防御メカニズムの解明に繋が

る．そのためには，OPMNsの細胞死誘導のメカニズム

について調べる必要がある．

本研究では，新しい OPMNsの分離方法を確立し，

OPMNsの活性化および細胞死誘導のメカニズムを詳細

に解析することを目的とした．

材料と方法

1．試薬

本研究では，以下の会社より購入した試薬を使用し

た．

Phorbol 12-myristate 13-acetate（PMA）, zymosan A, p38

MAPK 阻害剤［4-（4-fluorophenyl）-2-（4-methylsulfonylphe-

nyl）-5-（4-pyridyl）-1 H -imidazole（SB 203580）］, 抗 Fas抗

体, tumor necrosis factor-α（TNF-α）, SOD, catalase,抗 ac-

tin 抗体 , trypan blue solution, 5-sulfosalicylic acid dehy-

drate（SSA）, phenylmethylsulfonyl fluoride（PMSF）, dithio-

threitol（DTT）, 2-mercaptoethanol，以上 Sigma Aldrich

（St Louis, MO, USA）より購入．1-（5-Isoquinolinesulfonyl）-

2-methylpiperazine dihydrochloride（H-7）, N -（6-aminohe-

xyl）-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide（W-7）（生化学工

業，東京）；general caspase阻害剤（Z-VAD-fmk），

caspase-1阻害剤（Z-WEHD-fmk）, caspase-2阻害剤（Z-

VDVAD-fmk）, caspase-3阻害剤（Z-DEVD-fmk）, caspase-

4阻害剤（Z-YVAD-fmk）, caspase-6阻害剤（Z-VEID-

fmk）, caspase-8阻害剤（Z-IETD-fmk）, caspase-9阻害剤

（ Z-LEHD-fmk）, caspase-10阻害剤（ Z-AEVD-fmk）,

caspase-13阻害剤（Z-LEED-fmk）（Techne, Minneapolis,

MN, USA）；Total Glutathione Quantification Kit（同仁化

学研究所，益城，熊本）；N -acetyl-L-cysteine（NAC）

（東京化成，東京）；caspase-3, caspase-8, caspase-9の基質

［DEVD-pNA（p-nitroanilide）, IETD-pNA, LEHD-pNA］

（MBL，名古屋，愛知）；抗 Bad抗体，抗 Bax抗体，抗
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Bcl-2抗体（Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA,

USA）；抗リン酸化 Bad（Ser 136）抗体（Cell Signaling,

Danvers, MA, USA）；抗 cytochromec monoclonal抗体

（BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA）；MitoCapture

Mitochondrial Apoptosis Detection KitTM（ Bio Vision ,

Mountain View, CA, USA）；GSH（協和発酵工業，東

京）；nitroblue tetrazolium（NBT），2 N HCl, dimethyl sul-

foxide（DMSO），glutaraldehyde（和光純薬工業，大

阪）；fetal bovine serum（FBS）（Gibco, Grand Island, NY,

USA）； annexin V-fluorescein isothiocyanate（ FITC）／

propidium iodide（PI）apoptosis assay kit（ Immunotech,

Beckman Coulter, Marseille, France）．

オプソニン化した zymosan A（OZ）は，zymosan A

を FBS血清と 30分，37℃で反応させて調整し，リン

酸緩衝溶液（phosphate-buffered saline without calcium and

magnesium : PBS（－），日水製薬，東京）で懸濁したも

のを用いた．

2．好中球の分離・調整

OPMNsは，Satoら10）の方法を改良して分離・調製し

た．すなわち，全身疾患を有さず，口腔内清掃状態が良

好で歯周組織の健康な被験者 2～3名について，実験開

始 1時間前までにブラッシングを行った後，25 ml の

PBS（－）で 2分間含嗽し，8回繰り返して回収した．

集めた含嗽液を 640 g, 5分，4℃で遠心分離し，得られ

た沈殿物を PBS（－）で懸濁し，ポアサイズ 50 µmのナ

イロンメッシュ（東京スクリーン，東京）を用いて濾過

して口腔粘膜上皮細胞および細菌塊を除去した．ナイロ

ンメッシュを通過した細胞懸濁液 3 ml を，Mono-Poly re-

solving medium�（大日本製薬，東京）1 ml に重層し，4

℃で 5分間静置後，100 g, 10分，4℃で遠心した．それ

をさらに 1,000 g, 5分，4℃ で遠心し，PBS（－）と

Mono-Poly resolving medium�の境界層から細胞を回収し

た．PBS（－）で懸濁後，640 g, 5分，4℃で遠心し，ペ

レットに PBS（－）を加えて細胞密度を 1×106個／ml に

調整した．

PPMNsは，健康な被験者の前腕皮静脈より，ヘパリ

ン加末梢血を採取したのち，Mono-Poly resolving me-

dium�を用いた密度勾配遠心法（640 g, 30分，20℃）で

遠心分離し，細胞浮遊層を回収した．PBS（－）で洗浄

後，ペレットに PBS（－）を加えて細胞密度を 1×106個

／ml に調整した．

3．生細胞数の判定

細胞を 0.4％ trypan blue solutionを用いて染色し，ト

ーマ血球計算盤（エルマ，東京）を用いて生細胞数およ

び生存率を算出した．

4．細胞染色

細胞 100 µl に 10％ FBSを 50 µl 添加し，Shandon

Cyto Spin蠡TM（Pacific Southwest Lab Equipment, Vista,

CA, USA）で 1,000 g, 1分間遠心分離し，スライドガラ

スに細胞を付着させた後，Diff-Quik�（国際試薬，神

戸）を用いて細胞を染色し，光学顕微鏡（Nikon Eclipse

TS 100，ニコン，東京）下で PMNsの細胞形態を観察

した．

5．NBT 還元能による活性酸素産生量の測定

NBT 還元能によって活性酸素産生量を測定した．す

なわち，分離直後の OPMNsおよび PPMNsを 96穴プ

レート（BD Bicsciences）に各 50 µl ずつ播種し，それ

ぞれに 2 mg/ml の NBT を 50 µl 添加した．37℃，45分

間反応させた後，2 N HClを 40 µl 加え，反応を停止さ

せた．30分間氷上で静置後，上清を捨て，100 µl の

DMSOによって溶解し，生成したホルマザン色素の量

を分光光度計（Biochromatic Labsystem, Helsinki , Fin-

land）を用いて 540 nmの波長における吸光度を測定し

た．

6．細胞内 GSH 濃度の測定

OPMNsおよび PPMNsにおける細胞内 GSH 濃度

を，Total Glutathione Quantification Kitを用いて測定し

た．すなわち，1×106個／ml に調整した OPMNsおよび

PPMNsに 10 mmol/l の HCl を 80 µl 加えた後，凍結・

溶解を 3回繰り返して細胞膜を破壊した．その後，5％

SSAを 20 µl 加えた．8,000g, 10分，4℃で遠心分離を

行った後，その上清を測定試料とした．Coenzyme work-

ing solution 140µl および enzyme working solution 20µl

を 96穴プレートに播種後，測定試料を 20 µl 加えた．30

℃，10分間反応後，substrate working solutionを 20 µl

添加し，20℃，10分間反応後に，405 nmの波長におけ

る吸光度を分光光度計で測定した．細胞内 GSH濃度を

標準検量線より求めた．標準曲線の相関係数は，0.999

であった．

7．フローサイトメトリー解析

OPMNsを annexin V-FITC / PI apoptosis assay kitによ

って蛍光染色し，励起光 488 nmのアルゴンレーザーを

照射した．ゲート内にある 20,000個の好中球を

FACScanTM flow cytometer（EPICS System蠡，Beckman

Coulter, Fullerton, CA, USA）によって解析した．全細胞

中の FITC/PI陽性細胞の割合を EXPO 32ソフトウエア

を用いて算出した．
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8．Caspase 活性の測定

2×106個の OPMNs, PPMNsおよび陽性対照として用

いたヒト前骨髄性白血病細胞 HL-60（理研セルバンク，

つくば，茨城）を，遠心分離してペレットにし，200µl

の lysis solution（MBL，名古屋，愛知）で溶解し，氷上

に 10分間静置後，10,000g, 4℃，3分遠心分離し，その

上清を分離した．上清（タンパク質として 30 µg）を

caspase-3, caspase-8, caspase-9の基質［ DEVD-pNA ,

IETD-pNA, LEHD-pNA］を含む 50 µl の 2× reaction

buffer（MBL，名古屋，愛知）に添加した．37℃，4時

間反応させ，基質の切断によって遊離した pNA の量を

405 nmの波長における吸光度により測定した．

9．電子顕微鏡観察

分離直後および 2時間培養後の OPMNsを透過型電子

顕微鏡（JEM 1210，日本電子，東京）を用いて観察し

た．すなわち，回収した細胞のペレットを 2.5％ glutaral-

dehyde（日新 EM，東京）含有 0.1 M cacodylate緩衝液

（pH 7.4）を用いて前固定した後に洗浄し，1％四酸化

オスミウム溶液（日新 EM，東京）で後固定を行った．

アルコール系列で脱水後，Araldite 502（日新 EM，東

京）を用いて包埋した．標本の超薄切片を作製し，2％

酢酸ウラン溶液および 0.1％シュウ酸鉛溶液によって二

重染色後，細胞内微細構造を観察した．

10．ミトコンドリア膜電位の測定

ミトコンドリア膜電位の変化を MitoCapture Mitochon-

drial Apoptosis Detection Kitを用いて調べた．すなわ

ち，2×106個／ml に調整した OPMNsおよび PPMNsを

incubation bufferで 1,000倍に希釈した MitoCapture 1 ml

と攪拌した．13,000g , 1分，20℃で遠心し，細胞を回

収後に懸濁した．37℃，20分反応後，細胞を 500g の

遠心により回収し，incubation buffer 1 ml に懸濁した．

共焦点レーザー顕微鏡 LSM 510（Carl Zeiss, Germany）

を用いて，FITCおよび rhodamineを検出する帯域のフ

ィルターによって蛍光強度を測定した．

11．ウエスタンブロッティング

OPMNs, PPMNsおよび HL-60のペレット（2×106個）

を 100µl lysis buffer［10 mM Tris-HCl（pH 7.6）, 1％ Tri-

ton X-100, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 2 mM PMSF］に

溶解し，氷上で 10分間静置した．14,000g, 4℃，20分遠

心分離を行い，上清を回収した．タンパク定量後，sodium

dodecyl sulfate（SDS）sample buffer［0.05 M Tris-HCl（pH

6.8）, 10％ glycerol , 2％ SDS , 0.6％ 2-mercaptoethanol ,

0.005％ bromophenol blue］を加え，5分間煮沸した後，

12％ polyacrylamide gel（actin, Bad, anti-Bax, Bcl-2検出

用）または 15％ polyacrylamide gel（cytochromec 検出

用）で SDS−電気泳動を行なった．HeLa細胞の cell lysate

は Stressgen（Victoria, BC, Canada）から購入し，使用し

た．そして，PVDF メンブレン（Millipore , Billerica ,

MA, USA）に転写後，5％ skim milk（DIFCO, Livonia,

MI, USA）でブロッキングし，一次抗体（抗 actin抗

体，抗 Bad抗体，抗 Bax抗体，抗 Bcl-2抗体あるいは

抗 cytochromec monoclonal抗体）（1 : 1,000希釈）と室

温で 90分間反応させた．ペルオキシダーゼ（HRP）酵

素を標識した二次抗体である．抗 rabbit IgG（抗 Bad抗

体，抗 Bax抗体，抗 Bcl-2抗体）または抗 mouse IgG

（抗 actin抗体，抗 cytochromec monoclonal抗体）（1 :

2,000希釈）と室温で 60分間反応後，Western LightningTM

Chemiluminescence reagent plus（Perkin Elmer Life Sci-

ences, Boston, MA, USA）を用いて発色させた．また，

リン酸化 Badの検出には，SDS sample buffer［6.25 mM

Tris-HCl（pH 6.8）, 10％ glycerol, 2％ SDS, 50 mM DTT,

0.01％ bromophenol blue］，12％ polyacrylamide gelを用

い SDS−電気泳動を行った．転写・ブロッキング後，一

次抗体抗リン酸化 Bad抗体（1 : 500希釈）と 24時間，

4℃で反応後に HRP酵素標識の抗 mouse IgG（1 : 2,000

希釈）と室温で 60分間反応させた．発色によって検出

されたタンパク質を RX-U フィルム（富士フィルム，

東京）に現像処理し，internetを介し，http : //www.scion-

corp.com/から入手した Scion Image 4.0.3.2（Scion, Fre-

derick, MD, USA）によって測定し，解析した．

12．統計処理

3回の実験の平均値±標準偏差を算出した．有意差検

定は，統計解析ソフト ystat（医学図書出版，東京）を

用いて，独立 2群を Student’st-testにより統計学的に処

理した．

結 果

1．OPMNs の分離・調整

2～3名の被験者から 1時間以内に 5×106個以上の

OPMNsを高純度かつ高生存率で分離・調製できた．

OPMNsの純度は約 98％で，口腔粘膜上皮細胞の混入

は 2％未満であった（Fig 1A）．また，OPMNsの生存

率は 90％以上であった．光学顕微鏡下における細胞形

態の観察では，OPMNsと PPMNsの形態は類似してお

り，3～4の分葉核を有していた（Fig 1B）．

2．活性化の評価

1）NBT 還元能に基づく活性酸素産生量の測定

分離直後の OPMNsは PPMNsの約 2倍量の活性酸素

94 〆谷暁子・高橋慶壮・CHOWDHURY SA 明海歯学 36, 2007



を産生していた（p＜0.05）．OPMNsの活性酸素産生

は，PMA または OZ の刺激により亢進した（Fig 2）．

OPMNsの活性酸素産生は PKC阻害剤の H-7によって

ほとんど阻害されず，カルモデュリン阻害剤の W-7に

よって部分的に阻害された（Fig 3）．

2）細胞内 GSH濃度の測定

分離直後の OPMNsの細胞内 GSH濃度は PPMNsの

約半分であった．一方，PPMNsに PMA あるいは OZ

を添加して 45分反応させると，活性酸素産生量の増加

とは対照的に細胞内 GSH濃度は減少した（Fig 4）．

3．細胞死誘導の評価

1）細胞死の動態

OPMNsは分離から約 1時間で急速に死に至り，その

後徐々に生細胞数が減少した．一方，PPMNsの生存率

は 99％以上であった．OPMNsの細胞死は，温度依存

的であり，4℃よりも 37℃で細胞死が促進された．一

方，10％ FBS添加 RPMI 1640培養液あるいは PBS

（－）中で 5時間インキュベートしても細胞死には有意

差を認めなかった（Fig 5）．

2）フローサイトメトリー解析

分離直後の OPMNsは，96％ 以上が生細胞であっ

Fig 1 Morphology of OPMNs and PPMNs. OPMNs（A）and
PPMNs（B）were stained with Diff-Quik� and observed under
light microscopy（×200）. OPMNs had 3 to 4 multilobulated nu-
clei resembling PPMNs. Few epithelial cells were included.

Fig 2 Effect of PMN stimulation on O2− production by
OPMNs and PPMNs.■ : OPMNs,□ : PPMNs.
O2

− production was assayed by NBT-reducing activity. OPMNs
and PPMNs were incubated for 45 min at 37℃ with 1 mg/ml
NBT, in the presence or absence of PMA（50 ng/ml）or zymo-
san（1.5 mg/ml）. The absorbance at 540 nmof formazan depos-
its was measured by microplate reader. Each value represents
mean±SD from three experiments. *p＜0.05.

Fig 3 Effects of PKC inhibitors on NBT-reducing activity in
OPMNs. Experiment was performed as described in Fig 2. The
final concentration of inhibitors was 50 and 250µM. Each
value represents mean±SD from three experiments.

Fig 4 Comparison of intracellular GSH concentration between
OPMNs and PPMNs. Intracellular concentration of GSH was
determined by Total Glutathione Quantification Kit�. Each value
represents mean±SD from three experiments. *p＜0.05, com-
pared with PPMNs.
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た．2時間培養後には，生細胞は 40.13％に減少し，an-

nexin（＋）細胞が 35.24％，annexin（＋），PI（＋）細胞が

20.31％であった（Fig 6）．

3）Caspase活性

OPMNsの caspase-3, -8, -9の活性は，PPMNsと比較

していずれも有意に低かった（p＜0.05）（Fig 7）．

4）各種阻害剤による影響

General caspase阻害剤の Z-VAD-fmk, caspase-1, -2, -3,

-4, -6, -8, -9, -10, -13に特異的な阻害剤，p38 MAPK阻

害剤の SB 203580による OPMNsの細胞死遅延効果は低

かった．一方，TNF-α および抗 Fas抗体は，細胞死を

すみやかに誘導した．NAC は細胞死を著しく遅延させ

た．抗 Fas抗体により誘導される細胞死は general cas-

pase阻害剤である Z-VAD-fmk によって部分的に遅延さ

れた（p＜0.05）（Fig 8）．

5）電子顕微鏡的観察

分離直後の OPMNsには 3～4の分葉核を認め，細胞

Fig 5 Viability of PMNs in medium or PBS（－）at different
temperatures. OPMNs（△，▲，○，●）and PPMNs（■）were
incubated for the indicated times at 4℃（△，▲，■）or 37℃
（○，●）in RPMI 1640 medium＋10％ FBS（▲，●，■）or PBS
（－）（○，△），and the viability was determined by trypan blue
dye exclusion.

Fig 6 Flow cytometrical analysis of OPMNs population.A :
OPMNs at 0 hr,B : OPMNs at 2 hr. Mostof the freshly pre-
pared OPMNs were viable, as judged by the lack of staining
with annexin V（marker of apoptosis）and PI（marker of necro-
sis）. OPMNs were underwent apoptosis or necrosis during 2
hours incubation at 4℃ in RPMI 1640＋10％ FBS.

Fig 7 Comparison of caspase-3, -8, -9 activities between
OPMNs, PPMNs and HL-60 cells.■ : OPMNs,□ : PPMNs,
■ : HL-60. OPMNs and PPMNs（2×106）were lysed in 200
µ l lysis solution at 4℃ for 10 min. The lysates were centrifuged
at 10,000 g for 3 min. Caspase-3, -8, -9 activity in the superna-
tant was determined in 50µ l reaction buffer ,containing the
substrate of caspase-3（equivalent to 30µg protein）［DEVD-
pNA（p-nitroanilide）］，caspase-8（ IETD-pNA），caspase-9
（LEHD-pNA）. The fluorescence of releasedpNA was meas-
ured at absorbance 540 nm by microplate reader . Each value
represents mean±SD from three experiments. *p＜0.05.

Fig 8 Effect of various inhibitors on cell death of OPMNs.
Viable cell number was determined by trypan blue dye exclu-
sion after incubation for 2 hours with each of inhibitor. Final
concentrations of Z-VAD-fmk, inhibitors for each caspase indi-
cated bynumber（1 to 13）, SB 203580, NAC, anti-Fas antibody
and TNF-α were 100µM, 100 µM, 100 µM, 5 mM, 100 ng/
ml and100 ng/ml , respectively. Each value represents mean±
SD from three experiments.
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質には若干の特殊顆粒を認めた（Fig 9A）．2時間培養

後の OPMNsには，ミトコンドリアの消失，さらに細胞

質全体に多数の空胞の出現を認めた（Fig 9B）．空胞内

には，オートリソソームを認めた（Fig 9C，矢印）．

6）ミトコンドリア膜電位

PPMNsと比較して，分離直後の OPMNsのミトコン

ドリア膜電位は低く，緑色蛍光を放出したアポトーシス

細胞を多く認めた（Fig 10A, B）．NAC を投与して 2時

間培養後，OPMNsのミトコンドリア膜電位の低下が抑

制され，細胞死の抑制およびアポトーシスの遅延を認め

た（Fig 10C, D）．

7）ウエスタンブロッティング

OPMNsでは，アポトーシス促進性の Badタンパク質

（Fig 11A）および cytochromec タンパク質（Fig 11D）

の発現が PPMNsに比較して有意に高いが（p＜0.05），

アポトーシス抑制性のリン酸化 Badタンパク質（Fig 11

B）の発現は有意に低かった（p＜0.05）．Baxタンパク

質（Fig 11C）は PPMNsと同程度に発現しており，Bcl-

2タンパク質（Fig 11E）の発現をまったく認めなかっ

た．

8）抗酸化剤の細胞死遅延効果

GSHおよび NAC は OPMNsの細胞死を有意に遅延

させた（p＜0.05）．一方，SODおよび catalaseはその細

胞死遅延効果を示さなかった（Fig 12）．

考 察

本研究では，まず最初に高純度で高生存率の OPMNs

を短時間に分離・回収する方法を確立した．この方法に

よって分離した直後の OPMNsはすでに活性化してお

り，活性酸素によって細胞内 GSH濃度が減少した「酸

化ストレス状態」にあることがわかった．OPMNsは酸

化ストレスにより早期に細胞死を起こし，その細胞死に

はミトコンドリア近傍のアポトーシス促進分子 Badタ

ンパク質が関与するカスパーゼ非依存的経路が関わる可

能性が考えられた．さらに SH基を有する抗酸化剤は細

胞死の抑制に有効であることを明らかにした．

著者らは，Satoら10）の分離方法を改良し，1時間以内

に被験者から 98％以上の高純度で，90％以上の高生存

率の OPMNsを 5×106個以上回収できる実験系を確立

した．OPMNsの分離方法についてはこれまでにいくつ

かの報告があり8−11），1963年 Klinkhamer11）によって含嗽

液から OPMNsを分離する方法が報告されて以来，密度

勾配遠心法やナイロンメッシュあるいはゼラチンを併用

した方法が検討された．しかし，どの方法も，回収でき

Fig 9 Electron microscopic analysis of the fine structure of
OPMNs before（A）and after（B）incubation for 2 hr. An arrow
indicates autolysosome in the vacuolization of cytoplasm of
OPMNs after 2 hr（C）．

Fig 10 Mitochondrial membrane potentials. Cells（2×106）were
stained for 20 min with Mito Capture Mitochondrial Apoptosis
Detection KitTM. The stained cells were observed by confocal la-
ser scanning microscopy, with band-pass filters that detected
FITC and rhodamine.
A , PPMNs at 0 hr ; B , OPMNs at 0 hr ; C , OPMNs at 2 hr ;
D , OPMNs at 2 hr＋NAC 5 mM.
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る細胞数，生存率および純度に問題があった．著者ら

は，Satoら10）の方法の遠心分離時間を短縮することによ

り，細胞回収時間の短縮を図った．含嗽回数および含嗽

開始時刻は，Schiöttら3）や Dawes26）の報告を参考に決定

した．すなわち，細胞数には個人差や日内変動があるこ

とを考慮して，2分間で 8回含嗽し，含嗽開始時刻を

OPMNsの最も多く回収できる午後 2時から 5時の間に

設定した．また，純度を上げるためにナイロンメッシュ

および密度勾配遠心法を併用した．Ashikenaziら9）は 10

～20 µm のナイロンメッシュおよびゼラチンを併用す

ることで純度が上がると報告した．しかし，著者らの実

験では 10～20 µmのナイロンメッシュでは目開きが小

さいために粘膜上皮細胞や細菌塊により早期に目詰まり

が生じ，OPMNsを十分に回収することが出来なかっ

Fig 11 Comparison of the expression of apoptosis-associated proteins between OPMNs and PPMNs. The cell pellets（2×106）were
dissolved 100µ l of lysis buffer. The samples equivalent to 20µg protein were subjected to SDS-PAGE, followed by Western blot-
ting analysis. Immunoblots were developed and analyzed. The quantification the expression of each protein was done, using the data
of three independent experiments and expressed as mean±SD.
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た．一方，密度勾配遠心法のみでは，OPMNsが多量の

粘膜上皮細胞に引っ張られエッペンチューブの底部に移

動するため，OPMNsの回収量が低下した．最終的に 50

µmのナイロンメッシュで粘膜上皮細胞や細菌塊を可及

的に除去した後に 2段階の密度勾配遠心法で OPMNsを

分離することにより，OPMNsの純度を上げることが可

能になった．この改良された分離方法は，OPMNsの研

究に有用と思われる．

分離直後の OPMNsの活性酸素産生量は PPMNsの約

2倍であった（Fig 2）．一方，細胞内 GSH濃度は PPMNs

と比較して約半分であった（Fig 4）．OPMNsの活性酸

素産生量は，PMA あるいは OZの刺激によって亢進し

た（Fig 2）．これらの結果は，OPMNsはすでに活性酸

素によって活性化しているが，刺激に対して応答し得る

ことを示唆し，OPMNsよりも PPMNsの方が刺激反応

性が高いと報告した Loescheら27）の報告とは相反した．

以前に，Skapskiら8）は OPMNsの大半が食作用をもち，

Takuboら28）は PPMNsと OPMNsの食作用に差がないこ

とを報告している．これらの実験結果を考慮すると，

OPMNsの活性化には細胞内の酸化状態が深く関わり，

細胞内の抗酸化物質の濃度によって活性化が制御されて

いると考えられた．したがって，細胞内に存在する主要

な抗酸化物質である細胞内 GSH濃度を調べ，細胞内の

酸化状態および活性化の関係を評価した（Fig 4）．その

結果，OPMNsは，活性酸素産生に伴う細胞内 GSH濃

度の減少によって PPMNsより細胞内の酸化が進行する

ことで細胞機能が低下している状態にあると考えられ

た．OPMNsの細胞内 GSH濃度の低下が活性酸素の影

響か否かを検討するために，PPMNsに PMA あるいは

OZ を添加し，細胞内 GSH濃度を測定した．その結

果，それぞれの刺激剤によって産生された活性酸素量の

増加と細胞内 GSH濃度の減少がみられた．この実験結

果は，分離直後の OPMNsは活性酸素による「酸化スト

レス状態」にあることを示唆する．以前，Satoら14）は

OPMNsの GSH濃度は明らかに PPMNsより減少して

おり，短時間でさらに減少すると報告しているが，著者

らの実験結果においても同様であった．また，protein

kinase C（PKC）を活性化させる PMA によって活性酸

素産生の亢進が認められたことから，PKCの関与を検

討した．PKC阻害剤の H-7あるいは calmoodulin阻害

剤の W-7による活性酸素産生の阻害効果が低かった

（Fig 3）ことから，OPMNsの活性化に PKCの関与は少

ないと推察された．PPMNsの活性化経路には PKCと ty-

rosine kinase（TK）が重要であると報告されている29）．

一方，TK 依存的で PKCの関与はないとする報告もあ

る14）．本研究結果は，OPMNsの活性化に PKCの関与が

少ないこと，細胞内 GSH濃度の減少による細胞の酸化

ストレス状態が活性化を引き起こす誘因の一つであるこ

とを示唆した．OPMNsの酸化ストレス状態に関わるシ

グナル伝達機序は，今後の研究課題である．

ほとんどの OPMNsは，分離から約 1時間で細胞死に

至った．この細胞死は温度依存的であり，37℃と比較

して 4℃で抑制され，培地による影響はみられなかった

（Fig 5）．Satoら14）は，OPMNsが 12時間後にアポトー

シスの形態を呈するようになり，24時間後までに徐々

に細胞死に陥ることを報告している．しかし，本実験条

件下では 1時間以内にほとんどの OPMNsが細胞死に至

った．この実験結果の不一致の原因は不明であるが，分

離方法を含めた実験条件の違いが考えられる．しかし，

恒常的に歯肉溝から遊走している OPMNsが，Satoら14）

の報告のように長時間にわたって口腔内で生存するとは

考えにくい．一方，本研究では OPMNsの細胞死は培地

の影響を受けなかった．短時間の実験系では，培地の影

響はほとんどないと考えられた．フローサイトメトリー

解析によって，2時間培養後の OPMNsには annexin

（＋）細胞が 35.24％，annexin（＋），PI（＋）細胞が 20.31

％であったことからアポトーシスが誘導されている可能

性があると考えた（Fig 6）．PPMNsでは，細胞内 GSH

濃度の低下によってアポトーシスが誘導されることが報

告されている30−32）．一方，OPMNsの細胞死としては，

Fig 12 Effect of antioxidants on the viability of OPMNs.
OPMNs were incubated for 2 hr at 37℃，without（○）or with
5 mM GSH（◇），5 mM NAC（◆），100 U /ml SOD（▲）or
100µg/ml catalase（△），and the viable cellnumber was deter-
mined by trypan blue exclusion. The experiment shown is rep-
resentative of 3 separate experiments.

口腔内好中球の細胞機能に関する研究 99



アポトーシスまたはネクローシスの両方が報告されてい

る14, 22）．細胞内 GSH濃度の低下が起きていることやフ

ローサイトメトリー解析の結果からは，OPMNsの細胞

死誘導は主にアポトーシスであると考えられた．

OPMNsのアポトーシス誘導のメカニズムには，少な

くとも MAPK カスケードの活性化，Fasに代表される

細胞膜上のデスレセプターを介して caspaseを活性化す

る経路，ミトコンドリアからの cytochromec の放出に

よる caspase活性化の経路が考えられる．そこで，まず

OPMNsの caspase活性を測定した．しかし，caspase -3,

-8, -9の活性は分離直後から低く（Fig 7），2時間培養後

には細胞数が激減するため測定できなかった．OPMNs

の細胞死誘導を各種シグナル伝達阻害剤の使用により検

討したところ，抗 Fas抗体あるいは TNF-α は細胞死を
速やかに促進した．抗 Fas抗体により誘導される細胞

死は general caspase阻害剤である Z-VAD-fmk によって

部分的に遅延された（p＜0.05）．一方，caspase阻害剤

および p38 MAPKの阻害剤である SB 203580による細

胞死遅延効果はほとんどなかった（Fig 8）．アポトーシ

ス・シグナルの多くは，細胞膜上のデスレセプターを介

して伝達され，PPMNsにおいては，Fasや TNF-α のレ
セプターが細胞膜上に存在し，短時間でアポトーシスが

誘導されることが知られている33−35）．今回の結果によ

り，抗 Fas抗体や TNF-α によって細胞死が惹起される
ことが明らかになった．これは OPMNsの細胞膜上に存

在すると考えられる Fasや TNF-α レセプター経由のシ
グナル伝達機構により細胞死が誘導されることを示唆す

る．ところが，OPMNsの caspase活性は低く（Fig

7），Z-VAD-fmk, caspase阻害剤および p38 MAPK阻害

剤による細胞死遅延効果はほとんどないことから，cas-

pase非依存的な経路が関わる細胞死の可能性が考えら

れた．Maianskiら36）は，TNF-α が好中球に caspase依存

的および非依存的な 2つの細胞死を誘導し，caspaseが

活性化されず caspase非依存的な細胞死が誘導された場

合には，ミトコンドリアから産生される ROSが関与す

ると報告した．ROSによってすでに活性化された

OPMNsの細胞死誘導機序にも同様に caspase非依存的

な経路が関与しているのかもしれない．一方，口腔内に

分離した時点で OPMNsの caspase活性は，そのピーク

を過ぎていることによる caspase活性の低下がみられた

可能性も考えられるため，今後，PPMNsが血管から歯

肉溝滲出液へと遊走している間の caspase活性の推移に

ついても研究を発展させる必要がある．

2時間培養した OPMNsを電子顕微鏡で観察したとこ

ろ，ミトコンドリアの消失および多数の空胞を認めた

（Fig 9）．この特徴は，典型的なアポトーシスの形態学

的な特徴37）とは異なっていた．細胞死は Schweichelら38）

や Clarke39）によって，形態学的に 3つに分類される．タ

イプ 1細胞死は，典型的なアポトーシスであり，タイプ

2細胞死は，caspaseの活性化や Bcl-2/Baxの誘導を伴わ

ない，多数の空胞の出現を特徴する，オートファジーを

伴う細胞死，タイプ 3細胞死は，ネクローシスである．

OPMNsはすでに細胞内の酸化ストレスによって栄養飢

餓状態にあると考えられる．電子顕微鏡観察から，栄養

飢餓によって起こったと考えられるオートリソソームを

含んだ空胞（Fig 9C，矢印）が細胞質中に多数認めら

れ40），核には明らかな変化を認めなかった．しかし，ミ

トコンドリアや小胞体の拡張を主な特徴とする，タイプ

3細胞死とは明らかに異なっており，形態学的にはタイ

プ 2細胞死の可能性が考えられた．今後，タイプ 2細胞

死の可能性を検証するために，オートファゴソームの形

成に先立つ隔離膜の形成に必要な LC 3（Atg 8）の集

積，LC 3の成熟型への変換やアクリジンオレンジ色素

のオートファゴソームへの集積などのマーカーの観察が

必要である41, 42）．

分離直後であっても OPMNsのミトコンドリア膜電位

は PPMNsと比較して低かった（Fig 10A, B）．一方，ミ

トコンドリア近傍に存在する，アポトーシス関連タンパ

ク質群の発現様態は，PPMNsに比較してアポトーシス

促進分子の Bad, cytochromec の発現が有意に高く（p

＜0.05），Baxの発現は同程度，アポトーシス抑制分子

のリン酸化 Badの発現が有意に低く（p＜0.05），Bcl-2

の発現は全く認めなかった（Fig 11）．PPMNsには Bcl-

2の発現しないことがすでに報告されている23−25）が，本

研究の結果から，OPMNsにも Bcl-2は存在しなかっ

た．この結果は Nakaharaら13）の報告と一致している．

一方，Nakaharaら13）は，Baxの発現は PPMNsより低い

と報告したが，本研究では，PPMNsとほぼ同等に Bax

は発現していた．cytochromec の放出は Baxによって

促進され，Bcl-2によって阻害されることが知られてい

る43）．また，OPMNsにおけるリン酸化 Badに関する報

告はこれまでにない．今回の結果から，リン酸化 Bad

の発現が低いこと，アポトーシス促進分子 Badが有意

に高く発現し，アポトーシス抑制因子である Bcl-2が欠

損していることから，分離した OPMNsには，すでにア

ポトーシスプログラムがある程度まで進行していると考

えられた．しかし，その細胞死に caspaseの関与が低い

ことから，タイプ 2細胞死がかかわる可能性が示唆され
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た．Bax依存的アポトーシスが誘導されるが，caspase

非依存的で，細胞質に空胞変性を伴った細胞死が報告さ

れている44）．本研究の OPMNsの細胞死の特徴は，形態

学的および生化学的にオートファジーによる空胞形成を

伴うタイプ 2細胞死に類似していた．したがって今後，

タイプ 2細胞死の分子機構をさらに検討する必要がある

と思われる．

NAC および GSHには明らかな細胞死の遅延効果が

あった（Fig 12）．一方，SODまたは catalaseの効果は

ほとんどなかった．これらの結果は Satoら14）の報告と

同様であった．このことは，OPMNsの細胞死誘導が酸

化ストレスによる細胞内 GSH濃度の低下によって起こ

るもので，その低下を抑制できる抗酸化物質によって細

胞死の遅延が可能であることを示している．NAC は，

OPMNsの酸化バースト（反応性酸素分子種の産生）を

抑制し45），GSHは酸化ストレスからミトコンドリアを

防御することが報告されている46）．今回の結果でも，2

時間培養した OPMNsのミトコンドリア膜電位の低下は

NAC によって抑制され，明らかにアポトーシスを遅延

させた（Fig 10C, D）．NAC や GSHは SH基を活性中

心とした抗酸化物質である．GSHは通常は還元型とし

て細胞内に数 mM 存在し，酸化還元電位の調節に関与

している16）．OPMNsは，分離直後からすでに細胞内 GSH

濃度が低下しているため，酸化ストレス状態に傾いてい

る．NAC や GSHの添加は，GSH濃度を上昇させ，酸

化ストレス状態から復帰させ，酸化還元電位を正常に維

持し，細胞死を遅延させたと考えられた．

SH基を有する NAC および GSHによって細胞死の

遅延が可能であることから，これらの抗酸化物質を応用

し，口腔感染症を人為的に予防する「抗酸化療法」へ研

究を発展させる必要がある．今後，局所的および全身的

な抗酸化治療の臨床効果を評価したいと考えている．

結 論

OPMNsは活性酸素によってすでに活性化しており，

細胞内 GSH濃度の減少した酸化ストレス状態にある．

その細胞死誘導には，ミトコンドリア周囲のアポトーシ

ス促進分子である Bad, Bax, cytochromec が関与し，cas-

pase非依存的経路の関与する細胞死の可能性が示唆さ

れた．

SH基を有する抗酸化物質によって OPMNsの細胞死

が遅延することから，OPMNsの細胞死を制御すること

によって，口腔感染症を人為的に予防できる「抗酸化療

法」の可能性が示唆された．

稿を終わるに当たり，本研究に御理解，御指導を賜りま
した本学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野片山
直教授に深甚なる感謝の意を表します．また，種々の御懇
切なる御指導と御高閲を賜りました病態診断治療学講座薬
理学分野坂上 宏教授，ならびに形態機能成育学講座解剖
学分野天野 修教授にも厚く御礼申し上げます．そして，
本研究を行うにあたり，種々の面にわたり御援助頂きまし
た解剖学分野藤井博子講師，杉山完司助手ならびに歯内療
法学分野，薬理学分野の諸先生方に厚く御礼申し上げま
す．
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Er, Cr : YSGG laser systemにおける象牙質切削能
－レーザーによる根管治療への応用－

杉 祐紀§

明海大学歯学部大学院歯学研究科歯学専攻
（指導：片山 直教授）

要旨：近年，Er, Cr : YSGG laser systemは周波数を変化することが可能となった．しかし，周波数の変化によって，象
牙質切削能がどのように影響が出るのかは報告されていない．そこで，新型の Er, Cr : YSGG laser systemを用いて，出力
だけではなく，周波数を変化させ，根管内相当の象牙質片を切削した．13グループの照射条件の中から根管内象牙質に
対して良好な切削状態を見つけ，最も根管治療に対して効果的と思われる条件を検索した．さらに，実際の天然歯におけ
る根管形成の最終段階でレーザーを使用して，その後，3種類の方法にて根管充頡を施した．根管充頡後の状態を観察す
るために，レーザー照射された根管内象牙質と根管充頡材料との界面を観察し，根尖部からの色素浸透試験を行った．最
後に，根管充頡前にレーザー照射をすることによって，通法の根管充頡法との違いが生じるかを精査し，その有用性につ
いて検討した．
1．同一パワーにおいて，レーザーの周波数を下げることによって，象牙質切削量は増加した．
2．根管内象牙質切削に対する Er, Cr : YSGG laser systemの至適条件は 2.0 W 20 Hzであった．
3．根管内に至適条件 2.0 W 20 Hzでレーザー照射することにより，化学的根管洗浄ではみられない根管内象牙質と根管
充頡材料の界面が観察でき，また，根尖部からの色素浸透を認めた歯の本数が減少した．
以上の結果から，Er, Cr : YSGG laser systemの至適条件で根管内をレーザー照射することにより壁着性の向上が得ら

れ，その使用に有用性が示唆された．

索引用語：レーザー，周波数，象牙質切削，根管形成

Cutting Ability of Dentin by the Er, Cr : YSGG Laser System
－Application of the Laser to Root Canal Treatment－

Yuki SUGI §

Meikai University Graduate School of Dentistry
（Director : Prof Tadashi KATAYAMA）

Abstract : In recent years, the Er, Cr : YSGG laser system has beenimproved as its oscillation frequency can be changed.

However, it is not known yet how a change in this oscillation frequency would influence the dentincutting ability of the laser.

Therefore, I examined how dentin was cut with this new Er, Cr: YSGG laser system when the output and oscillation frequency of

the apparatus changed.

A total of 13 groups were set up for the various cutting conditionsto determine which one would give the best cutting espe-

cially with respect to root canal treatment. After laser irradiation was given at the final stage of root canal preparation of a natural

extracted teeth, the root canal filling was carried out by 3 different methods. SEI（secondary electron images）observation of the

interface between the laser-cut intracanaldentin and root canal filling material was done. The sealing of the apex after root canal

filling was checked in terms of dye penetration. The difference between the laser irradiated groupand the non-irradiated group af-

ter root canal filling was investigated.

As a result, the following conclusions were made.

1 . At the same power setting, when the oscillation frequency was lowered, the amount of dentin cut was increased.
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緒 言

歯内療法処置の終末処置である根管充頡はその難しさ

故に術後の経過を心配する術者も少なくない1）．その難

しさの原因は数多く考えられているが，その一つ一つを

確実にクリアし，施術することによりリスクの軽減が図

られている．その代表的なものとして根管内の無菌

化2, 3）や根管充頡材料の生体親和性の向上4−6）などが挙げ

られる．そのために，数多くの根管充頡用材料が研究さ

れ7−11），臨床の場で取捨選択されている．また，歯科医

師は根管拡大・形成や根管洗浄・乾燥により根管内容物

を除去し，根管内を無菌化に近づけ緊密に根管充頡をし

ようとする努力を日々行っている．

一方，歯科用レーザーの臨床での有用性は徐々に高ま

りつつあり，その用途も軟組織にとどまることなく硬組

織にまで及んできている12−16）．特に，Er, Cr : YSGGレー

ザーや Er, YAG レーザーなど，エナメル質や象牙質の

切削を可能としているレーザーは注目されてきてい

る17−21），歯内療法の分野においても外科的歯内療法22）や

根管内照射23−25）などにも使用されはじめている．最近に

なり，このレーザーから発振されたレーザー光の出力周

波数を変化することが可能なシステムが開発された23）．

しかし，その周波数が変化することによって，象牙質切

削能にどのような影響が出るのかは報告されていない．

そこで，新型の Er, Cr : YSGG laser systemを用いて，

レーザー出力に加えて周波数を変化させ，根管内象牙質

相当の試験片を切削した．様々な照射条件の中から根管

内象牙質に対して良好な切削状態を見つけ，根管治療に

対して最も効果的と思われる条件を検索した．

さらに，天然抜去歯における根管形成の最終段階で la-

ser systemを使用後，根管充頡を施した．根管充頡後の

状態を観察するために，レーザー照射面である根管内象

牙質と根管充頡材料との界面を観察し，根尖部からの色

素浸透試験を行った．最後に，根管充頡前にレーザー照

射を行った場合と通法の化学的根管洗浄を行った場合で

の状態に違いが生じるかを精査し，根管内レーザー照射

の有用性について検討した．

材料と方法

1．象牙質切削に対する Er, Cr : YSGG レーザーの至

適条件

被験歯は，凍結保存した牛歯前歯部を解凍したものを

用いた．その前歯歯冠部近遠心中央を歯軸に平行に切断

を行い，長さ 5 mmの象牙質片を作製し，切断面を耐水

ペーパーで＃400から＃15,000まで流水下で順次研磨を

行い，試料とした．試料は 37℃，湿度 100％の恒温器

に保管した．

レーザー装置本体は，Er, Cr : YSGG laser systemであ

る WaterlaseTM MD（BIOLASE Technology, Irvine, CA,

USA，以下 Waterlase MDと略す，Fig 1）を使用した．

本機の基本仕様を Table 1に示す．今回，本機の設定

は，Water 60％（全供給水量に対して 60％の水量），Air

30％（全供給空気量に対して 30％の空気量）の条件を

固定して実験に供した．レーザーチップとして使用した

サファイア製の MG-6 tip を示す（Fig 2）．切削後の象

牙質の観察は X 線マイクロアナライザー JCMA 733

（日本電子，東京）を用いて二次電子像（SEI）にて行っ

た．さらに，実体顕微鏡は TS-9 L-CZ 8（杉藤，東京）

を用いて観察を行い，得られた画像について，画像処理

は 2次元計測・画像処理ソフト TS-CA-VCM（杉藤，東

京）を使用して行った．

MG-6 tipを装着した Waterlase MDで試料の切削を実

施した．レーザー照射の条件設定は，出力 2.0 W, 4.0 W,

6.0 W，周波数は 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hzとそ

れぞれ変化させた．1秒間に発射されるレーザーの総エ

ネルギー量は 300 mJと一定になることから 4.0 W 10

Hz, 6.0 W 10 Hzは本機では設定できない．そのため，

4.0 W 10 Hz, 6.0 W 10 Hzを除く合計 13グループの条件

で実験を行った．レーザーのチップ先端と被験象牙質面

の距離を 1 mmに一定し，10秒間で 5 mmを 1往復レ

2 . The power and oscillation frequency that were the most suitable for dentin cutting were set to 2.0 W and 20 Hz respectively.

3 . A layer of foreign substance was found at the interface between the intracanal dentin and the root canal filling material in the

laser-irradiated group, but not in the group with chemical irrigation of the root canal. In addition, the number of teeth that dye

penetration from the apex decreased in the laser irradiation group.

Therefore, the usefulness of Er, Cr : YSGG laser system irradiation was suggested from the above results.

Key words : laser, frequency, dentin cutting, root canal preparation

─────────────────────────────
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ーザー照射し，象牙質切削を実施した．なお，それぞれ

の条件下で 10個の異なる標本を用意した．その後，SEI

による観察を行い，レジン包埋後，実体顕微鏡下で画像

処理を行い，レーザーによる切削部分の断面積・深度・

幅を求め，それぞれ平均値を算出し，互いの有意差を

Scheffé検定で検討した（危険率 5％）．

2．天然歯に対する根管充頡前の根管内レーザー照射

根管治療の既往のない患者の同意を得たヒト抜去下顎

単根小臼歯を 48本用意した．根管形成・拡大に K ファ

イル（Zipperer, Munich, Germany），根管充頡材料とし

て，ガッタパーチャポイント（Zipperer, Munich, Ger-

many，以下 G ポイントと略す），酸化亜鉛非ユージノ

ール系根管充頡用シーラーであるキャナルス N�（昭和

薬品化工，東京），レジン系シーラーであるスーパーボ

ンド根充シーラー�（サンメディカル，守山，滋賀，以

下 SBシーラーと略す），ウォームガッタパーチャであ

るオブチュレーションガッタ NT�（東洋化学，東京）

を使用した．オブチュレーションガッタ NT はパックマ

ック（Analytic Endodontics, Orange, CA, USA）を併用し

た．

レーザーは Waterlase MDを用い，チップは根管治療

用の二酸化ジルコニウム製の MZ-4 tip を使用した（Fig

3）．MZ-4 tip 先端部の直径は 0.40 mmで，＃40 K ファ

イルの先端の直径に相当している．

抜去歯の歯冠部を切断後，＃15の K ファイルを穿通

させた．通法のステップバック法26−30）にて解剖学的根尖

孔から 0.5 mmの位置に，K ファイルを使用して，アピ

カルシートを＃40で根管充頡用に根管形成を行った．

次に，Waterlase MDに MZ-4 tip を装着し，実験 1で

得られた照射至適条件で，解剖学的根尖孔から 2.5 mm

の距離の上で根管内部をまんべんなく全体にレーザー光

があたるよう各歯 90秒間ぺッキングモーションで照射

した（Fig 4）．レーザー照射後，ペーパーポイントにて

吸湿・乾燥を行い，3種類の根管充頡法を実施した．各

根管充頡法をまとめたものを Table 2に示す．根管充頡

法はキャナルス N と Gポイント（メインポイントとア

クセサリーポイント）による側方加圧充頡法（LL

群），SBシーラーと Gポイント（メインポイント）に

よる単一ポイント根管充頡法（SL群），パックマックと

Table 1 Technical specification of Waterlase MD.

1 Type of laser : Er, Cr : YSGG
Er : Erbium Cr : Chromium
Y : Yttrium S : Scandium
G : Gallium G : Garnet

2 Wave length : 2.78µm（2780 nm）
3 Pulse Time : 140～150µsec
4 Frequency : 10～50 Hz
5 Irradiation output : 0.1～8.0 W（J/sec）
6 Pulse energy : 0～300 mJ

Fig 1 WaterlaseTM MD.

Fig 2 MG-6 tip.

Fig 3 MZ-4 tip.
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ウォームガッタパーチャによる垂直加圧充頡法（VL

群）とし，3種類の方法を用いた．

なお，レーザー照射を行わないコントロールには，10

％次亜塩素酸ナトリウム（和光純薬工業，大阪）と 3％

過酸化水素水（和光純薬工業，大阪）にて根管の交互洗

浄を行い，ペーパーポイントで吸湿・乾燥を実施し，そ

れぞれに先ほどと同様の 3種類の根管充頡法を用いた．

それぞれ LC 群，SC群，VC 群とした．その後，被験

歯の全てに水硬性セメント，キャビトンTM（ジーシー，

東京）を用いて仮封を施し，37℃，湿度 100％の恒温器

に 72時間保管した．

根管充頡後の被験歯をレジン包埋し，その後，低速切

断機 MASTER CUTTER（レザック，八潮，東京）を用

いて近遠心的中央で歯軸に平行に 2分割し，根管充頡材

料と象牙質との界面を観察し，各群を比較した．

根尖部からの色素浸透試験では，被験歯の解剖学的根

尖孔以外の根表にネイルエナメル（アイリード，静岡）

でコーティングを施し，1.0％メチレンブルー水溶液に

37℃，湿度 100％ の恒温器で 72時間保管した．その

後，被験歯のレジン包埋を行い，解剖学的根尖孔より

3.0 mmの位置にて試料を低速切断機で歯軸に垂直とな

るようにして切断した．その後，実体顕微鏡下にて観察

し，色素浸透の有無をもって根管内象牙質と根管充頡材

料の壁着性を評価した．なお，各グループの試験数はそ

れぞれ 5本とし，統計処理は χ 2検定を用いた．

結 果

1．象牙質切削に対する Er, Cr : YSGG レーザーの至

適条件

Waterlase MDによる象牙質切削後の SEI観察の結果

を示す（Fig 5）．2.0 W, 4.0 W, 6.0 Wそれぞれ左から 40

倍，400倍，1000倍の SEI像を示す．40倍の像から，

2.0 W, 4.0 W, 6.0 Wのいずれも周波数が減少するにした

がって象牙質切削線の幅が広くなっていることが確認で

きた．

2.0 W 50 Hz, 2.0 W 40 Hz, 2.0 W 30 Hzでは，40倍の

像で切削線はシャープであり，400倍，1000倍の像でレ

ーザー切削後の象牙質は凹凸が少なく，スメアー層やデ

ブリスも認められず，全体的に均一な滑沢面が認められ

た．2.0 W 20 Hzでは，2.0 W 50 Hz, 2.0 W 40 Hz, 2.0 W

30 Hzと比較すると滑沢ではなかったもののスメアー層

やデブリスはなく，象牙質が溶解している所見もなく，

顕著な象牙質切削が認められた．2.0 W 10 Hzでは，強

拡大像で，わずかな象牙質の溶解，いわゆるマイクロメ

ルト状態を呈していた．

4.0 W 50 Hz, 4.0 W 40 Hz, 4.0 W 30 Hzでは，強拡大

像でレーザー切削後における象牙質の陥凹が少なく，一

部に滑沢な面が観察された．4.0 W 20 Hzでは，400倍

の像で均一に象牙質が切削されていることが示され，強

拡大像で切削された象牙質表面が鋭く突起状になってい

る像が観察された．

6.0 W 50 Hzでは，強拡大で全体的に均一な切削が認

められ，400倍の像は 4.0 W 30 Hzの 400倍の像と似て

いることが観察された．6.0 W 40 Hzでは，強拡大像で

レーザー切削後の象牙質の陥凹が大きい部分を広範囲で

観察できた．6.0 W 30 Hz, 6.0 W 20 Hzでは，40倍の像

は象牙質切削線がシャープではなくなり，強拡大像で部

分的に象牙質がマイクロメルト状態であることが認めら

れた．

条件設定の違いによる象牙質切削線の断面積の平均値

を求めた結果を示す（Fig 6）．6.0 W 20 Hz, 6.0 W 30 Hz,

Fig 4 Laser irradiation method of specimen.

Table 2 Root canal filling methods of specimen.

Group
Laser

irradiation
Sealer’s

kind
G. point Method

LC

LL

SC
SL

VC

VL

（－）

（＋）

（－）
（＋）

（－）

（＋）

CANALS-N

CANALS-N

SB-sealer
SB-sealer

（－）

（－）

Main point＋
Accessories point

Main point＋
Accessories point

Main point
Main point

Warm Gutta-percha

Warm Gutta-percha

Lateral
condensation

Lateral
condensation

Single
Single

Vertical
condensation

Vertical
condensation
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2.0 W 10 Hz, 4.0 W 20 Hzの順に断面積は大きい値を示

した．逆に，2.0 W 50 Hzで断面積は最も小さい値を示

した．出力が大きく周波数が小さい程，断面積が大きく

なることが観察された．

条件設定の違いによる象牙質切削線の深度の平均値を

求めた結果を示す（Fig 7）．条件 6.0 W 20 Hz, 6.0 W 30

Fig 5 SEI observation of tooth surface after laser cutting.
Left：×40（bar : 1,000µm），Center：×400（bar : 100µm），Right：×1000（bar : 10µm）

Fig 6 Relations between change of laser irradiationed condi-
tion and cutting cross-section area of specimen.

Fig 7 Relations between change of laser irradiationed condi-
tion and cutting depth area of specimen.
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Hz, 4.0 W 20 Hz, 6.0 W 40 Hzの順に深度は深くなり，

逆に，2.0 W 50 Hz, 2.0 W 40 Hz, 2.0 W 30 Hz, 2.0 W 20

Hzの順に深度は浅くなることが認められた．2.0 W 30

Hz と 2.0 W 20 Hz間では有意差は認められなかった

（p＞0.05）．出力が大きく周波数が小さい程，深度にお

いても深く切削できることが示された．

条件設定の違いによる象牙質切削線の幅の平均値を求

めた結果を示す（Fig 8）．6.0 W 20 Hz, 6.0 W 30 Hz, 2.0

W 10 Hz, 4.0 W 20 Hzの順に幅が広くなり，2.0 W 50

Hz, 2.0 W 40 Hz, 2.0 W 30 Hz, 2.0 W 20 Hzの順に幅は狭

くなることが認められた．2.0 W 30 Hzと 2.0 W 20 Hz

間では有意差は認められなかった（p＞0.05）．すなわ

ち，出力が大きく周波数が小さい程，幅広く切削できる

ことが示された．

SEIによる観察と実体顕微鏡下で断面積・深度・幅を

求めた結果，13グループの照射条件の中から歯内療法

における根管治療の際，根管内象牙質に対して望まれる

切削能は，2.0 W 20 Hzが該当すると考え，至適条件と

した．

2．天然歯に対する根管充頡前の根管内レーザー照射

SEIによる観察の結果をそれぞれ示す（Figs 9−11）．

強拡大像で，LL 群，SL群ともに LC 群，SC群ではみ

られない象牙質と根管充頡材料の間に介在物のない界面

Fig 9 SEI observation of interface between root canal dentin
and root canal filling material.Left : Contorol（LC），Right :
Laser irradiation（LL），Upper：×400（bar : 100µm），
Lower：×1000（bar : 10µm）

Fig 10 SEI observation of interface between root canal dentin
and root canal filling material.Left : Contorol（SC），Right :
Laser irradiation（SL），Upper：×400（bar : 100µm），
Lower：×1000（bar : 10µm）

Fig 8 Relations between change of laser irradiationed condi-
tion and cutting width of specimen.

Fig 11 SEI observation of interface between root canal dentin
and root canal filling material.Left : Contorol（VC），Right :
Laser irradiation（VL），Upper：×400（bar : 100µm），
Lower：×1000（bar : 10µm）
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が認められ，1000倍で凹凸が確認でき，根管充頡用シ

ーラーが緊密に根管充頡されているのが認められた（Fig

9, 10）．VC 群では，強拡大像で根管充頡材料と根管内

象牙質の界面にスペースが生じているのが確認できた

（Fig 11）．VC 群に対して，VL 群ではウォームガッタ

パーチャがかなり緊密に根管充頡されているのが認めら

れた．

色素浸透試験の各条件における解剖学的根尖孔より 3

mmの位置での色素浸透の有無を Table 3に示す．ま

た，各条件における解剖学的根尖孔より 3 mmの位置で

の色素浸透の代表例を示す（Fig 12）．

LC 群と LL 群，SC群と SL群において，それぞれレ

ーザー照射をすることによって色素浸透した被験歯の数

は減少したものの有意差は認められなかった（p＞

0.05）．

シーラーを全く併用していない VC 群では色素浸透

した被験歯の数が多かったのに対し，レーザー照射を行

った VL 群では全く認められなかった（p＜0.05）．

考 察

医療分野において，レーザーの応用は 1960年に Mai-

manによって報告され31），歯科分野でも種々のレーザー

が開発され32−34），研究・臨床に使用されてきた．レーザ

ーの応用範囲は軟組織から硬組織まで対応できるように

なり，臨床応用がますます広がってきている．近年，歯

内療法の分野においても根管形成・拡大にレーザーが使

用され始め，様々な効果を上げてきていることが報告さ

れてきている22−25, 35−37）．

今回，実験に用いた Er, Cr : YSGG laser systemは，硬

組織をハイドロキネティックスで切削することが可能な

レーザーとして開発され，歯内療法分野の全てに利用可

能であると米国の FDA の認可が出されている38）．

レーザー本体からのレーザー光がトランクファイバー

Fig 12 Results of dye penetration.

Table 3 Results of the dye penetration experiment.

Group － ＋

LC
LL
SC
SL
VC
VL

4
5
3
4
2
5

1
0
2
1
3
0

*

（＋）permeation，（－）no permeation.
（Number of teeth）n＝5. *p＜0.05

Er, Cr : YSGG laser systemにおける象牙質切削能 109



を経由し，ハンドピース先端に装着されたチップ先端か

ら照射される．同時に，ハンドピース先端からは 5～200

µmの大きさの精製水の水滴が噴霧され，レーザー光に

当たりその水粒子が 1秒間に最大 100 mの加速度で加

速され分子化される．従来のレーザー光のもつ熱パワー

とウォーターブレードの原理との相乗効果で硬組織を切

削していくものである22, 39）．

象牙質切削に対する Er, Cr : YSGGレーザーの至適値

を求める実験では，象牙質切削の SEMによる観察，断

面積・深度・幅の結果から，出力を大きく周波数を小さ

くすることで，切削量は増加，深度は深く，幅は広くな

る傾向が認められた．Waterlase MDではレーザー発振

周波数を変化させることが可能である．単位時間当たり

のエネルギー量は変わらないことから，単位時間総エネ

ルギー量＝周波数（Hz）×1パルス当たりのエネルギー

量という関係が成り立ち，レーザーの出力を調整するこ

とができ，硬組織に与えるエネルギー量もコントロール

できる39）ため，このような変化が出たのだと考えられ

る．

13グループ全てにおいて，切削時に生じるスメアー

層がなくなり，象牙細管の開口が認められたが，スメア

ー層を完全に除去することにより，象牙質と根管充頡材

料との密着性が増強され，さらに，この層に含まれる細

菌などの汚染された歯質を除去できるのではないかと推

測できる．その中でも，適度な象牙質切削を認め，スメ

アー層やデブリスが無いこと，そして，象牙質の溶解い

わゆるマイクロメルト的な状態がないことを考慮し，根

管内象牙質の切削に対する Waterlase MDの至適条件は

13グループの中から 2.0 W 20 Hzと設定した．

天然歯に対する根管充頡前の根管内にレーザー照射を

行った実験では，SEI観察で，コントロールでは象牙質

と根管充頡材料の界面はスメアー層の介在などにより，

根管充頡後の一部の象牙質にスペースが認められたのに

対し，至適値 2.0 W 20 Hzで根管充頡前にレーザー照射

した試料の方はスメアー層やデブリスが消えて，スペー

スがなくなったことが認められた．一般に，根管充頡を

行う前に根管内を十分に洗浄することによって，根管内

の無菌化，根管内のデブリスの除去，スメアー層の除去

などが期待できるが，根中央部の清掃効果が高いのに対

して根尖部付近では象牙質の削片の残存が認められるこ

とが報告されている40, 41）．特に，根管充頡を施す際，象

牙細管や側枝を塞ぐスメアー層は根管充頡材料の進入を

妨げ根管充頡の成功率を下げてしまうことが考えられ

る．

レーザー照射を行うことにより，色素浸透試験でも良

好な成績が明らかに認められた．実際の天然歯における

根管形成の最終段階でレーザー照射をすることによっ

て，レーザー照射された根管象牙質面と今回使用した根

管充頡材料の間には介在物が存在しなかったことから両

者間の壁着性が向上したことが考えられる．レーザー照

射された根管内象牙質はスメアー層やデブリスの減少に

より，機械的密着性が増すといった報告42）もあり，実験

結果とも一致する．

特に，VL 群に関して，SEI観察，色素浸透試験とも

にレーザー照射することによって良好な結果が有意に出

たため壁着性が著明に向上していることが考えられる．

VC 群，VL 群では，シーラーを全く使用しないので根

管内象牙質とウォームガッタパーチャの密着性の成否は

物理的な力が大きな役割を占める．したがって，至適値

2.0 W 20 Hzで根管内象牙質をスメアー層やデブリスの

ない状態にし，そして，多少の凹凸をつくることで，パ

ックマックの加圧により象牙細管の開口部に根管充頡材

料が入り込み壁着すると思われる．根管充頡された根管

充頡用ガッタパーチャの劣化によって体積収縮による死

腔形成の可能性があるとの報告がある43）が，壁着性の向

上により，根管充頡後，ウォームガッタパーチャの経時

的変化による収縮に対しての影響も軽減でき，根管充頡

の成功率が上がるのではないかと推測される．

2/100テーパーである K ファイルを用い，解剖学的根

尖孔から 0.5 mm上のところに＃40でアピカルシートを

形成すると，解剖学的根尖孔から 1.5 mmは＃42, 2.5 mm

は＃44となる．つまり，根尖から 2.5 mm上の位置で

Waterlase MDの至適条件 2.0 W 20 Hzでレーザー照射を

行うことで，アピカルカラーの上の部分の最小限の切削

が可能になる．また，アピカルカラーの深度・幅の観点

からアピカルシートを破壊しない，無意味に根管の太さ

を拡げなくてすむといったことが考えられる．Waterlase

MD はまさにマイクロウォーターブレードと言っても過

言ではないと思われる．

機械的拡大によって生じたデブリスは為害性物質の含

有が懸念され，特に感染根管においてその除去は重要で

ある．現在，臨床でも主に次亜塩素酸ナトリウム水溶液

と過酸化水素水との交互洗浄が行われているが，レーザ

ーを根管内に照射することによって，その被照射面は無

菌化に近づくことができるとの報告44）もある．その際，

化学的根管洗浄で心配される化学的刺激がないことや皮

下気腫などの偶発事故も防げることも考えられ，レーザ

ーによる根管治療への応用が有用であると示唆された．
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結 論

本研究では，Er, Cr : YSGG laser systemの周波数を変

化させ，根管内象牙質に対して良好な切削能を見つけ，

根管形成の最終段階でレーザーを使用したところ，以下

の結論を得た．

1．同一パワーにおいて，レーザーの周波数を下げるこ

とによって，象牙質切削量は増加した．

2．根管壁象牙質切削に対する Er, Cr : YSGG laser sys-

temの至適条件は 2.0 W 20 Hzと設定した．

3．根管内に至適値 2.0 W 20 Hzでレーザー照射するこ

とにより，化学的根管洗浄ではみられない根管内象牙

質と根管充頡材料の界面が観察でき，また，根尖部か

らの色素浸透を認めた歯の本数が減少した．

以上のことにより，Er, Cr : YSGG laser systemの至適条

件で根管内をレーザー照射することにより壁着性の向上

が得られ，その使用に有用性が示唆された．
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明海大学病院歯周病科における
過去 5年間のインプラント治療の実態調査

秦泉寺 傑§ 辰巳 順一 谷田部一大 落合 幸彦
戸梶 仁聡 難波 智美 申 基�
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野

要旨：骨結合型インプラントの臨床応用開始から約 40年，数多くの研究者と臨床家により，デンタル・インプラント
の実用化が進められてきた．その結果，インプラントは従来の固定性ブリッジ同様に予知性の高い治療手段であるという
報告もある．
歯周疾患患者に対するインプラント治療は，健常者に対する場合よりも，意義性が高いと同時にリスクも高いことが示
唆されており，長期的な生存率や成功率について，国内では詳細な報告はない．
本研究の目的は，明海大学歯学部付属明海大学病院歯周病科における，過去 5年間（1999年から 2004年）のインプラ
ント治療の予後調査である．被験者は，歯周疾患患者 179名（232症例）で，年齢は 15歳から 76歳，男性 28.1％，女性
71.9％であった．埋入したインプラントは 1症例につき平均 2.06本であり，平均長は 12.5 mmであった．76症例（32.7

％）が骨増大を併用した．調査期間中，3本が脱落し，累積生存率は 99.4％であった．調査結果より，歯周疾患罹患既往
のある患者のインプラント生存率は，歯周組織の健康な被験者同様に高いことが示された．

索引用語：インプラント治療，実態調査，生存率

Investigation of Actual Conditions of Implant Treatment
over the Past Five Years in the Division of Periodontology,
Meikai University Hospital

Suguru JINZENJI§, Junichi TATSUMI, Kazuhiro YATABE, Yukihiko OCHIAI,
Hiroaki TOKAJI, Satomi NANBA and Kitetsu SHIN

Division of Periodontology, Department ofOral Biology & Tissue Engineering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : Over the 40 years since the clinical application of osseo-integrated implants first began, researchers and clini-
cians have improved dental implants and/or clinical skill. As a result, some reports have suggested that dental implants
have a longevity as high as that of fixed-bridge prostheses. Implant treatment for periodontal patients has characteristics
significantly different from those for periodontally healthy patients and carries greater risk. Also, the success rate or long-
term survival rate for these dental implants is unknown.

The purpose of this study was to investigate the actual conditions and outcome of implant treatment over the past five
years（1999 to 2004）in the Division of Periodontology, Meikai University Hospital. Of the 232 periodontal cases, 179 of
them responded to the survey given. The patients ranged in age from 15 to 76 years, and 28.1％ were male and 71.9％, fe-
male. The number of fixtures implanted during each operation averaged 2.06, and the average length of implant fixtures
that we used was 12.5 mm. A total of 76（32.7％）of the 232 cases were given combination therapy, done simultaneously
in 69 of them. By the end of the 5-years period, 3 implants had failed（0.6％）；and thus then cumulative implant survival
rate was 99.4％. These results suggest that, the patients who had a history of periodontal disease showed a cumulative im-
plant survival rate as high as that of periodontally healthy patients.

Key words : implant treatment, investigation of actual conditions, survival rate
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緒 言

�Branemarkらにより開発された骨結合型インプラント

は，過去 40年間，デンタル・インプラントとして積極

的な臨床応用，及び数多くの臨床研究1）がなされてお

り，その結果，骨結合型インプラントは長期的に良好な

予後を示す事が報告されてきている．

骨結合型インプラントは，開発当初，無歯顎患者を対

象に適用されてきたが，現在では部分欠損や単独欠損の

患者に対しても，高い生存率を示すことが分かってお

り2），従来の固定性ブリッジ同様に予知性の高い欠損補

綴の手段であるという報告もある3）．

一方，歯周疾患患者に対するインプラント治療は，単

に機能回復としての欠損補綴というだけに止まらず，支

持組織量の低下した残存歯への過重負担や削合を避ける

ことにより，残存歯周組織への機能圧を軽減，分散さ

せ，その結果として残存歯の永続性を高める治療法であ

る．このような観点から，歯周疾患患者に対するインプ

ラント治療の予知性を測ることは重要な意味を持つとい

える．

しかし，歯周疾患に罹患した部分欠損を有する患者に

インプラントを適用する場合には，より大きなリスクを

伴うことが示唆されている．その要因としては，歯周炎

により歯を喪失した部位においては，顎堤が著しく吸収

し，インプラント埋入の際に，水平的ならびに垂直的骨

量が不足する4）ということと，残存歯の歯周ポケット由

来の歯周病原細菌が，新たに埋入されたインプラントの

辺縁歯肉にコロニー形成を行い，インプラント周囲炎を

引き起こす5）という，2点が挙げられる．

これまでの報告では，歯周疾患罹患既往のある患者に

対して行うインプラント治療は，健常者に対して行う治

療よりも，5年後，10年後の生存率が劣ることが示され

ている6, 7）．しかし，健常者と歯周疾患患者とでインプ

ラントの生存率について比較した研究はわずかであ

り5, 8），歯周疾患患者に対するインプラントの長期的な

生存率についても，現在のところ，国内においてはデー

タの詳細は示されていない．

また，現在ではインプラント体の表面性状や，上部構

造との連結機構の違いなどにより，インプラントには，
�多種類のシステムが存在しており，必ずしも Branemark

らの評価と一致するとは限らない．また，現行のインプ

ラント成功基準9）に忠実に評価を行った場合，単に機能

しているというだけでは，成功とみなす事はできない．

以上のような条件をふまえた場合，未だインプラント治

療の長期的な予後についての報告は十分とはいえず，更

なるデータの蓄積が今後必要になると思われる．

そこで，われわれは，明海大学歯学部付属明海大学病

院歯周病科にて行った過去 5年間のインプラント治療の

実態を調査し，さらに今後追跡調査を行う為のデータベ

ースを今回作成したので報告する．

材料と方法

1999年 1月から 2004年 1月までの 5年間を調査期間

とした．

15～76歳（平均年齢 49.9歳）の 179名の患者を対象

とし，性別による内訳は，男性 54名（平均年齢 52.4

歳），女性 125名（平均年齢 48.9歳）であった．インプ

ラント埋入に際し，全ての患者は歯周基本治療を受けて

いた．

インプラントの種類は，Tapered Screw-Vent implant�

（Zimmer Dental, Carlsbad, CA, USA）である．本インプ

ラントは HA‐ブラスト，酸処理によって表面処理され

ていた．埋入術式は全て 2回法であった．使用した Te-

pard Screw-Vent Implant�の規格は，直径が 3.7 mm, 4.7

mm，長さが 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mmであった．

調査項目として，5年間のインプラント埋入本数，埋

入したインプラントの平均長，埋入部位，併用療法の有

無および，5年間の累積生存率とした．

歯周疾患の既往がある患者の歯の欠損部では歯槽骨の

欠損も大きい傾向があることから，インプラント処置の

際に行った骨増大処置の併用についても実態調査した．

併用療法として，上顎洞底挙上術10），2 staged approach

法（顎堤増大術）11）を埋入前に，ソケットリフト，骨増

大術（GBR法），多血小板血漿（PRP）12−14）移植を埋入と

同時に，それぞれ応用した．GBR法には非吸収性メン

ブレンの TR 4 Y, TR 6 Y, TR 6 T（WL GORE Associates,

Flagstaff, AZ, USA）を用いた．

5年間の累積生存率の算出には Kaplan-Meier法15）を用

い，算出した．

調査結果

漓埋入部位，分布

今回調査期間の対象となったインプラントは，合計

478本であり，その内訳は男性 134本（28.1％），女性 344

本（71.9％）であった．

一回の手術に埋入したインプラントの本数は平均 2.06

─────────────────────────────
§別刷請求先：秦泉寺 傑，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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本であり，男性が平均 1.97本，女性が平均 2.12本であ

った．

部位別のインプラント埋入率は，上顎右側臼歯部・前

歯部・左側臼歯部でそれぞれ 16.6％・10.3％・7.1％ で

あり，下顎右側臼歯部・前歯部・左側臼歯部でそれぞれ

24.3％・8.7％・33.0％であり，下顎臼歯部の埋入処置が

最も多く，下顎の前歯部が最も少なかった（Table 1）．

使用したインプラントの径は，478本の内，直径 3.7

mmが 436本（91.2％）で，直径 4.7 mmのものが 42本

（8.8％）であった（Fig 1）．

使用したインプラントの長さは，478本の内，長さ 8

mmが 19本（4.0％），10 mmが 143本（29.9％），13 mm

が 219本（45.8％），16 mmが 97本（20.3％）で，平均

長は 12.5 mmであった（Fig 1）．

滷併用療法

埋入前処置としての骨増大には，上顎洞底挙上術が 3

症例（1.3％），2 staged approach法（顎堤増大術）が 4症

例（1.7％），それぞれ行われた．インプラント埋入時の併

用療法には，骨増大術（GBR法）が 48症例（20.7％），ソ

ケットリフトが 10症例（4.3％），多血小板血漿（PRP）

移植が 11症例（4.7％）それぞれ行われた（Fig 2）．

澆インプラントの生存率

調査期間中の生存率は 99.4％であった（Table 2）．

潺除去症例

埋入したインプラントの除去症例は，調査対象期間中

に，232症例中 2症例（0.9％）あり，除去本数は 478本

中 3本（0.6％）であった．原因は，強いグラインディ

ング習癖を見逃していた患者の，咬合性外傷が原因と考

えられる骨吸収の進行によるものであった．

考 察

今回，下顎臼歯部へのインプラント埋入が最も多かっ

たことについては，下顎の方が上顎よりも一般的に皮質

骨の厚みがあり，オッセオインテグレーション獲得に有

利であることに加えて，全永久歯の中で下顎第二大臼歯

が，統計的に最も喪失年齢が低いことも理由の一つと考

えられる．

インプラントのサイズについては，長径がより長く，

また 3 mm直径より 4 mm直径の方が，3年後の生存率

において有利であるという報告16）があり，埋入の際には

より大きなインプラントを選択すべきと考えられるが，

Table 1 Implants placement ratio（％）at jaw and region. The
implant placement ratio was the highest for the lower molar ar-
eas（24.3＋33.0＝57.3％）and the lowest for the lower incisor
area（8.7％）．

site right molar site incisor site left molar site

maxillary
mandibular

16.6
24.3

10.3
8.7

7.1
33.0

Table 2 Annual variation of implant placement and loss, and
cumulative survival rate. Only 3 of 478 implants were lost, and
cumulative survival rate was 99.4％．

year implants placed implants lost cumulative survival rate

1999
2000
2001
2002
2003

42
88
90

168
86

0
0
0
0
3

100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
99.4％

Fig 1 Distribution of implant length and diameter. As to the
breakdown of fixture length, 4.0％ were 8 mm ; 29.9％，10
mm ; 45.8％，13 mm ; and 20.3％, 16 mm, and the average
length was 12.5 mm. As to implant diameter, 91.2％ were 3.7
mm in diameter ; and 8.8％，4.7 mm.

Fig 2 Presence of implant therapy with guided bone regenera-
tion. Seventy-six（32.7％）of 232 cases involved combination
therapy. In 7 of these 76 cases, the sinus lift and bone ridge
augmentation was done before the implant ; and in the other 69
cases, the combination was done simultaneously.

歯周疾患患者のインプラント治療の実態調査 115



隣在歯や顎骨の解剖学的な条件により制限される．すな

わち，インプラント長の選択は，上顎では上顎洞底，下

顎では下歯槽管の上下的な位置により決定され，直径に

ついては，隣在歯から 2 mm，隣接したインプラントか

ら 3 mm，騁舌的にそれぞれ 1 mmの骨の幅が確保され

る様に，サイズが選択されなければならない．

また，埋入の対象となった欠損部位の多くは，進行し

た歯周疾患を原因として歯を喪失し，結果として著しく

吸収した顎堤により，インプラント埋入のための垂直

的，水平的な骨量が不足していた．このような症例にお

いては，手術部位にあらかじめ骨増大を行っておくか，

インプラントの初期固定を獲得するだけの埋入深度を確

保できる場合は，埋入と同時に，単一あるいは数種類の

骨増大の併用を行う必要がある．骨増大の方法として，

GBR法は現在最も予知性が高いとされている17）．イン

プラント治療の際における GBR法による骨増大の併用

については，骨増大を併用しない場合にほぼ匹敵する生

存率を供給することが過去に報告されており18−21），この

ような背景から，当施設においても GBR法は全症例中

20.7％と，使用頻度の最も高い骨増大法であった．その

他，原理的にはそれぞれ異なる PRP移植，上顎洞底挙

上術，ソケットリフトという種々の骨増大法が応用され

ており，累計では全症例の内 32.7％が，何らかの骨増

大法を併用している．著者らの知る限りでは，現在まで

の所，国内においてこれだけの規模の報告はなされてい

ない．

Rosenbergら8）によると，インプラントの失敗には 2

つのタイプがあることが明らかにされており，1つはイ

ンプラント負荷後 1年までに生じるオッセオインテグレ

ーションの不全によるもの，もう 1つは負荷後 1年以降

に生じるインプラント周囲炎に関連するものである．前

者の，オッセオインテグレーションの不全による失敗

は，歯周疾患罹患既往の有無は関連せず，埋入部位の骨

密度の低さとインプラント体の滑沢な表面性状が関連す

るのに対し，後者のインプラント周囲炎による失敗は，

歯周疾患罹患既往のある患者において，歯周組織の健康

な患者よりもその割合が高く，特にハイドロキシアパタ

イト被覆インプラント群において，その差がより明らか

にみられたことが報告されている．

今回の調査結果から，除去された 3本のインプラント

のうち，1本は埋入後，オッセオインテグレーションが

獲得できず除去に至っており，2本はオッセオインテグ

レーションは達成したものの，咬合性外傷とプラークコ

ントロールの不良が原因と考えられるインプラント周囲

炎による骨吸収で除去に至った．オッセオインテグレー

ション不全を起こした 1本は，埋入部位が上顎臼歯部で

あり，骨質が脆弱であった可能性が原因の一つとして考

えられる．インプラント周囲炎により除去に至った 2本

は，長さ 16 mm，直径 3.7 mm，埋入部位は上顎前歯部

であり，GBR法が併用されていた．これについては，

この患者がブラキシズムの既往を有しており，インプラ

ント体に異常な側方力がかかったためと考えられる．

スクリュータイプのチタン製のインプラントでは，機

能開始後 1年間の歯槽骨頂での骨吸収量が 0.9 mmから

1.6 mmあり，以後，年平均 0.05 mmから 0.13 mmの骨

喪失がみられるといわれている22）が，1993年に Albrek-

tossonと Zarbによって提唱されたインプラントの成功

基準9）によると，エックス線により，上部構造装着後 1

年以内の歯槽骨頂での骨吸収量が 1.5 mm未満であり，

かつその後の骨吸収が毎年 0.2 mm未満であることが条

件として定められている．オッセオインテグレーション

を達成したインプラントにとって，骨縁の吸収による動

揺度の変化は天然歯に比較するとわずかであり，天然歯

では抜歯に至るような，病的に吸収した歯槽骨でもイン

プラントの場合では，機能に支障がない場合が多い．し

かし，そのようなインプラントは「成功」の範疇には入

れず，単に「生存」しているだけとみなす23），というの

が現在の解釈ということになる．

今回，われわれの調査対象となったインプラントは，

その多くが歯周疾患既往のある患者に対して埋入された

ものであり，インプラント周囲炎が誘発される危険性

は，健常者に対して行うインプラント処置よりも高いこ

とが過去に報告されている5）．すなわち，オッセオイン

テグレーションの達成後，動揺を含めたいかなる臨床症

状もなく経過しているインプラントであっても，既にイ

ンプラント周囲炎により病的な歯槽骨の喪失を起こして

おり，「成功」しているとはいえない状態になっている

ものが，相当数含まれている可能性がある．

現在，高い予知性を持つ治療手段として，広く普及し

ているインプラントは，今回の報告においても，5年間

での累積生存率 99.4％というデータを示し，特に歯周

疾患に罹患した既往のある患者に対しても，様々な処置

を併用することで，幅広く応用可能であることが示唆さ

れた．今後は，前述の成功基準をふまえた上で，定期的

なエックス線診査を実施し，Tapered Screw-Vent implant�

systemによる治療の高い予知性を証明するために，更

なる長期間の追跡調査を行う必要があると思われる．
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結 語

歯周疾患の既往がある患者に対するインプラント治療

は，歯周組織の健康な患者に対するインプラント治療に

対し，細菌学的，解剖学的にリスクが高いことが過去に

報告されている．しかし，今回の調査結果から，5年と

いう期間内では，インプラントの累積生存率は高く，歯

周疾患の既往があっても歯周治療を行うことにより，歯

周組織が健常な者へのインプラント治療と同等の生存率

が得られる可能性のあることが示唆された．

本論文の要旨は，第 47回日本歯周病学会春季学術大会

（平成 16年 5月，鹿児島）において発表した．
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デジタルパノラマエックス線撮影のための
多断層画像再構築アルゴリズム

中浜 久則§ 花輪小百合 小宅 麗来 印南 永
鈴木 弘平 渡辺 正佳 花輪 浩司 奥村 泰彦

明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

要旨：現在，歯科診療において，X 線診断に用いられている回転パノラマエックス線撮影法は，任意の断層面を撮影
できる装置であるが，異なる断層面を得ようとすれば，その度に X 線を照射し撮影しなければならない．それは患者の
被曝の面から考えれば大きな問題である．パノラマ撮影法の理論からすれば，被写体透過後の時々刻々と変化する X 線
像の中には，各断層面のすべての画像情報が含まれている．しかし，1枚のパノラマ画像にする場合には，ある曲面の断
層像のみが抽出されるだけで，他の深さの画像情報はボケ像として捨て去られている．著者らは，1回のパノラマ撮影
で，任意の回転半径 r の断層像と，回転半径を任意の微少間隔で抽出できる多断層画像再構築アルゴリズムを開発した．
そして実際にパノラマ写真を撮影し，デジタル画像再構築を行い，任意の回転半径上の断層像と 0.5 mm間隔で回転半径
の異なる断層像を抽出することに成功した．そのアルゴリズムはフレーム飛び越し法による画像構築によって，必要とす
る基本の回転半径 r0を決定し．そこに用いられたフレーム画像の重ね合わせに際し，フレーム移動量をごく細かな間
隔，すなわち 1画素サイズよりわずかに小さいか，又はわずかに大きい移動量で，X 軸方向にずらして重ね合わせるフ
レーム微少移動法を行う．フレーム移動量を 1画素サイズより小さい範囲の移動量を設定して，X 軸方向にずらして各
フレームを重ね合わせれば，必要とする断層像は基本とする半径 r0の回転中心から微少距離で，かつ一定間隔の r0±∆ r

上の断層像が抽出できる．さらに平面－曲面変換法，回転半径の異なる画像に対する濃度補正法を開発し，ワイヤーファ
ントム，ヒト乾燥下顎骨の撮影を行い，多断層画像再構築を行った．その結果，回転半径 40.0 mmから 95.5 mmまで，
0.5 mm間隔で回転半径の異なる断層像の抽出が可能であることを実験的に証明することができた．この理論を応用する
とパノラマ写真は，1回の撮影で任意の深さの断層像を自由に，瞬時に抽出することができるようになり，臨床への利用
価値は極めて高いと考えらた．

索引用語：パノラマエックス線撮影法，多断層画像再構築，フレーム画像

Multilayer Image Reconstruction Algorithm
for Digital Panoramic Radiography

Hisanori NAKAHAMA §, Sayuri HANAWA , Reira OYAKE ,
Hisashi INNAMI , Kouhei SUZUKI , Masayoshi WATANABE,

Koji HANAWA and Yasuhiko OKUMURA
Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : In current dental technology, rotating panoramic X-ray radiography is employed to capture a desired fault

plane. However, in order to acquire multiple fault planes,patients must be exposed to X-ray irradiation each time, which is

a major concern with respect to radiation exposure and the impacton patient health. According to panoramic X-ray radiog-

raphy theory, an X-ray image transmitted through an object should contain all imagery information from each fault plane.

However, in order to form one piece of a panoramic image, only a single curved surface can be extracted ; all other image

depth data are discarded as blurry images. In this study, we developed a multi-plane image reconstruction algorithm. With

this algorithm, fault plane images from the desired rotating radius as well as from different rotating radii in a prescribed
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緒 言

現在，歯科診療において，X 線診断に用いられてい

る回転パノラマエックス線撮影法（以後パノラマ撮影法

とする）は，1961年 Paatero1）によって実用化され，歯

科 X 線診断では最も広く利用される撮影法となってい

る．パノラマ撮影法として，全顎の歯および顎骨を 1枚

の写真に写し出すアイデアは，沼田2, 3）が 1933年に世界

で初めて提案した．しかし，その原理は単純撮影法で，

それぞれの部位の単純写真を継ぎ合せた像であった．

現在のパノラマ撮影法の原理は，1939年 Heckmann4）

によって提唱された曲面断層撮影法である．その方法

は，縦長のスリット状の X 線を用い，被写体の中央に

回転中心を設定し，X 線管をその周囲で回転させ X 線

管が一回転するうちに，X 線管と対向するフィルムも

一方の端から他端まで連続的に移動することによって，

X 線写真を形成するものであった．彼はこの方法によ

って被写体内のある回転半径の円周部，すなわち，フィ

ルムの長さと同じ長さの円周上の像が，断層像として写

し出されることを明らかにした．この曲面断層撮影法の

理論が，現在のパノラマ撮影法の基本理論になってい

る．

Heckmann4）によって報告された曲面断層撮影法は，

Paatero5）や Hudson6）ら，Blackman7）によって一軸回転に用

いられ，さらに，Paatero8）によって三軸回転になり，現

在のパノラマ撮影法の原型へと発展した．

パノラマ撮影法に関する研究をみると，Paateroの開

発以後，1963年に Soilaと Suolanen9）による研究があ

る．彼らは，この撮影法を断層撮影としているが理論的

な解析は行われなかった．1964年 Tammisalo10）は数式的

な解析を行い，被写体がフィルム上にボケて写し出され

る大きさをはじめて明らかにした．それによると被写体

像は拡大成分とボケ成分に分けられ，写し出される大き

さはこの成分の加算であるとした．しかし，2つの成分

の加算を行う理論的根拠は曖昧であった．1974年

Welander11）は幾何学的な解析から，ボケ像の大きさを表

す理論式を導いた．同じ理論式を丹羽ら12）も別な方法か

ら導いている．これらの解析によって，パノラマ撮影法

が断層撮影法であることが理論的に証明されている．

パノラマ撮影法は，任意の断層面を撮影できる装置で

あるが，異なる断層面を得ようとすれば，その度に X

線を照射し撮影しなければならない．それは患者の被曝

の面から考えれば大きな問題である．パノラマ撮影法の

理論からすれば，X 線の被写体透過後の時々刻々と変

化する X 線像の中に各断層面のすべての画像情報が含

まれている．しかし，1枚のパノラマ画像にする場合に

は，ある曲面の断層像のみが抽出されるだけで，他の深

さの画像情報はボケ像として捨て去られている．

Richards13）は，種々の深さに置かれた被写体をいろい

ろな方向から X 線撮影を行い，撮影された X 線写真を

重ね，各 X 線写真を少しずつ移動させて観察すること

によって，種々の深さに置かれた被写体を断層像として

観察できることを報告している．この方法は，被写体の

3次元的情報が 2次元画像の多数枚から再生できること

micro-interval can be extracted in a single panoramic radiograph. A panoramic radiograph was obtained, from which a digi-

tal image was subsequently constructed, and multiple plane images were successfully extracted from a desired rotating ra-

dius as well as from other rotating radii（0.5 mm intervals）．The algorithm initially determines the required basic rotating

radius, r0, by constructing a frame-interlace method. To achieve overlay offrame images, frame micro-transfer method is

conducted by tilting the frame in very small intervals, i.e., by slightly greater than or less than one pixel in the X-axis di-

rection. Setting the frame travel distance to less than onepixel size and overlaying each frame with shifting in the X-

direction yields the desired plane image ; micro-distance from r0 radius rotating center and uniform spacing, r0±∆ r fault

plane image can be extracted. Additionally, a flat/curved surface conversion method and darkness-correction for images

with different rotating radii were developed. Images were captured using a wire-phantom and dried human mandibular

bones, after which multi-plane images were reconstructed. As a result, fault plane images were successfully extracted with

different rotating radii from 40.0 mm to 95.5 mm（0.5 mm intervals）．Application of this theory permits extraction of fault

plane images from a desired depth in a single session by panoramic photography ; moreover,this technique demonstrated

great potential for clinical utility.

Key words : panoramic X-ray radiography, multi-plane image reconstruction, frame image

─────────────────────────────
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を示している．村松ら14）は，パノラマ撮影法をデジタル

画像の断層像として構築できることを理論的かつ実験的

に初めて報告した．その方法は，1回のパノラマ撮影を

ビデオ録画し，デジタル化したフレーム画像の多数枚の

合成から，任意の回転半径上の断層像が抽出可能になる

ことを明らかにしたものであった．しかし，この方法の

最大の欠点は，断層像として抽出できる回転半径が離散

的なもので，その間の画像は抽出できないという欠点を

有していた．すなわち，ある回転半径 r 上の像が断層像

として再生できたとすると，次の再生像は r/2上の回転

半径となり，この r と r/2の間の像は再生不能となるこ

とであった．

今回，著者らは，1回のパノラマ撮影で，任意の回転

半径の断層像と，回転半径を任意の微少間隔で抽出でき

る多断層画像再構築アルゴリズムを考案した．そして実

際にパノラマ写真を撮影し，デジタル画像構築を行い，

任意の回転半径上の断層像と 0.5 mm間隔で回転半径の

異なる断層像を抽出することに成功した．

この理論を応用するとパノラマ写真は，1回の撮影で

任意の深さの断層像を自由に，瞬時に抽出することがで

きるようになり，臨床への利用価値は極めて高いと考え

られる．

画像再構成理論

1．多断層画像再構築アルゴリズム

1軸回転のパノラマ撮影において，任意の微少な回転

半径の異なる断層像を抽出する多断層画像再構築アルゴ

リズムの成立する条件は，Fig 1に示すように，X 線は

平行ビームで拡大率が存在しないこと，次に，X 線ス

リット幅内の断層像として抽出しようとする回転半径の

円弧が，スリット幅の直線と誤差範囲内で等しい長さと

みなし得るときである．この 2つの条件の成立する場合

に多断層画像再構築アルゴリズムは，次の 2つの方法に

よって達成することができる．

1）フレーム飛び越し法による画像構築

2）フレーム微少移動法による画像構築

以下，それぞれの画像構築法を説明する．

1）フレーム飛び越し法による画像構築

CCDセンサの画素サイズの X 軸方向の長さを Pと

し，被写体が 1回転する間に，この Pの距離をずらし

ながら n枚のフレーム画像を撮影する．このとき撮影

されるフレーム画像を F1, F2, F3・・・・・Fnとする．

次に，撮影された F1から Fn までのフレーム画像

を，X 軸方向に 1画素ずつずらして順次フレームを加

算し画像合成すると，撮影される円周の長さは（1）式

のように，
n�

i＝1
Fi×Pで得られる．

n�
i＝1

Fi×P＝2 πr0 ……………（1）

1軸回転のパノラマ撮影では，（1）式の成立する半径 r0

上の像が断層像として抽出されることになる．

次に，回転半径 r0の円周の長さである 2 πr0上の断層

像を得るのに要するフレーム画像枚数 nは（1）式から

以下のようになる．
n�

i＝1Fi＝2πr0

P
……………（2）

2πr0

P
＝n ……………（3）

撮影された n枚のフレーム画像枚数の中から，k フレ

ームおきにフレーム画像を取り出し，X 軸方向に 1画

素単位でずらして各フレーム画像を重ね合わせた時に得

られる回転半径と，使用するフレーム枚数を Table 1に

示す．

k をフレーム飛び越し数とし，kn と回転半径 rn の関

係を求めてみると，kn に対する必要なフレーム枚数 nn

は，nn＝n1/kn となり，その時の回転半径 rn は，rn＝r0/kn

となる．この方法は，村松14）らがすでに述べたものであ

る．

Fig 1 Requirement for multilayer image reconstruction.
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フレーム飛び越し法による画像構築では，Fig 2に示

すように，n枚のフレーム画像を k1の飛び越し数によっ

て得られる断層像の回転半径を r0とすると，k2, k3・・・・・

kn とフレーム飛び越し法を行って，重ね合わせて得ら

れる断層像の回転半径は，r0/2, r0/3, r0/4・・・・・r0/nと離散

的な断層像の抽出となり，回転半径の r0と r0/2の間，r0/

2と r0/3等の間の断層像抽出は不可能である．

回転半径の微少な違いの断層像を得るためには，フレ

ーム飛び越し数を大きくすることが必要である．たとえ

ば，k30（29フレームおき）と k31（30フレームおき）で

取り出したフレーム画像による二つの回転半径の差は

（r0/30−r0/31）＝r0/930となる．この半径の差は，飛び越し

数の k1と k2の場合の（r0−r0/2）＝r0/2よりは，はるかに

小さい回転半径の差を得ることができる．しかし，微小

な回転半径の差を得ようとすればするほど，その回転半

径は小さくなり，写し出される被写体が小さく臨床に必

要な範囲を写し出すことができなくなる．

従って，フレーム飛び越し法による画像構築では，再

生される回転半径の間隔を細かくしようとすれば，最初

の設定時に回転半径を十分大きくとり，フレーム画像の

取り出し間隔，すなわち飛び越し数を大きくすることが

必要となる．

しかし，その場合，先にも述べたように回転半径が小

さくなり，必要とする診断領域をカバーすることが難し

くなる．さらに，大きな飛び越し数によって画像構築を

行うことは，重ね合わせに使用するフレーム枚数が減少

することになり，断層効果のある画像を得るには致命的

な欠陥となるなどの問題が生じる．したがって，フレー

ム飛び越し法による画像構築だけでは，臨床診断に提供

できる断層象を得ることは難しい．

これまでフレーム画像を用いて，デジタル処理による

任意の深さのパノラマ断層像が実用化されなかった原因

がここにある．現在のデジタルパノラマ写真は，CCD

センサによる TDI 方式15−18）による画像合成で，得られる

画像はアナログ方式19−21）と同様に 1枚の断層写真しか得

られていない．

そこで，1回の撮影で任意の深さの断層像を得るた

め，フレーム飛び越し法による画像構築法に加え，フレ

ーム微少移動法による画像構築法を開発し，上記問題を

解決した．

2）フレーム微少移動法による画像構築

本アルゴリズムはフレーム飛び越し法による画像構築

によって，必要とする基本の回転半径 r0を決定する．

そこに用いられたフレーム画像の重ね合わせに際し，Fig

3に示すようにフレーム移動量をごく細かな間隔，すな

わち 1画素サイズよりわずかに小さいか，またはわずか

に大きい移動量で，X 軸方向にずらして重ね合わせる

こと（以下フレーム微少移動法という）を行う．フレー

ム移動量を 1画素サイズより小さい範囲の移動量を設定

して，X 軸方向にずらして各フレームを重ね合わせれ

Table 1 Relationship between radius of reconstruction image
and frame-interlace.

k（number of frame-interlace） use frame radius（mm）

k1（use allframes）
k2（intervals of one frame）
k3（intervals of two frames）
k4（intervals of three frames）
k5（intervals of four frames）
k6（intervals of five frames）

n1＝2πr0/P
n2＝n1/2 P
n3＝n1/3 P
n4＝n1/4 P
n5＝n1/5 P
n6＝n1/6 P

r0

r2＝r0/2
r3＝r0/3
r4＝r0/4
r5＝r0/5
r6＝r0/6

Fig 2 Frame-interlace method. Fig 3 Frame micro-transfer method.
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……… ………………………

……… ……… ……… ………

……… ……… ………

ば，必要とする断層像は基本とする半径 r0の回転中心

から微少距離で，かつ一定間隔の r0±∆ r 上の断層像が

抽出できる．

ここで，基本となる回転半径を求めるためのフレーム

微少移動量を ∆ pとする．各フレームの微少移動量を p

±∆ pとすると，フレーム微少移動法によって得られる

回転半径は，（1）式から

n�
i＝1

Fi×（p±∆ p）＝
n�

i＝1
Fi×p±

n�
i＝1

Fi×∆ p

＝2 πr0±2 π∆r＝2 π（r0±∆ r）

……………（4）

となる．∆ r は，p±∆ pのフレーム微少移動量で得られ

る回転半径 r0からの微小な半径の変化量とする．（4）

式は，r0から任意の深さの断層像を±∆ r の回転半径の

差で抽出できることを表している．

p±∆ p の移動量でフレーム画像を重ねようとする

と，その最終画像記録をどうするかという問題が発生す

る．その解決策は，フレーム画像を重ねて画像構築する

記録系の移動量である 1画素サイズを，これまでの p

より細かな，たとえば，1画素を ∆ pとした大容量記録

系を設置し記録することで達成することができる．

多断層画像再構築アルゴリズムの成立する条件内で，

現実に即したシミュレーションを行う．CCDセンサの

1画素サイズを 94 µm×94 µmとし，基本となる回転半

径を 282 mmとする．この回転半径上の断層像を得るた

めには，（3）式より 18,840枚のフレーム画像が必要と

なる．次に，顎骨全体を診断するために必要な被写体サ

イズの回転半径を 47.0 mmとする．回転半径 47.0 mm

の断層像を得るためには，282.0/6＝47.0で算出される 5

フレームおきのフレーム飛び越し法を用いればよいこと

になる．さらに，必要とするフレーム画像枚数 n 6＝

18,840/6である 3,140枚を使用し，各フレーム画像を 1

画素サイズよりもさらに微少な間隔，すなわち p±∆ p

の重ね合わせを行うことにより，微小半径 r0±∆ r の曲

面断層画像の画像抽出が可能となる．例えば，フレーム

画像の重ね合わせを 1画素の 94 µmではなく 93 µmご

とにずらして重ねてある回転半径上の断層像を作る．次

いで，92 µm ずつずらして断層像を作る．このように

基本となる回転半径を得るのに必要であったフレーム移

動量の 94 µm から，それより 1 µm ずつ小さくした

り，大きくした移動量で画像再構築を行うものである．

使用するフレーム画像 3,140枚を Fig 4のように，フ

レーム画像 1の座標を（X1, Y1），（X2, Y1），（X3, Y1）と

し，フレーム画像 1の座標（X1, Y1）を別のメモリ上の

座標で（x1, y1），（x2, y1），（x3, y1）・・・・・（x94, y1）と X 軸

上の画素を 94倍に拡張した新たな大容量記録系を設置

し，ここに記録する．次に，座標（X2, Y1）を（x95,

y1），（x96, y1），（x97, y1）・・・・・というように，（X2,Y1）も 94

画素に拡張して記録する．この方法で（Xn,Y1）の X 軸

方向の n番目の頭の座標を（x｛94（n−1）＋1｝，y1）に変換され

たフレーム画像を配列させる．

ここで，Fig 5のように，94倍に拡張されたフレーム

画像の各画素には画像データが存在しない．それらの画

素の画像データは最初のデータ値と同じ値を持たせる．

すなわち，（x1, y1）から（x94, y1）までは（X1, Y1）と同

じ値を持つようにする．まず，各フレーム画像を 94 µm

間隔で重ね合わせることにより，従来のフレーム移動に

よる断層像が抽出できる．次に，フレーム微少移動法を

用いて 95 µmずつのずらしを行い，ある半径上の断層

像を抽出する．

その次は 96 µmのずらしを行い画像合成する．この

ような処理を各半径の断層像ごとに行う．その結果，得

られる回転半径は，Table 2に示すように，微少半径 r0

±∆ r の断層像が抽出でき，この半径の間隔は 0.5 mm

となることが理論的に導かれる．

1 µm単位で合成された大容量画像記録系の最終画像

表示にあたっては，各画素を 94画素ずつにまとめ，も

との画素サイズに戻して表示する．すなわち 94画素の

Fig 4 Translation from 1 pixel to 94 pixels.

Fig 5 Pixel transfer placement with each frame.
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サイズである 94 µmごとにまとめ，この平均をもって

1画素の値とした．

実際の装置では円弧状に配列した画素と平面上の画素

とに，画素サイズの異なりが生じること，また，拡大率

が存在すること，そして，スリット幅とスリット幅内の

円弧の長さは異なっている．そこで，より実際に即した

多断層画像構築アルゴリズムのため，平面－曲面画像変

換法を開発した．

また，各半径上の画像は，その重ね合わせを行う移動

距離が異なっているため各半径上の濃度が異なって表示

されてくる．そこで，この濃度を補正することが必要に

なる．そのための画像濃度補正法も開発した．

2．平面－曲面画像変換法

パノラマエックス線撮影法は，曲面断層撮影であり，

その撮影の受光系には得られる断層半径と同じ曲率を持

つ記録系が理想である．しかし，現状の画像を記録する

CCDセンサの受光面は平面である．そこで，画像処理

上平面である CCDセンサから得られる各フレーム画像

データを，円弧成分に変換しなければ正確な断層像を合

成することができない．これを補正する座標変換を，Fig

6を用いて説明する．

CCDセンサ平面上の座標データをそれぞれ P1, P2・・・・・

とし，P1の曲面座標での強度成分を A 1, P2の強度成分

を A 2とすると，被写体上の画像 Q1の強度は

Q1＝｛A 1／（A 1＋A 2）｝×P1＋｛A 2／（A 1＋A 2）｝×P2

……………（5）

となる．このように，撮影データの X 線強度成分につ

いて，各回転半径毎に曲面として算出し，この画面のフ

レーム画像を（4）式に従って画像再構築した．ただ

し，この場合でも入射する X 線は平行ビームであると

した．

3．回転半径の異なる画像に対する濃度補正法

回転半径の異なる円周上の被写体を CCDセンサに投

影すると，断層半径の曲率が大きくなるに従い，CCD

センサ面上の単位面積当たりの線量は少なくなる．この

ことは拡大率の大きな円周上の像，すなわち被写体の内

部の像ほど画像濃度が低くなることである．そこで，各

回転半径に対する濃度を一様にするため，基準となる回

転半径 r0である 47.0 mm上の最高濃度部，すなわち，

被写体を通過しない部分の濃度を 1.0として，これに各

回転半径の濃度を合わせることによって濃度補正を行っ

た．各回転半径に対する濃度補正係数を anとすると，an

は次の式によって算出した．

an＝rn/r0 ……………（6）

ここで得られた an をそれぞれの回転半径上の画像に

乗じ濃度補正を行った．

材料と方法

1．実験材料

パノラマ撮影用に作製した 1軸回転型の X 線撮影実

験装置を Fig 7に示す．X 線発生器はパノーラ 15（ヨ

シダ，東京）を使用した．この X 線管の実効焦点サイ

ズは 0.5 mm×0.5 mm，管電圧は 58～85 kV，管電流は

2.0～12 mAまで可変可能である．

幾何学配置は，平行ビームに近づけるため，FFD＝

2,077 mm, FOD＝1,927 mm，拡大率を 1.07倍とし，画像

記録装置として CCDセンサのコンピュレイ（ヨシダ，

Table 2 Relationship between radius of reconstruction image
and frame micro-transfer.

distance of frame micro-transfer radius（mm）

91 µm
92 µm
93 µm
94 µm
95 µm
96 µm
97 µm

3140×91 µm/2π＝45.5 mm
3140×92 µm/2π＝46.0 mm
3140×93 µm/2π＝46.5 mm
3140×94 µm/2π＝47.0 mm
3140×95 µm/2π＝47.5 mm
3140×96 µm/2π＝48.0 mm
3140×97 µm/2π＝48.5 mm

Fig 6 Flat/curved surface conversion method.
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東京）を用いた．CCDセンサの有効画像サイズは 20 mm

×30 mm，画素サイズは 47 µm×47 µm，画素数は 512

×768である．

本研究では，CCDセンサの 1画素サイズを，市販の

デジタルパノラマ撮影装置15−16）に使用されている CCD

センサの 1画素サイズに近づけるために 2×2ビニング

処理17）を行い 1画素サイズを 94 µm×94 µmとした．ビ

ニング処理によりフレーム画像の画素数は 256×384と

した．

被写体を回転させるターンテーブルには，RT 170-DR

（日本トムソン，東京）を用いた．この装置の位置決め

精度は 0.0083°，繰返し位置決め精度は 0.0008°，テーブ

ル上面の振れ精度は 0.005 mmである．

X 線撮影装置の構成は，最外殻に設定した回転半径

を 1,927 mm，撮影領域を含んだ核となる回転半径 r を

47.0 mmとし，フレーム画像の撮影は 0.1°毎に行った．

2．実験方法

1）ワイヤーファントムの撮影

ワイヤーファントム22）を Figs 8, 9に示す．アクリル

製で底角 45°の円錐上に頂点から底面にかけて直径 1.5

mm，長さ 90 mmのステンレスワイヤーを 1本張ったも

のである．このワイヤーファントムを，ターンテーブル

上に置き，ステンレスワイヤーの円錐上の点とターンテ

ーブルの回転中心とを一致させた．

撮影条件としては，管電圧 79 kV，管電流 10 mA，照

射時間 0.8 secとし，撮影回転角 59.9°の範囲にて，0.1°

ステップ角で 600枚のフレーム画像を撮影した．このフ

レーム画像を用いて，本研究で開発したアルゴリズムに

よる多断層画像再構築を行い，各回転半上の断層像を抽

出した．そして，この像から Fig 10に示すように得ら

れた各断層半径上のワイヤー像のうち最も鮮明に写し出

されている位置を，水平面に正投影し，断層像として写

し出されている回転半径を測定し，微少フレーム移動法

の移動量と回転半径の関係を測定した．

2）ヒト乾燥下顎骨の撮影

実験に使用した被写体を Fig 11に示す．下顎の 5～2

までの歯の存在するヒト乾燥下顎骨である．これを Fig

12に示すように，ターンテーブルの回転時に CCDセン

サ前面に設置するようにした．撮影条件は，管電圧 79

kV，管電流 10 mA，照射時間 0.8 secとし，0.1°のステ

ップ角で撮影回転角 59.9°の範囲で，600枚のフレーム

画像を撮影した．このフレーム画像を用いて，この本研

究で開発したアルゴリズムによる多断層画像再構築を行

Fig 8 Wire phantom.

Fig 9 Wire phantom setting on the turntable.

Fig 7 Experimental apparatus.
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った．

結 果

1．ワイヤーファントムの多断層画像構築

Figs 13−15に，回転半径 60.0 mm, 65.0 mm, 70.0 mm

の断層画像が抽出されているのを示す．断層像以外の部

分はぼけ画像として描出されている．

断層半径を確認するため，理論計算上で回転半径 59.5

mm, 60.0 mm, 60.5 mmの断層像を用い，それぞれの出

力画像のワイヤー像のうち最もピントの合っている位置

の画像底面の実測距離を計測すると，約 0.5 mmずつの

差であった．これらのことから半径 40.0 mmから 95.5

mmまで，0.5 mm間隔で断層画像 112枚が抽出できる

ことを実験的に確認することができた．この実験結果

は，シミュレーションで算出した Table 2の理論値と完

全に一致した．

2．ヒト乾燥下顎骨の多断層画像構築

半径 40.0 mmから 95.5 mmまでの間で，0.5 mm間隔

の断層画像 112枚を抽出することができた．その結果を

Fig 16に示す．Fig 16aでは回転半径の最も小さい部に

位置する第一小臼歯，Fig 16bは下顎側切歯，Fig 16c

は最も大きい回転半径に位置する下顎中切歯が鮮明に写

し出されている．すなわち，回転半径 65.0 mm, 68.0

Fig 10 Measurement point.

Fig 11 Mandible of human dry skull setting on the turntable.

Fig 12 Mandible of human dry skull.

Fig 14 Radiogram of wirephantom（at radius 65.0 mm）．

Fig 13 Radiogram of wirephantom（at radius 60.0 mm）．

Fig 15 Radiogram of wirephantom（at radius 70.0 mm）．
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mm, 72.0 mmの各半径上の歯及びその歯髄，歯根膜が

断層像として鮮明に抽出されているのが確認できた．

考 察

1961年 Paatero1）によって実用化されたパノラマ撮影

装置は，日本では 1960年代半ばから急速に臨床の場に

普及するようになった．当時の装置を振り返ってみると

2軸回転のものと，3軸移行型の 2種類23）であった．撮

影条件は管電圧が 60 kV～80 kV，管電流 10 mA，撮影

時間は 15 sec前後24）であり，今日の装置と比較すると管

電流が多少大きいものの，大差のないものであった．そ

の後，2軸回転はすたれ，3軸移行型に統一されるよう

になった．

パノラマ撮影に関する研究25−30）をみると，断層理論や

断層の厚さに関するものが多く見られた．断層の厚さを

決定する因子は 2次スリット幅と回転半径にあり，2次

スリットの幅が広いほど，また，回転半径が小さいほ

ど，断層厚は薄くなることが，その後の研究から理論的

実験的31）にわかってきた．2次スリット幅は記録系の感

度と深く結びついているため，当時は 10 mm32）と広いも

のであり，これを狭くすることはできなかった．断層域

が狭いことが最も顕著に現れるのが前歯部の撮影であ

る．そこで，当初は前歯部を断層域内に設定するため，

患者固定の方法に大きな努力が払われていた．

その後，記録系の感度の向上があり，2次スリット幅

は 6 mm前後33）と狭くなり，断層幅も多少広くなった

が，それでも前歯部のセッティング不良による撮影の失

敗は，現在でもみられるところである．

パノラマ撮影法のさらなる発展に関しては，その利用

が始まった当初から，任意の断層面の像を一回の撮影で

自由に得られるならば，前歯部の位置付けの失敗や臼歯

部で断層域からはずれた部位の診断が自由に行え，理想

的な撮影法と考えられていた．

しかし，この技術はフィルムを用いるアナログ記録系

では不可能であった．1981年に村松ら14）の報告は，ビデ

オ撮影像のデジタル処理であったが，パノラマ撮影のデ

ジタル化としての第一歩であった．しかし，このデジタ

ル画像の画像合成理論では，緒言でも述べたごとく，あ

る半径 r0上の断層像が再生できたとすると，その次の

内側の半径は，r0/2上の像しか合成できないことであっ

た．これでは臨床に利用できず，結局のところ，この画

像合成の方法は実用化されることなく今日まで経過して

きた．

1970年 Richards13）は，被写体周囲からある角度内で多

数枚の単純エックス写真を撮影し，これを重ねて各写真

を少しずつずらすことによって，種々の深さの像を描出

する方法を発表した．この方法の単純写真枚数は，8枚

程度が用いられていた．それ以上の枚数は光透過に限界

があり，重ねることができなかった．また，その描出さ

れる画像の輪郭は不鮮明なもので，この技術は実用化ま

でにはいたらなかった．しかし，Richardsの理論は，単

純写真の複数枚から任意の深さの断層像を描出できるこ

とを示唆したものであり，本研究に大きなヒントを与え

ることになった．

任意の深さの断層像を得るために 0.1°間隔で撮影さ

れたフレーム画像を，フレーム飛び越し法や画素単位の

フレーム移動法では，これまで述べたように，離散的な

断層像しか得られない．しかし，本研究から明らかにな

ったことは，1画素より細かな数値の微少移動法を行い

フレーム画像の加算を行えば，任意の回転半径上の画像

を構築できることが，理論的にも実験的にも証明し得た

ことである．

本研究では，フレーム画像の移動を画素サイズの 94

µmを 1 µm単位の画素に分けた大画素フレーム画像と

し，これを 1 µm単位の移動量の違いとしてフレーム加

算をすることによって，回転半径の違いとして 0.5 mm

Fig 16 Radiogram of mandible of human dry skull（at radius :
a, 65.0 mm ; b, 68.0 mm ; c, 72.0 mm）．
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間隔の断層像を合成できることが判明した．さらに細か

い断層半径の差を得ようとすれば，フレーム移動量を 1

µmよりさらに細かく分割したフレーム画像として，微

少な移動量とすれば理論的に達成することができる．し

かし，臨床的には回転半径が 0.5 mm間隔の断層像が得

られれば，充分役立つものと考え，本実験では，この移

動量にとどめた．

本研究における基礎的な実験では，0.1°ステップ毎に

フレーム画像の撮影を行っている．この撮影条件で 1周

する間に得られるフレーム枚数は 3,600枚である．1回

のパノラマ撮影に要する時間は，市販されている装置で

は 16秒前後である．この撮影時間内に 0.1°ステップの

フレーム画像を得ようとすると，225枚／秒の早さの転

送レートが必要となる．現在市販されている CCD や

CMOSセンサでは，まだ，この早さに対応できていな

いと考える．しかし，その 3,600枚からフレーム飛び越

し法によって，フレーム落としを行うのであれば，撮影

時からフレーム飛び越し法を行った撮影をすればよいこ

とになる．このような撮影条件であれば，現時点での

CCDセンサでも対応できると考える．

画像再構築に必要とするメモリ容量をみると，撮影像

における X 軸方向の画素数は，撮影ステップ角度

0.1°，画像構成ソフトウエアによる平面－曲面変換処理

時に設定した分割単位角度 0.1°，平面－曲面全体の角度

を 180°としているので，回転半径 47.0 mmでは，2,399

画素（180°／0.1°＋（600－1）×94／94）となる．ここで，

94/94の分母は CCDセンサ画素サイズ，分子はフレー

ム微少移動量である．Y 軸方向の画素数は 256画素で

ある．これより，撮影角 60°，1画素あたりのメモリ容

量が 10バイト要するので，6.14 MB（2,399画素×256

画素×10バイト）となる．

撮影角度 360°での必要なメモリ容量を試算すると，

撮影像の X 軸方向は，7,199画素（360°／0.1°＋（3600－

1）×94／94），Y 軸方向については，パノラマ撮影像に

おいて，診断領域をカバーするためには，150 mm位

34）必要とされる．これより，本研究で使用した CCD

センサでは，6個（256画素×94 µm＝24.064 mm）必要

となる．従って，110 MB（7,199画素×（256画素×6

個）×10バイト）のメモリ容量を要する．

また，画像再構築に要する時間は，6.14 MBの画像 1

枚で約 10分要した．今後，高速化のためのソフトウエ

ア処理開発等が必要と考える．

画像補正を行えなかった最後の問題は，X 線ビーム

の拡大率に対する補正である．このことは，Figs 13−15

を見ると明らかである．Fig 13は回転半径 60.0 mm上

のワイヤー幅が，Fig 14の半径 65.0 mmの幅，さらに

Fig 15の半径 70.0 mmの幅と回転半径が大きくなるほ

ど小さくなっていることである．これは，回転半径が大

きくなるほど被写体のワイヤーの断層部が CCDに近い

ため拡大率が小さくなるためである．一方，構築された

画像を見ると断層面のエッジ像はともに鮮明であること

から，本アルゴリズムによる画像再構築によるボケ成分

は，認められないと考える．従って，拡大率補正は最終

画像再構築後に行うことができると考えた．

本研究はデジタルパノラマエックス線撮影の画像再構

築において，これまで抽出することができなかった任意

の回転半径上の断層像を抽出するアルゴリズムを考案

し，実験的に証明することができた．

結 論

歯科の臨床で広く用いられているデジタルパノラマエ

ックス線撮影法において，1回の撮影で希望する任意深

さの断層像が再生できる多断層画像再構築アルゴリズム

を考案し，画像再構築の実験を行った結果，次のような

結論を得た．

1．1回のパノラマ撮影で回転半径の異なる断層像を細

かく得るため，フレーム飛び越し法とフレーム微少移

動法による多断層画像再構築アルゴリズムを考案し

た．

2．本研究で考案したアルゴリズムは，0.1°ステップ毎

の回転時に得られるフレーム画像を用い，フレーム飛

び越し法とフレーム微少移動法によって画像再構築を

行い，0.5 mm間隔で回転半径の異なる断層像の抽出

が可能であることを理論的に導くことができた．

3．本研究で考案したアルゴリズムの実験的検証を行っ

たところ，回転半径の 40.0 mmから 95.5 mmまで，

0.5 mm間隔の断層像の抽出を証明することができ

た．

4．抽出された各半径の断層像は，アルゴリズムと完全

に一致した．

5．本研究で考案したアルゴリズムは，理論的にはどん

な細かな回転半径の断層像をも抽出することができ

る．しかし，0.5 mm間隔の断層像が得られれば臨床

的利用価値は十分であると考え，本研究では，0.5 mm

間隔の回転半径を求める実験にとどめた．
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緒 言

一般に歯周治療は，ブラッシング指導とそれに続いて

行われる歯肉縁上および縁下のバイオフィルムの機械的

除去が基本になる1）．歯ブラシによるプラークの除去が

可能な深さは，歯肉辺縁から 1～2 mmと言われてお

り，それより深いポケットが存在する場合，ブラッシン

ングのみで口腔内を適切に管理することは困難である．

ルートプレーニング後の再感染に対する超音波歯ブラシの効果

谷田部一大§ 大塚 秀春 秦泉寺 傑 成田 宗隆
落合 幸彦 戸梶 仁聡 申 基�
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野

要旨：ルートプレーニングは通常 3分の 1顎ごとに分割して行なわれる．しかしこの方法では，ルートプレーニング前
の歯周ポケット内の細菌がルートプレーニング後の歯周ポケット内へ侵入することによる再感染が考えられる．そこで，
ルートプレーニング後の再感染を抑制する一方法として超音波歯ブラシに注目した．本研究の目的は，ルートプレーニン
グ後の歯周ポケットの再感染の抑制に超音波歯ブラシが有効に作用するかどうかを検討することである．慢性歯周炎患者
11人を被験者とした．同一被験者の左右側からそれぞれ 2歯ずつを選択し，超音波歯ブラシを使用する群を実験群，手
用歯ブラシを使用する群を対照群として，歯周病の臨床的パラメーターおよび細菌数を両群間で比較した．対照群と比較
して実験群においてルートプレーニング後に plaque indexの数値が有意に改善し（P＜0.05），gingival crevicular fluid量
が有意に減少した（P＜0.05）．総歯周病原性細菌数は両群ともにルートプレーニング後に減少がみられたが有意差はみ
られなかった．

索引用語：ルートプレーニング，超音波歯ブラシ，歯周病原性細菌，再感染

Effects of Ultrasonic Toothbrushing on Reinfection by
Periodontopathic Bacteria of Periodontal Pockets after Root Planing

Kazuhiro YATABE§, Hideharu OTSUKA, Suguru JINZENJI, Munetaka NARITA,
Yukihiko OCHIAI, Hiroaki TOKAJI and Kitetsu SHIN

Division of Periodontology, Department ofOral Biology & Tissue Engineering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : Root planing is usually performed on one third of thejaw. However, it has been suggested that periodonto-

pathic bacteria in the untreated periodontal pockets will enter the treated periodontal pockets, causing reinfection, when this

method is used. As we thought that ultrasonic toothbrushing might be a good tool against reinfection, in the present study

we evaluated the effectiveness of ultrasonic toothbrushing inpreventing reinfection of periodontal pockets. Two teeth on

each side were selected in 11 patients with chronic periodontitis. Two teeth on one side were subjected to ultrasonic tooth-

brushing as the test group, and two on the other side to manual tooth brushing as the control group. Clinical parameters

and the amount of periodontopathic bacteria for the two groups were compared. The number of plaque index and the

amount of gingival crevicular fluid decreased significantly in the test group compared with the values for the control group

（P＜0.05）．The number of periodontopathic bacteria decreased also, but not significantly.

Key words : root planing, ultrasonic toothbrushing, periodontopathic bacteria, reinfection
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通常，局所麻酔下で行われるルートプレーニングは，

深さ 3 mmを超える歯周ポケットに対して，外科的侵襲

を考慮して，3分の 1顎のブロック毎に行なわれる．こ

の際，治療期間が長期に及ぶと，一度除菌された根面

に，未処置の歯周ポケットから再感染が起こる可能性が

ある2）．

超音波歯ブラシは，in vitro の実験において，エナメ

ル質表面の Streptococcus mutans のバイオフィルムおよ

び不溶性グルカンを切断するとされている3）．また，超

音波歯ブラシを使用することにより，歯周病の臨床的パ

ラメーターが改善し，歯周病原性細菌数が減少したとい

う報告がいくつかある4−6）．しかしながら，ルートプレ

ーニング後の再感染に対して超音波歯ブラシの応用がど

のように影響するかを調べた研究はない．

本研究に用いた超音波歯ブラシは，1.6 MHzの超音波

発振に加えて，スーパーテーパード毛の形状を持つこと

により歯肉縁下ポケットに到達しやすいという特徴があ

る．スーパーテーパード毛の歯ブラシは，バス法に用い

ることにより，よりポケットの深部に到達することが報

告されている．

本研究の目的は，ルートプレーニング後の再感染の抑

制に超音波歯ブラシが有効に作用するかどうかを検討す

ることである．

材料と方法

1．被験者

明海大学歯学部付属明海大学病院に来院した 11人の

慢性歯周炎患者（男性 3人，女性 8人，34−69歳，平均

年齢 51.0±13.4歳）を被験者とした．喫煙者および糖尿

病患者は除外した．本研究は明海大学歯学部倫理委員会

の承認（A 0310）のもと被験者の同意を得て行った．

2．被験歯

Probing pocket depth（PPD）が 4 mm以上の部位が 1

か所以上存在する小臼歯および大臼歯の計 44歯を被験

歯とした．被験歯は，同一被験者の左右側からそれぞれ

2歯ずつを選択し，一側を実験群，他側を対照群とし

た．実験群の選択は，実験前に問診により，被験者の利

き腕を調査し，偏らないように振り分けた．

3．歯ブラシ

実験群には，超音波歯ブラシ DENT. EX systema ultra-

sonic（ライオン歯科材，東京）を使用し，対照群には

手用歯ブラシ DENT. EX systema 44 M（ライオン歯科

材）を使用した．

4．ブラッシング方法

実験開始前にバス法7）によるブラッシング指導および

歯肉縁上スケーリングを実施した．実験期間中のブラッ

シングは，1日 2～3回行うよう指示した．ブラッシン

グの手順は，実験群を超音波歯ブラシで 3分間ブラッシ

ングした後，対照群を手用歯ブラシで 3分間ブラッシン

グするようにした．歯磨剤は，ミクロクリーン（ライオ

ン，東京）とし，実験期間中は他の清掃用具および歯磨

剤の使用を禁止した．

5．歯周病の臨床的パラメーターの診査項目

1）Plaque index（PlI ; Silness & Löe）8）

2）Bleeding on probing（BOP ; Ainamo & Bay）9）

3）Gingival index（GI ; Löe & Silness）10）

4）Gingival crevicular fluid（GCF）量

Periopaper（Proflow, Amityville, NY, USA）を歯肉辺

縁に 30秒間置き，Periotoron 6000（Harco Electronics, Win-

nipeg, Canada）を用いて測定した．

5）PPD

Williams プローブ（Hu-Friedy, Chicago, IL, USA）を

用いて 6点法の診査を行なった．

6．細菌検査項目

被験歯の歯周ポケットの最深部にペーパーポイントを

挿入し，ペーパーポイントの先端を歯周ポケット底に到

達させた状態で 10秒間置いた．この操作を 2回繰り返

した．検体は，リアルタイム PCR法11）による歯周病関

連菌検査（ビー・エム・エル，東京）により以下の 1）

～3）を測定した．

1）総細菌数

2）総歯周病原性細菌数

Actinobacillus actinomycetemcomitans（A.a.），Prevotella

intermedia（P.i.），

Porphyromonas gingivalis（P.g.）および Tannerella for-

sythensis（T.f .）の総数．

3）各歯周病原性細菌数

A.a., P.i., P.g., T.f . それぞれの数．

7．実験スケジュール（Fig 1）

ベースライン（BL）時から，指定した歯ブラシを使

用し，4週（4 w）時にルートプレーニングを行なっ

た．そしてルートプレーニング後 4週（RP 4 w）時まで

観察を行った．歯周病の臨床的パラメーターの診査およ

び細菌検査は BL 時，4 w時のルートプレーニング前，

および RP 4 w時に行った．実験期間中は，歯ブラシお

よび被験者の歯肉の状態を 1週間ごとに確認した．

─────────────────────────────
§別刷請求先：谷田部一大，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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BL 4w, Root planing

Toothbrushing

RP4w

8．統計学的分析

PlI, BOPおよび GI は χ 2検定，GCF, PPD，細菌数の

群間の比較は Mann-Whitneyの U 検定，経時的変化の

比較には paired Student’s-t 検定を用いた．

結 果

1．歯周病の臨床的パラメーターの推移（Table 1）

全ての項目について BL 時における実験群と対照群の

値に有意差はなかった．

1）PlI

両群とも経時的に改善傾向がみられた．RP 4 w時の

比較では，実験群は対照群と比較して有意に低かった

（P＜0.05）．

2）BOP

両群とも経時的に改善傾向がみられたが，両群間に有

意な差はみられなかった．

3）GI

両群とも経時的に改善傾向がみられたが，両群間に有

意な差はみられなかった．

4）GCF 量

両群とも 4 w時および RP 4 w時において BL 時より

減少していた．4 w時および RP 4 w時では，実験群は

対照群と比較して有意に低かった（P＜0.05）．

5）PPD

両群とも経時的な変化はみられなかった．両群間の比

較でも有意差はみられなかった．

2．細菌学的検査の推移（Table 2, Fig 2）

全ての項目について BL 時における実験群と対照群の

値に有意差はなかった．

1）総細菌数

Table 2に示す通り，実験群においては経時的に減少

傾向がみられた．これに対して，対照群では BL 時と 4

w 時の間では減少したが，RP 4 w時は，4 w 時の 2.96

×107 copiesから，4.28×107 copiesに増加した．両群間

の比較では有意差は認められなかった．

2）総歯周病原性細菌数

両群とも 4 w 時では減少したが，RP 4 w時では 4 w

時に比べて増加傾向を示した．両群間の比較では有意差

は認められなかった（Table 2）．

3）各歯周病原性細菌数

Fig 2に，各群における各歯周病原性細菌が検出され

た被験者数および細菌数を示した．各歯周病原性細菌が

検出された被験者数は，A.a . については実験群におい

て，経時的に増加していた．対照群では BL 時に比べて

RP 4 w時で増加していた．P.i . は，両群ともに RP 4 w

時で，BL 時に比べて減少していた．P.g . は，実験群で

は経時的な変化はみられなかったが，対照群では BL 時

に比べて RP 4 w時で減少した．T.f . は，両群ともに BL

時に比べて RP 4 w時で減少を示した．検出された各歯

周病原性細菌数を比較すると，A.a . は実験群において

は経時的に増加し，対照群においては経時的に減少した

（Table 2）．P.i . は，両群の RP 4 w時で，BL 時に比べ

て減少していた．P.g. は，実験群では BL 時に比べて，

4 w 時で減少したが，RP 4 w時での実験群と対照群の

細菌数は近似した値になった．T.f . は，両群とも BL 時

Fig 1 Schedule of the experiment. BL, Baseline ; 4 w,
4 weeks after baseline ; RP 4 w, 4 weeks afterroot plan-
ing. Screening, toothbrushing instruction and removal of
supragingival calculus were done before BL.

Table 1 Clinical parameters of sampled sites at different time points. Values are means±SD. *There were significant dif-
ferences between the control and the test group（P＜0.05）．

PlI BOP（％） GI GCF（µ l） PPD（mm）

Control group
（n＝22）

BL
4 w

RP 4 w

0.64±0.25
0.40±0.20
0.31±0.26

69.30±26.70
32.95±22.34
25.00±13.40

1.52±0.27
1.34±0.27
1.11±0.36

0.16±0.07
0.09±0.03
0.09±0.03

3.95±0.78
3.83±0.80
3.35±0.71

Test group
（n＝22）

BL
4 w

RP 4 w

0.72±0.31
0.30±0.25
0.14±0.20

70.45±21.32
28.42±23.42
19.32±13.21

1.57±0.25
1.26±0.26
1.01±0.31

0.16±0.09
0.07±0.03
0.07±0.03

4.23±1.10
4.08±1.09
3.63±0.94

*
*

*
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)22=n( puorg tseT)22=n( puorg lortnoC

106 6 < 107

105 5 < 106

104 4 < 105

103 3 < 104

(copies)A.a.
4  5    BL     4  4  3

4  5    4w     5  4  3  3

4  4  4  RP4w  5  4  4  3  3

P.i.
3  3  3  4  4  4  5  5  5  5    BL     5  5  5  4  4  3  3  3  3

3  3  3  4  5  5  5  5  5  5    4w     5  5  5  4  4  3  3  3  3

3  3  3  4  5  5  RP4w  5  4  4  3  3  3

P.g.
3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6     BL    6  6  6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3

3  3  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  6     4w    6  6  6  6  6  6  5  5  4  4  4  4  3  3

3  3  3  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  RP4w  6  6  6  6  6  5  5  5  4  4  3  3  3  3

T.f.
3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5     BL    6  6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4

3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4w    5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3

3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  RP4w  6  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  3  3

に比べて 4 w時で減少を示したが，RP 4 w時では増加

した．この増加量は対照群の方が大きかった．

考 察

歯周治療におけるルートプレーニングは，国内では通

常 3分の 1顎ごとに分割して行なわれており，欧米でも

3分の 1ないし 2分の 1顎ごとに分割されて行なわれる

ことが多い．ブロック毎に分割して，ルートプレーニン

グを行なう方法では，すでに除菌された根面が，ルート

プレーニング前の歯周ポケット内の細菌によって再感染

を起こす可能性が懸念される．

これに対して，Quirynenらは 1回の治療で全顎のル

ートプレーニングを行なうフルマウスディスインフェク

ション（full-mouth disinfection ; FMD）を提唱してい

る2）．この方法では，合わせて抗生剤の全身投与を行う

ことにより，再感染のリスクがコントロールされるとさ

れているが，一度の治療に要するチェアタイムが長く，

患者や術者への負担が大きい．また，術後に菌血症様の

症状を呈し発熱を生じるなどの問題点があるため，現在

に至るまで広く普及してはいない．我々は，未処置のブ

ロックからの再感染を抑制する手段として，超音波歯ブ

ラシに注目した．

In vitro の実験において，エナメル質表面の Streptococ-

cus mutans のバイオフィルムおよび不溶性グルカンが，

超音波歯ブラシにより切断されたことが報告されてい

る3）．また，ルートプレーニング後に歯肉縁下の細菌数

Table 2 The number of bacteria. Values are means. There were no significant differences between the control and the test
group.

Total bacteria
Total

periodontopathic
bacteria

A.a. P.i. P.g. T.f.

Control group
（n＝22）

BL
4 w

RP 4 w

5.51×107

2.96×107

4.28×107

1.13×106

8.69×105

8.98×105

7.77×103

5.77×103

4.17×103

6.02×104

7.12×104

5.56×104

7.45×105

6.88×105

5.62×105

3.12×105

1.04×105

2.77×105

Test group
（n＝22）

BL
4 w

RP 4 w

4.98×107

3.53×107

2.86×107

1.25×106

5.25×105

8.97×105

4.25×103

6.18×103

6.55×103

4.19×104

3.98×104

1.78×104

8.84×105

3.56×105

5.63×105

3.21×105

1.51×105

1.83×105

（copies）

Fig 2 Frequency of detection of the periodontopathic bacteria for the test and the control group at
different time points. Each number represents one positive sample. Numbers 3−6 indicate the order
of bacteria（i.e., 3 : 103−104 copies）. Data-presentation is adapted from Mombelliet al 12）．
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が減少したという報告がある4−6）．しかし，ルートプレ

ーニング後の再感染を想定して，歯周ポケット内の総細

菌数および歯周病原性細菌（A.a. , P.g. , P.i. , T.f .）の変

化を調べた研究はない．

本研究における超音波歯ブラシの使用期間は 8週間で

あった．ルートプレーニング前より，超音波歯ブラシを

用い，ルートプレーニング後 4週目に改めて診査を行っ

ている．Zimmerらは超音波歯ブラシと手用歯ブラシを

8週間比較して，中等度および軽度の歯周炎患者のプラ

ーク除去および歯肉炎の指数を改善する効果が超音波歯

ブラシにおいて高かったと報告している13）．また，

Terezhalmyらは音波歯ブラシの 6か月間の適用で，手

用歯ブラシと比較してプラークの付着および歯肉炎が抑

制されたとしている14）．本研究では GCF量に関しては

実験群と対照群との間に有意な差がみられたのに対し

て，GI,BOP値は有意な差が認められなかったが，これ

は GI,BOPを改善させるためには実験期間が十分でなか

ったことによるものと考えられた．なお，BOPおよび

GI には経時的な改善が観察された．これらの事実はプ

ラーク除去および歯肉炎に対する超音波歯ブラシの有効

性を示している．

本研究での BL 時の PlI の平均値は，実験群で 0.72，

対照群で 0.64であり，それぞれにおいて経時的な減少

が認められた．また，RP 4 w時の群間の比較では，実

験群 0.14±0.20に対して対照群 0.31±0.26で有意差がみ

られた（P＜0.05）．

GCF量については，4 w時および RP 4 w時では実験

群は対照群と比較して有意に少なかった（P＜0.05）．GCF

量の減少は，260 Hzの音波歯ブラシを用いた O’Beirne

ら15）の研究によっても観察されている．本実験では，GCF

量の減少は，歯周ポケット内の細菌数の減少と関係して

いるものと考えられる．総細菌数は実験群において経時

的に減少した．また，BL 時に比べて 4 w時，RP 4 w時

ともに減少した．この結果から歯周ポケット内の細菌数

の減少に超音波歯ブラシ，手用歯ブラシともに有効に作

用したと考えられる．また，4 w時に比べて RP 4 w時

に実験群で総細菌数が減少し，対照群で増加していたこ

とについては，歯周ポケットの再感染の抑制に手用歯ブ

ラシよりも超音波歯ブラシがより有効に作用した可能性

が考えられる．一方，総歯周病原性細菌数は，両群とも

に 4 w時に減少したが，RP 4 w時に増加する傾向がみ

られた．各群の総細菌数および総歯周病原性細菌数は，

必ずしも経時的に一定の傾向を示さなかった．このこと

は，嫌気性菌である歯周病原性細菌が，歯周ポケットの

深部に多く存在することが影響しているものと考えられ

た．ポケット内の総細菌数は，両群ともに BL 時と RP

4 w 時の比較では，20％ 程度の減少に過ぎなかった

が，歯肉縁上のプラークの付着を表す PlI は 48～81％

の改善傾向を示した．すなわち本実験では，超音波歯ブ

ラシは，歯肉縁上のプラーク除去作用が高いという傾向

がみられた．

A.a . については，A.a . が検出された部位と細菌数が

少なかったため，今回の結果から考察することは難しい

が，A.a . が他の歯周病原性細菌と比較して実験群で減

少する傾向がみられなかったのは，歯周治療後も迅速に

周囲の組織に定着する A.a . 特有の組織侵入能による可

能性が考えられる．通常，A.a . を抑制するためには，

外科的なデブライドメントに抗菌療法を合わせて行うこ

とが推奨されている16, 17）．他の菌種，P.i. , P.g. , T.f . につ

いては，両群ともに BL 時と RP 4 w時の比較では，RP

4 w時の細菌数の方が少なかった．

細菌検査の方法には培養法や DNA プローブ法などが

ある．本実験ではリアルタイム PCR法を用いた．リア

ルタイム PCR法は，検出感度が高く，細菌を定量的に

扱えるという長所がある．本実験においても同一の患者

の同一のポケットから検出された菌種には，実験期間中

を通してほぼ再現性が確認された．歯周治療後の歯周病

原性細菌数の動態をリアルタイム PCR法で検査した報

告18, 19）からも，細菌検査に用いた際の有用性は証明され

ている．

本実験では被験者数 11人，実験期間を 8週間とした

が，より多くの被験者を用いて実験期間をより長期に設

定することによって，より明瞭な結果が得られた可能性

があるものと考える．

結 論

ルートプレーニング後の再感染の予防に超音波歯ブラ

シの使用が有効である可能性が示唆された．

本論文の要旨は，第 48回春季日本歯周病学会学術大会
（長崎市）において発表した．
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Introduction

Salivary gland tumors (SGTs) show a markedly var-

ied and complex histopathology. The global annual in-
cidence of salivary gland tumors as a whole is consid-
ered to be between 0.4 and 13.5 cases per 100,000

Clinicopathological Study of Epithelial Salivary Gland Neoplasms :
Retrospective Review of 156 Cases

Patricia GONZÁLEZ-ALVA§, Akio TANAKA, Keiko OHBA,
Dai YOSHIZAWA, Shigeru ITO and Kaoru KUSAMA

Division of Pathology, Department ofDiagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : We retrospectively reviewed a series of 156 benign and malignant salivary gland tumors of epithelial origin,
encountered over a period of 34 years at the Division of Pathology, Department of Diagnostic& Therapeutic Sciences,
Meikai University School of Dentistry. Hematoxylin-eosin-stained slides were examined in all cases and re-evaluated based
on the new 2005 WHO Classification of Head and Neck Tumors. Clinical history was also taken into consideration in all
cases. Benign tumors accounted for 115 cases (73.7%) and malignant tumors for 41 cases (26.3%). Among the 156 cases,
69 (44.2%) were male and 87 (55.8%) were female ; the male to female ratio was 1 : 1.28. The mean age of the patients as
a whole at the time of diagnosis was 49.8 years. The mean age of patients with benign tumors was 47.5 years, and that of
patients with malignant tumors was 57.7 years. With regard totumor location, minor salivary glands were most affected
(62.2%), followed by the parotid gland (16.7%), the submandibular gland (14.1%) and the sublingual gland (7.0%). The
most common tumor overall was pleomorphic adenoma and italso accounted for 77.4% of benign tumors, followed by
myoepithelioma and Warthin tumor. Among malignant tumors, adenoid cystic carcinoma was the most common, followed
by mucoepidermoid carcinoma.

Key words : salivary glands tumors, clinicopathological study, epithelial tumor

上皮性唾液腺腫瘍の臨床病理学的検討：
156例の検討

Patricia GONZÁLEZ-ALVA§ 田中 章夫 大場 恵子
吉澤 大 伊藤 茂 草間 薫

明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

要旨：本研究では明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野において 34年間で取扱った良悪性の上皮性唾液腺腫
瘍について臨床病理学的に検討を行った．該当症例は 156例であり，全例の H-E染色標本について 2005年 WHOの唾液
腺腫瘍の新分類に従って見直しを行った．発現頻度は良性腫瘍 115例（73.7%），悪性腫瘍 41例（26.3%）であった．156

例中，性別では男性 69例（44.2%），女性 87例（55.8%）で男女比は 1：1.28であった．患者の平均年齢は 49.8歳であっ
た．良悪性別では良性腫瘍 47.5歳，悪性腫瘍 57.7歳であった．発生部位では，小唾液腺（62.2%）が最も多く，次いで
耳下腺（16.7%），顎下腺（14.1%），舌下腺 11例（7.0%）の順であった．病理組織学的診断では，多形性腺腫が最も多
く，良性腫瘍の 77.4％を占め，次いで筋上皮腫は，Warthin腫瘍の順であった．悪性腫瘍では，腺様餒胞癌が最多で，次
に粘表皮癌であった．

索引用語：唾液腺腫瘍，臨床病理学的検討，上皮性腫瘍
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population1). The frequency of malignant salivary neo-
plasms ranges from 0.4 to 2.6 cases per 100,000
population1). Whenone considers that there are almost
40 different types of epithelial tumors named in the
latest WHO Classification of Head and Neck Tumors
2005, it is evident that some tumors are extremely
rare, and may be the subject of only a few case re-
ports2−3). Several studies have documented series of
SGTs from around the world2−7). These reports re-
vealed differences in the frequency of particular histo-
logical types and how minor salivary glands are in-
volved, suggesting that there are racial and geographic
variations in both the frequency and distribution of
salivary gland neoplasms5−7). Epidemiological data
from different populations around the world are
needed in order to achieve a better understanding of
the biological and clinical behavior of salivary gland
tumors. In this study, we tried to determine the fre-
quency and location of benign and malignant SGTs at
Meikai University School of Dentistry, taking into
consideration age, gender and clinical history, and to
provide data for evaluation with other epidemiological
studies in different locations worldwide.

Materials and Methods

One hundred and fifty-six cases of benign and ma-
lignant SGTs of epithelial origin encountered at the
Division of Pathology, Department of Diagnostic &
Therapeutic Sciences, Meikai University School of
Dentistry, between 1972 and 2006 were retrospec-
tively studied. Hematoxylin and eosin slides were ex-
amined, and histological diagnosis was re-evaluated
based on the 2005 WHO Classification of Head and
Neck Tumors1). Clinical history was also taken in con-
sideration ; age, sex, date of referral and first appoint-
ment were obtained from the pathological records.

Results

1. General overview
A total of 156 neoplasm of the major and minor

salivary glands were checked, of which 115 (73.7%)
were benign and 41 (26.3%) were malignant. The be-
nign to malignant ratio was 2.8 : 1 (Table 1).
2. Age and gender distribution

Among the 156 cases, 69 (44.2%) were male and
87 (55.8%) were female ; the overall male to female
ratio was 1 : 1.28. The patients ranged in age from 9
to 96 years, with a median age at the time of diagno-
sis of 49.8 years (Table 1). The age of one female pa-
tient was not available. SGTs had a peak of occur-
rence in the sixth decade of life for both benign and
malignant types. The age range for male patients was
12 to 77 years, with a mean of 47.0 years, and the
peak incidence was in the sixth decade of life for both
benign and malignant tumors (Table 1). For female
patients the age range was 9 to 96 years, with a mean
of 51.6 years, and the peak incidence was in the sev-
enth decade of life for benign tumors and the sixth for
malignant tumors (Table 1). Patients with benign tu-
mors ranged in age from 9 to 96 years with a mean of
47.5 years (males 44.3 years and females 50.1 years),
whereas those with malignant tumors ranged in age
from 21 to 82 years with a mean of 56.0 years (males
57.7 years and females 55.0 years) (Table 1).

─────────────────────────────
§Correspondence : Patricia González Alva, Division of Pathology,

Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai Univer-
sity School of Dentistry, Sakado,Saitama 350-0283 Japan. E-mail :
patriciagoa@yahoo.com.mx

Table 1 Age and gender distribution of benign and malignant
tumors.

Decades
Total
(%)

Males Females

Benign Malignant Benign Malignant

0−9
10−19
20−29
30−39
40−49
50−59
60−69
70−79
80−89
90−99
ANS

1
11
16
21
16
36
27
21
5
1
1

0
6
7
8
5

14
8
4
0
0
0

0
0
1
0
2
7
4
3
0
0
0

1
5
7
9
7
7

12
9
4
1
1

0
0
1
4
2
8
3
5
1
0
0

Total(%) 156(100) 52(33.3) 17(10.9) 63(40.4) 24(15.4)

Mean age 49.8 44.3 57.7 50.1 55.0

ANS : age not specified.
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3. Major salivary glands
Fifty-nine cases (37.8%) arose in major salivary

glands (Table 2). The most common site was the pa-
rotid gland (26 cases, 44.1%), followed by the sub-
mandibular gland (22 cases, 37.3%) and the sublingual
gland (11 cases, 18.6%) (Table 3). Benign tumor in
major salivary glands accounted for 64.4% (38 cases)
and 35.6% (21 cases) were malignant tumors (Table
3). Most of the tumors occurring in the parotid gland
and in the submandibular gland were benign, whereas
in the submandibular gland malignant tumors were
more frequent (Table 3). Overall, pleomorphic ade-
noma (PA) was the most common tumor in the major
salivary glands, accounting for 27 (45.8%) out of 59
cases (Table 3). With a slightly female predominance
over males, the male to female ratio was 0.8 : 1. The
parotid gland was the site most often affected (14
cases, 51.9%), followed by the submandibular gland

(12 cases, 44.4%). There was only one case in the
sublingual gland (3.7%) (Table 3). One of the cases
in the parotid gland recurred. The duration of the
symptoms ranged from 5 days to 20 years, and pa-
tients’ age range was 12−84 years. The tumor sizes
ranged from 0.4 to 5.0 cm. There were 6 cases of
Warthin tumor (WT), all in major salivary glands, ac-
counting for 10.2% of this group of glands (Table 3).
Four cases occurred in the parotid gland and two in
the submandibular gland. The patients’ age range was
54−73 years (mean 61.2 years). Five of the WTs oc-
curred in males and only in a female patient. The du-
ration of the symptoms was between 3 months and 9
years. The tumors ranged in size from 1.0 to 8.0 cm
(Table 2). Four cases of myoepithelioma (ME) oc-
curred in major salivary glands, three in the parotid
gland and one in the submandibular gland (Table 3).
All patients were female. The patients’ age range was

Table 2 Clinical data of the salivary glands tumors.

Total(%) Male Female
Mean
age

Major Minor
Duration of
Symptoms

Minumun and
Maximun size

(cm)

Benign Salivary Gland Tumors
Pleomorphic adenoma (PA)
Myoepithelioma (ME)
Warthin’s tumor (WT)
Basal cell adenoma (BCA)
Papillary cystadenoma (PC)
Sialadenoma papilliferum (SP)

Malignant Salivary Gland Tumors
Adenoid cystic carcinoma (ACC)
Mucoepidermoid carcinoma (MC)
Adenocarcinoma not otherwise specified (ACNOS)
Salivary duct carcinoma (SDC)
Carcinoma ex pleomorphic adenoma (CexPA)
Epithelial myoepithelial carcinoma (EMC)
Polymorphous low-grade adenocarcinoma (PLGA)
Acinic cell carcinoma (ACeC)
Carcinosarcoma (CS)
Largecell carcinoma (LCeC)
Mucinous adenocarcinoma (MuAC)
Myopithelial carcinoma (MEC)
Squamous cell carcinoma (SCC)
Unclassified*

89(57.1)
17(10.9)
6(3.8)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)

16(10.3)
6(3.8)
3(1.9)
3(1.9)
2(1.3)
2(1.3)
2(1.3)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)
1(0.6)

41
4
5
1

1

5
3
1
2
2
1

1
1

1

48
13
1

1

11
3
2
1

1
2
1

1
1

1

46.2
48.8
61.2
33
67
52

54.4
53.0
49.0
57.0
64.5
55.0
49.0
77.0
65.0
59.0
89.0
32.0
71.0
71.0

27
4
6
1

11

1
3

1
1
1

1
1
1

62
13

1
1

5
6
2

2
2
2

1

5 days to 20 years
1 months to 12 years
3 months to 9 years

4 months
NG
NG

2 months to 10 years
10 days to 10 years
2 years to 6 years**
7 months to 2 years
3 weeks to 40 years

10 years**
1 months to 1.4 years

1 year
2 months
5 months
9 months
6 months

1 year
14 years after radiation

1.0−8.6
1.0−4.4
1.0−8.0

2.0
0.4−0.4
0.5−0.9

1.1−4.0
1.0−5.0
1.0−1.5
1.5−4.5
5.0**
NG

1.9−1.5
0.3−0.5

5.0
5.0−5.0
2.0−4.0
1.5−1.8

NG
2.0−2.0

Total(%) 156(100) 69(44.2) 87(55.8) 49.8 59(37.8) 97(62.2)

*：Undifferentiated Carcinoma. NG：Data was not given. **：Data was not given in one of the cases.
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9−46 years (mean 32.0 years). The duration of the
symptoms was between 2 and 12 years. The tumors
ranged in size from 2.0 to 4.4 cm. One basal cell ade-
noma (BCA) was reported in the parotid gland of a
33-year-old male (Table 2). The tumor measured 2.0
cm and was diagnosed 4 months after it had first be-
come noticeable (Table 2). The most common malig-
nant tumor in the major salivary glands was adenoid
cystic carcinoma (ACC), accounting for 11 (18.6%)
out of 59 major SGTs ; eight cases arose in the sub-
lingual gland and three in the submandibular gland
(Table 3), and the patients comprised three males and
eight females. The duration of the symptoms ranged
from 2 months to 10 years, and the patients’ age
range was 31−73 years. The tumor sizes ranged was
from 1.1 to 2.5 cm. Three cases (5.0%) were diag-
nosed as salivary duct carcinoma (SDC) (Table 2).
Two cases were present in major salivary glands. One
case occurred in the sublingual gland of a 32-year-old-
woman and was diagnosed 9 months after it had first
become noticeable. The other patient was a 68-year-
old man with a tumor measuring 1.5×1.5 cm in the
sublingual gland, which was diagnosed 7 months after
it had first become noticeable ; the tumor recurred
two years after the first intervention and reached 2.0×

4.5 cm in size. One case fulfilled the WHO criteria for
adenocarcinoma not otherwise specified (ACNOS) of
the major salivary glands (Table 2). This case arose in
the submandibular gland of a 41-year-old woman, and
was diagnosed 4 years after it had first become notice-
able, the tumor’ size was not given (Table 2). One
patient, a 77-year-old-woman, was diagnosed as hav-
ing acinic cell carcinoma (ACeC) of the parotid gland
one year after the patient had first noticed it (Tables
2, 3). The tumor measured 0.3×0.5 cm (Table 2).
One of the cases was diagnosed as carcinosarcoma
(CS) in the sublingual gland of a 65-year-old male
(Table 3). The tumor measured 5 cm, with a two-
month duration of symptoms before diagnosis (Table
2). One of the tumors was considered to be a large
cell carcinoma (LCeC) of the parotid gland in a 59-
year-old female patient ; the duration of the symp-
toms before diagnosis was 5 months, and the tumor
measured 5.0 cm (Tables 2, 3). One case was a
myoepithelial carcinoma (MEC) of the sublingual
gland in a 32-year-old female patient (Table 2). The
tumor measured 1.8×1.5 cm, and was diagnosed 6
months after it had first become noticeable. One case
was a squamous cell carcinoma in the parotid gland of
a 71-year-old male, and was diagnosed one year after

Table 3 Location of the tumors as they occurred in major salivary glands.

Parotid Submandibular Sublingual Total(%)

Benign Salivary Gland Tumors
Pleomorphic adenoma
Myoepithelioma
Warthin’s tumor
Basal cell adenoma, tubulo-trabecular type

Malignant Salivary Gland Tumors
Adenoid cystic carcinoma
Adenocarcinoma not otherwise specified
Salivary duct carcinoma
Acinic cell carcinoma
Carcinosarcoma
Large cell carcinoma
Myoepithelial carcinoma
Squamous cell carcinoma
Unclassified*

14
3
4
1

1

1

1
1

12
1
2

3
1
2

1

1

8

1

1

27
4
6
1

11
1
3
1
1
1
1
1
1

Total(%) 26(44.1) 22(37.3) 11(18.6) 59(100)

*：Undifferentiated Carcinoma.
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it had first become noticeable ; the size of the tumor
was not given (Tables 2, 3). An apparent radiation-
induced tumor appeared in the parotid gland 12 years
after radiation therapy for a diagnosed ACC of the
sublingual gland. The final diagnosis was “undifferen-
tiated carcinoma”. However, this term is not included
in the WHO 2005 classification of tumors.
4. Minor salivary glands

The majority (62.2%) of the tumors occurred in mi-
nor salivary glands (97 cases) (Table 2). The majority
of the tumors in minor salivary glands were benign
79.4% (77 cases) and only 20.6% (20 cases) were ma-
lignant. The most commonly affected site was the pal-
ate ; 77.9% (60 cases) of benign tumors and 75.0%
(15 cases) of malignant tumors occurred in this loca-
tion (Table 4). The most common tumor was PA, ac-
counting for 62 (63.9%) of the 97 tumors in minor
salivary glands (Table 4). PA was more common in
females (33 cases) than in males (29 cases), the pa-
tients’ age range was 12−96 years, and the tumor size
ranged from 0.3 to 5.5 cm. The report duration of the
symptoms was between 1 week and 8 years. Two
cases recurred, both being located in the hard palate.
One of the cases was first diagnosed as PA, and it re-
curred 14 years after the first intervention under a di-
agnosis of myoepithelioma. Myoepithelioma (ME) was
the second most common lesion (13 cases, 13.4%)

(Table 4), 9 cases were female and 4 male ; the pa-
tients’ age range was 16−76 years. Twelve cases oc-
curred in the palatal mucosa and one in the buccal
mucosa (Table 4). The tumors ranged in size from 1.0
to 4.0 cm, and symptoms lasted for between 1 week
and 8 years. Other neoplasms reported were papillary
cystadenoma (PC) in a 67-year-old female and
sialadenoma papilliferum (SP) in a 52-year-old male,
both in the retromolar area (Tables 2, 4). The most
frequent malignancy found in minor salivary glands
was mucoepidermoid carcinoma (MC) (Table 4), of
which there were 6 cases accounting for 14.6% of all
malignant tumors. Three cases of MC occurred in the
hard palate, 2 in the buccal mucosa and one in the
retromolar area. The tumors ranged in size from 1.0 to
5.0 cm (Table 2). The report duration of the symp-
toms ranged from 10 days to 10 years, and the pa-
tients comprised 3 females and 3 males with an age
range of 21 to 66 years (Table 2). The next most
common malignant tumor was ACC, of which there
were 5 cases, all occurring in the hard palate (Table
4). The report duration of the symptoms ranged from
6 months to 3 years. Two of the patients were male
and 3 were female, with an age range of 30−58 years.
The tumors ranged in size from 1.0 to 5.0 cm. Two
cases occurring in the minor salivary glands fulfilled
the WHO criteria for ACNOS (Table 2). Both arose

Table 4 Location of the tumors as they occurred in minor salivary glands.

Hard
palate

H/S
palate

Soft
palate

Buccal
mucosa

Lip
mucosa

Retro
molar area

Total(%)

Benign Salivary Gland Tumors
Pleomorphic adenoma
Myoepithelioma
Papillary cystadenoma
Sialadenoma papilliferum

Malignant Salivary Gland Tumors
Adenoid cystic carcinoma
Mucoepidermoid carcinoma
Polymorphous low-grade adenocarcinoma
Adenocarcinoma not otherwise specified
Carcinoma ex pleomorphic adenoma
Epithelial myopepithelial carcinoma
Mucinous adenocarcinoma

30
7

5
3
2
1
1
1

10
3

1

1

8
2

5
1

2

1

8

1

1

1
1

1

62
13
1
1

5
6
2
2
2
2
1

Total(%) 50(51.5) 15(15.5) 10(10.3) 9(9.3) 9(9.3) 4(4.1) 97(100)
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in the palatal mucosa, and one patient was male and
the other female ; both patients were 53 years old,
and the duration of the symptoms was between 2 and
6 years. Carcinoma ex pleomorphic adenoma (CexPA)
was found only in minor salivary glands (Table 2),
and occurred in the hard palate and the buccal mucosa
of two male patients aged 52 and 77 years (Tables 2,
4), respectively. The duration of the symptoms was
between 3 weeks and 40 years (Table 2). The tumor
size was not available in one case, the other one
measured 5.0 cm in diameter (Table 2). Two cases
were considered to be epithelial myoepithelial carci-
noma (EMC) following the new WHO 2005 classifi-
cation (Table 2), one in a 47-year-old male and the
other in a 63-year-old female, whose lesions occurred
in the palatal mucosa (Tables 2, 4). One case was di-
agnosed 10 years after the patient had noticed it ; the
rest of the clinical information was not given (Table
2). Two cases were polymorphous low-grade adeno-
carcinoma (PLGA) ; both lesions occurring in the
hard palate of female patients aged 27 and 77 years
(Tables 2, 4). The duration of the symptoms was be-
tween 1 and 16 months and the tumors range in size
from 1.9 to 1.5 cm (Table 2). One case was a muci-
nous adenocarcinoma (MuAC) in the upper lip of an
82-year-old female (Tables 2, 4). The tumor size was
2.0×4.0 cm, and it was diagnosed 9 months after the
patient had first noticed it (Table 2).

Discussion

The majority of the tumors in the present series
were benign (73.7%), in both the major and minor
salivary glands, which is within the range of 54 to
79% in series reported previously from various coun-
tries8−10), including Japan7), Australia11), Brazil12−14),
Venezuela6) and Israel15). In contrast, Poomsawatet al 4)

reported 60 cases in a Thai population, of which
68.3% were malignant. In a series involving major
cancer referral centers by Lopeset al 16), 65.3% of the
cases were malignant. In the present study of cases
encountered at Meikai University Hospital, the major-
ity (97 cases) of the tumors were located in minor
salivary glands (62.2%), the palate being the most
common site (75 cases, 48.0%), followed by the pa-

rotid gland (26 cases, 16.7%), the submandibular
gland (22 cases, 14.1%) and the sublingual gland (11
cases, 7.0%). The presentresults are consistent with
the low prevalence of cases or even lack of tumors in
the sublingual gland already reported in other se-
ries10, 14, 15). However they are in contrast to large series
that indicate the parotid gland as being the most fre-
quently affected site8−10), probably because the clinic
focuses on dental treatment. Most parotid and subman-
dibular tumors in this study were benign, while most
of the sublingual tumors were malignant, and this
agrees with the international literature. Even more the
proportion of benign tumors among minor salivary
glands was higher than those reported previously.
These results are different from those of Itoet al 13),
who found that 62.8% of minor SGTs were malignant.
In addition, Jansisyanontet al 17), Jones et al 18), van
Heerden and Raubenheimer19), Jaber20), and Spiro10) re-
ported a high proportion of malignant tumors in minor
salivary glands. These series were from major cancer
referral centers. The proportion of malignant and be-
nign tumors could have resulted from the specialized
field of treatment at each institution. A higher propor-
tion of SGTs has been consistently reported in fe-
males4−7, 12, 21−23), although Masanjaet al 24) in Africa
(male to female ratio, 1.5 : 1), Ma’aitaet al 25) in a Jor-
danian population (male to female ratio, 1.6 : 1), and
Frade Gonzalezet al 22) in Spain found a higher fre-
quency in male patients (58.7%). In the present study,
a slightly higher proportion of cases was found in fe-
males. Moreover, benign and malignant tumors were
both more predominant in females. A number of series
have reported that the peak incidence of benign tu-
mors is a decade later in men than in women5, 8), al-
though Rivera-Bastidaset al 6) have suggested other-
wise. In the present study, the peak incidence was in
the sixth decade of life for both benign and malignant
tumors. There was no difference between the peak in-
cidence of benign and malignant tumors. We found a
difference in age at the time of diagnosis between pa-
tients with benign tumors (mean age 47.5 years) and
those with malignant tumors (mean age 56.1 years).
This general distribution by age at the time of diagno-
sis is similar to most studies5, 6, 8, 11, 19, 21, 26, 27). It showed
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that malignant tumors occurred later in life.
PA is a tumor distinguished by its diverse micro-

scopic pattern and characterized by architectural rather
than cellular pleomorphism. The essential components
are the capsule, epithelial and myopithelial cells, and
mesenchymal or stromal elements1). In most studies,
PA has constituted the majority of intraoral SGTs,
ranging from 48% to 70%. While some studies have
suggested that a high frequency of PA was the result
of a higher number of black patients6, 27−29), studies in
Japanese populations also showed a high occurrence
of PA5, 7). In this series, PA was the most common
neoplasm in major and minor salivary glands, account-
ing for 57.1% of all tumors ; the majority of the cases
arose in minor salivary glands. Other studies indicated
that the major salivary glands were more affected than
the minor salivary glands9, 13, 29−31). Our figures could
have been due to the fact that Meikai University Hos-
pital specializes in dentistry. The peak incidence was
in the fourth decade of life. In African patients, this
lesion reportedly had a lower peak of occurrence in
the second decade of life31). In our series, PAs showed
predominance in females over males, which was con-
sistent with previous reports6, 7, 32). On the other hand,
studies in Nigeria observed a higher prevalence of this
tumor in males28, 31, 33, 34). Three cases of PAs recurred,
one of them as myoepithelioma. ME was the second
most common tumor in this series (17 out of 156
cases, 10.9%), its incidence being higher than that re-
ported previously4, 7, 13, 14). The frequency of introral
myoepitheliona has not been identified in other se-
ries6, 9, 20, 31, 35, 36). Warthin tumor had a frequency of
3.8% in the present study, and occurred only in the
parotid and submandibular glands. Satkoet al 9) found
a relatively high frequency (9.7%) of this tumor in
Bratislava, Slovakia. Only one case of SP was found,
representing 0.6% of all tumors in this study. A rela-
tively high frequency (5.0%) of SP has been reported
in Venezuela6). Overall, 41 SGTs in this series were
malignant, ACC (39.0%), MEC (14.6%), ACNOS
(7.3%) and SDC (7.3%) being the most common tu-
mors. These finding are similar to those reported pre-
viously5, 12, 23, 27, 29, 37). MC occurred only in minor sali-
vary glands and was the most common malignant neo-

plasm for this particular group of glands. Some other
studies have reported that MC is the most frequent
malignant neoplasm6, 7, 25).

PLGA was not recognized as an entity before 1984.
A relatively high incidence of this tumor, ranging
from 8.4% to 15.7%, has been reported19, 36). In despite
of this and even after 1984, some authors have re-
ported only a small number of cases of PLGA6, 38).
Poomsawatet al 4) found only one case of PLGA in
their series from a Thai population ; in addition, some
studies conducted in Japan did not report a single
case5, 7, 37). In the present study only two cases of
PLGA were found, both in minor salivary glands of
the palate, and accounting for 1.3% of all tumors.
These results suggest that PLGA is a rare tumor
among Asian populations. EMC is considered to be an
adenocarcinoma with a low potential for malignancy,
the parotid gland being the most frequent site of oc-
currence39). Reports of this lesion in the minor glands
are uncommon6, 39) ; two cases of EMC were found in
this study, and only in minor salivary glands. CexPA
accounted for 4.9% of all malignant tumors in this se-
ries and affected only minor salivary glands. Vargaset

al 14) found a frequency of 12% among malignant tu-
mors in a Brazilian population, and their cases oc-
curred exclusively in the parotid gland. SDC is an ag-
gressive adenocarcinoma, uncommon but not rare, and
representing 9% of salivary malignancies1). The pa-
rotid gland is the most commonly involved site1). In
this series neither of the cases of SDC affected the pa-
rotid gland. Only one case occurred in the sublingual
gland of a 32-year-old woman, and the other in the
submandibular gland of a 68-year-old man, recurring
two years after the first intervention. SDC accounted
for the 7.3% of all malignancies in this series. Yihet

al 36) reported a high frequency of canalicular adenoma
in salivary gland tumors (25 of 119 cases, 21.0%).
Some of their cases were multifocal, and they sug-
gested that this feature together with poor develop-
ment could be misconstrued as adenocarcinoma. Our
results are similar to those of Loyolaet al 38) and
Kusamaet al 7) ; we did not identify any cases of ca-
nalicular adenoma in this series. Clues to the etiology
of SGT are few and often misleading40). However, ex-
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posure to radiation is one of the most well-established
risk factors of salivary gland cancer41). An increasing
incidence of salivary gland cancer has been linked to
therapeutic radiation41−43). In the present study, one case
was considered to be a radiation-induced tumor, and
was diagnosed as “undifferentiated carcinoma” due to
its lack of distinguishable light-microscopic features. It
appeared long after radiation therapy for ACC. This
name was excluded from the formal WHO 2005 Clas-
sification of Head and Neck Tumors, and as the tumor
does not have the characteristics of any salivary gland
tumor in the new classification, it is considered to be
an unclassified tumor. Carcinosarcoma is a malignant
tumor composed of a mixture of both carcinomatous
and sarcomatous elements, and is extremely rare.
Two-thirds of the cases have arisen in the parotid
gland1). One of the present cases was re-diagnosed as
carcinosarcoma according to the WHO 2005 classifi-
cation, and arose in the sublingual gland. Acinic cell
carcinoma, large cell carcinoma, myoepithelial carci-
noma, squamous cell carcinoma and basal cell ade-
noma occurred in one patient each and affected the
major salivary glands. In addition, one case of muci-
nous adenocarcinoma occurred in the upper lip.

Conclusions

The present study showed similarities and discrep-
ancies in comparison with previous reports. However,
this provides an opportunity to compare results else-
where. One of the most notable discrepancies was the
relatively high incidence of myoepithelioma. Most of
the tumors in minor salivary glands were benign and
their occurrence in this study was higher than those
reported previously. Three cases of pleomorphic ade-
noma recurred, one of them as myoepithelima ; even
benign neoplasms, especially pleomorphic adenoma,
require careful surgical management and follow-up.
An appropriate evaluation over a long period of time
is mandatory in order to accumulate information and
provide a better prognosis. Even with the ethnic and
geographic variations reported ; the presence or lack
of certain salivary gland tumors could be the result of
environmental risk factors and diet variation, together
with gene-environment and gene-gene interactions for

each ethnic group.

The authors thank Prof Jun Shimada and Prof Hideaki Saka-
shita, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department
of Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University
School of Dentistry, for providing the patients’ clinical data.
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開眼・閉眼およびスプリント装着が重心動揺に及ぼす影響について

岡本 和彦§ 猪野 照夫 鈴木めぐみ 山本 裕信
曽根 峰世 中里 浩之 岩瀬 直樹 清水栄太郎
佐藤 剛 川島 泰三 三鬼 隆利 大川 周治

藤澤 政紀
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

要旨：本研究は，開眼・閉眼およびスプリント装着が重心動揺に及ぼす影響について明らかにすることを目的とする．
健常有歯顎者 5名について，視覚的因子および下顎位との関連について検討するため，開眼・閉眼時における咬頭嵌合
位とスプリント装着の重心動揺を測定した．また，スプリント装着時間に関しては，スプリント装着直後，5分経過後，
および 10分経過後とした．重心動揺の測定には，単位軌跡長と外周面積について重心動揺解析装置を用いて行った．
その結果，重心動揺の単位軌跡長では，開眼・閉眼の因子において有意差が認められた．一方，閉眼時における咬頭嵌
合位とスプリント装着直後間に有意差が認められた．
これらのことから，咬合が安定している健常有歯顎者を対象とした場合，視覚的因子である開眼・閉眼は，スプリント
装着に比較して重心動揺に大きく影響を及ぼすことが示唆された．

索引用語：重心動揺，スプリント，開眼・閉眼

Effect of Open Lid・Closed Lid and Wearing of Splint
on Gravity Fluctuation

Kazuhiko OKAMOTO§, Teruo INO, Megumi SUZUKI,
Hironobu YAMAMOTO, Mineyo SONE, Hiroyuki NAKAZATO,

Naoki IWASE, Eitarou SHIMIZU, Goh SATOH, Taizo KAWASHIMA,
Takatoshi MIKI, Shuji OHKAWA and Masanori FUJISAWA

Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : The purpose of this study was to clarify the factors associated with the regulation of gravity fluctuation in

terms of the open/closed lid and wearing of an occlusal splint.

The gravity fluctuation was recorded under the condition of wearing, in the intercuspal position, a splint with open and

closed lid alternatively in 5 healthy subjects. In addition, changes in gravity fluctuation over a 10-min period after splint

application were also investigated. Parameters examined inthis study were the path length and spontaneous postural sway

envelope of gravity fluctuation as measured bya gravity fluctuation-analyzing system.

The results showed that the path length of gravity fluctuation was improved significantly under the open-lid condition

than under the closed-lid one（p＜0.05 ; Tukey-Kramer method）．The path length of gravity fluctuation immediately after

setting the splint in the intercuspal position was also improved significantly compared with that without the splint（p

＜0.05 ; Tukey-Kramer method）．
The results of this study suggest that the visual factor of theopen lid is one of the intrinsic factors for regulation of the

gravity fluctuation in comparison with the occlusal splint in healthy subjects having normal occlusion.

Key words : gravity fluctuation, splints, open lid・closed lid
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口腔系機能が円滑に営まれるためには，顎口腔系を構

成する器官の調和が重要である．なかでも，下顎位を担

う顎関節は，骨，神経，筋，血管で構成されており，隣

接器官として内耳迷路が存在しているため，咬合や下顎

位の調和が崩れ下顎頭と関節円板との位置関係に偏位が

生じ負荷が関節窩壁に加わることは，全身姿勢の平衡性

に影響を及ぼすことが報告されている1−3）．そのため，

下顎位を反映する指標として全身姿勢における重心動揺

について着目し，健常有歯顎者や顎関節症患者を対象と

して重心動揺軌跡と下顎位の安定性との関係に関する検

討が行われ，咬合接触状態と下顎位は重心動揺に影響を

及ぼすことが報告されている1−7）．一方，視覚による重

心動揺調節が知られているものの視覚的因子と下顎位と

の関係について比較検討を行った報告はない．

そこで本研究では，重心動揺に影響を及ぼす因子のう

ち視覚的因子と下顎位との関係について検討することを

目的として，個性正常咬合を有する健常有歯顎者に対し

て，開眼・閉眼およびスプリント装着の有無と装着時間

が重心動揺に及ぼす影響について検討を行った．

材料と方法

1．被験者

被験者は，実験内容の説明を十分に受けた後，同意が

得られ，歯の欠損がなく，顎口腔系に自覚的，他覚的に

異常を認めない個性正常咬合を有し，耳鼻科的，眼科的

疾患の既往がなく，全身的にも健常な教職員 5名（男性

4名，女性 1名，平均年齢 32歳）を選択した．なお，

実験に先立ち，明海大学歯学部倫理委員会に承認（承認

番号 A 0608）を受けて行った．

2．スプリントの作製

通法に従い印象採得を行い，上下顎歯列模型作製後，

咬頭嵌合位にてアルコン型半調節性咬合器（Denar Mark

蠡，Denar, Anaheim, CA, USA）へ付着した．スプリン

トは上顎に装着するように設定し，切歯指導ピンを 2.0

挙上した状態において即時重合レジン（テンプロン，ジ

ーシー，東京）を用い，上顎歯列模型上にて作製した．

スプリントに付与した咬合接触状態は習慣性閉口位にお

いて下顎歯の騁側咬頭と均等接触するように咬合器上に

て作製後，口腔内にて咬合調整を行った．

3．重心動揺計による測定

重心動揺軌跡の測定には，重心動揺計（グラビコーダ

ー GS-7 D，アニマ，東京）を用いた．測定に際して

は，一定の室内環境において検出台上の足位規定板で閉

足位とし，開眼時においては前方 2 mの位置に目と同

じ高さに設置した指標を注視することを指示した．測定

は，始めに開眼（30秒間）状態で行い，続いてそのま

まの状態で目を閉じるように指示し，閉眼（30秒間）

にて行った．測定条件は，スプリント非装着時において

咬頭嵌合位を指示した．また，スプリント装着時の条件

に関しては，軽いクレンチング状態においてスプリント

装着直後，5分後，10分後について行った．そして，こ

れらの測定を 3回ずつ行い，それぞれの平均値を個人の

測定値とした．

4．統計処理

視覚的因子とスプリント装着との関係について検討す

るため，重心動揺のうち単位軌跡長，外周面積につい

て，開眼・閉眼とスプリント装着の有無および装着時間

を因子とした二元配置分散分析を行い，分散分析 F 値

により有意性が示された場合，Tukey-Kramer法による

多重比較検定を行った．

結 果

1．単位軌跡長

被験者における単位軌跡長を Fig 1に示す．咬頭嵌合

位およびスプリント装着時間にかかわらず開眼は閉眼に

比較して単位軌跡長が有意に小さくなる傾向が認められ

た．また，閉眼時における咬頭嵌合位に比較してスプリ

ント装着直後では有意に小さくなる傾向がみられた．

2．外周面積

被験者における外周面積を Fig 2に示す．開眼は閉眼

─────────────────────────────
§別刷請求先：岡本和彦，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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Fig 1 Change in path length of gravity fluctuation.
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に比較して外周面積が小さくなる傾向がみられたが有意

性は認められなかった．

考 察

頭位の位置安定には頭部，肩部の筋とともに咀嚼筋群

が抗重力筋として関係しているため，咬合のバランスが

不良となった場合には頭位が不安定となる2）．また，顎

関節は解剖学的，発生学的にも平衡機能維持を制御する

内耳迷路が隣接している．そのため，咬合や下顎位の不

調和にともない，下顎頭と関節円板との位置関係に偏位

が生じ関節窩壁に負荷が加わることは，全身姿勢の平衡

性に影響を及ぼす場合もあることが報告されている1）．

さらに，下顎位の安定性は全身姿勢の平衡性に影響を及

ぼす7）ことから，重心動揺について検討することは，下

顎位の安定性を把握する上で意義あることと考えられ

る．そこで，被験者の身体に装置をつけることなく，直

立姿勢に現われる身体の動揺を重心動揺として比較的容

易に計測することのできる重心動揺計を用いて重心動揺

軌跡について検討した．

視覚からの情報が前庭動眼反射に対して影響を与え，

フィードバックによって姿勢が安定化する8）ことや，ス

プリント装着時間やスプリントの厚みが下顎位の安定性

に影響を及ぼす1）ことが報告されており，重心動揺は視

覚的因子や下顎位に影響を受けると考えられた．しかし

ながら，重心動揺の測定にあたり視覚的因子と下顎位と

の関係に関する報告はない．そこで本研究では，視覚的

因子として開眼・閉眼，下顎位の因子としてスプリント

装着の有無および装着時間を条件設定し，重心動揺に影

響を及ぼす因子について検討を行った．

本研究結果では，単位軌跡長において咬頭嵌合位およ

びスプリント装着時間にかかわらず開眼は閉眼に比較し

て有意に小さくなる傾向が認められた．また，閉眼時に

おける咬頭嵌合位に比較してスプリント装着直後では有

意に小さくなる傾向がみられた．

健常有歯顎者においてスプリント装着直後には，重心

動揺面積が小さくなることが報告5）されており，本研究

結果と同様な傾向がみられた．閉眼時においては，視認

性の欠如により開眼時に比較して重心動揺は不安定とな

るものの，スプリント装着により全身姿勢の平衡性が得

られ，そのため，閉眼時におけるスプリント装着直後の

重心動揺が小さく発現したと思われた．しかしながら，

経時的変化をみるとスプリント装着前に戻る傾向がある

ことから，この効果は一時的なものと考えられる．

一方，咬合のアンバランスが疑われたスポーツ選手に

スプリントを装着，重心動揺を測定，分析した研究報告

では，開眼は閉眼に比較して重心移動距離が小さくなる

傾向が認められ，とくに 2.0 mm挙上型スプリント装着

10分後における重心移動距離および外周面積が咬頭嵌

合位に比較して小さくなる傾向がみられた1）ことから，

本研究におけるスプリント装着時間の設定条件は，スプ

リント装着後 10分間における重心動揺を測定すること

とした．

スプリント装着時間が重心動揺に及ぼす影響に関して

は，閉眼時のスプリント装着直後における単位軌跡長で

閉眼時の咬頭嵌合位に比較して小さくなる傾向が認めら

れたものの，他の条件においては傾向が認められなかっ

た．本研究では，スプリント装着時間に関しては，咬頭

嵌合位の安定した健常有歯顎者を対象としているため，

咬合の不調和を有する被験者と比較して，装着したスプ

リントの効果が顕著に発現しなかったものと考えられ

た．また，石上ら4）は，10 mm挙上したスプリントにお

いて装着 5分後より重心動揺の値が減少を示し，とくに

スプリント装着 30分後では重心動揺の減少が最大であ

ることを報告している．本研究のスプリント装着 10分

後までの設定において大きな変化が認められなかった点

については，装着時間に関する設定条件について，さら

なる検討が必要であると思われた．

これらのことから，咬頭嵌合位が安定した健常有歯顎

者における重心動揺軌跡のうち，単位軌跡長は下顎位の

因子であるスプリント装着に比較して開眼・閉眼の視覚

的因子に影響を受けることが示唆された．

結 論

重心動揺に影響を及ぼす因子のなかで視覚的因子と下

顎位との関係を比較した．咬合が安定している健常有歯

Fig 2 Change in spontaneous postural sway envelope of
gravity fluctuation.
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顎者を対象とした場合，視覚的因子である開眼・閉眼

は，スプリント装着より重心動揺の安定に大きく影響を

及ぼすことが示唆された．
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緒 言

補綴臨床において適正な顎間垂直距離を決定すること

は，顎口腔機能を正常に保つ1−6）上で，極めて重要であ

る．従来より，再現性の高い発音位を利用した顎間垂直

距離の決定法が報告されている7−18）が，それらの方法は

調音時間が極めて短く16−19），臨床応用上難点を有してい

るといえる．森本ら20）は日本語母音の内，［i］，［u］持続

全部床義歯装着者における［n］持続発音時の下顎位

大森香都良§ 山本 裕信 栗原 美詠 下川原 忍
屋嘉 智彦 中里 浩之 藤澤 政紀 大川 周治

明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

要旨：我々は上下顎全部床義歯装着後 5か月以上が経過し，予後良好な無歯顎者 5名を対象として，［n］持続発音時に
おける下顎位の安定性および発音開始位の相違（咬頭嵌合位ないし下顎安静位）による影響について，下顎運動計測装置
K 7エバリュエーションシステムを用いて検討した．その結果，発音開始位を咬頭嵌合位とした場合，［n］持続発音の下
顎位は咬頭嵌合位に近接するとともに，各計測ポイントにおける標準偏差が下顎安静位と比較し有意に小さく，安定した
位置を示した．発音開始位を下顎安静位とした場合，［n］持続発音時の下顎位が咬頭嵌合位に近接するグループと，下顎
安静位と同程度の切歯間距離を示すグループとに二分される傾向を示した．

索引用語：持続発音，下顎位，顎間垂直距離，［n］音

Mandibular Positions during Continuous Phonation
of the Sound［n］by Complete Denture Wearers

Katsura OHMORI§, Hironobu YAMAMOTO, Mie KURIHARA,
Shinobu SHIMOKAWARA, Tomohiko YAKA, Hiroyuki NAKAZATO,

Masanori FUJISAWA and Shuji OHKAWA
Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : The stability of the mandibular position during continuous phonation of the sound［n］and the effect of the

starting points（the physiological rest position and the intercuspal position）on it were studied for 5 edentulous subjects who

had worn upper and lower complete dentures for more than 5 months. The mandibular kinesiograph“K 7 Evaluation Sys-

tem”was used for the study. The mandibular position during the continuous phonation of［n］was found to be more stable

and closer to the intercuspal position when started from the intercuspal position than from the physiological rest position. In

addition, the mandibular position during the continuous phonation of this sound fluctuated significantly less at the inter-

cuspal position than at the physiological rest position. The mandibular position during the continuous phonation started

from the physiological rest position could divided into 2 groups ; a）a group in which it was closer to the intercuspal posi-

tion and b）one in which it was close to the physiological rest position.

Key words : continuous phonation, mandibular position occlusal, inter occlusal distance，［n］phonation
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発音時の下顎位は下顎安静位に近く，ほぼ安定した位置

を示すことを報告しているが，下顎安静位に比較すると

安定性に難点を有していた．これに対して，本教室の山

本ら21）は有歯顎者における［ん］（以下［n］）持続発音

時の下顎位を計測した結果，咬頭嵌合位に近接するとと

もに，安定性の高い発音位であることを報告した．しか

し，全部床義歯装着者における［n］持続発音時の下顎位

の動態に関しては明らかにされていない．今回我々は上

下顎全部床義歯装着者における［n］持続発音時の下顎位

の安定性について検討を加えた．

材料と方法

1．被験者

上下顎全部床義歯装着後 5か月以上が経過し，臨床的

に予後良好と判断された無歯顎者である男性 3名，女性

2名計 5名（平均年齢 67.4歳）を選択した．なお，自覚

的発音障害，あるいは聴覚障害のある者は被験者に含ま

れていない．本研究計画については明海大学歯学部倫理

委員会にて承認を受けた（承認番号，A−0603）．

2．被検音および下顎位の記録

被験音は［n］とし，被検音を日常会話時の大きさ，高

さで各 4回，約 4秒間持続発音させた．発音を開始する

下顎位（以下，発音開始位と略す）は咬頭嵌合位ないし

下顎安静位とした．発音時の下顎位は下顎運動計測装置

K 7エバリュエーションシステム（モリタ，大阪）を用

いて記録した（Fig 1）．

下顎運動計測装置を被験者頭部に装着した状態を Fig

2に，計測用マグネットを下顎全部床義歯に設置した状

態を Fig 3に示した．計測用マグネットの設置部位は切

歯点部とし上顎中切歯との干渉が無い位置とした．な

お，下顎位の記録時には被験者のフランクフルト平面が

床と平行となるよう安頭台で頭部を固定した．

3．下顎位の計測および分析

全部床義歯装着者における咬頭嵌合位を発音開始位と

した場合の［n］持続発音時の典型的な sweep波形と計測

点を Fig 4に示した．下顎位が発音開始位から変化し始

めた時点を起始点とし，起始点から 1秒間隔で 4秒後ま

での 4ポイント（蠢～蠶）を計測点とした．記録された

持続発音時の矢状面における sweep波形上で，咬頭嵌

合位と各計測ポイントとの垂直方向における距離（以

下，切歯間距離と略す）をノギス（松井精密工業，新

─────────────────────────────
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Fig 1 K 7 Evaluation system.

Fig 2 Subject with sensor array frame of the mandibular kine-
siograph in place.

Fig 3 The magnet mounted on the incisors of the lower com-
plete denture.
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潟）を用いて計測した．各計測ポイントにおいて，4回

の計測により得られる上下顎の切歯間距離の平均値を被

験者ごとに算出した後，5名の平均値および標準偏差を

求めた．

Fig 5に下顎安静位から咬頭嵌合位へと閉口した時の

典型的な sweep波形を示した．下顎安静位における切

歯間距離は被験者を数分間リラックスさせ，下顎位が安

定し下顎安静位を保持したと判断された時点において，

咬頭嵌合位で閉口するよう指示することにより計測し

た．なお，切歯間距離は［n］持続発音時と同様にノギス

を用いて計測した．

4．［n］持続発音時のパラトグラム

［n］持続発音時の舌の位置をパラトグラムにより採得

し，舌の位置が上下顎切歯間距離におよぼす影響につい

て検討した．

5．統計解析

1）各発音開始位における計測ポイント間

2）各計測ポイントと下顎安静位との間

3）咬頭嵌合位を発音開始位とした場合と，下顎安静位

を発音開始位とした場合の同一計測ポイント間

上記の 1）～3）に統計学的有意差が存在するか否かに

ついて，t 検定を行った．P 値が 0.05未満の場合に有意

差が存在するとした．また，各計測ポイントの標準偏差

と下顎安静位の標準偏差との間に統計学的有意差が存在

するか否かについて F検定を行った．P 値が 0.05未満

の場合に有意差が存在するとした．

結 果

Table 1と Fig 6に，［n］持続発音時における切歯間距

離の測定結果を示した．

1．発音開始位を咬頭嵌合位とした場合

計測ポイント蠢から蠶にかけて，［n］持続発音時にお

ける切歯間距離は経時的変化をほとんど示さず，かつ平

均 0.2 mmから 0.3 mmと極めて小さい値を示した．ま

た，切歯間距離と標準偏差のいずれにおいても，各計測

Fig 4 Typical recording during continuous phonation of［n］
and measuring points, starting from the intercuspal position.

Fig 5 Typical recording during continuous phonation of［n］and
measuring points, starting from the physiological rest position.

Table 1 Interocclusal distance at rest position and 4 points dur-
ing［n］continuous phonation, startingfrom intercuspal position
or rest position.

Stating Position Interocclusal distance（mm）

measuring
point

蠢 蠡 蠱 蠶

Intercuspal
position
Physiological
rest position

0.3±0.3

1.3±1.0

0.2±0.3

1.1±0.9

0.2±0.3

1.0±0.9

0.2±0.4

0.9±0.9

Interocclusal distance at the physiological rest position : 1.56±0.75.
mean±SD, n＝5.

Fig 6 Interocclusal distance at the physiological rest position
and at 4 points during continuous phonation of［n］starting
from the intercuspal position or physiological rest position.
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ポイントの値は下顎安静位の値と比較して有意に小さい

値を示した．

2．発音開始位を下顎安静位とした場合

計測ポイント蠢から蠶にかけて，［n］持続発音時にお

ける切歯間距離はやや小さくなる傾向を示したが，有意

差は認められなかった．また，すべての計測ポイントに

おいて，切歯間距離は平均 1.3 mmから 1.2 mmと下顎

安静位とほぼ同じ値を示すとともに，標準偏差も下顎安

静位の値と比較して有意差は認められなかった．

3．発音開始位を咬頭嵌合位とした場合と，発音開始位

を下顎安静位とした場合との比較

計測ポイント蠢においては，発音開始位を下顎安静位

とした場合の切歯間距離が，発音開始位を咬頭嵌合位と

した場合の値に比較して有意に大きかったが，その他の

計測ポイント（蠡，蠱，蠶）では有意差は認められなか

った．標準偏差に関しては，すべての計測ポイントにお

いて，発音開始位を咬頭嵌合位とした場合と，発音開始

位を下顎安静位とした場合との間に有意差は認められな

かった．

Table 2と Fig 7に，発音開始位を下顎安静位とした

場合における，被験者 5名の個々のデータを示した．発

音開始位を咬頭嵌合位とした場合と同様にバラツキが小

さく，かつ咬頭嵌合位に近接するグループ（以下グルー

プ α ）と，下顎安静位とほぼ同じ切歯間距離を示すグ
ループ（以下グループ β）に二分される傾向が認めら
れた．

4．パラトグラムについて

Fig 8に［n］持続発音時のパラトグラムを示した．咬頭

嵌合位に近接するグループ（グループ α ）では，上顎
前歯部舌側から口蓋中央部にかけて舌の接触を認め，下

顎安静位と同じ切歯間距離を示すグループ（グループ

β）では上顎口蓋部後縁および下顎前歯舌側部に舌の接
触を認めた．

考 察

山本ら21）は有歯顎者における［n］持続発音の下顎位は

咬頭嵌合位に極めて近接し，高い安定性を示したと報告

している．全部床義歯装着者においても，［n］持続発音

時の下顎位は咬頭嵌合位を発音開始位とした場合，有歯

顎者と同様な結果を示した．これに対して，下顎安静位

を発音開始位とした場合，有歯顎者とは一部異なり，2

グループに分離される結果を示した．

パラトグラムの結果から，グループ α では有歯顎者

Fig 8 Palatogram during continuous phonation of［n］. A ,
closer to the intercuspal position ;B , closer to the physiological
restposition.

Table 2 Interocclusal distance at 4 points during［n］continu-
ous phonation, starting from rest position of 5 subjects.

Subjects Interocclusal distance（mm）

measuring
point

蠢 蠡 蠱 蠶

A
group α

�
��

�
�

B
C
D

group β
��

� E

0.4±0.2
0.6±0.3
0.6±0.2
2.4±0.5
2.4±0.3

0.2±0.1
0.4±0.2
0.5±0.1
2.0±0.5
2.1±0.5

0.1±0.1
0.5±0.2
0.5±0.1
2.3±0.6
1.8±0.5

0.1±0.1
0.5±0.1
0.5±0.1
2.0±0.7
1.7±0.4

mean±SD, n＝4.

Fig 7 Interocclusal distance at therest position and at 4 points
during continuous phonation of［n］starting from the physi-
ological rest position.

義歯装着者の［n］持続発音時の下顎位 151



と同様の舌のポジションを示し，舌尖を上顎義歯床口蓋

前方部に接触させることで発音時における下顎位の固定

が図られ，下顎が安定した位置を示し，臨床的には良好

な状態にあると考えられる．グループ β では，舌が後
方へ転位するとともに，下顎義歯を舌で固定するように

位置しており，そのため，舌による下顎位の固定が図れ

ず，切歯間距離が増加し，発音時における下顎位が不安

定になったと考えられる．被験者 5名のいずれにおいて

も上下顎義歯の維持安定は良好で，［n］持続発音時に義

歯は脱離していないことを確認している．しかし，グル

ープ β でみられた舌のポジションは明らかに上下顎義
歯の離脱を防止するものであり，旧義歯における悪習癖

の残存が 2グループに分離された理由として考えられ，

舌のポジションが［n］持続発音時の下顎位とその安定性

に影響を及ぼしている可能性が示唆された．なお，グル

ープ β に関しては，上下顎義歯を舌で固定するような
旧義歯における悪習癖を解消できれば，グループ α と
同様な結果を示すと考えられるため，今後は［n］持続発

音時における舌のポジションの影響について検討する必

要がある．

結 論

今回我々は上下顎全部床義歯装着後 5か月以上が経過

し，予後良好な無歯顎者 5名を対象として［n］持続発音

時における下顎位の動態を計測，分析し，以下の結論を

得た．

1．発音開始位を咬頭嵌合位とした場合，［n］持続発音

時の下顎位は咬頭嵌合位に近接するとともに，下顎安

静位と比較して有意に小さいばらつきを示した．

2．発音開始位を下顎安静位とした場合，［n］持続発音

時の下顎位は咬頭嵌合位に近接するとともに，下顎安

静位と比較して有意に小さいばらつきを示すグループ

と，下顎安静位とほぼ同じ切歯間距離とばらつきを示

すグループとに二分される傾向を示した．そして，前

者のグループは舌尖が上顎義歯床口蓋前方部に位置し

ていたが，後者のグループでは，上顎義歯口蓋後縁部

と下顎前歯の舌側部分に舌の接触が認められた．

本論文の要旨は社団法人日本補綴歯科学会 第 10回東
関東支部学術大会（2007年 2月 25日，埼玉）で発表した．
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インプラント術前診断における放射線画像学的研究
－下顎骨前歯部におけるパノラマ X 線像の視認精度－

黒岩 博子§

松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
（指導：塩島 勝教授）

要旨：インプラント術前診断における下顎骨前歯部のパノラマ X 線像の視認精度を明らかにすることを目的として，
顎骨の唇舌的傾斜度に注目して X 線像の垂直的・水平的な距離および拡大率の変化について検討した．
直径 0.5 mmの鋼球を 2 mm間隔で埋入した試験片をパノラマ X 線撮影装置で撮影した画像について，鋼球像の間隔，
垂直的・水平的拡大率から検討した結果，パノラマ X 線撮影で下顎骨前歯部の垂直的な距離の評価を行うことは有効
で，特に視認精度は顎骨の傾斜に大きくは依存しないことが示唆された．
また，真円度 0.9～1.0を断層域と規定した場合，断層域の幅は 6.93 mmで真円度から求めた断層域は計算値による断
層域に近似していた．
断層域が 6.93 mmであるとした場合，被写体の長さが 20 mmでは，その全長が視認できる最大傾斜度は唇側方向で 9.5

度，舌側方向で 10.4度であり，被写体の長さが 30 mmでは，唇側方向で 6.3度，舌側方向で 6.9度であった．

索引用語：インプラント術前診断，下顎骨前歯部，パノラマ X 線像，視認精度

Radiological Study for Implant Preoperative Diagnosis
－Geometric Accuracy of Panoramic Radiograph in the Anterior Region of the Mandible－

Hiroko KUROIWA§

Department of Oral Radiology, Matsumoto Dental University School of Dentistry
（Director : Prof Masaru SHIOJIMA）

Abstract : The purpose of this study is to evaluate the geometric accuracy of panoramic radiograph in the anterior region of the

mandible for implant preoperative diagnosis. Variations of vertical/horizontal dimensions and magnifications of the panoramic im-

ages for the labial and lingual inclination of the mandible were examined.

The experimental object in which steel balls 0.5 mm diameter at intervals of 2 mm were embedded, was radiographed with the

panoramic X-ray unit. According to the experiments and calculations of the intervals and vertical/horizontal magnifications of the

X-ray images, it was effective to evaluate the vertical dimension of the anterior of the mandible, and it did not much depend on

the inclination of the mandible.

When the image layer thickness is defined as 0.9−1.0 of the roundness, it was 6.93 mm, which value is closer to the calculated

value.

When the image layer thickness is 6.93 mm, the maximum permissible angles of the inclination were 9.5 degrees on the labial

side and 10.4 degrees on the lingual side of the object length 20 mm,6.3 degrees on the labial side and 6.9 degrees on the lingual

sideof the object length 30 mm.

Key words : implant preoperative diagnosis, the anterior region of the mandible, panoramic radiograph, geometric accuracy of image
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緒 言

現在，インプラント補綴は特別な治療から一般的な治

療となってきている1）．それには各インプラントシステ

ムの成熟2）を始め，術前検査の充実3, 4）などが要因として

考えられる．術前検査としては，医用 X 線 CT や頭頸

部小照射野 X 線 CTを用いての精密な画像検査5, 6）が行

われてきている．しかしながら，これらは装置自身やラ

ンニングコストが高いため，一般の歯科医院での導入は

困難であり，パノラマ X 線撮影を用いた検査が行われ

るのが実状である7, 8）．良好なインプラント補綴治療を

行うには，正確な計測を行い顎骨へのインプラント埋入

の可能性を精査する必要があるが，一般に撮影された

X 線像に関しての精度については不明な点が多い．こ

のため，鋼球をステントに埋入して X 線画像上での拡

大率を修正する方法9）やパノラマ X 線撮影装置を利用し

たインプラント断層撮影法の改良10）が行われてきてお

り，飯田ら11）は，インプラント診断における下顎骨横断

断層撮影の重要性を，川俣ら12）は，骨内インプラント症

例における顎骨横断面断層撮影法の有用性を指摘してい

る．

しかしながら，パノラマ X 線撮影装置で撮影された

被写体の像の歪みに関しては，一般の歯科医院では，顎

骨病変全体のスクリーニングをその主目的としてきたた

め，研究段階には種々の精度が検討されたものの，開示

された情報が少ないのが現状である．

本研究の目的はインプラント術前診断における下顎骨

前歯部のパノラマ X 線像の視認精度を明らかにするこ

とであり，特に唇舌的傾斜度が画像の垂直的水平的な距

離関係および拡大率に及ぼす影響を検討した．

材料と方法

1．試験装置の製作

試験片には 30 mm×60 mmのアクリル板に直径 0.5

mmのステンレス鋼球，材質 SUS 304（ツバキ・ナカシ

マ，奈良）を 2 mm間隔で埋入し，ISO 9001, JIS Z 9901

に基づいて製作した（朝日レントゲン工業，京都）．再

度，各標点の位置を顕微鏡にて計測し，それぞれ 2.0±

0.1 mmであることを確認した．なお鋼球の中心を標点

とし，真円度に関しては鋼球の直径を計測した．

この試験片を垂直に対して 5度間隔で唇舌的にそれぞ

れ 0～40度まで傾斜できるように設定した．チンレスト

基底面と断層中心面とが交叉する線を傾斜の中心軸（傾

斜軸）とした．

鋼球は，垂直的方向に 26個（Y 1～26），水平的方向

に，傾斜軸から 20 mmの位置に 5個（XN 1～5），30 mm

の位置に 5個（XF 1～5）設定した．鋼球を設置した試

験片の模式図を Fig 1a に，試験装置の外観を Fig 1b に

示す．

なお，20 mmは無歯顎のオトガイ底から顎堤頂まで

の距離，30 mmは有歯顎のオトガイ高を想定してい

る13）．

2．撮影と計測

撮影は，パノラマ X 線撮影装置 AZ 3000（朝日レン

トゲン工業）を用いて唇舌的に 5度間隔で，0度から 40

度まで傾斜させて行った．この時の撮影条件は管電圧 60

kVp，管電流 2 mA，軌道条件 1，撮影にはイメージング

プレートを用い，ディジタルイメージングシステム（コ

ニカ，東京）にて得られた画像をメディカルドライイメ

ージングフィルム DR-P（コニカミノルタエムジー，東

京）に出力した．撮影した X 線写真例を Fig 1c に示

す．

実験 1では，フィルムに撮影された鋼球像を万能投影

機 PJ 311（ミツトヨ，神奈川）に投影して，標点間距

離，鋼球の垂直的方向と水平的方向の直径（縦直径，横

直径）を計測した．

得られた値について，統計処理ソフト Stat Mate III

SRS（アトムス，東京）にて回帰分析を行い，試験片の

傾斜度に対する計測値について検討を行った．

実験 2では，視認精度をさらに詳細に検討するために

真円度について，計算値と実験値から検討した．真円度

─────────────────────────────
§別刷請求先：黒岩博子，〒399-0781長野県塩尻市広丘郷原 1780
松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座．本研究の一部は平成 15
年度後期松本歯科大学特別研究費により行った．

Fig 1 a , Illustration of experimental object.b , External view
of experimental apparatus.c , An example of radiophotograph in
this object.
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は，Fig 2に示した McDavidら14, 15）によるパノラマ X 線

撮影の拡大率の計算式から得られた値と実験値の両者に

ついて垂直的拡大率を水平的拡大率で除して求めた．ま

た，縦直径を鋼球の原寸である 0.5 mmで除して垂直的

拡大率とし，横直径を鋼球の原寸 0.5 mmで除して水平

的拡大率とした．なお，計算式に代入すべき数値は，パ

ノラマ X 線撮影装置製造会社（朝日レントゲン工業）

から提供を受けた．

また，フィルム上の画像をスキャナー ES-10000 G

（エプソン，長野）に取り込み，得られた輝度値につい

ての半値幅を画像解析ソフト Scion Image（Scion, Freder-

ick, MD, USA）にて計測した．

結 果

1．実験 1 下顎骨前歯部の傾斜度の違いが標点間距離

および鋼球の直径に及ぼす影響

Fig 3に垂直的方向に設置した標点の距離の測定結果

を示す．標点間距離は，二次関数的に減少し，有意な負

の相関を示した．傾き 0度に比べて唇舌側ともに 35度

以上傾斜すると，原寸より低い値を示した．

Fig 4に水平的方向に設置した標点の距離の測定結果

を示す．標点間距離は，指数関数的に減少し，有意な負

の相関を得た．特に舌側に傾斜すると標点間距離は増加

し，この傾向は傾斜軸から遠い標点で著明となった．Fig

5に垂直的方向に設置した鋼球の縦直径の測定結果を示

す．縦軸に直径，横軸は試験片の傾きで＋符号が唇側，

－符号が舌側を示す．得られた縦直径の値は傾斜に対し

てほとんど変化しない傾向を示した．Fig 6に水平的方

向に設置した鋼球の縦直径の測定結果を示す．鋼球の縦

直径は傾斜に対してほとんど変化せず，傾斜軸からの距

離に関しても，明確な傾向は示さなかった．

Fig 7に垂直的方向に設置した鋼球の横直径の測定結

果を示す．鋼球の横直径は試験片が舌側に傾くに従って

急激に増加することが確認され，Y 26の回帰曲線を観

察すると舌側への傾斜が 10度を超えると，急激に像が

拡大した．また，この Y 26の標点において，有意な負

Fig 2 Geometry for calculation of the image layer in pano-
ramic radiography.

Fig 3 Vertical intervals of the X-ray image of the steel balls in
the labio-lingual inclination.

Fig 4 Horizontal intervals of the X-ray image of the steel balls
in the labio-lingual inclina-tion.

Fig 5 Vertical diameters in the X-ray images of the steel balls
of the vertical array in the labio-lingual inclination.

インプラント術前診断における放射線画像学 155



の相関が得られた．Fig 8に水平的方向に設置した鋼球

の横直径の測定結果を示す．鋼球の横直径は試験片が舌

側に傾くに従って急激に増加することが確認され，その

傾向は傾斜軸から遠い XF 1～5に現れることが判明し

た．

2．実験 2 下顎骨前歯部の傾斜度の違いが真円度に及

ぼす影響

Fig 9に McDavidらの計算式14, 15）に基づき得られた値

をプロットしたグラフを示す．縦軸は垂直的・水平的拡

大率と真円度を示し，横軸は実験 1で計測した鋼球の唇

舌的位置を示す．横軸の唇舌方向への水平的距離をそれ

ぞれ 40 mmとし，0 mmは断層中心を示す．計算結果

から真円度は唇側に向かうにつれ大きく，舌側に向かう

につれ小さくなる傾向を示した．特に水平的拡大率は，

舌側に向かうとおよそ 28 mmの位置で急激に増加する

傾向が確認された．

Fig 10に実験値一覧を示す．計算式から得られた値と

比較すると，計測による変動が大きく詳細な検討が困難

なため，以降この実験値から代表的な値を選択して検討

することにした．

Fig 11は試験片の傾斜度が＋30度と－30度における

計算値を示す．全ての条件による傾向と同様に真円度は

唇側に向かい大きく，舌側に向かい小さくなる傾向が認

められた．Fig 12に，試験片の傾斜度が＋30度と－30

度における実験値を示す．真円度は唇側におよそ 14 mm

を最大に小さくなり，舌側ではおよそ 15 mm以上で小

Fig 6 Vertical diameters in the X-ray images of the steel balls
of the horizontal array in the labio-lingual inclination（XF 1～5,
XN 1～5）．

Fig 7 Horizontal diameters in the X-ray images of the steel
balls of the vertical array in the labio-lingual inclination.

Fig 8 Horizontal diameters in the X-ray images of the steel
balls of the horizontal array in the labio-lingual inclination（XF
1～5, XN 1～5）．

Fig 9 Vertical/horizontal magnification and roundness obtained
from the calculation in the labio-lingual deviation.

156 黒岩博子 明海歯学 36, 2007



さくなる傾向を示した．

Fig 13に試験片の傾斜度が＋30度と－30度における

計算値と実験値を示す．計算値と実験値を比較すると垂

直的拡大率では大きな差異は認められず，水平的拡大率

では計算値よりも実験値の方に大きな変化が認められ

た．また，Fig 14に示すように輝度値についての半値幅

による値は，計算値と実験値の中間に位置した．

考 察

本研究の目的は，インプラント術前診断におけるパノ

ラマ X 線撮影の位置付けと，下顎骨前歯部におけるパ

ノラマ X 線像の視認精度を明らかにすることである．

そのため以下の項目について検討した．

Fig 10 Vertical /horizontal magnification and roundness ob-
tained from the experiment in the labio-lingual deviation.

Fig 11 Vertical /horizontal magnification and roundness ob-
tained from the calculation in the inclination of the +/−30 de-
grees in the labio-lingual deviation.

Fig 12 Vertical /horizontal magnification and roundness ob-
tained from the experiment in the inclination of the +/−30 de-
grees in the labio-lingual deviation.

Fig 13 Comparison between calculation data and experimental
data in the inclination of the +/−30 degrees in the labio-lingual
deviation.

Fig 14 Horizontal magnification obtained from the various
methods in the inclination of the +/−30 degrees in the labio-
lingual deviation.
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1．下顎骨前歯部の傾斜度の違いが標点間距離および鋼

球の直径に及ぼす影響（実験 1）

下顎骨前歯部の傾斜度の違いがパノラマ X 線像に及

ぼす影響を確認したところ，標点間距離は，垂直的方向

では，唇舌側ともに，試験片の傾斜度が増加するに伴っ

て値が減少する傾向を示し，35度以上傾斜すると原寸

を下回る結果を示した．水平的方向では，指数関数的に

有意に減少し，特にこの傾向は舌側において，傾斜軸か

ら遠い標点になるほど明確になった．一方，鋼球の直径

は試験片の舌側への傾斜度が増加するほど，水平的に大

きな拡大が発生することが確認された．それに対して垂

直的に僅かな拡大傾向を示した．これらの結果から下顎

骨前歯部にインプラント体を埋入する場合，顎骨に対し

て垂直的方向の距離の検討は有効であり，また水平的方

向の検討では，舌側方向に 10度以上の傾斜を付与しな

ければ画像上の視認が可能であるといえる．また，傾斜

軸から近い XN 1～5は無歯顎顎堤，XF 1～5は有歯顎

における顎骨の高さを想定したが，実験結果からはこの

位置では顕著な像の歪みを観察しなかった．

さらに，パノラマ X 線撮影では，装置のチンレスト

に患者の下顎を置いて撮影するために，下顎骨前歯部の

傾斜度のみならず下顎下縁との角度的関係も配慮しなく

てはならない．

L 1-to Mandibular Angle（下顎中切歯の歯軸と下顎下

縁平面とのなす角度）について河村ら16）は，男性では

95.0±8.0度，女性では 92.2±8.0度と報告している．こ

の値から考えた場合，本実験の結果からもチンレストで

意図的に顎骨の位置を傾斜させても，像の大きな歪みは

発生しないと考える．しかしながら，被写体が大きく舌

側に傾くと水平的方向に像が不鮮鋭になり，辺縁の確定

に誤差が含まれる可能性があるため，可及的に垂直に近

い条件で撮影する必要がある．なお，これらの結果は

X 線発生装置の軌道，断層域の中での被写体の位置な

どが関係していると推察されたため，実験 2では角度の

パラメータを位置に置き換えて検討を加えることとし

た．

2．下顎骨前歯部の傾斜度の違いが真円度に及ぼす影響

（実験 2）

McDavidらによる計算式14, 15）による値と実験値を比較

した場合，実験値は計測による影響も含まれ，変動が大

きいので，以降この実験値から代表的な値として試験片

の傾斜度が＋30度と－30度での実験値を代表値として

解析を行った．代表値においても計算値では全ての条件

と同様に真円度は唇側に向かい大きく，舌側に向かい小

さくなる傾向が明確にわかる（Fig 11）．それに対して

実験値は計算値と比べて，真円度は唇側に向けてはおよ

そ 14 mmを最大に小さくなり，舌側ではおよそ 15 mm

以上で小さくなる傾向を示した（Fig 12）．

代表値における計算値と実験値を比較すると，垂直的

拡大率では大きな差異は認められず，水平的拡大率では

計算値よりも実験値の方に大きな変化が認められた（Fig

13）．そこでフィルム上の画像をスキャナーに取り込

み，輝度値による半値幅を計測したところ，半値幅によ

る値は，計算値と実験値の中間に位置した（Fig 14）．

その結果から水平的拡大率の計算値と実験値の差は，計

測方法によるものであることが明らかとなった．

今回の実験では，フィルムに撮影された鋼球像の直径

を目視によって計測を行ったが，これは臨床で術者がパ

ノラマ X 線像を読影するときと同じ条件で実験を行う

目的であった．このように計算値で得られた精度と半値

幅などで示される客観的な値に比べて，臨床で読影して

いる画像には大きな差があることが確認された．また，

被写体の前後的な位置によって像の歪みが発生したの

で，パノラマ X 線装置の軌道，断層域の中での被写体

の位置などが関係していることが確認できた．

3．断層域での被写体の位置が視認精度に及ぼす影響

従前からパノラマ X 線撮影では前歯部が原理機構

上，断層域が狭いため，視認精度が問題となっている．

西村17）は，Modulation Transfer Function（MTF）から物

理学的な断層域の範囲を求めている．また塩島18）は，心

理物理学的に断層域を求め，物理学的断層域よりは幅が

広いと報告している．本研究では，前歯部に鋼球を 2 mm

間隔に設置した試験片の画像について，その間隔と直径

を垂直的水平的に計測して，その画像の視認精度から視

認可能な範囲を求めた．また Tronje19），McDavidら20），

Welanderら21）は，パノラマ X 線撮影における画像歪み

について検討しているが，それらはすべて計算上であ

り，実験的あるいは臨床的な実証ではない．

本実験では試験片のパノラマ X 線像を計測してその

結果を求めており，その実験値を McDavid らの計算

式14, 15）と比較検討を試みたが，さらに具体的に断層域と

像の歪みを考察すれば，実際の被写体の位置付けに対し

て結論が得られると思われたので，実験 1と 2の結果か

ら，具体的に視認精度を真円度として，真円度から断層

域の実験値について検討を加えた．まず，計算式におけ

る結果において真円度 1±0.2すなわち真円度 0.8～1.2

を断層域とした場合，その断層域は唇側で 6.73 mm，舌

側で 6.43 mmとなり総和は 13.16 mmとなった．さらに
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視認精度を厳格にするため，真円度が 1±0.1すなわち

真円度 0.9～1.1を断層域と規定した場合，断層域は，唇

側で 3.31 mm，舌側で 3.14 mmとなり総和は 6.45 mm

となった（Fig 15）．それに対して，実験値では真円度

がほぼ 1.21で最大を示したので最大値を 1.0すなわち歪

みが無い状態と最小を 0.9とした場合，唇側は 3.31

mm，舌側は 3.62 mmで総和は 6.93 mmとなった（Fig

16）．このことから真円度からみた観察可能な幅は計算

値による断層域に近似していたが，各研究での断層域の

規定法14, 17, 18）が異なるため，単純に比較することは困難

であった．

4．インプラント術前診断における下顎骨前歯部でのパ

ノラマ X 線像の視認精度

一連の実験結果，検討からインプラント術前診断にお

ける下顎骨前歯部でのパノラマ X 線像の視認精度は，

断層域 6.93 mmに被写体を設置することによって確保

される．垂直的方向，水平的方向ともにおよそ真円度

0.9から 1までの範囲で観察が可能であることが判明し

た．Fig 17に示すグラフは，断層域つまり視認可能な範

囲を 6.93 mm（唇側に 3.31 mm，舌側に 3.62 mm）とし

た場合，被写体の長さが 20 mmでは，その全長が視認

できる最大許容傾斜度は，唇側方向で 9.5度，舌側方向

で 10.4度であった．被写体の長さが 30 mmでは，唇側

方向で 6.3度，舌側方向で 6.9度であった．以上の傾斜

度の範囲内では，画像として視認できることになる．つ

まり，下顎骨前歯部の傾斜度として容認できるといえ

る．

現在インプラント術前診断として，医用 X 線 CT な

どによる精密な画像検査の前段階の画像検査法としてパ

ノラマ X 線撮影は有用と思われる．もし，パノラマ X

線検査によってインプラント埋入の適応が不可能である

との診断がされた場合，その後の医用 CT検査などの画

像検査を実施する可能性は少なくなり，患者に対して不

必要な被曝を軽減できる意義も大きい．また，パノラマ

X 線撮影は単にスクリーニング的な用い方だけではな

く，視認精度も精度の限定はあるものの信頼できるもの

であることが明らかとなった．

今後残された問題としては小臼歯・大臼歯部での視認

精度の検討，長期経過を観察することが多いインプラン

ト補綴や歯周疾患に対する患者患部の位置付けの再現性

などがあり，さらなる究明が待たれる．

結 論

アクリル板に直径 0.5 mmの鋼球を 2 mm間隔で埋入

した試験片をパノラマ X 線撮影装置で撮影した画像に

Fig 17 Permissible inclination angles of the object when the
image layer was defined as from－3.62 mm to＋3.31 mm.

Fig 15 Image layer thickness obtained from the roundness in
the calculation in the labio-lingual deviation.

Fig 16 Image layer thickness obtained from the roundness in
the experiment in the labio-lingual deviation.
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ついて，鋼球像の間隔，垂直的・水平的拡大率などから

検討した結果，パノラマ X 線撮影で下顎骨前歯部の垂

直的な距離の評価を行うことは有効で，特に精度は顎骨

の傾斜度に大きくは依存しないことが示唆された．

また，真円度 0.9～1.0を断層域と規定したところ，断

層域の幅は 6.93 mmで真円度から求めた断層域は計算

値による断層域に近似していた．

インプラント術前診断における下顎骨前歯部でのパノ

ラマ X 線像の視認精度については，断層域つまり，視

認可能な範囲が 6.93 mmのとき，被写体の長さが 20 mm

では，その全長が視認できる最大傾斜度は唇側方向で

9.5度，舌側方向で 10.4度であり，被写体の長さが 30

mmでは，唇側方向で 6.3度，舌側方向で 6.9度であっ

た．

本論文を遂行するに当たって終始御指導を賜りました松
本歯科大学歯科放射線学講座 塩島 勝教授，明海大学歯
学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野 奥村泰彦教
授，松本歯科大学歯科補綴学第 1講座 黒岩昭弘教授に深
甚なる感謝の意を表します．また，実験装置の使用を快諾
していただいた松本歯科大学歯科理工学講座 伊藤充雄教
授に厚く御礼申し上げます．そして，本研究に種々ご協力
いただきました松本歯科大学歯科放射線学講座 杉野紀幸
助手をはじめとする諸氏に深謝いたします．

本論文の要旨は第 62回松本歯科大学学会総会（平成 18
年 7月，長野），日本歯科放射線学会第 48回学術大会（平
成 19年 5月，埼玉）において報告した．
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緒 言

ダイナミック超微小硬さは圧子押込み荷重 0.01 gfか

ら 200 gfの範囲で押込みくぼみの深さを高い精度で検

出して算出された硬さである1）．測定にはダイナミック

超微小硬度計を使用するが，この硬度計は硬さを求める

だけでなく，測定時に記録された荷重－押し込み線図か

ら微小領域における弾性変形，塑性変形に関する変形挙

接着性レジンセメントのダイナミック硬さ

長沢 悠子§ 日比野 靖 長谷川義朗
山賀谷一郎 中嶌 裕

明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分野

要旨：接着性レジンセメントのダイナミック硬さについて検討を行った．市販接着性レジンセメント（化学重合型 1種
類，デュアルキュア型 2種類）を使用した．デュアルキュア型は光照射を行うものと行わない（無照射）2条件で試料の
作製を行った．セメント練和開始から 1, 24時間後にダイナミック超微小硬度計を用い，最大荷重 10 gfならびに 20 gfで
ダイナミック硬さの測定ならびに弾性変形率，塑性変形率の算出を行った．その結果，各荷重下で 1時間と 24時間後の
ダイナミック硬さに有意な差は認められなかった．また弾性変形率，塑性変形率に関しても 1種類のセメントを除き各荷
重で 1時間と 24時間の間に有意な差は認められなかった．このことから，セメントマトリックスレジンの重合は練和開
始から 1時間後には十分に進行していることが明らかになった．またデュアルキュア型セメントでは無照射であっても化
学重合により 1時間後には十分な硬化が得られることが示された．

索引用語：接着性レジンセメント，ダイナミック硬さ，弾性変形率，塑性変形率

Dynamic Hardness of Adhesive Resin Cements

Yuko NAGASAWA§, Yasushi HIBINO, Yoshiaki HASEGAWA,
Taniichiro YAMAGA and Hiroshi NAKAJIMA

Division of Dental Biomaterials Science, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,
Meikai University School of Dentistry

Abstract : This study examined the dynamic hardness of adhesive resin cements. Commercially available resin cements

（one chemical-cured type and two dual-cured types）were tested. The dual-cure resin cement specimens were prepared both

with and without light-curing. The dynamic hardness of each resin cement was determined at 1 and 24 hours after the start

of mixing using a dynamic ultra microhardness tester at a maximum load of 10 gf or 20 gf. The dynamic hardness values,

elastic deformation and plastic deformation were calculatedfrom the measured data. There were no significant differences

in dynamic hardness values for each cement between 1 and 24 hours at both maximum loads. The amounts of elastic and

plastic deformation of the specimens observed at 24 hours were not significantly different compared to those at 1 hour, ex-

cept for one brand of dual-cured cement at 10 gf load and the chemical-cured cement at 20 gf load. The resin matrix in

each cement was considered to be sufficiently polymerized anhour after the start of cement mixing. This study indicated

that the dual-cured cements hardened satisfactorily without light-curing, due to the presence of the chemical-curing compo-

nent in the cement system.

Key words : adhesive resin cement, dynamic hardness, elastic deformation, plastic deformation
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動の情報が得られる．過去にダイナミック超微小硬度計

を使用した実験はいくつか報告されている2−4）．米山ら2）

はチタンと歯科用合金の微小領域における変形挙動の評

価を，小川ら3）は根管の化学的清掃拡大剤を作用させた

根尖部象牙質の硬さ，塑性変形率などの評価を行ってい

る．また，東江ら4）は光重合型コンポジットレジンの硬

さ，塑性変形率，弾性変形率を算出して報告を行ってい

る．過去の報告から，硬さと機械的強さは正の相関があ

る5）ことが知られており，硬さを求めることは機械的性

質を特徴付ける一つの指標であると考えられる．また，

歯科用セメントは歯冠補綴物の合着に際してセメント層

でさまざまな応力が発生している6）．これまで，歯科用

セメントの硬さはヌープ硬さ7, 8）による評価が多く報告

され，ダイナミック硬さに関する報告はみられない．さ

らに，弾性変形や塑性変形などの微小領域の変形挙動に

関する報告はいまだに行われていない．

接着性モノマーを含むレジンセメント，いわゆる接着

性レジンセメントは歯質，歯科用合金，コンポジットレ

ジンやセラミックに対して強固な接着性を示すことから

日常の臨床でしばしば使用されている．補綴物の中でも

審美修復の代表とされるセラミックによる歯冠修復補綴

物の合着には特に接着性レジンセメントが適してい

る9）．これは，脆性材料であるセラミックから伝わる咬

合力などの外力をレジンセメント層の接着性を利用し

て，修復物の破折防止につなげているためである．歯科

用セメントの物理化学的性質は修復物の保持・維持力に

関わることからこれまで多くの報告がみられる10−12）がほ

とんどは機械的強さや接着強さなどである．

そこで，本研究ではこれまでよく知られていない接着

性レジンセメントのダイナミック硬さに加え，弾性変

形，塑性変形などの微小領域の変形挙動を明らかにする

ために実験を行った．

材料と方法

1．実験材料

実験には，MMA 系レジンセメントのスーパーボンド

C & B（サンメディカル，守山，滋賀），コンポジット

系レジンセメントのリンクマックス（ジーシー，東

京），パナビア F2.0（クラレメディカル，倉敷，岡山）

の計 3種類を使用した．実験に供した各セメントの Lot

番号を Table 1に示す．

2．実験方法

内径 10 mm，厚さ 3 mmのテフロン製モールド内にメ

ーカー指示に従い練和を行ったセメント練和泥を頡入し

た．さらに，本実験で使用したコンポジット系レジンセ

メント 2種はデュアルキュア型であるため光照射がダイ

ナミック硬さに及ぼす影響を検討した．試料の作製は光

照射を行ったものと，光照射を行わないもの（以下，無

照射）の 2条件とした．無照射の試料は歯科診療の現場

を加味し，特別な遮光などは行わず，通常の室内灯のも

とで試料の作製を行った．光照射を行うものは無照射と

同様な環境下でセメント練和を行った後に，試料の上面

と下面からそれぞれ 20秒間，光照射器（NEW LIGHT

VL-蠡，ジーシー，東京）にて行った．その後，速やか

に試料を温度 37±1℃，相対湿度 95±5％の恒温恒湿器

内に保管した．セメント練和開始 50分後にモールドを

恒温恒湿器内より取り出し，テフロン製モールドを分離

し，表層の未重合層を取り除くために表層約 100µmを

SiC＃600を用いて研磨した．作製した試料を温度 37±1

℃のイオン交換水中（水中浸漬状態）に保管した．

ダイナミック硬さの測定はセメント練和開始 1, 24時

間後とした．測定は室温大気中でダイナミック超微小硬

度計（DUH-200，島津製作所，京都）を用い，最小荷重

0.2 gf，最大荷重 10.0 gf及び 20.0 gf，荷重保持時間 10

秒の条件で行った．また，得られた荷重－押し込み深さ

線図より，総変形量から弾性変形率および塑性変形率を

算出した．なお，試料数は各 5個とし，得られた測定値

は統計学的有意差の検定（ANOVA/Scheffè，危険率 5

％）を行い比較した．

実験結果

1）最大荷重 10 gf

得られた結果を Figs 1, 2に示す．

（1）ダイナミック硬さ

スーパーボンド C&B の 24時間後のダイナミック硬

さはリンクマックス（光照射，無照射）よりも有意に小

─────────────────────────────
§別刷請求先：長沢悠子，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分野

Table 1 Adhesive resin cements examined.

Material Manufacturer Lot No.

Super Bond C&B
Link Max

Panavia F2.0

SUN MEDICAL
GC

KURARAY MEDICAL

KS 1
0612052
011180

All cements were dispensed and mixed according to manufactur-
ers’ recommended mixing ratio.
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さい値を示した（p＜0.05）．コンポジット系のリンクマ

ックスは光照射の有無により硬さに有意な差は認められ

ない（p＞0.05）が，パナビア F2.0は光照射を行うと無

照射よりも硬さが有意に低くなった（p＜0.05）．すべて

のセメントにおいて 1時間と 24時間後で硬さに有意な

差は認められなかった（p＞0.05）．

（2）変形率

光照射を行ったリンクマックスは 1時間後と比較して

24時間後に弾性変形率が有意に低下した（p＜0.05）

が，パナビア F2.0ならびにスーパーボンド C&B では 1

時間後と 24時間後の間に有意差は認められなかった

（p＞0.05）．各セメント間の比較では，1時間，24時間

後の弾性変形率，塑性変形率に有意な差は認められなか

った（p＞0.05）．

2）最大荷重 20 gf

得られた結果を Figs 3, 4に示す．

Fig 1 Dynamic hardness values number of adhesive resin ce-
ments at maximum load of 10 gf at 1 hour and 24 hours after
start of mixing. Values are means±standard deviation for 5
samples.

Fig 2 Elastic and plastic deformation of adhesive resin ce-
ments at maximum load of 10 gf at 1 hour and 24 hours after
start of mixing. Values are means±standard deviation for 5
samples.

Fig 3 Dynamic hardness values number of adhesive resin ce-
ments at maximum load of 20 gf at 1 hour and 24 hours after
start of mixing. Values are means±standard deviation for 5
samples.

Fig 4 Elastic and plastic deformation of adhesive resin ce-
ments at maximum load of 20 gf at 1 hour and 24 hours after
start of mixing. Values are means±standard deviation for 5
samples.

接着性レジンセメントのダイナミック硬さ 163



（1）ダイナミック硬さ

スーパーボンド C&B の 1時間，24時間後のダイナ

ミック硬さはリンクマックス（光照射，無照射）よりも

有意に小さい値を示した（p＜0.05）．コンポジット系の

リンクマックス，パナビア F2.0は光照射の有無により硬

さに有意な差は認められなかった（p＞0.05）．またすべ

てのセメントにおいて 1時間と 24時間後で硬さに有意

な差は認められなかった（p＞0.05）．

（2）変形率

スーパーボンド C&B の 1時間後の弾性変形率は 24

時間後の値と比較して有意に低くなった（p＜0.05）．さ

らに，スーパーボンド C&B の 1時間後の弾性変形率は

無照射のパナビア F2.0よりも有意に小さい値を示した

（p＜0.05）．その他のセメント間の比較では 24時間後で

は弾性変形率，塑性変形率に有意な差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

考 察

本実験において最大荷重 10 gf, 20 gfの 2荷重条件で

ダイナミック硬さの測定を行ったところ，同一材料でも

最大荷重を変化させた場合，硬さは異なる値を示した．

すなわち，圧子の押込みくぼみの深さから硬さを算出す

るために最大荷重 20 gfは 10 gfよりもくぼみ深さは深

くなり計算上得られる硬さは小さくなる．従って，荷重

負荷が大きいと見かけ上硬さは小さい値となることがわ

かる．

実験結果より最大荷重 10 gfと 20 gfのいずれの測定

においても MMA 系のスーパーボンド C&B はコンポジ

ット系よりも硬さが小さい値となった．これはベースレ

ジンの硬化機構や硬化体の構造，密度の違いに起因して

いると考えられる．すなわち，MMA 系のスーパーボン

ド C&B のマトリックスレジンは線状高分子の構造を示

すのに対してコンポジット系は多官能性モノマーによる

架橋構造を示している13）．また，コンポジット系レジン

セメントは無機質フィラーを含んでいる．硬さの測定時

に，圧子はフィラー部分を避けてマトリックス部分に降

下するように測定を行っているものの，実際の測定にお

いて表層に現れていない部分のフィラーを避けて測定を

行うことは困難であり，このこともコンポジット系が

MMA 系よりも大きい硬さを示した理由の一つではない

かと推察された．また，吉田ら14）は市販接着性レジンセ

メントの圧縮強さ，曲げ強さ，曲げ弾性率の機械的性質

について検討を行い，フィラーを含まないレジンセメン

トは無機質フィラーを 70 wt％以上含むレジンセメント

と比較してその機械的性質は異なる傾向を示したことを

報告している．具体的には，1日後の圧縮強さはフィラ

ーを含むセメント間では大差はなく，フィラーを含まな

いセメントは試料が破断せずに測定不能であったこと，

また 1日後の曲げ強さはフィラーを含むものがフィラー

を含まないものと比較して大きい値を示し，曲げ弾性率

はフィラーを含まないセメントと比較してフィラーを含

むセメントは 2倍の値を示したことを報告している．す

なわち，弾性率が小さい材料は変形しやすく，逆に弾性

率が大きい材料は変形しにくく剛性の大きい硬い材料で

あるということがいえる．過去の報告14）と比較しても本

実験結果のフィラーを含まない MMA 系のセメントが

フィラーを含むコンポジット系のセメントよりもダイナ

ミック硬さが小さい値となったことからも妥当な結果で

あったと考えられた．

コンポジット系のセメントの光照射の有無による硬さ

の違いに関しては最大荷重 20 gfのときはパナビア F2.0

とリンクマックスの両セメントとも光照射の有無による

硬さの有意な差は認められなかったが，最大荷重 10 gf

の測定でパナビア F2.0は無照射の試料が光照射を行った

試料よりも硬さが有意に増加した．吉田と熱田ら15）はレ

ジンセメントのヌープ硬さを測定し，光照射を行わない

と 1日経過後も 1時間後に比較して硬さはほとんど向上

せず，光照射を行った場合より極端に低い値を示し，こ

れは光重合だけでは不十分な重合が，時間の経過に伴う

化学重合によって補償されると考えられていたデュアル

キュア型のレジンセメントにおいて必ずしも化学重合に

よってあとの重合が確実に遂行されないと報告した．さ

らに，光照射を行うと化学重合の硬化に必要とされる 3

級アミンの一部が光重合の還元剤として消費され，その

あとに起こるべき化学重合の開始機能が低下することも

述べている．そのため，デュアルキュア型のセメントの

場合，最初の光照射は十分に行い重合を完了させる必要

があることを示唆している．本実験で試料の作製に際し

デュアルキュア型の光照射時間は，メーカー指示に従い

試料上面と下面からそれぞれ 20秒間，合計 40秒間光照

射を行ったが，この照射条件が十分な照射といえるかど

うかの科学的な根拠はなく，また化学重合と光重合の重

合特性があることも要因の一つと考えられる．平澤16）に

よるとデュアルキュア型セメントの光照射のときと無照

射のときの 24時間後のマトリックスレジンの反応率は

それぞれ 66～76％と 58～70％と大差はなく，硬化は光

重合あるいは化学重合単独で機能することを報告してい

る．しかしながら，これはセメント硬化体全体の反応率
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を表したものであり，その部位，つまり試料の表層から

の深度によるマトリックスレジンの重合度の差について

は表されていない．さらに，デュアルキュア型レジンセ

メントの光照射後のヌープ硬さ曲線は光重合型レジンと

同様に表層，深層では低く，中層では高い山形を示すと

報告されている17）．従って，光照射を行ったデュアルキ

ュア型レジンセメントは圧子を降下させた表層部分での

硬さが低い値が得られ，結果的に，無照射の試料よりも

低い値が得られたと考えられた．さらに，セメントの特

性にも影響しているものと推察された．またその硬さの

検出は最大荷重 20 gfにくらべ 10 gfの場合マトリック

スレジンの微妙な重合度を表現しているものであること

が推察された．

前述の吉田と熱田の報告15）にあるように光照射を行う

とマトリックスレジンの重合は開始するものの，並行し

て起こる化学重合に必要な 3級アミンの供給が不十分に

なると考えられる．一方で，無照射の場合，光照射より

も重合速度は緩やかになるものの重合は表層，中層，深

層にわたり確実に進行し，その結果，ベースレジンのモ

ノマーの重合率と二重結合の反応率に違いが生じ，架橋

密度に影響して硬化体の硬さに差が認められたものと推

察された．また，光照射試料及び無照射試料ともに 24

時間経過後も 1時間後の硬さと比較して有意な差を示さ

なかったことからも本実験条件下における硬さ検出にお

いては約 1時間後にはマトリックスレジンの重合が十分

進行し，最終的な硬さに達したものと推察された．

測定されたダイナミック硬さ，弾性変形率，塑性変形

率は接着性レジンセメントのマトリックスレジンの性質

を現したものということができる．本実験結果ではセメ

ントの重合様式や光照射条件の有無によりダイナミック

硬さは異なっていた．しかしながら，微小変形量から算

出した弾性変形率，塑性変形率については重合様式や光

照射条件の有無により各セメント間に大差は認められな

かった．東江ら4）は各コンポジットレジンの弾性変形

率，塑性変形率はベースレジンおよびベースレジンの希

釈剤として用いられる光重合性モノマーの含有量，フィ

ラー含有量などの影響により著しく異なると報告した．

しかしながら，接着性レジンセメントの場合，総変形量

は異なるものの，変形率に注目した場合，弾性変形率，

塑性変形率には大きな差がなく，荷重を変化させても同

様な結果であった．また，一部のセメントを除き，1時

間と 24時間の変形率に差は認められなかったことから

も，1時間後にはすでに硬化が十分進行し，弾性の発現

が認められたと考えられた．

結 論

現在，臨床で使用される接着性レジンセメントを使用

してダイナミック硬さを測定し，弾性変形，塑性変形に

ついて検討を行ったところ，以下の結果が得られた．

1．各セメントとも 1時間後と 24時間後のダイナミッ

ク硬さには有意な差は認められなかった．

2．MMA 系接着性レジンセメントはコンポジット系接

着性レジンセメントよりもダイナミック硬さは小さく

なった．

3．コンポジット系接着性レジンセメントのパナビア

F2.0は最大荷重 20 gfの場合，光照射の有無によりダ

イナミック硬さに影響を及ぼさなかったが，10 gf荷

重では，光照射によりダイナミック硬さが有意に低く

なった．

4 ．各セメントとも 1時間後と 24時間後の弾性変形

率，塑性変形率に大きな変化は認められなかった．
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近心傾斜歯を支台歯とした半固定性ブリッジの力学的検討
－可動性連結装置の設置部位について－

岩瀬 直樹§

明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

（指導：大川周治教授）

要旨：臼歯部において傾斜歯を支台歯としてブリッジを施す場合，生活歯のままで平行性を得やすい半固定性ブリッジ
が使用される．しかし，半固定性ブリッジの可動性連結装置の適切な設置部位についての報告はみられない．そこで今
回，実験用模型を製作し，可動性連結装置の適切な設置部位について力学的に検討した．
下顎第二小臼歯（以下潸と略す）と下顎第二大臼歯（以下澀と略す）の 3倍大の模型と歯槽窩壁部をエポキシ樹脂で製
作し，圧力センサーを潸，澀の各根尖部と近遠心歯頸部に設置した．半固定性ブリッジは可動性連結装置を潸と澀に設置
した 2種類を銀パラジウム合金で製作し，潸，ポンティック，澀，各々の咬合面に 1か所ずつと，3点同時に荷重を加え
た．
本実験では，1点荷重の場合も 3点同時荷重の場合も，可動性連結装置を潸に設置したブリッジの方が，澀の近心歯頸
部の応力値は小さかった．以上より，澀が近心傾斜している症例に半固定性ブリッジを施す場合，可動性連結装置は澀よ
りも潸に設置した方が，澀の近心歯頸部への応力は軽減されることが示唆された．

索引用語：半固定性ブリッジ，可動性連結装置，近心傾斜歯

A Study on Stress Analysis in Semifixed Bridge Set on
Mesially Inclined Abutment Teeth
－Setting Positions of Movable Connectors－

Naoki IWASE§

Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
（Director : Prof Shuji OHKAWA）

Abstract : In oder to inverstigate the effect of the mesial inclination of the tooth used as a posterior abutment tooth of a

semifixed bridge, I prepared a model to measure the pressureoccurring at the surfaces of the alveolar cavity walls around

such a mesially inclined tooth.

Models of mandibular second molar/premolar alveolar cavitywalls were constructed with epoxy resins to be three times

larger than their natural sizes and pressure transducers were attached in the alveolar cavity walls : mesial cervix, apex of

the root, and distal cervix for the second premolar and mesial cervix, apex of the mesial root, apex of the distal root, and

distal cervix for the second molar. Two types of semifixed silver palladium alloy bridges were used : one with a movable

connector on the second premolar and the other with a movable connector on the second molar. Also, 2 load test ap-

proaches were used : one-point load（8-kgf）at the center of each occlusal surface of the second premolar, pontic and sec-

ond molar, and three-point load at these sites under a simultaneous 20-kgf load.

The pressure values for the mesial cervix of the mandibularsecond molar were compared between the 2 types of sami-

fixed bridges. One-point load results : the bridge with a movable connector on the second premolar indicated a smaller

pressure on the mesial cervix than the bridge with a movable connector on the second molar, regardless of the load site.
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緒 言

下顎第一大臼歯の 1歯欠損を放置した症例では，下顎

第二大臼歯が生活歯であり，かつ近心傾斜している場合

が多くみられる1, 2）．臼歯部において，このような傾斜

歯を後方支台歯としてブリッジを施す場合，傾斜歯の歯

冠部の削除量が少なく，生活歯のままで平行性を得やす

い半固定性ブリッジが使用される3）．半固定性ブリッジ

の支台歯支持組織における応力分布を明らかにするとと

もに，可動性連結装置の適切な設置部位を解明すること

は，傾斜歯である後方支台歯を保護するために歯科臨床

上重要である．しかし，固定性ブリッジの支台歯支持組

織に生じる応力については，傾斜歯の近心歯槽縁部に大

きな圧縮ひずみが認められたという報告があるが4），半

固定性ブリッジの応力解析についての報告は少な

く5, 6），さらに可動性連結装置の適切な設置部位につい

ての報告はみられない．そこで本研究は，下顎第一大臼

歯の 1歯欠損で下顎第二大臼歯が近心傾斜した症例に対

して，半固定性ブリッジの可動性連結装置を，第二小臼

歯に設置した場合と第二大臼歯に設置した場合の 2種類

について実験を行い，可動性連結装置の適切な設置部位

について，実験用模型を用いて力学的に検討した．

材料と方法

1．実験 I 1点荷重における応力解析

1）実験用支台歯模型および圧力センサーの設置

支台歯の部位は，下顎第二小臼歯（以下，潸と略す）

と下顎第二大臼歯（以下，澀と略す）とし，ビッカース

硬さ（Hv）27.4，圧縮強さ 121.1 kgf /cm2，引張強さ

462.8 kgf/cm2のエポキシ樹脂製の 3倍大模型（ニッシ

ン，京都）を用いた．これらの支台歯に対して歯冠部の

片側テーパーは 20度，辺縁形態はナイフエッジタイプ

とした全部鋳造冠の支台歯形態を付与した．支台歯歯根

部の周囲には，厚さ 1.0 mm，収縮率 0.5％，永久ひずみ

0.1％のシリコーンゴム（ファインチェッカー，松風，

京都）製疑似歯根膜を付与し，その疑似歯根膜の周囲の

エポキシ樹脂製歯槽窩壁部に，直径 6 mm，厚さ 0.6

mm，測定範囲 5 kgf/cm2，許容過負荷 150％のダイアフ

ラム型微小圧力センサー（PS-5 KA，共和電業，東京）

（以下，圧力センサーと略す）を埋入し，接着固定し

た．圧力センサーの接着には，専用のシアノアクリレー

ト系接着剤を用いた．なお，この実験用支台歯模型は佐

久間の方法6）に従って製作した．

圧力センサーの設置部位は，潸については近心歯頸

部，根尖部および遠心歯頸部の 3か所，澀については近

心歯頸部，近心根根尖部，遠心根根尖部および遠心歯頸

部の 4か所の計 7か所とし，圧力センサーのリード線は

各模型の騁舌側歯頸部より外側に誘導した．なお，下顎

第一大臼歯の 1歯欠損で澀が近心傾斜した症例を想定

し，咬合平面に対して，潸は垂直に，澀は近心側に 15

度傾斜させて，擬似歯根膜，歯槽窩壁部と共に超硬質石

膏泥（モデルストーン，松風）のブロック内に植立固定

した（Fig 1）．

2）実験用半固定性ブリッジ

実験用半固定性ブリッジとして，可動性連結装置を近

心支台歯である潸に付与したもの（以下，〔可動 5〕と

略す）と可動性連結装置を遠心支台歯である澀に付与し

たもの（以下，〔可動 7〕と略す）の 2種類を銀パラジ

ウム合金（ホワイトシルバー蠡，矢田化学工業，大阪）

で製作し，可動性連結装置 の支台歯側をフィメール

部，ポンティック側をメール部とした．〔可動 5〕にお

けるフィメール部の形態は単純なボックスタイプで，側

壁部は澀の歯軸と平行に，基底部は咬合平面に平行に，

フィメール部の近遠心径，騁舌径はいずれも潸の近遠心

径，騁舌径の 4分の 1，深さは補綴歯冠長の 4分の 1と

した．〔可動 7〕におけるフィメール部の形態も単純な

ボックスタイプで，側壁部は潸の歯軸と平行に，基底部

は咬合平面に平行に，フィメール部の近遠心径，騁舌径

Three-point load results : the bridge with a movable connectoron the second premolar also revealed smaller pressure on

the mesial cervix than that with a movable connector on the second molar.

These results show that when semifixed bridges are worn inpatients with a mesial tilt of the second molar, the movable

connector installed on the second premolar, not on the secondmolar, further reduces stress on the mesial cervix of the

mandibular second molar.

Key words : semifixed bridges, movable connector, mesially inclined tooth
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はいずれも澀の近遠心径，騁舌径の 4分の 1，深さは補

綴歯冠長の 4分の 1とした．またポンティックの幅径は

澀の幅径の 3分の 2とし，形態は単純な立方体とした

（Fig 2）．

本実験用半固定性ブリッジは 3倍大という大きさで，

鋳造によって製作したため，フィメール部とメール部と

の間に鋳造収縮による間隙が必然的に生じることにな

る．そこで，可動性連結装置の適合状態が可及的に緊

密，一定となるよう可動性連結装置のフィメール部とメ

ール部との間を約 500µmに拡大し，超硬質石膏泥を介

在させることとした（Fig 3）．半固定性ブリッジを支台

歯模型に仮着用セメント（ハイボンドテンポラリーセメ

ントハード，松風）にて装着すると同時に，可動性連結

装置のフィメール部とメール部との間に練和した超硬質

石膏泥を介在させ，半固定性ブリッジの浮き上がりを防

止するために 40分間以上 2 kgf の荷重を加え続け，仮

着用セメントと超硬質石膏の硬化を確認してから測定を

開始した．

3）荷重点および荷重方法

荷重点は潸咬合面中央部（A 点），ポンティック咬合面

中央部（B 点），澀咬合面中央部（C 点）の 3点とし

（Fig 4），各 1点ごとに咬合平面に対して垂直に，8 kgf

の荷重を加えた．荷重には万能試験機（4302型，イン

ストロンジャパン，東京）を使用し，各センサーに加わ

る圧力測定には静ひずみ計（USB-21 A，共和電業，東

京）を用いた．〔可動 5〕，〔可動 7〕とも各荷重点におい

て 10回の計測を行い，それらの平均値を求めた．

4）統計解析

統計解析には統計ソフトウェア（Statcel 2，オーエム

エス出版，所沢，埼玉）を用いた．澀の近心歯頸部にお

ける応力に注目し，〔可動 5〕の値と〔可動 7〕の値との

間に統計学的有意差が存在するかについて，Studentの t

検定により統計解析を行った．なお，p 値が 0.01以下

の場合に有意差が存在するとした．

Fig 1 Experiment model and locating of pressure transducers. In figure, the symbols潸 and
澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.

Fig 2 Semifixed bridges. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.
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Fig 3 Movable connector and dental stone. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second
premolar and the second molar, respectively.

Fig 5 Method of three-point loading. In figure, the symbols潸 and澀 denote
the second premolar and the second molar, respectively.

Fig 4 Positions（A, B and C）of loading point. In figure, the symbols潸 and澀 denote the sec-
ond premolar and the second molar, respectively.
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2．実験 II 3点同時荷重における応力解析

1）実験用支台歯模型および圧力センサーの設置

実験 I と同一の模型を使用した．

2）実験用半固定性ブリッジ

実験 I と同一の半固定性ブリッジを使用した．

3）荷重点および荷重方法

荷重点は実験 I における A, B, Cの 3点とし，3点同

時に 20 kgfの荷重を加えた．なお，3点同時に荷重する

目的で，以下のような手順で荷重用のジグを製作した．

すなわち，長さ 60 mm，高さ 20 mm，厚さ 7 mmで，A,

B, Cの荷重点に相当する部位に荷重針の通る穴を開け

た金属ブロックを銀パラジウム合金（ホワイトシルバー

蠡）で鋳造法にて製作した．荷重針を金属ブロックの各

穴に付与し，荷重針と各荷重点の接触を確認した後，金

属ブロックと瞬間接着剤（アロンアルァ，東亞合成，東

京）で接着，固定し，3点同時荷重用のジグとした（Fig

5）．荷重回数は〔可動 5〕，〔可動 7〕とも 10回行い，そ

れらの平均値を求めた．

4）統計解析

実験 I と同様の統計解析を行った．

結 果

1．実験 I

1）A 点荷重

〔可動 5〕では潸の根尖部のみに 4.3 kgf/cm2の応力が

認められ，他の部位には応力が認められなかったが，

〔可動 7〕では潸の根尖部に 3.5 kgf/cm2，澀の近心歯頸

部に 0.4 kgf/cm2，近心根根尖部に 1.1 kgf/cm2，および遠

心根根尖部に 0.1 kgf/cm2の応力が認められた（Fig 6）．

2）B 点荷重

〔可動 5〕では，潸の近心歯頸部に 0.1 kgf/cm2，根尖

部に 2.9 kgf/cm2，澀の近心歯頸部に 0.2 kgf/cm2，近心根

根尖部に 1.5 kgf/cm2および遠心根根尖部に 1.1 kgf/cm2

の応力が認められた．〔可動 7〕では潸の根尖部に 2.3 kgf

/cm2，澀の近心歯頸部に 0.5 kgf/cm2，近心根根尖部に

2.2 kgf/cm2および遠心根根尖部に 0.9 kgf/cm2の応力が認

められた．澀の近心歯頸部に注目すると，〔可動 5〕の

値は〔可動 7〕の値の約 40％であり，かつ有意に小さ

い値を示した（Fig 7）．

3）C 点荷重

〔可動 5〕では，潸の根尖部に 1.1 kgf/cm2，澀の近心

歯頸部に 0.3 kgf/cm2，近心根根尖部に 2.1 kgf/cm2，およ

び遠心根根尖部に 2.2 kgf/cm2の応力が認められた．〔可

動 7〕では潸の近心根根尖部に 0.3 kgf/cm2，根尖部に

Fig 6 A point loading. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.
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0.2 kgf/cm2，澀の近心歯頸部に 0.8 kgf/cm2，近心根根尖

部に 3.2 kgf/cm2，遠心根根尖部に 1.9 kgf/cm2の応力が認

められた．澀の近心歯頸部に注目すると，〔可動 5〕に

おける近心歯頸部の値は〔可動 7〕の値の約 40％であ

り，かつ有意に小さい値を示した（Fig 8）．

以上，実験 I の結果から，1点荷重においては，A

Fig 8 C point loading. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.

Fig 7 B point loading. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.
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点，B 点，C点のいずれの荷重点においても〔可動 7〕

よりも〔可動 5〕の方が澀の近心歯頸部に生じる応力は

有意に小さかった．

2．実験 II

〔可動 5〕では，潸の近心歯頸部に 0.3 kgf/cm2，根尖

部に 0.6 kgf/cm2，澀の近心歯頸部に 0.6 kgf/cm2，近心根

根尖部に 4.6 kgf/cm2および，遠心根根尖部に 3.7 kgf/cm2

の応力が認められた．〔可動 7〕では，潸の近心歯頸部

に 0.6 kgf/cm2，根尖部に 4.9 kgf/cm2，澀の近心歯頸部に

0.8 kgf/cm2，近心根根尖部に 4.5 kgf/cm2および，遠心根

根尖部に 3.5 kgf/cm2の応力が認められた．澀の近心歯

頸部に注目すると，〔可動 5〕における近心歯頸部の値

は〔可動 7〕の値の約 75％であり，かつ有意に小さい

値を示した（Fig 9）．

考 察

1．実験装置について

1）支台歯模型について

歯の支持組織に加わる応力の分析方法として，有限要

素法8−11），光弾性実験法12, 13），ダイヤフラム型圧力センサ

ー14−17）や PVDF法18, 19）を用いる方法などがある．

本実験では，近心傾斜歯において特に応力が集中しや

すい傾斜歯の近心歯頸部を主たる対象とし，加わる圧力

の大小を数値で比較しやすいダイヤフラム型圧力センサ

ーを用いた．なお，圧力センサーの出力特性に差異を生

じないように，同一の支台歯模型，擬似歯根膜および歯

槽窩壁部を石膏ブロック泥内に植立固定したものを実験

用模型として用いた．

擬似歯根膜に使用する材料には，比例限が大きく，永

久ひずみは小さいという特性が必要である．また，閉鎖

性模型の中に介在させることから，硬化前の流動性が比

較的緩徐で，内部に応力が残存しにくい材料が適切であ

ると考えられる．そこで従来から頻用されている歯科用

シリコーンゴム印象材の中からフローが良好で，重合収

縮の少ない付加重合型の適合試験材（ファインチェッカ

ー）を選択した．疑似歯根膜の厚さに関しては，天然歯

の歯根膜の厚さを参考にした．歯根膜の厚さは歯種によ

って異なること，また同一歯種であっても部位によって

異なることなどが報告されている20）．平井ら21）は歯根膜

の厚さは 150～380 µm と報告している．本実験では 3

倍大の支台歯模型を使用していることを考慮し，擬似歯

根膜の厚さは 1.0 mmとした．

2）半固定性ブリッジについて

可動性連結装置の形態は，ボックスタイプ，キーアン

ドキーウェイタイプ，既製の歯冠外アタッチメントタイ

プなどがあるが，キーアンドキーウェイや歯冠外アタッ

チメントタイプは形態が複雑なため，その形態自身の応

力に及ぼす影響がかなり大きくなると考られる．したが

Fig 9 Three-point loading. In figure, the symbols潸 and澀 denote the second premolar and the second molar, respectively.
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って，本実験における可動性連結装置の形態は，形態の

影響を最も受けにくいと考えられる単純なボックスタイ

プとした．

本実験で使用する半固定性ブリッジは 3倍大という大

きさを鋳造によって製作したため，フィメール部とメー

ル部との間に鋳造収縮によると思われる間隙が必然的に

生じることになる．その間隙は〔可動 5〕では 180

µm，〔可動 7〕では 230µmと同量ではなかった．半固

定性ブリッジに加えられた荷重は可動性連結装置を介在

し，もう一方の支台歯に圧力を伝えるため，〔可動 5〕，

〔可動 7〕ともにメール部とフィメール部が緊密に適合

していなければ両者の相違を比較することはできない．

そこで，各々における可動性連結装置のメール部とフィ

メール部と適切な材料を介在させて実験を行うこととし

た．メール部とフィメール部の間に介在させる材料（以

下，介在材料と略す）を選択するために，以下のような

予備実験を行った．すなわち，介在材料はアマルガム

（スフェリカル-D，松風），リン酸亜鉛セメント（エリ

ートセメント 100，ジーシー，東京），カルボキシレー

トセメント（ハイーボンドカルボセメント，松風），超

硬質石膏（モデルストーン）の 4種類とし，1点荷重お

よび 3点同時荷重を行った．その結果，アマルガムでは

浮き上がりを生じ，残り 3種の介在材料はすべて破壊さ

れた．そこでさらに材料の強度を確保するため，メール

部とフィメール部の間隙を 500µmに拡大し，同様に 4

種類の材料を介在させ，再度実験を行った結果，超硬質

石膏を介在させた場合のみ材料の破壊は認められなかっ

た．したがって，本実験では可動性連結装置の適合状態

が可及的に緊密，一定となるよう，可動性連結装置のフ

ィメール部とメール部との間隙を 500µmとし，超硬質

石膏泥を介在材料として使用することとした．

3）荷重量について

実験 I に先立ち，予備実験を行い，圧力センサーの特

性を確認した．荷重量と圧力値は，7か所のいずれの圧

力センサーにおいても，2 kgf から 8 kgf の間で正比例

の関係を示したが，9 kgf 以上でやや正比例の関係が弱

まった．圧力センサーの測定可能な最大圧力値は 5 kgf/

cm2であり，本予備実験の結果からも 9 kgf 荷重時の圧

力は約 5 kgf/cm2であった．すなわち，本予備実験から

本圧力センサーにおいて測定可能な最大荷重量は，荷重

量と圧力値が正比例の関係にあり，かつ本圧力センサー

の最大圧力値以下となる 8 kgf であることが示された．

ヒトの平均咀嚼力は，食品の種類によって異なることが

報告されている22−28）．森川28）は下顎第一大臼歯におい

て，さきいかで 17.2 kgf，ピーナッツで 12.7 kgf，ほし

ぶどうで 10.7 kgf，スナック菓子（柿の種）で 8.3 kgf，

と報告している．森川の報告によれば，8 kgf はスナッ

ク菓子（柿の種）咀嚼時の平均咀嚼力に相当すると考え

られるが，本実験においては圧力センサーの特性から，

測定可能な最大荷重量 8 kgf を負荷することとした．実

験 II に関しても実験 I と同様に予備実験を行い，荷重

量と圧力値が正比例の関係にあり，かつ本圧力センサー

の最大圧力値以下となる 20 kgfを負荷することとし

た．なお，予め荷重針一本につき 30 kgfの荷重を 30回

繰り返し加え，荷重針と金属ブロックが確実に接着して

いることを確認したのち実験を行った．

4）応力の解析部位について

橘高4）は，固定性ブリッジの支台歯支持組織に生じる

ひずみについて，傾斜歯の近心歯槽縁部に大きな圧縮ひ

ずみが認められたと報告している．また，実際の臨床で

はエックス線検査において，傾斜歯を後方支台歯とした

場合，傾斜歯の近心歯頸部の歯根膜腔の拡大を認める症

例が非常に多い．そこで〔可動 5〕と〔可動 7〕の 2種

類の半固定性ブリッジにおいて，第二大臼歯の近心歯頸

部に加わる応力値の小さい方が，傾斜歯を保護する可能

性が高いと判断し，本実験では澀の近心歯頸部における

応力を〔可動 5〕と〔可動 7〕との間で比較，分析する

こととした．

2．結果について

1）実験 I

（1）A 点荷重時

〔可動 5〕においては潸の根尖部のみに応力が加わ

り，他の部位には加わらなかったが，これは〔可動 5〕

が荷重方向に沈下した結果，可動性連結装置のメール部

とフィメール部が離れ澀には荷重が伝わらなっかたため

と考えられる．反対に〔可動 7〕においては可動性連結

装置を介在して荷重が澀にも伝わったため，澀の近心歯

頸部，近心根根尖部，および遠心根根尖部に応力が認め

られたと考えられる．

（2）B 点荷重時

〔可動 5〕においても〔可動 7〕においても，潸の根尖

部，澀の近心歯頸部，近心根根尖部，および遠心根根尖

部に応力が認められた．また，わずかであるが，〔可動

5〕においては潸の近心歯頸部に応力が認められた．〔可

動 5〕の場合は，ポンティックと澀が一体となっている

ため，ポンティック上の荷重点である B 点に荷重を加

えると，近心傾斜している澀がさらに近心傾斜し，その

結果可動性連結装置の側壁部を介在して潸を近心に傾斜
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させる応力が加わったと考えられる．また，〔可動 5〕

と〔可動 7〕の澀における近心歯頸部の値を比較する

と，〔可動 5〕の値は〔可動 7〕の約 40％であり，かつ

有意に小さい値を示した．〔可動 7〕の場合は可動性連

結装置を澀の咬合面近心に設置しているため，ポンティ

ックに加わった圧力は可動性連結装置を介在して澀の近

心に応力を伝えたと考えられる．澀の近心根根尖部の値

も〔可動 7〕の方が大きいことが，この結果を裏付けて

いると考えられる．

（3）C点荷重時

〔可動 5〕においても〔可動 7〕においても潸の根尖

部，澀の近心歯頸部，近心根根尖部および遠心根根尖部

に応力が認められた．また，〔可動 5〕と〔可動 7〕の澀

における近心歯頸部の値を比較すると，〔可動 5〕の値

は〔可動 7〕の約 40％であり，かつ有意に小さい値を

示した．また，わずかであるが，〔可動 7〕においては

潸の近心歯頸部に応力が認められた．〔可動 7〕の場合

は，単独冠である澀に加わった荷重が澀を近心に傾斜さ

せ，その動きが可動性連結装置の側壁部を介在して潸に

も伝わったためと考えられる．〔可動 5〕の場合は，澀

に加わった圧力は可動性連結装置の基底部を介在して

〔可動 7〕よりも多くの応力を潸の根尖に伝えたためと

考えられる．また，B 点荷重時に〔可動 5〕において認

められた潸の近心歯頸部への応力が C 点荷重時には消

失していたが，これは荷重点の位置が B 点よりも C点

のほうがより遠心であることから，両支台歯への応力分

布がより遠心に移動したためと考えられる．

2）実験 II

3点同時荷重の場合は〔可動 5〕の場合も〔可動 7〕

の場合も潸の近心歯頸部，根尖部，澀の近心歯頸部，近

心根根尖部および遠心根根尖部に応力が認められ，両者

の間には全体的な応力分布の傾向に顕著な差は認められ

なかった．3点同時荷重の場合は，〔可動 5〕の場合も

〔可動 7〕の場合もブリッジ全体が，概ね荷重方向に沈

下したためと考えられた．ただし，澀における近心歯頸

部の値に関しては，〔可動 5〕の値は〔可動 7〕の約 75

％であり，かつ有意に小さい値を示した．潸の近心歯頸

部の値も〔可動 5〕の方がわずかに小さかった．〔可動

5〕の場合は単独冠である潸が荷重方向に沈下する動き

が，ブリッジ全体を潸の沈下する方向に誘導するのに対

し，〔可動 7〕の場合は単独冠である澀が近心に傾斜す

る動きがブリッジ全体をわずかに近心に傾斜させるため

と考えられた．

以上より，第二大臼歯が近心傾斜している症例に半固

定性ブリッジを施す場合，可動性連結装置は第二大臼歯

よりも第二小臼歯に設置した方が，1点荷重において

も，3点同時荷重においても，傾斜歯である第二大臼歯

の近心歯頸部に加わる応力は軽減されることが示唆され

た．

結 論

下顎第一大臼歯の一歯欠損で下顎第二大臼歯が近心傾

斜した症例に対して，半固定性ブリッジの可動性連結装

置を下顎第二小臼歯に設置した場合と第二大臼歯に設置

した場合の 2種類について実験用模型を製作し，可動性

連結装置の適切な設置部位について力学的に検討した．

その結果，以下の結論を得た．

1．第一小臼歯に 1点荷重を加えた場合，〔可動 5〕で

は第一小臼歯の根尖部のみに応力が認められ，〔可動

7〕では第一小臼歯の根尖部と第二大臼歯の近心歯頸

部，近心根根尖部，遠心根根尖部に応力が認められ

た．

2．ポンティックに 1点荷重を加えた場合，〔可動 5〕

では第一小臼歯の近心歯頸部，根尖部と第二大臼歯の

近心歯頸部，近心根根尖部，遠心根根尖部に応力が認

められ，〔可動 7〕では第一小臼歯の根尖部，第二大

臼歯の近心歯頸部，近心根根尖部，遠心根根尖部に応

力が認められた．

3．第二大臼歯に 1点荷重を加えた場合，〔可動 5〕で

は第一小臼歯の根尖部と第二大臼歯の近心歯頸部，近

心根根尖部，遠心根根尖部に応力が認められ，〔可動

7〕では〔可動 5〕ではみられなかった第一小臼歯の

近心歯頸部での応力が出現するとともに，第二大臼歯

における同一部位での応力が有意に増大した．

4．第一小臼歯，ポンティック，第二大臼歯に 3点同時

荷重を加えた場合は，〔可動 5〕と〔可動 7〕では応力

分布の傾向に顕著な差は認められなかったが，第二大

臼歯の近心歯頸部の値に関しては，〔可動 5〕の方が

有意に小さかった．

以上より，下顎第一大臼歯の 1歯欠損で，下顎第二大

臼歯が近心傾斜した症例では，下顎第二大臼歯の近心歯

頸部への応力に着目すると，半固定性ブリッジの可動性

連結装置を下顎第二小臼歯部に設置することの有用性が

示唆された．

稿を終えるにあたり，ご指導ご校閲を賜りました，明海
大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 大川周治
教授に謹んで感謝の意を表します．また，終始ご助言を賜
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った明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野 安
井利一教授，ならびに明海大学歯学部機能保存回復学講座
歯科生体材料学分野 中嶌 裕教授に深く感謝いたしま
す．また，永年にわたりご指導下さった明海大学歯学部
天野秀雄名誉教授に心より御礼申し上げます．さらに，ご
協力を頂いた当講座の猪野照夫准教授，岡本和彦講師をは
じめ機能保存回復学講座歯科補綴学分野の諸先生方に厚く
お礼申しあげます．

なお，本研究の一部は第 95回日本補綴歯科学会学術大
会（1996年 5月 31日，広島市），平成 10年度日本補綴歯
科学会東関東支部学術大会（1998年 9月 15日，坂戸市）
において発表した．
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口腔領域における末梢神経系病変の病理組織学的所見

田中 章夫1§ Patricia GONZÁLEZ-ALVA1 奥 結香2 吉澤 大1

伊藤 茂1 井出 文雄1 坂下 英明2 草間 薫1

1明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2明海大学歯学部病態診断治療学講座顎顔面外科学分野

要旨：口腔領域に発生する末梢神経系病変の多くは，神経鞘腫，神経線維腫および外傷性神経腫（切断神経腫）であ
る．しかしながら，これらの末梢神経系病変とは異なる独立した疾患である palisaded encapsulated neuroma（PEN）や intra-

neural perineuroma（IP）については，その概念はよく知られていない．本研究では，免疫組織化学的手法を用い，これらの
末梢神経系病変の病理組織学的所見について比較検討を行なった．その結果，神経鞘腫の主体は S-100蛋白陽性の腫瘍細
胞であり，被膜は epithelial membrane antigen（EMA）陽性を示した．しかし，軸索はみられず，neurofilament陰性であった．
神経線維腫は紡錘形細胞と軸索から成り，S-100蛋白陽性率は neurofilament陽性率に比べ高く，被膜を欠くため EMA 陰
性であった．外傷性神経腫は個々の神経線維束に S-100蛋白，neurofilamentおよび EMA 陽性を認めた．PENもまた，紡
錘形細胞と軸索から成るが，S-100蛋白と neurofilamentの陽性率は比較的均一であり，被膜は EMA 陽性であった．IPは
主に，EMA 陽性で S-100蛋白陰性を示す神経周膜細胞で構成されていた．H-E染色に加え，免疫組織化学的検索は末梢
神経系病変の組織構築の詳細が明らかになるとともに，それぞれの病変の鑑別診断に極めて有用であることが示された．

索引用語：末梢神経系病変，免疫組織化学，palisaded encapsulated neuroma, intraneural perineurioma

Histopathological Findings of Peripheral Nerve Sheath Lesions
in the Oral Region

Akio TANAKA1§, Patricia GONZÁLEZ-ALVA1, Yuka OKU2,
Dai YOSHIZAWA1, Shigeru ITO1, Fumio IDE1,

Hideaki SAKASHITA2 and Kaoru KUSAMA1

1Division of Pathology, Department ofDiagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Peripheral nerve sheath lesions in the oral region are usually schwannoma, neurofibroma and traumatic

neuroma（amputation neuroma）．Although palisaded encapsulated neuroma（PEN）and intraneural perineurioma（IP）are

two lesions independent of schwannoma and neurofibroma, the concept of these tumors has not been well known. This

study weighed the histopathological findings of these peripheral nerve sheath lesions by immunohistochemical detection. In

the result, scwannoma was mainly composed of S-100 proteinpositive cells, and the capsule of the tumor was positive for

epithelial membrane antigen（EMA）．No positive reaction was found for neurofilament, because there was no nerve axon

in this lesion. Neurofibroma was composed of spindle-shaped cells and nerve axons, the ratio of positive reaction for S-100

protein was more than that for neurofilament, and EMA wasnegative, because there was no capsule in this lesion. Trau-

matic neuroma showed the positive reaction for S-100 protein,neurofilament and EMA in the individual fascicle of nerve

fivers. Although PEN was also composed of spindle-shaped cells and nerve axons, the ratio of positive reaction for S-100

protein and neurofilament were relatively even, and the capsule of the tumor was positive for EMA. IP was mainly com-

posed of EMA-positive and S-100 protein-negative perineurialcells. In addition to the H-E stain, immunohistochemical de-
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緒 言

末梢神経は，軸索（神経線維）および Schwann細胞

から成る髄鞘と，これを取り囲む結合組織性の神経鞘か

ら構成されている1）．神経鞘は，個々の神経線維を含

み，膠原線維や線維芽細胞からなる神経内膜，その神経

線維が多数集まり形成された神経線維束を取り囲み，神

経周膜細胞を含む神経周膜，さらに神経線維束，毛細血

管，リンパ管，線維芽細胞，組織球を含む最外層の神経

上膜に分けられる（Fig 1）．

末梢神経系病変は，この末梢神経を構成する組織・細

胞に由来する病変であり，その大多数は良性腫瘍で，悪

性腫瘍の発生頻度は少ないが，真の腫瘍ではない反応性

病変や過形成病変も含まれている2, 3）．口腔領域におけ

る末梢神経系病変の発生頻度はまれで4−7），その多くは

神経鞘腫や神経線維腫，外傷性神経腫（切断神経腫）で

あり，他に神経鞘粘液腫，palisaded encapsulated neuroma

（solitary circumscribed neuroma）や perineurioma，多発性

内分泌腫瘍症 IIB（または III 型），顆粒細胞腫などがあ

る8, 9）．しかし，代表的な腫瘍型を除いては経験する機

会が少なく，H-E染色標本のみではその診断に苦慮する

こともあり，そのような場合には免疫組織化学的検索が

鑑別診断に用いられる．通常，末梢神経系病変の鑑別診

断には，S-100蛋白や neurofilament, epithelial membrane

antigen（EMA）に対する抗体がよく用いられる．S-100

蛋白に対する抗体は神経系病変の鑑別に広く用いられて

おり，髄鞘を形成する Schwann細胞に陽性を示す5）．ま

た，neurofilamentに対する抗体は軸索に特異的に反応を

示す1）．EMA に対する抗体は上皮細胞に反応すること

から，上皮性腫瘍の鑑別によく用いられるが，神経周膜

細胞にも反応を認める10）．他にも，Leu-7（CD 56），glial

fibrillary acidic protein, CD 34, CD 68などが鑑別診断に

使用されることがある1, 5, 9）．

Jordan and Regezi5）は，口腔に生じた 307例の spindle

cell neoplasmを免疫組織化学的に再検索した結果，PEN

と再診断された症例が最も多く，その多くがもともと

H-E染色標本で神経鞘腫や神経線維腫と診断されていた

症例だったと述べている．口腔に生じる末梢神経系病変

の発生頻度は少ないことから，異なる組織型を免疫組織

化学的に解析し，総合的に比較検討した報告は少な

い5, 9）．このことから，本研究では，口腔に生じた末梢

神経系病変を H-E染色標本で検索し，さらに各病変に

おける病理組織学的所見の相違について，S-100蛋白や

neurofilament, EMAに対する抗体を用いて免疫組織化学

的に比較検討を行なったので報告する．

材料および方法

1．検索対象

1971年から 2006年の 26年間に明海大学病態診断治

療学講座病理学分野で診断された総検体数 19,165例の

うち末梢神経系病変は 32例（0.17％）であった．検索

対象の年齢は 1～85歳で平均年齢は 41.4歳，性別は男

性 15例，女性 17例で男女比は 1：1.3，組織型は神経鞘

腫 4例，神経線維腫 13例，外傷性神経腫 12例，PEN 2

例および intraneural perineurioma（IP）1例であった（Ta-

ble 1）．各試料は 10％中性緩衝ホルマリン溶液で固定

後，パラフィン包埋を行い，薄切切片を作製して，H-E

染色および免疫組織化学的検索を行った．なお，本研究

にあたっては明海大学歯学部倫理委員会の承認を得た

tection showed the detail of histological component in peripheral nerve sheath lesions, and it was quite useful for differen-

tial diagnosis.

Key words : peripheral nerve sheath lesion , immunohistochemistry , palisaded encapsulated neuroma , intraneural

perineurioma

─────────────────────────────
§別刷請求先：田中章夫，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

Fig 1 Schematic representation of the basic architecture of
normal nerve.
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（承認番号 A 0313号）．

2．免疫組織化学的検索

免疫組織化学的検索は streptavidin peroxidase biotin

complex methodにより行った．すなわち通法に従い，

切片を脱パラフィン後，内因性ペルオキシダーゼ活性阻

止のために 0.3％ H2O2加メタノールにて室温で 20分間

処理を行った．流水およびリン酸緩衝液（PBS）で洗浄

後，非特異的反応の阻止のため 2％ bovine serum albumin

（ICN Biomedicals, Auroa, OH, USA）を用いて室温で 15

分間処理を行った．1次抗体として anti-human S-100 pro-

tein rabbit polyclonal antibody , anti-human neurofilament

mouse monoclonal antibody , anti-human epithelial mem-

brane antigen mouse monoclonal antibody（いずれも predi-

luted，ニチレイ 東京）を用い，室温で 60分間反応さ

せた．PBSにて洗浄後，2 次抗体として biotinylated

anti-mouse IgG（H＋L）horse antibodyまたは biotinylated

anti-rabbit IgG（H＋L）goat antibody（いずれも Vector

Laboratories, Burlingame, CA, USA ; 200倍希釈液）を用

い，室温で 30分間作用させた．再び PBSにて洗浄後，

streptavidin-peroxidase（GIBCO-BRI , Grand Island , NY ,

USA ; 200倍希釈液）を用い，室温で 30分間作用させ

た．PBSにて洗浄後，発色は 0.01％ H2O2加 3,3 ’ -

diaminobenzidine tetrahydrochloride（ Sigma-Aldrich , St

Louis, MO, USA）溶液で行い，Mayerのヘマトキシリン

で核染色を行い，封入後，検鏡した．陰性対照標本は 1

次抗体の代わりに PBSを反応させ，同様に染色し，非

特異的な呈色反応のないことを確認した．

結 果

神経鞘腫は，比較的厚い線維性被膜によって囲まれた

境界明瞭な病変で，腫瘍実質は紡錘形の細胞で構成され

ていた．その組織型は，腫瘍細胞が密で束状の増殖示

し，核が柵状あるいは観兵式様配列をみる Antoni A 型

と，細胞密度が低く網状の増殖を示す Antoni B 型に分

けられ，Antoni A 型の観兵式様配列部では，核のない

エオジン好性の部位（Verocay体）がみられた（Fig

2a）．免疫組織化学的検索では，腫瘍実質を構成する紡

錘形細胞が S-100蛋白強陽性を示したが（Fig 2b），neuro-

filamentは陰性であった．また，腫瘍を取り囲む線維性

被膜が EMA 陽性を示した（Fig 2c）．

神経線維腫は，被膜がなく境界不明瞭な病変で，腫瘍

実質は紡錘状ないし波状の核をもつ紡錘形の細胞および

線維細胞の増殖と線維成分で構成されていた（Fig

3a）．免疫組織化学的検索では，腫瘍実質は主として S-

100蛋白陽性を示す紡錘形細胞で構成され（Fig 3b），

neurofilament陽性を示す軸索を散在性に認めた（Fig 3

c）．また，被膜を欠き EMA は陰性であった．

外傷性神経腫は，被膜がなく境界不明瞭な病変で，神

経線維束が不規則に増殖し，線維性結合組織内に大小多

数の結節を形成していた（Fig 4a）．免疫組織化学的検

索では，神経線維束の髄鞘が S-100蛋白陽性を示し（Fig

4b），軸索に neurofilament陽性（Fig 4c），神経周膜は

EMA 陽性を示した（Fig 4d）．

PENは，菲薄な被膜を有する境界明瞭な結節性の病

変で，紡錘形細胞の束状増殖からなり，腫瘍細胞は錯走

して一部に核の観兵式様配列を示す部分を認めた（Fig

5a）．また，周囲組織と結節の間や束状構造間には空隙

の形成が一部にみられた．免疫組織化学的検索では，結

節内の紡錘形細胞が S-100蛋白に陽性を示した（Fig

5b）．一方，束状構造の中の軸索が neurofilamentに対し

て陽性を示し（Fig 5c），その割合は S-100蛋白陽性の

紡錘形細胞と同程度であった．また，EMA 染色では被

膜を構成する紡錘形細胞の一部に陽性を認めた（Fig

5d）．

IPは，被膜を有する境界明瞭な結節性の病変で，腫

瘍実質は，中心に軸索をもち，その周囲に紡錘形の細胞

が渦巻き状に増殖した pseudo-onion bulb状の構造が多

数集まり構成されていた（Fig 6a）．免疫組織化学的検

Table 1 Histological types, mean age, gender and location.

total mean age m/f gingiva tongue lip neck palate oral floor

schwannoma
neurofibroma

traumatic neuroma
PEN
IP

4
13
12
2
1

31.5
37.3
50.6
37
34

1/3
6/7
7/5
1/1
0/1

0
7
3
0
0

1
1
4
0
1

0
3
3
1
0

2
0
2
0
0

0
2
0
0
0

1
0
0
1
0

PEN, palisaded encapsulated neuroma ; IP, intraneural neurioma
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Fig 2 Schwannoma : In the Antoni A type of the tumor, the Verocay body which was an eosinophilic portion
without nuclei was seen in the tumor（a）．Spindle cells were stronglypositive for the S-100 protein（b）．The cap-
sule was reactive for EMA（c）．

Fig 3 Neurofibroma : Tumor cells were situated in a loose, delicate, and often myxoid stroma and frequently had
nuclei with wavy or serpiginous profiles（a）．The lesion contained numerous S-100 protein positive cells（b）．Im-
munoreactivity for NF was shown in the scattered axons（c）．

Fig 4 Traumatic neuroma : Tumor was composed of well formed microfascicles of various sizes with dense fi-
brous connective tissue and a mucoid matrix（a）．The microfascicles included both S-100 protein（b）and neurofila-
ment positive cells（c），and were surrounded by an EMA-positive perineurial membrane（d）．
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Fig 5 Palisaded encapsulated neuroma : The many nerve fibers were seen with an irregular proliferation. The
spindle cells were forming a fascicular pattern and showed focal nuclear palisading（a）．Immunohistochemical stains
revealed that the lesions were composed largely of S-100 protein positive cells（b）and variable numbers of peripheral
nerve axons（c），which were identified by NF staining. In addition, the perineurium cells showed slightly positive
staining for EMA（d）．

Fig 6 Intraneural perineurioma : Histological examination revealed individual nerve axons surrounded by whorls
of spindle-shaped cells arranged in a pattern of numerous pseudo-onion bulbs（a）．No palisading pattern was noted.
Reactivity for S-100 protein was seen only in cells at the center of pseudo-onion bulbs pattern（b）．NF stain also
showed the presence of axons at the center of pseudo-onion bulbs pattern（c）．The whorls of spindle-shaped cells
were reactive for EMA and consisted of perineurial cells（d）．

末梢神経系病変の病理組織学的所見 181



索では，pseudo-onion bulb状構造の内部に，S-100蛋白

に陽性を示す細胞（Fig 6b）や neurofilamentに陽性を

示す軸索を認めた（Fig 6c）．また，pseudo-onion bulb

状構造周囲の紡錘形細胞は EMA に陽性を示し（Fig

6d），S-100タンパクは陰性であった．S-100, neurofilament

の発現頻度は他の腫瘍と比較して低く，その割合はほぼ

均一であった．

各種抗体にたいする免疫組織化学的反応性と，各病変

の主要な構成要素について表に示す（Tables 2, 3）．

考 察

神経鞘腫は，神経鞘の Schwann細胞に由来する良性

の末梢神経系病変である．その多くは頭頸部や四肢に生

じ，口腔内に生じる神経鞘腫の発現頻度は約 1％といわ

れている7）．好発年齢は 30～50歳代で，性差はみられな

い11, 12）．口腔内では無症候性の境界明瞭な限局性の腫瘤

として生じ，好発部位は舌で，騁粘膜や口蓋，口唇，歯

肉などにもみられる2, 7, 8）．また，顎骨内に生じることも

あり，その好発部位は下顎大臼歯部で，疼痛や麻痺など

の神経症状を認めることがある13）．病理組織学的に，腫

瘍は紡錘形の Schwann細胞の増殖からなり，Antoni A

型では核が柵状あるいは観兵式様配列示し，Verocay体

がみられるのが特徴である11, 12）．Antoni B型では，腫瘍

細胞の配列は疎で，間質に餒胞形成や神経線維腫に類似

した粘液様変性がみられる11, 12）．通常，どちらかの組織

型が単体でみられることはまれで，両者の組織型が混在

してみられることが多く，核の柵状あるいは観兵式様配

列の所見の有無が他の病変との鑑別診断に重要となる．

病変の経過が長く，炎症性細胞浸潤や間質の線維化，血

管壁の硝子化，核多形性などの退行性変化がみられる場

合は陳旧性神経鞘腫と呼ばれる2, 8 11, 12）．この場合，少な

いながらも核分裂像を認めることがあり，悪性腫瘍と混

同することがあるので診断には注意が必要である．また

稀な亜型として，細胞成分に富み，Antoni A 型優位な

細胞性神経鞘腫，叢状または多結節性の増殖を示す蔓状

神経鞘腫，Schwann細胞の特徴を持つメラニン産生細胞

で構成されるメラニン性神経鞘腫などがある11, 12）．免疫

組織学的特徴としては，Schwann細胞が S-100蛋白強陽

性を示し9, 11, 12），その発現度は他の末梢神経系病変に比

較して高い．また，神経鞘腫の多くは EMA 陽性を示す

比較的厚い被膜を認める9）．ただし，腫瘍内にほとんど

軸索を含まないため，neurofilament陰性を示すことも鑑

別に重要である12）．神経鞘腫の悪性転化は極めてまれ

で，完全切除すれば再発はみられない．

神経線維腫は，Schwann細胞および神経鞘の間葉系細

胞に由来する良性の末梢神経系病変である．神経線維腫

は単独の症状としてみられる場合（孤立性神経線維腫）

と神経線維腫症蠢型（von Recklinghausen病）の一症状

としてカフェ・オレ斑と伴に多発性にみられることがあ

る14−16）．好発年齢や性差は特になく14），口腔では舌や騁

粘膜に好発するが2, 8, 17），口腔粘膜に生じた神経線維腫の

おおよそ 20～60％が神経線維腫症と関連があるといわ

れている8）．本研究で神経線維症と診断された症例は，13

例中 4例（30.8％）であった．また，まれに顎骨内に生

じることがあり，この場合は孤立性であることが多

い18−20）．病理組織学的に，腫瘍は主に紡錘形の Schwann

細胞の増殖から成り，細胞間には少量の線維成分がみら

れる14, 15）．神経鞘腫に比べ，腫瘍細胞は細胞質に乏し

く，核は小さな卵円形で観兵式様配列を示さない．間質

はときに粘液腫様変性を示し，軸索や肥満細胞を認める

ことがある．腫瘍細胞の増殖が神経鞘内部に生じ，多数

の不規則な走行を示す神経束から成るものは，叢状神経

線維腫と呼ばれる14, 15）．免疫組織化学的に，腫瘍細胞は

S-100蛋白陽性を示すが，神経鞘腫に比べるとその割合

は少ない14, 15）．また，腫瘍中に軸索が含まれる場合には

neurofilament陽性を認める15）．基本的に神経線維腫は，

残存している母神経の神経周膜部を除いて EMA に対す

Table 2 Immunostaining intensity for antibodies.

S-100 NF EMA

schwannoma
neurofibroma

traumaticneuroma
PEN
IP

＋＋＋
＋＋
＋＋
＋＋
＋

－
－～＋
＋＋

＋～＋＋
＋

＋＋*
－

＋＋**
±～＋*
＋＋**

S-100, S−100 protein ; NF, neurofilament ; EMA, epithelial
membrane antigen.
* : expression inthe capsule

** : expression in the perineurial cell

Table 3 Chief parenchymal components of the peripheral
nerve sheath lesions.

Schwann
cell axon perineurial

cell fibroblast

schwannoma
neurofibroma

traumatic neuroma
PEN
IP

◎
◎
○
◎
○

○
○
◎
○

○
○
◎

○
○

○
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る反応を認めない14, 15）．治療法は外科的切除で，その予

後は良好である．しかし，叢状神経線維腫は悪性転化や

再発率が高いと考えられている14, 15）．

外傷性神経腫は切断神経腫とも呼ばれ，末梢神経の切

断部で，軸索，Schwann細胞，神経周膜細胞および線維

性結合組織が非腫瘍性の増殖を示す反応性病変であ

る21）．口腔では，顎骨内や口唇，舌，オトガイ孔領域が

好発部位で，病変は小結節を呈し，疼痛や知覚異常を認

めることがある8, 22, 23）．外傷の原因として，抜歯23, 24），下

顎骨骨切り術25），粘液餒胞の手術26），耳下腺の手術27）な

どがある．病理組織学的に，成熟した神経線維束が不規

則に増殖して大小多数の結節を形成し，間質の結合組織

には粘液腫様変性や炎症性細胞の浸潤，異物反応をみる

ことがある21, 23, 24）．免疫組織化学的には，正常神経束と

同様の所見を示す．つまり，増殖を示す個々の神経線維

束において，Schwann細胞が S-100蛋白陽性を示し，神

経線維には neurofilament陽性を認め，神経線維束周囲

の神経周膜細胞が EMA 陽性を示す21）．治療法は，基本

的に単純切除である．

PENは，1972年に Reedら28）によって初めて報告され

た良性の末梢神経系病変である．臨床的特徴としては約

9割が顔面に生じ，鼻の周囲や騁，口唇など顔の中心部

に多い29）．好発年齢は 30～60歳代で，男女比はほぼ 1：

1，自覚症状はなく単発性で，弾性硬の表面平滑な正常

色のドーム状小結節であることが多い29）．口腔における

PENの発生頻度は全生検中の 0.04～0.05％といわれて

いる30, 31）．口腔内に生じた PENのうち，臨床病理学的

事項が判明している 43例9, 30, 31）（自験例 2例を含む）に

ついて検討したところ，口腔に生じた末梢神経系病変中

で 20.8～28.6％と比較的高い発生頻度を示した．発生部

位は，口蓋が 28例と最も多く，次いで口唇 8例，舌 4

例，歯肉 2例，騁粘膜 1例の順であり，自験例の口底に

生じた 1例は比較的まれであった．性別は，男性 25

例，女性 17例（不明 1例）で，男女比は 1.5：1と男性

にやや多い傾向を認めた．また，平均年齢は 34～54歳

であった．病理組織学的には，境界明瞭な円形または洋

梨形の結節性病変で，薄い線維性被膜に包まれており，

まれに多房性を示す32−35）．連続切片上では，病変に関連

する神経を近傍に認めることがある32）．結節は紡錘形細

胞の神経束に類似した束状構造と線維性増殖からなり，

被膜との間や束状構造内に空隙がみられる32−35）．また，

紡錘形細胞は錯走し，一部に観兵式様配列をみることが

ある28, 29）．ただし，核の観兵式様配列は目立たないこと

も多く，被膜も明瞭ではないことがしばしばあるため，

近年は solitary circumscribed neuromaという名称が適切

であると考えられている32−34）．免疫組織学的特徴として

は，結節内の紡錘形細胞が S-100蛋白陽性で Schwann

細胞由来を示し，束状構造の中に neurofilament陽性の

軸索を認める32−35）．被膜は EMA 陽性で神経周膜由来を

示す32−35）．免疫組織化学的所見から，本腫瘍が神経周膜

を含めた末梢神経が局所的に増殖した疾患である可能性

が示唆されており，自験例での結果もこれを支持するも

のであった．他の神経系病変との組織学的鑑別では，特

に核の観兵式様配列がみられる場合は神経鞘腫によく似

ているが，PENでは軸索が Schwann細胞に対してほぼ

1：1の割合で存在するといわれており28），腫瘍内に軸索

が存在する点が神経鞘腫と異なる．また，神経線維腫で

は基本的に被膜の形成や腫瘍細胞が束をなすことはな

く，核の観兵式様配列や空隙の形成もないことから容易

に鑑別可能である．同様に，外傷性神経腫では被膜や核

の観兵式様配列を欠き，瘢痕組織や炎症性細胞浸潤を伴

うことで鑑別可能である．PENの増大は緩徐で，一端

切除すれば術後の再発は極めてまれであり34），悪性化の

報告もない．本疾患の成因については，神経線維の一次

性の増殖28）や小さな外傷36）などが考えられているが，そ

の本態は明らかではない．

Perineuriomaは，1978年に Lazarus and Trombetta37）に

より始めて報告された，神経周膜細胞の増殖から成る稀

な末梢神経系病変で，神経内に生じる IPと皮下の比較

的浅い部位の軟組織に生じる soft tissue perineurioma（ex-

traneural perineurioma : EP）に分けられる38, 39）．IP の好

発年齢は青年期または成人期初期で，性差はない38, 39）．

EPは壮年期に多く，男女比は 1：2～4 で女性に多

い38, 39）．いずれの組織型も，好発部位は四肢であり，口

腔内は自験例を含めて 8例（IP 4例40−42），EP 4例43−46））

と極めてまれである．口腔内における IPの平均年齢は

34歳で，性別は男性 2例，女性 2例，発生部位は舌 3

例（うち 1例は自験例），下顎骨内 1例であった40−42）．

また，EPの平均年齢は 44.5歳で，性別は女性 4例，発

生部位は歯肉 2例，鼻口唇粘膜 1例，下顎骨内 1例であ

った43−46）．舌に生じた IPの症例40, 41）は，いずれも舌背部

に腫瘤を形成し，臨床診断名は神経線維腫や化膿性肉芽

腫であった．IPは，知覚障害や進行性の筋力低下など

の臨床症状を認めることがあり，まれに筋萎縮を伴

う38, 39）．自験例でも病変部に強い接触痛を認めた．通

常，IPは完全切除後に再発を生じることはないが，大

きな神経に生じた症例では，切除後に知覚・運動障害が

起きることがあり，可能ならば保存的治療が考慮され
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る39）．病理組織学的所見として，IPは関連神経内部に，

軸索の周囲に紡錘形の細胞が渦巻き状に増殖した，

pseudo-onion bulb状とよばれる構造を多数認める38, 39）．

免疫組織化学的に，pseudo-onion bulb状構造を形成する

紡錘形細胞は EMA 陽性で S-100蛋白陰性を示すことか

ら，本腫瘍は神経周膜細胞由来と考えられている38, 39）．

また，pseudo-onion bulb状構造の中心に，S-100蛋白陽

性の Schwann細胞や neurofilament陽性の軸索を認める

が，いずれもその割合は少ない38, 39）．鑑別疾患には，

Charcot-Marie-Thooth病や Dejerine-Sottas病でみられる

遺伝性多発ニューロパチーがある．これらの疾患では，

true onion bulb structureと呼ばれる組織学的特徴がみら

れ，これは単一の軸索を被覆する S-100陽性の Schwann

細胞によって構成されている．また，PENや神経線維

腫でも部分的に onion bulb状の構造を形成すると IPに

類似することもあるが，これらの腫瘍でみられる紡錘形

細胞も S-100陽性を示す Schwann細胞で，EMA には反

応を示さない．

EPは境界明瞭な病変で，被膜はないか，あっても菲

薄である38, 39）．また， IP と異なり関連神経を認めな

い38, 39）．実質は，細長い細胞突起を持つ紡錘形細胞が整

列や不規則に織り交ざり，束状，渦巻状，花むしろ状な

ど多様な構造を認める38, 39）．間質はコラーゲンに富み，

コラーゲン束が神経周膜細胞の長い細胞突起により取り

囲まれた像をみることがある38, 39）．EPの免疫組織化学

的所見は IPと同様で，紡錘形細胞は EMA 陽性で S-100

蛋白抗体に対して陰性を示すことから，他の Schwann

細胞由来の腫瘍との重要な鑑別点となる38, 39）．治療法は

完全切除が望ましいが，発症部位によっては困難な場合

がある．

Perineuriomaの病因は，外傷や炎症，虚血などに対す

る神経周膜細胞の反応性の増殖が考えられていたが，近

年，22番染色体の異常が報告された47, 48）．22番染色体

には腫瘍抑制遺伝子が関与することが示唆されており，

その異常は神経鞘腫や神経線維腫，髄膜腫，神経膠腫な

どでも認めることから，これらの病変はクローン性の腫

瘍であると考えられている47, 48）．

結 論

本研究で行なった免疫組織化学的検索の結果，S-100

蛋白陽性細胞は全ての病変に含まれ，特に神経鞘腫に多

く認められた．neurofilament陽性を示す軸索は，神経鞘

腫を除くすべての病変に認めたが，外傷性神経腫や PEN

に比べて神経線維腫や IPに含まれる軸索の割合は少な

かった．PENや IPでは，S-100蛋白陽性細胞と軸索は

ほぼ均等の割合を示した．EMA の発現は，神経鞘腫や

PENでは被膜に，外傷性神経腫では腫瘍内の神経周膜

に認めた．また，IP は主に EMA 陽性を示す神経周膜

細胞で構成されていた．以上の所見から，H-E染色に加

えて，免疫組織化学検索は個々の末梢神経系病変の病理

組織学的相違を判定するのに有用であると考えられた．

また，口腔に生じた PENや perineuriomaなどの報告が

極めて少ない理由として，比較的新しい概念のためなじ

みが薄く，診断されずに見過ごされている例が多いこと

も考えられる．よって，口腔領域に生じた末梢神経系病

変の真の発生頻度や病態像などの詳細を明らかにするた

めにも，今後，免疫組織化学的検索が活用される必要性

があると考えられた．
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Multi-Dimensional Computed Tomography による

上下顎同時撮影時の被曝線量に関する研究

伊澤 和三 石井 憲一§ 小澤 智宣 印南 永
小宅 麗来 鈴木 弘平 渡辺 正佳 奥村 泰彦

明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

要旨：Multi-Dimensional Computed Tomography（MDCT）による上下顎同時撮影時における関心領域での被曝線量結果

を RANDOファントムを用いて測定し，さらにエックス線防護エプロンの効果と利用法について検討を行なった結果，

以下のような結論を得た．

1．眼窩を撮影部位に含まない場合

撮影部位に眼窩を含まない撮影条件で撮影した場合では，エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，右側の顎下

腺が最も被曝線量が高く，19691.20µSvであった．次いで左側耳下腺で 19678.40µSv，右側耳下腺で 17325.00µSv，右

側皮膚面で 16408.00µSv，左側顎下腺で 15360.80µSvの順であった．エックス線防護エプロンを着用した場合，右側の

顎下腺が最も被曝線量が高く，19185.50µSvであった．次いで左側耳下腺で 18182.84µSv，右側耳下腺で 17246.61

µSv，右側皮膚面で 16068.84µSv，左側皮膚面で 15542.18µSvの順であった．直接線の照射されない乳腺よりも低い位

置の臓器ではいずれも被曝線量が低かったが，エックス線防護エプロンを着用すると着用しない場合よりも被曝線量が低

くなった．

2．眼窩を撮影部位に含む場合

撮影部位に眼窩を含む撮影条件で撮影した場合では，エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，左側水晶体が最

も被曝線量が高く，20267.52µSvであった．次いで右側の顎下腺で 18698.58µSv，左側耳下腺で 17250.24µSv，右側耳

下腺で 17102.40µSv，右側皮膚面で 15276.24µSvの順であった．エックス線防護エプロンを着用した場合，左側水晶体

が最も被曝線量が高く，21328.83µSvであった．次いで右側の顎下腺で 20663.89µSv，左側耳下腺で 19434.16µSv，右

側耳下腺で 17657.31µSv，右側皮膚面で 16888.98µSvの順であった．直接線の照射されない乳腺よりも低い位置の臓器

ではいずれも被曝線量が低かったが，プロテクタを着用すると着用しない場合よりも被曝線量が低くなった．

3．左右水晶体の被曝線量は眼窩を撮影部位に含む場合に比較して含まない場合では 1/7～1/9に減少した．よって，特

に必要でない限り，歯科領域の MDCT 撮影時には，なるべく眼窩を撮影範囲に含まないようにすべきである．

4．以上の結果により，MDCT 撮影時においても，エックス線防護エプロンは最も効果的な使用方法を実践すれば被曝

線量の軽減に効果的である．

今回，MDCT における上下顎撮影についての被曝線量を測定し検討したが，このデータは我々歯科医師にとって患者

に対する配慮，あるいはインフォームドコンセントにも大変重要である．

索引用語：被曝線量測定，Multi-Dimensional Computed Tomography（MDCT），熱ルミネッセンス線量計（TLD），エック

ス線防護エプロン
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緒 言

医療において画像診断は必要不可欠である．特に歯科

医療を進めていくにあたってはエックス線を用いた画像

診断は診断，治療を進める上で必須のものである．

Röntgenが 1895年に発見したエックス線はその後の

医療分野において人類に多大な貢献をしてきた．また，

近年のエックス線撮影装置の進歩は目を見張るものであ

り，それらが医療に多大な貢献をしている．その中でも

Multi-Dimensional Computed Tomography（以後 MDCT

とする）の開発は，従来の撮影法からは得ることのでき

ない画像情報の形成が可能となってきた．

しかし，このようなエックス線の利点とともに各組織

で吸収されたエックス線エネルギーは細胞中に蓄積さ

Investigation of Radiation Exposure Dosage by Examination of
Upper and Lower Jaws Using Multi-Dimensional Computed
Tomography

Kazumi IZAWA, Kenichi ISHII§, Tomonori OZAWA,
Hisashi INNAMI, Reira OYAKE, Kouhei SUZUKI,

Masayoshi WATANABE and Yasuhiko OKUMURA
Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : We measured exposure dose employing RANDO Phantom at the upper and lower jaw involving simultaneous

Multi-Dimensional Computed Tomography（MDCT）X-ray photography in areas of interest. Usage and efficacy of protec-

tive aprons were also examined. The following results were obtained :

1．Imaging excluding the orbital cavity. Upon completion of imaging excluding the orbital cavity, it was the right subman-

dibular gland demonstrated the largest exposure dose of 19691.20µSv, followed by the left parotid gland（19678.40µSv）,
the right parotid gland（17325.00µSv）, the right skin（16408.00µSv）and the left submandibular gland（15360.80

µSv）without the protector. It was the right submandibular gland demonstrated the largest exposure dose of 19185.50µSv,

followed by the left parotid gland（18182.84µSv）, the right parotid gland（17246.61µSv）, the right skin（16068.84

µSv）and the left skin（15542.18µSv）with the protector. When the protector was worn, internal organs located below the

mammary gland exhibited lower exposure doses.

2．Imaging including the orbital cavity. Upon completion of imaging including the orbital cavity, it was the left lens dem-

onstrated the greatest exposure dose of 20267.52µSv, followed by the right submandibular gland（18698.58µSv）, the left

parotid gland（17250.24µSv），the right parotid gland（17102.40µSv）and the right skin（15276.24µSv）without the pro-

tector. It was the left lens demonstrated the greatest exposure dose of 21328.83µSv, followed by the right submandibular

gland（20663.89µSv）, the left parotid gland（19434.16µSv）, the right parotid gland（17657.31µSv）and the right skin

（16888.98µSv）with the protector. When the protector was worn, internal organs located below the mammary gland dis-

played lower exposure doses.

3．Imaging excluding the orbital cavity was characterized byreduced exposure dosage of both the left and right lenses（1/7

～1/9）in comparison to that imaging which included the orbital cavity. Therefore, unless absolutely necessary, the orbital

cavity should be avoided upon application of MDCT to the dental region.

4．These results suggest that a correctly positioned protective apron is effective with respect to reducing exposure dose

during MDCT.

Key words : absorbed dose measurement, multi-dimensional computed tomography（MDCT）, thermoluminescent dosimeter

（TLD）, protective apron

─────────────────────────────
§別刷請求先：石井憲一，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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れ，閾値を超えるとエックス線による障害が発生するこ

とが知られている1−10）．したがって我々は撮影技術，読

影のための技術や知識とともに，撮影におけるエックス

線被曝量や人体に及ぼす影響についても知っておく必要

がある1−10）．

世界的な Computed Tomography（以後 CTとする）の

普及による CT検査の増加が多くの国の医療被曝線量を

増加させている，と United Nations Scientific Committee

on the Effects of Atomic Radiation（以後 UNSCEARとす

る）は 2000年の調査で報告している11）．特に日本にお

ける CT装置の普及はアメリカの 2倍以上に及び，CT

撮影時の被曝による発がん率はがん全体の 3.2％で，が

ん発症例に変換すると年間 7,587例に相当する．世界で

エックス線検査の最も多いのは日本であること12−17），ま

た，発がんのリスクがない放射線の許容範囲の存在が証

明されていないこと3−10）を考えると，診断用エックス線

に使用されるエックス線被曝線量が発がんリスクを高め

ている可能性を否定できない12−14, 18, 19）．

現在 6列センサの MDCT が臨床に多く使用されてい

るが，一般に MDCT はシングルスキャンに比べて被曝

線量が多いと言われている18, 19）．本研究により MDCT

の被曝線量を測定し，臨床における被曝線量を把握する

ことは，患者に対するインフォームド・コンセントに大

いに寄与するだけでなく，このデータを元に被曝線量を

軽減するためのパラメータを作る上でも重要であると考

えられる．

2004年にヨーロッパ放射線防護委員会が発表したガ

イドライン20）によると，「鉛エプロンは体内を通過する

散乱線を防護することはできないが，この使用は患者さ

んの心配を静めるために推奨される」とされ，歯科エッ

クス線撮影法では鉛エプロンの使用の有無にかかわら

ず，被曝 線量に大きな変化は認められないとしてい

る．日本国内でも輪島21, 22）は「鉛エプロン不用論」を唱

えている．しかし，石井23）は，デンタルおよびパノラマ

撮影では，適切なエプロンの使用が必要であると報告し

ている．

歯科領域のエックス線撮影部位は顎顔面部が中心であ

る．したがって，撮影部位以外の特に乳腺，生殖腺など

の臓器に対してのエックス線防護エプロンの効果につい

ても併せて測定，検討することが重要であると考える．

また近年，特にインプラント埋入の術前検査や顎変形症

の診査時等における 3 dimension（3 D）画像の使用が多

く，上下顎の大きさや左右のバランス，位置などを把握

するために上下顎を同時に撮影する件数が増加してい

る19, 24）．しかし，顎変形症による手術の対象は比較的若

年者に多く，眼窩を撮影部位に含んでしまうことは放射

線感受性の高い水晶体を含むことになり，水晶体の被曝

線量が無視できない可能性がある3−11, 18）．そこで，水晶

体を含むことで被曝線量がどれだけ増加するのかを確か

め，被曝線量の見地から考える上下顎同時撮影のパラメ

ータを作ることが重要であると考えた．

著者らは MDCT による上下顎同時撮影の被曝線量を

測定し，被曝線量の把握およびエックス線防護エプロン

の効果と使用法について検討を加えたので報告する．

材料と方法

1．材料と装置

実験に使用したエックス線 CT 撮影装置は，SOMA-

TOM Emotion 6（SIEMENS, München, Germany；以後

SOMATOMとする；Fig 1）である．この装置は 6列セ

ンサの MDCT である．被写体には RANDOファントム

（Alderson, New York, NY, USA；以後ファントムとす

る；Fig 2）を使用した．このファントムは女性の骨格

を使用し，人体軟組織とエックス線吸収が等価値である

材料で肉付けされている．また，体軸に対し直角に 2.5

cm間隔でスライスされ，各臓器相当部には小孔が開け

られている．被曝線量の測定に使用されるファントムに

は各種あるが，散乱線の影響などを考慮し，より人体に

近い条件が得られるこのファントムは得られたデータの

信頼度の点からも本実験に最適と考えられる1, 21−35）．被

曝線量測定には熱蛍光線量計システム 3000型（Harshow

Chemical, Wermelskirchen, Germany；以後システム 3000

とする；Fig 3）を，Thermoluminescent Dosimetor素子

（以後 TLD 素子とする）には円筒形の MSO-S（極光，

Fig 1 SOMATOM Emotion 6.
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東京；Mg2SiO4 : Tb, Fig 4）を使用した．各 TLD 素子の

校正は電離箱型サーベイメータ mdh-9015c型（Radcal,

Monrovia, CA, USA；以後 mdhとする；Fig 5）を使用

して行なった．エックス線防護エプロンの効果を調べる

ために使用したエックス線防護エプロンは，エックス線

防護衣 UDP 25 L（極光，東京，0.25 mmPb；以後 UDP

とする；Fig 6）である．

2．方法

1）予備実験

実験に先立ち，各 TLD 素子に一定線量を照射し，TLD

素子の校正を行なった．また，mdhとシステム 3000の

測定値の特性を比較した．

2）撮影法

撮影は，本学歯学部付属病院放射線科にて通常行って

Fig 2 RANDO Phantom.

Fig 4 MSO-S.

Fig 3 TLD Reader System 3000.

Fig 5 mdh-9015c.
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いる上下顎同時撮影条件で，歯科での診断のために頭頸

部を 1 mmのビーム幅でスパイラルスキャンする撮影条

件で行った．撮影条件を Table 1に示す．この撮影条件

は一般的な成人の撮影条件である．撮影は，上下顎同時

撮影の眼窩を撮影部位に含んだ場合と含まない場合の 2

通りについて行なった．

この撮影法は，インプラント埋入の手術前検査の他，

顎変形症や矯正治療における歯の移動や咬合の確認など

のために用いる撮影法であり，若年者の撮影も少なくな

い．そこで，水晶体の被曝を避けるために眼窩を撮影範

囲から除外して撮影する方法と眼窩を撮影範囲に含んで

撮影する方法との 2通りの方法で実験を行なった．ま

た，エックス線防護エプロンの効果を調べるため，UDP

を用い，それぞれの撮影方法に対してエックス線防護エ

プロンを使用した場合と使用しない場合の計 4通りの撮

影条件について実験を行なった．

3）被曝線量測定実験

被曝線量測定実験は SOMATOMにファントムを設置

し，CT撮影を行なった（Fig 7）．エックス線防護エプ

ロンの効果を調べるための UDPは甲状腺を完全に覆

い，身体の側面を完全に防護するよう注意してファント

ムに着用させた（Fig 8）．

被曝線量測定として今回選択した部位は次のとおりで

ある．すなわち，エックス線全身被曝の放射線防護上必

要と考えられる重要臓器であり，水晶体（左右両側），

脳下垂体，耳下腺（左右両側），顎下腺（左右両側），舌

下腺（左右両側），甲状腺（左右両葉），乳腺（左右両

側），卵巣（左右両側），精巣（左右両側），および下顎

大臼歯相当部皮膚面（左右両側）の合計 19箇所の関心

領域を設定した．

実験は各 TLD 素子をファントム内の選択した重要臓

Fig 6 UDP 25 L.

Fig 7 RANDO PHANTOM set on SOMATOM Emotion 6.

Fig 8 RANDO PHANTOM set on SOMATOM Emotion 6
with the Protector.

Table 1 Imaging Parameter by SOMATOM Emotion 6.

Voltage Current Exposure Time

Including the orbital cavity
Excluding the orbital cavity

130 kV 60 mAs
18.1 s
25.87 s
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器相当部に開けられた小孔に各 1個ずつ挿入して CT撮

影を行なった（Fig 9a）．また，下顎大臼歯相当部皮膚

面に関しては，皮膚面にテープで固定した（Fig 9b）．

曝射された TLD 素子はシステム 3000を用いて被曝

線量を測定した．

前述の 4通りの撮影条件においてそれぞれ 3回実験を

行なった結果，被曝線量値の変動が小さかったため，安

全性を考慮し，その最大値を解析に用いた24, 34−37）．

結 果

1．予備実験

mdhとシステム 3000の感度特性は直線性を示し（Fig

10），問題がなかったため以後の実験を行なった．

2．被曝線量測定

1）眼窩を撮影部位に含まない場合（Fig 11）

撮影部位に眼窩を含まない撮影条件で撮影した場合で

は，エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，右

側の顎下腺が最も被曝線量が高く，19691.20µSvであ

った．次いで左側耳下腺で 19678.40µSv，右側耳下腺で

17325.00µSv，右側皮膚面で 16408.00µSv，左側顎下腺

で 15360.80µSvの順であった．エックス線防護エプロ

ンを着用した場合，右側の顎下腺が最も被曝線量が高

く，19185.50µSv であった．次いで左側耳下腺で

18182.84µSv，右側耳下腺で 17246.61µSv，右側皮膚面

で 16068.84µSv，左側皮膚面で 15542.18µSvの順であ

った．直接線の照射されない乳腺よりも低い位置の臓器

ではいずれも被曝線量が低かったが，エックス線防護エ

プロンを着用すると着用しない場合よりも被曝線量が低

くなった．

2）眼窩を撮影部位に含む場合（Fig 12）

撮影部位に眼窩を含む撮影条件で撮影した場合では，

エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，左側水

晶体が最も被曝線量が高く，20267.52µSvであった．

次いで右側の顎下腺で 18698.58µSv，左側耳下腺で

17250.24µSv，右側耳下腺で 17102.40µSv，右側皮膚面

で 15276.24µSvの順であった．エックス線防護エプロ

ンを着用した場合，左側水晶体が最も被曝線量が高く，

21328.83µSvであった．次いで右側の顎下腺で 20663.89

µSv，左側耳下腺で 19434.16µSv，右側耳下腺で 17657.31

µSv，右側皮膚面で 16888.98µSvの順であった．直接

線の照射されない乳腺よりも低い位置の臓器ではいずれ

Fig 10 Characteristic line of TLD.

a b

Fig 9 a, TLD set in the hole of RANDO Phantom.b , TLD set on surface of the skin of RANDO Phantom by the adhesive
tape.
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も被曝線量が低かったが，エックス線防護エプロンを着

用すると着用しない場合よりも被曝線量が低くなった．

3）左右水晶体の被曝線量は，眼窩を撮影部位に含まな

い場合と比較して，エックス線防護エプロンを着用しな

かった場合は左側で 20267.52µSvから 2312.17µSvへ

約 1 / 9，右側で 15407.84µSv から 2269.68µSv へ約

1/7，エックス線防護エプロンを着用した場合，左側で

21328.83µSvから 3015.62µSvへ約 1/7，右側で 15970.56

Fig 12 Maximum absorbed dose when including the orbital cavity by SOMATOM Emotion 6.

Fig 11 Maximum absorbed dose when excluding the orbital cavity by SOMATOM Emotion 6.
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µSvから 2293.72µSvへ約 1/7それぞれ減少した．

考 察

医療において画像診断は必要不可欠である．特に歯科

医療を進めていくにあたってはエックス線を用いた画像

診断は診断，治療を進める上で必須である．

Röntgenが 1895年に発見したエックス線はその後の

医療分野において視覚的に体内の画像情報を得られるこ

とで医学の発展に多大な貢献をしてきた．特に近年 CT

をはじめ MRI などにより的確な診断が可能となってき

た．また，MDCT はより進歩した撮影装置である18）．

MDCT はシングルスキャン CT やシーケンシャル CT

に比べて短い時間で撮影が可能であり，また，細いコー

ンビームによる詳細な撮影データを用いることで，3 D

解析ソフトによる画像再構成，画像解析を行うことが可

能となってきた18, 19）．したがって，外傷等による疼痛や

恐怖により回転断層方式パノラマ撮影法や Posterio-

Anterior（PA）撮影法などの撮影が困難な患者や，不随

意運動などにより長時間体動を中止することのできない

患者に対しても診断に有効な撮影が可能であり，さらに

3 D解析ソフトによる画像構築，画像解析により，非常

に詳細で診断に有効な画像情報が提供されるようになっ

てきた18, 24）．

3 D画像は，画像診断において病態を正しく認識する

ことが可能であり，また，インフォームド・コンセント

にも有用である．

一方，このようなエックス線の利点とは裏腹にエック

ス線被曝による障害も常に考慮しなくてはならない．し

たがってエックス線被曝を低くおさえ，放射線障害の発

生を無くすことが重要な課題である．その方法として医

師，歯科医師は撮影技術，読影のための技術や知識とと

もに，撮影におけるエックス線被曝量や人体に及ぼす影

響について知らなくてはならない．

UNSCEARによる 2000年の調査11）のとおり CT 検査

の増加による医療被曝線量の増加が指摘されている．特

に日本における CT装置の普及は発がん率に影響を及ぼ

しているといわれている12−14, 18, 19）．いずれにしろ，エッ

クス線検査による被曝線量が発がんリスクを高めている

可能性を否定できない．

現在使用している 6列の MDCT はシングルスキャン

CT に比べて被曝線量が多いと言われている18, 19）．その

原因は 3 D 画像構築，画像解析のための細かな撮影デ

ータを得るために細いコーンビームをスキャン時に重複

させながら撮影するため，結果的に撮影枚数の増加につ

ながってしまうからである．しかし，MDCT の利点を

利用するためであっても，患者の被曝によるリスクを無

視することはできない．

International Commission on Radiological Protection

（ICRP）の目的3−10）にも掲げられている通り，利点を最大

限に利用するために欠点である放射線障害をいかにコン

トロールするかが歯科医師にとって重要であると思われ

る．現在 MDCT の急速な普及に伴い，その結果として

画像検査の頻度も増加し，放射線障害も避けることので

きない現象となりつつある．岩井ら12−14）の報告による

と，日本人 1人あたり被曝する年間実効線量当量は，自

然放射線が約 2.4 mSvであり，医用放射線によるものが

1.6 mSv（自然放射線の約 2/3）になる．ところが英国人

では，自然放射線約 1.8 mSv，医用放射線約 0.3 mSvと

され，いかに日本人では医用放射線被曝が多いかが数値

から理解できる．この結果は日本の医療現場ではエック

ス線検査の頻度が高いことを意味している．歯科領域に

おける日本人 1人あたりの被曝線量は年平均実効線量当

量で口内法撮影で 1300 man・Sv，パノラマ撮影 117 man・

Svとされ，この両者による国民全体の損害は，致死的

がんは 71人／年，重篤な遺伝的影響については約 18人／

年と推定されている12−14）．その他の障害も加味すると，

歯科エックス線撮影で何らかの障害を日本で年間 104人

が受けるということになる．数値的には各個人に発生す

る障害は極めて少ないと思われるが，国民全体として考

えた場合の影響は避けられないと思われる．以上のこと

からエックス線検査に関しすべての装置，撮影法に関し

て ICRP Pub 603）の勧告に基づき最適化を考慮しなけれ

ばならない．本実験についても近年急速に撮影件数の増

加している MDCT 撮影に注目し，その撮影による重要

臓器の被曝線量を明らかにすることは，近年の放射線被

曝に対する認識の高まりとともに各診療施設に対しての

有用な情報となり得ると考えられる．また我々歯科医師

も被曝線量を十分理解しておく必要があると考えられ

る25, 26）．

これまで被曝線量についての報告はいくつかある27−37）

が，MDCT 撮影における実測による被曝線量に関する

報告はまだされていない．また，当科における被曝線量

を把握し，そのデータを明らかにすることで，今後の診

療において患者へのインフォームド・コンセントを行う

際に参考となるものと考える．

被曝線量測定には漓深部組織吸収線量，滷平均吸収線

量，澆放射線荷重係数の等価線量，潺等価線量と組織荷

重係数の積の実効線量，潸積分線量，澁組織中任意の一
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点の組織吸収線量，澀特定臓器・組織の平均吸収線量が

あるが，実際の患者における実測は不可能である24）．本

実験ではファントムを使用し，より人体に近い状態でシ

ミュレーションを行なった．

被曝線量の測定法には，より正確な測定を行うため漓

電離箱式，滷シンチレーションカウンター，澆フィルム

法，潺TLD などがあるが，線量計そのものを関心領域

である臓器内に設置するためには最も適した方法である

潺の TLD 法を用いた18, 19, 24, 34−37）．使用した TLD 素子は

MSO-S（Mg2SiO4 : Tb）で，使用するエックス線エネル

ギーに対して良好な感度領域を持ったものである，

TLD 素子の形状は，円柱状，球状，板状など使用目的

に応じて選択が可能であるが，本実験では水平方向に指

向性を持たない円柱状のものを使用した．また 19個の

TLD 素子を同時に曝射させる実験であることから，各

素子間のバラつきをなくすために電離箱式線量測定装置

である mdhを用い，一定線量における各素子の校正を

行った．

関心領域として設定した部位は，ICRP Pub 603）に選択

されている主な組織を考慮し，頭部，口腔周囲の腺組織

を重点的に選択した．いずれもエックス線感受性が高い

組織である．さらに照射線束の近傍，もしくは線束に含

まれる可能性のある水晶体，脳下垂体，甲状腺，下顎大

臼歯相当部皮膚表面および放射線の影響を受けやすい乳

腺，卵巣，精巣を選択した．

撮影方法は，矯正治療の術前，術中，術後の評価，さ

らにインプラント治療の術前シミュレーションなどを考

え，上下顎同時撮影について実験した．特に矯正治療中

の患者は比較的若年者が多いことを考慮して，眼窩，つ

まり水晶体を撮影部位に含んだ場合と含まない場合をそ

れぞれエックス線防護エプロンを着用した場合と着用し

ない場合の計 4通りについて被曝線量測定を行った．エ

ックス線防護エプロン着用時には甲状腺を完全に覆うよ

う，また，身体の側面からエックス線が入り込まぬよう

注意して着用させた．

実験ではエックス線束に含まれる耳下腺，舌下腺，顎

下腺，下顎大臼歯相当部皮膚面の被曝線量が高い値を示

した．乳腺よりも低い位置の臓器においては，被曝線量

は非常に少なかったがエックス線防護エプロンを着用す

ることによってさらに被曝線量を低減できた．MDCT

撮影時においても，エックス線防護エプロンを使用する

ことで必要以上の被曝を防止できることがわかった．

ICRP Pub 603）によると，精巣の一回被曝により男性が一

時的不妊になるしきい値は，吸収線量で約 0.15 Gyであ

る．長期被曝の場合の線量率のしきい値は約 0.4 Gy／年

である．永久不妊を生ずるしきい値は，一回被曝で約

3.5～6.0 Gy，線量率で 2 Gy／年である．女性に永久不妊

を起こすしきい線量は，急性被曝の場合約 2.5から 6.0

Gyの吸収線量であり，また何年にもわたる遷延被曝の

場合，吸収線量率のしきい値は 0.2 Gy／年以上であると

されていることから考えても，本研究における精巣への

被曝は非常に少ない線量であった．

近年，防護エプロンの是非について論議がされてき

た21, 22）．ヨーロッパ放射線防護委員会のガイドラインで

も，鉛エプロンの学問的な必要性は否定されたが，患者

にとっての重要性も併せて推奨されている20）．歯科エッ

クス線撮影法では鉛エプロンの使用の有無は，被曝に関

して無関係とされた．本邦においても輪島21, 22）は，歯科

における「患者用防護エプロン不要論」を唱えている．

輪島21, 22）は「必要ない防護エプロンを使用すること，つ

まり過剰防護が患者の放射線に対する精神的恐怖感につ

ながる．過剰防護の姿勢と被曝線量の低減は似て非なる

ものであり，過剰防衛は単なる自己満足だ」と報告して

いる．しかし，石井23）は「デンタルおよびパノラマ撮影

時のエプロンは被曝線量の軽減に効果があり，適切なエ

プロンの使用が必要である」と報告している．今回の著

者の測定結果から考えて，エックス線防護エプロンは少

なくとも乳腺より低い位置の臓器に関しては被曝低減に

効果があるという結論が得られた．ごく微量であるにし

ろ患者の撮影は一生に一度きりではないことを考える

と，一回の撮影時における被曝線量は少しでも低い方が

良いことは明らかである．

以上において，MDCT 撮影時においても，エックス

線防護エプロンは最も効果的な使用をすれば被曝線量の

軽減に効果的であると考える．

MDCT は，シーケンシャルスキャンやシングルスキ

ャンに比べて被曝線量が多いといわれている18, 19）．奥村

ら34, 35）は，シーケンシャルスキャンによる上顎 2方向撮

影における被曝線量は，照射野内皮膚面で 24.47 mGy，

舌下腺で 23.82 mGy，水晶体で 16.56 mGy，耳下腺で 14.24

mGy，甲状腺で 11.34 mGyであったと報告している．

また，森田ら19）は，シングルスキャンによるデンタル CT

による顎骨撮影における被曝線量は，上顎骨で最大 8.5

mGy，下顎骨で 9.4 mGyであったと報告している．こ

の値からも MDCT による撮影時の被曝線量は非常に高

い値を示しており，特に若年者の多い矯正治療時におけ

る撮影に際しては，正当化および最適化について我々は

充分検討しなければならない．また，歯科においては若
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年者を撮影する機会が多いことを考えると，特に放射線

感受性の高い水晶体を撮影範囲に含むかどうかが問題と

なる．今回の実験では，水晶体を含む眼窩を撮影範囲に

含む場合と含まない場合について検討をした結果，眼窩

を撮影範囲に含まない場合は含んだ場合に比べて水晶体

の被曝線量が 1/7～1/9に減少した．特に必要でない限

り，我々歯科医師は極力眼窩を撮影範囲に含まぬよう注

意するべきである．しかし，特に上下顎骨の変形が強

く，顔面の発育バランスが悪い症例や，インプラント埋

入にあたって上顎の歯槽骨の厚みが不足しており，サイ

ナスリフトが必要である症例の場合，眼窩や前頭洞も撮

影範囲に含める必要がある．撮影範囲が不足し，再撮影

をすることはさらに患者の被曝線量を大幅に増加させる

ことになる．そういった考えからも必要であれば眼窩を

含んで撮影することは決して間違ってはいないと思われ

る．我々歯科医師は撮影一つ一つについて正しい診断を

得るため，被曝を考慮した正しい撮影範囲を設定し，各

症例ごとに最適化を考慮すべきである3, 24, 34−37）．

今回の実験結果で，測定値の左右差が比較的大きい部

位が数カ所あった．実験のエラーの可能性があると考

え，再実験を行なったが，結果は同じだった．この原因

について考えられることは，ひとつはファントムの製作

段階での左右の肉厚のバラつきである．女性の骨格に吸

収係数が軟組織と等価値の物質で肉付けられているこの

ファントムは，その肉付け物質の骨面からの厚さが必ず

しも均一ではなく，左右差が認められる場所がある．そ

の位置に TLD を設置すると管球からの距離や TLD ま

での吸収物質の厚さが異なるため当然測定値には差が出

てきてしまう．

また，エックス線防護エプロンを着用した場合のほう

が着用した場合よりも被曝線量が多い部位があった．石

井23）の報告にもあるように，被曝線量の低減が目的のエ

ックス線防護エプロンからの散乱線が被曝線量を増加さ

せてしまう原因であるとすれば，エプロンの材質や構造

を見直す必要があると思われる．

さらに，若年者，特に小児に対する撮影条件について

は，4～5 mAs程度の管電流で撮影している施設もあ

る．本実験で使用した MDCT はそこまでの低い管電流

には設定できないが，被曝線量の軽減を考えて，さらに

被曝線量を低く押さえるためのパラメータを追求するこ

とが今後必要であると思われる．

結 論

SOMATOMによる上下顎同時撮影時における関心領

域での被曝線量結果を測定し，防護エプロンの効果と利

用法について検討を行なった結果，以下の結論を得た．

1．眼窩を撮影部位に含まない場合

撮影部位に眼窩を含まない撮影条件で撮影した場合で

は，エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，右

側の顎下腺が最も被曝線量が高く，次いで左側耳下腺，

右側耳下腺，右側皮膚面，左側顎下腺の順であった．エ

ックス線防護エプロンを着用した場合，右側の顎下腺が

最も被曝線量が高く，次いで左側耳下腺，右側耳下腺

で，右側皮膚面，左側皮膚面での順であった．直接線の

照射されない乳腺よりも低い位置の臓器ではいずれも被

曝線量が低かったが，エックス線防護エプロンを着用す

ると着用しない場合よりも被曝線量が低くなった．

2．眼窩を撮影部位に含む場合

撮影部位に眼窩を含む撮影条件で撮影した場合では，

エックス線防護エプロンを着用しなかった場合，左側水

晶体が最も被曝線量が高く，次いで右側の顎下腺で，左

側耳下腺，右側耳下腺で，右側皮膚面の順であった．エ

ックス線防護エプロンを着用した場合，左側水晶体が最

も被曝線量が高く，次いで右側の顎下腺，左側耳下腺，

右側耳下腺，右側皮膚面の順であった．直接線の照射さ

れない乳腺よりも低い位置の臓器ではいずれも被曝線量

が低かったが，エックス線防護エプロンを着用すると着

用しない場合よりも被曝線量が低くなった．

3．左右水晶体の被曝線量は眼窩を撮影部位に含む場合

に比べて含まない場合では 1/7～1/9に減少した．した

がって，特に必要でない限り，MDCT 撮影時には，極

力眼窩を撮影範囲に含まぬよう注意するべきである．

4．以上の結果により，MDCT 撮影時においても，エ

ックス線防護エプロンは最も効果的な使用をすれば被曝

線量の軽減に効果的と考えられる．

今回，MDCT における上下顎同時撮影についての被

曝線量を測定し検討したが，このデータは我々にとって

患者に対する配慮，あるいはインフォームドコンセント

にも大変重要である．
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緒 言

近年，成人矯正治療の需要が増加傾向にあり，外科矯

正治療を併用する治療が増加している．このような症例

においては，術前の矯正治療の成否が術後治療経過およ

びその安定性に影響を及ぼすことは明らかである．術前

矯正治療の目標としては，個々の歯の位置異常の改善，

切歯や臼歯のディコンペンセーション，上下歯列弓幅径

の調和などがあげられ，また，術直前の予測模型上にお

いて臼歯部の正しい咬合関係を確立することが，術後の

上顎歯列弓の著しい非対称を伴った骨格性下顎前突症例

三上 祐子§ 平瀬 直子 松井 成幸
吉川 正芳 鐘ヶ江晴秀

明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

要旨：本症例は下顎の突出感を主訴に来院した 19歳 8か月の女子である．分析の結果から下顎左方偏位を伴う骨格性
下顎前突症と診断した．また，上下歯列弓幅径の不調和を認め，上顎歯列弓において非対称性が顕著に認められた．
術前矯正治療として，上顎歯列弓の非対称の改善に上顎右側第一大臼歯，上顎右側第一小臼歯，上顎左側犬歯を含めた
パラタルアーチを設計・作製したものを固定源として利用し，transpalatal elasticを使用した．術前矯正治療終了後，下顎
枝矢状分割術と上顎 Le Fort蠢型骨切り術による上下顎移動術を行った．
動的治療期間は術前矯正 2年 1か月，術後矯正 6か月で計 2年 7か月であった．術直後より比較的良好な咬合関係が得
られたので報告する．

索引用語：歯列弓非対称，トランスパラタルエラスティック，上下顎移動術

Skeltal Class III Orthognatic Surgery Case with Asymmetry of
Upper Dental Arch

Yuko MIKAMI§, Naoko HIRASE, Shigeyuki MATSUI,
Masayoshi YOSHIKAWA and Haruhide KANEGAE

Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : The present case was a 19 years-8 months female with a chief complaint of feeling a protrusion of the mandi-

ble. Skeletal analysis revealed mandibular prognathism with mandibular shift to the left. Furthermore, disharmony of the

upper and lower dental arch width was observed, and marked asymmetry of the maxillary dental arch was observed.

Transpalatal elastic was used for preoperative orthodontic therapy. A palatal arch was designed and created as anchorage,

which was consisted of the first molar and first premolar in the right maxilla and the left maxillary canine tooth. Then, op-

erative procedures by synchronus two jaw surgery with a sagittal split ramus osteotomy and Le Fort I osteotomy were per-

formed.

The active treatment period was 2 years and 7 months. Following these procedures, favorable occlusal relationship was

constructed immediately after the surgical operation.

Key words : dental arch asymmetry, transpalatal elastic, two jaw surgery

明海歯学（J Meikai Dent Med）36（2）, 198−204, 2007198



安定性にとって重要な因子とされている1）．したがっ

て，術後の臼歯部の咬合状態を考慮し，歯列弓幅径の拡

大や縮小を検討する必要があると考えられる．そのた

め，本学矯正科では術前矯正治療時に Matsuiら2）により

報告された transpalatal elastic（以下 TPEと略す）を併

用し，上顎歯列弓幅径のディコンペンセーションを行い

良好な結果を得ている．

今回，我々は上下顎歯列弓幅径の不調和および上顎の

非対称を認める骨格性下顎前突症例に対し，歯列弓幅径

の縮小を図る目的でまずトランスパラタルアーチを設計

・作製した．このパラタルアーチを固定源として TPE

を併用することにより，片側的に上顎歯列弓幅径を縮

小，上下歯列弓幅径不調和を改善し，良好な結果を得た

ので報告する．

症 例

初診時年齢：18歳 6か月の女性

主訴：オトガイ部の突出感

顔貌所見：正貌においてオトガイ部の左方偏位を認

め，側貌はコンケイブタイプで長顔であった．

口腔内所見：口腔清掃状況は良好．上顎両側中切歯に

は形態不良の補綴物が認められた．臼歯関係は，両側蠱

級，犬歯関係も蠱級．Arch length discrepancyは上顎 0.0

mm，下顎－2.0 mm, overbite＋2.0 mm, overjet－4.0

mm，顔面正中に対し下顎歯列弓の正中は左側に 2.0 mm

偏位していた．また，上顎右側犬歯から左側第二小臼歯

にかけて cross biteを呈していた．歯列弓は上下ともに

非対称であり，特に上顎左側臼歯群の騁側傾斜が顕著で

あった（Figs 1, 2）．

セファロ所見：骨格的には，SNAは 80.0°（－1.0 SD

以内），SNB 85.0°（＋2.0 SD以上），ANB －5.0°，facial

angle 94.3°（＋3.0 SD以上）で，下顎骨の過成長を認め

た．また，mandibular planeは 21.0°（－1.0 SD以上），

Y-axis 57.0°（－1.0 SD以上），ramus inclination（SN）

76.0°であり，下顎骨に反時計回りの回転を認めた．U-

1 to SNは 101.0°（－1.0 SD以内），L-1 to mandibular

81.0°（－2.0 SD以上）で，下顎中切歯舌側傾斜が，ま

た occlusal planeは 5.8°（－1.0 SD以上）で上顎臼歯部

挺出による咬合平面の平坦化が確認された．

パノラマ X 線写真所見：歯数・歯周組織に異常はな

く，上下顎両側第三大臼歯の存在が認められた（Fig 3）．

診断：上下歯列弓幅径の不調和と非対称，下顎左方偏

位を伴う下顎骨過成長の骨格性下顎前突症

治療目標・治療計画：

1）上顎歯列弓非対称の改善により上下歯列弓幅径

の調和

2）上下顎移動術により下顎骨左方偏位および反時

計回りの改善，犬歯および臼歯関係蠢級の確立，コンケ

イブプロファイルの改善

治療経過（動的治療期間 2年 7か月）：

上顎両側中切歯の歯冠形態修正の後，上下顎に 0.018

×0.025 inchのエッジワイズブラケット装置を装着し，

術前矯正治療を開始した．その後，0.014 inch, 0.016 inch

Ti-Ni arch wires, 0.014 inch, 0.016 inch, 0.016×0.022 inch,

0.017×0.025 inchステンレススチールワイヤーでレべリ

ングを行った．レべリングが終了し，0.017×0.025 inch

ステンレススチールワイヤーになった時点で，上顎には

歯列弓の非対称を改善するために，固定源として上顎右

側第一大臼歯，上顎右側第一小臼歯，上顎左側犬歯を含

めたパラタルアーチを設計・作製した．パラタルアーチ

を装着後，左側臼歯部にはワイヤーに crown buccal

torqueを付与し，TPEを上顎第一大臼歯間，第二大臼歯

間で原則として 24時間 2か月間使用した（Fig 4）．上

顎幅径が縮小した後，TPEの使用を中止しパラタルア

ーチを除去した．その後，上顎は再度ラウンドワイヤー

にてレべリングを行い，レクタンギュラーワイヤーにて

さらに幅径のコントロールをした．術前矯正終了時には

上顎には 0.018×0.025 inch，下顎には 0.017×0.022 inch

アイディアルアーチワイヤーを使用した．顎離断術式は

下顎両側 sagittal split ramus osteotomy（以下 SSRO）と

上顎 Le Fort I骨切り術を併用した上下顎同時移動術と

した．また術後の顎間ゴムは垂直ゴムと蠱級ゴムを 3か

月間使用した．術直後より比較的安定した咬合が得られ

たため，術後矯正期間は 6か月の後，保定に移行した．

保定装置は上顎に Beggタイプリテーナー，下顎にスプ

リングタイプリテーナーを装着した．

治療結果：

1．口腔内所見

臼歯関係蠢級，犬歯関係蠢級，overjet＋2.0 mm, overbite

＋2.5 mmと改善した．

2．セファロ所見

SNA は 2.1°増加した．Facial angleは 5.3°，SNB は

7.0°減少した．また ANB は－5.0°から＋4.1°に改善さ

れた．Ramus inclinationは 85.0°から 87.8°，U-1 to SN

は 101.0°から 93.0°，L-1 to mandibularは 81.0°から

90.7°へ変化し，下顎中切歯唇側傾斜は改善された．U 1

─────────────────────────────
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は前方へ 2.0 mm，下方へ 2.0 mm, ANSは前方へ 2.0

mm, PNSは前方へ 2.0 mm，上方へ 5.0 mm移動した．Oc-

clusal planeは 9.7°増加，mandibular plane（SN）は 12.5°

増加した．これにより，下顎骨後方移動および咬合平面

および下顎骨の時計回りの回転により Pogは 15.0 mm

後退し，オトガイ部の突出感は改善された（Fig 5, Tables

1, 2）．

考 察

1．術前矯正治療（上下歯列弓幅径の調和）について

一般的に，顎矯正手術後における咬頭嵌合の緊密化の

目的は，術直後の上下顎歯列咬合面における咬合接触点

を広範囲で，かつ均等に分散できるように歯の配列を行

うことにある．また，術後に得られた上下顎歯列弓幅径

（1） （2） （3）

Fig 1 Facial photographs.（1）, pre-treatment ;（2）, before surgery ;（3）, post-treatment.
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の調和は，咬頭嵌合の緊密化による歯の配列と同様に，

形態的に重要な条件の 1つとされている3）．これら咬頭

嵌合の緊密化による歯の配列および上下顎歯列弓幅径の

調和は，顎矯正手術後の新たな顎位や咀嚼運動を速やか

に再学習し，かつ長期にわたって生理的な咀嚼システム

を維持する上でも機能的にも重要である．特に本症例に

見られるような上下顎歯列弓幅径の不調和を治療計画の

立案の際に，術者が非外科的あるいは外科的に改善する

のかは，同不調和の程度によって決定される．上下顎歯

列弓幅径の不調和の改善を目的とした報告2, 4）のうち，

吉居ら4）は，上顎の幅径が手術をするほど過大でもなく

また術前矯正治療中にワイヤーのみでは補償しきれない

程度の幅径の不調和に対し，拡大ネジの応用に関する報

告をしている．この中で，拡大ネジ応用の利点として，

（1） （2） （3）

Fig 2 Intraoral photographs.（1）, pre-treatment ;（2）, before surgery ;（3）, post-treatment.
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手術時期が迫ってからでも短期間に幅径の調整が可能で

ある点をあげている．一方，Matsuiら2）は，上顎歯列弓

幅径のデコンペンセーションの際に TPEを用いた結

果，簡便に幅径を縮小し得たとしている．大臼歯間にお

ける縮小幅は吉居らの報告例では 8.5 mm, Matsuiらの報

告では 4.0 mmであった．本症例では，治療目標が大臼

歯間で 3.0 mmの縮小と比較的小さいことから，非外科

的に改善ができるものと判断した．さらに本症例では従

Fig 3 Panoramic tomographs.Upper, pre-treatment.Middle,
before surgery.Lower, post-treatment.

Fig 5 Superimposition of cephalometric tracing（lateral）.

Fig 4 Upper occlusal view with trans-palatal elastics.

Fig 6 Superimposition of cephalometric tracing（frontal）.

202 三上祐子・平瀬直子・松井成幸ほか 明海歯学 36, 2007



来の報告とは異なり，上顎幅径の過大が片側的に認めら

れていることから，上顎に固定源を求めた片側的な縮小

を行う必要があった．

そこで本症例では，上顎右側第一大臼歯，上顎右側第

一小臼歯，上顎左側犬歯を含めたパラタルアーチを設計

し，上顎歯列弓非対称の原因となっている左側臼歯群以

外の歯に，できるだけ広範囲の固定源を求めた．TPE

の使用方法は，固定源としてのパラタルアーチを装着

後，左側臼歯部ワイヤーには crown buccal torqueを付与

した後，TPEを上顎第一大臼歯間，第二大臼歯間で 24

時間使用するよう指導した．その結果，使用開始から 2

か月後，上顎第一大臼歯中心窩間距離が 53.0 mmから

51.0 mm，第二大臼歯中心窩間距離は 58.0 mmから 55.8

mmへと減少がみられた（Table 3）．上顎臼歯間幅径が

安定していることを確認した後，トランスパラタルアー

チの除去および TPEの使用を中止し，上顎は再度ラウ

ンドワイヤーにてレべリングを行い，レクタンギュラー

ワイヤーにてさらに幅径のコントロールを行った．この

ように今回，改良型パラタルアーチと TPEを用いるこ

とによって上下歯列弓幅径の不調和を非外科的に，短期

間で改善することができた．また，術前矯正治療の段階

で上下歯列弓幅径の調和を図ったことにより，術直後よ

り比較的安定した咬合が得られたものと思われた．

2．術式の選択について

今日行われている顎変形症に対する手術には，下顎骨

を対象とする SSROおよび下顎枝垂直骨切り術ならび

に上顎骨を対象とする上顎 Le Fort I型骨切り術などが

あり，単独あるいは，それぞれの手術を組み合わせた方

法が症例に応じて選択される．近年特に，顎変形症に対

する術式は，手術時の材料の発展，それに伴う手術の簡

便さから上下顎同時に手術する術式が多くなっているよ

うである．菅原ら5）は，上下顎移動術は（1）上下の双方

に形態異常を有する場合，（2）片顎の形態異常が極端に

重度の場合，（3）上顎の咬合平面に左右傾斜を伴う顔面

非対称などに適用されるとしている．また，下顎単独の

移動術の守備範囲を超えたすべての顎変形症がその治療

対象になるとした上で，さらに，歯列・顎骨の変形や位

置不正などの形態異常には個体間で著しい変異が認めら

れるため，下顎単独の移動術によって対応することは不

可能であるとし，上下顎同時移動術の有効性および必要

性を述べている．

本症例での術式の選択は SSRO単独もしくは上顎 Le

Fort I型と下顎両側 SSROによる上下顎移動術の 2つの

方法について検討された．また術式の検討に際しては，

ペーパーサージェリー，予測模型，術後のプロファイル

の変化など参考とした．その結果 SSRO単独では，下

顎骨の後方移動量を十分に獲得し，さらにオトガイ部の

突出感を改善するには，過度の下顎前歯の唇側傾斜が必

要であることが示された．さらに，患者の symphisisの

形態が薄いという大きな問題点があり，下顎前歯の過度

の唇側傾斜に際し，同部位の歯槽骨の吸収や歯肉退縮の

原因となりうること6, 7），その結果，下顎前歯部唇側部

における歯周組織が手術後に予後不良となることが容易

に予測された．結論として，下顎前歯の過度の唇側傾斜

を避け，同時にオトガイ部の突出感を改善するには，上

顎骨後方部（PNS相当部）の上方移動による下顎骨の

時計回りの回転が必要であると判断し，上下顎同時移動

術の適応とした．その結果，術後の下顎骨の後方移動量

Table 1 Cephalometric analysis（lateral）．

Variables Pre-treatment Before surgery Post-treatment

Facial angle
SNA
SNB
ANB
FMA
FMIA
SN at mandibular
Gonial angle
Ramus inclination
Occlusal plane
U 1 to SN
L 1 to mandibular
Interincisal angle

94.3°
80.0°
85.0°
－5.0°
20.9°
77.9°
30.0°

124.0°
85.0°
5.8°

101.0°
81.0°

150.0°

96.0°
80.0°
85.3°
−5.3°
20.3°
68.9°
29.0°

124.3°
84.8°
6.8°

102.4°
90.8°

137.5°

89.0°
82.1°
78.0°
4.1°

31.2°
57.6°
42.5°

133.0°
87.8°
15.5°
93.0°
90.7°

135.0°

Table 2 Cephalometric analysis（frontal）．

Variables Pre-treatment Post-treatment

Occlusal plane angle
Mandibular plane angle
Mandibular shift angle
Co-Me
Co-Me’
AG-GA

1.50°
1.00°
1.00°

116.0 mm
115.0 mm

91.0°

0.50°
0.30°
0.00°

114.0 mm
115.0 mm

94.0°

Table 3 Maxillary width changes.

Width（mm） Pre-treatment 2 months after Difference

6−6
7−7

53.0
58.0

51.0
55.8

2.0
2.2
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は術前に計画したものと一致し，左側 8.0 mm，右側

10.0 mmであった．さらに術前後の変化を検討した結

果，上顎骨後方部の上方移動量は，手術計画にしたがっ

て施行されたため，予測どおりの咬合平面の回転と下顎

骨時計回りの回転が生じた．よってこれらの回転が下顎

後退量を増加し，オトガイ部の突出感が軽減された．

術後矯正治療では，術前矯正治療の段階で上下歯列弓

幅径の調和を図ったことにより，術直後より比較的安定

した咬合が得られ，また術後矯正期間が 6か月という短

期間で緊密な咬合関係を得ることが可能であった．本症

例のような上下歯列弓幅径の不調和と非対称を認めた骨

格性の下顎前突症の患者に対し，術前治療の段階，特に

治療初期に上下顎歯列弓幅径の不調和を改善することは

有効なものと思われた．

ま と め

本症例は，上下歯列弓幅径の著しい不調和と非対称を

認めた骨格性下顎前突症の患者に対し，術前矯正治療と

して，改良型のパラタルアーチを固定源とし，同時に

TPEを使用することで，上下歯列弓幅経の不調和と非

対称を短期間で改善し，術直後より比較的良好な咬合関

係が得られた．また術式は下顎両側 SSROと上顎 Le

Fort蠢型による上下顎移動術を行った．動的治療期間は

術前矯正 2年 1か月，術後矯正 6か月の合計 2年 7か月

で，本症例は特に術後矯正治療期間の短縮および新たな

形態に対応する機能的適応が術後の早期に獲得されたも

のと思われた．
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上下顎同時移動術を適応した重度骨格性下顎前突症の 1例
（Dubin-Johnson症候群の周術期管理に関する考察を含めて）

小林 聡1§ 安井 君子1 真野 樹子1 重松 久夫2

趙 恩�2 細川 恵一2 宮本 日出2 鈴木 正二2

坂下 英明2 鐘ヶ江晴秀1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野
2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

要旨：今回我々は，Dubin-Johnson症候群を合併した顎変形症症例に対する外科的矯正治療を経験し，良好な結果を得
たので，体質性黄疸合併患者における周術期管理に関する考察を加えてその概要を報告する．
患者は 23歳 1か月の男性で数年前より下顎の突出感については気付いていたが放置していた．2003年（23歳時）下顎
の突出感，下顎非対称を主訴に近歯科医院にて診察を受けたところ，明海大学歯学部附属明海大学病院矯正歯科を紹介さ
れ，2003年 10月に精査と改善を希望し受診するに至った．骨格性の問題として上顎骨劣成長と下顎骨過成長が認められ
た．上顎骨の劣成長は軽度であったが，下顎骨の著しい過成長および上顎咬合平面の左下がりの傾斜，過大な下顔面高を
考慮し，外科的矯正治療の適用と判断した．顎矯正手術は全身状態の評価を踏まえ，本学矯正歯科・口腔外科合同カンフ
ァレンスにおいて上下顎同時移動術の計画を確認した．現在，顎矯正手術施行後 12か月を経過し，術後矯正が終了し患
者主訴の改善および緊密な咬合関係の確立が得られている．
全身的な疾患を合併した顎変形症患者に外科的矯正治療を適用するにあたり，全身状態の把握は必須であり，治療方針
および顎矯正手術の計画には，矯正歯科，口腔外科，麻酔科，および関連医科との連携が円滑に行われることが非常に重
要であることが示された．

索引用語：Dubin-Johnson症候群，体質性黄疸，顎変形症，顎矯正手術

A Case of Severe Skeletal Mandibular Protrusion Indicating
Simultaneous Corrective Surgery of the Maxilla and Mandible
（Including Discussion on Perioperative Management of the Dubin-Johnson

Syndrome）

Satoru KOBAYASHI 1§, Kimiko YASUI 1, Mikiko MANO 1,
Hisao SHIGEMATSU2, Una CHO2, Keiichi HOSOKAWA 2,

Hizuru MIYAMOTO 2, Seiji SUZUKI 2, Hideaki SAKASHITA 2

and Haruhide KANEGAE 1

1Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry
2Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Therapeutic & Diagnostic Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Herein, we present a favorable outcome obtained following corrective surgery for a patient with jaw deformi-

ties complicated by the Dubin-Johnson syndrome. In addition to summarizing the case, we discuss the perioperative man-

agement of patients complicated by constitutional jaundice.

The patient was a male 23 years and 1 month of age. Although he had been aware of his mandibular protrusion for

many years, he did not seek any medical assistance until 2003. At that time（at the age of 23 years）, the patient presented
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緒 言

近年，外科的矯正治療を希望する患者が年々増加して

おり1），それに伴い全身的な疾患を合併した顎変形症患

者も増加していると思われる2, 3）．顎矯正手術を適用す

るにあたり全身状態の把握は必須であり，治療方針およ

び顎矯正手術の計画に際して，矯正歯科，口腔外科，麻

酔科，必要に応じ関連医科との連携が治療を円滑に遂行

する上で非常に重要なことであると考える．

Dubin-Johnson症候群は，1954年 Dubinと Johnson4）お

よび Sprintzと Nelson5）によりほぼ同時に報告されて以

降，先天性の体質性黄疸を呈する症候群として知られて

いる．本症候群の予後は非常に良好とされ，日常生活に

当たっては特別な治療は必要としない6, 7）．本症候群の

問題点は精神的なストレスを含めた様々なストレスによ

り，容易に高ビリルビン血症を来たすことである．この

ため，本症候群合併患者が何らかの疾患に罹患した場

合，感染や手術侵襲などからビリルビン値の上昇が危惧

されるが，本症候群合併患者の周術期管理に関する報告

は少ない8−10）．今回我々は，Dubin-Johnson症候群を合併

した顎変形症症例に対する外科的矯正治療を経験し，良

好な結果を得たので，体質性黄疸合併患者における周術

期管理に関する考察を加えて，その概要を報告する．

症 例

患 者：初診時年齢 23歳 1か月の男性

初 診：2003年 10月 24日

主 訴：下顎の突出感，下顎非対称による審美障害と

咀嚼障害

既往歴：生下時，Dubin-Johnson症候群との診断を受

けた．10歳時，陰餒水腫のため全身麻酔下にて手術．20

歳時，痔核のため手術

家族歴：父と弟が Dubin-Johnson症候群

現病歴：数年前より下顎の突出感については気付いて

いたが放置．2003年（23歳時）下顎の突出感，下顎非

対称を主訴に近歯科医院にて診察を受けたところ，本院

矯正歯科を紹介され，2003年 10月に精査と改善を希望

し受診するに至った．

現 症：

全身所見；軽度黄疸を認めるほか特記事項なし

局所所見；正貌所見ではオトガイが左方に偏位しており

左右非対称を認め，側貌所見では concave typeを呈して

いた（Fig 1）．口腔内所見では咬合は Angle蠱級の不正

咬合で，overjetは－8.5 mm, overbiteは＋1.5 mmであ

り，上顎右側側切歯から左側第三大臼歯にかけて反対咬

合を呈していた．また，上下顎歯列正中は顔面正中に対

し，上顎はほぼ一致，下顎は 4.0 mm左方へ偏位してい

た．歯列弓形態は上顎 square，下顎は taperであった．

模型分析より，上下顎の coronal arch widthは，上顎は

正常範囲内で，下顎は 30.8 mmと著しく狭く，下顎側

方歯群の舌側傾斜により，上下顎歯列弓幅径に著しい不

調和を認めた．Arch length discrepancyは上顎－3.0

mm，下顎－3.0 mmであった（Fig 2）．

パノラマ X 線写真からは歯数，歯周組織等に異常は

at a nearby dental clinic with chief complaints of mandibularprotrusion and asymmetry. The patient was referred to the

Department of Orthodontics of Meikai University Dental Hospital, and in October 2003, he underwent thorough testing and

treatment. Maxillary underdevelopment and mandibular overgrowth were confirmed as skeletal problems. Although the

maxillary underdevelopment was mild, corrective surgery was indicated because of marked mandibular overgrowth, tilting

of the maxillary occlusal plane in the left inferior direction,and excessive lower face height. Prior to orthognathic surgery,

the patient’s systemic condition was assessed, and simultaneous corrective surgeryof the maxilla and mandible was planned

in a conference involving the orthodontics and oral surgery departments. At present（12 months post）, thepostoperative or-

thodontic therapy has been completed, the patient’s symptoms have improved, and a tight occlusal relationship has been

achieved.

When performing corrective surgery on patients with jaw deformities complicated by systemic diseases, it is essential to

ascertain the patient’s systemic condition. Furthermore, whenplanning therapy and orthognathic surgery, it is very impor-

tant for orthodontics, oral surgery, anesthesiology, and related departments to work closely with each other.

Key words : Dubin-Johnson syndrome, congenital jaundice, dentofacial deformity, orthognathic surgery

─────────────────────────────
§別刷請求先：小林 聡，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野
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認めなかった（Fig 3）．正面頭部 X 線規格写真から顔

面正中11）に対して上顎正中は一致，下顎は 4.0 mm左方

へ偏位していた．また上顎左右第一大臼歯部で設定した

咬合平面は眼窩縁と斜眼窩縁の交点を結んだ線に対して

2.5°左下がりであった11）．側面頭部 X 線規格写真（Fig

4）および分析値（Tables 1, 2）より，骨格系では Facial

angle 91.7°，Convexityは－13.1°，SNAは 75.0°，SNBは

81.0°，ANB−6.0°であった．ナジオンが上方に位置して

いることやプロフィログラム等を考慮し，上顎骨はやや

Fig 1 Facial views at initial.

Fig 2 Intraoral views at initial.

Fig 3 Panoramic tomography at initial.
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劣成長，下顎骨は過成長と判断した（Fig 5）．上下顎の

前後的位置には著しい不調和が生じていることが認めら

れた．また，Gonial angleが 132.4°，Gn-Cdが 150.2 mm,

Pog’-Gnが 92.9 mmから，下顎角の開大，下顎骨体部の

過成長が認められた．N-Me が 150.1 mm, ANS-Meが

89.5 mmであり，過大な下顔面高に起因した顔面高の垂

直的な不調和も認められた．

歯槽系では上顎前歯部は FH平面に対して唇側傾斜傾

向，下顎前歯は下顎下縁平面に対して舌側傾斜を示して

おり，dental compensationを示していた．機能的な問題

として，舌突出癖，低位舌を認めた．顎関節に関して

は，右側の下顎頭の滑走運動が左側と比較し，若干の運

動制限が認められた．ただし，臨床所見としては，開口

量は 49 mmであり，click 等は認めず，自発痛等の所見

も特に認められなかった．

Fig 4 Lateral and frontal cephalograms at initial.

Table 1 Cephalometric analysis（1）．

Initial
Pre-

operation
Post-

operationMean SD

Facial angle
Convexity
A-B plane
Mandibular plane
Y-axis
Occlusal plane
Interincisal
L-1 to Mandibular
FH to SN
SNA
SNB
ANB
U-1 to FH plane
U-1 to SN plane
Gonial angle
Ramus inclination

85.1
5.6

－5.1
26.3
65.7
9.5

129.7
94.7

6
81.8
78.6

108.9
103.1
111.4
87.4

5.8
4.3
3.3
6.3
3.3

4
9

7.2
3.4
3.1
3.1

5.6
5.5
5.8
4.1

91.7
－13.1

7.1
30.1
61.3
9.9

134.1
79.9
9.8
75
81
6

116
106.1
132.4
77.7

91.7
－12.7

7.2
30.5
61.5
7.5

118.8
85.1
9.8

75.3
81.4
5.9

125.6
115.9
1324
78.4

88.9
－0.4
－3.2
31.8
63.2

7
122.9
82.7
9.8

78.8
77.5
3.3

122.6
11.72
131.7
80.1

Table 2 Cephalometric analysis（2）．

Initial
Pre-

operation
Post-

operationMean SD

N-S
N-Me
N-ANS
ANS-Me

S’-Ptm’
A’-Ptm’
Ptm’-Ms
A’-Ms
Is-Is’
Mo-Ms
Is-Mo

Gn-Cd
Pog’-Go
Cd-Go
Ii-Ii’
Mo-Mi
Ii-Mo

S-S’（FH）

73.9
136.1

60
77.2

19.8
51
22

27.6
32.6

27
33.8

128.5
82.1
69.6
48.7

37
30.4

22.9

2.6
5.7
2.6
4.5

3
2.6
2.9
2.2
2.8

2
2.8

4.4
3.8
4.9
1.6
2.2
2.4

3.3

73.3
150.1
60.5
89.5

15.7
48.9
34.2
14.7
38.8
33.4

20

150.2
92.9
73.4
48.4
37.5
28.5

19.8

73.2
150.7

60
90.7

15.3
49.1

33
16

37.5
34.4
23.4

150.8
91.9
74.8
49.9

37
30.6

20.1

72.9
146
56.8
90.3

20.8
49.2
21.5
27.8
37.6
32.4
35.9

141.8
88

68.9
51.1
36.6
30.7

19.7
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診 断

1．下顎骨非対称および垂直的過成長を伴う上顎骨劣成

長，下顎過成長による骨格性下顎前突

2．前歯部反対咬合，片側性臼歯部交叉咬合，前歯部叢

生を伴う Angle蠱級不正咬合

治療目標

骨格性の問題として上顎骨劣成長と下顎骨過成長が認

められた．上顎骨の劣成長は軽度であったが，下顎骨の

著しい過成長および上顎咬合平面の左下がりの傾斜，過

大な下顔面高を考慮し，顎矯正手術の計画を行った．顎

矯正手術は全身状態の評価を踏まえ，本院矯正歯科・口

腔外科合同カンファレンスにおいて上下顎同時移動術の

計画を確認した．上顎は Le Fort蠢型骨切り術，下顎は

下顎枝矢状分割術（以下 SSRO）を適用することとし

た．外科的矯正治療の適用にあたり，患者より同意が得

られたため，治療目標は下記の通りとした．

1．上顎骨劣成長，下顎劣成長の改善

下顎骨非対称の改善

左下がりの上顎咬合平面の改善

垂直的過成長の改善

前歯部反対咬合，片側性臼歯部交叉咬合の改善

臼歯関係蠱級の改善

→ 顎矯正手術による

下顎骨の後方移動

上顎骨の前方および上方移動

2．Arch length discrepancyの改善

→ 上顎：前方拡大

下顎：前方および側方拡大

3．下顎前歯舌側傾斜の改善

4．舌突出癖，低位舌の改善

→ 筋機能療法（以下 MFT）

治療経過

外科的矯正治療を適用する上で全身状態の把握が重要

であると考えられたため，初診時に全身状態の評価を行

Fig 6 Treatment goal（paper surgery）．

Fig 5 Profilogram.
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った．その結果，日常生活には特に問題はなく，顎矯正

手術の施行に関しても特に問題はないが，術前矯正終了

後に再度全身状態の評価を慎重に行うとの判断をした．

2004年 3月より術前矯正治療を開始した．術前矯正

治療中に上下左右第三大臼歯は骨切り線に近いことから

抜歯とした．上下顎に．018″x 025″edgewise bracketを

装着し術前矯正治療を行った．上下顎の拡大はアーチワ

イヤーにて行った．MFT に関しては上下顎の前後的不

調和が著しいことから，術前矯正治療中は困難と判断

Fig 7 Facial views at pre-operation.

Fig 8 Intraoral viewsat pre-operation.

Fig 9 Panoramic tomography at pre-operation.
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2 1½ 1
months before operation

Total bilirubin
Direct bilirubin

days after operation
1 3 7 14

し，術後矯正治療と平行して行うこととした．20か月

後，術前矯正治療を終了し，2005年 11月，合同カンフ

ァレンスにて全身状態の評価および顎矯正手術の術式に

ついて再確認を行った．術式および顎矯正手術の目標

は，上顎は Le Fort蠢型骨切り術にて 4 mm前方移動，

前方部 4 mm 後方部右側 2 mm 左側 5 mm上方移動と

し，下顎は下顎枝矢状分割術にて右側 11 mm 左側 4

mm 後方移動と決定した（Fig 6）．

その際顎矯正手術後，オトガイの突出感，顔面の非対

称感および過大な下顔面高に改善の余地が残るようであ

れば，患者と相談の上，プレート抜去時にオトガイ形成

術を行うこととした．術前矯正終了時の正・側貌所見，

口腔内所見，X 線写真を示す（Figs 7−10）．術前の全身

評価では，総ビリルビン値が 5.6 mg/dl，直接ビリルビ

ン値が 3.9 mg/dl と高値を示し，活性化部分トロンボプ

ラスチン時間（以下，APTT）40.1秒（正常値 26.0～

38.0秒），プロトロンビン時間（以下，PT）12.1秒（正

常値 8.0～12.0秒）とやや延長を示していた．血液凝固

系では，第衄因子 53.8％とやや低値を示したほかは第

蠡，第蠻因子は正常範囲であった．GOT, GPTなど，そ

の他の検査結果に異常は認めず（Table 3），腹部エコー

検査でも異常はなかった．第衄因子が 60％を下回って

いたことより血液内科対診とした．第衄因子の低値につ

いては原因不明であったが，40％以上を示していたこ

とから，止血には問題なしとの評価の下，手術を予定し

た．また，PT値，APTT 値の軽度延長に対しては閉塞

性黄疸時の出血傾向に準じビタミン K 15 mg／日（ケイ

ツーカプセル�，エーザイ，東京）を投与することとな

った．1週間投与した結果，PT値は正常化，APTT 値

もほぼ正常値上限まで回復したことから，手術までの期

間投薬を継続の上，2006年 2月，顎矯正手術を施行し

た．麻酔はクエン酸フェンタニル注射液（フェンタネス

Fig 10 Lateral and frontal cephalograms at pre-operation.

Table 3 Result of blood test.

Value Unit Normal value

Total protein
A/G
Total bilirubin
Direct bilirubin
AST（GOT）
ALT（GPT）
γ-GTP
ALP
LDH
Cholinesterase
APTT
PT

7.3
1.92
5.6
3.9
16
19
13

175
116

4501
40.1
12.1

g/dl

mg/dl

mg/dl

U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
sec
sec

6.5～8.2
1.3～2.2
0.2～1.0
0～0.4
10～40
5～45
16～73

104～338
120～245

3500～8000
26.0～38.0
8.0～10.0

Table 4 Change of bilirubin level.
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ト�，三共，東京）を併用し，セボフルラン吸入剤（セ

ボフレン�，丸石製薬，大阪）にて維持管理した．手術

時間は 4時間 25分，出血量 300 ml であった．術前に

自己血を準備して手術に臨んだが，輸血は必要としなか

った．術後は肝庇護剤とともにメナテトレンカプセルを

10 mg／日を 10日間投与した．術後，総ビリルビン値は

一時 6.3 mg/dl，直接ビリルビン値が 4.7 mg/dl まで上昇

するも，2週間後にはそれぞれ 3.6 mg/dl , 2.9 mg/dl まで

改善した（Table 4）．また，術後 3日の時点で APTT値

は 34.5秒，PT値は 11.0秒であり，異常出血もなかっ

た．

骨片の固定に関しては，上顎前方部はストレート型 8

穴のチタンミニプレートを 2枚，後方部は L 字型 7穴

のチタンミニプレートを両側で 2枚を用い，下顎は両側

Fig 11 Facial views at after post-surgical orthodontics.

Fig 12 Intraoral views at after post-surgical orthodontics.
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ともストレート型 4穴のチタンミニプレートを用いた．

顎間固定は 2週間行った．その後，術後矯正を MFT と

平行して 11か月行い，緊密な咬合関係の確立が得られ

た．

考 察

1）矯正学的考察

現在本邦では，骨格性下顎前突に対する顎矯正手術は

SSROによる下顎骨後方移動術が最も多く適用されてい

Fig 14 Lateral and frontal cephalograms after post-surgical orthodontics.

Fig 15 Cephalometric superimposition.

Fig 13 Panoramic tomography after post-surgical orthodontics.
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る12）．しかし，下顎の後退量が大きい場合や，顔面非対

称を伴い，それが上顎骨の変形を含んでいる場合など

は，下顎骨単独の術式では患者の主訴に対して十分な対

応が難しいことが多い13, 14）．本症例は下顎骨の著しい過

成長により，下顎骨単独の術式では右側の後退量は 15

mmを超えることが予測されたため，通常の SSROの

適用はしにくいと考えられた15）．また，口腔内容積を小

さくすることによる機能的な問題への配慮16）や上顎の前

後的な劣成長，上顎咬合平面に左下がりの傾斜があり，

上顎骨にも変形が認められたこと，そして過大な下顔面

高の改善を考慮し，上下顎同時移動術を適用することと

した．その結果，患者の主訴であった下顎の突出感およ

び非対称感は改善された．側貌に関しては，初診時の

concave typeから straight typeに改善されたが，上顎骨

の前上方への移動により，鼻尖，鼻下点ともに前上方へ

移動した．これは，布田ら17）の報告と一致した．一方，

口腔内所見から，初診時の咬合上の問題点も改善された

と思われる．上下顎の正中は顔面正中にほぼ一致し，

overjetは－8.5 mmから＋3.5 mm, overbiteは＋1.5 mm

から＋2.0 mmになり，前歯部の反対咬合，左側臼歯部

の交叉咬合も改善され，臼歯関係も Angle蠢級が獲得さ

れた．これらにより，咬合に関しても大きく改善された

と思われる（Figs 11, 12）．

パノラマ X 線写真（Fig 13）から，前歯部に若干の

歯根吸収を認めた以外に特に問題はみられなかった．顎

矯正手術後の顎間固定を上下顎のアーチワイヤーを介し

て行ったが，歯根への負担を考慮すると IMF スクリュ

ーを介した顎間固定の適用を積極的に考えても良かった

のではないかと考えられた．側面頭部 X 線規格写真か

ら，上下顎の前後的不調和は上顎骨の 4 mmの前方移動

と下顎骨の 8 mmの後方移動により改善された．その結

果，ANB は－6.0°から＋3.3°へ改善された（Table

1）．垂直的な過成長に関しては，N-Meおよび ANS-Me

の変化より改善を認めた（Table 2）．顎矯正手術による

上下顎骨の移動に関しては，ほぼ計画どおりになされ

た．正面頭部 X 線規格写真からは，咬合平面の左右的

傾斜も計画どおりに改善されたと思われる．さらにオト

ガイ棘も設定した顔面正中にほぼ一致した．歯系に関し

ては，特に上顎前歯における唇側傾斜傾向の十分な改善

は出来なかった．しかし，前歯部の十分な dental decom-

pensationは上下顎の移動量を大きくすることにもなる

ため，敢えて行わなかった．臼歯部の騁舌的な dental de-

compensationは，術前矯正に行った下顎歯列の側方拡大

により改善を行った．術後矯正中は，大きな後戻りの傾

向も見られず安定した経過をたどった（Figs 14, 15）．

形態的な問題の改善と機能的な問題への配慮から，上下

顎同時移動術を適用し，上顎骨の前方移動を行ったこと

が，口腔内容積の減少を抑え，顎矯正手術後における口

腔周囲筋の適応および安定にも有利に働いたと考えられ

る．顎関節に関しては初診時と比較し，形態および顎運

動に関して特記すべき変化は生じていない．

2）口腔外科的考察

体質性黄疸には，非抱合型（Crigler-Najjor症候群蠢

型，蠡型，Gilbert症候群）と抱合型（Rotor症候群，

Dubin-Johnson症候群）があげられる4）．このうち，Gil-

bert症候群と抱合型の Rotor症候群ならびに Dubin-

Johnson症候群は良性の体質性黄疸として知られてい

る．Dubin-Johnson症候群は常染色体劣性遺伝形式をと

ると考えられ，家族内発症が認められている．男性優位

（71.1％）で 10～20歳に発症のピークが見られ，症状と

しては，全身倦怠感，易疲労感，上腹部痛，悪心，嘔吐

などがあげられる．患者の 3割は無症状といわれ，黄疸

の発現が本症候群の診断の契機となることがある．

本症候群は，抱合型（直接型）ビリルビンが胆汁排泄

障害のため血中に逆輸送され，直接型優位の高ビリルビ

ン血症を呈する6）．したがって，検査では，肝障害を伴

わずビリルビン値のみが高値を示す．すなわち，総ビリ

ルビン値は 2～5 mg/dl 程度，直接型ビリルビン比率は

平均 68.4％である7）．また，抱合を受けない ICG 試験

では正常値を示すが，Mandema試験では BSP値の再上

昇を示す．ポルフィリンの代謝異常から尿中コプポルフ

ィリン蠢型の増加，蠱型の低下が認められる．その他，

胆餒造影では胆餒の造影不良，肝胆道シンチでは排泄遅

延が認められる．また，肝細胞内に褐色顆粒（リポフス

チン様顆粒）の貯留を認め，肉眼的にも黒色肝（black

liver）を呈することが特徴とされる6, 18）．本症候群に合

併する肝胆道系疾患としては，胆石症19），肝臓癌20−23），

胆餒癌25）などが報告されているが，本症候群と悪性疾患

との関連は定かではない．なお，胆石については胆汁排

泄障害からコレステロール系結石ができる可能性が示唆

されている24）．

一般に，黄疸を有する患者に手術を行うと予後不良の

危険性が高く，手術適応は慎重を要するが，Dubin-

Johnson症候群については本来良性の疾患であり，本症

候群の既往を有することや本症候群に基づく軽度の黄疸

を認めることが，何らかの疾患の治療に当たってその基

本的な治療方針に影響を与えるものではない．仮に，そ

の疾患が胆餒癌や肝細胞癌あるいは C 型肝炎など，肝
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胆道系疾患であったとしても，本症候群の合併により，

治療方針に変化が生じることはないといわれる23−25）．し

かしながら，本症候群患者では，身体的ならびに精神的

ストレスにより容易に高ビリルビン血症をきたす点につ

いては配慮が必要と思われる8）．すなわち，術前は，

Dubin-Johnson症候群が良性であることを十分に説明

し，不安を和らげ，鎮静を十分に行い，手術に対する不

安を取り除くよう努めることが重要となる10）．また，術

前より黄疸を認める症例は，認めない症例と比べて術後

の黄疸が遷延する傾向があるといわれており26），術前か

らビリルビン値を上げる危険性がある感染のコントロー

ルも重要である8）．肝胆道系疾患ではビタミン K 依存性

因子の低下から，PT値，APTT 値ともに延長すること

がある．本症候群における PT値，APTT値の延長に関

する記載は以前より散見されるが，凝固系の異常につい

ての報告はほとんど見られない27）．Selingsohnら27）は，

ビタミン K に依存する凝固因子のうち第蠻因子の著明

な低下と第蠡因子の軽度低下を認めたとしている．自験

例では，PT値，APTT値の軽度延長，第衄因子の軽度

低下を認めたが，第蠻，第蠡因子には異常を認めなかっ

た．自験例での第衄因子低値については，その測定に

APTT値を利用する一段凝固法を用いていることから，

見かけ上の低値を示していたに過ぎない可能性も否定し

えないが，本症候群における PT値，APTT値の延長に

ついては，さらに症例の蓄積と見当が必要と思われる．

一方，術後の総ビリルビン値の増加については特異的

であり，手術時間が 1時間半から 2時間半の手術の場

合，総ビリルビン値の回復には 2週間前後を要すると報

告されている26）．自験例でも，この点はよく一致してお

り，総ビリルビン値は術後一時増加したが，2週間後に

は術前の値にまで回復していた．術後の黄疸の増強は，

手術侵襲，手術時間，麻酔時間に依存するといわれてお

り，手術の際にはこれらの点に配慮する必要がある．体

質性黄疸患者の麻酔管理にあたっては，麻酔薬の代謝お

よび副作用が肝機能に及ぼす影響を考慮して使用薬剤を

選択9）する必要があり，ハロセンは避けるべきとの報

告28）や，フェンタニルが好ましいとの報告10）がある．自

験例では，フェンタニルを併用のうえ，セボフルランに

て麻酔を維持し，術後に肝庇護剤の投与を行うことによ

り，術後総ビリルビン値は最高で 6.3 mg/dl とほぼ満足

する経過であった．これまでの報告症例をみると，術後

の総ビリルビン値については，軽度上昇から 10 mg/dl

程度までの報告8, 18, 24, 26, 29）が多く，それらの症例では黄疸

に対する特別な処置は必要とされていなかった．また，

薬師寺ら20）は，Dubin-Johnson症候群患者に発生した肝

癌の報告例で，術前平均値は 4.9±2.9 mg/dl，肝切除後

では平均 14.3±10.7 mg/dl がピークであったとしてお

り，高ビリルビン血症の増悪の回復には 8～120日と長

期に及ぶ症例が散見されたものの，肝不全に陥った症例

はなかったとしている．その一方で，高度な黄疸を合併

した場合，術後肝不全と鑑別ができないため積極的に血

漿交換療法を行ったほうが良いとする報告22, 30, 31）も散見

される．血漿交換療法の適用については，Dubin-Johnson

症候群が本来良性と考えられることから，一定の数値的

な基準があるわけではないが，術後総ビリルビン値が 20

mg/dl を超える場合，血漿交換療法を施行すべきとの報

告10, 32）がある．特に，術後 2週間以内に，急激なビリル

ビン値の上昇が認められる場合には，注意が必要と思わ

れる32）．

結 語

本論文では，上下顎同時移動術を適応した Dubin-

Johnson症候群の合併を伴う重度骨格性下顎前突症例に

関して良好な結果を得たので，その概要を報告した．

全身的な疾患を合併した顎変形症患者に外科的矯正治

療を適用するにあたり，全身状態の把握は必須であり，

治療方針および顎矯正手術の計画には，矯正歯科，口腔

外科，麻酔科，関連医科との連携が円滑に行われること

が非常に重要であることが示唆された．

また，Dubin-Johnson症候群患者の特に周術期管理と

しては，

（1）術前に Dubin-Johnson症候群が良性の疾患であるこ

とを十分に説明し，不安を和らげるとともに，術前

の鎮静に心がけ，手術の不安を取り除く．

（2）感染はビリルビン値の上昇につながる恐れがあるこ

とから，術前より，十分配慮する．

（3）術中，術後を通し，肝機能に悪影響を及ぼす薬剤の

使用を必要最小限にとどめる．

（4）周術期においては，必要に応じて肝庇護剤やビタミ

ン K などの投与を検討する．

などの注意が必要である．
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Introduction

Since the publication of Fujita method1) in 1970s,
various appliances have been developed for lingual
bracket with the subsequent gradual advancement as a

representative unnoticed orthodontic appliance2). In re-
cent years, however, a lingual bracket appliance sys-
tem characteristic of low friction, low force and low
profile (STb light lingual system, Sybron Dental Spe-
cialties Japan Inc, Tokyo, Japan) was developed, per-

Clinical Experience on a Case of Skeletal Openbite Treated
with Lingual Bracket and Skeletal Anchorage System
without Orthognathic Surgery

Yuichiro OTSUKA §, Shigeyuki MATSUI ,
Joji TAKAYANAGI and Haruhide KANEGAE

Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : A 30-year-old Japanese female visited our office due tochief complaint of anterior openbite. After various

examinations, the patient was diagnosed to be skeletal openbite case associated with mandibular clockwise rotation and

tongue thrust. After the tongue thrust was improved by myofunctional therapy (MFT), her skeletal openbite was intended to

improve by means of molar segments intrusion and upright byskeletal anchorage system. When alignment in the upper an-

terior teeth was made, lingual brackets were applied. As a result, the improvement of adult skeletal openbite was success-

fully achieved in a non-surgical treatment without necessity of premolar extraction and esthetic damage. This manipulation

was thus suggested to be an effective, low-invasive therapeutic means with no esthetic damage in a border case between

surgical orthodontic and non-surgical orthodontic treatments.

Key words : skeletal openbite, lingual bracket, skeletal anchorage system, molar intrusion

Skeletal anchorage systemと舌側からの矯正治療の併用により
改善を行った骨格性開咬症例

大塚雄一郎§ 松井 成幸 高柳 譲司 鐘ヶ江晴秀
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

要旨：本症例は 30歳の日本人女性で前歯部開咬を主訴として来院した．諸検査の後，舌突出癖を伴い下顎の時計廻り
の回転を認める骨格性開咬症例との診断結果を得た．治療方針として myofunctional therapy（MFT）による舌突出癖の改
善の後，skeletal anchorage systemを用いた上下顎臼歯部圧下とアップライトによる下顎のオートローテーションを図り骨
格性開咬を改善することとした．また前歯部 alignmentの際には，上顎に lingual bracketを使用した．
その結果，非外科的に小臼歯抜歯を行うことなく，かつ審美性を損なわずに開咬の改善が達成された．外科的矯正治療
と矯正治療単独治とのボーダーケースに対する治療方針として同手法の適用は顎矯正手術併用と比べ低侵襲で審美性を損
わない有効な一手段であることが示唆された．

索引用語：骨格性開咬，lingual bracket, skeletal anchorage system，臼歯部圧下
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mitting efficient tooth-movement through a treatment
with relatively minimum force.

On the other hand, a tooth-movement method using
an implant as an anchorage has now been applied
clinically in a lot of office since its introduction by
Creekmore3) in 1983. By using an implant as an an-
chorage, such a tooth-movement as those of which di-
rection and amount were considered difficult by con-
ventional orthodontic treatment has become possi-
ble4, 5). In addition, a conventional concept concerning
the orthodontic treatment has surely changed including
non-surgical acquisition of optimal occlusion in pa-
tients so far deemed to be a candidate for surgical or-
thodontic treatment. Main implants now used for this
method are roughly divided into two types, screw and
plate types having a known different application mode
each other. The implant of screw type is advantageous
in its simplified procedure of use and predominantly
used for reinforced anchorage at molar segment or in-
trusion of anterior teeth, but said to be inappropriate
for active tooth-movement at molar segment because
of potential dropout due to poor implantation. On the
other hand, the implant of plate type can be invested
into the jaw tightly although its surgical treatment at
investment is relatively high. It is therefore considered
to be most suitable as an implant for application intru-
sion or distal movement of molar segment6).

In the past reports, the implant of screw type was
mainly used as anchorage during lingual orthodontic
treatment because of its simplified procedure and in-

tended application7). In addition, no report has con-
cerned the application of plate-typed implant so far as
we know. In those cases which require this implants
intrusion or distal movement of molar segments, the
plate-typed implant seems to be most appropriate, sug-
gesting that the demand of its combination with lin-
gual orthodontic treatment surely exists.

In the present report, therefore, the skeletal anchor-
age system of plate type was invested into the upper
and lower molar segments in patients with skeletal
openbite accompanied with anterior crowding. After
treatment intrusion of upper and lower molars and dis-
tal movement, the lingual bracket system was applied
to the maxillary arch. By using these mechanics, an
esthetic damage could be minimally limited and the
openbite was successfully improved through an effec-
tive non-surgically orthodontic treatment without ex-
tracting premolar teeth as reported below.

Case

Patient Histry and Cause : The patient was a 30-
year 3-month-old Japanese female with chief com-
plaints of a lack of contact between the upper and
lower incisors and difficulty in closing her lips to-
gether (Figs 1−3). Her medical history revealed no
contraindications to orthodontic treatment. A tongue
thrust habit and tongue interposition were present. The
panoramic radiograph demonstrated that all the teeth
were present and lower third molars were impacted.
The cause of her malocclusion was a combination of

─────────────────────────────
§Correspondence : Yuichiro OTSUKA, Division of Orthodontics, De-

partment of Human Development & Fostering, Meikai University
School of Dentistry, Sakado, Saitama 350-0283 Japan

Fig 1 Facial photographs before treatment.
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genetic and environmental factors.
Diagnosis : Skeletal openbite case associated with
mandibular clockwise rotation and tongue thrust.

Skeletal problem ;
Skeletal class I. Skeletal openbite associated with

mandibular clockwise rotation.
Denture problem ;

Overjet ＋1.5 mm, overbite－3.0 mm. Angle

class I with anterior openbite and crowding.
Narrowed maxillary dental arch.

Functional problem ;
Tongue thrust.

Esthetic problem ;
Convex profile, long face.

Fig 2 Intraoral photographs before treatment.

Fig 3 Panoramic radiograph before treatment.
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Treatment Objectives

The goals of treatment :
1. Correction of tongue thrusting by myofunctional

therapy (MFT).
2. Correction of narrowed maxillary dental arch by

lateral expansion.

3. Improvement of anterior openbite and anterior
crowding by intrusion and distal movement of up-
per and lower molars (Fig 4).

Treatment Progress

The treatment was started to correct tongue thrust-
ing by MFT, following expansion of maxillary arch
by Quad-Helix. Lower third molars were extracted. In-
trusion and distal movement of molars were attached
with buccal sectional arches with U : Trans paratal
arch, L : Lingual arch were first attempted by apply-
ing plate-typed implant to the upper and lower molar
segment (Fig 5). Maxillary anterior tooth were aligned
by lingual orthodontic treatment using lingual bracket
(STb bracket). The wire sequence of the maxillary lin-
gual orthodontic treatment used 0.012 inch, 0.014 inch
NiTi, 0.016×0.016 inch TMA (Figs 6, 7). Total treat-
ment time with active appliances was 27 months. The
fix appliances were removed, and maxillary Begg type
retainer and mandibular spring retainer were placed.

Results Achieved

All treatment objectives were achieved. The photo-
graphs after the treatment demonstrate the correction
of the openbite and the establishment of a normal

Fig 5 The photographs showed intrusion and distal movement of upper and lower molars using skeletal anchorage
system of plate type at the start of treatment and 6 months after the treatment.

Fig 4 Force system : Intrusion and distal movement of upper
and lower molarsusing skeletal anchorage system of plate type.
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Fig 6 Intraoral photographs : The maxillary tooth alignment was started.

Fig 7 With the progressed alignment of anterior teeth by using lingual bracket of low friction, the
space between canine and premolar was closed naturally through lip sealed effect.
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Fig 8 Facial photographs after treatment.

Fig 9 Intraoral photographs after treatment.

Fig 10 Panoramic radiograph after treatment showed no remarkable root resorption and acceptable parallel dental roots.
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Class I occlusion (Figs 8, 9). The panoramic radio-
graph showed no remarkable root resorption and ac-
ceptable parallel dental roots (Fig 10). Cephalometric
evaluation revealed successful retraction of the mandi-
bular incisors and improvement of the soft tissue pro-
file (Fig 11, Table 1).

Discussion

In the orthodontic treatment, an adult skeletal open-

bite case is deemed as a case of malocclusion with
high difficulty probably due to the mixed functional
and morphological problems, both of which may af-
fect each other. In such a case of malocclusion being
a complicated state of disease, it seems important to
clarify various problems and treat them adequately.
For this reason, functional and morphological prob-
lems in an adult skeletal openbite are discussed in de-
tail for elucidating the patient’s diseased state with

Fig 11 Cephalormetric superimposition before and after treatment.

Table 1 Summary of cephalometric measurements.

Pre-treatment Post-treatment Normal value of Japanese female adult

Angular analysis (degree)
SNA
SNB
ANB
Mandibular plane angle
L-1 to Mandibular plane
U-1 to SN plane

Linear analysis (mm)
N-Me
N-ANS
ANS-Me

84.0
78.0
6.0

36.5
98.0

102.0

138.0
60.4
81.0

84.0
79.0
5.0

35.0
88.5

100.5

136.0
60.1
78.8

Mean±S.D
82.3±3.5
78.9±3.5
3.4±3.5

28.8±5.2
96.3±5.8

104.5±5.6

127.2±6.6
57.3±2.3
70.7±5.6
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some consideration including the therapeutic planning
employed in the present case and its result as de-
scribed below8).

As a functional problem that we, orthodontists, own
jointly in an adult skeletal openbite, an otorhinologic
factor such as closed nasal air way and/or prolonged
unfavorable habit from the childhood are listed. As a
morphological problem, on the other hand, mandibular
clockwise rotation due to high mandibular plane angle
and counter-clockwise rotation of palatal plane as well
as skeletal anomalies including long face and denture
anomalies including labial inclination of upper and
lower anterior teeth and high molar positioning are
listed. The following treatments can be listed as con-
ventional countermeasures with respect to these prob-
lems. As an approach for functional problems, an
otorhinologic treatment is of first choice in a sus-
pected case of otorhinologic factor such as enlarged
adenoid, while the treatment is targeted to exclude un-
favorable habit, to make adequate tongue positioning
and to acquire the swallowing function in a case with-
out otorhinologic factor. In the present case, no swol-
len tonsils including adenoid were indicated from the
clinical findings at first examination and spontaneous
nasal respiration was possible. From the lateral cepha-
lometric radiograph finding, no closed air way was
suspected, indicating less influence due to otorhi-
nologic factors. As for the customary tongue position-
ing, on the other hand, it was found that the apex of
tongue located in the surrounding of upper and lower
anterior incisor edge with tongue thrust at the time of
swallowing. MFT was thus performed prior to the in-
itiation of dynamic treatment in an attempt to obtain
an adequate tongue positioning and swallowing func-
tion. As a result, the customary tongue positioning
was improved so as to make the tongue tip located at
the spot with successful acquisition of adequate swal-
lowing function and the dynamic treatment was then
initiated. After the initiation of dynamic treatment,
MFT has been continued up to now, a retention pe-
riod.

As an approach for morphological problems, on the
other hand, a lot of therapeutic method have so far
been devised and clinically applied by many orthodon-

tists according to various concepts. As a conventional
treatment strategy, upper and lower anterior upright by
multi-bracket approach combined with vertical elastics
was attempted after premolar extraction in order to
improve an openbite. At that time, it was reported that
the 2nd premolar extraction is desirable for preventing
the mandibular clockwise rotation9). In 1980’, Kim de-
vised MEAW technique10) for treating an openbite and
subsequently reported that the reconstitution of oc-
clusal plane by molar upright was effective for the
treatment of openbite with the aid of multiloop edge-
wise arch wire and vertical elastics. In his case re-
ports11), an adequate over bite was attempted to acquire
by using this technique without tooth extraction as far
as possible. In such a case of only orthodontic treat-
ment, however, no skeletal improvement can be ex-
pected and the dental compensation is served as a
main purpose. When a skeletal improvement was tar-
geted in an adult skeletal openbite case, on the other
hand, Sagittal Splitting Ramus Osteotomy (SSRO) or
Two-jaw surgery by means of combined Le Fort I os-
teotomy and SSRO have been applied following estab-
lishment of treatment strategy for deformed jaw in
many institutions with good outcomes12−14). However, a
surgical orthodontic treatment may have some risk not
only from the medical but also social aspects includ-
ing relatively large surgical invasion or necessity of
prolonged hospitalization as compared with non-
surgical orthodontic treatment. In recent years, there-
fore, a skeletal anchorage system of plate type has
been used in a border case between orthodontic and
surgical orthodontic treatments to have an improved
openbite through mandibular counter-clockwise rota-
tion by molar intrusion in order to avoid such a risk
as reported by Sugawaraet al 15). An application of or-
thodontic treatment combined with skeletal anchorage
system to such a case as sited above is expected to re-
duce a patient’s burden from various aspects in the
therapeutic content. In addition, its need seems to
have increased as a means for avoiding a orthognathic
surgery because of possible intentional and effective
tooth movement.

In the present case, it was revealed from the test
data at first examination that the mandibular plane an-
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gle was found to be relatively large as 36.5°and
ANS-Me was excessively large as 81.0 mm. Applica-
tion of 2nd premolar extraction or of surgical ortho-
dontic treatment was thus discussed thoroughly. Fi-
nally, given the patient’s desire to avoid both orthog-
nathic surgery and premolar extraction, a skeletal an-
chorage system of plate type was applied to the right
and left mandibular molars, and the upper and lower
molar intrusion and upright were attempted without
tooth extraction to improve the patient’s openbite by
mandibular autorotation. As a result, a distal move-
ment of 3 mm under 3 mm intrusion at the 1st maxil-
lary molar as well as a distal movement of 2 mm un-
der 1 mm intrusion at the 1st mandibular molar were
achieved. Furthermore, the mandibular plane angle
was reduced by 1.5°through the mandibular counter-
clockwise rotation and the maxillary anterior region
was aligned and the mandibular front teeth were up-
righted. Through the therapeutic effects mentioned
above, the anterior openbite and crowding as well as
the upper and lower labial protrusion was improved
without necessity of premolar extraction. Based on the
evidences described above, an application of skeletal
anchorage system to an openbite case was considered
to be of effective means for avoiding a surgical ortho-
dontic treatment. In addition, as compared with a con-
ventional orthodontic treatment, a potential variation
in the therapeutic effects under the presence or ab-
sence of the patient’s cooperation could be reduced by
the decreased necessity of using elastics and the tooth
movement was thus suggested to be performed effi-
ciently and securely according to the pretreatment pre-
diction.

In the present case, the anterior alignment after dis-
tal movement of maxillary molar was further per-
formed by using a lingual bracket system. By using
this lingual bracket system, a dynamic treatment was
successfully performed without causing esthetic dete-
rioration due to appliance setting. In addition, the
treatment-targeted tooth with lingual bracket setting
was successfully limited to the anterior segment and
the tooth movement was achieved efficiently and rela-
tively at ease because the vertical control in the molar
segment was performed by combining an implant for

orthodontics. Furthermore, as for the degree of pa-
tient’s comfortability, no marked speech defect or lin-
gual laceration due to the appliance setting was ob-
served during the treatment course because a lingual
bracket of minimum size was used in the present case.
The degree of comfortability was thus evaluated to be
good. Based on the present results, a clinical study by
using a similar therapeutic strategy in openbite cases
is planned to be further accumulated in the future.

Conclusion

A tooth-movement approach using the implant sys-
tem of plate type as an anchorage combined with the
innovative lingual orthodontic treatment was revealed
to have successfully limited possible esthetic damages,
ultimately leading to an improved openbite efficiently
and non-surgical orthodontic treatment without premo-
lar extraction.

Part of this case report was presented at the 1st World Soci-
ety of L ingual Orthodontics Congress, New York City, NY,
USA, March, 2006
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口腔内脂肪腫の 2例
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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
2明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

3明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラルリハビリテーション学分野

要旨：今回われわれは，騁粘膜および口腔底に発生した口腔内脂肪腫の 2例を経験したので，その概要を報告する．症
例 1は 78歳の女性で，他科にて治療中に左側下顎第二大臼歯部騁粘膜の腫瘤を指摘され，精査目的に当科を紹介され来
院した．口腔内所見では境界明瞭，弾性軟の 10×10 mm大の有茎性腫瘤を認めた．表面は滑沢でやや黄白色を呈してい
た．自覚症状，圧痛などは認められなかった．左側騁粘膜良性腫瘍の臨床診断のもとに，腫瘍切除術を施行した．病理組
織学的診断は線維性脂肪腫であった．症例 2は 53歳の女性で，初診日の前日に右側口底部の無症候性の腫脹に気付き当
科を来院した．口腔内所見では境界明瞭，弾性軟の 5×10 mm大の膨瘤を認めた．表面は滑沢で，やや黄色を呈してい
た．自覚症状，圧痛等などは認められず，また，唾液の流出障害は認めなかった．脂肪腫の臨床診断のもとに，腫瘍摘出
術を施行した．病理組織学的診断は単純性脂肪腫であった．両症例において術後，再発の徴候もなく，経過良好である．

索引用語：脂肪腫，単純性脂肪腫，線維性脂肪腫

Two Cases of Intraoral Lipoma

Yuka OKU1§, Akio TANAKA2, Yoko WATANABE1,
Noriyuki SUKA1, Shin TANAKA1, Masahiro EHARA1,

Hisao ARAKI3, Kaoru KUSAMA2 and Hideaki SAKASHITA1

1Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences,
Meikai University School of Dentistry

2Division of Pathology, Department ofDiagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
3Division of Oral Rehabilitation, Department of Restrative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : We report two cases of lipoma that occurred in buccal mucosa and oral floor. The first patient was a 78-year-

old woman, who was referred from another department because of mass in the left buccal mucosa corresponded to the man-

dibular second molar. In the intraoral examination, the lesion was well-defined, elastic soft pediculate mass, and measured

10×10 mm. The overlying mucosa showed smooth surface and light yellowish color. She had no spontaneous pain and

tenderness. Clinical diagnosis was a benign tumor of the buccal mucosa, and complete resection was performed under local

anesthesia. Histopathological diagnosis was a fibrolipoma.The second patient was a 53-year-old woman, who visited to our

department because she had noticed painless swelling in theright oral floor on the day before her first medical examina-

tion. In the intraoral examination, the lesion waswell-defined, elastic soft swelling, and measured 5×10 mm. The overly-

ing mucosa showed smooth surface and yellowish color. She hadno spontaneous pain, tenderness and disturbance of sali-

vary flow. Clinical diagnosis was a lipoma, and enucleation of tumor was performed under local anesthesia. Histopathologi-

cal diagnosis was a simple lipoma. Postoperative courses of two patients were not eventful.

Key words : lipoma, simple lipoma, fibrolipoma
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緒 言

脂肪腫は，成熟した脂肪組織の増殖から成る非上皮性

良性腫瘍である．好発部位は，背部，頸部，胸壁，顔

面，大腿などの皮下組織で1），全身に発生する脂肪腫の

うちで口腔内脂肪腫の占める割合は約 0.7～2.2％2, 3）であ

る．また，口腔領域に発生する良性腫瘍のうちで脂肪腫

の占める割合は約 2～5％4−11）といわれている．しかし，

近年報告された症例の蓄積からすると，臨床的に本病変

に遭遇する機会は決してまれではなくなりつつある．

今回われわれは，騁粘膜および口底に発生した脂肪腫

の 2例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．

症 例 1

患 者：78歳 女性

初 診：平成 18年 2月 10日

主 訴：左側騁粘膜の腫瘤

家族歴：特記事項なし

既往歴：高血圧にて加療中

現病歴：同年 1月下旬，他科にて治療中に左側騁粘膜

の腫瘤を指摘され，精査目的に当科を紹介され来院し

た．

現 症：

全身所見；体格中等度，栄養状態良好

口腔外所見；顔貌は左右対称で，頸部リンパ節に腫

大等は認めなかった．

口腔内所見；左側下顎第 2大臼歯部騁粘膜に境界明

瞭，弾性軟の 10×10 mm大の有茎性腫瘤を認めた．

表面は滑沢でやや黄白色を呈していた（Fig 1）．同部

の自発痛，圧痛は認められなかった．

臨床診断：左側騁粘膜良性腫瘍

処置および経過：平成 18年 2月 17日，局所麻酔下に

腫瘍を基部周囲の健常組織を含めて一塊として切除し

た．術後 9か月経過した現在，再発等は認められず経過

良好である．

病理組織学的所見：上皮下の結合組織内に，線維性結

合組織の被膜によって囲まれた境界明瞭な病変を認めた

（Fig 2 a）．強拡大像では，成熟した脂肪細胞の増生と比

較的密な線維性結合組織が混在する像を認めた（Fig 2

b）．

病理組織学的診断：線維性脂肪腫

症 例 2

患 者：53歳 女性

初 診：平成 18年 8月 2日

主 訴：右側口底部の腫脹

家族歴：特記事項なし

既往歴：1年前胃潰瘍にて入院

現病歴：平成 18年 8月 1日，右側口底部の腫脹に気

付いた．その際，疼痛等の自覚症状は認めなかったが，

気になるため当科に来院した．

─────────────────────────────
§別刷請求先：奥 結香，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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

Fig 1 Well-defined, elastic soft, smooth surface and light yel-
lowish color mass was seen in the left buccal mucosa.

Fig 2 Well -circumscribed mass with fibrous capsule was found
in connective tissue（a, low magnification）．The lesion was com-
posed of mature adipose cells and dense fibroconnective tisseues
（b, high magnification）．
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現 症：

全身所見；体格中等度，栄養状態良好

口腔外所見；顔貌は左右対称で，頸部リンパ節に腫

大等は認めなかった．

口腔内所見；右側口底部に境界明瞭，弾性軟の 5×

10 mm大の膨瘤を認めた．表面は滑沢で，やや黄色

を呈していた（Fig 3）．同部の自発痛，圧痛は認めら

れなかった．また，唾液の流出に異常は認められなか

った．

臨床診断：脂肪腫

処置および経過：平成 18年 9月 1日，局所麻酔下に

腫瘍を周囲の健常組織を含めて一塊として摘出した．術

後 4か月経過した現在，再発等は認められず経過良好で

ある．

病理組織学的所見：上皮下の結合組織内に，線維性結

合組織の被膜によって囲まれた境界明瞭な病変を認めた

（Fig 4 a）．強拡大像では，成熟した脂肪細胞の増生を主

体とし，毛細血管や線維性結合組織の介在する像を認め

た（Fig 4 b）．

病理組織学的診断：単純性脂肪腫

考 察

脂肪腫の臨床所見としては，発育緩慢で無痛性の腫脹

をきたし，境界は比較的明瞭，可動性で周囲組織との癒

着が認められないのが特徴である．

好発部位は，背部，頸部，大腿，顔面などの皮下組織

で，全身に発生する軟部良性腫瘍のうちで脂肪腫の占め

る割合は，遠城寺ら1）は 8,086例中 1,614例で 20％，

MacGregorら12）は 4−5％，Fukuokaら13）は 17.5％ であっ

たと報告している．全身に発生する脂肪腫のうちで口腔

内脂肪腫の占める割合は，遠城寺ら1）は 8,086例中 360

例 4.5％，Geschickter2）は，420例中 3例 0.7％，de Viss-

cher3）は 851例中 19例 2.2％であったと報告している．

また，口腔領域に発生する良性腫瘍のうちで脂肪腫の占

める割合は，八重垣ら4）が 764例中 4例 0.7％，岡野ら5）

が 666例中 10例 1.5％，柴田ら14）が 115例中 2 例 1.7

％，橋本ら6）が 445例中 8例 1.8％，田中ら7）が 338例中

8例 2.4％，久野ら8）が 204例中 5例 2.5％，藤崎ら9）が 473

例中 12例 2.5％，滝沢ら10）が 289例中 22例 8.5％であっ

たと報告している．この様に口腔における脂肪腫の発生

頻度には多少の差を認めるものの，2−5％前後とする報

告が多い．この発生頻度の差は，森ら15）も述べているよ

うに，良性腫瘍のなかに唾液腺腫瘍を含んでいるもの，

歯原性腫瘍を除外しているものなど様々であり，母数に

あたる良性腫瘍の範囲の設定の相違が脂肪腫の発生率の

差を大きくしていると考えられる．

病理組織学的には，成熟した脂肪組織の増殖からな

り，結合組織索により分葉状に分けられた胞巣様の構造

を呈するが，基質および腫瘍細胞の性状によって，単純

性脂肪腫の他に，線維性脂肪腫，粘液腫様脂肪腫，血管

脂肪腫，血管筋脂肪腫，紡錘細胞脂肪腫，多形性脂肪

腫，化骨性脂肪腫，筋肉内脂肪腫などに分類されてい

る．口腔内脂肪腫における組織学的発生頻度では，いず

れの報告11, 16−19）も単純性脂肪腫の割合が最も多く，全 201

例中 123例 62.2％で，ついで線維性脂肪腫が 72例 35.8

Fig 4 Well -circumscribed mass with fibrous capsule was found
in connective tissue（a, low magnification）．The lesion wascom-
posed of mature adipose cells（b, high magnification）．

Fig 3 Well-defined, elastic soft, smooth surface and yellowish
color lesion was seen inthe right oral floor.
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％であり，両組織型がその割合のほとんどを占めてお

り，粘液性脂肪腫，骨・軟骨脂肪腫および血管筋脂肪腫

などはまれであった（Table 1）．

口腔内における脂肪腫の好発年齢は 40歳代にみられ

るとする報告が多く20），性差は，男性に多いとする報

告7, 10−12, 17, 21−23）や，女性に多いとする報告2, 24−30），または性

差はないとする報告9, 31）もあり，明確な差異は認められ

ないと思われる．しかし，de Visscher3）は，単純性脂肪

腫の男女比は 1.5：1で，線維性脂肪腫の男女比は，

1：1.3であったと述べ，また，立石ら18）は単純性脂肪腫

は 1.7：1であり，線維性脂肪腫は 1：2.1であったと

述べており，単純性脂肪腫では男性にやや多く，線維

性脂肪腫では女性にやや多い傾向が考えられた．口腔に

おける部位別の発生頻度では，いずれの報告においても

騁粘膜における発生頻度が最も高く，騁粘膜以外の発

生頻度はそれぞれの報告において，若干の差異を認め

たが，これは症例数の差が影響したものと考えられ

た4, 9−12, 18, 19, 21, 32, 33）．我々の集計結果では，その発生頻度

は，騁粘膜が全 407例中 150例 36.9％と最も多く，つ

いで舌が 59例 14.5％，口底が 55例 13.5％，口唇が 29

例 7.1％，歯肉騁移行部 23例 5.7％と続く傾向を認めた

（Table 2）．

脂肪腫の鑑別疾患としては，類皮餒胞，類表皮餒胞，

粘液餒胞，リンパ管腫，線維腫，乳頭腫などがある．通

常，表在性の脂肪腫では診断は比較的容易だが，深在性

あるいは部位により診断が困難な場合は，CT および

MRI が術前診断に非常に有用となる34, 35）．また，表在性

で騁粘膜にみられる場合は，外傷性偽脂肪腫（騁脂肪体

ヘルニア，外傷性騁脂肪体ヘルニア）との鑑別が必要と

なり，外傷の既往も診断に重要となる36）．今回報告し

た，口底部に発生した症例では類皮餒胞，類表皮餒胞あ

るいはガマ腫が，また，騁粘膜に発生した症例では，線

維腫が鑑別診断として考えられたが，いずれも表在性あ

るいは粘膜直下の浅部に位置していたことから，診断は

比較的容易であり，CT および MRI 撮影は行わなかっ

た．

本腫瘍の発生機序としては，組織異所発生説16, 37, 38），

正常組織の過形成説16, 39）などがあるが，口腔領域では正

常の脂肪組織の個所にも発生していることから，後者の

説をとるのが妥当であろうとされている16）．成因として

Table 1 Histological types of intraoral lipoma.

simplelipoma Fibrolipoma Myxolipoma
Osteolipoma

Chondrolipoma
Angiolipoma

Angiomyo-
lipoma Total

Hatziotiset al 17）

Tsujino et al 11）

Tateishiet al 18）

Tanakaet al 16）

Nagaoet al 19）

Total

71
24
10
7

11
123

48
5
9
7
3

72

0
0
0
1
1
2

1
0
0
1
0
2

0
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
1

120
30
20
16
15

201

Table 2 Locations of intraoral lipoma.

Buccal mucosa Tongue Oral floor Lip
Buccal sulcus
and vestibule

Gingiva Another sites Total

Satoet al 21）

Yaegakiet al 4）

MacGregoret al 12）

Sakashitaet al 32）

Ishikawaet al 33）

Tsujino et al 11）

Takizawaet al 10）

Tateishiet al 18）

Nagaoet al 19）

Fujisaki et al 9）

Total

41
30
24
12
9

11
7
7
6
3

150

17
12
11
4
7
3
3
0
0
2

59

14
19
8
5
2
1
2
1
2
1

55

5
2
6
2
4
2
2
2
3
1

29

7
4
0
3
0
4
0
2
1
2

23

5
5
0
1
6
1
4
0
0
1

23

15
14
8
4
2
8
4
8
2
2

97

104
86
57
31
30
30
22
20
15
12

407
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は，先天的内因16），内分泌の失調16, 37, 40），神経・末梢神

経との関係16, 37），結核との関係16），持続的刺激16, 41），遺伝

的素因16, 42, 43），脂肪代謝障害16, 44），外傷16, 26, 37, 45）などが述べ

られている．しかし，因果関係はいまだ明確ではない．

今回の 2症例においても，原因あるいは誘因と考えられ

る事項を明らかにすることは出来なかった．

治療は，一般的に切除術または摘出術を行い，その予

後は良好であるが，きわめてまれに再発する例46）や，悪

性化する例46−48）も報告されていることから，経過観察に

おいて注意が必要である．

本症例では術後，再発の徴候もなく，現在経過良好で

ある．

結 語

今回，われわれは騁粘膜および口底部に発生した脂肪

腫の 2例を経験したので，その概要を報告し，あわせて

若干の文献的考察を行った．
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明海歯科医学会

第 1回学術大会抄録

日時：2007年 5月 24日（木） 13：00～

会場：明海大学歯学部第 1会議室

インプラント上部構造物仮着用セメント開発
のための基礎的研究

長沢 悠子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科生体材料学）

【緒 言】近年日常の臨床で普及している歯科インプラ

ント補綴により合着用セメントとともに仮着用セメント

の使用頻度も増加しつつある．仮着用セメントは最終的

に合着用セメントで置き換えられるために，これまで合

着用セメントと比較して重要視されておらず，物理化学

的性質に関する研究は非常に少ない．そこで本研究では

インプラント上部構造のセメント固定にも使用できる仮

着用セメントの開発を目指し，既存の仮着用セメントの

物理化学的性質を明らかにし，さらに試作 PRG含有仮

着用セメントの諸性質について材料科学的知見より評価

し比較検討を行った．

【材料と方法】機械的強さ（圧縮強さ，間接引張強さ，

せん断強さ）の測定：市販仮着用セメント 8種類（カル

ボン酸系，ノンユージノール系ペースト型，ユージノー

ル系ペースト型，ユージノール系粉液型の各 2種類）を

使用し，試料を 3条件下（乾燥，湿潤，水中）に最大 672

時間保管し行った（n＝7）．崩壊速度の測定：カルボン

酸系 2種，ユージノール系 1種，比較のため合着用セメ

ント 1種の計 4種を各セメント標準粉液比と液量に対し

て粉末をそれぞれ 20％増減させた粉液比 3条件にて試

料を作製し，酸性環境下（0.1 M, 20 ml の乳酸溶液中，

pH 3, pH 4）に 6日間保管して，セメント溶解量から溶

解速度を算出した（n＝5）．接合強さの測定：カルボン

酸系 2種，ノンユージノール系ペースト型 2種，ユージ

ノール系ペースト型 1種，ユージノール系粉液型 1種と

比較のために合着用セメント 1種の計 7種を使用し，チ

タン合金に金合金を保持させて，最大 672時間保管しせ

ん断力を負荷させ，その接合強さを測定した（n＝5）．

試作セメントの諸性質：PRGフィラー配合量を変化さ

せた試作仮着用セメント 2種（HY 剤無配合，HY 剤配

合）と比較のためにカルボン酸系仮着用セメント 2種を

用い，稠度，硬化時間，被膜厚さ，機械的強さ（圧縮強

さ，間接引張強さ，せん断強さ）さらに接合強さの測定

を粉液比 3条件で行い比較検討を行った（n＝7）．

【結果と考察】カルボン酸系仮着用セメントに関して，

乾燥状態は湿潤状態，水中浸漬よりも時間の経過ととも

に機械的強さが有意に増加した．ペースト型は保管条件

や経過時間による影響は少なかった．ユージノール系セ

メントは湿潤状態に保管した試料が大きな機械的強さを

示す傾向を有した．崩壊速度についてカルボン酸系セメ

ントは低 pHで崩壊速度が速く，粉液比の影響を受けに

くく，一方で，ユージノール系セメントは低 pHで崩壊

速度が遅くなり異なる傾向を示した．接合強さは比較の

合着用セメントが大きな値を示し，仮着用セメントの中

ではノンユージノール系ペースト型がカルボン酸系，ユ

ージノール系よりも大きな値を示した．試作 PRGフィ

ラー含有セメントの諸物性については稠度，硬化時間，

被膜厚さなど操作性に関する項目については市販セメン

トと比較して良好な結果が得られた．特に，HY 剤を配

合したセメントは他のセメントよりも硬化反応が遅延す

る傾向を示し，それに関連し稠度，被膜厚さの経時的な

増加も緩やかであった．機械的強さに関しては市販セメ

ントと同程度の強さを示した．

【結 論】機械的強さの大きいカルボン酸系セメントの

接合強さはノンユージノールペースト型よりも小さい値

を示した．これはカルボン酸系の合金への化学的な接合

よりもペースト型の粘着による接合がせん断応力に抵抗

したためと考えられた．また，試作セメントは市販カル

ボン酸系と同等の強さを示し，被膜厚さが著しく小さい

値を示したことから，今後，インプラント上部構造物仮

着用セメントとして臨床応用の有用性が示唆された．

マクロファージ様細胞 RAW 264.7細胞
において NO 誘導性アポトーシスを
TGF-β は相乗的に増強する

末續 真弓
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（環境生態免疫系歯科疫学群口腔衛生学）

【目 的】一酸化窒素（nitric oxide ; NO）は，炎症など

の様々な生物学的反応において重要な役割を演じている

ことが示されている．近年，NOが種々の細胞の細胞死

を誘導できることが明らかとなった．

炎症局所において，マクロファージの細胞死（アポト
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ーシス）は，その細胞が強力な炎症性サイトカイン

（TNF-α と IL-1）を大量に産生することから，炎症の

終息に重要である．実際，リウマチ性関節炎や歯周炎な

どの慢性炎症性疾患の病変局所の本細胞が，アポトーシ

スに対して抵抗性を示すことが示唆されている．最近，

NOが，マクロファージのアポトーシスを強く誘導する

ことが明らかとなった．このことは，NOが，炎症反応

の終息に重要な役割を演じている可能性を示している．

従って，マクロファージの NO 誘導性アポトーシスに

ついて詳細に検討することは，慢性炎症性疾患の発症機

構を理解するうえで意義有るものと思われる．

一方，transforming growth factor（TGF）-β は，様々な
生物活性を有することが明らかにされている．最近，抗

炎症作用を有し，免疫担当細胞に対する作用が報告され

ている．興味あることに，マクロファージのサイトカイ

ン産生を抑制することが示されている．しかしながら，

本細胞のアポトーシスに関する研究は少ない．そこで，

マクロファージ様細胞である RAW 264.7細胞を用い

て，NO誘導性アポトーシスに関する TGF-β の作用を
検討したところ，TGF-β が，NO によって誘導される

マクロファージのアポトーシスを強力に増強することを

見いだした．

【材料と方法】（1）細胞：RAW 264.7細胞を用いた．

（2）NOドナー：SNP, GSNO, NOC 18，並びに，NOR 4

を用いた．（3）TGF-β：遺伝子組み換え型の物を用い
た．（4）細胞死の検出：クリスタルバイオレット色素染

色で求めた．（5）細胞核の観察；hoechst 33258を用い

て染色を行い検討した．（6）アポトーシスの判定：

DNA 電気泳動法によって，DNA の断片化を調べた．

（7）タンパク質の発現；抗 p 53抗体と抗 Bax抗体を用

い Western blot法で検討した．（8）cytocrome cの測

定：streptolysin Oと抗 cytocrome c抗体で求めた．（9）

caspase-3と -9の活性測定：蛍光標識された基質ペプチ

ド鎖で検討した．

【結 果】（1）Hoechst 33258染色像と DNA 断片化像か

ら，500 µM の SNPは，RAW 264.7細胞のアポトーシ

スを強く誘導するが，50～200 µM の SNPは，ほとん

ど，本細胞のアポトーシスを誘導しない．しかし，

TGF-β 存在下では，50～200µM の SNPは，本細胞の

アポトーシスを強く誘導した．（2）一方，TGF-β（1～

20 ng/ml）単独処理細胞においては，細胞死は誘導され

なかった．（3）この様な TGF-β のアポトーシスの増強
作用は，GSNO, NOC 18，並びに，NOR 4処理細胞にお

いても確認できた．（4）本細胞における NO のアポト

ーシス情報伝達系 p 53→Bax→ミトコンドリアからの

cytocrome c遊離→caspase-9活性化→caspase-3活性化の

情報伝達経路に関する TGF-β の作用を Western blot法

で検討したところ，本サイトカインは，p 53と Baxの

発現を増強していることが示された．（5）本サイトカイ

ンは，NOが誘導する cytocrome c遊離を増強する可能

性が示された．（5）TGF-β の増強効果は，caspase-9と

caspase-3の活性化においても確認された．（6）他の成

長因子［fibroblast growth factor-2, insulin-like growth factor

（IGF）-I，並びに，IGF-II］は，そのような増強作用を示

さなかった．

【考 察】TGF-β は，RAW 264.7細胞の NO 誘導性ア

ポトーシスを，強く増強することが示された．また，こ

の増強作用は，NO が誘導する p 53の発現を増加させ

ることによるものである可能性が示された．TGF-β の
マクロファージのアポトーシスを増強させる知見の報告

はほとんど無い．また，炎症局所のマクロファージの細

胞死は，炎症の終息に重要であることから，本研究結果

は，TGF-β の新たな抗炎症作用機構を示すものである
と考えられる．

口腔内の温・湿度分布と各防湿法の影響

波部 剛
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【緒 言】近年，歯科において接着技術を応用した臨床

手技は，歯科が必要とする理工学等の基礎的な，審美等

の臨床的な用件より，その主流を占めており，歯科臨床

において必項な手技となっている．

しかし，口腔を対象とする歯科臨床において，接着の

阻害因子である湿度のコントロールが重要である事実

を，in vitro の多くの研究，すなわちその上昇により接

着強さが低下するという結果が明らかにしている．しか

し，口腔の湿度分布やその防湿効果に関する研究は少な

く，その詳細は不明である．

今回申請者は，今後主流を占めるであろう接着臨床に

必要となる基礎データを，口腔の環境面からのアプロー

チとして，口腔内の温・湿度に着目し，その分布と各種

防湿法によるその変化を検討したところ以下の様な知見

を得た．

【方 法】事前に本研究の主旨を説明し同意が得られ

た，顎口腔機能に異常を認めない成人 5名，平均年齢 32

歳を対象に行った．なお本研究は本学倫理委員会承認番
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号 A 0607に則って行った．測定装置としてセンサ

（THP-B 4 T，新栄株式会社）を用い，温湿度変換

（THT-B 12，新栄株式会社）を用いて，データ記録装置

（midi LOGGER GL 200，グラフテック株式会社）に温

湿度データを記録した．PC上で解析ソフト（midi LOG-

GER Software，グラフテック株式会社）を用いて検討し

た．

実験 1 口腔の温・湿度の分布

上顎前歯ならびに臼歯の唇（騁），口蓋側にそれぞれ

湿度センサを配置し，その温・湿度が安定するのを待っ

て測定をおこなった．

実験 2 各防湿法における温・湿度の変化

上顎第一大臼歯騁側部にセンサを配置し，エア・ブロ

ー，サクションをそれぞれ 5, 10秒行い，処置前後の温

・湿度の変化を経時的に観察した．また同部にラバーダ

ム防湿を行いその変化も測定した．

【結果ならびに考察】口腔の湿度においては，後方に行

くほどその湿度の上昇が観察され，温度も上昇が観察さ

れた．相対湿度ならびに絶対湿度の測定においていくつ

かの差異が認められた．各，防湿法の比較においては，

エア・ブローならびにサクションにおいて，温・湿度の

低下が観察されたが，その影響は一時的なものであり，

それぞれを中止すると，直ちに温・湿度の上昇が観察さ

れた．ラバーダム防湿においては，防湿後の温度の変化

は殆ど観察されないが，有意な湿度の低下が観察され，

その効果は持続的で安定していた．部位的な差異同様，

相対湿度と絶対湿度においていくつかの差異が見られ

た．

以上の結果より，口腔内の温・湿度の分布に差がある

こと，防湿の持続的効果はラバーダム防湿のみに観察さ

れる事，絶対湿度と相対湿度に差があることが明らかと

なった．

上顎洞および上顎臼歯部歯槽突起の
形態に関する研究

南 清和
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蠢

上顎洞は上顎臼歯の直上に位置し，歯科学的に関連の

深い解剖構造である．今日では特にインプラント治療を

実施する場合の解剖学的制約を与える決定因子として注

目されている．したがって，その形態的特徴の把握が必

要となってきている．上顎洞の解剖学的研究は古くは堀

や三浦，岡島らにより頭蓋骨を開離して上顎洞を直接開

放して直視下に計測する方法によりなされている．また

X 線写真，特にオルソパントモの登場後は，断層撮影

を利用した研究により二次元的な形態が観察されてき

た．さらに X 線 CTの普及とともに三次元的再構築画

像を利用して観察がされ報告されている．特に最近では

断層幅の薄 CT撮影が可能となり，また同時に医用画像

工学の進歩もあり，より正確で精細な計測が可能となっ

ている．本研究は，マルチスライス CTにより撮影され

た患者の頭蓋顔面骨の画像をもとに，主に上顎臼歯部で

のインプラント埋入に関連する項目について，上顎洞の

形態を調査し，さらに従来は困難であった上顎洞内面の

表面積についても，蝶形骨洞と比較することにより計測

したものである．その結果，上顎洞の大きさと，大きさ

に関連する因子について知見を得たので報告する．

【材料および方法】計測の対象とした材料は，2003年 10

月 1日から，2007年 3月 31日までの 3年 6か月間に，

本学第 1口腔外科で，上顎部以外の疾患の診断の目的で

撮影された DICOM データで，女性 86名，男性 50名，

合計 136名 272側のデータについて計測を行った．なお

予め患者の承諾を得て使用した．CT画像の撮影は，本

学附属病院の CT（シーメンス社製の SOMATOM Emo-

tion 6）にて行った．上顎洞と蝶形骨洞の体積と内面の

表面積の測定には，SimPlant version 10のセグメンテー

ション機能およびリージョングロー機能を使用した．一

方で，上顎洞と蝶形骨洞の大きさと頭蓋顔面骨の大きさ

の関連性を検討するために，同一患者の CT画像の正中

矢状断面上で，鼻根点，前鼻棘点，後鼻棘点，Sellaを

確認し，ANS-PNS, N-ANS, S-Nの距離計測を行った．

【結 論】得られた結果は以下の通りである．

1．全 136例の上顎洞の体積は 13088.5 mm3，表面積は

4045.4 mm2であった．

2．上顎洞は左右，上下，前後にほぼ均等な大きさを有

しているのに対して，蝶形骨洞は上下および左右方向に

広がりを有する副鼻腔であることが判明した．

3．蝶形骨洞は上顎洞の単位体積あたり 1.4から 1.6倍

の表面積を有することが示された．

4．上顎洞底部の隔壁は女性で 60％程度，男性で 50％

に認められた．1洞あたりの隔壁数は 1.25から 1.43で

出現率の差の検定では，有意差は認められなかった．

5．上顎洞底部の隔壁の存在部位は，男女別，左右別と

も，顔面壁－鼻腔側壁型と後壁－鼻腔側壁型が多くを占

めていた．

6．因子分析の結果，上顎洞の大きさに影響を与えてい
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る因子に年齢の相関が考えられた．

7．上顎洞の面積と体積に対して年齢は有意に正の相関

をしていた．

8．上顎洞の体積と顔面頭蓋，脳頭蓋の大きさには相関

が無かった．

9．上顎洞の表面積と体積は無歯顎で有意に大きかっ

た．

10．無歯顎で上顎洞が大きい因子として前後方向への洞

底の拡大が考えられた．

記述試験と多肢選択試験の関係について

三笠 建次
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

試験には，筆記試験，論述試験や多肢選択試験などが

ある．本学の 1, 2系列科目の単位認定の試験では，試

験方式の選択は科目の担当者に任されている．がしか

し，客観試験 60％，主観試験 40％で評価してほしいと

の指針が出ている．著者も 6, 7年前より，多肢選択方

式の試験を取り入れている．多肢選択方式の試験と言っ

ても数種の方式がある．A type, K type, X typeさらに su-

per X type（正答数を明示しない多肢選択方式）などが

ある．筆記試験および多肢選択方式の試験には，それぞ

れ長所短所がある．そこで，本講演では，2006年度 1

年生 115名に生物学蠡で実施した筆記試験と多肢選択方

式試験で両者の関係を調べたので報告する．

生物学蠡では，16問の多肢選択問題をすべて super X

方式で出題した．それらのうち 13問は選択肢が 4個

で，そのうち正答数 1個が 4問，2が 5問，3が 4問で

あった．残りの 3問は選択肢が 5個で，正答数 1個が 1

問，2が 2問だった．なお，採点では各問ですべて正答

を選択した場合を正解とした．

選択肢数の違いによる正答率に統計学的に有意な差は

なかった．さらに，正答数の違いによる正答率に統計学

的に有意な差はなかったので以降の分析は 16問の採点

結果をそのまま使用した．採点の結果 16問の平均正答

率は 0.52±0.24であった．識別力の平均は 0.36±0.14で

あった．求めた識別力の値は 0.3以上の数値が望ましい

と言われており，12問が 0.3以上だった．正答率と識別

力間には統計学的に有意な相関関係はなかった．受験者

115名の多肢選択問題での正答数は正規分布をしていた

ので受験者毎に z−値＝（正答数－平均値）／標準偏差を

求め，以降の分析に用いた．

記述問題は，用語，事項や人名を問う問題が 6問．生

物学蠡は遺伝子発現に関する授業内容であったので，塩

基配列やアミノ酸配列を解答する問が 5問．1～3行で

答える説明問題が 3問の合計 14問であった．採点で部

分点を割合で与えた問もあった．14問の平均正答率は

0.52±0.18であった．識別力の平均は 0.43±0.10であ

り，13問が 0.3以上だった．正答率と識別力間には統計

学的に有意な負の相関関係があった．受験者 115名の記

述問題での正答数は正規分布をしていたので受験者毎に

z−値を求め，以降の分析に用いた．

多肢選択問題と記述問題間で正答数得点には統計学的

な有意差はなかった．記述問題での z−値を横軸に多肢

選択問題での z−値を縦軸にとり，両者の関係を調べ

た．両者の z−値間には有意な正の相関関係があった．

回帰係数を求めたところ，b＝0.543（95％ 信頼区間；

0.387−0.699）であった．このことは記述試験で上位の

得点者では多肢選択試験で正答率の減少が，下位得点者

では上昇が認められた結果である．なお，筆記試験で平

均値付近（－0.5～＋0.5）の点数をとっている受験者の

多肢選択試験での点数が最も変異に富んでおり，z−値で

ほぼ－2～＋2の間に分布していた．なお，この変異幅

は記述問題の z−値の絶対値が増加すると共に，徐々に

減少していた．これらの結果から，多肢選択問題が得意

な受験者と逆に不得意な受験者がいるものと思われる．

最後に，super X typeの多肢選択問題では，正否の識別

力が要求される選択方式の試験，または問題の難易度

（困難度）がばらついていたので変異の多い結果が得ら

れたのではないかと思われる．今後，両者の要因を区別

する必要があるだろうし，他の typeの多肢選択試験方

式と比較検討をする必要があると考える．

Clinicopathological Study of Epithelial Salivary
Gland Neoplasms : Retrospective Review of
156 Cases

○Patricia GONZÁLEZ-ALVA1, 2, Akio TANAKA 2

and Kaoru KUSAMA2

1Meikai University Granduate School of Dentistry, and
2Division of Oral Pathology, Department of Diagnostic &

Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

A series of156 benign and malignant salivary gland tu-

mors of epithelial origin, encountered over a period of 34

years at the Division of Pathology, Department of Diagnos-
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tic and Therapeutics Sciences, Meikai University School of

Dentistry were retrospectively reviewed. Hematoxylin-eosin-

stained slides were examined in all cases and re-evaluated

based on the new 2005 WHO Classification of Head and

Neck Tumors. Clinical history was also taken into consid-

eration in all cases. Benign tumors accounted for 115 cases

（73.7％）and malignant tumors for 41 cases（26.3％）.

Among the 156 cases , 69（44.2％）were male and 87

（55.8％）were female ; the male to female ratio was 1：

1.28. The mean age of the patients as a whole at the time of

diagnosis was 49.8 years. The mean age of patients with be-

nign tumors was 47.5 years, and that of patients with malig-

nant tumors was 57.7 years. With regard to tumor location,

minor salivary glands were most affected（62.2％），followed

by the parotid gland（16.7％）, the submandibular gland

（14.1％）and the sublingual gland（7.0％）. The most com-

mon tumor overall was pleomorphic adenoma（57.1％）, and

this also accounted for 77.4％ of benign tumors, followed

by myoepithelioma（ 14.8％） and Warthin tumor（ 5.2

％）．Among malignant tumors, adenoid cystic carcinoma

was the most common（39.0％）, followed by mucoepider-

moid carcinoma（14.6％）. Oneof the present cases was di-

agnosed as“undifferentiated carcinoma”, it appeared after ra-

diation therapy for ACC, name which was excluded from

the WHO 2005 classification and the tumor does not have

the characteristic of any tumor in the new classification

there for it is considered to be an“unclassified tumor”．The

present study showed some similarities and discrepancies in

comparison with previous reports.

術中迅速病理診断標本における
免疫組織化学的検討

○奥 結香1, 3，田中 章夫2，
Patricia GONZÁLEZ-ALVA1, 2，

草間 薫2，坂下 英明3

1明海大学大学院歯学研究科歯学専攻，
明海大学歯学部病態診断治療学講座

2病理学分野，3口腔顎顔面外科学分野蠡

【緒 言】術中迅速病理診断で mild epithelial dysplasia

との回答を得た場合には，術中での積極的な加療はひか

えるというのが現状の臨床的対応である．2005年 WHO

分類において，前癌病変として位置づけられている epi-

thelial dysplasiaは，新たに squamous intraepithelial neopla-

sia（SIN）という概念が並列され，腫瘍であるという概

念が加わった．今回演者らは，これまでに行われた術中

迅速病理診断症例を見直す目的で，臨床病理学的に検討

するとともに，1−1.5 cmを安全域とした切除断端の上

皮組織の性状について，免疫組織化学的手法を加えて検

索したので報告する．

【材料および方法】検索対象は，2000年から 2006年ま

での 7年間に，明海大学病態診断治療学講座口腔顎顔面

外科学第 2分野において，口腔扁平上皮癌手術時に術中

迅速病理診断を行った 20例である．全例において臨床

病理学的事項を検討するとともに，H-E染色標本で上皮

が含まれる 13例について，CK 10/13, CK 14, D 2-40, E-

cadherin, Ki-67に対する抗体を用いて免疫組織化学的検

索を行った．

【結 果】全 20例における性別は，男性 13例，女性 7

例で，平均年齢は 64.3歳であった．部位別では，歯肉 11

例，舌 5例，騁粘膜および口底がそれぞれ 2例であっ

た．TNM 分類から病期は stage蠢2例，stage蠡4例，stage

蠱2例および stage蠶A 12例であった．病理組織学的分

化度は，高分化型 16例，中分化型および低分化型がそ

れぞれ 2例であった．転帰は生存 11例，死亡 9例で

あり，死亡例には異時性重複癌患者，同時性多発癌患者

をそれぞれ 1例認めた．術中迅速病理診断の結果，tumor

cell negative 18例，positive 2例であった．positiveの 2

例は，追加切除を断念し，術後，追加治療を行ったが予

後不良であった．また，死亡例中，術後の局所再発を認

めたのが 2例，頸部再発を認めたのが 1例，所属リンパ

節または遠隔転移のみを認めたのが 4例であった．迅速

標本に上皮を含む 13例中，normal epithelium 1例，mild

epithelial dysplasia 12例であった．そのうち，mild epithe-

lial dysplasia 2例において，術後，局所再発を認めた．

上皮が含まれた 13例における免疫組織化学的検索の結

果，CK 10/13は基底層以外の上皮細胞に，CK 14は基

底細胞に陽性反応を認めた．3例においては，CK 10/13

陽性反応消失と，CK 14の上皮全層にわたる陽性反応を

認めた．そのうち再発例にのみ，D 2-40陽性反応を認

めた．D 2-40は 9例において基底層のみに陽性反応を

認めた．E-cadherinは基底膜側を除いた基底層，棘細胞

層の細胞膜に発現を認めた．しかし，3例で発現の減弱

を認めた．Ki-67は基底層および傍基底層の一部に陽性

細胞を認めた．なお，免疫組織化学的検索結果と，病期

および分化度との相関性は認めなかった．

【考 察】臨床病理学的事項および免疫組織化学的検索

S5明海歯科医学会第 1回学術大会抄録



の結果より，CK 10/13陽性細胞消失と，CK 14陽性細

胞数の増加をみる症例のうち，再発例にのみ D 2-40陽

性細胞を認めた事から，これらの上皮関連因子の発現様

式は，口腔扁平上皮癌の再発を予期する一つの指標とな

る可能性が示唆された．転移症例の一部で E-cadherin

の減弱を認めた事は，E-cadherinの発現様式は，腫瘍細

胞の転移に関与している可能性が考えられた．免疫組織

化学的検索と，病期および分化度との相関性を認めなか

った事は，安全域を 1−1.5 cmと十分に設定し腫瘍切除

を行い，さらにその遠位での検討であった事，また，病

期において，stage 蠶A が 13例中 7例と多くを占めて

おり，偏りがあった事等が考えられた．これまで，臨床

的に wait and seeとしてきた腫瘍断端部に mild epithelial

dysplasiaをみる症例において，その予後に関連する組

織学的性状の変化および所見を一部に認めたが，新たに

定められた腫瘍とする概念に対する臨床的対応について

は，今後さらに検討を加える必要があると考えた．

全身疾患患者における歯周病原細菌の
検出頻度と臨床パラメーターとの関連性

○田中 庄二，庄司 昌生，村上 幸生，
岡田 典久，高田 直樹，町野 守

明海大学歯学部病態診断治療学講座総合口腔診断学分野

【目 的】Porhyromonas gingivalis（P. gingivalis）および

Prevotella intermedia（P. intermedia）は，歯肉縁下プラ

ーク中の分離頻度，血清抗体値の動態などにより成人性

歯周炎の関連細菌であることが広く知られている．近

年，それらの成人性歯周炎の関連細菌である P. gingivalis

などが，局所の炎症に留まらず糖尿病，心血管系疾患，

誤嚥性肺炎などの全身疾患への関与が報告されている．

そこで，全身疾患患者におけるこれら歯周病原細菌の

検出頻度と臨床パラメーとの関連性について検討し，若

干の知見を得たので報告する．

【材料と方法】1．被検者：成人健常者（24名），成人性

歯周炎患者（21名），コントロール下の高血圧症患者

（31名）およびコントロール下の 2型糖尿病患者（20

名）の計 96名を対象とした．

2．試料：被検歯の第一大臼歯を診査後，一定量の縁下

プラークを採取した．

3．臨床パラメーター：Plaque index（Pl l），Gingival in-

dex（GI），Pocket depth（PD）および Bleeding on probing

（BOP）の 4項目について通法に従い調査した．

4．Immunoslot-blot法：Slot-blot装置を用い，調整した

プラークの一定量をニトロセルロース膜上にコートす

る．洗浄後，3％ゼラチンで blocking処理し，各菌種に

特異的なモノクローナル抗体をそれぞれ作用させる．そ

の後，peroxidase cojugeted goat anti-mouse IgG抗体を反

応させ，さらに発色剤によりその反応性を求め各歯周病

原細菌を検出した．

5．モノクローナル抗体：成人性歯周炎の関連細菌の代

表的な P. gingivalis および P. intermedia に特異的なモ

ノクローナル抗体を使用した．

【結果および考察】1．成人健常者の 2菌種の検出頻度で

は，P. gingivalis および P. intermedia の両菌種とも約 20

％であった．

2．成人性歯周炎患者の検出頻度では，P. gingivalis お

よび P. intermedia の両菌腫とも 65％以上の高率で検出

された．

3．コントロール下の高血圧症患者の検出頻度では，P.

gingivalis が 65％，P. intermedia が 38％で，P. gingivalis

が約 30％高く検出された．

4．コントロール下の 2型糖尿病患者の検出頻度では，

P. gingivalis が 45％，P. intermedia が 52％ で両菌種と

もほとんど差は認められなかった．

以上の知見より，P. gingivalis の検出頻度は，高い順

に並べると成人性歯周炎患者＞コントロール下の高血圧

症患者＞コントロール下の糖尿病患者＞健常者であっ

た．健常者と比較して，成人性歯周炎患者，高血圧症患

者および糖尿病患者の検出頻度との間には，統計学的に

有意な差を認めた．

一方，P. intermedia の検出頻度は，高い順に並べると

成人性歯周炎患者＞糖尿病患者＞高血圧症患者＞健常者

であった．健常者と比較して，成人性歯周炎患者および

糖尿病患者の検出頻度との間には，統計学的に有意な差

を認めた．成人性歯周炎患者と糖尿病患者では，P. gin-

givalis および P. intermedia の検出頻度はほぼ同様な構

成を示したが，高血圧症患者においては P. gingivalis が

P. intermedia と比較して約 30％高く検出された．それ

らの検出頻度は，臨床パラメーターの Pl l, PDおよび

BOPとの関連性が示唆された．
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内視鏡を用いたソケットリフト法

正田 久直
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蠢

【目 的】インプラント治療の適応拡大目的で，骨造成

法が多数報告されている．中でも上顎骨における骨造成

のための上顎洞底挙上術，特にソケットリフトは生体侵

襲の少なさからも必須の手技の 1つである．当科では，

このソケットリフトへ内視鏡を応用して，より安全，効

果的な術式の確認を施行している．その有用性，術式を

報告する．

【材料および方法】対象は 65歳女性，28歳女性および 56

歳女性．上顎両側臼歯部および上顎右側臼歯部の歯槽堤

萎縮を認め，歯槽骨頂から上顎洞底までの距離が不足し

ていたため，内視鏡下でソケットリフトを併用したフィ

クスチャー埋入術を施行した．実際にはフィクスチャー

埋入上部の上顎洞顔面壁から穿孔，開洞し内視鏡（オリ

ンパス社製鼻咽喉ファイバースコープ）を挿入し，内視

鏡下での骨造成およびフィクスチャー埋入を施行した．

【結 果】予定した 13ミリ長のインプラントが埋入でき

た．術中に内視鏡を使用することにより，実際の骨補頡

状況，上顎洞粘膜の穿孔の有無等を観察することが可能

となった．そのため，より安全で予知性の高い手術が可

能となり有用と考えた．

S7明海歯科医学会第 1回学術大会抄録



明海歯科医学 投稿規定
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（注） 上記 2.−4. までを和文記入と英文記入に，それぞれ別紙に分けて記載する．5．は論文言語により，どちらか一方だけに付

記する．

6．本文
1）投稿論文は原則として，緒言（Introduction），材料と方法（Materials and Methods），結果（Results），考察（Dis-

cussion），結論（Conclusions），謝辞（Acknowledgements）の順とする．
2）できるだけ簡潔に，分かりやすくまとめ，和文論文は学術用語以外は常用漢字で記入する．
3）外国語は原則として原綴りとし，数字はアラビア数字を使う．度量衡の単位はすべて，原則として国際単位系
（SI）を使用する．
4）動・植物等の学名は，イタリック体とする．
5）本文中の文献引用箇所には，その該当する箇所の右肩に片括弧で，引用順に番号を付ける．
［例］

Smith ら1）（3名以上の場合），佐藤と鈴木2−4）（2名の場合）
6）略号の設定は，本文中，該当する語が最初に出てきたところで，（ ）に入れて表示する．
7）研究の公表機関，日時，場所などは，本文末に記入する．
8）本文の通しページを，原稿の右上に記入する．

7．引用文献（References）
和文論文の場合は「引用文献」，英文論文の場合は「References」とし，本文中での順に番号を付し，別紙に番号順
にまとめて記載する．文献の記載形式は次の記入例による．
1）雑誌
文献番号）著者名：表題．雑誌名 巻，引用ページ（最初のページ－最後のページ），年（西暦）
［例］

1）Gerdes J, Schwab U, Lemke H and Stein H : Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human

nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J Cancer 31, 13−20, 1983

2）志賀 博，小林義典：咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究．日補綴歯会誌 34, 1112

−1126, 1990

2）単行本
文献番号）著者名：章のタイトル．In：書名．編集者名，発行所，発行地，引用ページ（最初のページ－最後の
ページ），年（西暦）
［例］

1）Powers, MP : Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In : Oral and maxillofacial trauma. Fonseca

RJ and Walker RV, eds, vol 1, Saunders, Philadelphia, pp323−417, 1991

2）吉木周作：歯周組織の病変．In：口腔病理学．鈴木鐘美編，第 2版，医歯薬出版，東京，pp93−97, 1997

（注）（1）著者名は，全員記入する．
（2）著者名が欧文の場合は，ファミリー・ネイムの後に，ファースト・ネイム，ミドル・ネイムの頭文字を付け，著者が複



数の場合，最後の著者の前に and を入れる．
（3） : , . − pp 等の使い方に注意する．
（4）雑誌名の省略は，和雑誌は「医学中央雑誌」等，洋雑誌は「Medline」の省略名による．
（5）英文論文の引用文献で，和雑誌から引用した場合はすべて英文で表記し，雑誌名はローマ字で記入する．引用文献が和

文論文の場合は，（in Japanese）と文末に記す．

8．脚注（Footnote）
1）別刷請求先（Correspondence）の著者の右肩に§記号を付け，脚注に著者および住所を記入する（本文が和文
の場合は日本語で記入し，英文の場合は英語で記入する）．
［例］
和文 §別刷請求先：坂下英明，〒350−0283埼玉県坂戸市けやき台 1−1 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
英文 §Correspondence : Hideaki Sakashita, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sci-

ences, Meikai University School of Dentistry, 1−1 Keyakidai, Sakado, Saitama 350−0283, Japan

2）研究補助費を使用している場合は，脚注に明記する．
［例］
本研究は学術振興会科学研究費補助金（課題番号）により支援された．

3）その他脚注が必要なときは，※記号を付けて表示する．
9．表（Table）・図の説明（Fig legends）・図（Fig）

1）表・図の説明・図は，すべて英文で記入する．
2）表の説明は，Table 1 ◎◎◎◎◎，Table 2 ◎◎◎◎◎として，表と同じページに記入し，著者名を右上に
朱書きする．

3）図の説明は，別紙に「Fig の説明」として，Fig 1 ◎◎◎◎◎，Fig 2 ◎◎◎◎◎と番号を付け，記入する．
4）図と台紙に貼った写真はその右上に，1枚ものの写真は裏面に，Fig 番号と著者名を朱書きし，天地の指示も
朱書きで付記する．

5）表・図の本文挿入箇所には，「Table 1挿入」，「Fig 1挿入」などと，原稿の右欄外に朱書きする．
6）表・図に台紙を用いる場合は，原則として A 4判以内の大きさにする．
7）表・図の大きさは，刷り上り時での片段か両段かを指示する．表・図は，大きさが片段の場合で横幅約 70

mm，両段の場合で約 160 mm になるように縮小コピーを作成し，文字，記号などが十分読み取れる大きさであ
ることを確認し，そのコピーと原図の両方を添付する．

8）表・図はそのまますぐに製版できるものとする．

III．投稿方法，その他
1．原稿の締め切り日は，5月，10月の各月末とする．
2．原稿は投稿票に指示された順にまとめ，正・副の 2部を所属と著者名を表記した封筒に入れ，明海歯科医学編集事
務室に提出する．
住所：350-0283 埼玉県坂戸市けやき台 1−1

明海大学歯学部メディアセンター内
明海歯科医学編集事務室

3．投稿の際は，必ずチェック済みの「明海歯科医学投稿票」および「同意書」を添付する．
4．別刷希望部数，論文種別等は投稿票所定欄に明記する．
5．不慮の事故に備えて，投稿者は原稿のコピーを保存しておく．
6．校正において，字句を著しく変更，追加，削除することは認めない．



7．電子媒体（FD, MO, CD）の添付
「表題と要旨（和文と英文はそれぞれ別にする）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」および「図」
の入力された電子媒体（FD, MO, CD）を，代表者名，論文表題，使用コンピュータ機種名，ソフト名（バージョ
ン）を明記の上，原稿に添付して提出する．
（注）電子媒体の入力・投稿時の留意事項

1．ファイル構成は「表題と要旨（和文，英文）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」，「図」をそれぞれ別
のファイルにして，各ファイル名を付けて下さい．

2．その他，次の事項にも留意して下さい．
1）数字，欧文はすべて半角で入力して下さい．
2）欧文では単語間のスペースは，半角スペースにして下さい．
3）改行マークは，段落の最後にのみ（行ごとではなく）入力して下さい．

8．投稿された原稿は返却しません．

IV．著作権の帰属
1．本誌に掲載された論文の著作権は，明海歯科医学会に帰属する．




