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Photoelastic Stress Analysis of Upper Molars Intrusion
Using Temporary Anchorage Device (TAD)

Yuichiro OTSUKA§, Tomoko MOMOI, Michi OI,
Yosuke SAKURAI, Shigeyuki MATSUI and Haruhide KANEGAE

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

Abstract : Recently, the intrusion of maxillary posterior arch segment, which was quite difficult to perform in the past, has also

become possible using Temporary Anchorage Device (TAD), its mechanism is still unclear. In the present study was performed in

order to elucidate the biomechanical influence of upper molars intrusion by TAD.

Material and Methods : A photoelastic model of an adult human maxilla was fabricated using birefringent materials, and the

molar segment was attached with sectional arch. Assumed the implant site to be around zygomatic arch, the direction of traction

was set so as to cross at right angles to the occlusal plane from the center of 1st molar bracket to the stress direction. By setting

the loading condition at 100 gf, 150 gf, 200 gf and 250 gf respectively. Stresses that developed in the supporting structure were

monitored photoelastically and recorded photographically.

Results : At all loading conditions, it was observed that a predominant stress concentrated at the 1st molar’s root apex. How-

ever, stress concentration was not observed in the supporting tissue around the first and second premolar teeth and the second mo-

lar tooth as analysis, except the loading condition at 250 gf.

Conclusion : The traction force to upper molars intrusion was revealed to be limited to the 1st molar at the initial loading de-

spite. Concerning the changes in the stress concentration in response to the increased traction force, the stress at the 1st molar

roots was augmented.

Key words : temporary anchorage device (TAD), upper molars intrusion, biomechanics, photoelastic stress analysis

光弾性実験法による矯正歯科用インプラント（TAD）を応用した
上顎臼歯部圧下時における応力解析

大塚雄一郎§ 桃井 知子 大井 迪
櫻井 洋介 松井 成幸 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：近年，インプラント体を固定源とした歯の移動を行う手法が考案され，多くの施設で臨床応用されている．その
結果，過去において困難とされてきた方向および量の歯の移動が可能となった．さらに外科的矯正治療適応症例に対し，
非外科的に適切な咬合関係の獲得が得られるなど日常臨床において多大な恩恵を受けている．だが，新しい手法であるこ
とから力学的検討はほとんどなされておらず，特に上顎臼歯部の圧下に関する詳細は未だ不明である．そのため歯の移動
のメカニクスは術者の経験則にたよるのが現状である．そこで今回我々は，スケレタルアンカッレッジによる上顎臼歯部
圧下の力が歯根部周囲支持組織に与える力学的影響を明らかにすることを目的として本研究を行った．
【材料と方法】実験モデルは解剖学的形態を等倍大に模した片側上顎歯型モデルを光弾性材料により作製し，臼歯部にセ
クショナルアーチを装着した．本研究における力学的解析の手法は擬似三次元光弾性法を用いた．矯正力はインプラント
埋入部位を頬骨弓下陵付近に想定し，第一大臼歯ブラケット中央から圧下方向へ咬合平面に対し直交するように設定し
た．荷重条件はそれぞれ 100 gf, 150 gf, 200 gf, 250 gf とし，初期荷重時における歯根部周囲支持組織における内部応力差

明海歯学（J Meikai Dent Med）39（2）, 53−58, 2010 53



Introduction

Open bite is one of the most difficult malocclusion
to treat in orthodontic therapy. Many orthodontists
have proposed and applied treatment methods based
on various ideas in past years. When a skeletal im-
provement was targeted in an adult severe skeletal
open bite case, on the other hand, SSRO or Two-jaw
surgery by means of combined Le Fort I osteotomy
and SSRO have been applied following establishment
of treatment strategy for deformed jaw in many insti-
tutions with good outcomes1−3). However, a surgical or-
thodontic treatment may have some risk not only from
the medical but also social aspects including relatively
large surgical invasion or necessity of prolonged hos-
pitalization as compared with non-surgical orthodontic
treatment. Recently, it has become possible to move a
tooth toward a direction which had so far been
deemed to be impossible with the aid of a newly de-
vised tooth movement approach using skeletal anchor-
age system. This tooth-movement method using an
implant as an anchorage has now been applied clini-
cally in a lot of office since its introduction by Creek-
more4) in 1983. By using an implant as an anchorage,
such a tooth-movement as those of which direction
and distance were considered difficult by conventional
orthodontic treatment has become possible5, 6). In addi-
tion, a conventional concept concerning the orthodon-
tic treatment has surely changed including non-

surgical acquisition of optimal occlusion in patients so
far deemed to be a candidate for surgical orthodontic
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 segment7). Though
the intrusion of maxillary posterior arch segment,
which was quite difficult to perform in the past, has
also become possible, its mechanism is still unclear.

In the present study was performed in order to elu-
cidate the biomechanical influence of upper molars in-
trusion by TAD.

Material and Method

1. Experimental model
An experimental model to study photoelasticity

used in this study was prepared as below according to
a procedure described by Matsui et al. 8). The experi-
mental model was a one-sided maxillary dentition
model including the molar area where was the object
area of this study and imitated anatomic configuration
of the maxillary dentition in the same size. Epoxy arti-
ficial teeth were employed as a material for tooth sec-

について解析を行った．
【結果】すべての荷重条件において第一大臼歯根尖部に著明な応力集中が認められた．一方，第一小臼歯，第二小臼歯，
第二大臼歯において著しい応力集中は認められなかった．
【結論】インプラント体から上顎第一大臼歯直下方向への臼歯部圧下の矯正力は，初期荷重時においてセクショナルアー
チを装着しているにもかかわらず，第一大臼歯に限局することが明らかとなった．また矯正力の増大に伴う応力集中の変
化についても第一大臼歯部の応力は増加するものの，それ以外の歯への応力の変化はごくわずかであった．すなわち，同
手法による圧下方向への矯正力は増大するに従い，第一大臼歯のみに過度の矯正力を与える可能性が考えられた．

索引用語：矯正歯科用インプラント（TAD），臼歯部圧下，生体力学，光弾性実験

─────────────────────────────
§Correspondence : Yuichiro Otsuka, Division of Orthodontics, De-

partment of Human Development & Fostering, Meikai University
School of Dentistry, 1-1 Keyakidai, Sakado, Saitama, 350-0283,
Japan
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tion, and polyurethane, which is a photoelastic experi-
mental material, was employed as a material support-
ing section of the model (Table 1). After preparation
of the dentition model, an edgewise appliance and a
bracket were attached on the first and second premolar
teeth, respectively, and a tube was attached on the
first and second molar teeth with bonding agent, using
the FA-point9) as the point of reference. Then, sec-
tional arch (0.019×0.025 inch, stainless steel wire)
was passively applied to the model. The experimental
model was secured on near the center of a brass plate
of 100×100×5.0 mm using epoxide-based adhesive
with facing the crown side upward. Then, a jig made
of a brass tube with outside diameter 3.0 mm and in-
ternal diameter 2.0 mm was set as a traction site as-
sumed to be an implanting site on the brass plate
where directly beneath of buccal mesio-distal middle
of the first molar tooth. To avoid the loading proce-
dure from becoming cumbersome and complicated, the
model was securely bolted down on a laboratory table
with facing the crown side upward so that the buccal
face of the molar tooth and a camera align for follow-
ing analysis (Fig 1).
2. Analysis method

In this study, a quasi 3-dimensional technique was
used for the photoelastic observations. All loading was
performed in the field of a circular polariscope, with
the model immersed in a tank of mineral oil to facili-
tate isochromatic fringe observation. hese isochromatic
fringes are distributed 3-dimensionally in response to
the intensity of internal stress. Stress is high in an area
when many lines are seen and concentrated when dis-
tance between fringes is small8, 10). Fig 2 shows the cir-
cular polariscope arrangement used to observe iso-
chromatic fringes.
3. Loading condition

Load on a segment of the upper molar was set with

assuming that the implanting site locates around the
lower border of the zygomatic arch, and so that the
direction of traction crosses at right angle to the oc-
clusal plane from a bracket attached to mesio-distal
middle of the first molar crown to the direction of de-
pression. Load of 100, 150, 200, and 250 gf was ap-
plied through the jig using weights. Difference in in-
ternal stress of the supporting tissue around the root
for each load was analyzed.

Results

Significant stress concentration was observed in the
periapical supporting tissue of the first premolar tooth
in all loading conditions. However, stress concentra-
tion was not observed in the supporting tissue around
the first and second premolar teeth and the second
molar tooth as analysis results of 100, 150, and 200 g
loading. When the load was further increased to 250
g, which is the maximum load, a slight stress concen-
tration was observed around the periapical tissue of
the second premolar tooth and the second molar tooth.
No stress concentration was observed around the pe-
riapical tissue of the first premolar tooth even with the
maximum 250 g loading (Fig 3 a b c d).

Discussion

In recent years, a skeletal anchorage system of plate
type has been used in a border case between ortho-
dontic and surgical orthodontic treatments to have an
improved open bite through mandibular counter-
clockwise rotation by molar intrusion in order to avoid
such a risk as reported by Sugawara et al. 5). An appli-
cation of orthodontic treatment combined with skeletal
anchorage system to such a case as sited above is ex-
pected to reduce a patient’s burden from various as-
pects in the therapeutic content. In addition, its need
seems to have increased as a means for avoiding a or-
thognathic surgery because of possible intentional and
effective tooth movement.

As described above, needs for depression technique
of posterior teeth using TAD are increasing. however,
the technique has many unclear points about mechani-
cal aspects and there are only few reports about it. Be-
cause it is a newly devised manipulation, almost no

Table 1 Elastic modulus of simulant materials

Materials E(MPa)

Tooth
Periodontal membrane

Epoxy
Polyurethane

2931
7

E(MPa) : Modulus of elasticity

Stress analysis of upper molars intrusion 55



Fig 1 A experimental model and force system.
As for the traction approach, assuming the impacted implant

site in the Keyridge (vicinity of zygomatic arch), it was settled
so as to converge at a jig established from tube at the first
molar to the zygomatic arch immediately below the molar. Fig 2 Circular polariscope arrangement for visualization

of isochromatic fringes.
LS : light source D : diffuser P : polarizer M : model
Q : quarter-wave plate

Fig 3a Fig 3b

Fig 3c Fig 3d

Fig 3 Photoelastic visualization of intrusive force.
a. Load of 100 gf b. 150 gf c. 200 gf d. 250 gf

Fig 4 Schematic representation of biomecanical influences.

56 OTSUKA Y, MOMOI T, OI M, et al J Meikai Dent Med 39, 2010



mechanical examination has been performed and espe-
cially, the details of the upper molar’s intrusion. For
this reason, it is the status quo that the mechanics of
tooth movement is relied on the operator’s empirical
knowledge alone. To the best of our knowledge, there
is only report by Chung et al. 11). Describing retrospec-
tive measurement of tooth movement by intrusion of
maxillary posterior teeth using models before and after
the treatment, and there is no report on mechanical
study using numeric analysis and experimental me-
chanical analysis techniques. Therefore, stress analysis
on mechanics of depression of maxillary posterior
teeth in the periapical supporting tissue at the first
loading was conducted through photoelastic stress
analysis using a maxillary dentition model, and an in-
dex to predict movement of the molar segment was
obtained in this study. As a result, it is clarified that
stress to each periapical tissue caused by orthodontic
force of intrusion of the molar area towards directly
beneath of the maxillary first premolar tooth was re-
stricted and concentrated on the first premolar tooth,
nevertheless, the orthodontic force was loaded onto
the molar segment as a group of molar teeth by apply-
ing a sectional arch at the first loading. For changes in
the stress TAD concentration zone associated with in-
crease of the load, stress to the supporting tissue
around the first molar tooth was increased ; however,
changes in distribution of stress concentration zone at
other than the first molar tooth were quite small. As
described above, it is demonstrated that stress at the
time of loading to the first molar tooth was not uni-
formly distributed to the supporting tissue around the
teeth in the sectional arch. In other words, this result
implies that the above mechanics cannot always de-
press all four teeth uniformly. Therefore, we consid-
ered about factors that could affect these results as be-
low.

First, flexure of a wire connecting four teeth of the
molar segment is suspected as a factor affecting.
Theoretically, orthodontic force toward the depressing
direction at the orthodontic force is decreased when
the wire of the sectional arch is bent to form into an
arch with directly loaded first molar tooth as the bot-
tom. In addition, orthodontic force towards the overe-

ruption direction is generated onto the first premolar
tooth around wire end when this flexure of the wire
was further increased. As mentioned above, the impact
on this analysis is unignorable when the flexure is
large because of inadequate stiffness of wire. How-
ever, the brackets, tubes, and wires used in this study
were brackets and tubes with 0.022-inch slots, and
stainless steel wire of 0.019×0.025 inch, which are
routinely used in combination with TAD in clinical
practice and are one of the thickest wires as rectangu-
lar wire used for multi-bracket appliances. The reason
for selecting this wire size was to obtain the maxi-
mum wire stiffness against load of non-reciprocal or-
thodontic force, which is applied from absolute and
secured source using implant. Also, we presumed that
impact on the result of this study would be very small
because a maximum loading used in this study was
250 g and elastic modulus of the stainless steel wire is
197 GPa, therefore flexure of wire would not large.
However, it is suggested that there are possibilities
that the wire is affected by the effect of the above-
mentioned flexure caused by increase of the degree of
flexure as a result of use of thinner wire than that
used in this study, or increase of orthodontic force.
Accordingly, it may be clinically required to select
wire size with caution based on this result.

The most important factor that should be considered
affecting the result of this study includes effect of
play between bracket slots and the wire. According to
a study on torque by Meyer et al. 12), when 0.019×
0.025 inch stainless steel wire was inserted into a
bracket with 0.022 inch slots, 10.5°of play was oc-
curred between the bracket slots and wire by torque
generation. Thus, it is suggested that the difference in
moving patter of teeth depending on traction site re-
gardless of uniformly loaded single segment may be
resulted by that such amount of play interacts with not
only single but every teeth through the wire.

Significant stress concentration was also observed
in this study as a result of lack of the effect of play
caused by direct loading to the maxillary first molar
tooth, where is the traction site. On the other hand, it
is considered that direction and strength of orthodontic
force was changed because the orthodontic force is in-
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directly loaded to the first and second premolar teeth
and the second molar tooth with being affected by
play between the bracket slots and the wire, and, as a
result, adequate orthodontic force, which is enough to
generate discernible stress concentration around apical
area, was not loaded for each teeth. Consequently, or-
thodontic force provided stress distribution that
slightly inclines the second premolar tooth and the
second molar tooth, which are both adjacent teeth of
the first molar tooth, towards mesio-distal middle and
the first molar teeth direction by effect of the three-
dimensional play of the bracket slots even in a maxi-
mum loading of 250 g, but expected effect only to-
wards intruding direction against the entire segment
was not obtained as shown in Fig 4. Furthermore, a
potential risk of adding an excess orthodontic force on
the 1st molar alone was suggested with the increased
traction force under upper molars intrusion by TAD.
As mentioned above, it is suggested that play between
the bracket slots and the wire needs to be dealt to
move the entire molar segment towards intrusion di-
rection, for example, by providing a wire curved in
opposite direction.

Conclusions

・The traction force to upper molars intrusion was re-
vealed to be limited to the first molar at the initial
loading despite that the molar region was served as
interconnected firmly by sectional arch.
・Concerning the changes in the stress concentration

in response to the increased traction force, the
change of stress in other teeth was all minimal, al-
though the stress at the first molar roots was aug-
mented. Namely, a potential risk of adding an ex-
cess orthodontic force on the first molar alone was
suggested with the increased traction force under

upper molars intrusion by TAD.
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習慣性鼾症を有する片側性唇顎口蓋裂児の成長発育と
顎顔面および気道形態との関連性について

村上 文登1§ 金子 浩巳1 根岸亜矢子1 大井 迪1

長谷川紘也1 桃井 知子1 真野 樹子1 重松 久夫2

横塚 裕二2 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第 2分野

要旨：小児において習慣性鼾症を有する 60％～80％において閉鎖型睡眠時無呼吸が存在し成長障害と睡眠障害の関連
性が近年注目されている．口蓋裂児においてはその気道形態が先天的形態や口蓋裂の形成手術による影響から，上顎骨の
前後的および垂直的成長障害を示すことが多く，そのために習慣性鼾症および無呼吸が発症するとの報告もある．本研究
では習慣性鼾症を有する UCLP 児の顎顔面および気道形態と成長発育との関連性について，習慣性鼾症を有さない UCLP

児，習慣性鼾症を有する OSA 児および習慣性鼾症も UCLP も有さない健常児の側面頭部 X 線規格写真を用いて比較検
討を行った．検討の結果，習慣性鼾症を有する UCLP 児では，顎顔面および気道形態と成長発育において相関性が認め
られなかった．一方，習慣性鼾症を有さない UCLP 児では身長および体重と下顎骨に一部相関性が認められたが，習慣
性鼾症を有する UCLP 児においてはそれらの相関性が認められなかった．従って，習慣性鼾症による下顎骨の成長発育
への影響の大きいことが示唆された．

索引用語：唇顎口蓋裂，鼾，顎顔面，気道，成長発育

The Relationship between Profile, Dentofacial Morphology and
Pharyngeal Morphology in Children with Unilateral Cleft Lip
and Palate（UCLP）with Frequently Snoring

Fumito MURAKAMI1§, Hiromi KANEKO1, Ayako NEGISHI1,
Michi Oi1, Hiroya HASEGAWA1, Tomoko MOMOI1,

Mikiko MANO1, Hisao SHIGEMATSU2, Yuji YOKOTSUKA2,
Hideaki SAKASHITA2 and Haruhide KANEGAE1

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

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Recently, it has been repeatedly reported that close-type sleep apnea is found in 60％～80％ of the children with

habitual snoring and the sleeping disorder is deeply related with developmental disorder. Based on the fact that the airway mor-

phology changes with its congenital structure and the results resulting from the surgical operation in the children with palatal cleft,

it is also reported that habitual snoring and sleep apnea occur frequently, resulting from the anteroposterior and vertical develop-

mental disorder. In this study, lateral cephalometric measurements were used to elucidate the relationship between the naxillofacial

and airway morphology and their development among UCLP children without habitual snoring, OSA children with habitual snor-

ing and normal children without UCLP children or habitual snoring.

Our results indicated that in UCLP children without habitual snoring, there was no relevance between the naxillofacial and air-
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緒 言

習慣性鼾症を有する小児の約 60～80％に閉塞型睡眠
時無呼吸（以下，OSA とする）が存在するとの報告1）が
あり，小児科領域においては成長障害と睡眠障害の関連
性について近年注目されている．Kawashima ら1）の OSA

児の臨床症状に関する調査では OSA 児の 100％に鼾が
認められ，また OSA 児の成長障害についても指摘され
ている．また，OSA 患者や OSA 患児は顎顔面形態およ
び気道形態に異常があることが指摘されている2, 3）．口
蓋裂児と睡眠時無呼吸との関連性について，咽頭弁移植
手術後における睡眠時呼吸動態の経日的変化を検討した
原ら4）は，一過性血中酸素飽和度が正常値下限を下回る
所見があったことを報告している．このように，咽頭弁
移植術などの術後に OSA を発症または増悪すると報告
されている．片側性唇顎口蓋裂（以下，UCLP とする）
児の顎顔面形態の特徴は，上顎骨の劣成長に起因した骨
格性反対咬合，下顎枝の短小および下顎角の開大があ
る5）．また，気道形態は先天的形態や口蓋裂の形成手術
による影響6）から上顎骨の前後的および垂直的成長障害
を示すことが多いことから，UCLP 児の顎顔面および気
道形態の特徴が習慣性鼾症および無呼吸の発生に関与す
るとの報告もある7, 8）．しかし，習慣性鼾症を有する UCLP

児の顎顔面および気道形態と成長発育との関連性を明ら
かにした報告はない．そこで今回，習慣性鼾症を有する
UCLP 児の顎顔面および気道形態と成長発育との関連性
を明らかにする目的で，対照群として習慣性鼾症を有さ
ない UCLP 児，習慣性鼾症を有する OSA 児，習慣性鼾
症も UCLP も有さない健常児の顎顔面および気道形態
と成長発育との関連性について比較検討した．

材料と方法

被験者および資料
被験者として，明海大学病院矯正歯科の外来を訪れた
先天性疾患や呼吸器疾患を有していない UCLP 児を対

象とし，初診時の保護者からのアンケート調査により習
慣性鼾症を有する 4歳から 9歳の患児 8名（平均年齢
7.0歳）（以下，UCLP 鼾群とする），習慣性鼾症を有し
ていない 4歳から 9歳の患児 10名（平均年齢 6.6歳）
（以下，UCLP 鼾なし群とする）を抽出した．対照群に
は明海大学病院矯正歯科の外来を訪れた習慣性鼾症およ
び UCLP を有していない 4 歳から 9 歳の健常児 13 名
（平均年齢 6.9歳）（以下，健常児群とする）を抽出し
た．以上の各群より採取した側面頭部 X 線規格写真を
資料として用いた．また，睡眠時における呼吸障害の代
表的疾患である睡眠時無呼吸症候群を有する患児で，
UCLP を有しておらず Apnea index が 5以上の習慣性鼾
症を有する患児 4歳から 8歳の 12名（平均年齢 6.9歳）
（以下，OSA 群とする）を対照群に加え，同様に採取し
た側面頭部 X 線規格写真を資料に加えた．これら 4群
の各々の平均年齢は 7歳で一致させた．
なお，男女差については，藤井ら9）の咽頭部気道の成

長発育に関する研究でも 13歳頃までは，男女はほとん
ど同じ成長を示すとしており，本研究も男女を一緒にし
検討を行った．
本研究計画は，明海大学歯学部倫理委員会（承認番号

A 0309；代表者名：村上文登）の承認を受けて行った．

方 法

UCLP 鼾群，UCLP 鼾なし群，OSA 群および健常児
群の側面頭部 X 線規格写真の分析は，2回のトレース
を行いその平均値をその個人の値とした．暦年齢は，側
面頭部 X 線規格写真の撮影日で算出した．身体計測の
項目の身長および体重の測定は，側面頭部 X 線規格写
真の撮影時に行った．
1）顎顔面形態の計測項目を Fig 1に示す．上顎骨およ
び下顎骨の線分析項目として上顎骨は A’-PTM’，下顎
骨は Gn-Cd, Pog’-Go および Cd-Go を計測した．
2）計測点，基準線および平面と気道計測項目を Fig 2

に示す．
3）検討項目および統計分析方法
検討項目を以下に示す．

way morphology and their development, in UCLP children without habitual snoring, there was partial relationship between the

body height and body weight, and the mandibular development, while the relevance was not noted in UCLP children with habitual

snoring. In conclusion, habitual snoring was shown to have significant influence on the mandibular development.

Key words : palatal cleft, snoring, maxillofacial morphology, airway, mandibular development

─────────────────────────────
§別刷請求先：村上文登，〒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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（1）暦年齢と身長および体重との相関関係
（2）暦年齢と下顎骨の各計測項目との相関関係
（3）身長と下顎骨の各計測項目との相関関係
（4）体重と下顎骨の各計測項目との相関関係
（5）身長および体重と上顎骨（A’-PTM’）との相関関係
（6）身長と気道計測項目との相関関係
（7）体重と気道計測項目との相関関係
なお，相関の検定は，Pearson’s 積率相関係数を用い

て各項目の関係性について検定を行った．

結 果

1）暦年齢と身長および体重においては，4群すべてに
おいて身長，体重ともに強い正の相関（p＜0.05）を認
めた（Table 1）．
2）暦年齢と下顎骨においては，UCLP 鼾群以外の各群
においてすべての計測項目で強い正の相関（p＜0.05）
を認めた（Table 2）．

3）身長と下顎骨においては，健常群ではすべての計測
項目で強い正の相関（p＜0.01）を認め，UCLP 鼾なし
群および OSA 群においても 2項目で強い正の相関（p

＜0.01）を認めた．しかし UCLP 鼾群ではいずれの項目
でも相関が認められなかった（Table 3）．
4）体重と下顎骨においては，健常群ではすべての計測
項目で強い正の相関（p＜0.01）を認めた．UCLP 鼾な
し群および OSA 群においても 2 項目で強い正の相関
（p＜0.01）を認めた．しかし UCLP 鼾群ではいずれの項
目でも相関が認められなかった（Table 4）．
5）身長および体重と上顎骨（A’-Ptm’）においては，
健常群のみ強い正の相関（p＜0.05）を認めた（Table 5）．
6）身長と気道形態の計測項目においては，健常群のみ
D-AD 2, D-PTV および Upper Pharynx で強い正の相関
（p＜0.05）を認めた（Table 6）．

7）体重と気道形態の計測項目においては，健常群のみ
D-AD 2および Upper Pharynx で強い正の相関（p＜0.05）

Fig 1 Cephalometric landmarks and linear measurements of maxilla and mandible.
A’ : Intersection with the perpendicular line formed from point A to palatal plane
Ptm’ : Intersection with the perpendicular line formed from Ptm to palatal plane
Gn : The center of the inferior point on the mandibular symphysis
Cd : The highest point of the mandibular condyle
Pog’ : Intersection with the perpendicular line from Pog to straight line which connects Me and Go
Go : The midpoint of the contour connecting the ramus and body of mandible
A’-Ptm’ : Maxillary basal bone length
Gn-Cd : Mandibular length
Pog’-Go : Mandibular body length
Cd-Go : Ramus hight
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Fig 2 Cephalometric landmarks and linear measurements of the airway.
BA（basion）：The lowest point on the anterior margin of foramen magnum
ANS（Anterior Nasal Spine）：The tip of the anterior nasal spine
PNS（Posterior Nasal Spine）：The tip of the posterior spine of the palatal spine
Palatal Line : Straight line connecting ANS with PNS
PTV（Pterygoid Root Vertical）：The posterior border of pterygopalatine fossa with a plane perpendicular to FH plane
FH（Frankfort Horizontal）line : Straight line connecting Or（orbitale）with P（porion）
Or（orbitale）：The lowest point on the inferior margin of the orbit
P（porion）：The midpoint of the upper contour of the external auditory canal
R1 : The lowermost point in the anterior margin of the mandibular ramus
R2 : The point in the posterior margin of the mandibular ramus in correlation with R1
R3 : The lowermost point in the curvature of mandibular notch
R4 : The point in the lower border of mandibular which is straightforward under R3

Measurement of the air way
①D-AD 1 : Intersection of the line PNS-BA and the posterior nasopharyngeal wall
②D-AD 2 : Intersection of the line PNS to S-BA and the posterior nasopharyngeal wall
③D-PTV : Intersection of the line drawn at right angles to the pterygoid vertical and 5 mm above the posterior nasal line（PNS）and

the posterior nasopharyngeal wall
④Upper pharynx : The shortest distance between the posterior wall of nasopharynx and the half portion of the upper margin of palate
⑤Lower pharynx : The shortest distance between the posterior wall of oropharynx and the point on which the posterior border of

tongue crosses with the lower border of mandible

Table 2 The correlation between age and measurements of
mandible

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

GN-CD
POG’-GO
CD-GO

0.28
0.27
0.04

0.89**
0.84**
0.65*

0.90**
0.66*
0.84**

0.78**
0.84**
0.68**

*：p＜0.05 **：p＜0.01

Table 1 The correlation between age, and body height and
body weight

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

Body height
Body weight

0.91**
0.89**

0.85**
0.91**

0.66*
0.75**

0.95**
0.81**

*：p＜0.05 **：p＜0.01
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を認めた（Table 7）．

考 察

暦年齢と身長および体重においては，4群すべてにお
いて身長および体重との正の相関を認め暦年齢と成長発
育には関連性があることが示された．下顎骨の成長発育
については，暦年齢と下顎骨については UCLP 鼾群以
外の各群ですべての項目に正の相関を認め，身長および
体重と下顎骨においては，健常群ですべての項目に正の
相関を，UCLP 鼾なし群および OSA 群では，2項目で
正の相関を認めた．しかし，UCLP 鼾群ではいずれの項
目でも相関が認められなかった．UCLP 児は，下顎角の
開大，下顎枝前方傾斜および下顔面高の増大などの下顎
骨の形態的な特徴を有しており10），OSA 児においては
下顎骨の劣成長が報告され，無呼吸の発生頻度が下顎骨
形態に大きく影響をしていることが示唆されている．
UCLP 鼾なし群，OSA 群における今回の結果はそれぞ
れの疾患による下顎骨への影響が暦齢や全身発育と関連
性をもっていることが示された．しかし，UCLP 鼾群に
おいては，疾患による下顎骨への影響が UCLP に習慣
性鼾症が合併することで個人差が大きくなったと考えら
れた．
身長および体重と上顎骨の大きさ（A’-Ptm’）におい

ては，健常群のみ正の相関を認めた．OSA 患者では上
気道は狭窄し上顎骨の前後径が短小化していることを香
林ら2）は報告しており，今回の結果からも OSA 患者に
おいては上気道の構造的，機能的狭窄が上顎骨の成長に
大きく影響を及ぼしていると思われた．また，UCLP 鼾
群，UCLP 鼾なし群においては口蓋形成治療による上顎
骨の成長障害が大きく影響を及ぼしていると思われる結
果となった．

Table 4 The correlation between body weight and measure-
ments of mandible

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

GN-CD
POG’-GO
CD-GO

0.60
0.50
0.36

0.84**
0.86**
0.48

0.82**
0.78**
0.53

0.75**
0.71**
0.71**

**：p＜0.01

Table 5 The correlation between maxilla（A’-PTM’），and body
height and body weight

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

Body height
Body weight

0.54
0.68

0.58
0.53

0.33
0.44

0.62*
0.62*

*：p＜0.05

Table 6 The correlation between body height and measure-
ments of the air way

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

D-AD 1
D-AD 2
D-PTV
UPPER
PHARYNX
LOWER
PHARYNX

－0.11
0.20

－0.41

－0.09

0.28

0.03
0.26

－0.20

0.15

0.53

0.14
0.33
0.35

0.34

－0.03

0.33
0.84**
0.61*

0.87**

－0.41

*：p＜0.05 **：p＜0.01

Table 7 The correlation between body weight and measure-
ments of the air way

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

D-AD 1
D-AD 2
D-PTV
UPPER
PHARYNX
LOWER
PHARYNX

－0.01
0.40

－0.24

0.04

0.39

0.03
0.08

－0.26

0.13

0.63

0.14
0.37
0.39

0.38

0.60

0.10
0.62*
0.53

0.76**

－0.29

*：p＜0.05 **：p＜0.01

Table 3 The correlation between body height and measure-
ments of mandible

UCLP and
snoring

UCLP and
non-snoring

OSA normal

N＝8 N＝10 N＝12 N＝13

GN-CD
POG’-GO
CD-GO

0.44
0.34
0.19

0.80**
0.77**
0.53

0.71**
0.74**
0.35

0.83**
0.80**
0.77**

**：p＜0.01
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身長および体重と気道形態の計測項目においては，健
常群のみ正の相関を認める項目があった．これは，咽頭
部気道の成長変化を検討した藤井ら9）の結果と一致し
た．また，思春期前口唇口蓋裂患者のアデノイド（咽頭
扁桃肥大）および上気道の形態を検討した今村ら6）は口
唇口蓋裂を有する患者は有さない患者に比べ，アデノイ
ド（咽頭扁桃肥大）の大きさが有意に大きく上気道の前
後的な狭窄を有すると報告している．また，舘村ら11）は
咽頭弁移植術直後に発症した OSA に対し，軟口蓋挙上
装置を用いることで呼吸機能が改善し，上咽頭の容積が
拡大することを報告している．また，小児の扁桃肥大に
よる睡眠呼吸障害が成長ホルモン分泌に与える影響につ
いて検証した千葉ら12, 13）は口蓋，咽頭扁桃摘出術により
睡眠障害が改善し成長ホルモン分泌が増加すると報告し
ている．今回の検証においても UCLP 鼾群，UCLP 鼾
なし群および OSA 群では気道形態の疾患のため，全身
の成長発育との相関を示さなかったと思われる．

結 論

本研究の結果より習慣性鼾症を有する UCLP 児にお
いて，成長発育と顎顔面および気道形態との相関性は認
められなかった．しかし，習慣性鼾症を有していない
UCLP 児では身長および体重と下顎骨の成長発育に一部
相関性が認められたが，習慣性鼾症を有する UCLP 児
においては相関性が認められないことから，習慣性鼾症
による下顎骨の成長発育への影響の大きいことが示唆さ
れた．習慣性鼾症を有することで機能的または形態的に
どのような変化を生ずるのかは不明である．従って，治
療計画を立案するうえで成長発育の予測をすることが困
難になると思われる．習慣性鼾症を有する UCLP 児に
対しては，まずは習慣性鼾症に対する治療に積極的に取
り組むべきであると思われる．

本論文の要旨の一部は，第 30回日本口蓋裂学会（長野
県，2006年）で展示発表したものである．
稿を終えるにあたり，御懇篤なる御指導と御校閲を賜り

ました本学形態機能成育学講座歯科矯正学分野 鐘ヶ江晴
秀教授に深甚なる謝意を表するとともに，本研究に対して
多大なる御支援御協力を賜りました順天堂大学歯科口腔外

科 川島成人博士に深く感謝の意を表します．また，本研
究に種々の御教示，御援助を戴いた教室の諸先生方に厚く
謝意を表します．
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Influence of Experimental Palatal Plate on Mandibular Position
during Continuous [n] Phonation in Complete Denture Wearers

Xianghui LIU1, Takaaki MATSUKAWA2§, Hironobu YAMAMOTO2,
Mineyo SONE2, Katsura OHMORI2, Shinobu SHIMOKAWARA2,

Mie KURIHARA2 and Shuji OHKAWA2

1Department of Prosthodontics, Peking University, School of Stomatology, Beijing, China
2Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry, Japan

Abstract : The objective of this study was to clarify the influence of the thickness of a palatal plate on the mandibular

position during continuous [n] phonation in complete denture wearers. Ten complete denture wearer volunteers (mean age

of 76.4 years) were investigated. Two kinds of experimental palatal plates with a thickness of 3 mm and 5 mm (from the

denture basal surface to the denture polished surface) were fabricated and used for each subject. The mandibular position

was recorded by a K 7 mandibular kinesiograph during continuous [n] phonation and at the physiologic rest position under

three conditions : wearing a palatal plate with a thickness of 3.0 mm or 5.0 mm and not wearing a plate (control). These

results showed that there was no statistically significant difference in the interocclusal distance during continuous [n]

phonation with or without the experimental palatal plates. Furthermore, no significant difference in the interocclusal dis-

tance in the physiologic rest position was found in the above comparisons. With the limitations of this study, we concluded

that the mandibular position during continuous [n] phonation in complete denture wearers was not influenced when the

thickness of the palatal plates was 5 mm or less.

Key words : Palatal plate, phonetic method, interocclusal distance, continuous phonation of [n], complete denture wearers

全部床義歯装着者における実験用口蓋床の厚さが
［n］持続発音時の下顎位に及ぼす影響

Liu Xianghui 松川 高明§ 山本 裕信 曽根 峰世
大森香都良 下川原 忍 栗原 美詠 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：本研究の目的は，全部床義歯装着者において実験用口蓋床の厚さが［n］持続発音時の下顎位に及ぼす影響を明
らかにすることである．被験者として全部床義歯装着者 10名（平均年齢 76.4歳）を選択した．厚さ 3.0 mm と 5.0 mm

（義歯床粘膜面から義歯床研磨面までの距離）の 2種類の実験用口蓋床を作製し，各被験者に応用した．下顎運動計測器
K 7を用いて，厚さ 3.0 mm もしくは 5.0 mm の口蓋床装着時および口蓋床非装着時（コントロール）の 3条件で，［n］持
続発音時と下顎安静時における下顎位を記録した．その結果，［n］持続発音時の顎間距離では，2種類の口蓋床装着時と
非装着時との間に有意な差は認められなかった．下顎安静時の顎間距離においても同様に 3条件間で有意な差は認められ
なかった．以上より，全部床義歯装着者において口蓋床の厚さが 5 mm 以下ならば，［n］持続発音時の下顎位には影響を
及ぼさない可能性が示された．

索引用語：実験用口蓋床，発音利用法，顎間距離，［n］持続発音，全部床義歯装着者
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Introduction

Determination of the correct vertical dimension of
occlusion is considered to be particularly important
during treatment with complete dentures. Many tech-
niques have been proposed to determine the occlusal
vertical dimension (OVD) for edentulous patients, in-
cluding the use of the vertical dimension of the physi-
ological rest position1), the speaking method2), pre-
extraction records3, 4), cephalometric radiographs5), and
the swallowing method6). However, there is no univer-
sally accepted or completely accurate method of as-
sessing OVD in edentulous patients7, 8).

Phonetics has been a popular guide for determining
the OVD. The continuous phonation method has been
studied, especially, for determining the mandibular po-
sition9−12). In clinical practice, when determining the
OVD, the palate would be covered by a palatal plate,
and, thus, the thickness of this plate may affect the ar-
ticulatory process. However, the relationship between
the thickness of a palatal plate and the mandibular po-
sition in complete denture wearers had not yet been
studied in detail.

The purpose of this investigation was to evaluate
the effect of experimental palatal plates on the mandi-
bular position during continuous [n] phonation in
complete denture wearers.

Materials and Methods

Subjects
Ten edentulous subjects, 7 males and 3 females,

participated in this study. Their mean age was 76.4
years (ranging from 67 to 91 years). The dentures had
been supplied by the Division of Removable Prostho-
dontics, Department of Restorative & Biomaterials
Sciences, Meikai University School of Dentistry, Ja-
pan. The inclusion criteria of the subjects included the
following : (1) wearing complete denture using at
least six months but no longer than five years, and (2)
complete denture with adequate retention, stability,

support, and satisfaction. The exclusion criteria of the
subjects included the following : (1) prostheses with
inadequate retention, stability, or support, (2) systemic
disease, (3) speech defect, and (4) temporomandibular
disorders.

All participants were fully informed of the nature of
the investigation, and written informed consent was
obtained prior to enrollment. The experimental proto-
col was approved by the Ethics Committee of the
Meikai University School of Dentistry (No.A 0603).

Experimental palatal plates
The dentures of all subjects were duplicated using a

copy flask, irreversible hydrocolloid, and autopolymer-
izing resin (Fit Denture System, SHOFU Co., Kyoto,
Japan). Two types of experimental palatal plates with
different thicknesses were fabricated from autopolym-
erizing resin (Fit Denture System, SHOFU Co.). The
thicknesses of the palatal plate were 3.0 mm and 5.0
mm from the denture basal surface to the denture pol-
ished surface in the hard palate area, and the margins
of the palatal plate were smoothed to the lingual sur-
face of the maxillary artificial teeth. The thickness of
every palate plate was re-measured with a slide caliper
(Matsui Measure, MFG. Co., Niigata, Japan) and con-
firmed before insertion. Occlusal interference due to
the palatal plate was eliminated. The retention, stabil-
ity, and posterior border of the palatal plate were also
checked.

Kinesiographic assessment
The mandibular movement was measured using a

kinesiograph (K 7 Evaluation System, Myotronics Re-
search Noromed, Inc., Seattle, WA, USA). The equip-
ment consisted of an array of sensors secured to the
subject’s head that provided information on mandibu-
lar movements from the incisor point. When the man-
dible moved, the sensors tracked a small bar magnet
attached to the labial midline surface of the lower cen-
tral incisors. The kinesiograph was connected to a
computerized system that records and displays spatial
coordinates in the vertical and anteroposterior axes to
the nearest 0.1 mm.

─────────────────────────────
§Correspondence : Takaaki Matsukawa, Division of Prosthodontics,

Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai Univer-
sity School of Dentistry, 1-1 Keyaki-dai, Sakado, Saitama 350-0283,
Japan
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Research protocol
The participants were seated in upright position

with their heads in a firm headrest. Each subject was
instructed to keep his/her head as steady as possible
during recording, facing forward, and with the Frank-
fort plane parallel to the ground. They were asked to
pronounce the sound [n], starting from the intercuspal
position (ICP), for 4s continuously at a normal con-
versational pitch and volume and then to return to the
ICP.

Subsequently, the physiologic rest position was
evaluated. After resting for a while, the subjects were
asked to swallow and relax the jaw for a few minutes.
Once a perfectly steady tracing of the mandibular po-
sition for 5s had been observed on the computer
monitor, the rest position was then recorded, and the
subjects were asked to close to the ICP.

The mandibular phonation position and physiologic
rest position were measured under 3 conditions sepa-
rately : without a plate (control condition) and with a
plate of 3.0 mm or 5.0 mm in thickness. The record-
ings were repeated 4 times under each condition to
obtain a mean value. Each type of palatal plate was
inserted in a random sequence.

The distance between the incisal edges of maxillary
and mandibular anterior teeth (interocclusal distance :
IOD) in both the vertical and anteroposterior direc-
tions during continuous phonation of [n] under all
three conditions was measured. Typical tracings of
mandibular movement during continuous phonation of
[n] are shown in Fig 1. The baseline in the figure in-
dicates the mandibular position in the ICP. When the
subject continuously phonated [n] as instructed, his/
her mandible moved downward and backward from
the starting point (SP) in Fig 1. The IOD during the
course of the continuous phonation was measured at 4
separate points (Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，and Ⅳ), where the time
intervals from the starting point (SP) were 1s, 2s, 3s,
and 4s, respectively. The average value of these 4
points in both the vertical and anteroposterior direc-
tions was calculated to represent the IOD of phona-
tion10−12). The IOD at the physiology rest position was
also measured. Typical tracings of a mandibular
movement are shown in Fig 2. Measurements were

made with a millimeter ruler to an accuracy of 0.01
mm.

Statistical analysis
Statistical analysis of the data was performed by

means of a variance analysis (ANOVA) with repeated
measures and Bonferroni/Dunn. The values are pre-
sented as the mean±standard deviation (s.d.). The sig-
nificant level was set at p＜0.05. Data were evaluated
using statistical software (SPSS 14.0 for Windows ;
SPSS Inc., USA).

Results

Fig 3 shows the mean values of the vertical and an-

Fig 1 Representative graph and measurement of the mandibular
movement during continuous phonation of [n]. SP : starting
point ; Ver : vertical direction ; AP : anteroposterior direction ;
Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, and Ⅳ : measurement points at which the time inter-
vals from the SP were 1s, 2s, 3s, and 4s, respectively.

Fig 2 Measurement of the interocclusal dimensions at the
physiologic rest position. Ver : vertical direction ; AP : antero-
posterior direction ; ICP : intercuspal position.
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teroposterior direction IOD during continuous [n]
phonation under three conditions. There was no sig-
nificant difference among the three conditions, regard-
less of the axis.

Fig 4 shows the mean values of the vertical and an-
teroposterior direction interocclusal distance at the
physiologic rest position under three conditions. No
significant difference was found among the 3 condi-
tions.

Discussion

Phonetic tests have been advocated as clinical aids
in constructing oral prostheses for a long time. Silver-
man2) reported that the closest speaking space is con-
stant throughout life and allows consistent determina-
tion of the occlusal vertical dimension (OVD). Several
researchers reported that the [s] sound has been used

to determine the OVD13, 14) and the [m] sound has
used to establish a desirable mandibular rest posi-
tion13, 15). However, speaking spaces formed through
sibilant sounds have wide interindividual variation and
have adapted to anatomic characteristics8, 16). Gillings17)

reported that sibilant sounds are not always reliable
indicators of the closest speaking space and that addi-
tional clinical procedures may be necessary to estab-
lish a satisfactory OVD in complete denture fabrica-
tion. Thus, the character selected to determine the
OVD should be one that is less influenced by the lips,
teeth, and various types of prosthetic treatment18−20).

As the characteristics between Japanese and English
pronunciation are different, pronouncing the word of
“sixty-six” and “Mississippi” properly is difficult for
Japanese, especially elderly patients. The customary
methods of using sibilant sounds to establish the OVD
don’t have enough reproducibility and stability21).
Some studies have focused on the phonation of con-
tinuous vowels and consonants11−14, 21, 22). It is admitted
that the mandibular position was easily recorded dur-
ing continuous phonation21). Only the five vowels and
[n] can be continuously phonated in Japanese pronun-
ciation. Yamamoto et al.9, 11) and Ohmori et al.10)

found that the mandibular position during continuous
phonation of [n] in 30 dentate subjects and 20 com-
plete denture wearers was very close to the ICP in
each subject and, furthermore, was more stable statisti-
cally than the physiologic rest position.

In pronouncing the consonants [t], [d], [n], or [l],
the primary area of tongue palatal contact was the al-
veolar area, and only a small portion of the hard pal-
ate was involved23). During continuous [n] phonation,
the mouth is closed without tooth contact, and the ex-
piration flows out through the nasal cavity. It is sug-
gested that the mandibular position during continuous
[n] phonation would be very slightly affected by the
palate. Zhang et al.12) found that the mandibular posi-
tion during continuous [n] phonation did not show
significant change after insertion of an experimental
plates with a thickness of less than 5 mm in dentate
subjects. In the present study, the IOD during continu-
ous [n] phonation in the subjects who had experimen-
tal palatal plate inserted had a slight increase in the

Fig 3 Vertical and anteroposterior interocclusal distance (mm)
during continuous [n] phonation under 3 conditions. Control :
without a plate. Cond 1 and 2 : palatal plate with a thickness of 3
mm and 5 mm, respectively. Ver : vertical. AP : anteroposterior.

Fig 4 Vertical and anteroposterior interocclusal distance (mm) at
the physiological rest position under 3 conditions. Control : with-
out a plate. Cond 1 and 2 : palatal plate with a thickness of 3
mm and 5 mm, respectively. Ver : vertical. AP : anteroposterior.
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vertical direction and shift backwards, but there was
no statistically significant difference (Fig 3). The
mean values of the IOD during continuous [n] phona-
tion were less than those of the physiologic rest posi-
tion. Since there was no significant difference in verti-
cal or anteroposterior direction with and without pala-
tal plate of 3 and 5 mm in thickness, there was no sig-
nificant influence of the experimental palatal plate on
the IOD at the physiological rest position was detected
in this study.

Conclusions

Within the limitations of this study, we concluded
that the mandibular position during continuous [n]
phonation was not affected by the experimental palatal
plates in complete denture wearers.
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白板症における上皮性異形成の臨床病理組織学的検討

田村 希§ 森 一将 小貫 裕之 田村 暢章
関根 真一 原口 茂樹 嶋田 淳

明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

要旨：白板症は，悪性化潜在能を有する前癌病変に位置付けられ，扁平上皮癌の発症，増殖および進展の過程を知る上
で重要な疾患である．今回著者らは，当科で加療を行った白板症とその上皮性異形成の臨床病理組織学的検討を行った．
対象は 1999年から 2003年までの 5年間に白板症と病理組織学的に診断された 89例とした．その結果，性別では男性に
多く認められた．平均年齢は 59.8歳で，40歳以降が 93.3％であった．好発部位は，歯肉が最も多かった．発症様式は単
発性で，臨床視診型は白斑型が多かった．悪性化症例は，3例（3.4％）であった．病理組織学的所見は，上皮性異形成は
39例（43.8％）であった．上皮性異形成を伴う症例は舌や頬粘膜など可動性粘膜に多かった．これらの結果から，可動性
粘膜は上皮性異形成を伴うことが多く，その程度については severe や moderate で，癌移行性の潜在能を有する傾向にあ
るものと考えられた．

索引用語：白板症，上皮性異形成，臨床病理組織学

Clinicopathological Study on Epithelial Dysplasia
in Oral Leukoplakia

Nozomi TAMURA§, Kazumasa MORI, Hiroyuki ONUKI
Nobuaki TAMURA, Shinichi SEKINE, Shigeki HARAGUCHI

and Jun SHIMADA
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnotic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : Leukoplakia is classified as a precancerous lesion that has a potential for malignant alteration and it is an im-

portant disease in learning about the processes of the genesis, proliferation, and progression of squamous cell carcinoma. In

this study, the authors clinically conducted a histopathological examination of cases of leukoplakia and epithelial dysplasia

in Leukoplakia. The subjects comprised 89 cases that had been histopathologically diagnosed to have leukoplakia during

the five-year period from 1999 to 2003. The result for gender was that leukoplakia was more common among males. The

average age was 59.8 years, and 93.3％ of the affected subjects were at least 40 years old. As for the most frequently af-

fected site, the gingiva was the most common. The pathogenic type was a single occurrence, and the leukoderma type was

the most common clinical inspection type. There were 3 cases（3.4％）of a malignant alteration. Regarding its histopa-

thological manifestation, there were 39 cases（43.8％）of epithelial dysplasia. Cases that involved epithelial dysplasia were

found more commonly in the movable mucosa, such as the tongue and buccal mucosa. From these results, it is believed

that the movable mucosal area is more susceptible to epithelial dysplasia which tends to be severe or moderate with a po-

tential for morphing into carcinoma.

Key words : leukoplakia, epithelial dysplasia, clinico-pathological
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Age and sex distribution

緒 言

白板症は，悪性化潜在能を有する前癌病変に位置付け
られ，口腔扁平上皮癌の発症，増殖および進展の過程を
知る上で重要な疾患である1−5）．今回著者らは，当科で
加療を行った白板症のうち，上皮性異形成の臨床病理組
織学的検討を行ったので報告する．

対象および方法

対象は 1999年から 2003年までの 5年間に初診時の生
検あるいは手術材料の組織標本で病理組織学的に白板症
と診断された 28歳から 88歳までの男性 54例，女性 35

例，合計 89例で検討した（Fig 1）．発現部位は，歯肉
が 37例で最も多く次いで舌 18例であった（Table 1）．
上皮性異形成を伴った症例は 89例中 39例（43.8％）に
認められた（Table 2）．
初診時における臨床所見として，臨床視診型は天笠

ら6）の分類に準じ，白斑型，紅斑型，疣型および丘型に
ついて部位別に分類した．病理組織学的検討について
は，上皮性異形成の有無および程度に分類し，部位，臨
床視診型および臨床症状の有無について検討した．上皮
性異形成は WHO の上皮性異形成の診断基準（1978）7）

に従い 12項目のなかで 2項目以下を mild, 3もしくは 4

項目を moderate, 5項目以上を severe と診断した．なお
本研究は，明海大学歯学部倫理委員会の承認を得て行っ
た（承認番号 A 0920）．

結 果

1．上皮性異形成の発現率および程度と発現部位
上皮性異形成を伴った症例は 89例中 39例（43.8％）

に認められた．上皮性異形成の程度は mild 14例，moder-

ate 13例，severe 12例であった．上皮性異形成を伴った
症例の発現部位は，舌に最も多く 18 例中 13 例（72.2

％），次いで頬粘膜 17例中 11例（64.7％）で可動性粘
膜に発現する傾向にあった．非可動性粘膜については，
歯肉 37例中 8例（21.6％），口蓋 7例中 2例（28.6％）
で可動性粘膜に比較して少ない傾向にあった（Table

2）．上皮性異形成の程度について舌は 13例中 severe 8

例，moderate 3例，mild 2例で異形成の程度が高い傾向
にあった．頬粘膜は 11 例中 severe 2 例，moderate 3

例，mild 6例で異形成の程度が低い傾向にあった．歯肉
は 8例中 mild 4例，moderate 4例で severe はみられず

─────────────────────────────
§別刷請求先：田村 希，〒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 Age and sex distribution in oral leukoplakias.

Table 1 Frequency of oral leukoplakias by site of location.

Location number of cases（％）

gingiva
dentulous gingiva maxilla

mandible
anodontia gingiva maxilla

mandible
tongue

lingual border
dorsum of tongue

cheek
floor of the mouth
palate
lip
multiple

37（41.6）
10
14
2

11
18（20.2）

16
2

17（19.1）
2（2.2）
7（7.9）
0（0.0）
8（9.0）

Table 2 Occurrence frequency of epithelial dysplasia by site
of location.

occurrence frequency of
epithelial dysplasia

（％）

total （n＝89） 39 43.8

Location

Gingiva （n＝37）
tongue （n＝18）
cheek （n＝17）
floor of the mouth （n＝2）
palate （n＝7）
lip （n＝0）
multiple （n＝8）

8
13
11
1
2
0
4

21.6
72.2
64.7
50.0
28.6

0
50.0
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異形成の程度が低い傾向にあった．（Table 3）．

2．上皮性異形成の発現率および程度と臨床視診型
臨床視診型については，白斑型 58例，紅斑型 21例，

疣型 8例，丘型 2例に分類された．上皮性異形成を伴う
症例は，白斑型は 58例中 13例（22.4％）であったのに
対し，紅斑型が 21例（100％）で全例に認められた．上
皮性異形成を伴わない症例は，白斑型は 58 例中 45 例
（77.6％）に認められ，紅斑型には認められなかった（Ta-

ble 4, Fig 2）．上皮性異形成の程度について mild は白斑
型に 9例，紅斑型に 2例みられた．moderate は白斑型 4

例，紅斑型 8例であった．severe は白斑型には認められ
なかったが，紅斑型に 11例みられた（Fig 3）．

3．上皮性異形成の臨床症状
上皮性異形成を伴う症例のうち，疼痛，違和感などの
症状を訴えた症例は 39 例中 19 例（43.8％）で見られ
た，また臨床視診型の白斑型は 13例中 1例（7.7％），
紅斑型を呈した症例が 21例中 17例（81.0％），であっ
た（Table 5）．

4．悪性化症例
悪性化症例は，89例中 3例（3.4％）に認められた．

臨床視診型は初診時紅斑型が 3例であった．いずれも病

Table 3 Frequency of epithelial dysplasia by site of location.

Location
Dysplasia

Cases
mild moderate severe

gingiva
tongue
cheek
floor of the mouth
palate
lip
multiple

4
2
6
0
2
0
0

4
3
3
1
0
0
2

0
8
2
0
0
0
2

8
13
11

1
2
0
4

Total 14 13 12 39

Table 4 Occurrence frequency of epithelial dysplasia by view-
point of clinical type.

occurrence frequency of
epithelial dysplasia

（％）

total （n＝89） 39 43.8

Viewpoint of clinical type

leukoderma （n＝58）
erythema （n＝21）
verruciform （n＝8）
papule （n＝2）

13
21
5
0

22.4
100

62.5
0

Table 5 Occurrence frequency of epithelial dysplasia and
symptoms by viewpoint of clinical type.

occurrence
frequency of

epithelial dysplasia
（＋）

symptoms
（＋） （％）

total （n＝89） 39 19 48.7

viewpoint of clinical type

leukoderma （n＝58）
erythema （n＝21）
verruciform （n＝8）
papule （n＝2）

13
21
5
0

1
17
0
1

1.7
81.0

0
50.0

Fig 3 Grade of epithelial dysplasia and the viewpoint of clini-
cal type（leukoderma and erythema）．

Fig 2 Occurrence frequency of epithelial dysplasia and the
viewpoint of clinical type.
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理組織学的に上皮性異形成が認められ，その程度につい
て 2 例 severe dysplasia，1 例 moderate であった．部位
は，舌，口底部および頬粘膜に各 1例づつ認められた．
いずれの症例についても初診時から 4年 3か月，1年，
2年 4か月，の年月を経て疼痛や症状の悪化を主訴に来
院していた（Table 6）．

考 察

上皮性異形成は，その癌遺伝子や癌抑制遺伝子の変化
により癌化の過程をたどることは広く認められており著
者らも病理組織学的検討を加え報告し8, 9）上皮性異形成
が口腔癌の前駆症状を示唆するものであると考えてい
る．その一方で上皮性異形成の有無や程度が必ずしも悪
性化と関連するとは言えないとする報告10）もあるが上皮
性異形成の高度化は遺伝子の変化，細胞間の接合因子や
分化などに少なからず影響を与えるものと推察される．
上皮性異形成の病理組織学的検討は多くなされているが
各施設によって発生率に大きなばらつきが認められる事
も指摘されており6, 10−14），いまだ明らかにされていない
部分もある．
口腔白板症の好発年齢は 40～70歳とされ，おおよそ

70～90％ の症例がこの年代に発生していたとの報
告6, 10−14）がある．性別では男性に多く，喫煙や飲酒の関
与によるとする指摘15）がある．自験例も他の報告6, 10−14）と
同様で，40歳以上の症例は 93.3％認められ，男性は女
性の 1.5倍多く見られる傾向にあった．発現部位は歯肉
に好発しやすいとされる報告6, 12）と舌に発現しやすいと
する報告10, 13, 14）があり，人種差や食生活，嗜好によるた
めではないかと推察されている15）．
病理組織学的に上皮性異形成を呈する割合は 20～75

％と幅広く，報告によって大きな差がある6, 10−14）．自験
例では 89例中 39例（43.8％）に認められた．上皮性異
形成の発生率の違いは上皮性異形成診断の客観性，部位
による異形成の差など統一した診断法がなく困難であ
り，また生検による病変は採取部位によっても見解が異
なる可能性が考えられるためである13）．また上皮性異形
成の個々の項目の強弱または程度が表記されていないこ

とによるとも指摘されている16）．本症に対しては治療前
の生検の必要性が指摘されているものの，臨床症状や所
見によって生検などは施行せず経過観察にとどまること
も多くあることから上皮性異形成発生頻度にそれらの影
響が現れる可能性も考えられる．
上皮性異形成の発現率と発現部位の関係は，舌，頬粘
膜の順で発生し，主に可動性粘膜に多く認められる傾向
にあった．この結果は Bánóczy ら11），清水ら13），黒川
ら14）の報告と同様であった．また上皮性異形成の程度と
発現部位については舌が severe を呈する傾向が高く，
頬粘膜は mild の傾向にあり，可動性粘膜の中でも異形
成の程度は異なる結果となった．天笠ら6），Silverman

ら17）は，可動性粘膜は常時刺激を受けやすいことが特に
舌や口底部は severe な異型度を呈し，また舌は悪性化
の頻度が高くなると指摘している．
上皮性異形成の発現率と臨床視診型については，紅斑
型が多いとする報告10）と疣型が多いとする報告6）がある．
自験例は紅斑型の全症例に上皮性異形成が認められ，疣
型も 62.5％と高頻度に認められる一方，白斑型は 22.4

％と低頻度の傾向にあった．上皮性異形成の程度につい
ては，白斑型は mild，紅斑型は severe を呈することが
多く両者は相対する結果となった．山本ら15）は，本症の
臨床所見において紅斑やびらん，潰瘍を伴ったものは上
皮性異形成の頻度が高い傾向にあり，疣状に隆起する場
合にも多いとしている．
上皮性異形成の臨床症状については，紅斑型において
はしみる，疼痛，違和感といった症状を呈する傾向が認
められた．一方白斑型は症状を呈する症例は少ない結果
となった．上皮性異形成と臨床症状を検討した報告はほ
とんどないが，本研究から紅斑型で，しみる，疼痛，違
和感といった症状を訴える症例については，病理組織学
的に上皮性異形成を発生している可能性が高いと考えら
れた．
悪性化症例について，口腔扁平上皮癌の発生過程は，
上皮性異形成を経由する dysplasia-carcinoma sequence が
一般的に考えられている8）．悪性化率は過去の報告では
3～10％前後とされているが，追跡期間や統一した要因

Table 6 Clinical features of 3 casea with oral leukoplakia developing into oral cancer.

Case No. Age Sex Location viewpoint of clinical type Grade of epithelial dysplasia Duration

1
2
3

60
60
49

F
F
M

tongue
floor of the mouth

cheek

erythema
erythema
erythema

severe
moderate

severe

4 Y 3 M
1 Y

2 Y 4 M
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がないことから見解の相違がある6, 10−14）．桐田らは悪性
化しやすい症例の特徴について検討した結果，発生部位
は舌，口底，頬粘膜で 40～60歳代の女性に多いとして
いる．また臨床視診型は紅斑型で病理組織学的には上皮
性異形成を伴い，moderate や severe の症例が多く，こ
れらの症例は悪性化潜在能が高いとする見解をまとめて
いる10）．自験例の悪性化症例では 3.4％に認められ，追
跡期間は約 5年～10年であった．発現部位は舌，頬粘
膜，口底部の可動性粘膜で，臨床視診型は紅斑型，病理
組織学的異形成を伴いその程度は moderate や severe で
過去の報告と一致する所見となった．
白板症が癌に至る過程には他因子の関与が複雑に関わ
っており，病変の本質を明らかにするためには多角的な
検討が必要と考えられる．今後本症と発生起因因子との
関係を中心にさらに免疫組織化学的検討を加えていきた
いと考えている．

結 論

今回著者らは，当科で加療を行った白板症とその上皮
性異形成の臨床病理組織学的検討をした結果下記結論を
得た．
上皮性異形成は，

1）舌，頬粘膜，口底部などの可動性粘膜部位
2）臨床視診型が紅斑型の場合
3）臨床症状を認める場合
に発生している可能性が高いと考えられた．またこれら
の所見を呈する症例は，悪性化潜在能を有する所見とし
ての対処が必要と考えられた．

本論文の要旨は，第 58回日本口腔科学会総会（2004年
5月，横浜市）において発表した．
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親水性シリコーンゴム印象材の表面自由エネルギーについて

山賀谷一郎§ 粟田 智 長沢 悠子
日比野 靖 中嶌 裕

明海大学歯学部機能回復学講座歯科生体材料学分野

要旨：親水性シリコーンゴム印象材練和物の表面自由エネルギーを象牙質，寒天およびガラス表面上における接触角の
測定値から算出し，印象材のぬれ性についてエネルギー的に検討をおこなった．市販親水性シリコーンゴム質印象材イン
ジェクションタイプ 11種と疎水性シリコーン印象材 1種を製造者の指定する練和方法にて練和し，練和泥を象牙質，寒
天あるいはガラス表面上に滴下し硬化前の接触角を測定した．3種の固体表面の表面エネルギー値は蒸留水，glycerol, n-

hexadecane, α -Bromonaphthalene を使用して算出した．各市販印象材の表面自由エネルギー値は 28.5から 37.6 dyn/cm で
あり有意差はみとめられなかった．象牙質，寒天およびガラスの表面自由エネルギー値はそれぞれ，39.0, 61.3および
46.6であった．実験に供した各印象材の表面自由エネルギー値は，象牙質，寒天およびガラス表面より低いことから，親
水性シリコーンゴム印象材はこれらの表面に対してぬれが優れていることがエネルギー的に確認できた．

索引用語：親水性シリコーンゴム印象材，表面自由エネルギー，接触角，ぬれ，象牙質

Determination of the Surface Free Energy of
Hydrophilic Vinyl Polysiloxane Impression Materials

Taniichirou YAMAGA§, Satoru AWATA, Yuko NAGASAWA,
Yasushi HIBINO and Hiroshi NAKAJIMA

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

Abstract : The surface free energy values of hydrophilic vinyl polysiloxane impression materials were determined from

contact angle measurements on dentin, agar or glass plates so as to investigate the wettability of impression materials from

the aspect of energetics. Eleven different commercially available hydrophilic and one hydrophobic vinyl polysiloxane im-

pression materials（injection-type or low viscosity-type）were examined. After the impression materials were mixed accord-

ing to the manufacturers’ instructions, a drop of mixture was placed on either dentin, agar or a glass surface, and the con-

tact angle of the drop was measured before it was set. The surface energy values of the solid surfaces tested were obtained

using distilled water, glycerol, n-hexadecane and α -Bromonaphthalene. The surface free energy values obtained for com-

mercial impression materials ranged from 28.5 to 37.6 dyn/cm. No significant differences in energy values were found

among the impression materials tested in this study. The surface energy values of dentin, agar and glass were 39.0, 61.3

and 46.6 dyn/cm, respectively. From the standpoint of energetics, the study confirmed that hydrophilic vinyl polysiloxane

impression materials exhibit good wettability on the solid surfaces tested because of the lower surface energy values of the

impression materials compared to those of the solid surfaces.

Key words : hydrophilic vinyl polysiloxane impression materials, surface free energy, contact angle, wettability, dentin
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緒 言

重付加型シリコーンゴム印象材はその優れた弾性回復
と寸法安定性などの理工学的性質のため，精密弾性印象
材として臨床において広く用いられている．
シリコーンゴム印象材の臨床への導入当初は，疎水性を
示した材料であったことから，口腔内印象や石膏模型作
製に際して気泡の混入などが発生し使用に際していくつ
かの問題点があった．しかしながら，その後，改良が続
けられ，近年では，口腔内組織や石膏とのぬれのよい親
水性を示す重付加型シリコーンゴム印象材となり臨床で
使用されるようになった1−3）．
口腔粘膜や歯面での印象材のぬれ特性，あるいは石膏
泥の印象材硬化体上でのぬれ現象は，液体・固体間の界
面現象の一つである．一般的に固体表面に液体が接触す
ると，表面エネルギーを少しでも小さくしようとする現
象が起こる．固体表面はほとんどの場合空気と接してい
るため，固体表面は空気中の気体を吸着しているが，液
体と固体表面が接すると吸着した気体が払いのけられて
固体と液体の直接的接触が生じる．この現象をぬれと呼
んでいる4）．固体表面に液滴を置いたとき，その液体が
薄く広がれば固体表面はぬれたことになり，液滴が広が
らなければ固体表面はぬれずに液体をはじいたことにな
る5−8）．
この固体の表面張力すなわち表面自由エネルギーは，
ぬれ，吸着，接着などを支配する重要な量である．この
表面自由エネルギーを導き出すことは，材料科学の立場
からみて，印象材の界面特性を把握する上で有意義であ
ると考えられる8）．
そこで本研究は，シリコーンゴム印象材の接触角の測
定値からシリコーンゴム印象材の表面自由エネルギーを
算出し，併せてシリコーンゴム印象材の象牙質表面等に
対するぬれについてエネルギー的に検討を行った．

材料および方法

1．実験材料
実験に使用した市販シリコーンゴム印象材 11 種を

Table 1に示した．また，コントロールとして市販の疎
水性シリコーンゴム印象材一種を選んだ．
象牙質としてウシ象牙質を使用した．牛歯は 4歳黒毛
和牛下顎前歯を抜去後，歯根部を切断，歯髄を除去し，
－20℃で冷凍保存したものを実験前に十分に解凍して

使用した．
寒天は歯科用複模型用寒天印象材（デュプリゲル，松
風，京都）を使用した．
ガラス板は陶材作業用具メタルボンド用セット（松

風）に付属している傷のないガラス練板を使用した．
液体として蒸留水，glycerol, n-hexadecane ならびに

α -Bromonaphthalene（試薬特級，和光純薬工業，東京）
を使用した．

2．実験方法
1）固体の表面自由エネルギーの算出
（1）固体の表面における液体の接触角の測定用試験片の

作製
ウシ象牙質は牛歯を樹脂モールド（直径 25 mm，高

さ 25 mm，マルトー，京都）に入れ，エポキシ樹脂（EpoFix

Resin, Struers, Birmensdorf, Switzerland）にて包埋，硬化
させた後，耐水 SiC 研磨紙 600番まで研削して平坦な
象牙質を作成した．
寒天は複模型用寒天印象材を約 80℃ の湯煎で溶解

し，内径 90 mm，深さ 20 mm のプラスチック製の容器
（アズノールシャーレ，アズワン，大阪）に注入して，
上面を傷の無い清潔なガラス板で圧接・硬化させて試験
片とした．
ガラス板は陶材作業用具セットに付属しているガラス
練板を幅 30 mm，長さ 100 mm，厚さ 5 mm に切断して
試験片とした．
（2）固体の表面における液体の接触角の測定
ウシ象牙質，寒天およびガラスの表面に対し，表面自
由エネルギーが既知の蒸留水，glycerol, n-hexadecane,

─────────────────────────────
§別刷請求先：山賀谷一郎，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能回復学講座生体材料学分野

Table 1 Materials used in this study.

Materials Manufacturer Lot No. Code

Dent Silicone Aqua Injection
Tosicon Pastel Injection C
Affinis Precious Light Body
Affinis Light Body
Fusion II Extra Wash Type
Fusion II Wash Type
Exa Mix Fine Injection Type
Exa Hi Flex Injection Type
Imprint II Grant Light Body
Aquasil Ultra XLV

Shofu
Dentsply-Sankin
Coltène
Coltène
GC
GC
GC
GC
3 M ESPE
Dentsply Caulk

040815
438047

0151995
0161123
0809031
0809021
0810021
0810021
8BERG1
0807021

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

*Dent Silicone-V Injection Shofu 020812 v

* : Control（hydrophobic impression material）
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α -Bromonaphthalene を使用して接触角の測定を行った
（n＝3）．測定は室温 23±2℃，相対湿度 50±10％で行
った．
測定には協和接触角計（CA-D 型，協和界面科学，東

京）を使用し，各固体表面にマイクリシリンジを用いて
1 μl の液体を静かに置き，30秒後に水平方向から写真
撮影した9）．得られた写真の液滴形状より幾何学的に接
触角を算出した．
接触角（θ）は以下の（1）式を使用して求めた．

θ＝2 tan−1（h／x） ……………（1）
ここで，x は液滴の底辺の 1/2の長さ，h は液滴の高

さの値である．
（3）固体の表面自由エネルギーの算出
（2）で得られた接触角の値と使用した液体の表面自由
エネルギーの値を以下の式に代入して，固体表面自由エ
ネルギーを求めた．
固体の表面自由エネルギー Fowkes の拡張式5, 7, 10）［式

（2）］および Young-Dupré の式5, 10）［式（3）］をもとに算
出した10）．

WA＝2（γ 1
a γ 2

a）1/2＋2（γ 1
b γ 2

b）1/2＋2（γ 1
c γ 2

c）1/2 ……（2）
WA＝γ L（1＋cosθ） ……………（3）
物質の表面自由エネルギー（表面張力）を γ，物質 1

と物質 2の間の接着仕事を WA とすると式（2）が成立
する．ここで，a は物質の表面自由エネルギーを三つの
成分として考えたときの分散力で，b は極性力，c は水
素結合力となる．
ここで，表面自由エネルギーの値10）は蒸留水が 72.8 dyn

/cm（γ L
a＝29.1, γ L

b＝1.3, γ L
c＝42.4），glycerol は 63.4 dyn/

cm（γ L
a＝37.4, γ L

b＝0.2, γ L
c＝25.8），n-hexadecane は 27.6

dyn/cm（γ L
a＝27.6, γ L

b＝0, γ L
c＝0），α -Bromonaphthalene

は 44.6 dyn/cm（γ L
a＝44.4, γ L

b＝0.2, γ L
c＝0）を使用して

計算を行った．
式（3）では，γ L は液体の表面自由エネルギーとな

り，θ は液体を固体の上に置いたときの接触角である．
測定されたウシ象牙質，寒天およびガラスの表面上に
おける蒸留水，glycerol, n-hexadecane, α -Bromonaphtha-

lene の接触角の値と，それぞれの液体の表面自由エネル
ギーの値を上記の式（2）と式（3）に代入して，ウシ象
牙質，寒天およびガラスの表面自由エネルギーを算出し
た（n＝3）．

2）シリコーンゴム印象材の表面自由エネルギーの算出
（1）固体表面におけるシリコーンゴム印象材の接触角の

測定
ウシ象牙質，寒天およびガラスの表面に対するシリコ
ーンゴム印象材練和物の接触角の測定を行った（n＝3）．
測定は室温 23±2℃，相対湿度 50±10％で行った．
シリコーンゴム印象材は，各メーカー指示にしたがっ
て練和した印象材練和物をシリンジを用いて 0.2 ml を
固体の表面に静かに置き，30秒後に水平方向からマク
ロ等倍撮影を行った（Fig 1）．撮影された写真から実験
（2）と同様に幾何学的に接触角の算出を行った．
（2）シリコーンゴム印象材の表面自由エネルギーの算出
ウシ象牙質，寒天およびガラスの表面に対するシリコ
ーンゴム印象材の接触角の値と，本研究で算出したウシ
象牙質，寒天およびガラスの表面自由エネルギーの値を
Fowkes の拡張式［式（2）］，Young-Dupré の式［式
（3）］に代入して，シリコーンゴム印象材の表面自由エ
ネルギーを算出10）した（n＝3）．
3）シリコーンゴム印象材と各固体間の湿潤張力の算出
ぬれ現象の定量的の尺度となる湿潤張力の算出を行っ
た．
湿潤張力5, 8）A は，

A＝γ L cos θ ……………（4）
として求められる．式（4）に，本実験で得られたシリ
コーンゴム印象材の表面自由エネルギーの値（γ L）と，
各固体に対する接触角（θ）の値を代入して湿潤張力の
算出を行った（n＝3）．
実験で得られた値については統計学的分析（ANOVA/

Scheffè’s test, α＝0.05）を行った．

Fig 1 Drops of mixed impression materials placed on the solid
surfaces.
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結 果

1．固体の接触角および表面自由エネルギー
象牙質，寒天およびガラスに対する蒸留水，glycerol,

n-Hexadecane そして α -Bromonaphthalene の接触角の測
定値を Table 2 に示す．象牙質表面においては n-

Hexadecane の接触角が，他の液体に比較して有意（p

＜0.05）に小さい値を示した．また，寒天表面において
は，α -Bromonaphthalene が，他の液体に比べて大きな
接触角を示した（p＜0.05）．なお，寒天表面上では蒸留
水の接触角は測定できなかった．ガラス表面上では，n-

Hexadecane が他の液体よりも有意（p＜0.05）に低い接
触角を示した．

Table 3 は象牙質，寒天およびガラスに対する蒸留
水，glycerol, n-Hexadecane そして α -Bromonaphthalene

の接触角の値（Table 2）から算出した象牙質，寒天な
らびにガラスの表面自由エネルギーの値を示す．寒天は
他の固体表面よりも有意（p＜0.05）に大きな表面自由
エネルギー値を示した．

2．印象材の接触角および表面自由エネルギー
象牙質，寒天およびガラス上に対するシリコーンゴム
印象材の接触角の測定値を Table 4に示す．象牙質，寒
天そしてガラス表面上での全ての印象材の接触角はコン
トロール（疎水性のシリコーンゴム印象材）を除いて，
全体としてそれぞれ有意な差が示されなかった（p＞
0.05）．また，ガラス表面に対するコントロール（疎水
性のシリコーンゴム印象材）を除いた全ての親水性のシ

リコーンゴム印象材の接触角は，象牙質や寒天表面に対
するコントロール（疎水性のシリコーンゴム印象材）を
除いた全ての親水性のシリコーンゴム印象材の接触角よ
り有意（p＜0.05）に高い値を示した．

Table 5に象牙質，寒天およびガラスに対するシリコ
ーンゴム印象材の接触角の値から算出したシリコーンゴ
ム印象材の表面自由エネルギーの値を示す．
求められたエネルギー値は，28.5 dyn/cm から 37.6 dyn/

cm の範囲にあり，コントロールを含めて全てのシリコ
ーンゴム印象材の表面自由エネルギーの値に有意な差は
示されなかった（p＞0.05）．
3．シリコーンゴム印象材と各固体との間の湿潤張力

Table 6に象牙質，寒天およびガラスに対するシリコ
ーンゴム印象材の接触角の値から算出したシリコーンゴ

Table 2 Contact angles of liquids on solid surfaces（Degree）.

Distilled water Glycerol n-Hexadecane α -Bromonaphthalene

Dentin
Agar
Glass

63.0（6.9）A

−−−−
53.2（4.2）C

68.5（2.7）A

15.0（0.9）B

76.9（2.5）C

16.8（6.1）
17.2（5.5）B

20.5（2.3）

29.5（6.3）
37.8（5.5）
51.7（9.7）C

（ ）：SD A, B, C : Not significant in each row

Table 3 Surface free energy of the solids.

Solid surface Surface free energy（dyn/cm）

Dentin
Agar
Glass

39.0（2.0）
61.3（0.2）
46.6（3.0）

（ ）：SD * : p＜0.05 ; Scheffè’s test

Table 4 Contact angles of impression materials on different
solid surfaces（Degree）.

Impression materials Dentin* Agar* Glass‡

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

19.1（1.8）
25.1（0.9）
21.3（1.7）
18.4（4.3）
15.7（0.8）
21.7（1.8）
16.3（1.7）
15.9（1.2）
21.1（2.8）
20.9（0.6）

23.9（1.4）
28.5（3.0）
26.9（1.8）
14.0（4.4）
17.8（3.2）
31.3（1.9）
17.7（1.6）
11.9（0.9）
32.1（0.4）
24.2（4.6）

31.5（3.1）
58.8（2.3）
29.7（2.7）
36.8（1.9）
29.7（1.5）
56.2（3.9）
30.7（0.7）
25.0（1.1）
47.0（1.0）
47.4（1.4）

v 41.7（4.7） 47.5（4.8） 41.4（1.6）

V : Control *p＞0.05 ; Scheffè’s test（Column）
（ ）：SD ‡p＜0.05 ; Scheffè’s test（Column）

Table 5 Surface free energy of impression materials.

Impression materials Surface free energy（dyn/cm）

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

30.3（3.4）
37.6（3.3）
30.5（4.1）
30.2（1.6）
29.4（3.0）
37.1（2.1）
29.5（2.8）
28.5（3.0）
34.4（1.6）
33.3（0.7）

v 37.1（7.4）

V : Control （ ）：SD

*

*
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ム印象材の象牙質，寒天およびガラスに対する湿潤張力
の値を示す．
象牙質に対する湿潤張力は 27.4 dyn/cm から 34.0 dyn/

cm，寒天に対する湿潤張力は 27.2 dyn/cm から 33.0 dyn/

cm，そしてガラスに対する湿潤張力は 19.5 dyn/cm から
27.8 dyn/cm の範囲となった．コントロールを含めて全
てのシリコーンゴム印象材の各固体表面（象牙質，寒
天，ガラス）に対しての湿潤張力の値には有意な差は示
されなかった（p＞0.05）．また，湿潤張力はガラスに対
するシリコーンゴム印象材の値が象牙質や寒天に対する
シリコーンゴム印象材の値より有意（p＜0.05）に低い
値を示したが，象牙質と寒天に対するシリコーンゴム印
象材の湿潤張力との間には有意な差は示されなかった
（p＞0.05）．

考 察

現在まで，親水性タイプの重付加型シリコーンゴム印
象材の表面自由エネルギーを測定した研究は数少なく，
シリコーンゴム印象材硬化体に対する脱イオン水の接触
角の測定値から表面自由エネルギーを算出した報告がな
されている11）．これはシリコーンゴム印象材を使用して
印象採得した後，石膏模型材作製のために注入する時の
シリコーンゴム印象材に対する石膏のぬれを表面自由エ
ネルギーから評価するために行われた研究と考えられ
る．一方，石膏泥をシリコーンゴム印象材上に滴下して
接触角を測定して，石膏泥のぬれを検討した研究12）があ
るものの表面エネルギーの算出までにはいたっていな
い．いずれにしても，親水性印象材使用の目的は，口腔
内印象時において印象材練和物を細部まで流れ込ませる

と共に印象面での気泡の混入を抑えること，また，石膏
注入時には石膏泥が印象面によくぬれて，模型表面に気
泡が出来ないようにすることである．その印象材表面性
状をエネルギー的に定量評価することは，これからの印
象材開発に対する基礎的な知見を与えるものである．
そこで本研究では，重付加型シリコーンゴム印象材の
表面自由エネルギーを 2段階に分けて測定を行い，シリ
コーンゴム印象材を液体とみなして表面自由エネルギー
の測定を試みた．
実験には 3種の固体表面を使用した．印象材の使用目
的から考え，象牙質面以外に寒天とガラスを使用した．
寒天はその組成の 80％が水からなるため13），湿潤した
口腔内粘膜面に類似する表面性状をもつものとして使用
した．一方，ガラス面については疎水性を示す固体の典
型例として使用した．今回固体として使用した象牙質，
寒天ならびにガラス板の表面自由エネルギーを測定する
ために，液体の表面自由エネルギーの 3成分である分散
力，極性力そして水素結合力が既知の液体（蒸留水，glyc-

erol, n-hexadecane, α -Bromonaphthalene）を使用して接触
角の測定を行った．それらの値を Fowkes の拡張式5, 7, 10）

と Young-Dupré の式5, 10）に代入して象牙質，寒天ならび
にガラスの表面自由エネルギーを算出した．
次に，重付加型シリコーンゴム印象材を練和直後に，
象牙質，寒天ならびにガラス板上に載せて接触角を測定
した．Fowkes の拡張式と Young-Dupré の式から，シリ
コーンゴム印象材の液体としての表面自由エネルギーを
求めた．その結果，実験に供したシリコーンゴム印象材
から測定された接触角の範囲では，算出された表面自由
エネルギーには有意な差は認められなかった．また，ぬ
れの尺度となる湿潤張力においても同様な結果となっ
た．すなわち，現在使用されている親水性シリコーンゴ
ム印象材においては，表面エネルギーとしてみれば，顕
著な差はないといえる．しかしながら，印象材としての
特性を考えるならば，エネルギー値だけでなく印象材練
和物の流動性も重要な要因と考えられ，この流動性の大
小によって印象時のぬれ性を高めていると推測される．
流動性は界面との関係だけでなく印象材自体の組成など
と深く関連している．表面エネルギーと流動性との関係
については，さらに研究を進める必要があると考える．
表面エネルギーの接着理論6）においては，固体表面の

ぬれは液体と固体の相対的表面自由エネルギーに依存
し，液体の表面自由エネルギーが固体の表面自由エネル
ギーより小さいとき，液体はその固体表面をよくぬらす
ことができるとされている．本実験結果より，算出され

Table 6 Wetting tension of impression materials to different
solids（dyn/cm）.

Impression materials Dentin Agar Glass

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

28.6（0.3）
34.0（0.3）
28.4（0.3）
28.6（0.7）
28.3（0.1）
34.5（0.4）
28.4（0.2）
27.4（0.2）
32.1（0.6）
31.1（0.1）

27.7（0.3）
33.0（1.0）
27.2（0.4）
29.2（0.5）
28.0（0.5）
31.6（0.6）
28.1（0.2）
27.9（0.1）
29.1（0.1）
30.3（1.0）

25.8（0.9）
19.5（1.3）
26.5（0.7）
24.2（0.6）
25.5（0.4）
25.5（0.4）
25.4（0.2）
25.8（0.2）
23.5（0.4）
22.5（0.5）

v 27.7（2.0） 25.0（2.3） 27.8（0.7）

V : Control （ ）：SD
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たシリコーンゴム印象材の表面自由エネルギーは，象牙
質，寒天およびガラスの 3種類の固体の表面自由エネル
ギーと比較していずれに対しても低い値を示した（Table

3, 5）．すなわち，象牙質面の印象において，親水性印
象材は象牙質とのぬれがよいことが確認された．とく
に，その中でも寒天は 80％程度水分を含む印象材であ
る．そのため，寒天とシリコーンゴム印象材の表面エネ
ルギー値の差は，象牙質，ガラスよりも大きいことは，
寒天表面において印象材のぬれがかなり優れていること
を示している．印象に際して口腔粘膜を完全に乾燥させ
ることは不可能な状況においても親水性シリコーンゴム
印象材は印象採得に有利なものと推測できる．また，コ
ントロールとして使用した疎水性重付加型シリコーンゴ
ム印象材においては，親水性印象材に比べて接触角は大
きくなる傾向があるものの，表面エネルギー値において
は親水性シリコーンゴム印象材と統計学的な有意差は認
められなかった．しかしながら，象牙質表面，寒天表面
およびガラス表面における表面エネルギー値との差をみ
ると親水性印象材よりも少ない傾向を示している．
水分を多く含む寒天よりガラスの方が疎水性であり，
象牙質や寒天よりガラスが低い湿潤張力を示した．この
ことからも，疎水性印象材は親水性印象材よりもぬれ特
性が劣ることが確認できたと思われる．
今回の実験結果から市販の親水性シリコーンゴム印象
材は，製品によりぬれ特性に幅があることが示され，製
品によっては実験に供した疎水性印象材と差のないもの
もみられた．今後，さらに印象材組成や流動性などとの
関連も調べる必要があると考えられた．

結 論

固体の表面張力すなわち表面自由エネルギーは，ぬ
れ，吸着，接着などを支配する重要な量である．この表
面自由エネルギーを導き出すことは，材料科学の立場か
らみても極めて有意義であると考え，シリコーンゴム印
象材の接触角の測定値からシリコーンゴム印象材の表面
自由エネルギーを算出し，併せてシリコーンゴム印象材
の象牙質表面に対するぬれについてエネルギー的に検討
を行った結果，以下のような結論を得た．

1．表面自由エネルギーは，市販の各種親水性重付加型
シリコーンゴム印象材においては，有意な差は示され
なかった．コントロールとしての疎水性重付加型シリ
コーンゴム印象材との差が示された．

2．ガラス面に対するシリコーンゴム印象材の湿潤張力
の値は，象牙質や寒天面と比べて有意に低い値を示し
た．
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Introduction

Most of the soft drinks we commonly consume, in-
cluding sport drinks, carbonated beverages, and fruit

juices, have been reported as an etiology in the devel-
opment of acid erosion1−4) depending on how and how
much such soft drinks are consumed. In addition, it is
known that the mechanism of pH homeostasis in the

Effects of Soft Drink on Salivary pH in the Mouth

Shoji TAKAHASHI§, Takashi OGIHARA , Reina KUROSHITA,
Hitoshi KURIHARA, Tomomi NAKAMURA, Koji WATANABE

and Shigeru WATANABE
Division of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Department of Human Development & Fostering,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Very little research has been carried out on the effects of soft drink on salivary pH in the mouth. The aim of

this study was to evaluate the changes of pH and flow rates of whole saliva after swallowing a 100% orange juice (pH 3.8).

The unstimulated flow rate was measured for 1 minute by allowing saliva to drip off the lower lip into a weighed con-

tainer. The flow rate of stimulated saliva was also measured in a similar manner after 20 ml of 100% orange juice was

rinsed around the mouth for 5 seconds and then swallowed.

The altered flow rate and reduced pH of the whole saliva due to the soft drink recovered within about 10 minutes to al-

most the original level. The mean pH of unstimulated whole saliva of 10 subjects was 7.3. The pH values of 4 subjects

among 10 dropped below 5.4, but all recovered to exceed the original level within 60 seconds. A negative correlation was

observed between the salivary flow rate and salivary pH during the after swallowing orange juice to the following 300 sec-

onds. The mean total volume of saliva collected from subjects during the same period was 4.34 ml .

Key words : soft drink, salivary pH, salivary flow rate

清涼飲料が口腔内唾液 pH に及ぼす影響

高橋 昌司§ 荻原 孝 黒下 礼奈 栗原 仁
中村 朋美 渡辺 幸嗣 渡部 茂
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

要旨：低 pH 清涼飲料を摂取した際の口腔内唾液量および pH の変化についてはほとんど研究が行われていない．本研
究では，清涼飲料（100％オレンジ果汁飲料，pH 3.8）摂取後の全唾液 pH，ならびに唾液流出速度の経時的計測を行な
った．安静時の唾液分泌速度の計測は被験者に 1分間，下唇から秤量容器に唾液を滴下させた．また刺激時唾液分泌速度
は被験者に 20 ml の 100％オレンジ果汁飲料を 5秒間リンスさせ嚥下した後，安静時唾液採取時と同様の方法で測定し
た．その結果，清涼飲料摂取により変化した全唾液分泌速度および pH は，飲料摂取後 10分程度で摂取前の安静状態と
ほぼ同程度となった．10名の被験者の安静時全唾液平均 pH は 7.3で，pH が 5.4を下回ったのは 10名中 4名であったが
60秒後にはそれを上回る回復が 4名全員に認められた．嚥下終了後から 300秒までの区間において唾液分泌速度と pH

の間には逆相関が見られた．また同区間において分泌された唾液量総量の被験者平均値は 4.34 ml であった．

索引用語：清涼飲料，唾液 pH，唾液分泌速度
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mouth has been cleared by several studies such as the
salivary flow rate in response to the stimulations of
different intensities5, 6), the velocity of salivary flow
distributed within the mouth7), the volume of saliva for
the different regions in the mouth8), and the mecha-
nism of swallowing and dilution with saliva9). How-
ever, the effect of low pH beverage intake on salivary
pH in the mouth has still not been sufficiently clari-
fied. This study was intended to determine the
changes of salivary pH and the flow rate after ingest-
ing a soft drink to provide evidence valuable for guid-
ance on dental health and particularly on dietary hab-
its in dental clinic.

Subjects and Methods

This study was performed in accordance with the
guidelines of the ethics committee of Meikai Univer-
sity School of Dentistry (approval number : A 0708).

10 adult subjects of both sexes (4 men [25 y 6 m to
40 y 5 m] and 6 women [25 y 6 m to 40 y 4 m]) who
were in good general physical condition and not on
any medications participated in the study. Before the
experimental test, the unstimulated saliva expectorated
for 1 minute was collected three times to measure the
weights and pH values, and the weights were equated
to volume to obtain the unstimulated flow rate of
whole saliva. The collection of saliva when the subject
was at unstimulated was carried out using the method
described by Dawes et al. 10). The salivary pH was
measured using pH meter, ISFET pH meter KS 723
(Shindengen, Tokyo, Japan). The subjects were then
asked to hold 100% orange juice in their mouths for 5
seconds to ensure thorough distribution within the
mouth and then to swallow. The whole saliva was col-
lected during each time period of 0−5, 5−15, 15−30,
30−60, 60−180, 180−300, and 300−600 seconds after
swallowing using the same method for the collection
of unstimulated saliva and the secretion was converted
into the flow rate per minute. At 600, 1200, and 1800
seconds, the flow rate was measured for 1 minute re-

spectively. Subjects were instructed to avoid moving
the tongue unnecessarily and swallowing. After the
measurement of the weight of saliva which collected
each period, the pH was also measured.

Results

Fig 1 shows the results for the salivary flow rate af-
ter swallowing the orange juice. The unstimulated sali-
vary flow rate was 0.3±0.1 ml /min before swallow-
ing, and the highest value was 3.4±2.3 ml /min just
after the swallowing. The flow rate then decreased
gradually to 0.4±0.2 ml /min at the 600 second period
afterwards.

Fig 2 shows the results for the pH changes after
swallowing orange juice. The location that was at pH
7.2±0.5 just before the swallowing of the juice
showed the lowest pH of 6.1±1.6 for the measure-
ment period immediately after the swallowing. The pH
then rose at each subsequent measurement, and ex-
ceeded the first pH during the 30−60 second period,
when it was pH 7.8±1.1. The pH decreased gradually
afterwards, returning to the pH before the swallowing
at 600 second.

The relationship between the salivary flow rate and

─────────────────────────────
§Correspondence : Shoji Takahashi. Division of Pediatric Dentistry,

School of Dentistry, Department of Human Development & Foster-
ing, Meikai University School of Dentistry, 1−1 Keyakidai, Sakado,
Saitama 350−0283, Japan.

Fig 1 The stimulated salivary volume after swallowing of
100% orange juice.

Fig 2 The pH change after swallowing orange juice.
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the salivary pH measured from just after swallowing
to 300 seconds is shown in Fig 3. The negative corre-
lation (r＝－0.87, p<0.05) was observed between the
two. The mean total volume of saliva collected over
the above period was 4.34 ml .

Discussion

Salivary Flow Rate
In this study, the changes in pH and flow rates of

whole saliva following the intake of the low pH soft
drink were determined. As the whole saliva is com-
posed of not only saliva secreted from the parotid, the
submandibular and the sublingual glands, and minor
salivary glands but also gingival fluid, it is suitable for
monitoring the oral environment.

The unstimulated salivary flow rate generally ob-
served in previous studies was about 0.3−0.5 ml /
min11), while it also had wider normal limits. The un-
stimulated salivary flow rate obtained in this study
was 0.3±0.1 ml /min and was within the referenced
range. Immediately after applying the acid taste simu-
lation produced by the soft drink, the whole salivary
flow rate increased to 3.4±2.3 ml /min, which was
about 9 to 10−fold greater than the unstimulated flow
rate. Watanabe et al. 5) investigated the maximum sali-
vary flow rate using citric acid of three different con-
centrations (52 mmol/l , 156 mmol/l , and 260 mmol/l )
and obtained the maximum salivary flow rate of about
7 ml /min in response to stimulation produced by the
most highly concentrated 260 mmol/l citric acid. Al-
though the 100% orange juice used in this study
should have been a weaker source of stimulation com-
pared to citric acid of a similar concentration, the

maximum salivary flow rate of about 8 ml /min was
observed among subjects. And thus the wide variation
in stimulated salivary flow rates, as well as the un-
stimulated salivary flow rates, between individuals has
been indicated. The mean total volume of saliva ex-
pectorated by subjects during the time period from
just after soft drink intake to 300 seconds was 4.34
ml , which is equivalent to an increase about 2.8 times
greater in flow rate than the unstimulated salivary
flow rate of 0.3 ml /min as assumed for this time pe-
riod. Such a large volume of saliva in 5 minutes may
contribute to elevating the pH and thus to protecting
the oral mucosa and preventing dental decalcification
by elevating the pH in the mouth.

Among the kinds of stimulation affecting the flow
rate, gustatory stimuli have significantly greater effects
compared to mechanical stimuli and are known to be
attributable to as much as 80% of the salivary flow
rate during chewing6). The salivary flow rate in re-
sponse to gustatory stimuli varies according to the
quality of taste applied12). In the previous study of hu-
man parotid salivation using sucrose, salt, tartaric acid,
and quinine hydrochloride where the concentrations
were adjusted to elicit similarly sensed gustatory stim-
uli, tartaric acid was reported to be the taste inducing
the greatest salivation. The greater effect of acid taste
on enhancing salivation among all other tastes has
been explained neurophysiologically by the higher af-
finity of the cells of the salivary nucleus in the me-
dulla oblongata to the afferent information of the acid
taste compared to those of any other taste13). The fact
that salivation is most enhanced in response to the
acid, which causes harmful decalcification of the
teeth, for the prevention of dental decalcification is of
clinical significance.

Salivary pH
Among the many effects of saliva, the most signifi-

cant is involved in maintaining pH homeostasis in the
oral environment. Bicarbonic acid has a key role in
controlling salivary pH, and its concentration depends
on the salivary flow rate14). Accordingly, this means
the change in the salivary flow rate is synonymous
with the change in salivary pH. In this study, the rela-

Fig 3 The relationship between the salivary flow rate and the
salivary pH measured from just after swallowing to 300 seconds.
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tively higher mean pH value of 7.2±0.5 was obtained
from the subjects, whereas the average unstimulated
whole salivary pH was reported to be generally 5.7−
7.115). As demonstrated in this study using 100% or-
ange juice with a low pH of 3.8, intra oral pH is pre-
vented from extreme drops by increased salivation and
the effectively elevated salivary pH even after such
low-pH beverage ingestion.

One hundred percent orange juice, being reasonable
in price and rich in vitamin C, seems to be enjoyed by
people all over the world. While their negative effects
on obesity and diabetes should be a concern, it was
confirmed in this study that the pH control mechanism
adjusted by saliva serve to protect the oral mucosa
and teeth from the influences caused by such low pH
challenges.

Conclusion

In this study, we investigated the oral pH environ-
ment following the ingestion of a soft drink to estab-
lish evidence useful for providing guidance on dental
health and, particularly, on dietary habits in the clini-
cal dental setting. The results demonstrated the highly
sensitive and regulated salivation in response to in-
traoral pH, which therefore contributes to maintaining
homeostasis of the oral environment.

References

１）ten Cate JM and Imfeld T : Dental erosion, summary. Eur J
Oral Sci 104, 241−244, 1996

２）Yamamoto M, Miyazaki Y, Miura K and Nagasaka N : Stud-
ies concerning the effect of sport drinks on hydroxy apatite disso-

lution (in Japanese). Shoni Shikagaku Zassi 29, 86−94, 1991
３）Yokota C and Shimizu K : Influence on the dental enamel by

drinking various types of ionized drinks (in Japanese). Shoni
Sikagaku Zassi 47, 615−620, 2009

４）Sato S, Mizuedani Y, Hino Y and Oho T : Evaluation of the
cariogenic properties of soft drinks and beverages (in Japanese).
Koku Eisei Gakkai Zassi, 57, 117−125, 2007

５）Watanabe S and Dawes C : The effects of different foods and
concentrations of citric acid on the flow rate of whole saliva in
man. Arch Oral Biol 33, 1−5, 1988

６）Watanabe S and Dawes C : A comparison of the effects of
tasting and chewing foods on the flow rate of whole saliva in
man. Arch Oral Biol 33, 761−764, 1988

７）Dawes C, Watanabe S, Biglow−Lecomte P and Dibdin GH :
Estimation of the velocity of the salivary film at some different
locations in the mouth. J Dent Res 68, 1479−1482, 1989

８）Watanabe S : Salivary clearance from different regions of the
mouth in children. Caries Res 26, 423−427, 1992

９）Dawes C : A mathematical model of salivary clearance of
sugar from the oral cavity, Caries Res 17, 321−334, 1983

１０）Dawes C : Physiological factors affecting salivary flow rate,
oral sugar clearance, and the sensation of dry mouth in man. J
Dent Res 66, 648−653, 1987

１１）Becks H and Wainwright WW : Rate of flow of resting saliva
of healthy individuals. J Dent Res 22, 391−396, 1943

１２）Kerr AC : The effect of gustatory stimulation on the produc-
tion of salivary secretions. In : The physiological regulation of
salivary secretions in man. Pergamon Press, Oxford, pp 61−73,
1961

１３）Kawamura Y and Yamamoto T : Studies on neural mecha-
nisms of gustatory−salivary reflex in rabbits. J Physiol 285, 35−
47, 1978

１４）Lilienthal B : An analysis of the buffer system in saliva. J
Dent Res 34, 516−530, 1955

１５）Mandel ID : The role of saliva in maintaining oral homeosta-
sis. J Am Dent Assoc 119, 298−304, 1989

(Received June 15, 2010 ; accepted July 1, 2010)

84 TAKAHASHI S, OGIHARA T, KUROSHITA R, et al J Meikai Dent Med 39, 2010



緒 言

矯正歯科臨床において前歯部の叢生は最も多く遭遇す
る不正咬合である．患者の主訴においても前歯部に限定

して来院することが多く discrepancy の解消のために抜
歯や拡大による治療が行われている．しかし近年，前歯
部だけではなく臼歯部にも discrepancy が生じ，下顎第
二大臼歯が下顎第三大臼歯のように近心傾斜を伴い萌出
不全を呈していたり，埋伏している症例が多く報告され
ている．この主な原因としては，下顎骨と歯の大きさの

両側下顎第二大臼歯の埋伏を伴う骨格性Ⅰ級叢生症例

高山 博子§ 松井 成幸
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 18歳 3か月の女性で前歯部の叢生を主訴として来院した．検査の結果，骨格性Ⅰ級，上顎前歯部唇側
傾斜，上下顎叢生および両側下顎第二大臼歯の埋伏を伴う臼歯関係 AngleⅡ級と診断した．両側下顎第二大臼歯は近心傾
斜を伴って埋伏しており，posterior discrepancy を認めた．治療は両側下顎第三大臼歯と上下左右第一小臼歯を抜去後，マ
ルチブラケット装置を用いて行い，両側下顎第二大臼歯の整直においてはセクショナルアーチを併用した．動的治療期間
は 2年 3か月であった．
その結果，埋伏歯の近遠心にスペースを得ることができ効果的に整直が行えた．下顎前歯においても十分な舌側移動が
行うことができ側貌が改善された．また，両側下顎第二大臼歯近遠心の歯槽骨の回復は良好であった．

索引用語：下顎第二大臼歯，埋伏，posterior discrepancy

Skeletal Class I Crowding Associated with Bilateral Mandibular
Second Molar Impactions

Hiroko KOYAMA§ and Shigeyuki MATSUI
Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University of Dentistry

Abstract : An 18-year-old female presented at our office with a chief complain of anterior crowding. On examination,

the case was diagnosed with Angle Class II molar relationship associated with bilateral mandibular second molar impac-

tions, maxillomandibular crowding, labial tipping of the maxillary incisors and skeletal Class I malocclusion. Bilateral im-

paction of the mandibular second molars was associated with mesial inclination, and posterior discrepancy was also ob-

served. Multibracket appliance treatment was performed following bilateral extractions of the mandibular third molars and

maxillomandibular first premolars, and a sectional arch was concurrently applied to upright the bilateral mandibular second

molars. The active treatment period was 2 years and 3 months.

As a result, space was created mesiodistally to the impacted teeth and effective uprighting was achieved. In the anterior

tooth region, lingual retraction was adequate and facial profile improved. Alveolar bone recovery mesiodistal to the bilateral

mandibular second molars was also favorable.
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不調和，歯胚の位置，萌出方向，骨性癒着，下顎骨形態
などがあげられる．
今回，下顎両側第二大臼歯の埋伏を認め，前歯部臼歯
部ともに著しい discrepancy を伴った症例において，下
顎第二大臼歯の整直を行い，良好な治療結果を得たので
報告する．

症 例

患者：18歳 3か月，女性
主訴：前歯部の叢生
顔貌所見：正貌は対称，側貌はコンベックス型を呈し，
口唇閉鎖時にオトガイ筋の緊張を認めた（Fig 1A）．
口腔内所見：下顎第二大臼歯は左右側共に埋伏し，下顎
左右第一大臼歯の遠心傾斜を認めた．上下顎左右犬歯は
低位唇側転位を呈し，上下顎共に前歯部臼歯部に叢生を
認めた．また，下顎左右第三大臼歯の萌出を認め，上顎
第二大臼歯と咬合していた．
上顎歯列正中は顔面正中に対し 3.0 mm 右側へ偏位，
下顎は 1.0 mm 左側へ偏位していた（Fig 2A）．
模型所見：萌出しているすべての歯の幅径が＋1 S.D. を
超えて大きく，上顎前歯は＋3 S.D.，下顎臼歯は＋2

S.D. と特に大きい値を示した．したがって上下顎共に
歯冠幅径総和が大きく，下顎において著明であった．

Anterior ratio（標準値：78.09％±2.19）は 77.55％ で
標準値を示し，over-all ratio（標準値：91.37％±2.10）
は 93.40％とやや大きい値であった．Arch length discrep-

ancy は右上－7.1 mm，左上－1.0 mm，右下－2.3 mm，
左下－3.0 mm であった．Spee カーブは 2 mm, overbite

＋1.5 mm, overjet＋2.0 mm，大臼歯関係は右左側共に An-

gleⅡ級であった．
セファロ所見：骨格的にⅠ級，下顎角は＋1 S.D. の開大
を認めた．上顎前歯部に唇側傾斜を認めた（Table 1）．
エックス線写真所見：下顎左右第二大臼歯は近心傾斜を
伴い埋伏していた．上下顎左右に第三大臼歯を認めた
（Fig 3A, Fig 4A）．

診 断

骨格性Ⅰ級
上顎前歯部唇側傾斜，上下顎叢生および下顎左右第二大
臼歯の埋伏を伴う臼歯関係 AngleⅡ級
問題点：
1）骨格系 骨格性Ⅰ級，下顎骨の開大
2）歯系 下顎左右第二大臼歯の埋伏，上下顎叢生，上
顎前歯唇側傾斜，臼歯関係 AngleⅡ級

3）審美系 コンベックスプロファイル，オトガイ筋の
緊張，E-line に対し下口唇は 2.0 mm 突出，上口唇は
1.0 mm 後退

治療目標・計画

治療目標は，埋伏している下顎第二大臼歯の整直，上
下顎叢生の改善，臼歯関係 AngleⅠ級の確立，正中線の
改善，コンベックスプロファイルの改善とし，下顎左右
第三大臼歯と上下左右第一小臼歯を抜去し治療を行うこ
ととした．
上顎には加強固定としてヘッドギアーを用い，フルブ
ラケットシステムにより配列を行う．下顎第二大臼歯の
整直については，第三大臼歯抜去と第一大臼歯の近心移
動により近遠心に配列スペースを獲得し，セクショナル
アーチを併用することとした．

治療経過

（動的処置期間 2年 3か月，保定期間 3年）
上顎左右第一小臼歯を抜去後，上顎にエッジワイズブ
ラケット（.018″×.025″スロット Roth type）を装着し
て，上顎を先行しレベリングを開始した．治療開始から
4か月後，上顎に .016″のステンレススチールワイヤー
を装着し，オープンコイル，パワーチェインを用いて上
下顎歯列の正中を合わせながら犬歯の遠心移動を行っ
た．その際，上顎大臼歯の加強固定としてハイプルヘッ
ドギアーを使用した．下顎は左右第三大臼歯と左右第一
小臼歯を抜去後，エッジワイズブラケット（.018″×.025″
スロット Roth type）を装着して，ステンレススチールワ
イヤーによりレベリングを行った．レベリング中に下顎
左右第二大臼歯は遠心咬頭の萌出を認めた．次に .016″
×.022″ステンレススチールワイヤーによるリトラクシ
ョンアーチを装着し，下顎前歯部の舌側移動と下顎臼歯
部の近心移動を行った．1 年 4 か月後，上顎に .018″
×.025″ステンレススチールワイヤーを装着し，上顎前
歯部舌側移動を開始した．その後，下顎に .017″×.025″
ステンレススチールワイヤーとセクショナルアーチを装
着し，下顎左右第二大臼歯の整直を行った（Fig 5）．こ
の時，前歯部に垂直ゴムを使用した．1年 11か月後，
上下顎に MEAW（multiloop edgewise arch wire）を装着
し，右側にⅢ級，左側にⅡ級の顎間ゴムを用い，上下顎
歯列の正中を合わせながら咬合の緊密化を行った．2年
3か月後，上顎 Begg タイプリテーナー，下顎スプリン
グリテーナーにより保定を開始した．
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（A） （B） （C）

（A） （B） （C）

Fig 1 Facial photographs. （A）Pre-treatment （B）Post-treatment （C）Post-retention

Fig 2 Intraoral photographs. （A）Pre-treatment （B）Post-treatment （C）Post-retention
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（A）

（B）

（C）

（A）

（B）

Fig 5 For uprighting lower second molar, .016″×.016″blue elgiloy wire was used in this case.

Fig 6 Superimpositions of pre-treatment, post-treatment and post-retention cephalometric tracings.
（A）Superimpositions Cephalometric tracing on the SN plane at S
（B）Superimpositions Cephalometric tracing on the Palatal plane at ANS
（C）Superimpositions Cephalometric tracing on the Mandibular plane at Me

Fig 3 Panoramic tomography.
（A）Pre-treatment （B）Post-treatment （C）Post-retention

Fig 4 Dental x-ray of mandibular molars.
（A）Pre-treatment （B）Post-treatment
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治療結果

埋伏していた下顎左右第二大臼歯は整直し咬合してい
る．臼歯関係Ⅰ級，犬歯関係Ⅰ級，overbite ＋3.5 mm, over-

jet ＋3.0 mm と適切な咬合関係が確立された（Fig 2B）．
オトガイ筋の緊張は改善され，E-line に対し下口唇は一
致，上口唇は 1.5 mm 後退した．側貌はコンベックスか
らストレートへと改善した（Fig 1B）．上顎前歯の歯軸
は標準，下顎前歯は－1 S.D. を超えて舌側傾斜を認め
た．重ね合わせより，上顎第一大臼歯は 3.5 mm 近心移
動，下顎第一大臼歯は遠心傾斜が改善され 4 mm の近心
移動を認めた．下顎骨の回転は認められなかった（Fig

6, Table 1）．エックス線写真所見より，下顎第三大臼歯
抜去伴う歯槽骨の欠損は認められず，下顎第一大臼歯と
下顎第二大臼歯間の歯槽骨は十分な回復がみられた（Fig

3B, Fig 4B）．

考 察

矯正患者における埋伏歯を伴う割合は，約 3.5％とさ
れている．その中でも下顎第二大臼歯の埋伏は稀で，0

～0.2％と言われている．埋伏歯の発現部位としては，
下顎第三大臼歯が最も多く，ついで上顎前歯部となり，
下顎第二大臼歯は上顎第二大臼歯とともに最も埋伏しが
たいと報告されている．さらに本症例のように下顎第二
大臼歯の埋伏が両側においてみられるのは非常にまれで
ある．
大臼歯の埋伏や近心傾斜の原因の 1つとして，poste-

rior discrepancy すなわち第一大臼歯より後方の discrep-

ancy が考えられる．discrepancy は歯と顎の大きさの不
調和から生じるが，下顎骨の形態や歯胚の位置との関連

も大きいと報告されている．Posterior discrepancy のあ
る症例において頻繁にみられる第三大臼歯の埋伏に関し
て，亀井ら1）は後方容量のみではその判断は不確実であ
り，個々の歯の大きさの関与が大であること，下顎骨の
形態やその前後的位置の影響も考慮すべきであると述べ
ている．また下顎第二大臼歯の近心傾斜を認めるものの
形態的特長について吉江ら2）は 1）下顎骨形態は下顎角
が有意に開大し，下顎骨骨体長が短く，2）Ricketts に
よる facial pattern の分類においては，dolicho facial pat-

tern が 60％を占めた，3）Xi-M 1, Pm-M 1は有意に小さ
く，下顎臼歯後方部で萌出余地不足が認められた，と報
告している．
本症例の下顎骨形態においては，下顎角は 126.7°と

やや開大しハイアングル傾向であったが，Xi-M 1（下顎
枝中央から下顎第一大臼歯遠心端までの距離）において
は 29.0 mm と正常値を示した．下顎骨骨体長は標準，
Co-Go は－1 S.D. であった．Ricketts による facial pattern

の分類においては，dolicho facial pattern を示した．また
模型分析においては，萌出しているすべての歯の幅径が
＋1 S.D. を超えて大きく，上顎前歯は＋3 S.D.，下顎臼
歯は＋2 S.D. と特に大きい値を示した．したがって上下
顎共に歯冠幅径総和が大きく，下顎において著明であ
り，over-all ratio は大きい値を示した．このことから本
症例の posterior discrepancy において下顎骨形態と歯冠
幅径総和の関連が示唆された．
本症例は初診時，下顎第三大臼歯はすでに萌出を認

め，下顎の posterior discrepancy の解消のためには，埋
伏している第二大臼歯の抜去か，あるいは第三大臼歯を
抜去し第二大臼歯を整直することが選択肢として考えら
れた．診断の結果，下顎第三大臼歯の抜去を選択した
が，その理由として，埋伏している下顎第二大臼歯の抜
去を行った場合，骨の削除量が多く，下顎第一第三大臼
歯間の歯槽骨の回復が得られないことがあること，また
下顎第三大臼歯を第二大臼歯の位置まで移動して整直す
ることは困難であり，より治療を長引かせる可能性があ
ることが考えられた．一方，埋伏し萌出が停止している
歯は骨性癒着していることがしばしば認められる．その
ため歯科用エックス線写真により下顎第二大臼歯の歯根
膜を確認し，骨性癒着等はないと判断した．さらに歯冠
歯根形態，歯根長，位置，傾斜の程度なども考慮したう
えで，下顎第二大臼歯に矯正力をかけて整直すること，
臼歯部での咬合に含めることが可能であると判断した
（Fig 4）．
下顎第三大臼歯の抜去はブラケット装着前に行い第二

Table 1 Cephalometric analysis.

Measurement（°） Pre-treatment
（18 y 3 m）

Post-treatment
（20 y 8 m）

Post-retention
（23 y 11 m）

SNA
SNB
ANB
FMA
IMPA
FMIA
Ramus inclination
Y-axis
U 1-SN
L 1-mandibular
interincisal

83.0
79.0

4.0
33.7
91.8
54.5
87.0
64.6

110.0
94.6

120.0

84.0
81.0

3.0
33.8
86.1
60.1
85.0
64.0

106.5
86.0

128.0

83.0
80.5

2.5
31.0
89.5
60.5
85.0
63.0

106.7
89.0

125.0
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大臼歯への圧力の減少をはかり，下顎第一小臼歯の抜歯
スペースを利用し，下顎第一大臼歯の遠心傾斜の改善と
近心移動を行った．それにより，下顎第二大臼歯の整直
のためのスペースが確保でき，若干の自然萌出を認め
た．しかし下顎第二大臼歯の歯根の状態から萌出時期は
過ぎていること，また下顎第二大臼歯の近心傾斜が強
く，自然萌出による整直は望めないと考え，ループを組
み込んだセクショナルアーチワイヤーを用い遠心方向へ
矯正力をかけながら整直をおこなった（Fig 5）．下顎第
三大臼歯を抜去したことにより，効果的に遠心方向への
整直が可能になり，下顎第一小臼歯抜歯により下顎前歯
においても十分な舌側移動が行うことができた．
この結果，下顎第二大臼歯を含めた適切な臼歯部の咬
合関係とプロファイルの改善を得ることができた．
Kugelgerg7）らは下顎第三大臼歯抜去後，隣接する下顎第
二大臼歯遠心面にしばしば骨欠損がみられることを述べ
ているが，抜去時，患者の年齢が 10代後半であったこ
ともあり，下顎第二大臼歯遠心に骨欠損は認められず，
下顎第一大臼歯と下顎第二大臼歯間の歯槽骨の回復も良
好であり，保定開始後 3年の現在も咬合は安定している
（Fig 3B, Fig 4B）．

Posterior discrepancy による第二大臼歯の近心傾斜や
埋伏を防ぐために，第三大臼歯の早期抜去の有効性につ
いても多く報告されている．Ricketts3）は成長過程で明ら
かに第三大臼歯の萌出スペースが不足している場合．第
三大臼歯の歯胚を摘出することが有効であると述べてい
る．また山形ら4）は，下顎の発育の不十分な症例では，
萌出障害を起こした第三大臼歯は早めに抜去することが
望ましいとしている．このような症例では第三大臼歯の
歯胚は下顎枝前縁で前倒しており，石灰化開始前後の時
期を選べば下顎枝前縁の粘膜を切開して容易に摘出する
ことができる．これによって posterior discrepancy は容
易に解消され，第二大臼歯は自然にアップライトする5）

と述べている．また Andreasen6）は第二大臼歯と第三大
臼歯の歯胚が接触し，萌出が制限されている場合は，ど
ちらかの歯を抜去するべきであると述べている．本症例
のように近年，posterior discrepancy の伴った症例が多く

報告されていることから，下顎第二大臼歯と第三大臼歯
の位置関係について，第三大臼歯が萌出前の歯胚の時期
に判断することは posterior discrepancy の解消に有効で
あり，検診等における早期発見および適切な処置の重要
性が示唆された．

ま と め

本症例では埋伏している下顎第二大臼歯を整直のた
め，また posterior discrepancy の改善のために下顎第三
大臼歯と下顎第一小臼歯を抜去し，近遠心にスペースを
得たことで効率よく下顎第二大臼歯の整直を行い，適切
な咬合関係を得ることができた．しかし大臼歯の抜去に
おいては歯槽骨の実質欠損が大きく，その後の歯槽骨の
回復は良好であったが，注意深く経過観察が必要であ
る．
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The Progression and Local Invasion of
Ameloblastomas
－Clinicopathological Analysis and

Immunohistochemical Investigation－

Patricia González-Alva

Meikai University Graduate School of Dentistry

Division of Pathology, Department of Diagnostic &

Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Ameloblastoma（AM）is considered a locally aggressive

odontogenic tumor（OT），capable of invasive behavior and

bone destruction. AM posses a high risk of recurrence and

occasional metastasis and malignant transformation. How-

ever the molecular mechanisms responsible for the biologi-

cal behavior and clinical appearance of AMs are not known.

The present study is a three-part unit study, designed to in-

vestigate the expression of proteins in AMs, and that are

likely to be involved in aggressive tumor phenotype by us-

ing immunohistochemical methods. The first part was planed

to analyze the frequency and the distribution of AMs at the

Division of Pathology, Department of Diagnostic & Thera-

peutic Sciences, Meikai University School of Dentistry ; the

information was compared with previously reported data

around the world. The second and third parts of the study

were carried out using tumor samples representing a large

spectrum of AMs variants, on which the expression of dif-

ferent proteins was analyzed. The second part was focused

on the localization of podoplanin, a mucin-type transmem-

brame glycoprotein related to cell migration and invasion in

vitro and in vivo. In addition, we examined the localization

of the epithelial marker E-cadherin and the mesenchymal

marker vimentin to clarify whether the AMs tissues show

epithelial-mesenchymal transition（EMT），a process that is

thought to be particularly important in single-cell migration

and early dissemination of tumor cells. Immunohistochemi-

cal reactivity for podoplanin was detected in the cell mem-

brane and cytoplasm of most tumor epithelial cells in AMs.

Podoplanin expression was strongly observed in peripheral

columnar cells, but the reaction was slightly or negative in

peripheral central reticulum-like cells. Inversely to the re-

sults of podoplanin, E-cadherin was express in central stel-

late reticulum-like cells and showed decreased expression in

peripheral columnar cells. Immunohistochemical reactivity

for vimentin was found in stromal cells, but only partial or

no reaction was observed in neoplastic cells. Expression of

podoplanin in AMs might play a role in the collective cell

migration of tumor nests, and could be related to cytoskele-

tal reorganization. The pattern of expression of E-cadherin

and vimentin suggests that invasion in AMs occurs in the

absence of EMT. In the third part of the study, the expres-

sion of the matrix-degrading and remodeling enzyme

heparanase, capable of cleavage heparan sulfate（HS）was

examined. Heparanase up-regulation is correlated with

lymph node metastasis, microvessel density and osteoclasto-

genesis in several cancers. Heparanase was expressed in the

majority of the cases, strongly in peripheral columnar cells

and slightly in central stellate reticulum-like cells. Small tu-

mor nests and budding epithelial branches showed the

stronger reaction for heparanase. Stromal cells were negative

for heparanase, or showed diffuse expression. However, and

enhanced positive immunoreaction was present in stromal

cells near osseous tissue and adjacent to the invasive front

of small tumor nest. The enzyme may facilitate the function

of HS-binding growth factors that elicit an angiogeninc re-

sponse and favor osteoclastogenesis. A deeper knowledge on

the different molecular mechanisms involved in migration/

invasion programs will help us to understand how tumors

disseminate and lead to new treatment strategies. In the fu-

ture, the understanding of molecular alteration mechanisms

will be critical to discriminate between patients who need

radical treatment from those who could respond well to con-

servative treatment modalities.
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篩分法に画像解析を応用した新しい
咀嚼機能検査法システムの構築
－新たな咀嚼試料撮影装置の開発－

奥津 史子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系正常機能研究群歯科補綴学Ⅰ）

本研究の目的は，Manly らの篩分法に画像解析を応用
し，分析時間の短縮化を図ることにより，チェアーサイ
ドで実施可能な咀嚼機能検査法を開発することである．
本分野の栗原は，既存の咬合分析器および開発した画像
分析プログラムの応用によりチェアーサイドで実施可能
な新しい咀嚼機能検査法を開発，報告した．しかし，分
析精度にやや難点を有していること，および使用した咬
合分析器はすでに市販されていないなど，臨床応用に向
けて解決すべき問題が残されている．今回は分析精度を
高める目的で栗原が報告した換算式の改良を試みたので
報告する．
咀嚼試料として約 3 g のピーナッツを選択した．実験

1では咀嚼試料を咀嚼粉砕し，Manly らの方法に従って
篩上に残留した咀嚼試料（以下，残留試料と略す）を乾
燥した後，7種類の篩（3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-mesh）で篩い
分け，残留試料の粒子面積から，その粒子の重量を予測
する三次近似式を求めた．
実験 2では実験 1で得た三次近似式を応用することに
より，残留試料の二次元画像から残留試料の予測重量を
算出するとともに残留試料の実測重量を計測し，予測重
量と実測重量との相関について分析した．実験 3では，
実験 1の近似式および実験 1の相関より，10-mesh の篩
で篩い分けた残留試料の重量を画像解析によって算出
し，天然歯列者 22名における咀嚼値の測定を行った．
その結果，以下の結論を得た．

1．残留試料 1粒子ごとの平均面積とその粒子の実測
による平均重量との三次近似式 y＝－0.0003 x3＋
0.0679 x2＋0.3514 x を得た．

2．残留試料の二次元画像から，この三次近似式 y＝
－0.0003 x3＋0.0679 x2＋0.3514 x を用いて算出した
残留試料の予測重量と同残留試料の実測重量との間
には高い相関が認められた（一次近似式 y＝1.112

x, r＝0.978, p＜0.0001）．一次方程式の傾きが 1に極
めて近い値となり，栗原の報告した 0.6354と比較
して分析精度は向上したと考えられる．

3．本研究の分析方法を応用することにより，天然歯
列者 22名の平均咀嚼値 86.4±4.35％が得られた．

この結果は，Manly の報告とほぼ同様であった．
以上より，本研究の分析方法を用いることにより，残
留試料を乾燥させることなく，同試料の乾燥処理後の重
量を予測することが可能となり，篩分法に画像解析を応
用した本研究の新しい咀嚼機能検査法は，歯科臨床上有
用である可能性が示唆された．

なお，現在，東洋大学理工学部との共同研究により試
作の咀嚼試料撮影装置がほぼ完成している．私の研究は
この試作の咀嚼試料撮影装置と画像解析プログラムを応
用した新しい咀嚼機能検査システムを構築することであ
る．

聴覚刺激が味覚機能に及ぼす影響

草野 寿之
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系正常機能研究群歯科補綴学 1）

近年，わが国では急速に高齢化が進んでいる．高齢者
にみられる著明な症状の 1つとして味覚障害がある．味
覚機能の低下が生じることで食欲不振による体力の低下
を招き，ひいては全身疾患の発症を助長することも予測
される．的場らは，若年者においても味覚障害が急増し
ていると報告している．味覚機能を改善し国民の健康保
持・増進を図ることは，歯科医学上極めて重要である．
味覚をつかさどる神経は，脳神経系の舌咽神経，顔面
神経および迷走神経である．また，味覚は，視覚，嗅覚
など他の感覚や，精神的心理的な要素にも影響を受ける
といわれている．したがって，聴覚を刺激することでも
味覚に影響を及ぼすことが推測される．しかし，音や音
楽が味覚機能に及ぼす影響に関しては全く明らかにされ
ていない．本研究の目的は，聴覚刺激が味覚機能に及ぼ
す影響を明らかにすることである．
被験者は全身疾患の認められない健常有歯顎者 22名

（平均年齢 22.5歳：20歳～29歳 男性 12 名，女性 10

名）とし，被検音は音の大小を 40～50 dB に設定し，音
の高低（Hz）を 10 Hz, 4,000 Hz, 20,000 Hz の 3 種類と
した．味覚閾値の検査に用いる味質は甘味と塩味の 2種
類とし，各味質の濃度は 0.005 M, 0.01 M, 0.05 M, 0.10

M とした．
味覚閾値の検査は全口腔法とし，蒸留水にて含嗽さ

せ，濃度別に仕分けした溶液 5 ml 入りのカップを渡
し，それを口腔内に含ませ，5秒間味わってもらい吐き
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出させた後に，感じた味の種類を申告させた．検査は低
濃度から始める上昇法とし，味質について正答したもの
を認知閾値として記録した．残味を防ぐために検査ごと
に蒸留水にてよく含嗽させた．
聴覚刺激の負荷は 15分間とし，その直後に味覚閾値

の測定を行った．前の音の影響をなくすため次の聴覚刺
激までの間に 10分間の間隔を設けた．なお，聴覚刺激
なしをコントロールとし，味と音の種類は，ランダムに
選択した．
統計解析にはカイ 2乗検定を用い，危険率 5％以下の
場合に有意差があると判定した．その結果，甘味，塩味
のいずれにおいても，聴覚刺激により味覚閾値が上昇す
る傾向を示したが，有意差は認められなかった．
今後は，データ分析を味覚閾値のみではなく，感じた
味の程度を VAS 法でスコア化することにより，聴覚刺
激が味覚機能に及ぼす影響を再検討する予定である．

歯周炎患者に対するインプラント治療の
治療成績に関する疫学的研究
－骨増大の有無と術式が予後に及ぼす影響について－

戸梶 仁聡
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野

【目的】骨接合型インプラントによる口腔機能回復法
は，高い予知性と優れた永続性があることが知られてい
る．一方，歯周炎患者に対するインプラント治療は，口
腔内の歯周病原細菌の交差感染によるインプラント周囲
炎発症のリスクが存在するが，適切な歯周治療終了と確
実なメインテナンスによって健常者とほぼ同等の治療成
績が得られると報告されている．しかし，歯周炎患者に
インプラント治療を行う際には，歯の喪失とともに喪失
した骨組織の回復も必要となることが多い．
本研究の目的は，歯周炎患者に対するインプラント治
療において，骨増大術併用の有無およびその術式が長期
的な治療成績に及ぼす影響を分析することにある．
【被験者および方法】明海大学歯学部付属明海大学病院
歯周病科で歯周治療を受けたのち，1999年から 2005年
までの間にインプラント治療が終了した患者 95名（男
性 31名，女性 64名，平均年齢 53.5±8.4歳，range 18−

76歳，総インプラント本数 307本）を対象とした．イ
ンプラント周囲骨の吸収量をエックス線写真上で計測し
て MBL（mm）とし，経過年数で除したものを年間 MBL

量（mm／年）とした．年間 MBL を比較するために，各

インプラントの関連因子として埋入部位，インプラント
の形状および直径，インプラント長軸長，および上部構
造のタイプを調査した．さらに，インプラント埋入手術
時あるいは術前にインプラント埋入を目的とした骨増大
術併用の有無について調査し，骨増大術群はさらに骨増
大用細胞遮断膜（メンブレン）使用の有無および骨移植
の併用の有無から 4群（骨増大なし；非骨増大群，自家
骨移植；ABG 群，非吸収性メンブレンを用いた骨増
大；TR 群，メンブレンおよび自家骨移植；TR＋ABG

群）に分類した．インプラントの治療成績について，MBL

が 3.0 mm 以上を失敗と定義した 5年成功率を Kaplan-

Meier 法から算出し，各群間の比較（ログランク検定）
を行った．また，骨増大術併用の有無によるインプラン
トの治療成績への影響を調査するため，各群における関
連因子と年間 MBL の比較検討を行った．統計ソフトは
JMP 5.0.1 J（SAS Institute Japan）を使用した
【結果および考察】総インプラントの 5年成功率は 89.76

％であり，そのうち骨増大術を併用したのは 153 本
（49.8％）であった．非骨増大群の 5年成功率は 97.50％
で最も高く，次いで ABG 群が 92.86％，TR＋ABG 群が
81.55％を示し，TR 群は 76.19％と 5年成功率が最も低
かった．関連因子と年間 MBL との比較を行った結果，
埋入部位別では上顎大臼歯部において TR 群が有意に高
い値を示し（p＝0.0072），下顎小臼歯部では非骨増大群
が有意に低かった（p＝0.0009）．インプラントの種類に
よる比較では最も用いられていたテーパード型スタンダ
ードタイプにおいて TR 群が最も高い値を示した（p＝
0.0001）．インプラント長軸長による比較では，13 mm

において非骨増大群が有意に低い値を示した（ p

＜0.0001）．インプラント上部構造の種類による比較で
は，オーバーデンチャーにおいて TR 群の年間 MBL が
0.92 mm であり，TR＋ABG 群では 0.96 mm と他のグル
ープと比較して有意に高い値を示した（p＜0.0001, p＝
0.0066）．
以上の結果から，歯周炎患者に対するインプラント治
療において，骨増大が必要とされる場合がほぼ半数を占
めていることがわかった．骨増大術を必要としない場合
ではインプラント周囲骨吸収量はわずかであった．一
方，骨増大を必要とする場合では遮蔽膜と骨移植を併用
することでインプラント周囲骨吸収量は小さくなること
が示唆された．しかしながら，上部構造に対するインプ
ラントの埋入本数が限定されるオーバーデンチャーで
は，骨増大を行ってもインプラント周囲骨吸収量は大き
くなる可能性があることが示唆された．
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イヌ実験的インプラント周囲炎に対する各種除
染方法の有効性に関する研究

成田 宗隆
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系病態機能研究群歯周病学）

【目的】インプラント周囲炎の発症率は，28～56％（Zitz-

mann NU et al., 2008）であるが，その治療法はいまだ
明確ではない．そこでインプラント周囲炎に対する，保
存的治療に必要不可欠な汚染したインプラント体表面の
効果的な除染方法を確立する目的で，まず，①イヌ実験
的インプラント周囲炎局所におけるインプラント周囲組
織の経時的変化を観察した．そして②汚染インプラント
体への種々の除染処置後の臨床パラメータの変化および
インプラント周囲海綿骨の状態について比較検討した．
【材料および方法】雄雑種成犬 6頭の下顎左右第 1～4前
臼歯を抜去し，12週後，骨接合型 2回法インプラント
を片側 3本ずつ埋入した．2次手術 8週後，インプラン
ト周囲粘膜下に絹糸を結紮し，インプラント周囲炎を惹
起させた，絹糸は，インプラント長径比 40％の骨欠損
を確認後除去した．絹糸除去 4週後，2週間のプラーク
コントロールを行い，その後に除染を行った．除染群の
設定は，任意の片側はフラップ手術を伴わない非外科
（NST）群，反対側はフラップ手術を併用した外科
（ST）群とした．除染方法としては，除染なし（Cont），

NST 群として超音波スケーラー（NST-US），および
Er ; YAG レーザー（NST-EL），ST 群としてプラスチッ
クスケーラー（ST-PS），超音波スケーラー（ST-US），
および Er : YAG レーザー（ST-EL）とした．臨床パラ
メータは，インプラント周囲炎惹起後 3週毎，除染時お
よび除染後 4 週，12 週時に，プロービング時の出血
（BOP），プロービングアタッチメントレベル（PAL）お
よびインプラント周囲骨吸収量（MBL）を測定し，PAL

および MBL は，改善量を算出した．安楽死後顎骨を摘
出し，通法に従い試料をレジン包埋後，インプラント周
囲海綿骨骨梁体積率（BV/TV）および骨梁表面構造
（TBPf）をマイクロ X 線-CT（μ-CT）で解析した，統計
分析に paired t-test および ANOVA を用いた．
【結果および考察】①インプラント長径比 40％の骨欠損
形成に要した期間は，平均 19.5±3.1週であった．また
ブラッシングだけでは，臨床パラメータに有意な改善は
認められなかった．②各除染方法を比較すると，ST-US

は，Cont と比較し BOP が 12週で有意（P＜0.01）に低
値を示した．また 12週の ST-US は他の除染方法と比較

し，PAL および MBL 改善量で高い改善傾向を示し
た．μ-CT による計測結果から，4 週の ST-US は Cont

および他の除染方法と比較し BV/TV が高値，TBPf は
低値を示した．③ST 群の臨床パラメータは，4週，12

週とも NST 群と比較し改善傾向を示し，12 週の BOP

において有意差が認められた（P＜0.01）が，PAL およ
び MBL 改善量に有意差はなかった．μ-CT から，4週
の ST 群は，NST 群と比較し BV/TV で高値を示し，TBPf

で有意（P＜0.05）に低値を示した．
本研究でのイヌ実験的インプラント周囲炎は，ブラッ
シングだけでは改善せず，インプラント体の除染により
改善傾向が認められた．そのため，本プロトコールはイ
ンプラント周囲炎の治療法開発のための実験モデルとし
て有用であると考えられた．またこのインプラント周囲
炎に対しては，フラップ手術を併用し US を行うこと
で，高い除染効果が得られることが考えられたが有意差
は認められず，今後より効果的な除染条件を検討する必
要があることが示唆された．

顎間垂直距離の基準下顎位に関する研究
－口蓋床の厚さが［n］持続発音時の下顎位
に及ぼす影響－

松川 高明
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系正常機能研究群歯科補綴学Ⅰ）

【目的】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上で極めて重要であ
る．従来より，発音時において再現性の高い下顎位（以
下，発音位と略す）を利用した，顎間垂直距離の決定が
試みられているが，被検音の発音時間が短く，それを臨
床応用する上で難点を有していた．本分野の山本は有歯
顎者における［n］持続発音時の下顎位が咬頭嵌合位に
近接し，安定性の高い発音位であることを報告した．し
かし，顎間垂直距離決定時に用いる口蓋床が［n］持続
発音時の下顎位および下顎安静位に及ぼす影響に関して
は明らかにされていない．本研究は実験用口蓋床の厚さ
が［n］持続発音時の下顎位および下顎安静位に及ぼす
影響について検討した．
【実験方法および結果と考察】実験 1 被験者は顎口腔
機能系に異常を認めない有歯顎者 20名，被検音は［n］
とした．実験用口蓋床の厚さは，3.0 mm, 5.0 mm, 8.0 mm

の 3種類とし，実験用口蓋床非装着時をコントロールと
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した．咬頭嵌合位を発音開始位とし，日常会話時の大き
さ，高さで 4秒間持続発音させ，下顎位の測定には下顎
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）を用いた．計測点は，発音開始時を起始点と
し，起始点から 1秒間隔で 4秒後までの 4ポイントとし
た．［n］持続発音時の下顎位を切歯点の運動軌跡として
記録した 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）を計測した．なお，下顎安静位についても同様に計
測した．計測結果の統計分析は repeated measures

ANOVA と多重比較（Scheffe test）を用い，有意水準は
いずれも 5％とした．その結果，［n］持続発音時の下顎
位および下顎安静位における切歯間距離は実験用口蓋床
の厚さが増加するとともにわずかに増加する傾向を示し
たが，いずれの口蓋床の厚さにおいても，コントロール
と比較して有意差は認められなかった．
実験 2 被験者は顎口腔機能系に異常を認めない上下

全部床義歯装着者 10名，実験用口蓋床の厚さは，3.0 mm

用，5.0 mm 用の 2種類とし，実験用口蓋床非装着時を
コントロールとした．なお，計測および分析は実験 1と
同様に行った．その結果，［n］持続発音時の下顎位にお
ける切歯間距離は実験用口蓋床の厚さが増加するととも
にわずかに増加する傾向を示したが，いずれの口蓋床の
厚さにおいてもコントロールと比較して有意差は認めら
れなかった．下顎安静位における切歯間距離は実験用口
蓋床の厚さが増加するとともにわずかに減少する傾向を
示したが，いずれの口蓋床の厚さにおいても，コントロ
ールと比較して有意差は認められなかった．
以上より，［n］持続発音時の下顎位および下顎安静位
のいずれもが実験用口蓋床の厚さによる影響を受けない
可能性が示唆された．

支台築造歯の歯根表面における多点ひずみ解析

野露 浩正
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【目的】支台築造法の力学的検討に関しては，抜去歯や
模型歯の破壊強度を測定する方法あるいは有限要素法に
よる応力分布の解析などが行われている．荷重下での歯
根の各部位に生じるひずみや応力の解析には有限要素法
による報告が多いものの，有限要素法では条件設定によ
って実際の歯根と解析結果が乖離する可能性も指摘され
ている．そこで，人工歯の歯根表面上の複数個所にひず

みゲージを貼付することにより，臨床に近づけた条件下
で歯根に生じるひずみを測定し，支台築造材料の違いに
よる影響を検討した．また，帯環効果（フェルール）の
有無による検討も行ったので併せて報告する．
【材料および方法】上顎中切歯の歯根形態を有するメラ
ミン歯を試料とした．歯冠部を歯頸部から切断し，フェ
ルールを付与した模型（F）と付与しない模型（NF）を
作製し根管形成を行った．築造材料として 12％ Pd 合金
にて作製した金属築造（M）ないしファイバーポストと
レジンコアを併用したコンポジットレジン築造（CR）
を作製し接着性レジンセメントで装着し，12％ Pd 合金
にて作製した金属鋳造冠を装着した．歯根周囲にひずみ
ゲージを貼付した．貼付部位として舌側にはクラウン辺
縁部からポスト先端に相当する位置までの間に等間隔で
4枚，唇側歯頸部に 1枚貼付しレジンブロックに稙立し
た．オートグラフでクラウンの切縁に舌側 45°方向から
クロスヘッドスピード 1.0 mm/min で荷重を加え，破折
様相とひずみ量を測定した．
【結果および考察】破折強度は，F-M で 349.9±32.3 N

（n＝5），NF-M で 233.2±32.3 N（n＝8），F-CR で 260.7

±35.3 N（n＝5），NF-CR で 210.7±41.1 N（n＝8）であ
り，F-M は他の 3群に対し有意に大きな値を示した（p

＜0.01 ; Schefffe’s test）．破折部位をみると F-M と F-CR

では全てが根中央部で破折していたのに対し，NF-M で
は 8本全てが，また NF-CR では 8本中 6本が歯頸部で
破折しており，フェルールの有無により破折様相に差を
生じた．歯根表面のひずみは，唇側歯頸部には圧縮ひず
み，舌側には引張ひずみが観察された．そして M にお
いてクラウン舌側辺縁に貼付したひずみゲージのひずみ
量に急激な増加が現れるとともに，唇側歯頸部のひずみ
が急増し，また舌側歯頸部のひずみが一時的に減少し
た．CR では，クラウン舌側辺縁における急激なひずみ
量の増加はみられなかった．クラウン舌側辺縁部のひず
みゲージは，クラウン辺縁と歯根歯頸部との境界に貼付
してあることから，そのひずみの増加はクラウン辺縁の
接着の剥離を示しており，M では剥離とともに歯根の
ひずみ分布に変化を生じたと考えられる．剥離を生じな
い 50 N および破折を生じない 150 N 荷重時のひずみ量
から，フェルールなしの場合はフェルールありの場合に
比較して唇側歯頸部の圧縮ひずみが相対的に増加した．
このためフェルールなしの場合は歯頸部での破折が生じ
易い状態に至ったものと思われる．
【結論】荷重下の支台築造歯の歯根表面上のひずみゲー
ジによる多点測定結果から，ファイバーポストを併用し
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たコンポジットレジンによる支台築造歯は，金属鋳造体
による支台築造歯に比べて破折強度が小さく，金属築造
体よりもクラウン辺縁の剥離を生じにくいことが示唆さ
れた．また，フェルールの有無により唇舌的歯頸部のひ
ずみ量に差を生じ，異なった破折様相を呈することが今
回のモデルで検証された．

角化嚢胞性歯原性腫瘍における
臨床病理学的・免疫組織化学的検討

岡本 英里
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（形態系病態形態研究群口腔外科学Ⅱ）

【目的】従来，歯原性角化嚢胞（odontogenic keratocyst :

OKC）と称されたものは，2005年の WHO 分類におい
て錯角化を示す角化嚢胞性歯原性腫瘍（keratocystic

odonotogenic tumour : KCOT）と，正角化を示す正角化
性歯原性嚢胞（ orthokeratinized odonotogenic cyst :

OOC）に区別された．錯角化を示すもののみが腫瘍に
分類された理由としては，病理組織学的に基底細胞層直
上の細胞活性が高く侵襲性の性格を有すること，臨床病
理学的に再発率が高く，基底細胞母斑症候群（nevoid ba-

sal cell carcinoma syndrome : NBCCS）に伴い多発性に生
じること，遺伝子学的に癌抑制遺伝子の一つである
Pached（PTCH）遺伝子の変異が認められることなどが
挙げられる．本研究では，腫瘍に分類された KCOT の
詳細と従来通り嚢胞とされた OOC の違いについて，臨
床病理学的および免疫組織化学的に検討を行った．
【材料および方法】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取り扱った KCOT（OKC）の 45例
である．この際，2005年に改訂された WHO 歯原性腫
瘍分類にもとづき，H-E 染色標本を用いて錯角化を示す
ものを KCOT とし，正角化を示すものを OOC として
分類した．全例において臨床病理学的検索，病理組織学
的検索および免疫組織化学的検索（podoplanin, bcl-2, CK

14, CK 19）を行った．なお，本研究は明海大学歯学部倫
理委員会の承認のもとに行った（承認番号：A−0832）．
【結果】KCOT は 35 例（非 NBCCS 26 例，NBCCS 9

例）で，OOC は 10例であった．KCOT の平均年齢は
29.8歳，男女比は 1 : 1.5でやや女性に多かった．臨床
症状は無症状を呈するものが最も多かった．好発部位は
下顎臼歯部であった．X 線所見では単胞性が最も多く
認められた．歯との関連を示すものは非 NBCCS 15例，

NBCCS 5例，OOC 3例で，埋伏歯の歯冠を含むものが
多かった．臨床診断は KCOT（OKC）が最も多かっ
た．手術法は摘出術が最も多く行われていた．KCOT

では NBCCS の 5例に再発を認めたが，OOC では再発
を認めなかった．病理組織学的検索では娘嚢胞が非
NBCCS 9例，NBCCS 5例，上皮の蕾状増殖は非 NBCCS

2 例，NBCCS 1 例，歯原性上皮塊は非 NBCCS 3 例，
NBCCS 2 例に認めた．免疫組織化学的検索では非
NBCCS の KCOT で基底層に podoplanin および bcl-2の
陽性反応を認めた．NBCCS では棘細胞層から基底層に
かけて podoplanin の陽性反応を認め，bcl-2は基底層に
弱陽性反応を示した．OOC では CK 14のみが棘細胞層
から基底層にかけて陽性を示した．
【考察】KCOT および OOC の臨床病理学的事項に関し
ては従来の報告とほぼ同様で明らかな差異は認めなかっ
た．非 NBCCS で再発を認めなかった理由として，単胞
性の場合が多く摘出が比較的容易であることや，多房性
を示すものは顎骨離断術を適用し根治性が高いことが治
療成績に関連しているものと考えられた．一方，NBCCS

の高い再発率には遺伝的要因の強い影響が考えられ，非
NBCCS に比べて十分な経過観察が必要であると思われ
た．また，病理組織学的所見や免疫組織化学的検索の結
果から，KCOT の裏層上皮の様態は OOC と異なり，腫
瘍性の性格を示すことが示唆された．

顎口腔領域への侵害刺激が
中枢神経機能変化に及ぼす影響

安達 一典
明海大学歯学部病態診断治療学講座薬理学分野

【目的】疼痛によって生じる運動抑制には，末梢運動器
官だけではなく高次中枢神経系機能の変化も関与してい
る．演者らは舌への侵害刺激によって生じる中枢神経系
機能変化が大脳皮質運動野の活動性低下に限局してお
り，いわゆる錐体路である内包や舌の運動を司っている
舌下神経核の活動性は保存されることから，急性疼痛に
よって生じる運動抑制には皮質運動野の機能変化も重要
な役割を果たしていることを報告している．またその変
化は皮質運動野内の部位でも程度が異なることから，機
能抑制には部位特異性が存在することが示唆された．し
かしながら，その背景に存在する神経投射神経伝達機構
や神経細胞のイオンチャネル特性は不明のままである．
末梢感覚を反映した中枢機能変化を記録するには，細胞
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内外記録やイメージングなどを用いるのが一般的である
が，いずれも解像度・感度・時間分解能などの点から改
良が望まれている．そこで本研究では神経細胞膜の電位
・電圧を固定することで高感度に単一細胞の膜活動性を
記録することが可能な whole-cell patch clamp 記録法の
in vivo への応用方法を確立することを第一の目的と
し，皮質の中でも疼痛認識と味覚情報の処理に重要な役
割を果たしている島皮質に着目し，同部位の錐体細胞の
経時的な膜活動の記録を行った．また，記録した神経細
胞を標識し形態特性に関しても検討を加えた．
【材料および方法】実験には 4～6週齢の Sprague-Dawly

系雄性ラットを用いた．ウレタン（1.5 g/kg, i.p.）全身
麻酔下でラットを脳定位固定装置に固定し，bregma よ
り AP : 0 mm, DV : −7 mm の側頭部頭蓋骨に直径 1 mm

の微小開窓を行った．開窓部の硬膜，軟膜ならびにくも
膜を除去し生理的食塩液にて皮質表面を満たし乾燥等を
予防した．細胞標識物質である biocytin を 20 mM 添加
した細胞活動記録用の内液（K-gluconate 136 ; KCl 5 ;

CaCl2 0.5 ; MgCl2 2 ; EGTA 5 ; HEPES 5 ; Mg-ATP 5 :

mM）を満たした微小ガラス電極（GC 150 TF-10, Har-

vard）をマイクロドライバー（MP-225, Sutter）にて島皮
質内に刺入し，II/III 層錐体細胞の膜活動性を記録し
た．実験終了後過麻酔下でラットを還流固定し脳を摘出
した．脳スライス標本作成後記録細胞のトレースを行
い，形態，位置，軸索ならびに樹状突起の投射パターン
について解析した．
【結果および考察】島皮質 II/III 層錐体細胞は－76.1±
1.5 mV の静止膜電位を示し 1−2 Hz で自発的な発火を繰
り返すことが観察され，自発的な発火に伴い一過性の脱
分極（up state）が認められたがその持続時間は感覚野
や運動野などと比較して短いことが示された．記録細胞
からの軸索投射は腹背側方向よりも吻尾側方向に伸展し
ていることが明らかとなった．島皮質は解剖学的に
granular（GI），dysgranular（DI），agranular（AI）に分類
されるが，GI と DI の II/III 層からの軸索投射は AI に
は到達しないことが明らかとなり，島皮質内情報処理に
は GI, DI と AI では異なった機構が存在していること
が示唆された．

IGF-1遺伝子導入による筋収縮タンパク
（Myosin Heavy Chain）への影響について

﨑山 浩司
明海大学歯学部形態機能成育学講座解剖学分野

【目的】筋は，成長因子などの影響を受けて増殖や分化
が促進されるといわれている．しかしながら，成長因子
が筋線維特性に与える影響についての報告は少ない．近
年，ミオシン重鎖（MyHC）における収縮速度の異なる
Isoform を調べることによって筋線維の特性をより詳細
に明らかにすることが可能となってきた．
そこで，培養筋芽細胞に成長因子である IGF-1 を遺

伝子導入したものとしていないものとを，それぞれ増殖
過程における MyHC の各 Isoform の量的な変化につい
て比較検索した．
【方法】実験材料は，マウス骨格筋筋芽細胞株である C

2 C 12細胞株を使用した．エレクトロポレーション法に
より，IGF-1を C 2 C 12細胞に導入後，2.5×105個／ウ
ェル（ウェル径 25 mm）の密度で播種した．播種後 12

時間後から 72時間後までを，12時間ごとに観察した．
IGF-1を導入したものを導入群，IGF-1を導入しなか

ったものを対照群とした．まず，各時期においてそれぞ
れの細胞像の観察ならびに細胞数を計測し，形態的な変
化ならびに増殖の変化について比較した．さらに筋線維
特性を検索する目的で LightCyclerTM を用いて，MyHC

の各 Isoform（速筋型の MyHC-2 b, 2 d, 2 a および遅筋
型の MyHC-1）の mRNA について定量化した．
【結果および考察】細胞数については，培養開始直後は
対照群の方が増殖していたが，48時間後から導入群の
方が優位に多く増殖し，60時間後にはほぼコンフルエ
ントに達した．
ミオシン重鎖の変化を見てみると，速筋型で最も収縮
速度の速いタイプである MyHC-2 b では，導入群の方
が 24時間後急激に発現したが，60時間後には対照群の
方が多く発現した．中間型でフレキシブルなタイプであ
る MyHC-2 d は，12時間後に導入群で多く発現したの
みでその後は対照群もほとんど発現しなかった．また，
遅筋型に近い MyHC-2 a は，12時間後と 72時間後に対
照群でやや多く発現した．さらに，遅筋型である
MyHC-1は，72時間後に対照群で優位に増加した．
以上のことから，成長因子である IGF-1 を遺伝子導

入することによって，細胞の増殖を促進するだけでな
く，筋線維特性にも影響を与え，さまざまな収縮速度に
対応することが可能なフレキシブルなタイプへ変化し，
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環境の変化に対応できる筋線維へ特化したのではないか
と示唆された．

Limitin が破骨前駆細胞において
発現促進する microRNA の網羅的解析と，
そのターゲット mRNA の検索と
破骨細胞形成における役割の検討

佐藤 卓也
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔解剖学分野

【目的】歯周病保存治療において骨吸収抑制剤を用いる
場合，細菌感染に対する免疫反応を抑制せず，破骨細胞
形成を抑制する薬剤が必要である．研究代表者らは，免
疫増強作用を有するⅠ型インターフェロン（IFN）様因
子，limitin/IFN-ζ に着目し，limitin/IFN-ζ が破骨細胞形
成を抑制することを明らかにしてきた．また limitin/

IFN-ζ は，破骨細胞分化に必須の転写因子である c-Fos

蛋白質量を，mRNA の転写調節ではなく翻訳レベルで
阻害し，破骨細胞形成を抑制することを見出した．近
年，サイトカイン刺激等によってその発現が調節される
micro RNA が，蛋白質産生量を翻訳レベルで減少さ
せ，細胞分化を調節することが明らかとなった．その機
構として，micro RNA と一定の相補性を有する mRNA

（ターゲット mRNA）の 3’-UTR（untranslated region）と
結合，ターゲット mRNA の分解を誘導し，蛋白質への
翻訳を抑制することが考えられている．
【材料および方法】そこで本研究では，limitin/IFN-ζ が
micro RNA を介して c-Fos mRNA の翻訳を阻害し，破
骨細胞形成を抑制している可能性について検討した．
これまでに約 400種類の micro RNA が同定されてい

る．そこでまず 385種類の micro RNA を網羅した mi-

croarray を用い，破骨前駆細胞における micro RNA 発
現の解析を行うこととした．破骨前駆細胞を limitin/

IFN-ζ，または破骨前駆細胞において limitin/IFN-ζ と同
様に c-Fos mRNA 翻訳抑制作用を示す IFN-β で処理
し，micro RNA を回収，解析を行なった．その結果，385

種類の micro RNA 中，limitin/IFN-ζ 処理によって 15種
類の micro RNA 発現が増加し，一方，19種類が減少し
ていた．また IFN-β 処理では，24種類が増加し，26種
類が減少していた．Limitin/IFN-ζ, IFN-β 両因子とも c-

Fos mRNA 翻訳抑制作用を有することから，両因子によ
って共通して発現が促進される micro RNA の中で，c-

Fos mRNA の 3’-UTR と相補性を有する micro RNA を

miRBase Targets Version 5（Sanger Instituet）を用いて検
索した．その結果，miR-34 a micro RNA が見出された．
そこで miR-34 a micro RNA 発現の詳細について real-

time PCR を用いた検討を行なった．
【結果および考察】limitin/IFN-ζ は，その濃度および作
用時間依存的に破骨前駆細胞内での miR-34 a micro

RNA 発現を促進することが明らかとなった．
これらの研究によって，limitin/IFN-ζ は破骨前駆細胞

に作用し，c-Fos mRNA をターゲットとする miR-34 a

micro RNA の発現を促進することによって， c-Fos

mRNA の翻訳を阻害し，破骨細胞形成を抑制している
可能性を明らかにした．

血清カルシウム降下因子カルデクリンは
関節リウマチ治療薬となりうるか

藤本 健吾
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座生化学分野

【目的】血清カルシウム降下因子カルデクリンは，RANKL

刺激によるカルシニューリンを介した NFATc 1の発現
抑制により破骨細胞の分化を抑制することが当研究室で
判明した．関節リウマチは滑膜炎症により破骨細胞分化
が誘導され，軟骨および骨の破壊が生じる疾患である．
関節リウマチにおける破骨細胞の分化は滑膜線維芽細胞
が発現する RANKL により起こることが報告されてい
る．昨年度，滑膜線維芽細胞に炎症性サイトカインを添
加し RANKL の発現を誘導させ，カルデクリン タン
パク質を添加すると，RANKL 発現を抑制する効果があ
ることが確認された（2008 年度宮田奨励金により実
施）．このことから，カルデクリン添加による滑膜線維
芽細胞における RANKL 発現の抑制と，さらにカルデ
クリンによる破骨細胞分化抑制という相乗効果によりリ
ウマチ進行抑制効果が期待できると考えた．そこで本研
究では，関節リウマチ誘発マウスを用い，カルデクリン
を投与することで，カルデクリンの関節リウマチ治療薬
としての可能性を探ることを目的とした．
【材料および方法】マウスにⅡ型コラーゲン特異的抗体
と LPS を投与し，関節リウマチを誘発させた．誘発を
確認後，カルデクリン cDNA を挿入した発現ベクター
を遺伝子導入試薬により投与した．カルデクリン発現
は，採血後 FLAG 抗体を用いたウエスタンブロット法
により確認した．10日目，20日目に血中カルシウム濃
度を測定した．また，カルデクリン発現より 10日目，20
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日目の関節部を，本年度，歯学部動物センターに設置さ
れた簡便で高感度な X-線撮影装置ビーナスアルファを
用いて撮影した．
【結果および考察】マウスにリウマチを誘導してから 3

日目，前肢部と後肢部にコントロール群と比較して腫脹
が見られ，リウマチが進行していることが観察された．
この時期より，カルデクリンの投与実験を開始した．カ
ルデクリン投与していない群では 10日目大腿骨と脛骨
の隙間はコントロール群と比較して狭くなっており，関
節部の滑膜の炎症と軟骨の破壊が起こっていることが観
察された．カルデクリン投与群は，10日目で腫脹は観
察されずコントロール群と比較して変化は観察されなか
った．さらに 10日目のカルデクリン投与群では，カル
デクリン無投与群より大腿骨と脛骨の隙間は大きいとい
う結果を得た．20 日目でも 10 日目と同様な結果であ
り，大きな変化は観察されなかった．以上の結果から，
カルデクリンはリウマチの進行を抑制していると考えら
れ，カルデクリンが関節リウマチ治療薬として使用でき
る可能性が示唆された．

アデノウィルス・ベクターを用いた
“ニオイ受容体”の in vitro 発現系
およびニオイ応答評価系確立

村本 和世
明海大学歯学部形態機能成育学講座生理学分野

【目的】生体の発するニオイ（化学シグナル）には実に
様々な情報が含まれており，多くの動物種は個体識別か
らその生理情報まで，匂いを幅広い高度な情報コミュニ
ケーション手段として用いている．ヒトは嗅覚をあまり
活用していない種とされるが，それでも身体から発する
ニオイには様々な情報が含まれており，自身は識別でき
なくとも，マウスやイヌなどはヒト個人の違いや“健康
状態”などをニオイで嗅ぎ分けることが可能である．ニ
オイ情報の源として一般体臭や口臭などが挙げられる
が，中でも口臭は，これまで歯科領域では抑えられるべ
きものとして捉えられてきた．しかし，体臭が発生源で
ある個体の生理状態までも情報としてコードしているの
であれば，口臭を積極的に活用し，病態の初期診断など
に応用できるはずである．これまでの類似した研究で
は，発生するニオイ成分の分析・同定が主であったが，
ニオイ情報は多種多様な混合臭としてコードされている
という困難さから，同定された病態特有のニオイは未だ

一部に限定される．本研究では，発想を変え，ニオイを
成分ではなく受容機構の面から評価することを試み，特
定疾患有病者のニオイに応答する“ニオイ受容体（群）”
を同定し，これ（ら）を培養モデル細胞系に強制発現さ
せることで，ニオイによる病態診断のバイオアッセイ系
を確立することを目指している．
【材料および方法】受容体の同定に先立ち，「受容体を培
養細胞に強制発現させて，その特異的な応答を記録す
る」手法の可否について検討を行った．評価のための単
純なモデル系として，嗅覚系と並立した化学感覚系であ
る鋤鼻器の培養細胞を調製し，ニオイと受容体の対応付
けが明白に同定されている「2-ヘプタノンと V 1 Rb 2

受容体」のセットを取り上げた．アデノウィルス・ベク
ターによって細胞に V 1 Rb 2を強制発現させ，2-ヘプ
タノンとその対照物質に対する応答性について，Ca2＋イ
メージング法を用いて検討した．
【結果および考察】胎生 15日齢のラットから培養鋤鼻細
胞を調製し，V 1 Rb 2受容体遺伝子と GFP を組み込ん
だアデノウイルス・ベクターを感染させ，Feeder 細胞
（単独培養）あるいは副嗅球細胞（共培養）上に培養し
た．いずれの培養条件においても，感染 2日目には V 1

Rb 2タンパクの発現が認められた．しかし，感染 3日
目以前では，2-ヘプタノンに対する応答は，ほとんど認
められなかった．ところが，感染 4日後に，鋤鼻細胞の
投射先である副嗅球細胞と共培養を行った条件におい
て，GFP 陽性細胞への 2-ヘプタノンの添加に対して，
一過性の Ca2＋応答が観察された．この時，対象物質で
ある 3-ヘプタノンには応答しないことから，受容体を
介した特異的な応答であると考えられた．同様な応答は
感染鋤鼻細胞を単独で培養した条件では全く計測できな
かった．応答の観察された「共培養で感染 4 日目」で
は，鋤鼻細胞の成熟マーカーである olfactory marker pro-

tein（OMP）の発現が認められたが，単独培養群では OMP

の発現は検出できなかった．このことは，2-ヘプタノン
に対する特異的な応答には，受容体の発現のみならず，
鋤鼻細胞が成熟することも重要であることを示唆してい
る．感覚ニューロンの成熟には，その投射先との相互作
用が重要であることを既に明らかにしているが，受容体
を強制発現させ，特定のニオイ応答を記録するために
は，中枢の一次投射核の存在が必須であることが判明し
た．これらの結果を嗅受容体に応用し，さらに特定のニ
オイに選択的に応答する受容体を同定することで，特定
のニオイへの応答性を評価する系を確立していきたい．
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培養ヒト歯根膜由来線維芽細胞の増殖
に及ぼす CO2レーザー照射のホルメシス効果

岩坂 憲助
明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野

【目的】現在，歯科治療において様々なタイプのレーザ
ーが臨床応用されており，レーザー照射時に起こる表面
組織蒸散などの high level laser treatment（HLLT）作用
や，細胞増殖，創傷治癒促進などの low level laser treat-

ment（LLLT）作用に関する報告がある．このような 2

相性作用，すなわち，低濃度（低用量）による細胞増殖
促進作用，そして高濃度（高用量）による細胞傷害作用
は，多くの薬物（毒物を含む）や放射線照射において報
告されており，ホルメシス効果として知られている．
我々は第 129回・第 130回日本歯科保存学会において，
培養ヒト口腔扁平上皮癌細胞および培養ヒト歯肉線維芽
細胞ではレーザー照射によるホルメシス効果がみられた
ことを報告している．そこで本研究では，他の口腔組織
細胞においても CO2レーザー照射によるホルメシス効
果が成立するか否かを確認するために，培養ヒト歯根膜
由来線維芽細胞を用いて検討した．
【材料および方法】照射装置：CO2レーザー（オペレー
ザー PRO LA 12：ヨシダ）を用いた．
細胞：12歳の女児の同意を得，倫理委員会のガイドラ
インに従い（承認番号 A 0808），抜歯の際に歯に付着し
ている歯根膜由来線維芽細胞を採取した．この細胞を培
養し，confluent 状態になったものを初代培養とした．
毎週 1 : 4希釈により継代培養を行った．培養ヒト歯根
膜由来線維芽細胞（HPDF-1）は，10％非働化した牛胎
仔血清（FBS）を含む DMEM 培地で培養した．
生細胞数の測定：細胞を MTT 試薬（0.2 mg/ml）で 4

時間，37℃でインキュベートし，DMSO で溶解後，540

nm の吸光度をプレートリーダーで測定した．
レーザー照射：96 穴プレートの穴の底面（約 37.6

mm2）をレーザー光が完全に覆い照射されるよう専用の
チップを作製し，照射距離を 52 mm とした．96穴プレ
ートに細胞を 1.5×103個／well で播種し，培養液中で 48

時間培養後，それぞれ照射出力 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0

W，照射時間 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 5.0, 10, 15, 20, 30 sec，発
振モード CW, SP 1, SP 2にてレーザー照射した．照射
24, 48, 72 h 後に MTT 法にて生細胞数を測定した．ま
た，レーザー照射点からの距離による影響についても調
べた．
【結果および考察】照射時間 30 sec に設定した時，いず

れの照射出力においても照射点以外の穴には影響を及ぼ
さないことを先ず確認した．次に，照射出力を変動させ
る実験を行った．その結果，照射出力 2.0 W−48 h, 2.0

W−72 h, 3.0 W−48 h, 3.0 W−72 h, 5.0 W−48 h, 5.0 W−72

h，の CW, SP 1, SP 2各群において，照射時間 0.5～10 sec

の間で細胞増殖を 10−20％程度促進する傾向が見られ
た．また，照射出力 2.0 W−24 h, 2.0 W−48 h, 2.0 W−72 h,

3.0 W−24 h, 3.0 W−48 h, 3.0 W−72 h, 5.0 W−24 h, 5.0 W−

48 h, 5.0 W−72 h，の CW, SP 1, SP 2各群において，照
射時間が 15 sec を越えるとともに細胞の減少が見られ
た．
以上の結果より，低照射出力（3.99 J/cm2≦エネルギ

ー密度≦66.48 J/cm2）において若干の増殖促進効果が，
高照射出力（エネルギー密度≧106.37 J/cm2）では増殖
抑制効果が確認された．ホルメシス効果は口腔内におけ
る正常組織細胞および癌細胞に対しても起こることが確
認された．今後，ホルメシス効果のメカニズムについて
も検討していきたい．

インプラント補綴における印象用コーピング
の形態の差異が印象精度に及ぼす影響について

岡本 和彦
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【目的】インプラント支持による補綴装置を長期間にわ
たり機能させるためには，骨内へ埋入されたインプラン
ト体の状態を作業模型へ高い精度で移行することが重要
である．
本研究では，クローズドトレー法における印象用コー
ピング形態の差異が印象精度に及ぼす影響について評価
することを目的とするとともに模型材注入時期の影響に
ついても検討を行った．
【方法】歯列模型は，下顎左側片側遊離端 2歯欠損症例
を想定し，超硬質石膏模型上にフィクスチャレプリカを
約 10.0 mm 間隔で 2本植立した状態を口腔内想定模型
とした（図 1）．印象用トレーとして，図 2に示す既製
トレーを用い，印象材として付加型シリコンゴム印象材
カートリッジのヘビーボディを使用した．印象採得に先
立ち，口腔内想定模型上のインプラントフィクスチャー
に対して，3種類の印象用コーピング（プラスチック・
リプレイス PP : PP，ロープロファイル・リプレイス
RP : LP，リプレイス RP : HP）を手締めにより連結した
（図 3）．印象採得には，クローズドトレー法を用いて行
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い，印象材の硬化時間経過後，口腔内想定模型から印象
を撤去，室温下にて 1, 3, 6, 12時間保管した．印象用コ
ーピングに対するインプラントレプリカの連結は，HP

および LP において印象用コーピングに対してインプラ
ントレプリカを連結後，印象陰型内へ戻した，また，PP

では直接連結した．その後，超硬質石膏を真空練和器を
用いて撹拌，印象面に注入した．模型材注入 1日後，作
業模型を印象材から撤去，さらに印象用コーピングを除
去し，作業模型製作を完了した．
印象精度の測定は，口腔内想定模型ならびに作業模型
に対して，印象用ガイドピンを手締めにより装着し（図
4），ガイドピン近心部最近心部と遠心部最遠心部の水平
的 2点間距離をデジタル・ステンレス・ノギスを用いて
測定した（図 5）．なお，口腔内想定模型ならびに作業
用模型について，同一測定者が各 3回測定を行い，口腔
内想定模型の計測値をコントロールとし，作業用模型と
の差を寸法変化量として算出した．測定結果は，印象用
コーピングの形態ならびに模型材注入時期に関して
Two-factor factorial ANOVA を用いて解析後，Scheffe’s

F test による多重比較検定にて統計処理を行った．
【結果および考察】印象用コーピングの各形態における
寸法変化量は，PP : 0.08−0.04 mm, LP : 0.05−0.03 mm,

HP : 0.03−0.02 mm となり，HP で最も小さい値を示し
た．また，模型材注入時期による寸法変化量では，時間
経過にともなって小さくなる傾向が認められた（図 6）．
印象用コーピングの形態ならびに模型材注入時期に関
する二元配置分散分析の結果では，模型材注入時期にお
いて有意差がみられなかったが，印象用コーピングの形
態については，模型材注入 6時間における PP と HP に
関して有意差が認められた（p＜0.05）．

Walker らは，クローズドトレー法に金属製コーピン
グを用いた場合には，オープントレー法にプラスチック
製コーピングを用いた場合と比較して，印象精度が向上
したことを報告している．すなわち，印象撤去時には，
存在歯など多くのアンダーカットによる影響を印象材は
受けるため，変形，変位に対する耐機械的強度を有する
金属製の印象用コーピング，LP および HP がプラスチ
ックコーピングである PP に比較して寸法変化量が小さ
な値を示し，さらに，金属製の印象用コーピングである
LP ならびに HP では，表面積量が印象精度に影響して
いると考えられた．
【結論】インプラント補綴におけるクローズドトレー法
を用いた印象採得法は，印象材の模型材注入時期が印象
精度に及ぼす可能性は少なく，むしろ，機械的性質を含

んだ印象用コーピングの形態が印象精度に影響すること
が示唆された．

歯周炎の第一次予防に有用なリスク調査票
開発のための疫学的研究とその意義

杉 陽子
明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野

【目的】歯周炎は，生活習慣が密接に関与する感染症で
ある．本疾患は，様々なリスクファクターが存在し，生
活習慣の見直しが，その予防・進行防止に密接に関係す
る．一方，医科においては，保健事業を生活習慣病予防
中心に行っている．既に，医科健診は，第二次予防から
第一次予防の健康増進に移行しつつある．その方法は，
生活習慣病に関するリスク調査票を作成し，対象者の回
答によってリスクの有無を判定後，保健指導の実施や，
リスクの高い者は医師の診察を受けるシステムの導入に
より担われる予定である．即ち，対象者の保健指導と同
時に，スクリーニングも行う有用な質問票を作成・使用
することが，本システムの運営上，最も重要である．し
かし，歯科の質問の選定は，ほとんど行われていない．
以上のことから，歯周炎をスクリーニングし，かつ，歯
科の保健指導に有用な質問項目（質問票）を検討するこ
とは，「歯周炎の予防学」と「時代の趨勢・社会貢献」
の二点から非常に重要と考え本研究を企画した．
【方法】埼玉県歯科医師会地域保健部に所属する歯科医
師の医療機関の受診者 1090名を対象とし，リスク調査
票の問診と歯科健診を行った．各質問項目と CPI から
の総合判定コード（0：問題なし，1：要指導，2：要治
療）との関連性を χ 2検定で調べた．なお，統計学的有
意基準は P＜0.05とした．
【結果】「歯の動揺度」，「歯肉の腫脹・出血」，「歯の知覚
過敏」についての項目と判定コードとの間に関連性が示
された．また，歯みがきの習慣において「一日 3回以上
の歯みがき」，「歯間ブラシ・フロスの使用」，「就寝前の
歯みがき」と判定コードとの間に統計学的有意差を認め
た．さらに，「年一回以上の医院での定期健診の受診」，
「喫煙習慣」と判定コードとの間に関連性があることが
見出された．
【考察および結論】今回の調査から，1．「一日 3回以上
歯をみがきますか？」，2．「歯間ブラシまたはフロスを
使っていますか？」，3．「1回 10分間位かけて歯をみが
く」，4．「寝る前に歯をみがきますか？」，5．「年に 1回
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以上は歯科医院で定期健診を受けていますか？」，6．
「歯ぐきの病気は自分で気をつけることで防げると思
う」，7．「たばこを吸いますか？」，8．「歯や歯ぐきのこ
とが原因で仕事や日常生活に支障をきたしたことがあ
る」，9．「歯をみがくと血がでる」，10．「冷たいものや
熱いものが歯にしみる」の 10個の質問が歯周炎の現症
を反映し，保健指導時に有用である可能性が示された．

再石灰化療法の確立
－就寝時における口腔内 pH モニタリングと QLF
（光誘導蛍光定量法）を用いた部位特異性の評価－

鈴木 昭
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【目的】三大唾液腺および小唾液腺から口腔内に分泌さ
れた唾液は，1枚の薄いフィルムの様に歯の表面を覆
い，口腔内をゆっくり移動する．この時，プラーク中の
酸や細菌などは唾液中に流出し，やがてそれらが唾液と
ともに嚥下される．すなわち，唾液による口腔内の自浄
作用である．しかし，この唾液は口腔内隅々に均等に行
き渡ることなく，また各唾液が均一に混ざり合っている
訳ではない．そのようなことから，唾液クリアランスの
部位特異性に関する研究が進展し，多くの研究が行われ
ている．また唾液は，口腔内環境を担う重要な因子の一
つである．唾液クリアランスは，口腔内の各部位で異な
り，唾液腺開口部に近い部位が優れていることが示され
ている1）．主に，唾液分泌速度によって左右され，分泌
速度が増加すると唾液の pH も上昇することが報告され
ている．このようなことから口腔内各部位の pH は，唾
液のクリアランスとともに口腔内各部位における恒常性
の維持に直接的な影響を与えていると考えられる．
本研究の目的は口腔内各部位の pH が唾液の影響によ

ってどのように変化するかを検討することである．
【対象および方法】
①就寝時における口腔内 pH モニタリング
対象は，顎口腔系に異常の認められない健全歯列を有
する成人とした．方法は，上顎第一大臼歯頬側面
（UPB），上顎前歯部唇側面（UAB），に ISFET 電極（イ
オン感応性電界効果トランジスタ電極，HORIBA 社
製）を固定し，装置装着後安静状態を確認した後，清涼
飲料水（pH 3.8）を口に含み，30秒間口腔内全体に行き
渡るようにした後に嚥下し，就寝させた．その後 6時間
後に起床させ，その一連の状態における口腔内 pH 測定

を行った．
②QLF（光誘導蛍光定量法）を用いた部位特異性の評価
方法は，上顎第一大臼歯頬側（UPB），上顎前歯部唇

側面（UAB）を対象に 4日間ブラッシングを停止して，
清涼飲料水を口に含み，30秒間口腔内全体に行き渡る
ようにした後に嚥下し，就寝させて行った．0, 1, 2, 3, 4

日後の脱灰の状態を QLF（光誘導蛍光定量法）により
画像データを保存し，得られた QLF 画像データを画像
解析ソフトにより，初期齲蝕病巣の脱灰程度を測定し
た．
【結果および考察】
①就寝時における口腔内 pH モニタリング
・UPB は，清涼飲料水を嚥下してから急激に安静時の

pH より高い値になり徐々に安静時の pH に戻った．
これは刺激により耳下腺唾液の直接的な影響を受け，
pH が上昇し徐々に安静状態の pH に戻ったと考えら
れる．
・UAB は，清涼飲料水を嚥下して低い pH のまま徐々
に上昇したが，測定時間内では元に戻らなかった．ほ
とんど唾液の影響を受けていないと考えられる．
②QLF（光誘導蛍光定量法）を用いた部位特異性の評価
・4日間のブラッシング停止では UPB, UAB 共に変化
はみられなかった．
口腔内では脱灰，再石灰化が常に繰り返されており，
わずかな因子の影響により，その方向は決定される．再
石灰化に傾斜する要因の一つには唾液があげられるが，
同一口腔内においても部位によってその環境は様々であ
り，再石灰化にも差異が認められる．本研究により口腔
環境の診断，再石灰化療法には，部位特異的なアプロー
チを考察する必要性が考えられた．

インプラント補綴用弾性セメントの基礎的研究

長沢 悠子
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

【目的】インプラント補綴には天然歯の歯根膜の機能を
果たすものが存在しない．天然歯とインプラントの垂直
動揺について，天然歯は噛みしめた際の歯の沈下量は約
30 μm 程度，これに対してインプラントの沈下量は 3～
5 μm と報告されている．天然歯とインプラントが混在
する歯列ではこのような沈下量の差がインプラントに対
して負担過重を起こすことが懸念されている．現在，イ
ンプラント上部構造の固定には既存の合着用あるいは仮
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着用セメントを使用しているのが現状である．本研究
は，これまでの補綴装置を保持するセメントから失われ
た歯根膜の機能を代替する生体機能材料として，あるい
は咬合機能時に発生する過重を吸収する弾性セメントの
必要性に着目した．その基礎的研究として，セメント粉
末粒径を変化させてセメントを試作し，硬化時間，機械
的性質および補綴装置の保持力について検討を行った．
【材料および方法】セメント粉末の主成分は酸化亜鉛お
よび S-PRG フィラー，液はカルボン酸水溶液とした．
粉末は粒径を変化させたものを 5種類（E 10, E 11, E 12,

E 13, E 14）用意した．試作セメントの硬化時間，圧縮
強さ，繰り返し荷重後の保持力の測定を行った．硬化時
間は円柱状試料（直径 10 mm，高さ 3 mm）を用いて ISO

規格に準じて測定を行った（n＝3）．圧縮強さの測定は
円柱状試料（直径 4 mm，高さ 6 mm）を用いて，セメ
ント練和開始より 25時間，7日間後に，室温大気中で
万能試験機（4302 型，インストロン）を用いて行っ
た．保持力はインプラントアバットメントにイージーア
バットメント（高さ 5 mm，幅 5 mm, Nobel Biocare）を
使用し，鋳造冠は金銀パラジウム合金（キンパラエース
12 S，徳力本店）で作製した．セメント泥を鋳造冠内面
に塡入後，セメント練和開始から 60秒後にインプラン
トアバットメントに圧接し，手指圧にて荷重を 5分間加
え，温度 37±1℃，相対湿度 95±5％の恒温恒湿器内に
1時間保管した．その後，衝突摩耗試験機（K 655-08，
東京技研）にて荷重 10 kgf，負荷時間 1秒，5,000, 100,000

回の繰り返し荷重を加えた．セメント保持力の測定は繰
り返し荷重負荷後，万能試験機にて最大離断荷重
（kgf）を求め，保持力（N）に換算した．圧縮試験およ
び保持力の試料数は 7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．
【結果および考察】E 10は他の 4種類のセメントよりも
硬化時間が有意に長かった．E 11は E 10よりも有意に
硬化時間が短く，一方で，E 12, E 13, E 14よりも硬化時
間は有意に長かった．圧縮強さは 25時間，7日間とも
に E 10および E 11は E 12, E 13, E 14よりも有意に大
きい値を示した．繰り返し荷重後の保持力は 5,000 回
後，E 10は E 13, E 14よりも保持力が有意に大きくなっ
た．E 11は E 12, E 13, E 14よりも有意に大きい保持力
であったが，E 12, E 13, E 14間に有意差は認められなか
った．100,000回後全てのセメント間に有意差は認めら
れなかった．E 11は荷重回数を 100,000回に増加すると
5,000回よりも有意に保持力が低下した．

測定結果より，硬化時間は 3分から 21分にわたり，
圧縮強さが大きいセメントは保持力も大きいことが明ら
かとなった．しかし，繰り返し荷重（100,000回）後は
セメント間で保持力に差が認められなかった．仮着用セ
メントに望まれる性質は一定期間補綴装置を保持しつ
つ，撤去時に容易に除去できることが望まれる．したが
って，一概に高い圧縮強さにとらわれることなく，実用
性を考慮すると硬化時間などの操作性にも注目する必要
があると考えられた．

根尖部歯周病変への抗菌剤
ドラッグデリバリーシステムの開発

中村 裕子
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野

【目的】根管の貼薬処置は，残存した細菌を殺菌し，次
回治療までの間，根管の無菌化を維持するための重要な
処置である．これまで，臨床において使用されてきた根
管内貼薬剤は，毒性の高い，ホルマリン系製剤や揮発性
薬剤が主流であった．しかし，これら貼薬剤の毒性やア
レルギーに関する問題が多数とり挙げられるようにな
り，近年では，3 MiX 等の宿主傷害性を考慮した各種抗
生物質や抗菌剤，水酸化カルシウム製剤の使用が行われ
るようになってきている．根尖性歯周炎の原因菌を対象
とした抗菌効果の in vitro における実験結果では，テト
ラサイクリン系，マクロライド系やニューキノロン系な
どの抗菌剤が，高い有効性を示すことが報告されてい
る．しかし，抗生物質や抗菌剤を貼薬しても，複雑な根
管や象牙細管内，根尖孔外の病変部へ高濃度に浸透させ
ることは困難であるとされている．そこで，イオン導入
法を利用し，抗菌剤を能動的に浸透させることはできな
いかと考えた．中空リポソームは，リポソーム自体に電
化する作用があり，通電処置を併用することにより，封
入された薬剤をリポソームごとドラッグデリバリーでき
る機能を有する．また，病変部に到達したリポソームは
緩徐に抗菌剤を放出することにより，抗菌効果を持続す
る作用が得られる．しかも炎症部位において特に薬剤を
放出する特徴を持つため，慢性化した難治性の根尖性歯
周炎に対してのドラッグデリバリーとして期待できる．
今回は，中空リポソームを用いたドラッグデリバリーに
関する基礎的研究として，抗菌剤封入リポソームの抗菌
効果および宿主細胞への細胞傷害性について抗菌剤単独
による効果と比較検討した．
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【材料および方法】リポソームは，中空リポソーム（フ
ナコシ 東京）を用いた．抗菌剤にはテトラサイクリ
ン，エリスロマイシンおよびメトロニダゾールを用い
た．細胞傷害性の検討のため，ヒト歯根膜細胞および単
核球を対象とし，MTT assay を用いた．抗菌効果の検討
には Enterococcus faecalis 740菌株を用い，抗菌効果と
エポキシ模型の根管内に調薬した各試薬の抗菌持続時間
について測定した．
【結果および考察】抗菌剤封入リポソームの作成では，
リポソーム体と抗菌剤との組み合わせにより，内包化率
に違いがあることが示唆された．抗菌剤単独，抗菌剤封
入リポソームともに，濃度依存的に細胞傷害性を示し
た．また，リポソームのほうが若干高い細胞傷害性を示
した．抗菌剤封入リポソームと抗菌剤単独による抗菌活
性の比較により，ともに高い抗菌活性を示した．72時
間後では，抗菌剤封入リポソームのほうが高い抗菌活性
を示した．どの抗菌剤も 120時間後では抗菌効果を示さ
なかった．
リポソームは，抗菌剤溶液に溶解するため，根管内に
浸透しやすい反面，それのみでは操作性に問題があると
考えられた．貼薬に使用するためには，抗菌剤に粘調性
を持たせるなどの工夫が必要であると考えられる．リポ
ソームに封入することと，粘調性持たせることにより，
長期間抗菌効果を維持することができる可能性がある．
また，リポソームは，使用するタイプにより陰性や陽性
に帯電させることが可能であるが，封入させる抗菌剤と
の相互作用について更なる検討の余地があると考えられ
る．

Analysis of Proliferation and Invasion
in Oral Squamous Cell Carcinoma which
p53/R2-targeted

Masakatsu FUKUDA

Division of Oral and Maxillofacial Surgery,

Department of Diagnostic & Therapeutic Science,

Meikai University School of Dentistry

【Introduction】The p53 gene is a highly characterized tu-

mor suppressor that is often inactivated in various human

cancers. p53 is a transcription factor that mediates cell cycle

arrest and apoptosis by binding to DNA and activating the

transcription of specific genes. p53 is also thought to be in-

volved in DNA repair by the transcriptional activation of a

ribonucleotide reductase gene, p53 / R2 , after exposure to

genotoxic stresses. A recently identified ribonucleotide re-

ductase（RR）, p53/R2 , is directly regulated by p53 for sup-

plying nucleotides to repair damaged DNA. p53/R2 displays

a significant similarity to ribonucleotide reductase small

subunit（R2）, and the expression of R2 is elevated at the on-

set of the S-phase of the cell cycle. However, only p53/R2

expression is induced in response to ultraviolet and γ -

irradiation and adriamycin treatment. p53/R2 translocates to

the nucleus upon DNA damage, and subsequently, supplies

an immediate pool of dNTPs necessary for DNA repair.

【Materials and methods】In this study, we examined the

expression of p53/R2 and the role of this p53/R2-dependent

pathway for DNA synthesis in squamous cell carcinoma of

the oral cavity, in vitro and in vivo. p53/R2 mRNA was

slightly expressed, but the protein was not detected in

HOSCC cell lines.

【Results and discussions】In 36 patients with HOSCC, we

examined immunoreactivity for p53/R2 and p53 . A positive

p53/R2 immunoreactivity was recognized in 13 out of 36

cases（36.1％）of the patients, however, it was not detected

at the site of invasive front in all cases with it regardless of

p53 gene alteration. It was not correlated between im-

munoreactivity for p53/R2 , p53 and clinicopathological vari-

ables. These findings suggest that the suppression or destroy

of p53/R2 has occurred, and as the results, the induction of

apoptosis was inhibited at the invasive front in early stage

of HOSCC.

口腔扁平上皮癌細胞における転写因子
STAT3の発現と活性化

森 一将
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

【目的】転写因子 STAT3（signal transducer and activator

of transcription 3）は多くの癌細胞で構成的に活性化し
ており，細胞増殖，アポトーシス抑制に関与しているこ
とが知られている．STAT3はサイトカインや細胞増殖
因子の刺激によりチロシン 705がリン酸化された後，核
内移行し，cyclin D 1や Bcl-XL などの細胞増殖や抗ア
ポトーシス関連遺伝子の発現を誘導する．そこで STAT

3の口腔癌細胞の増殖，浸潤における機能的役割の解明
を目指し，今回口腔扁平上皮癌細胞における STAT3の
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発現，活性化について検討した．
【方法】①口腔扁平上皮癌と診断された患者から採取し
た扁平上皮癌組織をパラフィン包埋後，抗 STAT3抗体
および抗 STAT3 Tyr 705 リン酸化抗体にて染色した
（倫理委員会承認番号 A 0611）．②口腔扁平上皮癌細胞
株における STAT3，リン酸化 STAT3 の発現および
STAT 1, STAT 1 Tyr 701リン酸化の発現について口腔扁
平上皮癌細胞株 HSC 2, HSC 3, HSC 4, Ca 9-22を用い，
IFNγ（10 ng/ml）により刺激し，1 時間後に total cell

lysates を調製し，SDS-PAGE 後，上記抗 STAT3, STAT

1抗体を用いて Western blot を行った．
【結果および考察】
①酵素抗体法による STAT3および STAT3 リン酸化抗
体について染色の結果
1）STAT3は癌組織における細胞質および核に強い発

現が認められた．2）STAT3の構成的な Tyr 705のリン
酸化は癌組織の細胞の核に発現が認められた．3）STAT

3 の発現は Stage にかかわらず全症例に認められた．
4）STAT3の陽性率は Stage が上がると強くなる傾向が
見られた．5）リン酸化 STAT3（Tyr 705）が認められ
た症例は 10例中 6例であった．Stage 別では，StageⅠ
で陰性症例が多かったのに対し，StageⅢでは陽性症例
が多くなり，陽性率も StageⅢで高くなる傾向にあっ
た．
②口腔扁平上皮癌細胞株における STAT3の発現につい
て
1）Ca 9-22細胞では HSC-2, HSC-3細胞に比べて発現
量は低かった．2）リン酸化 STAT3はすべての口腔扁
平上皮癌細胞株においてその発現が認められた．3）こ
の STAT3のリン酸化（Tyr 705）は IFNγ 処理により変
化は認められなかった．一方，STAT 1のリン酸化（Tyr

701）は，INFγ による刺激により認められた．
これらの結果から，口腔扁平上皮癌細胞においても

STAT3 が構成的に活性化していることが明らかとな
り，増殖，浸潤に関与する STAT3依存性遺伝子の発現
に影響している可能性が示唆された．現在，HSC-2 細
胞において STAT3の発現を抑制することによる細胞周
期制御遺伝子，アポトーシス関連遺伝子の発現や細胞増
殖への影響について検討中である．

ガイド機構を有する新しいゴシックアーチ
描記装置の開発
－全部床義歯への応用－

山本 裕信
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【目的】わが国の国民全体に占める高齢者の割合は，近
年急速に増加の一途をたどっており，今後も主に高齢者
を対象とした有床義歯による欠損補綴治療の必要性は高
い状態を維持していくものと推定される．また，増加す
る有床義歯患者の QOL の向上のためには治療システム
精度の向上に加え術式の簡便化が求められる．実際の臨
床においてはゴシックアーチ描記装置を用い水平的顎間
関係を決定し，チェックバイトにより咬合器の顆路角の
調節を行うことでより生体の機能と調和した咬合面形態
が間接法により形成される．しかし従来型の描記装置に
は咬合面形態に及ぼす影響が大きいとされる矢状・側方
切歯路の調節機構がなかった．そこで今回は特に機能時
の咬合面形態への影響が大きいとされる側方切歯路，す
なわちガイド機構を有する新しいゴシックアーチ描記装
置の試作を行った．また，ガイドの調節機構の構成・材
質の検討・改良を行った上，全部床義歯製作への応用を
行い良好な結果を得たので報告する．
【材料および方法】2007−2008年度科学技術研究費補助
金，若手研究 B において試作し，有歯顎者において有
効であった側方切歯路の調節機構を組み込んだゴシック
アーチ描記装置をさらに改良し，側方運動時のガイド角
について 10, 20, 30, 40度の 4種類を製作し，咬合器上
にて機能時の挙動について検討を行った．また，本装置
を無歯顎者に応用し各方向へのスムーズな下顎運動が可
能か検討するとともに，本装置にて採得したチェックバ
イトを用いて半調節性咬合器の調節を行い全部床義歯を
製作した．なお，研究を行うにあたり明海大学歯学部倫
理委員会の承認を得た（承認番号：A 0603）．
【結果および考察】調節機構については，ガイドの角度
を調節するために 4種類の展開角（10, 20, 30, 40度）を
有する可撤性のジグを装備し，症例に合わせ適宜選択す
る方法が有効であることが確認された．また，本装置を
応用し全部床義歯を製作した結果，義歯装着後の側方運
動時の咬合調整がわずかとなった．以上より，今回試作
したガイド機構を有するゴシックアーチ描記装置は臨床
的に有用となる可能性が示された．
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明海歯科医学 投稿規定
（2007年 2月 28日改定）

I．投稿の要件
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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．




