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スクリュータイプインプラントにおける頸部骨吸収の
経時的臨床評価

溝部 健一§ 荒木 久生
明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリテーション学分野

要旨：スクリュータイプインプラント頸部の骨吸収について経時的臨床評価を行うことを目的に，統計学的検討を行った．被
験者は，明海大学 PDI 埼玉歯科診療所において，平成 12年 8月から平成 15年 10月にスクリュータイプインプラントを埋入し
た 25歳～68歳（平均 53.6±9.6歳）の男性 21名と女性 20名の合計 41名である．被験インプラント 95本に対し，撮影した規格
デンタルエックス線写真から，Scion Image 4.0.2（Scion, USA）でインプラント頸部近遠心の垂直的骨吸収量について測定を行っ
た．

50歳以上の被験者は，上部構造装着時の骨吸収が多かった（P＜0.05）．男性に比べ女性の方が，上部構造装着後 5年におけ
る骨吸収は多かった（P＜0.05）．下顎に比べて上顎の方が，上部構造装着後 1年における骨吸収は多かった（P＜0.05）．Guided

Bone Regeneration を行った方が，上部構造装着後 1年および同 5年における骨吸収は多かった（P＜0.01）．以上のことから，ス
クリュータイプインプラント頸部の骨吸収の実態が把握できた．

索引用語：スクリュータイプインプラント，骨吸収，臨床評価

Clinical evaluation of bone resorption over time in neck region
of screw type implants

Kenichi MIZOBE§ and Hisao ARAKI
Division of Oral Rehabilitation, Depatment of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : We conducted statistical analysis in a clinical evaluation of bone resorption over time in the neck region of

screw type implants. Subjects were 41 patients, comprising 21 men and 20 women, with an age range of 25 to 68 y（mean

age : 53.6±9.6 y）who received screw type implants between August 2000 and October 2003 at the Meikai University PDI

Saitama Dental Clinic. Based on X-ray images taken of 95 implants in the subjects, the amount of bone resorption perpen-

dicular to the mesiodistal position of the neck region of the implants was measured using Scion Image 4.0.2（Scion :

USA）. Subjects aged 50 y or older showed high levels of bone resorption when the suprastructure was attached（p＜0.05）.
Women showed more bone resorption at five years after attachment of the suprastructure than men（p＜0.05）. Bone resorp-

tion at one year after attachment of the suprastructure was greater in the maxilla than in the mandible（p＜0.05）. Patients

undergoing guided bone regeneration（GBR）showed high levels of bone resorption at one year after and at five years after

attachment of the suprastructure（p＜0.01）. These results provided insight into the degree of bone resorption in the neck re-

gion of screw type implants.

Key words : screw type implant, marginal bone loss, clinical evaluation
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緒 言

インプラント頸部の早期骨吸収が生じる理由は，生物
学的幅径1−4）・上部構造接合部におけるマイクロギャッ
プ5−7）などがいわれているが，いまだ解明はされていな
いのが現状である．インプラントの成功基準の 1 つに
「機能させた状態で，1年以降の経年的なインプラント
周囲の垂直的骨吸収量は，0.2 mm 以下である」とあ
る8）．
そこで今回の研究では，明海大学 PDI 埼玉歯科診療

所における，スクリュータイプインプラントを用いて，
インプラント頸部の埋入時，2次手術時，ローディング
後 1から 2年まで，および 5から 6年までの経時的臨床
評価を行うことを目的に，骨吸収について統計学的に検
討を行った．

被験者および方法

1．被験者
被験者は 2000年 8月 1日から 2003年 10月 31日まで

の間に明海大学歯学部 PDI 埼玉歯科診療所において，
エクスターナルタイプであるスクリュータイプインプラ
ント（GC IMPLANT SYSTEM，ジーシー，東京）（Fig

1）を埋入し，上部構造装着後 5 年経過した 177 人か
ら，埋入時・2次手術時・上部構造装着時・上部構造装
着後 1年目および 5年目のメインテナンス時に規格デン
タルエックス線写真撮影を行った患者とした．これらの
被験者は，6か月ごとのリコールに応じている．

被験者総数は 41名（男性 21名・女性 20名）で，平
均年齢 53.6±9.6 歳（25 歳から 68 歳）であった．な
お，被験対象となるインプラント総数は 95本（上顎に
おいて単独 6本・複数 11本の計 17本，下顎において単
独 7本・複数 71本の計 78本）であり，全て部分欠損症
例で 2回法による埋入であった．
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 0839）．

2．方法
1）調査項目
被験インプラント 95本に対し，①年代別埋入インプ

ラント数，②被験者の性別埋入インプラント数，③埋入
部位別（上顎および下顎）インプラント数，④連続して
複数本埋入したインプラント間の距離が 3 mm 以下の部
位と 3 mm 以上の部位でのインプラント数，⑤吸収性膜
（ジーシーメンブレン，ジーシー）と非吸収性膜（TR

メンブレン，ゴアテックス社製，USA）を併用した Guided

bone regeneration（以下 GBR）施術の有無についても合
わせて調査した．
2）エックス線によるフィクスチャー周囲歯槽骨の評価
（1）規格デンタルエックス線写真撮影
撮影インジケーター（CID，阪神技術研究所，西宮，
兵庫）を使用し，被験フィクスチャーの規格デンタル
X 線写真の撮影を行った．デンタルエックス線フィル
ムには，インサイトデンタルフィルム（IP-21，コダッ
ク社製，東京）を使用した．エックス線発生装置にはレ
ックスレントゲン（D-6-S，吉田製作所，東京）を使用
し，メーカー推奨の方法で撮影した．また，デンタルエ
ックス線フィルムの現像定着処理は十分管理されたメー
カー推奨の方法を用いて行った．規格デンタル X 線写
真の撮影は，2次手術時，上部構造装着時，上部構造装
着後 1年，および同 5年に行った．
（2）インプラント周囲歯槽骨の吸収量の測定
インプラント周囲歯槽骨の吸収量は，インプラントの
近心および遠心で測定した（Fig 2）．すなわち，デンタ
ルエックス線写真を，イメージスキャナー（GT 9800, EP-

SON，諏訪，長野）で取り込み，画像解析プログラムソ
フト Scion Image 4.0.2（Scion, USA）を用いて，①連続
して複数本埋入したインプラント間距離，および，②イ
ンプラント近遠心のプラットホームから歯槽骨欠損最深
部までの距離を垂直的骨吸収量として測定した．
計測図はパーソナルコンピューター（MY 26 X/L-H,

NEC，東京）を使用し，臨床経験 8年以上の同一の歯科

─────────────────────────────
§別刷請求先：溝部健一，〒358-0003埼玉県入間市豊岡 5-1-3
明海大学 PDI 埼玉歯科診療所

Fig 1 GC IMPLANT SYSTEM

2 溝部健一・荒木久生 明海歯学 40, 2011
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医師が 3回行い，その平均値を測定値とした．

3．統計学的検討
エックス線評価で得られた経時的な周囲歯槽骨吸収量
と前述の調査項目，すなわち①年代別②性別③埋入部位
④フィクスチャー間距離⑤GBR の有無について，群間
比較を Mann-Whitney’U-test で行った．

結 果

1．被験インプラントの調査結果
1）年代別
被験者を年代別に 3群に分けて検討したところ，50

歳未満が 21本，50歳以上 60歳未満が 45本そして，60

歳以上が 29本であった．
2）性別
被験者の性別は男性が 21名で被験インプラント数は

34本，そして，女性が 20名で被験インプラント数は 61

本であった．性別比は 1 : 1.8で女性が多かった．
3）埋入部位
被験インプラントの埋入部位は上顎が 17本（単独：6

本・複数：11本）そして，下顎が 78本（単独：7本・
複数：71本）であった．
4）インプラント間距離
インプラント間距離が 3 mm 以下（平均 2.29 mm）の
インプラントが 16本，そして，3 mm 以上（平均 3.97

mm）のインプラントが 47本であった．

5）GBR の有無
GBR を行ったフィクスチャーが 36本（吸収性膜使用

が 6本，非吸収性膜使用が 30本）そして，GBR を行わ
なかったフィクスチャーが 59本であった．

2．インプラント周囲歯槽骨の吸収量の測定
プラットホームからの垂直的骨吸収量は，埋入時と比
較して，2次手術時では平均 0.2±0.3 mm，上部構造装
着時で平均 0.7±0.5 mm，上部構造装着後 1年目で平均
1.0±0.4 mm, 5年目で平均 1.2±0.4 mm であった．5年
目の吸収量から 1年間の歯槽骨吸収量を計算すると 0.06

mm であった．
1）年代別
年代別（Fig 3）では，2次手術時・上部構造装着後 1

年および同 5年では統計学的有意差を認めなかったが，
上部構造装着時において 50歳未満と比べ 50歳以上 60

歳未満の方が，インプラント周囲歯槽骨の吸収量が多か
った（P＜0.05）．また，50歳未満と比べ 60歳以上の方
が，インプラント周囲歯槽骨の吸収量が多かった（P

＜0.05）．

Fig 2 radiographic examination
① mesial : marginal bone loss
② distal : marginal bone loss
③ inter-implant distance

Fig 3 The results from the radiographic evaluation in the age.
（Bone resoption in neck region of implants）

Fig 4 The results from the radiographic evaluation in the sex.
（Bone resoption in neck region of implants）

インプラント頸部骨吸収の経時的臨床評価 3
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2）性別女性
性別（Fig 4）では，2次手術時・上部構造装着時およ

び上部構造装着後 1年において統計学的有意差は認めな
かったが，上部構造装着後 5年では，男性に比べ女性の
方が，インプラント周囲歯槽骨の吸収量が多かった（P

＜0.05）．
3）上下顎別
上下顎別（Fig 5）では，2次手術・上部構造装着時お

よび上部構造装着後 5年において統計学的有意差は認め
なかったが，上部構造装着後 1年では下顎に比べ上顎の
方が，インプラント周囲歯槽骨の吸収量が多かった（P

＜0.05）．
4）インプラント間距離
複数のインプラントが埋入されている症例についてイ
ンプラント間距離を測定し，インプラント間距離が 3

mm 以上と 3 mm 未満に分けてインプラント周囲歯槽骨
の吸収量を測定したところ（Fig 6），2次手術時・上部
構造装着時・上部構造装着後 1年および同 5年の全ての
項目において統計学的有意差は認めなかった．
5）GBR 併用の有無別

GBR の有無別（Fig 7）では，2次手術時および上部

構造装着時において統計学的有意差は認めなかったが，
上部構造装着後 1年では GBR 無と比べて GBR 有の方
がインプラント周囲歯槽骨の吸収量が多かった（P

＜0.01）．また，上部構造装着後 5年では GBR 無と比
べて GBR 有の方がインプラント周囲歯槽骨の吸収量が
多かった（P＜0.01）．

考 察

オッセオインテグレーションインプラントの経時的な
頸部骨吸収変化は，ローディング 1年間に平均 1.5 mm

以下の骨喪失，その後は年に 0.2 mm 以下の喪失を認め
ることはインプラント成功基準の 1つとされている8）．
今回検討したスクリュータイプインプラントにおける経
時的な周囲骨吸収の変化は，2次手術から上部構造装着
にかけての変化が大きく認めたが，ローディング後 1年
で 1.0±0.4 mm・5年目で平均 1.2±0.4 mm であり，ロ
ーディング後の 1年平均は 0.06 mm と成功基準9, 10）を満
たした結果となった．さらに，すべての被験インプラン
トは 6か月ごとのメインテナンスに応じていることもあ
り，メインテナンスに応じている患者は，骨頂喪失は微
小であるとの報告11）とも一致した．
性別においては，ローディング 5年に男性に比較して
女性の方が優位に骨吸収を認めた．また，その他の期間
においても女性の方が骨吸収を多かった．これは，骨の
減少は男性よりも女性に多く，特に閉経後の女性では骨
粗鬆症の病的な過程を反映していると報告されてい
る12, 13）．今回の検討では，骨粗鬆症患者は含まれていな
いが，被験女性は平均 53.1±9.3歳であったことも影響
したと思われる．
埋入部位においては，ローディング 1年に下顎と比較
して上顎の方が優位に骨吸収を認めた．これは，過去の
報告11, 13−16）と一致した．しかし，その他時期では，有意

Fig 5 The results from the radiographic evaluation in the area.
（Bone resoption in neck region of implants）

Fig 6 The results from the radiographic evaluation in the inter-
implant distance.（Bone resoption in neck region of implants）

Fig 7 The results from the radiographic evaluation in the
GBR.（Bone resoption in neck region of implants）
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差は無いものの下顎と比較して上顎の方が骨吸収は少な
かった．この結果は，被験インプラントの数が偏ってい
たためと考えられ，今後被験インプラント数を増やし検
討が必要と思われる．
インプラント間距離においては，インプラント間距離
を 3 mm 以上必要とし，3 mm 以下となるとインプラン
ト間の骨吸収が生じるとされているため17），3 mm を基
準とし測定した．ローディング後 1年以降では 3 mm 以
上と比較して 3 mm 未満で骨の吸収量は多いものの，統
計学的有意差は認めなかった．今回の検討での 3 mm 以
下のインプラント間距離は 2.0～2.9 mm（平均 2.3 mm）
であり，ある程度のインプラント間距離が確保できてい
たためと思われる．

GBR の有無においては，ローディング 1年および 5

～6 年の時期で GBR を行った方が骨吸収は大きかっ
た．この結果は Naert らの報告11）と一致した．また，Simion

ら18）によると GBR にて骨造成された歯槽骨は 5年後に
平均 1.35～1.87 mm の骨吸収が認めるとの報告からも
GBR を行った方が骨吸収は大きかったと思われる．

結 論

スクリュータイプインプラントの，インプラント頸部
の歯槽骨吸収量についてデンタルエックス線写真を用い
て測定した結果は，「機能させた状態で，1年以降の経
年的なインプラント周囲の垂直的骨吸収量は，0.2 mm

以下である」8）とされているインプント成功基準を満たす
ものであった．

本研究は第 35, 36および 39回日本口腔インプラント学
会学術学会大会（弘前，新潟および大阪）で発表した．
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顎関節症における下顎運動の定量解析

權 宅成 沼田 真美§ 大髙 祐聖
流石 麻由 奥村 泰彦

明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

要旨：これまで一般的に臨床において顎運動診断は主に主観的なものが多く，客観的定量測定に欠けていた．本研究
は，顎運動を簡便な方法で計測可能な顎運動軌跡測定装置の開発を行った．さらに，この装置を使用して顎運動軌跡の解
析から，顎運動異常の診断パラメータを抽出し，そこから顎運動の診断法の確立，また顎関節症の病態や病因の解明を行
うことを目標とした．開発した実験装置は，患者に非接触で下顎の運動を自動的に測定できる測定法を利用した．この装
置を用いて，顎関節症の症状を示す被験者の基本的な顎運動軌跡を測定し，客観的評価が可能かについて検証した．その
結果，以下の結論を得ることができた．
1．開発した顎運動軌跡測定装置は，患者に全く接触せずに顎運動軌跡を測定することができた．
2．顎運動装置の測定精度は，最大で 5％の測定誤差であった．この誤差範囲内ならば臨床の現場で利用することが可能
と思われた．

索引用語：顎関節症，顎運動軌跡，顎運動軌跡測定装置

Fixed quantity analysis of the mandiblarmovement with TMD

Takusei GON, Mami NUMATA§, Yusei OTAKA,
Mayu SASUGA and Yasuhiko OKUMURA

Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : Generally in clinical, there were many mainly subjective things and they lacked mandiblar movement diagno-

sis until now at objective quantitative measurement. This research developed the mandiblar movement locus measuring de-

vice measurable by a simple method for the mandiblar movement. Additional goals included establishment of a diagnostic

method of mandiblar movements by extracting the diagnostic parameter of the abnormality of the mandiblar movement by

analysis of jaw movement trajectories employing the aforementioned device and clarification of the pathological conditions

and the cause of temporomandibular arthrosis. The developed experimental device used for the patient the measuring

method which can measure movement of the lower jaw automatically by non-contact. The fundamental jaw movement lo-

cus of the subject who shows the condition of temporomandibular arthrosis was measured using this equipment, and it veri-

fied about whether objective rating is possible. As a result, the following conclusions were able to be obtained.

1. The jaw movement measurement device developed in this investigation made possible the measurement of jaw move-

ment trajectories in the absence of physical contact with patients.

2. The accuracy of measurements of this device was sufficient for clinical application ; maximum measurement error was 5

％.

Key words : Temporomandibular disorders, A diagnostic method of mandiblar movements, A mandiblar movement trajec-

tory measurement device
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緒 言

顎関節症は，歴史的には古くからみられた疾患であ
る1）．そのため，これまで顎関節症の病因に関して様々
な報告がみられ，種々の治療法が行われてきた2）．
日本顎関節学会3）によると，顎関節症とは「顎関節や

咀嚼筋の疼痛，関節雑音，開口障害または顎運動異常を
主要症候とする慢性疾患の総括的診断名であり，その病
態には咀嚼筋障害，関節包・靱帯障害，関節円板障害，
変形性関節症などが含まれる」とされている．
顎関節症は，顎関節部に限局してみられる局所疾患で
あり，多くの患者では自然治癒する特性を呈していると
いわれている4）．しかしながら，併発した頭痛などのた
めに脳神経科，耳鼻科や眼科などを転々としたり，常に
鎮痛剤を服用しなければ日常生活に支障をきたしたりす
る患者がみられる5）．また重篤な患者では，精神的に鬱
状態に陥る場合もある．
顎関節症に関する研究は，数多く報告されている6−15）

が，病因の解明にはまだ至っていない．その理由は，①
顎関節症は，その症状を客観的に特定することが難し
い．②治療期間を通して症状が，客観的に解析されてい
ないこと，また治療効果の判定が難しい．③これまでは
症候を個別に解析し，病態や病因を解明しているが，総
合的にはまだ確立されていないことがあげられる．
顎関節症に関する研究は，咀嚼筋の筋活動を解析した
もの6, 7），また顎関節雑音を解析したもの8, 9），エックス
線写真10−12）や CT13），MRI14）などによって形態学的に追求
したものなどがみられる．しかし，これらの研究は，疾
患のある一時期の所見である．顎関節症の病因解明を治
療経過から明らかにする場合，治療の全期間を通して症
状を定量的に解析し追求することが必要となる16）．
顎関節雑音や筋電図は電気的な波形として測定される
ため，客観的な数値解析は行える．顎の動きについて
は，特殊な装置を使用すれば顎運動軌跡の測定は可能で
あるが，一般には普及していない．
花輪ら17）や佐々木ら18）は，顎関節雑音の定量解析から

診断パラメータを抽出している．それによれば，顎関節
雑音は持続時間や振幅強度によって分離できること，す
べては周辺骨の共振音であることから，顎関節雑音発生
の引き金となるインパルスの位置変化によって，波形振
幅や共振周波数が微妙に変化することを突き止めてい
る．つまり治療期間を通して，顎関節雑音の波形や周波

数の変化を診れば，病態の変化が推定できること，さら
に治療効果や予後の判定も可能になるものと考えられ
る．
本研究では，顎関節症に伴う顎運動異常の定量測定法
の開発を目的に，これまで簡便な顎運動診断を行う装置
がなかったため，チェアサイドで定量測定が可能な顎運
動軌跡測定装置（以後，顎運動測定装置とする）の開発
を行った．
顎運動測定装置を使用した報告には，マンディブラー
キネジオグラフ19）（Myotronics, WA, USA）やシロナソ
グラフ20）（カノープス，神戸，兵庫），ナソヘキサグラ
フ21）（小野測器，栃木）などがある．これらの装置は，
下顎中切歯の 3次元軌跡の解析が可能であるが，顎運動
軌跡の描出は，もともと咀嚼運動などの解析のために開
発されたもので，顎関節症診断を目的としたものではな
い．さらにこれらの装置では，下顎中切歯に小さなマグ
ネット，あるいは近赤外光 LED（Light emitting diode）
を取り付け，外部に設置したセンサーで感知し，顎運動
軌跡の測定が行なわれている．この装置は下顎中切歯の
動きを直接 3次元測定できる利点はあるが，小型のマグ
ネットを測定の度に接着しなければならず，経日的な繰
り返し測定には操作が煩雑であること，また高価なた
め，一般の診療所での装置の普及は難しいのが現状であ
る．本研究は，①顎運動軌跡の測定装置を開発すること
を中心に行い，②この装置を用いて，顎関節症に伴う顎
運動の基本的な軌跡のデータ採取が可能かどうかの検討
を目的とした．

材料と方法

1．顎運動軌跡の非接触測定法と理論
マグネットや LED などの計測マーカーなどを接着す
ることなく，顎運動測定を全く非接触で行える測定法と
装置の開発を行った．
測定の基本原理は，画像工学で用いられるテンプレー
トマッチング法を応用したものであり，歯科領域でテン
プレートマッチングを応用した研究と同じ技法を応用し
た22）．
測定方法は，口角器によって患者の上下顎前歯部を露
出させ，開口から閉口にいたる 1周期の顎運動を行わせ
る．この間の下顎前歯の動きを，患者正面の一定距離に
設置したテレビカメラから規格撮影によって画像を採取
する．採取された多数のフレーム画像から Fig 1に示す
ようなスタート画像を定め，この画像からマッチングの
基本となるテンプレートを切り出し，このテンプレート

─────────────────────────────
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が，次のフレーム画像のどの位置にあるかをマッチング
の技法によって検出するものである．テンプレートの設
定は，ある画素サイズをテンプレートとして切り出し，
その重心を測定し，この点を下顎左右中切歯切縁の中点
（以後，基準点とする）に設定するものである．本実験
でのマッチング法は相互相関係数を求めて判定する方法
を採用した．
以下に，テンプレートマッチング処理理論を示す．
Fig 1 に示すように，スタート画像を f1（x, y）とす

る．この画像中に設定したテンプレートを t（x, y）とす
る．ある i 時間後のフレーム画像を fi（x, y）とする．fi

（x, y）の中のどの位置に t（x, y）があるかを見出すた
め，2つの画像すなわち t（x, y）と fi（x, y）の相互相関
係数を求めて判定するものである．数式に示すと，

R（m, n）＝ ΣΣt（x, y）．ΣΣfi（x＋m, y＋n）
ΣΣf2

i（x＋m, y＋n）
となる．ここで R は相互相関係数，m, n は fi（x, y）

画像の中で，t（x, y）の位置を表すものとする．
開閉口の 1周期で撮影された各フレーム画像につい

て，テンプレートに対し最大マッチングを示す点を選出
し，各フレーム画像のマッチング点をスタートのフレー
ム画像上に表示する．この方法によって，顎が 1周期す
る間の基準点の運動軌跡が描記できることになる．

2．顎運動測定装置
実験に使用した装置（Fig 2）は，USB PC カメラ

（サンワサプライ，東京）を用い，鏡の下縁に即時重合
レジンで固定した．レンズから患者の口元までの距離を
30 cm とし，固定を兼ねるためワイヤー（直径 3 mm，
ステンレス製）で固定装置を作製した．この画像入力部
を規格撮影装置（以後，カメラ）とした．

カメラの固定については，患者がワイヤーの両先端を
鼻翼下縁に固定し，鏡に写る指定位置に自身の鼻尖を合
わせることによって，カメラと口腔とが常に一定の距離
と角度で規格撮影ができるようしたものである．開口器
には，オプトラゲート（白水貿易，大阪）を使用した．
カメラからの信号は，30 fps のフレームレートでパー
ソナルコンピュター，CF-R 2（パナソニック，大阪）の
メモリーに記録した．
撮影時間は，開口から閉口までの 1周期を約 4秒とし
た．被験者には，4秒間でゆっくり一定のスピードで開
閉口できるように訓練を行った．したがって採取される
フレーム枚数は約 120フレームとなる．約 120枚のフレ
ーム画像の中から，Fig 1に示したように少し開口した
画像をスタート画像に選定した．スタートに選定した画
像は，テンプレート設定内に上顎前歯が入らない最小限
の開口度の画像とした．テンプレートの設定に当たって
は，Fig 3に示すように，下顎左右中切歯切縁の中点を
基準点として，測定者がこの位置をマウスで決定する．
基準点を設定すると，この点を中心に X 軸方向に左右
50画素，Z 軸方向に上下 10画素のサイズをテンプレー
トとして自動的に切り出すようにした．テンプレートサ
イズは 20×100画素となる．
マッチング処理では，1周期にわたって撮影された全
フレーム画像を最初から 3～5枚ごとに区切り画像を抽
出するようにした．マッチング処理のために使用するフ
レーム画像は 20～30枚とした．マッチング処理を行う
と，式に示した相互相関係数の値は，－1＜R（m, n）
＜1 の範囲として算出される．1.0 は全く同じ画像，
－1.0が白黒逆転画像である．ここで，マッチング処理
で同じ画像であると認める相互相関値，R（m, n）の値
を，0.7以上とすることにした21）．

Fig 1 Template setting and filtering.

Fig 2 TV camera for taking mandible movement setting by
standardize photography.
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各フレーム画像についてマッチング処理が終了し，そ
れぞれのフレーム画像についてマッチング点の座標が決
定した後，その座標点を中心咬合位の画像にすべて転記
した．この座標点を結んで開口から閉口にいたる軌跡を
顎運動軌跡とした．本装置によって測定された顎運動軌
跡を自動顎運動軌跡（以後，自動軌跡とする）とした．
マッチング処理演算のためのソフトウエアは，本学放射
線学分野で自作した．
顎運動軌跡の計測については，Fig 3のように撮影時

にメジャーを同時撮影して計測した．

3．診断パラメータの設定
顎運動計測のため，軌跡が描記されたフレーム画像に
座標を設定した．座標は Fig 4に示すように，中心咬合
位で下顎中切歯切縁中点である基準点を原点とし，赤が
開口時，青が閉口時の軌跡とし，原点を通り矢状平面に
平行な縦軸を Z 軸，Z 軸に直交する水平軸を X 軸とし
た．診断パラメータとして，検査項目を以下のように設
定した．
垂直的計測 DMO（最大開口距離，Distance of Maximum

Open）：Z 軸上の最大の開口距離．
水平的計測 SDR（右側変位距離，Shift Distance of Right

side）：患者の右側（X 軸上をマイナス方向）に Z 軸か
ら変位した最大距離．SDL（左側変位距離，Shift Distance

of Left side）：患者の左側（X 軸上をプラス方向）に Z

軸から変位した最大距離．

SDT（総変位距離，Shift Distance of Totally）：左右側の
総変位距離．これらを基本的な検査項目とした．

4．被験者について
本実験は，顎関節症に伴う全ての運動パターンを解析
し，そこから顎運動の特徴抽出することを目的にした．
被験者の選定については，顎関節症として顎関節雑音
を有する 6名のうち最も顎運動のみられた 1名（60歳，
男性）被験者を選択した．
被験者には研究の趣旨を説明の上，測定データを実験
に使用することについて了解を得るとともに，同意書を
作成した（倫理委員会 A−0803）．

5．実験項目
1）顎運動測定装置の測定精度
顎運動測定装置の軌跡描出精度について検討した．方
法は，マッチング処理に用いられた 30フレーム画像す
べてについての基準点をプロットし，各フレーム画像の
印記点を，中心咬合位の画像に再構築して，手動による
顎運動軌跡として描出した．この軌跡を標準顎運動軌跡
（以後，標準軌跡とする）とした．
標準軌跡とマッチング技法によって描出された自動軌
跡から，上記した検査項目の DMO と左右に変位した
SDR または SDL の大きい方を算出する．そして標準軌
跡と自動軌跡の差に対する標準軌跡の比を顎運動測定装
置の測定誤差とした．
2）顎運動軌跡の測定時変化
顎運動軌跡が，測定時にどの程度の違いを示すかを実
験した．顎関節症を有する被験者の中から最も顎運動に
変化のみられた 1名を選定し，この被験者の顎運動軌跡
を 3回にわたり連続して測定した．それらの軌跡の比較

Fig 3 Template setting and measure.

Fig 4 Diagnostic parameter in flontal view.
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から，顎運動の動きの変化について検討した．さらに顎
運動軌跡として代表値を決定するための条件設定につい
て検討した．
3）顎運動軌跡の経日的変化
顎運動軌跡の，経日的変化の測定を行った．
測定期間は，1週間の間隔を置いて 2週間にわたり観
察した．この期間内においては顎関節症に病状変化はな
いことを確認した．それぞれの測定日の顎運動軌跡は，
実験 5−2）の結果を踏まえて，顎運動軌跡を 3回測定し
2回ほぼ同じ軌跡を示したものを試料とした．

結 果

1．顎運動測定装置および測定精度
顎運動測定装置の開発により，顎の開閉状態を一連の
動きとしてビデオ画像記録が可能となった．この顎運動
画像から Region of Intersest（ROI）の設定により顎運動
軌跡を抽出し，顎関節疾患の動態解析を行うことができ
た．

Fig 5に，本実験で作製した装置によって測定された
自動軌跡と標準軌跡を示す．標準軌跡に対する自動軌跡
の精度（Table 1）は最大で 5％であった．

2．顎運動軌跡の測定時変化
Fig 6に連続して 3回の採取した顎運動軌跡と 1座標

に記録したものを示し，Table 2に 3軌跡から測定され
た検査項目の結果を示す．軌跡の 1回目と 2回目では，
最大開口距離には大きな差はみられなかった．しかし開
口時の軌跡をみると，1回目では開口からすぐに右側に

変位が始まるのに対し，2回目では開口から徐々に変位
を示した．さらに最大開口直前の顎の動きでは，変位距
離に差が見られた．
閉口時においては，1回目と 2回目では全く異なった
動きを呈した．1回目では左側に変位した顎は，大きな
円孤を描いて閉口位近くで中心咬合位に戻るのに対し
て，2回目では閉口時の中間で急激に正中寄りに戻り，
そこからまた左側に変位して中心咬合位に戻る軌跡を示
した．3回目では最大開口距離が小さくなった．開口時
の右側への変位は 1回目と 2回目と同じであった．閉口
時の顎の動きは，中心咬合位に至る直前まで左側に変位
した状態を示した．

3．顎運動軌跡の経日的変化
Fig 7に 2週間の経過を置いて採取した 3回の顎運動

軌跡と 1座標に記録したものを示す．この軌跡の採取に
当たっては，開閉口訓練を十分行った後に採取を行っ
た．したがって，前実験の結果より安定した軌跡が得ら
れた．しかし大きな顎変位を示す閉口時の顎運動軌跡に
は差異がみられた．Table 3 は検査項目の測定値を示
す．このうち SDR の誤差が 30％ と大きな値を示し
た．しかし SDR の実際の距離差は，表のように 0.5 mm

であった．

Fig 5 Comparison of Automatic track and Standardized track.

Fig 6 Mandibular movement track variations of 3 times consen-
tively and Irregularity of 3 mandibular movement track.

Table 1 Error of automatic measurement.

Automatic
measurement
（A）

Standardized
measurement
（B）

Error
┌
│
└
│
│

A－B
B
│
│
┐
│
┘

DMO
SDL

32 mm
10 mm

31 mm
9.5 mm

0.03
0.05

Table 2 Examination result of 3 times mandibler tracks.

1st time 2nd time 3rd time Max-Min
Error

（（max−min）／mean）

DMO
SDR
SDL
SDT

30.3
2.2
8.2

10.4

31.3
1.7

8
9.7

25.3
2
5
7

6
0.5
3.2
3.4

0.21
0.25
0.42
0.38

［mm］
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考 察

これまで臨床において顎関節症にともなう顎運動の診
断は，最大開口距離をメジャーで計測し，顎の動きにつ
いては視覚的観察が行われる程度であった．このような
主観的評価法では，顎関節症の長期にわたる治療経過に
おいて，回復の程度を定量的に評価することはできなか
った．
本研究において，著者は患者の歯に非接触で，動きを
定量的に測定できる方法を検討し測定装置を開発した．
その装置を用いて顎関節症状を有する被験者の顎の動き
を測定し，顎運動の診断パラメータを検索した．
以下に，実験とその結果について考察する．

1．顎運動軌跡の非接触測定法について
顎運動軌跡を測定するにあたり，各種の調整を行っ

た．各フレーム画像とテンプレートとのマッチングにお
いて，相互相関係数の判別レベルの設定である．より位
置精度を上げようとして，レベルを上げると，マッチン
グ不能となった．レベルを下げるとマッチング域が広く
なり，どの位置が真の位置かの判断ができなることであ
った．試行錯誤の結果 70％を判別レベルに設定するこ
とでほぼ位置を確定することができた．マッチングを行
うにあたりフレーム画像の前処理をどうするかである．

各フレーム画像の濃度変動のため，マッチングへの影響
を排除する目的でラプラシアンフィルタリング前処理あ
るいはソーベルフィルタのような前処理を行ったが良好
な結果は得られなかった．その原因は，フレーム画像は
1回の撮影で行われているので，各フレーム画像の濃度
は極めて安定しており，エッジ検出フィルタのような前
処理を行うと雑音が増加し，検出精度は逆に低下したも
のと考えられた．したがって本実験では得られた画像の
ままで処理することにした．
次に，中心咬合位の画像とスタート画像の間で，未測
定部分の生じる問題として次の 3つが考えられる．①ス
タートに選定したフレーム画像は，Fig 1に示すように
中心咬合位の画像ではないことである．つまり，テンプ
レートを中心咬合位の画像から設定すると，テンプレー
トの中に下顎前歯だけでなく上顎前歯の像も含まれるこ
とになる．この画像をテンプレートの画像として使用す
ると，開口して上顎前歯が写っていない fi（x, y）のフレ
ーム画像とでは，マッチングができなくなることであ
る．そこでテンプレートを設定する場合，上下顎前歯が
最小限離れたフレーム画像をスタート画像とし，この画
像から下顎前歯部のみをテンプレートとして切り出し
た．中心咬合位の画像とスタート画像との間の未測定部
分については，スタート画像のマッチング点と，中心咬
合位の画像中で基準点を視覚的に判断して，この 2点を
直線補完することにした．未測定部分の垂直距離は，ほ
ぼ 5 mm 前後であった．この顎間距離は臨床的には 2～
3 mm であり安静位空隙と考えることができる．したが
って中心咬合位と安静時顎位の間では，顎の開閉運動は
蝶番運動であり直線的に動くと考えられている．そのよ
うな観点からこの未測定区間は直線補完しても，臨床的
に問題は起こらないと思われた．
②スタート画像と開口度が大きくなった画像とでは，
カメラの画角の関係で下顎前歯の画像パターンが異なっ
てくることである．このためスタート画像のテンプレー
トを用いてすべてのマッチング処理を行うと，開口度が
大きくなった画像とではマッチングが不可能となった．
したがって，その対策として，マッチング処理を終了し
た fi（x, y）の画像から，テンプレートを切り出すように
した．このテンプレートを用いて，次の fi＋1（x, y）の画
像とマッチング処理を行わせるようにした．このように
マッチング処理とテンプレート切り出しを，順次行いな
がら開口から閉口に至る 1周期の顎運動軌跡を抽出する
ようにした．③顎運動の撮影に際してクリック音を発す
る場合は，顎の位置が急激に変化し画像ぶれが発生する

Fig 7 Mandibular movement track variations in 2 weeks and Ir-
regularity of mandibular movement track in 2 week.

Table 3 Examination result of 3 tracks in 2 weeks

Start day
1 week

after
2 week

after
Max-Min

Error
（（max−min）／mean）

DMO
SDR
SDL
SDT

29.7
1.5
7.3
8.8

30
2
8

10

31
1.5
7.5

9

1.3
0.5
0.7
1.2

0.04
0.3

0.09
0.13

［mm］
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ことである．この原因はテレビカメラのフレーム転送
が，秒間 30フレーム（30 fps, frames/sec）と少ないこと
があげられる．この問題の解決には，フレーム転送スピ
ードの大きいカメラを用いることである．予備実験とし
て転送スピードの大きい 60 fps のカメラを用いて試み
たが，カメラの動画取り込みに許容される時間が短いた
め，顎運動の 1周期をすべて取り込むことができなかっ
た．したがって本実験では，30 fps のカメラをそのまま
用いることとした．開閉口の 1周期を 4秒前後としてゆ
っくり平均したスピードで運動するようにして撮影し
た．これらの問題点を解決したことによって，安定した
顎運動軌跡の測定が可能となった．

2．顎運動測定装置の精度について
顎運動測定装置の測定にあたって，事前に測定精度の
検討を行った．そのための方法は，マッチングに用いた
フレーム画像について著者らが視覚的に基準点を判断
し，そこから顎運動軌跡を求めたものを基にして比較し
た．結果は最大で 5％の誤差であり，臨床上問題のない
値であったと思われる．5％の誤差の原因は，基準とし
て撮影したメジャーから，距離換算するところにあると
考えられる．実験では開口器に接してメジャーを撮影し
たが，この方法では被写体と物差しの前後的距離が生じ
ること，メジャーと開閉方向の角度差など，誤差の入る
可能性が考えられる．開口器の開発とともに，距離ある
いは垂直的角度の設定を考慮すべきと思われる．
顎運動測定時の精度低下として考えられることとし

て，カメラの画像ブレがあげられる．クリック音を有す
る被験者では，クリック音とともに急激に顎が変位を起
こし，カメラの振動現象がみられた．この問題の対策と
して，フレーム転送スピードの大きなカメラを使用する
方法が考えられる．
顎運動軌跡の測定にあたって，連続して 3回計測し解
析を行ったが，顎の動きは測定時ごとにかなり変動し，
DMO と SDL は，不安定であることが判明した．特に
顎が大きく左右に変位する顎関節症の場合は，動きは不
安定となることが示唆された．各検査項目についてみる
と，DMO では距離的に大きな変化が認められた，エラ
ーとして算出した数値はそれほど大きくはなかった．そ
の理由として，開口距離には大きな差はあるものの，誤
差の計算上分母が大きい事から数値が小さくなったため
と思われる．臨床では，最大開口距離は重要な診断パラ
メータであることから，距離の差である 6 mm 差は無視
できない数値と考える．また SDL は極めて不安定な値

を示した．したがって被験者について 3回の顎運動軌跡
のうち，どれが代表としての軌跡であるかを導き出すこ
とは，非常に困難であった．また，本来顎運動は一定で
ないこと，開口時の速度によっても影響を受けることな
ど，以前の報告24）と一致するところであり，今後の検討
課題と考える．本実験では顎運動軌跡の採取にあたっ
て，①開閉口訓練を十分行い，動きが安定したところで
採取する，②数回採取して，ほぼ同じ軌跡を示すものを
代表軌跡とすることとした．
以後の軌跡の採取にあたっては，まず顎の最大開口度
に注意をし，十分な開閉口訓練を行った後に，3回軌跡
を採取し 2回同じ軌跡を示したものを代表値として採用
することとした．

3．顎運動軌跡の経日的変化
顎運動軌跡の測定にあたって経日的な変化について一
週間後，二週間後と測定を行ったが，SDR の誤差が 30

％と大きな値を示したが，実際の距離の差は一週間後，
二週間後を比較するとわずか 0.5 mm の範囲内の変化で
あった．この範囲内であれば経日的な顎運動軌跡の変化
は問題ないと考えられる．

結 論

本研究では，簡便な方法で下顎の運動を自動的に測定
できる測定法を提示し，その測定理論を利用した顎運動
軌跡測定装置を開発した．そして装置を用いて，顎関節
症の症状を示す被験者の基本的な顎運動軌跡を測定し
た．
1．開発した顎運動軌跡測定装置は，患者に全く接触せ
ずに顎運動軌跡を測定することができた．

2．顎運動装置の測定精度は，最大で 5％の測定誤差で
あった．この誤差範囲内ならば臨床の現場で利用する
ことが可能と思われた．
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Computed Radiography の画像情報学的特性に関する研究

鈴木 弘平§ 小泉 伸秀 大髙 祐聖
流石 麻由 奥村 泰彦

明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

要旨：Computed Radiography（CR）に使用される Imaging Plate（IP）を用いその物理特性について，特に IP の光滲現
象（irradiation）について検討したので報告する．
実験の結果以下の結論を得た．

1．IP 方式デジタル系の入出力特性は増感紙フィルム系と同じ対数応答を示した．
2．IP 方式デジタル系の感度特性は増感紙フィルム系の SRO-750と SR-G フィルムの組み合わせの 2倍を示した．
3．入出力特性のガンマーは増感紙系で 3. 1, IP 方式で 1.2であった．
4．IP 方式デジタル系にも，増感紙系と同じ光滲の現象が存在した．光滲幅は照射線量の増大とともに大きくなった．
5．光滲の発生の主な原因は，フィルムへの焼き付け過程とドライ現像処理過程にあることがわかった．また光滲の現象
は解像力に影響した．

6．解像力測定では，IP 方式デジタル系の最高解像力は 4 cycles/mm で，光滲の影響が加わると解像力は 2 cycles/mm ま
で低下した．

7．照射線量の異なる種々の画像に対する肉眼評価では，解像力の差はなかった．
8．光滲はグレイレベルで 200を超えると大きく発生し，被写体内の画像コントラストを 200以下に抑える照射条件の設
定が必要であることがわかった．

索引用語：Computed Radiography, Imaging Plate，光滲，MTF

Study on Characteristics of Image Information Obtained
by Computed Radiography

Kohei SUZUKI§, Nobuhide KOIZUMI, Yusei OTAKA,
Mayu SASUGA and Yasuhiko OKUMURA

Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Science, Meikai University School of Dentistry

Abstract : A study involving imaging plates（IP）employed in computed radiography（CR）was conducted regarding their

physical properties. In particular, irradiation properties of IPs were examined ; and consequently, the results of this investi-

gation are presented in this report.

The results of the experiments afforded the following conclusions :

1. The input-output characteristics of the IP-based digital system exhibited the same logarithmic response as that of the

screen film system.

2. The input-output characteristics of the IP-based digital system indicated sensitivity that was two-fold greater than that ob-

tained with the combination of the SRO-750 with the SR-G film, which demonstrated the highest sensitivity in the

screen film system.

3. The gamma of the input-output characteristics was 3.1 and 1.2 for the screen and the IP-based systems, respectively.

4. The identical irradiation in the screen system was confirmed to be identical to that in the IP-based digital system. The ir-

radiation width increased as the irradiation dose was increased.

明海歯学（J Meikai Dent Med）40（1）, 14−24, 201114



緒 言

Computed Radiography（CR）は，Imaging Plate（IP）
を用いたデジタルラジオグラフィのことで，1983年に
園田ら1）によって開発された技術である．この技術は増
感紙フィルム系のアナログ画像に代わり，今日のデジタ
ル画像化へのさきがけとなった．

IP 方式デジタル技術の画像形成原理は以下のように
なる．被写体を透過したエックス線がユーロピウム
（Eu2＋）をドープしたバリウムフルオロハライド蛍光体
（BaFX : Eu2＋：X＝Br, I）を使用した IP に受光すること
で，IP 内の蛍光体に入射したエックス線のエネルギー
が蛍光体粒子内に捕獲される．次に，エックス線照射後
の IP 面にレーザー光を照射すると，粒子内に捕獲され
たエネルギーが可視光線（390 nm）として放出．この
発光現象は輝尽発光（Photostimulated Luminescence :

PSL）と言われ，その光強度は吸収したエックス線エネ
ルギーに比例する．したがって，IP 面をレーザービー
ムで走査して放出される光量のアナログデジタル（A/

D）変換から，CR 画像が構築される．記録されたデジ
タルデータは，モニタで観察するか，あるいはフィルム
にコピーされ診断に提供されている．
これに対し蛍光体と Charge-coupled device（CCD）や

Complementary metal oxide semiconductor（CMOS）を一
体化した記録媒体2），あるいはカドミウム・テルル（Cd-

Te）合金を光電面に用いた記録媒体3）などは，エックス
線を直接画像に変換できる方式である．この技術は IP

方式に対比して，直接方式の Digital Radiography（DR）
と呼ばれている．現在，歯科用エックス線装置は，これ
ら 2方式のどちらかを採用した撮影装置を使用してい
る．

IP 方式のデジタル画像は，直接方式のデジタル画像
に比べてアナログ系に近い特性を示すと言われている．
これは IP 方式の場合，入射エックス線量と出力濃度の
関係を表す入出力特性が対数応答を示すためである4）．
対数応答を示す IP 方式の画像が持つ特徴は，増感紙フ
ィルム系と同様の特性を示すためコントラストに変化が
生じないことである．
増感紙フィルム系の持つ特性の中で，診断上影響を受
ける現象はクロスオーバー効果，光滲，低照度相反則不
軌，高照度相反則不軌などがある．これらの現象と画像
との関係について多くの研究5−8）が報告されている．し
かし，IP 方式のデジタル画像については増感紙フィル
ム系に見られる現象が画像形成上影響を及ぼすかについ
ては，ほとんど行われていない9）．これらの各種現象の
中でクロスオーバー効果は，増感紙とフィルムの間隙で
発生する光の反射と散乱による現象であり，IP 方式の
デジタル系画像では見られない現象である．本研究は画
像診断上，分解能に影響を与える光滲現象についてその
発生原因，特性について研究することを目的とし，まず
IP 方式のデジタル画像で示される対数応答入出力特性
について研究すると同時に，その感度について従来の増
感紙フィルム系との比較を行った．次に光滲現象につい
て，IP 方式においてもこの現象が見られるかどうか，
光滲が画像解像度に及ぼす影響について検討した．それ
らの結果に基づき，光滲を回避した画像を得るための方
法についても検討を行った．

材料と方法

実験には，CR 装置に FCR XL-1（フジフィルムメデ
ィカル，東京）を，IP に ST-M パノラマ用（フジフィ
ルムメディカル）を使用した．
エックス線発生装置に DRX-190 D（東芝，東京）の

単相全波整流，コントローラに DC-12 M（東芝）を使

5. It was evident that the occurrence of irradiation was caused mainly by the film printing and the dry development proc-

esses. Furthermore, the phenomenon of irradiation impacted the resolving power.

6. Upon measurement of resolving power, the highest resolving power for the IP-based digital system was 4 cycles/mm.

When the impact from irradiation was included, the resolving power decreased to 2 cycles/mm.

7. Assessment of the various images subjected to differing irradiation doses by the naked eye revealed no differences in re-

solving power.

8. Marked irradiation occurred at levels exceeding 200 GL ; thus, it is necessary to establish irradiation conditions such

that the image contrast within the subject is suppressed to levels below 200 GL.

Key words : Computed Radiography, Imaging Plate, Irradiation, MTF

─────────────────────────────
§別刷請求先：鈴木弘平，〒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学講座歯科放射線学分野
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用し，総濾過を 25 mmAl とした．
撮影条件は管電圧 70 kV，管電流 10 mA で行った．

照射線量は，多重絞りの直前に厚さ 20 mm のアルミニ
ウム板を置いて線量の減弱を行った．焦点・プレート間
距離を 1～3.5 m まで，露光時間を 0.02～2秒の間で変
化させて必要な線量を設定した．線量測定には mdh-1015

型線量計（Radcal. Co., Cal., USA），プローブに 10 X-5

（Radcal. Co．）を使用した．プローブは焦点から 1 m の
位置に固定し，IP あるいはカセッテに入射する線量は
距離の逆 2乗則から計算した．Fig 1にプローブを配置
した実験装置の図を示す．
増感紙フイルム系では，増感紙に SRO（コニカミノ

ルタ，東京）の 4 種（SRO-125, SRO-250, SRO-500,

SRO-750）と，フィルムに SR-G（コニカミノルタ）を
組み合わせたものを使用した．フィルムの現像処理は，
自動現像機 SRX-502（コニカミノルタ）と CE-D, F 1

（フジフィルムメディカル）で現像温度 32.9℃，90秒で
行った．
フィルムの濃度測定には，マクロ濃度に濃度計 TR-524

AMD（Macbeth Co., Mich., USA），ミクロ濃度にマイク
ロデンシトメータ PDM-5 B（コニカミノルタ）を使用
した．アパーチャーサイズは 5 μm×1,000 μm とした．
実験は以下に示す 6項目について行った．

1．IP 方式デジタル系における入出力特性の測定
従来の増感紙フィルム系に対し，IP 方式デジタル系

の入出力特性と感度特性を測定した．
Fig 2に使用した実験装置を示す．IP 全面を厚さ 2 mm

の鉛板で被い，鉛板の中央部に 1 cm×5 cm の照射スリ
ットを設けた．このスリットを通して種々のエックス線

量を照射できるようにした．
実験は種々の線量によって照射された IP について，IP
面からのローデータとその後ドライイメージャー処理
（ドライ処理）を行い最終的にフィルム濃度になったデ
ータ（フィルムデータ）を測定した 2つのデータについ
て，それぞれの入出力特性を調べた．

2．増感紙フィルム系における入出力特性の測定
本実験は，増感紙フィルム系の入出力特性を実験 1と
同一条件下で測定．IP 方式の画像特性と比較検討し
た．
一般的にデジタル系の画像は，従来の増感紙フィルム
系より被爆線量が少ないとされ10），これはデジタル系画
像が画像処理によって撮影後に濃度を自由に変えること
ができ，少ない線量で撮影されても診断可能な画像を得
ることができるためである．しかし，その画像は信号対
雑音比（S/N）が悪く，良い画像を得ようとすれば，結
局両者にあまり差がないとの報告がある11）．
そこでデジタル系が，増感紙フィルム系のどの組み合
わせに相当するかを調べた．
実験には，増感紙に SRO-125, SRO-250, SRO-500,

SRO-750の 4種と SR-G フィルムを組み合わせたものを
使用した．

3．IP 方式の画像系における光滲の解明
IP 方式デジタル系に光滲現象が存在するかについて

実験を行った．
実験は実験 1で使用したスリットに，Fig 3に示すよ

Fig 1 Experimental device.（X-ray tube, Dosimeter, Colli-
mator）

Fig 2 Pilot machine that covers all aspects of IP with lead
sheeting of 2 mm thickness, and installed window of 1 cm×5 cm
at center of lead sheeting.
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うな鉛エッジを縦に置き，種々の線量によるエッジ像を
撮影．その結果からエッジ像と直角方向に広がる濃度分
布曲線，Edge Spread Function（ESF）をグレーレベル
（GL）で 100, 200, 240を示す 3種について測定し，ESF

と GL の関係から光滲の発生を確認した．
実験に使用した鉛エッジは，厚さ 2 mm の鉛板を厚さ

1 mm のアルミニウム板ではさんだ状態とし，この板の
一端を円形状に砥石で仕上げたものである．
本実験に使用した IP システムは，画像形成において

輝尽性蛍光体へのエネルギー吸収過程とレーザー照射に
よるデータ呼び出し過程を分離することができない．ま
たフィルムへの焼付けとドライ処理過程も分離すること
ができない．そこでエネルギー吸収過程とレーザー照射
過程を 1つの過程として「ローデータ過程」，また焼付
けとドライ処理過程とを 1過程として「フィルムデータ
過程」とし，この 2つの過程について調べた．

ESF の測定には鉛エッジを撮影し，ESF の広がり形
状の幅と照射線量をパラメータとして測定した．光滲幅
の測定では，Fig 4に示すように ESF 曲線で Y 軸上 1/2

と 1/10を示す X 軸上の点を求め，両点の X 軸上の幅
を光滲幅と定義して測定した12）．
実験はローデータ過程とフィルムデータ過程の ESF

を測定し，光滲の発生状態，両過程での ESF の違い等
について検討した．

4．IP 方式デジタル系と増感紙フィルム系の Modula-

tion Transfer Function（MTF）測定
IP 方式デジタル系と増感紙フィルム系の MTF の測定
には，スリット法を用いた．使用したスリットを Fig 5

に示す．スリットは 07-624型（Victreen Co., O., USA）
でスリット形状は 10 μm×1,000 μm である．このスリ
ットを IP または増感紙面に密着固定して撮影した．
撮影された IP からスリット像の GL 分布曲線を求

め，次いで GL 分布曲線を実験 1で求めた入出力特性の
曲線を利用して Line Spread Function（LSF）に変換し
た．この LSF をフーリエ変換し MTF を算出した．
増感紙フィルム系では，現像されたフィルムのスリッ
ト像をマイクロデンシトメータでスリットと直角方向に
スキャンし，濃度分布曲線を求めた．この濃度分布曲線
を，別に同濃度計で求めた特性曲線を利用して線量分布
曲線に変換した．すなわち増感紙フィルム系の LSF を
求め，この LSF をフーリエ変換し MTF を算出．そし
て増感紙フィルム系と IP 方式デジタル系の MTF を比
較検討した．

Fig 3 The lead edge is arranged in length in the window of
source container that used it by experiment 1, and it takes a pic-
ture of the edge image by various doses.

Fig 4 measurement of optical Irradiation width.

Fig 5 Slit（Victoreen, Ohio, USA）
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5．光滲の臨床診断への影響
IP 方式デジタル系撮影法で，ヒト乾燥下顎骨の大臼

歯部を被写体として撮影した．撮影されたフィルム画像
を肉眼評価し，照射線量の違いすなわち GL の異なりが
診断にどのように影響するかについて検討した．
評価は，放射線科に 5年以上在籍した歯科医師 5名と
し，それぞれの歯科医師はまず個々にフィルムを観察．
各 GL の画像が診断可能かについて各濃度毎に「○」
「×」による評価を行った．肉眼による解像度の差につ
いても「○」「×」で評価を行った．
照射線量の異なる画像は，実験 3で設定した GL 100,

GL 200, GL 240の 3種類に GL 256となるような線量を
照射したものを加え 4種類とした．

6．光滲現象を回避した撮影条件の設定
実験は，実験 3で定義した光滲幅が，照射線量とどの
ような関係にあるかを解明することを目的とし，結果か
ら光滲の現象を避けて適正な画像を得るための撮影条件
を検討した．
実験は実験 1の結果から，最小濃度を示す 0.2 mR か

ら最大濃度を示す 10 mR までの照射線量の範囲で 4種
類の線量を設定し，それぞれの線量でエッジ像を撮影．
次にそれぞれのエッジ像のローデータについて，実験 3

に定義した測定方法に従って光滲幅を測定した．その結
果と実験 4の MTF の結果を考慮し，光滲の影響が少な
く解像力の良い画像を得るための撮影条件を検討した．

結 果

1．IP 方式デジタル系における入出力特性の測定
IP 方式デジタル系における入出力特性の測定結果を

Figs 6, 7に示す．Fig 6はローデータの入出力特性で，
Y 軸の GL は整数，X 軸の照射線量は対数として表示
したものである．入出力特性は，ほぼ直線性を示した．
一方，Fig 7はフィルムデータの入出力特性で，グラ

フは XY 軸ともに対数目盛りである．この入出力特性
もほぼ直線性を示す結果となった．

2．増感紙フィルム系の入出力特性の測定
4種類の増感紙とフィルムの組み合わせによる特性曲
線を Fig 8に示す．特性曲線から，SRO-750と SR-G フ
ィルムの組み合わせが最高感度を示し，最低感度を示し
た SRO-125と SR-G の組み合わせの約 4倍であった．

Fig 9に最高感度の SRO-750アナログ系と IP 方式デ
ジタル系の入出力特性を示す．IP 方式デジタル系は，

アナログ系より高感度を示した．デジタル系をアナログ
系の感度定義に従って単純に比較すると，IP 方式デジ
タル系は最高感度のアナログ系より約 2倍の感度特性を
有していることがわかった．

Fig 7と Fig 8を比較すると，IP 方式デジタル系では

Fig 6 Results of measurement of I/O characteristic in digital
IP method system.（Raw data）

Fig 7 Results of measurement of I/O characteristic in digital
IP method system.（Film data）

Fig 8 Characteristic curve by combination of four kinds of in-
tensifying screen and films.
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直線の勾配が緩やかな傾斜であった．この傾きはアナロ
グ系ではフィルムのガンマに相当するものである．そこ
でデジタル系でもこの傾きをガンマと呼ぶことにした．
アナログ系の定義に従ってデジタル系のガンマを算出す
ると 1.2であった．一方，増感紙フィルム系のガンマは
3.1であった．最高濃度はいずれの撮影系でも 3.0まで
達していることがわかった．
これらの結果から，IP 方式デジタル系の画像コント

ラストはアナログ系に劣るが，アナログ系と同じ濃度の
ダイナミックレンジを有していることがわかった．

3．IP 方式デジタル系における光滲の解明
ローデータの ESF を Fig 10に示す．このグラフは 3

種類の異なる GL の ESF について，縦軸をノーマライ
ズして表示したものである．いずれの照射線量において
も，ESF は裾広がりの形状を示し，裾の広がりは照射
線量の増大とともに大きくなることがわかった．
フィルムデータの ESF を Fig 11に示す．IP 方式デジ

タル系の最終画像であるフィルムデータでも ESF は裾
広がりの形状を示した．この形状も照射線量の増大とと
もに裾が大きく伸びることがわかった．したがって IP

方式デジタル系画像にも，アナログ系と同じ光滲現象の
存在が確認された．

Figs 10, 11から光滲幅を測定した結果を Fig 12に示
す．ESF の裾広がりの程度はローデータよりもフィル
ムデータで拡大される結果となった．したがって光滲の
発生の主体は，フィルムへの焼付けドライ処理過程であ
り，ローデータ過程での光滲の発生はフィルムデータ過
程に比べ小さいことがわかった．

4．IP 方式デジタル系と増感紙フィルム系の MTF 測定
Fig 13に IP 方式デジタル系の MTF について，GL を

パラメータにした結果を示す．IP の持つ MTF は GL の
最も小さい 100前後で最も良い解像力を示し，カットオ
フ周波数がほぼ 4 cycles/mm であった．GL の増大とと
もに解像力は低下し，GL 240では 2 cycles/mm まで低下
することがわかった．つまり IP 方式では照射線量の増

Fig 9 The one that analogue system of SRO-750 of the high-
est sensitivity and digital IP method system I/O characteristic
was made graph.

Fig 10 Raw data of ESF.

Fig 11 Film data of ESF.

Fig 12 Results of measuring irradiation width.
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大とともに解像力も低下する結果となった．
増感紙フィルム系の MTF を Fig 14に示す．SRO-125

と SR-G フィルムの組み合わせで 8 cycles/mm の最高解
像力を持ち，SRO-750でも 4 cycles/mm の解像力を有し

ていることがわかった．

5．光滲の臨床診断への影響
被写体の背景が GL 100, 200, 240, 256の各画像を Fig

Fig 13 MTF of digital IP method system. Fig 14 MTF of screen film system.

Fig 15 The background of subject is an image of the GL 100, 200, 240, and 256.
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15に示す．Tables 1, 2の結果から背景 GL 100の画像で
は，顎骨内の画像濃度ならびに画像コントラストは低
く，診断に供さない画像であると判定された．また GL

256の画像では，全体に濃度が高すぎて診断に供さない
判定であった．
次に解像力は，診断に適する 2種類 GL 200, GL 240

において濃度の異なる画像間の解像力に違いは認められ
ないとの判定であった．

6．光滲現象を回避した撮影条件の検討
各 GL の ESF のローデータから求めた光滲幅の測定

結果を示す．このグラフから，光滲は GL 200前後を境

にして，これを超えると急激に大きくなった．この GL

200値は画像の白領域と黒領域の GL の差，画像コント
ラストでもある．したがって IP 方式デジタル撮影にお
いて光滲の現象を排除した画像を得ようとすれば，照射
条件に配慮して被写体内のあらゆる部位の画像コントラ
ストを，GL 200以下に抑える必要があることがわかっ
た．

考 察

光滲現象は，エックス線透視装置で扱われているベー
リンググレアに相当するという考え方がある11）．ベーリ
ンググレアとは，透視に用いられるイメージインテンシ
ファイアーの光電面で起こるエックス線の吸収や散乱に
起因する現象で，結果的には透視像の滲みとして発生す
る現象である．IP 方式の画像に見られる光滲がこれに
該当するか否かという判断は，エックス線がこのベーリ
ンググレアに関与するか否かである．本実験の結果から
光滲は主にフィルムデータ過程で起こっていることが確
認されたことから，ベーリンググレアとは異なることが
わかった．
そこで本研究で扱うデジタル像に見られる滲みの現象
は，診断に供される最終画像がフィルム像であることか
ら，アナログ系と同じ光滲という用語を用いることにし
た．

IP 方式デジタル系の入出力特性が，対数応答を示す
ことが本実験でも得られた13）．IP 方式デジタル系が，対
数応答の入出力特性を示した原因は以下のように考えら
れる．IP を構成する輝尽性蛍光体の成分は，バリウム
フルオロハライド蛍光体（BaFX : Eu2＋：X＝Br, I）を使
用している．一方，フィルムの銀粒子は臭化銀を使用し
たハロゲン化銀（AgBr）である14）．この 2つの粒子はと
もにハロゲン化合物であることから，輝尽性蛍光体のエ
ックス線吸収，データ抽出時の蛍光体へのレーザー光吸
収およびフィルムへの画像形成時の可視光線吸収が，同
じような特性を示すためと考えられる．
次に IP 方式デジタル系のガンマが小さい理由は，通

常のフィルムの銀粒子径が平均 1 μm であるのに対し，
ドライフィルムの銀粒子径が平均で 50 μm と超微粒子
から形成されている15, 16）．この粒子径の小さいことによ
る影響は，エックス線に対する感度およびドライフィル
ム画像形成時の感度が低くなると同時に，ガンマが小さ
くなることを意味している．しかし，デジタル系の場合
ガンマの小さい入出力特性であっても，撮影後の画像処
理によって自由にガンマ補正が可能である．

Fig 16 Results of measurement of screen requested from raw
data of ESF at each gray level.

Table 1 Evaluation and result 1.

GL 100 GL 200 GL 240 GL 256

A
B
C
D
E

×
×
×
×
×

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

×
×
×
×
×

○：Suitable for diagnosis. ×：Not suitable for diagnosis.

Table 2 Evaluation and result 2.

GL 200 GL 240

A
B
C
D
E

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○：There is a difference in resolution.
×：There is no difference in resolution.
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ガンマの定まったアナログ系の撮影では，特性曲線の
直線の範囲，すなわちラチチュード内に被写体透過後の
エックス線強度が入るように撮影時間を調節する必要が
ある17）．このラチチュードの範囲を逸脱した撮影条件に
なると，画像濃度が低くなる，あるいは高くなりすぎた
りして診断に供さない画像となる．またその現像処理が
終了したフィルム画像は修正が不可能であり失敗撮影と
なる．
一方，ガンマの小さい撮影系の特徴は，撮影条件のラ
チチュードが大きいことを表している．つまり照射線量
を厳密に規制しなくとも撮影が可能であり，撮影の失敗
がほとんどないことである．その反面，画像コントラス
ト値は小さくなり，いわゆる診断しにくい画像となるこ
とである．しかし，IP 方式はデジタル系であるため画
像処理によってコントラスト強調が可能であり，診断に
適応した画像へ再構成が可能である．この画像デジタル
データは画像形成時，診断に適したコントラストを得る
ことが可能であるとともに，IP 方式デジタル系が少な
い照射線量で撮影が可能となる．同時に，ガンマの小さ
い IP 方式の撮影系では，広いラチチュードが得られる
ため少ないエックス線照射線量で撮影ができる．したが
って，患者の被爆線量低減に効果的な撮影法となる．
しかし，このように広いラチチュードを示す特性の良
い IP であっても，低線量撮影時に画像の信号対雑音比
（S/N）比が低下することが，CR 装置を使用した実験で
報告され13），それによると 2 mm と 4 mm 厚みのアルミ
ニウムブロックの S/N 比に関し，100 mR から 10 mR

に照射線量の減少，すなわち照射線量が 1/10になると
S/N 比は約 1/2に低下したと報告されている．しかし S/

N 比の低下が診断にどのように影響するかについては
触れられていない．
次に，一般的に Fig 6の結果について Y 軸を対数目

盛りにして表示すると，シグモイド様形状の曲線を示す
はずであるが，照射線量と GL の関係についての Fig 7

の結果は Fig 6と同じ直線形状を示した．この原因は，
IP から読み出されたローデータから，フィルムデータ
に変換するときの焼付け処理と現像処理であるドライ過
程にあると考えられる．焼付け処理の露光量はローデー
タにしたがって行われるが，これを受光して現像が行わ
れたフィルムの濃度は対数応答を示す特性がある18）．こ
のためフィルム濃度を対数目盛りとした照射線量との関
係も，ほぼ直線性を示す結果になったものと考えられ
る．

この実験から CR 画像であっても適正な線量が照射さ
れないと，診断に適した画像が得られないことがわかっ
た．しかしアナログ画像と異なるのは，低照射線量や高
照射線量でも，低いコントラストの画像が形成されるこ
とである．アナログ画像では，これらの線量ではコント
ラスト分解能が得られない画像になる．このことは，CR

のデジタル画像の特徴であると考えられる．
光滲幅の測定では以下の方法により計測を行った．は
じめに，ボケを有する記録系の ESF を求め，この距離
微分を行うと LSF が求められる．この LSF の頂点をエ
ッジ端に定め19），次に頂点の位置を ESF に戻して当て
はめ，ESF 曲線で Y 軸上 1/2の高さにおける X 軸上の
点を計測した．つまり，ESF から光滲幅を測定すると
きの基準点を，Y 軸上 1/2の X 軸上の点として測定し
た．また ESF の裾幅については，粒状性の影響が入ら
ない Y 軸上 1/10とした11, 20）．
光滲幅の測定においてローデータを用いた理由は，①
ローデータの ESF で裾広がりの見られる場合には，フ
ィルム像になるとさらに広がりが大きくなること，②フ
ィルム像として観察するよりモニタ像として観察した方
が解像力の良い画像が得られること，である．
実験の結果から，IP 方式デジタル画像にも光滲の現

象が存在することがわかった．これは，IP 方式では処
理過程でレーザー光および可視光線が関与していること
が挙げられる．まず IP にレーザーを照射する過程があ
り，この過程ではレーザーの散乱の影響を受ける．次い
でプレート内の蛍光体内から可視光線の発光が起こる
が，このとき放出された可視光線が IP 表面に出る間に
他の蛍光体によって散乱の影響を受ける．照射線量の増
加は大きな輝尽性発光につながり，光滲が大きく見られ
るようになる．さらに，フィルムデータ過程では，ドラ
イフィルムに焼付ける過程とフィルム現像処理となるド
ライ処理過程が従来の増感紙系とまったく同じであるこ
とから，フィルムデータ過程でも光滲の発生が起こるこ
とになる．しかし実験の結果，ローデータ過程での光滲
は過大照射がされない限り，ほとんど画像に関与しない
ことがわかった．これに反し，焼付け処理とドライ処理
過程では光滲が発生し，濃度が最大に近づくと急激に大
きくなった．したがって，光滲の発生の主体はフィルム
データ過程にあることがわかった．このことから，光滲
は撮影時に照射される線量に依存することがわかった．
エックス線撮影における過大照射は光滲発生の原因とな
り解像力の低下を引き起こすことから，エックス線撮影
時には照射線量の条件を守ることが重要となる．

22 鈴木弘平・小泉伸秀・大髙祐聖ほか 明海歯学 40, 2011



実験の結果，IP 方式デジタル画像を診断する場合に
は，フィルムより濃度ダイナミックレンジの大きいモニ
タがあれば，モニタで表示した方が解像力の良い画像を
得られることが示唆された．
増感紙フィルム系の解像力は濃度と関係がない，つま
り増感紙フィルム系の特性曲線は現像処理によって一義
的に決定される21）．特性曲線からラチチュードが決定し
た場合，照射線量はこの範囲内に決定することが求めら
れている．これは増感紙とフィルムそして現像条件が決
まると，診断に最も適した画像は 1枚しか存在しないこ
とを意味する．したがってその画像の持つ MTF も 1つ
である．これに対し，デジタル系では診断に必要とされ
るフィルム濃度は自由に変化させることができ，その画
像の持つ解像力は撮影された条件で異なることになる．
しかし，多田はデジタル系画像の最大画像コントラスト
はエックス線コントラスト，すなわち管電圧と照射線量
に依存すると報告している9）．したがってデジタル系の
画像であっても，コントラストの良い画像を得ようとす
れば最適な照射線量が必要であり，それを逸脱すると画
像処理を行ってもコントラストの良い画像を得ることが
できない．照射線量が不適当でも診断に供されるのは，
適当な画像濃度に変換されているためであり，ここにデ
ジタル系の大きな問題点があると考えられる．

IP 方式デジタル系で，照射線量でカットオフ周波数
が変化したことは，光滲が LSF 形状そのものに影響す
るためと考えられる．MTF を決定する要因から考えれ
ば，IP 方式デジタル系もアナログ系も同一である．し
かし IP 方式の MTF が，光滲の影響を受けるメカニズ
ムについて，この実験では解明できなかった．
臨床応用として下顎第一大臼歯を撮影した画像の評価
では，GL 100と GL 256は診断に適さない結果であっ
た．GL 200, GL 240については，それぞれの濃度が異な
るものの解像力の違いを明らかに認識することはできな
かった．これは MTF の 4 cycles/mm と 2 cycles/mm の
差 2 cycles/mm の違いを，肉眼で判断することができな
いためである．しかし 3 cycles/mm で診断は十分である
とは言えない．歯科の臨床では 6 cycles/mm の解像力が
要求されると言われている22）．IP 方式デジタル系の解像
力はアナログ系よりはるかに劣り，IP 方式デジタル撮
影系を用いて診断を行う限り，できるだけ解像力の良い
画像を得るための撮影をすることが必要となる．本研究
では，それを満たすための撮影条件を検討した．IP 方
式デジタル撮影において，光滲の現象を排除した画像を
得ようとすれば，照射条件に配慮して被写体内のあらゆ

る部位の画像コントラストを GL 200以下に抑えること
が必要であることがわかった．しかし，光滲の影響を排
除して解像力の良い画像を得ようとすれば，照射線量が
少なくなり，前述のように S/N 比は小さく粒状性は悪
くなる11, 13）．このような画像の診断能は低下することに
なる．これらの課題についても，今後さらに研究を進め
るつもりである．

結 論

IP を用いた CR について，従来の増感紙フィルム系
と対比させた画像情報学的な研究を行い，次のような結
論を得た．
1．IP 方式の入出力特性は増感紙フィルム系と同じ対
数応答であることがわかった．

2．IP 方式デジタル系の感度特性は，増感紙フィルム
系で最高感度を示す SRO-750と SR-G フィルムの組
み合わせよりも 2倍の感度を示した．

3．IP 方式デジタル系における入出力特性のガンマは，
増感紙系より小さいことがわかった．その数値は増感
紙系で 3.1 であるのに対し，IP 方式では 1.2 であっ
た．

4．IP 方式デジタル系にも，増感紙系と同じ光滲の現
象が存在していることがわかった．光滲幅は照射線量
の増大とともに大きくなった．

5．光滲の発生の主な原因は，フィルムへの焼付け過程
とドライ処理過程にあることがわかった．また光滲は
解像力に影響することがわかった．

6 ．解像力の測定では，増感紙フィルム系の SRO-125

と SR-G フィルムの組み合わせが 8 cycles/mm の最高
解像力を示し，SRO-750は 4 cycles/mm の最低解像力
であった．他の増感紙の解像力はこの間に分布した．
一方，IP 方式デジタル系の最高解像力は 4 cycles/

mm であった．さらに光滲の影響が加わると解像力は
2 cycles/mm まで低下した．

7．照射線量の異なる GL 200と GL 240では，明瞭な
解像力の差を見出すことはできなかった．

8．光滲は，GL 200を超えると大きく発生することが
わかった．したがって被写体内の画像コントラストを
GL 200以下に抑えるような照射条件の設定が必要で
あることがわかった．
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金属色を遮蔽するクラスプコーティングレジンの開発
－第 1報 コバルトクロム合金に対する引張せん断接着強さ－

濵坂 弘毅§ 曽根 峰世 奥津 史子 草野 寿之
松川 高明 豊田有美子 根来 理沙 頼近 繁

内田 寿乃 眞木信太郎 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，クラスプの金属色を遮蔽するために開発したクラスプコーティングレジン（以下，試作レジン
と略す）のコバルトクロム合金に対する引張せん断接着強さについて検討することである．接着材料として，試作レジン
と現在臨床で使用されている接着性レジンを 2種類（コンポジット系レジンセメント，光重合型オペークペースト），計
3種類を選択した．被着体であるコバルトクロム合金板の表面に植立した φ 1.6 mm の円柱状チューブの内部に接着材料
を各々充塡し，光照射して重合した．引張せん断接着強さは万能試験機を用いクロスヘッドスピード 1.0 mm/min で測定
した．その結果，試作レジンはコンポジット系レジンセメントおよび光重合型オペークペーストと比較して有意に大きい
接着強さを示した．以上より，試作レジンのコバルトクロム合金に対する引張せん断接着強さは，従来の接着材料と比較
して，同等以上である可能性が示唆された．

索引用語：クラスプコーティングレジン，コバルトクロム合金，引張せん断接着強さ，金属色遮蔽

Development of Clasp Coating Resin for Masking Metal Color :
Part 1. Shear Bond Strength to Co-Cr Alloy

Hiroki HAMASAKA§, Mineyo SONE, Fumiko OKUTSU,
Toshiyuki KUSANO, Takaaki MATSUKAWA, Yumiko TOYOTA,

Risa NEGORO, Shigeru YORICHIKA, Hisano UCHIDA,
Shintaro MAKI and Shuji OHKAWA

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

Abstract : The objective of this study was to evaluate the shear bond strength between clasp coating resin for masking

metal color（experimental resin）and a cobalt-chromium alloy. In the bond test, experimental resin and two types of resin

available at dental clinics（resin cement, and opaque paste）were selected. After being fixed on the surface of a cobalt-

chromium alloy plate, micro-bore tubing with an internal diameter and a height of approximately 1.60 and 1.00 mm, respec-

tively, was filled with the resin materials and irradiated using a light apparatus. The shear bond strength was measured at a

cross-head speed of 1.0 mm/min using a universal testing machine. The results of the bond test were as follows : the shear

bond strength of experimental resin to a cobalt-chromium alloy was significantly higher than resin cement and opaque paste

（p＜0.05）.
These results suggest that the shear bond strength of experimental resin to cobalt-chromium alloy is significantly higher

than those of resin available at dental clinics.

Key words : clasp coating resin, cobalt-chromium alloy, shear bond strength, masking metal color
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緒 言

患者の審美性に対する要求は近年さらに高まりをみせ
ており，審美障害の改善は歯科臨床を行う上で極めて重
要である．したがって部分床義歯補綴においても，単に
咀嚼・嚥下・発音などの機能の回復だけにとどまらず，
より審美的な回復を目指す必要がある．従来，部分床義
歯の支台装置にクラスプを用いる場合，審美性を向上さ
せる方法としては，支台歯を可及的に後方歯とするなど
主に設計により対応することがほとんどであった．しか
し，前歯部残存症例など設計上の工夫が困難な症例も臨
床では少なくなく，また審美性向上のためにクラスプの
機能が損なわれたり，維持力が不足するような設計を行
うことは避けるべきである．このような臨床上の問題か
ら，クラスプの金属色を審美的に改善する方法として，
硬質レジンによるコーティング法が池邉ら1, 2）により報
告されているが，コーティングの術式は硬質レジン前装
冠の場合とほぼ同様で，硬質レジンをキャストクラスプ
の鉤腕表面に築盛する方法であるため，クラスプの加工
や硬質レジン築盛の煩雑さなどから，臨床において頻用
されているとはいえない．そこで，従来のクラスプ表面
に薄膜としてコーティングすることにより金属色を遮蔽
する，クラスプコーティング用レジンの開発を試みた．
クラスプには義歯脱着に伴うたわみが生じる．したが
って，クラスプコーティング用レジンには十分な接着強
さが必要である．今回は，開発したクラスプコーティン
グ用レジン（以下，試作レジンと略す）のコバルトクロ
ム合金に対する引張せん断接着強さについて，既存の接
着材料との比較検討を行った．

材料と方法

1．接着材料
接着材料としては，ウレタンジメタクリレート（以

下，UDMA と略す）を主成分とし，架橋材，有機質充
塡材，光増感剤を構成成分とする試作レジン（以下，ER

と略す），コンポジット系レジンセメント（レジセムペ
ーストオペーク，Lot 番号：030702，松風，京都；以
下，RC と略す），光重合型オペークペースト（ソリデ
ックスフローオペーク A 3 O, Lot 番号：090714，松風
；以下，SO と略す）の計 3種類を用いた．なお試作レ
ジンについては松風により供給を受けた．
被着体としては，コバルトクロム合金（コバルタン，

松風）を用い，被着面の表面処理としては金属プライマ
ー（メタルリンク，Lot 番号：100727，松風）を用い
た．

2．被検試料の作製
20.0×15.0×1.4 mm の板状鋳造体をコバルトクロム合
金で作製し，表面を 1,200番の耐水研磨紙にて研磨を行
い，超音波洗浄を 10分間行ったものを被着面とした．
被着面の表面処理として，金属プライマーをメーカー指
定の方法で塗布したのち，内径 1.6 mm，高さ 1.0 mm の
円柱状チューブ（R-3063, Saint-Gobain Performance Plas-

tics, Akron, OH, USA）を植立し，前述した 3種類の接
着材料を充塡した．重合方法としては，メーカー指定の
方法に従って，光照射器（グリップライトⅡ，松風）を
用いて ER, RC は 20秒間光照射し，SO は歯科技工用光
照射器（デンタルキュアー，ヨシダ，東京）を用いて 3

分間光照射し重合を行った．硬化後，チューブを除去し
被検試料とした（Fig 1）．

3．引張せん断接着試験ならびに破断面の観察
引張せん断接着試験には万能試験機（EZ-Test，島津

製作所，京都）を用い，可及的に水平に固定した円柱状
の被検試料の下部に φ 0.20 mm のステンレス製ワイヤ
ー（remaniumⓇ, Dentaurum, Ispringen, Germany）で通し
た後，クロスヘッドスピード 1.0 mm/min で引き上げて
行い，最大荷重値を被着面積で除することで応力値に換
算し，各試料の平均値をもって接着強さとした（Fig

2）．なお，被検試料数は 10とし，測定の時期は臨床で
の使用を想定し，重合操作後すみやかに行った．また，
一度試験で使用したワイヤーの再利用は行わなかった．

─────────────────────────────
§別冊請求先：濵坂弘毅，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 Fig 1 Schematic of the bonding procedure.
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統計学的解析には，一元配置分散分析および Turkey の
多重比較検定を行った．また，破断面の SEM 像につい
ては，被検試料をクールコーター（SC-708 MC，サンユ
ー電子，東京）にてスパッタコーティングし，走査電子
顕微鏡（JSM-6360 LV，日本電子，東京）を用いて倍率

300倍で観察を行った．

結 果

1．引張せん断接着試験
コバルトクロム合金に対する各接着材料の引張せん断
接着強さの測定結果を Fig 3に示す．ER が 7.88±1.62

MPa, RC が 6.32±1.24 MPa, SO が 5.77±1.05 MPa であ
り，ER と RC および SO との間に有意差が認められた
（p＜0.05）．

2．破断面の観察
引張せん断試験後の金属側破断面 SEM 像を Fig 4に

示す．3材料全てにおいて，主に接着材料内での凝集破
壊が認められ，金属界面での界面破壊も一部認められ
た．

考 察

1．実験方法について
被着体とする金属には，臨床においてクラスプの材料
として頻用されているコバルトクロム合金を用い，被着
面積は直径 1.6 mm の円形に規定した．過去にも金属と
レジン系の接着材料との接着に関する論文は多く見られ
る3−7）．茂木8）は各種純金属と 4-META/MMA-TBBO 系レ
ジンとの間の接着力に関して報告しており，その中でク
ロム表面に生じる酸化被膜は緻密であり，下地のクロム
との密着性がきわめて良好であるので，安定して高い接
着力を示すと述べている．このことは，クロムを 30％
以上含有しているコバルトクロム合金においても当ては
まるものと考えられる．また，佐野ら9）は被着面積が小
さくなればなるほど接着強さが増すと報告しており，こ
れは構造的欠陥を含む可能性が低下することが原因であ
ると考察している．この点から，より高い精度での接着
強さの比較検討を行うために，本研究では直径 1.6 mm

Fig 2 Schematic of the shear bond test.

Fig 3 Shear bond strength of the resin materials.
ER : Experimental resin
RC : Resin cement SO : Opaque paste

Fig 4 SEM image of the debonded site after the shear bond test（×300）.
ER : Experimental resin
RC : Resin cement SO : Opaque paste
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の円形を被着面積に選択した．
引張せん断接着試験は McDonough ら10）によって開発

されたマイクロシェアー試験（微小せん断接着試
験）11, 12）に準じて行った．この試験方法は，従来のせん
断接着試験と比較して，1つの被着面に対して数試料の
接着試験が行え，また試料のトリミングを必要としない
ため，接着直後の試験が可能であり，初期接着力の評価
に有利であると報告されている．なお，被着面周囲に生
じるバリが接着強さに影響を及ぼすことから，本研究で
は，専用の金属製ジグを用いて，被着面と円柱状チュー
ブが可及的に密着した状態で固定されるようにすること
で，被着面周囲にバリが生じないように配慮した．
クラスプ義歯着脱時に生じるたわみは，メタルクラス
プの表面からクラスプコーティングレジンを剥離させる
大きな原因の 1つである．したがって，クラスプコーテ
ィングレジンの物性としては，クラスプのたわみに追従
することが可能である，柔軟性を有する方が，メタルク
ラスプ表面からの剥離に抵抗しうるという点で有利と考
えられる．したがって，試作レジンの主成分にはベース
レジンとして代表的である Bis-GMA ではなく，柔軟性
を示すといわれる脂肪族原子団を主鎖骨格に有する
UDMA を用いた13）．なお，試作レジンの構成成分およ
びその配合量の詳細に関するデータは，メーカーによる
情報秘匿の関係で本論文では公表できなかった．
金属と接着材料の間の接着強さには，被着体表面の凹
凸による機械的維持力，接着界面における化学結合に基
づく化学的接着力，そして被着体および接着材料自体の
凝集力の，三つの因子が関与する．ただし，金属に対す
る接着では，象牙質にみられる樹脂含浸層のような中間
的な接着構造を考えることができないため，化学的結合
に基づいた接着が重要であるといわれている14）．特に非
貴金属においては，酸化被膜の厚みや水酸基の多さなど
が，機能性モノマーを介した化学的接着力の向上に関与
することが知られている15, 16）．しかし，せん断接着試験
においては，被着面の形状や接着材料の弾性などの機械
的性質が接着強さに大きく影響するといわれており，弾
性を有するレジンセメントのせん断接着試験において
は，ジグの先端が接触してから破壊が生じるまでに材料
自体に歪みが生じ，荷重の増加とともに断面積が大きく
なり，接着強さの値が高くなる可能性が指摘されてい
る17, 18）．そのため猪野ら19）は，機械的維持力と接着材料
の機械的性質の影響を可及的に少なくさせた条件で接着
強さの測定を行う為に，被着面を 1,200番の耐水研磨紙
で研磨して引張せん断接着試験を行っている．本研究に

おいても，化学的接着力の相違を明確にするために，被
着体であるコバルトクロム合金の被着体表面に対して，
同様に 1,200番の耐水研磨紙で研磨したのち，蒸留水中
で 10分間超音波洗浄を行い，強圧のエアブローで 30秒
間乾燥後，生成された酸化被膜に対して単一の金属プラ
イマーを可及的に均一に塗布・乾燥することにより表面
処理を行った．なお，一般にサンドブラスト処理はレジ
ンの接着性向上に影響を及ぼすことが知られている20）

が，今回の実験では化学的接着力の相違を明確にする目
的で，サンドブラスト処理は行わなかった．

2．実験結果について
ER は，RC および SO と比較して有意に大きい接着

強さを示した．このことはコバルトクロム合金を被着体
とした場合，既存の接着性レジンセメントおよび歯冠補
綴装置の金属色遮蔽を目的とする光重合型オペーク材よ
りも，試作レジンの方が大きい接着強さを発揮する可能
性があることを示唆している．
一方，金属側破断面 SEM 像に関しては，本実験で用
いた 3材料すべてにおいて，凝集破壊と界面破壊を含む
混合破壊が認められた．3材料はともに主成分に UDMA

を用いており，また破断面においても 3材料はともに同
じ傾向の破壊様相が観察されたことから凝集力を含めた
機械的性質は類似している可能性が推測された．
以上より，試作レジンは，コバルトクロム合金を対象
とした場合，本研究で用いた既存の接着材料と比較して
有意に大きい接着強さを示し，それは化学的接着力に基
因するものである可能性が示唆された．しかし，試作レ
ジン自体の機械的性質やコバルトクロム合金との化学的
接着力のメカニズムに関しては今回の実験では明らかに
しておらず，今後さらに検討していく必要がある．

結 論

試作レジンのコバルトクロム合金に対する引張せん断
接着強さについて，既存の接着材料との比較検討を行っ
たところ，試作レジンは，コンポジット系レジンセメン
トおよび光重合型オペークペーストと比較して有意に大
きな接着強さを示した．
以上のことから，試作レジンのコバルトクロム合金に
対する接着強さは，従来の接着材料と比較して，同等以
上である可能性が示唆された．

本論文の要旨は社団法人日本補綴歯科学会 第 117回学
術大会（2008年 6月 7日，名古屋）で発表した．
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人歯象牙質の部位による相違が接着性レジンセメントの接着強さに
及ぼす影響

曽根 峰世§

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：象牙質に対する接着性レジンセメントの接着強さを明らかにすることは，補綴装置の永続性を考える上で極めて
重要である．本研究では，人歯象牙質の部位による相違が接着性レジンセメントの接着強さに及ぼす影響を検討するとと
もに，象牙質の組織学的性状が接着強さに及ぼす影響についても検討し，以下の結論を得た．
1．接着性レジンセメンントの歯冠部深層象牙質に対するせん断接着強さは，歯根部浅層象牙質および歯根部深層象牙質
と比較して有意に大きな値を示した．

2．二元配置分散分析の結果，象牙質の浅層と深層の相違に関しては，接着強さに有意な差は認められなかったが，象牙
質の歯冠部と歯根部の相違に関しては，接着強さに有意な差が認められた．

3．歯面処理後の SEM 像において，接着強さが有意に大きかった歯冠部深層象牙質では，他の部位と比較して象牙細管
開口部の直径が大きく，さらに管間象牙質の面積は狭く，鋭利な形状を呈していた．接着試験後 SEM 像のレジンタグ
の直径も，象牙細管開口部の直径に近似しており，他の部位と比較して太く形成されていた．

索引用語：接着性レジンセメント，AD ゲル法，人歯象牙質，せん断接着強さ

Effect of Bond Strength to Different Regions in Human Dentin using
Adhesive Resin Cement

Mineyo SONE§

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

Abstract : Bond strength of adhesive resin cements to dentin is of extremely importance to the success of crown restora-

tion. The purpose of this study was to measure bond strength to different regions in human dentin（coronal-superficial den-

tin, coronal-deep dentin, root-superficial dentin and root-deep dentin）using adhesive resin cement and to evaluate the con-

nection between structure of dentin to resin bond strength. The results were as follow :

1. The shear bond strength of a adhesive resin cement to coronal-deep dentin were significantly higher than that to root-

superficial dentin and root-deep dentin.

2. The dentin site influenced the shear bond strength of a adhesive resin cement to dentin. However, the dentin depth didn’t

influence the shear bond strength of a adhesive resin cement to dentin.

3. SEM observation（the conditions of dentin after treatment by preliminary treatment materials）revealed that diameter of

dentinal tubule in coronal deep dentin was extremely wider than that in other dentin portions, and area of intertubular

dentin was narrower than that in other dentin portions. SEM observation（the dentin surface after bond test）revealed that

diameter of resin tag was similar to diameter of dentinal tubule. And diameter of resin tag in coronal deep dentin was

wider than that in other dentin.

Key words : adhesive resin cement, AD gel method, human dentin, shear bond strength
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緒 言

歯冠補綴装置および支台築造体の接着において，象牙
質は被着面の主要な部分を占めている．近年，これらの
補綴装置を長期間口腔内で機能させるために，接着性材
料として接着性レジンセメントが広く臨床に用いられる
ようになってきた1−3）．したがって，象牙質に対する接
着性レジンセメントの接着強さを明らかにすることは，
補綴装置の永続性を考える上で極めて重要である．一
方，象牙質は，石灰化度や管間象牙質の面積，象牙細管
の直径，数および走行などの組織学的性状が部位によっ
て異なっており4），象牙質の部位による相違が接着性レ
ジンセメントの接着強さに及ぼす影響は大きいと考えら
れる．象牙質に対する接着強さに関してはいくつかの報
告が見られる．北迫ら5）は，接着性レジンセメントを用
い，歯根部象牙質に対する引張り強さおよびせん断接着
強さについて報告している．藤田ら6）は，歯根部深層象
牙質と歯冠部浅層象牙質における接着性レジンセメント
の接着強さについて報告している．しかし，これらの報
告はいずれも牛歯象牙質を試料として用いており，人歯
象牙質を用いた報告は少ない．唯一，増田ら7）が人歯の
歯冠部象牙質と歯根部象牙質を試料として用い，接着性
レジンセメントのせん断接着強さについて比較検討して
いるが，象牙質の浅層部と深層部を含めた人歯象牙質の
部位による相違が，接着性レジンセメントの接着強さに
及ぼす影響を検討した報告は見当たらない．そこで本研
究では，人歯象牙質の歯冠部浅層と歯冠部深層，および
歯根部浅層と歯根部深層の計 4部位から試料を採取し，
人歯象牙質の部位による相違が接着性レジンセメントの
接着強さに及ぼす影響を検討した．さらに走査電子顕微
鏡（以下，SEM と略す）による破断面の観察を行い，
象牙質の組織学的性状の影響についても併せて検討し
た．

材料と方法

1．被検試料の作製
1）象牙質片の採取
被検歯として，抜去後 4℃の蒸留水中に保管し歯齢不
特定で未処置の人第三大臼歯を 8本用いた．各人歯を精
密低速切断機（Isoment, Buehler, Lake Bluff, IL, USA）
によって頬舌的に切断し，歯髄を除去した後，解剖学的
歯頸線を境として歯冠部と歯根部，さらに各々の浅層部

と深層部から象牙質片を試料として採取した．以下，歯
冠部浅層の試料を CS，歯冠部深層の試料を CD，歯根
部浅層の試料を RS，歯根部深層の試料を RD と略す．
象牙質片の寸法は，3.0×2.5×2.0 mm の直方体とし，1

歯につき CS, CD, RS, RD の 4部位から各 1片ずつ採取
した（Fig 1）．象牙質片の被着面は#400と#600の耐水
研磨紙を用いて注水下で順次研磨した．なお，本研究は
明海大学歯学部倫理委員会の承認（承認番号 A 0508）
を得ており，被検歯提供者に対しては，本実験の主旨を
十分に説明し，同意のもとに実施した．
2）接着に用いる金属体の作製
象牙質との接着に用いる金属体（以下，金属と略す）
は，直径 4 mm，長さ 5 mm の円柱状形態とし，12％金
銀パラジウム合金（トクリキキンパラエース 12 S，徳
力本店，東京）で鋳造することによって作製した．
3）被着面の表面処理
（1）象牙質被着面
象牙質被着面の表面処理には，リン酸・次亜塩素酸ナ
トリウム処理法（以下，AD ゲル法8）と略す）を用いた．
象牙質被着面を 37％リン酸（K-エッチャント GEL，ク
ラレ，倉敷）で 10 秒間処理し，水洗・乾燥を行った
後，10％次亜塩素酸ナトリウムゲル（AD ゲル，クラ
レ）で 60秒間処理し，再び水洗・乾燥を行い，パナビ
ア F 2.0付属のセルフエッチングプライマー（ED プラ
イマーⅡ，クラレ）で 30秒間処理を行い乾燥した（Table

1）．
（2）金属被着面
金属被着面に対して，50 μm のアルミナ粒子を 4 kg/

cm2の空気圧で 10秒間サンドブラスト処理を行ったの
ち，超音波洗浄を 2分間行い，金属プライマー（アロイ

─────────────────────────────
§別冊請求先：曽根峰世，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

Fig 1 Configuration of tested region of human dentin
CS : coronal-superficial dentin CD : coronal-deep dentin
RS : root-superficial dentin RD : root-deep dentin
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プライマー，クラレ）を被着面に一層塗布した．
4）象牙質片と金属との接着
接着性レジンセメント（パナビア F 2.0，クラレ）を

象牙質片と金属の各被着面に塗布後，2 kgf の荷重で 10

秒間圧接後，LED 型光重合器（BlueLEX，ヨシダ，東
京）で 30秒間光照射することにより両者を接着した．
接着した試料は，室温大気中で 48時間保存した後，象
牙質片の寸法が φ 2.0×2.0 mm の円柱状となるようにト
レフィンバー（MC-H，松風，京都）を用いて形態調整
を行い，被検試料とした（Fig 2）．なお，トレフィンバ
ーの回転軸は金属との接着界面に対して垂直とし，円柱
状の象牙質片の軸が接着界面と可及的に垂直となるよう
に作製した．

2．せん断接着強さの測定
せん断試験では，接着面とは反対側の金属の円柱底面
をステンレス製プレートのほぼ中央に固定し，せん断力
が可及的に接着界面の象牙質片に負荷されるよう金属製
ワイヤーをセットした．接着強さの測定には万能試験機
（EZ-Test，島津製作所，京都）を用いて，クロスヘッド

スピード 1 mm/min で行い，最大荷重値を被着面積で除
することで応力値に換算し，各試料の平均値をもって接
着強さとした（Fig 3）．

3．統計処理
1）二元配置分散分析

Depth（浅層，深層）および Site（歯冠部，歯根部）
における接着強さについて，統計学有意差が存在するか
否かについて二元配置分散分析を行った．なお，統計学
的解析には Statcel 2（オーエムエス出版，所沢）を用い
た．
2）多重比較検定

CS, CD, RS, RD，各々の被験試料から得られた接着強
さの値に統計学有意差が存在するか否かについて多重比
較検定（Tukey-Kramer 法）を行った．また，p 値が 0.05

以下の場合に有意差が存在するとした．

4．SEM 観察
表面処理後の象牙質側被着面と接着試験後の象牙質側
破断面をクールコーターにてスパッタコーティングし，
走査電子顕微鏡（JSM-6360 LV，日本電子，東京）を用
いて，加速電圧 15 kV で観察を行った．

結 果

1．象牙質に対する接着性レジンセメントのせん断接着
強さ
二元配置分散分析の結果，象牙質の浅層と深層の相違
に関しては，せん断接着強さに有意な差は認められなか
った．しかし，象牙質の歯冠部と歯根部の相違に関して
は，せん断接着強さに有意な差が認められた（Table

2）．
せん断接着強さは，CS が 10.5±3.9 MPa, CD が 13.2

Fig 2 Diagram of the specimen preparation

Fig 3 Diagram of the shear bond strength test

Table 1 Materials used in this study

Conditioning Material Manufacture Lot

K-etchant
AD gel
ED primerⅡ Liquid A
Liquid B
Alloy primer

Kuraray
Kuraray
Kuraray
Kuraray
Kuraray

00354 A
00582 A
00200 B
00080 B
00178 A

Resin cement Manufacture Lot

PanaviaF 2.0 A paste
B paste

Kuraray
Kuraray

00093 A
00051 A
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a b

c d

±4.2 MPa, RS が 7.8±3.5 MPa, RD が 8.2±3.8 MPa であ
り，CD は RD と比較して有意に大きい接着強さを示し
た．また CS は RS と比較して有意に大きい接着強さを
示した（p＜0.05）（Fig 4）．

2．SEM 観察
1）表面処理後の象牙質側被着面の SEM 像（Fig 5）

37％リン酸と 10％次亜塩素酸ナトリウムゲルで歯面
処理した象牙質被着面の SEM 像では，CD における象
牙細管開口部の直径が他の 3部位と比較して大きく，か
つ緊密に分布していた．CD の SEM 像全体における管
間象牙質の占める割合は他の 3部位と比較して小さい傾
向を示しており，また管間象牙質の表面は他の 3部位と
比較して鋭利な形状を呈しているのが認められた．な
お，CD ではスメア層およびスメアプラグの残存は認め
られなかった（Fig 5b）．CS および RD においては，ス
メア層やスメアプラグの残存は認められなかったが，CD

と比較して象牙細管開口部の直径は小さい傾向を示した
（Figs 5a, d）．RS においては，象牙細管開口部の直径が
他の 3部位と比較して最も小さく，RS の SEM 像全体
における管間象牙質の占める割合も他の 3部位と比較し

Table 2 Shear bond strength of resin cement to human dentin
site or depth（2-way ANOVA table）

df Sum of
square

Mean
square f-value p-value

Depth
Site
Depth×Site
error

1
1
1

32

19.507
133.326

11.949
476.036

19.507
133.326

11.949
476.036

1.311
8.962
0.803

0.261
0.005**
0.377

** : p＜0.01 * : p＜0.05

Fig 4 Shear bond strength of adhesive resin cement to human dentin
CS : coronal-superficial dentin CD : coronal-deep dentin
RS : root-superficial dentin RD : root-deep dentin

Fig 5 SEM views of dentin surface pretreated with phosphoric acid and sodium hypochlorite（×3000）
a : coronal-superficial dentin b : coronal-deep dentin c : root-superficial dentin d : root-deep dentin
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a b

c d

a b

c d

Fig 6 SEM views of fractured surfaces on dentin of shear bond tested samples（×1000）
a : coronal-superficial dentin b : coronal-deep dentin c : root-superficial dentin d : root-deep dentin

Fig 7 SEM views of fractured surfaces on dentin of shear bond tested samples
a : coronal-superficial dentin（×40） b : coronal-deep dentin（×40）
c : root-superficial dentin（×40） d : root-deep dentin（×37）
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て大きい傾向を示した．さらに象牙細管内にスメアプラ
グの残存も認められた（Fig 5c）．歯冠部である CS お
よび CD の象牙細管周囲には，細管の側枝に由来する
と思われる小孔も認められた（Figs 5a, b）．
2）接着試験後における象牙質側破断面の SEM 像
象牙質側破断面 SEM 像では，破断面上に残存したレ

ジンタグの直径は象牙細管開口部の直径に近似してお
り，CD においては他の 3部位と比較して大きい傾向を
示した（Figs 6a−d）．
また，象牙質部位の相違に関わらず，接着性レジンセ
メント内での凝集破壊，および象牙質との間での界面破
壊を含む混合破壊が認められた（Figs 7a−d）．

考 察

1．実験方法について
1）被検試料について
（1）被検歯
被検歯として，抜去後 4℃の蒸留水中に保存した歯齢
不特定で未処置のヒト第三大臼歯を使用した．ISO/TR

11405によると，接着強さの測定に用いる人歯の条件
は，18～25歳の人第三大臼歯で，抜去されてから 1か
月以上 6か月以内，かつ 4℃の蒸留水中に保存されたも
のとなっている9）．本研究において使用した人歯は，歯
齢を除いて ISO/TR 11405の方法に準拠している．しか
し，歯齢に関しては条件を満たすことができなかった．
歯齢が異なれば，象牙質の組成や構造が少なからず変化
し，測定値の標準偏差に影響があると考えられる．本研
究においては，標準偏差の大きさも臨床的な性状を表現
していると考え，それ以外の条件を整えることで測定値
に及ぼす影響を最小限に抑えることとした．
接着試験の被検歯として，人歯ではなく牛歯を用いた
報告が多くなされている10−13）．すなわち，牛歯において
は，歯齢と保存条件の統一が可能で，データのばらつき
を最小限に抑えることができるという利点があるためで
ある．しかし，牛歯は人歯とは象牙質の形態学的性状が
異なっており14），接着性レジンセメントの接着強さにお
いても異なった結果が得られると考えられる．したがっ
て本研究では，臨床において実際に用いられる材料・術
式での接着強さを比較検討することを目的として人歯を
選択した．
（2）被着体
従来より被着体を金属とする場合には SUS 304ステ

ンレス鋼の円柱を用いた報告が多く見られた6, 19）．しか
し，実際の臨床においてステンレス鋼を補綴装置として

接着することはない．そこで本研究では，臨床において
実際に用いられる材料・術式での接着強さを比較検討す
ることを目的として 12％金銀パラジウム合金を選択し
た．
（3）被着面
歯科領域における接着強さに関する研究では，従来よ
り被着面を直径 3～5 mm の円形に規定している報告が
多い15）．しかし，被着面を直径 3～5 mm とした場合，
象牙質の局所に限定した部位の接着強さを測定すること
や，1本の歯から多数の被検試料を採取することが困難
であり，さらに接着強さが大きい接着材料を用いた場
合，被着体破壊を起こすという問題が生じるようになっ
た15）．その対策として，直径 3～5 mm よりさらに小さ
な被着面で接着試験を行う方法が提案され，広く用いら
れるようになってきている16, 17）．また，被着面積が狭く
なることにより，被検試料における欠陥の確率を低下さ
せ，その結果実験の精度が高くなるとともに接着強さも
高くなると報告されている18）．さらに，一本の抜去歯か
らより多くの試料採取も可能となる．以上より，被着面
を直径 2.0 mm の円形と規定した．
2）象牙質被着面の表面処理について
リン酸と次亜塩素酸ナトリウムを用いる象牙質の歯面
処理方法20−22）は，AD ゲル法8）とも称され象牙質表面のス
メア層とコラーゲンなどの有機物を可及的に除去し，象
牙細管内に 100～200 μm のレジンタグを形成すること
で接着強さを得るものである．象牙質とレジンの接着に
おいては，歯面処理による象牙質表面の脱灰層にレジン
が浸透して形成される樹脂含浸層が重要な役割をはたし
ている23−25）．しかし細田ら26）は，象牙質に次亜塩素酸ナ
トリウム処理を施した場合には，レジンとの接合界面に
は樹脂含浸層はほとんど形成されていないことから，優
れた接着を得るためには樹脂含浸層は必ずしも必要でな
いと報告している．藤田らは，牛歯を試料としてリン酸
と次亜塩素酸ナトリウムを接着性レジンセメントの歯面
処理に用いた場合，歯根部深層象牙質を被着体とした方
が歯冠部浅層象牙質を被着体とした場合に比較して有意
に大きい接着強さを示したと報告している6）．その理由
として，第一に歯根部深層象牙質は歯冠部浅層象牙質と
比較して石灰化度が低いため，リン酸処理によって深く
脱灰され，象牙細管開口部が大きく拡大したこと，第二
に深層象牙質の象牙細管は浅層象牙質に比べて，径が大
きく，また密度も高いことから，管間象牙質の割合が少
ないため，開口した象牙細管に侵入して重合したレジン
タグの基底部が太い円錐型に形成されることによって，
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レジン含浸部の機械的強さが増加したことが主な原因で
あると述べている6）．人歯象牙質の部位による相違がレ
ジンセメントの接着強さに及ぼす影響を検討するにあた
り，象牙質被着面における象牙細管の直径や数の相違と
同部に形成されるレジンタグとの関係について着目し，
本研究では AD ゲル法を用いて実験を行った．さらに
藤田らは，リン酸と次亜塩素酸ナトリウムを用いる象牙
質の歯面処理方法とコンポジット系レジンセメントのパ
ナビア 21との組み合わせにおいて最も大きいせん断接
着強さを示したと報告している6）ことから，本研究では
その後継材料であるパナビア F 2.0を用いた．
3）接着試験について
口腔内で補綴装置に加わる外力は，基本的には引張

り，引張りせん断，圧縮せん断，割断，剥離，圧縮（衝
撃）の組み合わせによって成り立っていると考えられ
る．従来より接着試験として，比較的再現性の高いせん
断試験ないし引張り試験を用いた報告が多くみられる15）

が一般に接着試験においては，せん断接着強さが引張り
接着強さに比較して大きい値を示すという結果が多く報
告されている．したがって，4部位における接着強さの
相違をより明確にするために，本研究ではせん断試験を
行った．

2．結果について
1）せん断接着強さと象牙質の形態学的性状との関連性
二元配置分散分析の結果では，象牙質の浅層と深層の
相違に関しては，接着強さに有意な差は認められなかっ
たが，象牙質の歯冠部と歯根部の相違に関しては，接着
強さに有意な差が認められた．せん断接着強さにおい
て，CD は，RD と比較して有意に大きい値を示した．
また CS は，RS と比較して有意に大きな接着強さを示
した．
人歯における象牙細管は，狭い歯髄腔から広い象牙質
表面に向かって放射状に走行しており，その本数は深層
部では 59,000～76,000本／mm2と多いが，エナメル質に
近い浅層近くではその 4分の 1から半分ぐらいに減少す
るといわれている27）．Mjör ら4）は人歯における象牙細管
の分布を調査した結果，象牙質の 100 μm 中に歯冠部浅
層では 10本，深層では 22本，歯根部浅層では 9本，深
層では 19本の象牙細管が認められたと報告している．
すなわち，象牙細管の本数においては，歯冠部と歯根部
とでは相違が小さく，深層部と浅層部で相違が大きいこ
とになる．しかし本研究においては，二元配置分散分析
の結果から，象牙質の歯冠部と歯根部の相違に関しては

接着強さに有意な差が認められたが，象牙質の浅層と深
層の相違に関しては接着強さに有意な差は認められなか
った．したがって，象牙細管の本数は接着強さにほとん
ど影響を及ぼしていないと考えられた．人歯の象牙細管
の直径は，浅層部では細く約 0.9 μm であるが，深層部
では徐々に太くなり約 2.5 μm であるといわれている27）．
本実験の歯面処理後の SEM 像からは，歯冠部深層象牙
質において約 5 μm の象牙細管開口部が認められた．一
方増田らは7），人歯の歯冠部象牙質における象牙質処理
材のスメア層の除去効果が歯根部象牙質より強く，同時
に脱灰の程度も強いことが認められ，象牙細管の開口の
程度も強かったと報告している．本研究の歯面処理後の
歯冠部象牙質と歯根部象牙質の SEM 像を比較すると，
象牙細管数に大きい違いは認められないが，象牙細管開
口部の直径は明らかに歯冠部の方が大きかった．また，
歯面処理後の歯冠部象牙質 SEM 像に見られる管間象牙
質の表面は鋭利で粗造な様相を呈しており，象牙細管の
側枝に由来すると思われる小孔も多数認められ，脱灰の
程度が歯根部と比較して強いものと推測された．接着試
験後の象牙質側破断面 SEM 像においても，破断面上に
見られる残存したレジンタグの直径は象牙細管開口部の
直径に近似しており，歯冠部深層象牙質においては他の
部位に比較してレジンタグは太く形成されていた．以上
のことから，リン酸と次亜塩素酸ナトリウムを用いた
AD ゲル法による象牙質の歯面処理方法では，象牙細管
の直径が大きく，密度の高い形態学的性状を持った歯冠
部深層象牙質に対して，直径の大きなレジンタグを形成
させることが可能な表面性状を付与することができ，そ
のことが他の象牙質部位との接着強さの相違に反映され
たと推測された．また，歯冠部象牙質に対するせん断接
着強さが大きい傾向を示した本研究の結果は，牛歯を用
いた藤田ら6）の報告とは異なっていた．三島ら28）は，ウ
シ切歯の髄周象牙質において，歯冠部と歯根部の象牙細
管を比較すると，歯根部の象牙質の直径が大きく変異し
ており，ウシ切歯の組織構造は，ヒトの歯における組織
構造とかなり違っていると報告している．よって，牛歯
と人歯の象牙質における形態学的性状の相違が，両接着
試験の結果に影響している可能性が考えられる．
2）破断面の様相
象牙質部位の相違に関わらず，接着試験後の象牙質側
破断面 SEM 像では，接着性レジンセメント内での破壊
と象牙質界面での破壊が認められ接着性レジンセメント
内での凝集破壊，および象牙質との間での界面破壊を含
む，混合破壊が生じているものと考えられた．また，象
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牙質側破断面 SEM 像では，象牙質のいずれの部位にお
いても，破断面の辺縁から中央にかけて，まとまった接
着性レジンセメントの凝集破壊が多く認められた．
本研究で行ったせん断接着試験は，金属に接着された
円柱状象牙質にワイヤーを掛けて引き上げる方法であ
る．北迫ら5）は，せん断試験の場合，荷重のかかる上部
または下部にセメントの凝集破壊が観察されるものが多
く認められると報告しており，荷重が接着界面に必ずし
も平行に加わらないことを一因として挙げている．本研
究においても同様に，接着界面の上部には圧縮応力が，
下部には引張り応力が加わっているものと考えられる．

以上より，リン酸・次亜塩素酸ナトリウム処理をおこ
なった人歯象牙質と接着性レジンセメントとのせん断接
着強さでは，歯根部象牙質よりも歯冠部象牙質の方が有
意に大きいことが示された．さらに，象牙質の形態学的
性状としては，象牙細管の本数よりも象牙細管の直径の
大きさがせん断接着強さに影響を及ぼしている可能性が
示唆された．したがって，歯冠部象牙質を保存すること
は，象牙質の形態学的性状においても接着性レジンセメ
ントと歯冠補綴装置との接着強さを向上させる上で重要
であることが示唆された．

結 論

今回，人歯の歯冠部浅層と歯冠部深層，および歯根部
浅層と歯根部深層の計 4部位から象牙質を採取し，リン
酸・次亜塩素酸ナトリウム処理を行った時に，人歯象牙
質の部位による相違がコンポジット系接着性レジンセメ
ントのせん断接着強さに及ぼす影響を検討した．その結
果，以下のような結論を得た．
1．二元配置分散分析の結果，象牙質の浅層と深層の相
違に関しては，接着強さに有意な差は認められなかっ
たが，象牙質の歯冠部と歯根部の相違に関しては，接
着強さに有意な差が認められた．

2．歯冠部象牙質の浅層と深層，歯根部象牙質の浅層と
深層に対する接着性レジンセメンントのせん断接着強
さは，歯冠部浅層象牙質が歯根部浅層象牙質と比較し
て有意に大きい値を示した．また，歯冠部深層象牙質
は歯根部深層象牙質と比較して有意に大きい値を示し
た．

3．歯面処理後の SEM 像において，接着強さが有意に
大きかった歯冠部象牙質では，同一層における歯根部
象牙質と比較して明らかに象牙細管開口部の直径が大
きく，さらに管間象牙質の面積は狭く，鋭利な形状を

呈していた．接着試験後の SEM 像においても，形成
されたレジンタグの直径は，象牙細管開口部の直径に
近似しており，歯冠部深層象牙質のレジンタグは他の
部位と比較して太く形成されていた．

稿を終えるにあたり，ご指導ご校閲を賜りました，明海
大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 大川周治
教授に謹んで感謝の意を表します．また，終始ご助言を賜
った明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分
野 中嶌 裕教授，ならびに明海大学歯学部機能保存回復
学講座保存修復学分野 片山 直教授に深く感謝いたしま
す．また，永年にわたりご指導くださった明海大学歯学部
天野秀雄名誉教授に心より御礼申し上げます．さらに適切
なご助言を賜りました当講座の猪野照夫准教授，ならびに
岡本和彦講師をはじめ諸先生方に厚くお礼申し上げます．
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下顎位の違いが 3 D バーチャル空間における重心動揺に与える影響

飯塚 知明1§ 岩瀬 直樹1 岡本 和彦1

猪野 照夫1 熊瀬名保子1 佐藤 雅介1

秋元 俊成2 寺田 信幸2 藤澤 政紀1

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2東洋大学理工学部

要旨：視覚刺激と重心動揺に対する姿勢制御との間におけるフィードバックループの研究がなされている．しかし，咬
筋の収縮が姿勢制御におよぼす影響についてはあまり知られていない．本研究では，重心動揺に影響を与える 3 D 動画
を用い，軽度の咬みしめと下顎安静位という下顎位の違いが重心動揺に及ぼす影響について検討した．被験者は顎関節症
のない 5名の男性とし，左右の咬筋，前脛骨筋，腓腹筋に電極を貼付し，バーチャル空間内の重心動揺計に立たせた．そ
して，被験者には軽度の咬みしめとして，最大咬合力の 10％ MVC を維持する練習をさせた．下顎安静位は上下の歯の
無接触状態を指示した，その後ジェットコースターの 3 D 動画を 80秒間観賞させ，明らかに姿勢が変化した時間帯の筋
電図と重心動揺のデータを分析対象区間とした．
その結果，右側の腓腹筋以外は筋活動量は下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が有意に高く，また重心動揺は下顎
安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が有意に少ないことが確認できた．
以上により，上下の歯の接触は姿勢の安定化に影響を与えると考えられた．

索引用語：重心動揺，下顎位，筋電図

Effect of occlusal contact on posture control in the 3-D virtual space

Tomoaki IIZUKA1§, Naoki IWASE1, Kazuhiko OKAMOTO1,
Teruo INO1, Nahoko KUMASE1, Masayuki SATO1,

Toshinari AKIMOTO2, Nobuyuki TERADA2 and Masanori FUJISAWA1

1Division of Fixed Prothodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Faculty of Science and Engineering, Toyo university

Abstract : It is known that there is a feedback-loop between the faculty of sight and posture control against gravity fluc-

tuation（GF）．However, the effect of masticatory muscle contraction on posture control is not well understood. We used

3-D motion pictures in a virtual space with GF, to examine changes in GF with different mandibular positions. Tooth con-

tact positions included light clenching（LC）and mandibular rest position（RP）．
Five male volunteer subjects（mean age of 22.4 years old）with no history of temporomandibular disorders（TMD）were

recruited. Subjects included students at Meikai University. Electromyograms（EMGs）from both sides of the masseter, tibi-

alis anterior（TA）and gastrocnemius muscles（GM）were recorded with an active electrode unit. Subjects were asked to

stand on a GF sensor board in the virtual space. EMGs and GF were recorded during the display of a 3-D“roller coaster”
animation（80 sec duration）．Alternation of LC and RP was performed by each subject. Prior to the experiments, all the sub-

jects were trained to maintain 10％ of maximum voluntary contraction as controlled LC under visual EMG feedback. They

were then asked to maintain this position at the beginning of the LC experiment. No tooth contact was required during the

RP session. Integrated EMG values were analyzed from the time point when the most significant postural change associated

with the display occurred. The area of GF was also analyzed to determine the relationship between body balance and LC.
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緒 言

近年，顎機能異常に伴う関連症状として，めまい，耳
鳴りなどの機能異常や全身の広範囲に悪影響を及ぼすと
いう報告があり1−4），顎口腔機能と重心動揺に対する平
衡調節機構との関連性が示唆されている．
直立時におけるヒトの全身の重心は，地上で身長の 56

％の高さという比較的高い位置にあり，体重のすべてを
狭い支持面である足底部で支えられているため物理的に
不安定な状態にあり5），そのためヒトの直立起立姿勢は
静止しているものではなく絶えず僅かな動揺を繰り返し
つつ動的平衡を保って維持されているということが知ら
れている6）．
重心動揺が生じる条件としては体幹ならびに四肢に直
接力が加わる場合や，体幹そのものの移動などがある．
このような重心動揺の制御に咬合が関与していることが
考えられ，咬合接触と重心動揺の関連が調べられてい
る7）．
また，ヒトが噛みしめを行っている際には，脊髄の反
射興奮性が著しく上昇していること，および，その上昇
の度合いと噛みしめの強度の間には正の相関が存在する
ことも明らかにされている8）．
一方で，視覚により姿勢が制御されることが広く知ら
れており，重心動揺に影響をもたらす因子であることが
確認されている9）．しかし，逆に視覚に刺激を与えて重
心動揺に大きな変化を生じさせた研究がこれまでの報告
にはないため，視覚に様々な刺激を与えた場合の重心動
揺の変化と，それに拮抗するための姿勢制御を行う際
に，咀嚼筋が担う役割については未だに不明な点も多
い．
そこで今回，視覚から重心動揺に影響を及ぼす設定と
して 3 D 動画を用い，バーチャル空間において咬合接
触の有無による違いが，視覚刺激による重心動揺に対す
る影響と，前脛骨筋と腓腹筋の筋活動に及ぼす影響を生

体現象多チャンネル同時測定システムを使用し検証し
た．

方 法

1．対象
被験者は自覚的および他覚的に顎口腔系に機能異常を
認めず，第 3大臼歯を除く歯の欠損がないもの，精神疾
患および全身疾患の既往がなく，中枢神経に作用する薬
物の服用および精神疾患と全身疾患の既往がない成人男
性 5名（平均年齢 24.4歳）とした．
本研究は明海大学歯学部臨床研究倫理委員会の承認を
受け（承認番号 A 0709），被験者には実験の詳細を事前
に説明し，了承を得た後，同意書に署名の上実施した．

2．方法
被験者には左右の咬筋，前脛骨筋，腓腹筋に電極間距

Except for R-GM, integrated EMG showed a significant increase under LC when compared with RP. The area of GF de-

creased significantly under LC when compared with RP which indicated well controlled body balance.

Since tibialis anterior and gastrocnemius muscles were activated significantly more in regulating body balance under light

clenching conditions than in the mandibular rest position, tooth contact could contribute to the postural regulation system.

Key words : gravity fluctuation, occlusal contact, electromyography

─────────────────────────────
§別刷請求先：飯塚知明，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

Fig 1 Electrode-unit assignment on subject
Electrodes are attached in both sides of the mas-
seter and tibialis anterior
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a b

離 10 mm のアクティブ電極 NM-512（日本光電社，東
京）を貼付し，筋電図を双極導出した（Figs 1, 2）．筋
電図導出における設定はサンプリング周波数 2 kHz，時
定数 0.03 sec，ハイパスフィルター 5 Hz，ローパスフィ
ルター 100 Hz とした．
実験開始に先立ち，被験者個々のモニタ上に表示され
た筋電図波形を研究実施者が確認した上，最大咬合力を
算出し，被験者にはその 10％の咬合力（以下，軽度の
咬みしめ）を研究実施者の指示によって維持する練習を
被験者が体得できるまで行わせた．
その後 3 D 動画鑑賞用の液晶シャッタメガネ（ソリ

ッドレイ社，神奈川）を装着し，バーチャル空間システ
ム内でプラットフォーム型検出台を用いた重心動揺分析

システム G-5500（アニマ社，東京）上に立たせ，仮想
の宇宙空間を疾走するジェットコースターに乗車してい
る 3 D 動画を鑑賞させた（Fig 3）．上映時間は 80秒で
ある．
今回用いた 3 D 動画システムは，「フレーム・シーケ
ンシャル方式」とした．この方式は，左右異なる角度か
ら撮影した映像を交互に再生し，左右の視界が交互に遮
蔽される液晶シャッターを専用の眼鏡で見せるものであ
る．この際，眼鏡のシャッターが 2つの映像と完全に同
期して開閉することで右目と左目にそれぞれ右側の映像
と左側の映像だけが見え，立体感を得ることができる．
また被験者には，足位規定板を使用し，常に一定の位
置に閉足位で直立した姿勢をとらせ，腕の動きが重心動
揺に与える影響を除去する目的で両腕を体側に接触させ
るよう指示した．
そして，下顎位を下顎安静位とした場合と，軽度の咬
みしめとした場合の 2条件で重心動揺計上で動画を鑑賞
させ，重心動揺ならびに筋電図の計測を行った．

3名の被験者は軽度の咬みしめを最初に，残りの 2名
の被験者は下顎安静位を最初に指示し，試行順序による
影響を排除して測定を行った．なお，この順序選択はラ
ンダムに行った．

実験Ⅰ〈下顎位の違いおよび咬筋筋活動が，前脛骨筋と
腓腹筋の筋活動に及ぼす影響〉

まず下顎安静位と軽度の咬みしめ時（咬頭嵌合位）に
おける下顎位の違いおよび咬筋筋活動が，前脛骨筋と腓
腹筋の筋活動に及ぼす影響について調べるため，画像のFig 2 Electrodes attached on Gastrocnemius bilaterally

Fig 3 Visual stimuli in the virtual space
EMGs and gravity fluctuation were recorded during the display of a 3-D“roller coaster”animation（80 sec duration）
a : A subject stands on gravity fluctuation（GF）sensor board in 3-D virtual space
b : An example of the animation to affect GF

下顎位とバーチャル空間内の重心動揺 41
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変化に伴い，重心動揺が最大となった時点を含む 2秒間
（ジェットコースターの回転映像時：動画開始から 64.96

s～66.96 s）を筋電図の分析対象区間とし，下顎安静位
と軽度の咬みしめ時における平均積分値を求めた（Fig

4）．
統計処理としては，下顎安静時と軽度咬みしめ時の筋
活動量の比較を Wilcoxon 検定にて分析した．統計解析
ソフトには SPSSⓇstatistics 17.0（エス・ピー・エス・エ
ス社，東京）を使用し，有意水準を 0.05とした．

実験Ⅱ〈下顎位の違いが姿勢制御に及ぼす影響〉
次に下顎安静位と軽度咬みしめ時における下顎位の違
いが姿勢制御に及ぼす影響について調べるため，下顎安
静時と軽度咬みしめ時におけるジェットコースターが動
き始めた比較的重心動揺の変化が少ない 2秒間（0.00 s

～2.00 s）と，ジェットコースターの動きが激しくなり，
最も重心動揺が生じた部分（前述：64.96 s～66.95 s）の
2秒間の重心動揺計上で，重心点が描いた軌跡の面積
（外周面積）を比較した．
統計処理は実験Ⅰ同様に行った．

結 果

実験Ⅰ
1．すべての被験者で，ジェットコースターの動きが激
しくなる部分（回転・急上昇・急降下など）や隕石群
への突入などのダイナミックな視覚刺激に対し，前脛
骨筋や腓腹筋の筋活動量が増加した．

2．最も重心動揺が変化したジェットコースター回転時
を含む 2秒間において，下顎安静位よりも軽度の咬み
しめ時の方が，前脛骨筋と腓腹筋の筋活動量が増加
し，右側の腓腹筋以外においては有意差を認めた（Ta-

ble 1, Fig 5）．

実験Ⅱ
1．下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が，ジェッ
トコースターの動きが緩やかな時間帯での重心動揺は
安定していたが有意差は認められなかった．

2．下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が，ジェッ
トコースターの動きが激しい時間帯での重心動揺は安
定しており有意差が認められた（Figs 6−8）．

Fig 4 Example of the gravity fluctuation on X-axis（right-left
direction）and Y-axis（anterior-posterior direction）

Table 1 Mandibular Positions and Muscle Activities
Except for R-GM, integrated EMG showed a significant in-
crease（p＜0.05 ; Wilcoxon test）under LC when compared
with RP（R-TA, 154％；L-TA, 148％；L-GM, 206％）

LC（μV） RP（μV）

R-T.A
L-T.A
R-GM
L-GM

60.1±50.9*
49.1±30.5*
33.7±17.2
32.5±21.3*

38.9±41.2
33.1±36.4
20.4±9.9
15.7±5.6

（*p＜0.05 ; Wilcoxon test）

Fig 5 Example of muscle activity of right-tibialis anterior
Top : EMG bursts during light clenching（LC）
Bottom : EMG bursts under rest position（RP）
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考 察

重心動揺とは重心そのものの動きを意味するが，今回
用いたストレインゲージ方式の重心動揺計にて計測する
場合は真の重心動揺ではなく，重心動揺に伴う足圧中心
の動き（床反力中心点の動き）である10）．しかし，通常
の静止起立時には両者の差異はほとんどないとされてい
るため11），今回はこの足圧中心の動きを重心動揺として
計測を行った．
本研究での重心動揺計は，人が直立または運動をして
いるとき，人体の接地足蹠囲繞面に落下する重心移動を
二次元的に記録できる装置である．そこで下顎安静位な
らびに軽度の咬みしめ時に描かれた重心移動の軌跡の外
周面積を比較することにより，異なる条件での違いを検
討した．
立位姿勢の保持には下腿筋群が重要な働きをする12）

が，本研究ではそれらの中から屈筋群としてヒラメ筋よ
りも表層にあり，表面電極にて筋電図を導出しやすい腓
腹筋を前傾姿勢を補正する筋として，またその拮抗筋と
して伸筋群の中からやはり表面電極導出のしやすい前頸
骨筋を測定の対象とした．
これまでにも下顎位，咬合接触，さらにはスプリント
装着の有無といった口腔の条件が重心動揺に与える影響
ついての報告がなされているが，重心が安定している条
件では，顕著な差を見出すことが困難であった4）．しか
し，今回用いた 3 D 動画によるバーチャル空間では身
体に接触することなく視覚刺激のみで重心に動揺を生じ
させうることから，今回のような実験を行うには適した
実験環境といえる．
通常，起立時には前庭系，視覚系，深部知覚系が働い
て骨格筋の緊張のバランスをとり，いわゆる立ち直り反
射によって，破綻すなわち転倒から免れており，中でも
視覚からの情報が前庭動眼反射に及ぼす影響が大きく，
そのフィードバック機構により重心動揺を補償し，姿勢
を安定化するといわれている視性代償効果13）が確認され
ている．この視性代償効果からの重心動揺を生じさせる
目的で，バーチャル空間システムによる視覚刺激を応用
したところ，重心動揺に大きな変化を生じた．このこと
から，バーチャル空間におけるジェットコースターの乗
車動画が重心動揺に影響を及ぼしたことが確認できる．
また，咀嚼筋は頸部および肩部筋群とともに頭部の位
置づけ安定化に寄与しており14, 15），咬合の崩壊をその一
因とした顎口腔系のバランスの乱れは，全身状態の 1つ
の変化として姿勢に影響を及ぼす可能性があると考えら

Fig 7 GF under RP in subject 2
X : right-left direction
Y : anterior-posterior direction

Fig 8 Comparison of GF between light clenching（LC）and rest
position（RP）

The area of GF decreased significantly under LC（4.7 cm2）when
compared with RP（10.2 cm2）which indicated well controlled body
balance

Fig 6 Gravity fluctuation（GF）during LC in subject 2
X : right-left direction
Y : anterior-posterior direction
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れている16）．よって，軽度の咬みしめにより頭部の安定
化がはかられ，遠隔部位の筋である前脛骨筋と腓腹筋の
筋活動を賦活化させ，視覚刺激による重心動揺時の姿勢
制御に影響を及ぼしたものと推測される．
したがって，咀嚼筋や頸部の筋に過緊張が生じ，身体
他部の筋群とのバランスが崩れると，頭部の安定化がは
かれなくなり，結果として姿勢維持機構に影響が及び，
姿勢調節が適正に行われなくなるという可能性が示唆さ
れる．
以上のような推論と今回の結果から，軽度の咬みしめ
を行うことにより，これに関与する顎口腔諸筋，歯根
膜，そして顎関節部への刺激が，身体，特に体性調節機
構に影響し，視覚刺激効果により生じた重心動揺に対し
ても，変化がみられたものと考えられる．
しかし，ある適当な咬みしめ強さでは重心動揺に拮抗
する姿勢のコントロールを司る様々な刺激伝導系に促通
効果を与え，平衡調節機構をよりよい状態にしていると
考えられるが，この適当な咬みしめ強さには個人差があ
り，過度の刺激は異常刺激として認識されている場合も
あると考えられる17）．今後はどの程度の咬合力が重心安
定化に適しているかを調べると共に，年齢，性差による
影響にも検討を加える必要があると考える．

結 論

今回，バーチャル空間内における咬合接触が重心動揺
に与える影響を検討した結果，以下の結論を得た．
1．視性代償効果により視覚刺激のみを加えた場合にお
いても重心動揺を生じることが確認された．

2．軽度の咬みしめにより咀嚼筋を活性化することで，
前脛骨筋と腓腹筋の筋活動が賦活化され，視覚刺激に
よる重心動揺時の姿勢制御に効果があったものと考え
る．
以上により，上下の歯の接触は姿勢の安定化に影響を
与えると考えられた．

本研究は日本学術振興会科学研究費補助金（課題番号
20592276），および宮田研究奨励金（A 0709）により行わ
れた．
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緒 言

近年，医療分野にもレーザー機器が幅広く普及し，そ
のレーザーの特長を生かし様々な治療に応用されてい
る1−3）．現時点ではレーザーを用いた治療による利点と

して，軟組織切開時，硬組織切削時における無痛治療が
可能となったことと，その周囲組織への殺菌作用効果が
あげられる2）．
しかし，歯科領域でのレーザー治療は，医科同様，電
気メスにかわる切開，切除，凝固という軟組織の外科的

可変調レーザーシステムにおける歯硬組織切削

矢島 晃司1 松見 秀之2 小澤 有美3

岩坂 憲助3 片山 直3§

1矢島歯科医院
2明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野
3明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野

要旨：本研究は Er, Cr ; YSGG レーザーシステムを使用し，硬組織切削に対して出力周波数の変化がどのような影響を
与えるのかを調べる目的で，ハイドロキシアパタイトとエナメル質の切削で試験した．出力周波数を変化させることがで
きる Er, Cr ; YSGG レーザーで，試料を切削し，表面特性や組成変化や切削形態を観察して，それぞれの出力周波数の特
性を検索し，臨床での有用性を検討した．実験での出力は総エネルギーが一定であるため，幾分かの相違はあったもの
の，硬組織切削で出現を見るマイクロクラックや熱による影響は認められなかった．本機での硬組織切削は，エナメル質
では出力周波数 20 Hz～30 Hz が効率的であることが今回の結果から示唆された．

索引用語：硬組織切削，表面性状，Er, Cr ; YSGG レーザーシステム

Removal of Dental Hard Tissue with New Er, Cr ; YSGG Laser
System under the Condition of Variable Output Frequency

Koji YAJIMA1, Hideyuki MATSUMI2, Yumi OZAWA3,
Kensuke IWASAKA3 and Tadashi KATAYAMA3§

1Yajima Dental Clinic
2Division of Endodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University, School of Dentistry

3Division of Operative Dentistry, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University, School of Dentistry

Abstract : It has been demonstrated that the Er, Cr ; YSGG laser system can remove dental hard tissue without causing

thermal damage. We used this system to remove hydroxyapatite and enamel and also to determine the influence of a

change in output frequency of the laser on the efficiency of hard-tissue ablation. Samples were ablated at various output

frequencies, after which the surface properties, presentation changes, and cutting surface were observed in order to evaluate

the clinical usefulness of this laser system. The influence by the micro crack or heat by hard-tissue cutting was not seen

from these results. Hard-tissue cutting with this laser system was suggested to be feasible from the results of this study,

which indicated that the most efficient cutting of the enamel occurred at the output frequency of 20 Hz−30 Hz.

Key words : dental hardtissue ablation, surface properties, Er, Cr ; YSGG laser system
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用途に多く使用され，歯科本来の硬組織切削には，ほと
んど使用されていなかった4）．
硬組織切削は今から 44年前の 1965年 Goldman ルビ

ーレーザー使用によるヒト天然抜去歯の切削試験に始ま
り，CO2レーザー，Nd : YAG レーザーへと研究が進み
臨床でも使用され，その成果が発表されてきている5）．
これらのレーザーは，熱により切削表面を蒸散・炭化さ
せ，組織変性を起こすという大きな問題があった．1988

年に Er : YAG レーザーが開発され，硬組織表面を炭化
させることなく切削できるようにはなったが，切削時間
がかかるため歯質には不向きとされていた6−8）．さらに
研究が進み，1997年に Er, Cr ; YSGG レーザーシステム
が開発され，Hydrokinetic というウォータースプレーの
中にレーザー光を当て，水分子のエネルギーを急速に高
め，水分子の衝突により切削するレーザー9）がアメリカ
で開発された9, 10）．このレーザーシステムは，炭酸ガス
レーザー11）や Er : YAG レーザー12−15）と比較して切削時間
が短縮され，かつ，その機能から硬組織を切削だけでな
く，軟組織切除も可能とすることを可能とした16−23）．2006

年には，さらに改良がなされ，出力を 8 W まで高め，
その出力周波数を可変できるレーザーが開発された．出
力周波数を変えることによって軟組織の切開にある程度
効果があることは推測できる．しかし硬組織切削にどの
ような影響を与えるのかは知られていない．
そこで今回は，この Er, Cr ; YSGG レーザーシステム
を使用し，硬組織切削に対して出力周波数の変化がどの
ような影響を与えるのかを調べること目的とし，ハイド
ロキシアパタイトとエナメル質の切削にて検討した．

材料と方法

1．実験材料
1）ハイドロキシアパタイトのブロック
ハイドロキシアパタイトのブロック（気孔率 0％，Ca/P

値 1.67）（サンギ，東京）を用い，表面に試験用テンプ
レートを設定して試験材料とした．
2）エナメル質試料
患者から使用目的に同意を得て入手した，充填物や亀
裂のない抜去天然前歯（10％ホルマリン長期保存）10

歯を準備し，エナメル質表面を流水下で洗浄し 90％ア
ルコール液で清拭したものを試料とした．
3）レーザー機器
切削試験に用いたレーザー本体は，Er, Cr ; YSGG La-

ser System の Waterlase MDTM（BIOLASE Technology Inc,

Irvine, CA, USA）を使用した．本機使用条件は，出力を
ハイドロキシアパタイトのブロックでは 3 W，エナメル
質試料では 3 W あるいは 4 W で，機器指定の設定レベ
ルである水 level 60と空気 level 30に設定し，出力周波
数をそれぞれ 10, 20, 30, 40, 50 Hz とした．
本機のシルバーハンドピースに，サファイヤ製の

MG-6 tip を装着し，その tip 先端から試験表面の距離を
1.0 mm となるようにテンプレートを設定した．

2．実験方法
1）ハイドロキシアパタイト試料の切削
スケール付き台座上に試料を設置し，レーザー tip 先
端を試験料切削面表面から 1.0 mm となるように，ま
た，ハンドピースは金属フレームに固定した．テンプレ
ート上の試験片を 3 mm 間隔で全ての試料で 120秒間，
レーザー本機設定を出力 3 W，水 level 60，空気 level 30

とし，出力周波数を 10, 20, 30, 40, 50 Hz という順に変
化させ，それぞれの出力周波数の条件下で試験片を縦に
1 mm/sec にて往復移動させ，繰り返し切削を行った．
その後，試験を実態顕微鏡（SMZ-2 T, Nikon，東京）
下で切削形態を観察し，X 線マイクロアナライザー
JCMA 733（JEOL，東京）にて SEM（Scanning electron

microscope），SEI（Secondary electron image）および CMA

（Computer-aided micro analyzer）により Ca と P の定性
分析を実施した．Ca, P の定量分析も加速電圧 15 kV，
照射電流 30 mA，分析野 50 μmφ であわせて実施した．
2）エナメル質試料の切削
実験 1）の時と同様の条件下で，1歯 5条件（3 W/10,

20, 30, 40, 50 Hz）にてエナメル質試料に対して切削を
行った．ただし，切削時間は 30秒とし，さらに，レー
ザー本機を出力 4 W 時の水 level 60，空気 level 30の設
定でそれぞれ出力周波数を 20, 30, 40, 50 Hz（10 W は設
定がないため行わなかった）と変化させた条件での切削
も併せて行った．その後，試料をレーザー顕微鏡（VK-

8550, Keyence，大阪）にて切削部分を赤色レーザー 658

nm，最大出力 0.9 mW にて計測した．また X 線マイク
ロアナライザーにて切削表面を前記の条件で SEI 観察
した．

結 果

1．ハイドロキシアパタイト試料の観察
1）実態顕微鏡下 8倍での切削状態を Fig 1に示す．下
から順に 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz と周波数が上

─────────────────────────────
§別刷請求先：片山 直，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
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がることにより，切削深度が浅くなり，10 Hz 時に最大
深度を，50 Hz 時では最小深度を示し，10 Hz 時の深度

と比較して半分ほどの深度を示した．
2）SEI 観察
切削の深度は，10 Hz 時（Fig 2）に 37.6 μm を示し，

20 Hz（Fig 3）では 40.1 μm, 30 Hz（Fig 4）で 28.1 μm,

40 Hz（Fig 5）では 13.8 μm と出力周波数が上がること
により切削震度は浅くなり，50 Hz（Fig 6）時には最小
深度を示した．また最大深度の 10 Hz 時に最大切削幅径
が 636.5 μm を示し，最小深度の 50 Hz 時に 130.1 μmt

と最小切削幅径を示した．さらに，切削形態は 10 Hz 時
に先端が最も鋭い逆三角形を示し，20 Hz, 30 Hz と上昇
することにより先端が徐々に丸くなり 50 Hz では，切削
された先は楕円形の形態を示した．
3）CMA による定性分析

CMA による定性分析では，周波数上昇による構成成
分変化は認められず，Ca/P の定性分析結果も大きな変
化は認められなかった．（Figs 2−6）

2．エナメル質試料の SEI 観察およびレーザー顕微鏡
での結果（Table 1）

1）3 W/10 Hz（Fig 7）ではエナメル質表面にクレータ
ー状の切削面を認め，切削面と非切削面との境界が明瞭
である．また，倍率を上げると melting を伴った鱗状を
呈していた．
2 ）3 W/20 Hz（Fig 8）と 4 W/20 Hz（Fig 9）につい
て，3 W/20 Hz では，クレーター状の切削面が波状に凹
凸面を形成しながら連続している．非切削面との境界は
明瞭であり，個々の切削面を確認することが出来る．Fig

8より切削表面は，10 Hz 時よりは小さな粗造面が広範
囲に認められた．4 W/20 Hz では，3 W/20 Hz 時よりも

Fig 1 Cross-section of hydroxyapatite block
after laser irradiation（3 W）.

Fig 2 SEM（a）and CMA（Ca（b）and P（c））images of cross-section of hydroxyapatite block after laser irradiation（10 Hz）.
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Fig 3 SEM and CMA（Ca and P）images of cross-section of hydroxyapatite block after laser irradiation（20 Hz）.

Fig 4 SEM and CMA（Ca and P）images of cross-section of hydroxyapatite block after laser irradiation（30 Hz）.

Fig 5 SEM and CMA（Ca and P）images of cross-section of hydroxyapatite block after laser irradiation（40 Hz）.
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切削幅径が大きく境界明瞭であり，切削面の凹凸の差が
明らかに認識できた．
3）3 W/30 Hz（Fig 10）と 4 W/30 Hz（Fig 11）にて，3

W/30 Hz は，個々の小さなクレーター状の切削面との距
離間が短く連続しており，連結した線として形成してい
る．非切削面との境界は明瞭だが，一部不明瞭部が認め
る．Fig 10より切削表面は，大きな粗造した面を認める
が所々細かな粗造面をも示した．4 W/30 Hz 時では，3

W/30 Hz 同様に小さなクレーター状の切削痕が一つの線
として形成し，切削面自体が境界明瞭な凹凸面を形成し
ている．
4）3 W/40 Hz（Fig 12）と 4 W/40 Hz（Fig 13）の切削
面は線状の凹凸な形態をし，境界はやや不明瞭を示す．
Fig 12より切削表面は，細かい粗造な面が大部分であっ

Fig 6 SEM and CMA（Ca and P）images of cross-section of hydroxyapatite block after laser irradiation（50 Hz）.

Fig 7 SEI of enamel surface after laser irradiation（3 W/10 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Table 1 Width and Depth of hydroxyapatite surface after
laser irradiation

width depth

3 W 10 Hz
20 Hz
30 Hz
40 Hz
50 Hz

636.5（27.7）
450.4（52.8）
292.6（79.9）
182.6（9.7）
130.1（20.2）

37.6（2.6）
40.1（4.9）
28.1（4.1）
13.8（1.9）
12.0（1.8）

4 W 20 Hz
30 Hz
40 Hz
50 Hz

412.2（109.6）
309.3（72.6）
195.4（58.9）
161.9（16.9）

64.1（11.9）
33.6（5.9）
25.9（4.2）
20.3（2.9）

μm（SD）
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Fig 8 SEI of enamel surface after laser irradiation（3 W/20 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Fig 9 SEI of enamel surface after laser irradiation（4 W/20 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Fig 10 SEI of enamel surface after laser irradiation（3 W/30 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.
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Fig 11 SEI of enamel surface after laser irradiation（4 W/30 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Fig 12 SEI of enamel surface after laser irradiation（3 W/40 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Fig 13 SEI of enamel surface after laser irradiation（4 W/40 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.
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た．また，4 W/40 Hz でも同様に，切削面が境界不明瞭
な線状の凹凸を形成し，切削表面は微細な粗造面を示し
た．
5）3 W/50 Hz（Fig 14）と 4 W/50 Hz（Fig 15）では 3

W/50 Hz, 4 W/50 Hz ともに不連続な一本の線状の切削面
が認められ，切削表面とは異なっていた．

考 察

歯科治療でのレーザー使用の頻度は年々増えてい
る1, 10, 11）が，実際に硬組織切削をレーザーだけで治療す
ることはあまり行われてはいない．そして硬組織切削に
対するレーザーの使用に関して出力周波数による影響の
報告はほとんどなさてれておらず，臨床症例報告もほと
んど存在していない．

Er : YAG レーザーはエネルギーの大部分が水に吸収
されるため，ハイドロキシアパタイトの結晶中の水成分
に Er : YAG レーザーが照射されることで水がいっきに
蒸散し，分子内部でハイドロキシアパタイト構造が崩壊
すること9）によって肉眼的には，組織が切削されたよう
に見える．そのため CO2レーザーや Nd : YAG レーザ
ーより熱による偽害性が少なく，歯質を炭化させないこ
とを利点として使用されている12）．しかしエナメル質切
削に対し，切削面から微細な亀裂が生ルことや，切削時
間が長く，切削量も少ないことが問題とされ，レーザー
機器そのものの改良が必要だという考えが少なくな
い13）．
このような問題を改善すべく Er, Cr ; YSGG レーザー

の開発が進められ，切削時間や切削量がより速く，より

Fig 14 SEI of enamel surface after laser irradiation（3 W/50 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.

Fig 15 SEI of enamel surface after laser irradiation（4 W/50 Hz）. Photo on the right（B）is higher magnification view
of the surface on the left（A）.
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多くなるという結果が報告されてきている7）．また，歯
質に対する偽害性も少ないとの報告もある7）．また，患
者に不快感を与えることなく治療もできるため，歯科に
対する応用範囲が広がり，その結果，硬組織と軟組織ど
ちらの組織にも対応を迫られる歯内療法にその応用14−20）

が期待されてきている．
今回実験に用いた，出力周波数を変化させることので
きる Er, Cr ; YSGG レーザーシステムは，従来の Hy-

drokinetics によるシステム7, 21）に加え，1パルス当たりの
エネルギー量を変化させることにより，総エネルギー量
をコントロールすることによって，硬組織に与えるエネ
ルギー量を一定のまま照射が可能となった．このことに
よりハイドロキシアパタイト片の切削では，出力周波数
を 10 Hz～50 Hz に変化させても CMA 定性分析による
Ca/P 構成成分の変化は認められず，さらに 50 Hz は熱
がこもりやすい環境であるにもかかわらず，大きな構成
成分の変化には至らず，硬組織に対する偽害性はないと
考えられた．
切削形態では，10 Hz～30 Hz は水分子を歯質に衝突

させ Water Blade のように硬組織を切削している窩洞と
なったが，40 Hz, 50 Hz では幅の狭い浅い形成となっ
た．エナメル質切削では，周波数を上昇させて切削を行
っても，切削による亀裂は認められず，1回の照射エネ
ルギー量が多い 10 Hz でも十分に使用可能と考えられ
た．
今回の実験では，10 Hz ずつ周波数を上昇させたため

30 Hz を境に切削効率にも違いが現れた．そのため 10 Hz

に近い周波数では，1回の切削量が大きいため小範囲の
深い窩洞に適し，50 Hz では，1回の照射速度が速い分
切削量が少ないため，広範囲の浅い窩洞の切削に適して
おりエッチング効果を期待する窩洞に使い分けることが
適切であると考えられた．また 4 W での切削では，3 W

に比べ 1回の照射エネルギー量が大きく，その分エナメ
ル質切削による影響は大きいと考えられたが，亀裂によ
る影響はなく，また熱による影響が多少切削面表面に細
かい粗造の面を見せるだけであり 3 W 時と変わらず，
大きな変化がみられなかったため，効果的な硬組織切削
が可能であると考えられた．

結 論

新システムの Er, Cr ; YSGG レーザーシステムを使用
し，出力周波数を 10 Hz～50 Hz に変化させ，硬組織切
削を試みた結果，総エネルギーが一定であるため幾分か
の相違はあった．本機での硬組織切削はエナメル質に関

して考えたとき，出力周波数 3 W, 4 W では 20 Hz～30

Hz が効率的であることが今回の結果から示唆された．
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BLS（Basic Life Support）講習会における関心度，
モチベーション，技術習得状況についての調査
－歯科医療従事受講者と歯科以外の医療従事受講者の比較検討－
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小貫 和之1 中島 丘1, 2 高平 修二3 長谷川彰彦4
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1明海大学歯学部総合臨床医学講座麻酔学分野
2横浜市緑区歯科医師会（みほ歯科医院）
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6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：歯科診療における全身的偶発症の発生頻度は 0.004％～0.07％という報告がある．治療時に発生する偶発症への
対応は歯科医療従事者に求められると考え，BLS 講習会でアンケート調査を実施した．対象は，明海大学歯学部付属明
海大学病院主催の BLS 講習会受講者 207人（歯科医療従事者），横浜市緑区歯科医師会主催の BLS 講習会受講者 120人
の合計 327人（歯科医療従事者）と埼玉医科大学病院学病院主催の BLS 講習会受講者 415人（歯科以外の医療従事者）
であり受講者総計 742人のうち有効回答のあった 735人（99.0％）を対象として，アンケート調査項目について両従事者
間で比較検討を行った．統計学的解析には χ 2検定を用い，有意水準は p＜0.05とした．
その結果，インストラクターの指導法を含めて BLS 講習会の満足度は高いものであったが，受講者の BLS 技術習得に
ついては「手順」の習得が困難であると感じた者が，両従事者で共に多かった．したがって何度も繰り返し講習会に参加
して，BLS の質を高めていく必要性がある．本研究における BLS 講習会は，アメリカ心臓協会（American Heart Associa-

tion : AHA）ガイドライン 2005（G 2005）に準拠したが，今後，G 2010に沿って講習内容を再構成して実施する必要が
ある．救命蘇生法は人道的対応である．歯科医師も医療従事者の一員であるため積極的な救命蘇生の実施が望まれる．

索引用語：一次救命処置，アンケート調査，心肺蘇生術，歯科医療従事者，医療従事者

Interest, motivation, and technology acquisition aspects
of BLS（Basic Life Support）course
－Comparison between dental health care provider and health care provider－
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緒 言

歯科診療時に発生した全身的偶発症及び医療事故に関
するアンケート調査が日本歯科麻酔学会により行われて
おり，過去 15年間の集計で死亡例 55例（1年間にほぼ
平均 4例発生），死亡に至らない全身的偶発症 1807 例
（1年間にほぼ平均 120例，1か月間に 10例程度）とい
う報告がある1）．歯科診療時に全身的偶発症が発生する
場合，その発生原因には様々な要因が関与すると考えら
れている．歯科診療そのもののストレス，治療や疾患に
伴う痛みや緊張，そして不安などから偶発症の 8～9割
が生じると考えられている．その引き金となる原因とし
て，全身疾患の発作や急性増悪，全身疾患とは関係がな
い発作や症状が推測され，歯科診療における全身的偶発
症の発生頻度（率）は 0.004％～0.07％と報告されてい
る2）．
これらの報告からもわかるように，歯科治療時に偶発
するアナフィラキシーショックや迷走神経反射，口腔内
以外に合併症を持った患者，心肺機能の低下している高
齢患者などに対しては，今後歯科医療従事者に救命処置
を求められることが多くなると考えられる．歯科医療従
事者にとって，BLS から二次救命処置（Advanced Life

Support : ALS）まで，どこまでの救命処置が必要なの
かは大きな課題となってくる3, 4）．
そこで，明海大学歯学部付属明海大学病院，横浜市緑

区歯科医師会，埼玉医科大学病院において BLS 講習会
を実施し，歯科医療従事者と医療従事者を対象に，BLS

講習会に対する認識と，今回受講した BLS 講習会の受
講動機や受講後の満足度などについて調査を行い，この
両従事者間で比較検討を行なった．

研究方法

1．対象
明海大学歯学部付属明海大学病院で開催している

BLS 講習会受講者 207 人（歯科医療従事者：歯科医
師，臨床研修歯科医，歯科衛生士，歯科助手，受け付け
事務職員，歯学部学生），横浜市緑区歯科医師会主催の
BLS 講習会受講者 120人（歯科医療従事者：歯科医師，
歯科臨床研修医，歯科衛生士，歯科助手，受け付け事務
職員，歯学部学生）の合計 327人．埼玉医科大学病院主
催の BLS 講習会受講者 415人（医療従事者：医師，看
護師，研修医，医学部学生）に対して講習会終了時にア
ンケート調査を実施した．その結果，735人（99.0％）
の有効回答を得られ，これらを解析対象とした．

2．調査期間及び調査方法
2008年 9月から 2010年 3月の間に実施した BLS 講

習会の認識と今回受講した BLS 講習会の受講動機や受
講後の満足度についてのアンケート調査を実施した．調
査は，BLS 受講後に本研究の主旨，倫理的配慮などを
説明した後，アンケートに回答することで本研究へ同意
したこととすること，目的以外には使用しないことを説

Abstract : The incidence rate of systemic diseases in accidental disease stemming from dental treatment has been re-

ported as varying from 0.004％ to 0.07％. There is necessity to deal with such cases of systemic diseases in dental care,

and emergency medical care and CPR（chest compression and rescue breathing）should be required for dental profession-

als. Thus, we conducted a questionnaire in the BLS course at our institution. The respondents were dental health care

providers（dentists, dental hygienists, dental assistants, dental students, and dental receptionists）, totaling 327 respondents

and health care providers（doctors, nurses, nursing assistants, medical students, and residents）, totaling 415 respondents. Of

the 742 respondents, 735（99.0％）were regarded as having provided valid responses, as assessed by the χ 2 test ; and we

set the p value as less than 0.05. The results showed that the degree of satisfaction for the BLS course was high. The BLS

course, asked about the extent of technology acquisition. As a result, many health providers in the BLS course“Process”
were difficult answer. To improve this situation, it is necessary to attend the BLS course repeatedly. In this present study

we conducted the BLS course based on the 2005 guidelines（G 2005）created by the American Heart Association（AHA）.
Resuscitation is an emergency procedure based on the humanitarian response. Theoretical knowledge and skills to perform

good quality CPR are essential for the survival of patients with sudden death. Since dentists are also members of the medi-

cal community, life-saving resuscitation should be carried out actively by dentists.

Key words : BLS, questionnaire survey, CPR, dental health care providers, health care providers
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明してアンケート用紙を配布した．また，倫理的配慮と
して，アンケートは無記名で行い，個人を特定できない
ようにして回収した．

3．調査項目
1）受講者の職種とその経験年数
2）BLS 講習会に対する認識について
・救命講習会受講経験の有無，受講場所，・今後の
BLS 受講の意思

3）今回受講した BLS 講習会について
・BLS 講習会受講動機，・BLS 講習会の満足度，
・BLS 技術の習得，難しいと感じた技術，・BLS 講
習会受講後の仕事への効果，・インストラクターの指
導法についての満足度，・今後の ALS 講習会受講の
意思

4．BLS 講習会の内容（Table 1）
所要時間は 180 分とし，American Heart Association

（AHA）Guideline 2005（G 2005）5）に準拠して実施した．
実技講習及びシミュレーションを中心とし，最初の 15

分間で講義とデモンストレーションを実施，その後の 35

分間で心肺蘇生（CPR），次に 20分間で自動体外式除細
動器（Automated External Defibrillator : AED），シナリ
オを使用して 40分間で CPR＋AED によるシミュレー
ションを行い，それぞれインストラクターによるフィー
ドバックを行った後に 25分間で実技テスト，10分間で
筆記試験を実施した．受講者 3～4人あたりインストラ
クター 1人～2人を配置した．コースディレクターは日
本救急医学会 Immediate Cardiac Life Support（ICLS）コ

ースディレクターとし，日本救急医学会 ICLS コース認
定インストラクター並びに AHA 認定インストラクター
を各ブースの責任者としてコースの質を確保した．イン
ストラクターの職種は医師，歯科医師，看護師，歯科衛
生士，救急救命士，本学麻酔学分野所属歯科医師であっ
た．

5．分析方法
アンケート調査の各項目について歯科医療従事者と医
療従事者とで比較検討をした．統計学的解析には χ 2検
定を用い，有意水準は p＜0.05とした．

結 果

1．対象
歯科医療従事者 327人，医療従事者 415人，合計 742

人のうち，有効回答のあった者 735人（99.0％）を対象
とした．

2．BLS 講習会に対する認識について
1）救命講習会受講経験の有無（Fig 1）
これまでに受講したことのある救命講習会について質
問したところ（複数回答），歯科医療従事者では 193人
（60.3％），医療従事者では 253人（60.9％）が自動車運
転免許取得時に救命講習会を受講しており，両従事者間
に有意差は認められなかった．中学校，高等学校，大学
を含めた授業での救命講習会を受講したことのある受講
者は，歯科医療従事者が 155人（48.4％）であったのに
対し，医療従事者では 3人（0.7％）であり，歯科医療
従事者に比べ，医療従事者の受講率が有意に低かった
（p＜0.05）．日本赤十字社開催の救命講習の受講率は，
歯科医療従事者では 16人（5.0％），医療従事者では 19

人（4.5％）であり，受講率に有意差はみられなかっTable 1 The BLS course : Sequence of events

Min time table

15

35
10
20
5

40
10
25
5

10
5

1. Lecture（Chain of Survival, Survival rate, DVD
display）

2. Demonstration
CPR
Break time
AED
Break time
AED＋CPR
Break time
Skill check
Break time
Written test
Lead to the award of certificate of the BLS course

Fig 1 Care training course experienced（multi choice）
* : χ 2-test : p＜0.05
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た．消防本部が行っている応急処置技能認定講習の受講
率は，歯科医療従事者においては 19人（5.9％），医療
従事者においては 47人（11.3％）であり，歯科医療従
事者の受講率が有意に低かった（p＜0.05）．日本救急医
学会（Japanese Association for Acute Medicine : JAAM），
AHA が行っている ICLS, BLS 講習会の受講経験は，歯
科医療従事者では 3人（0.9％），医療従事者では 59人
（14.2％）であり，医療従事者に比べ，歯科医療従事者
の受講率が低かった（p＜0.05）．今までに救命講習を受
講したことがないと答えた受講者が歯科医療従事者では
14人（4.4％），医療従事者では 0人（0％）であり，医
療従事者に比べ，歯科医療従事者で有意に多かった（p

＜0.05）．
2）今後の BLS 講習会受講の意思（Fig 2）
医療従事者では 349人（84.1％）が今後も受講したい

と回答したのに対し，歯科医療従事者では 160 人（50

％）が今後も受講したいと回答したが，127 人（39.7

％）が受講したくないと回答した．医療従事者と比較
し，歯科医療従事者の今後の BLS 受講意思は有意（p

＜0.05）に低かった．

2．今回受講した BLS 講習会について
1）BLS 講習会受講動機（Fig 3）
上司や先輩，友人からの勧めによる受動的な受講が歯
科医療従事者では 220人（68.8％），医療従事者では 257

人（61.9％）で有意差はなかったが，能動的に参加した
受講者は，歯科医療従事者では 92人（28.8％），医療従

事者では 35人（8.4％）であり，また，その他と回答し
た受講者が医療従事者で 58人（14.0％）おり，これは
医学部 5年生の実習である BSL（bedside learning）の一
環で受講していたケースであったが，その他と回答した
歯科医療従事者はひとりもいなかった（p＜0.05）．
2）BLS 講習会の満足度（Fig 4）
講習に満足したか質問したところ，「とても満足した」
と答えた受講者は歯科医療従事者では 243人（75.9％），
医療従事者では 266人（64.1％），「まあ満足した」と答
えた受講者が歯科医療従事者では 69人（21.6％），医療
従事者では 128人（30.8％）であり，ある程度満足した
受講者は両従事者の 90％を占めた．歯科医療従事者と
医療従事者との間で有意差はみられなかった．

Fig 2 Desire for future BLS course
* : χ 2-test : p＜0.05 Fig 4 Satisfaction with BLS course

Fig 3 BLS course motivation
* : χ 2-test : p＜0.05
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3）BLS 技術の習得，難しいと感じた技術（Fig 5）
BLS の技術の習得度合いについて質問し，技術の習

得に対して何が難しかったかを質問したところ（複数回
答），「手順」を選択した人が歯科医療従事者では 215人
（67.2％），医療従事者で 190人（45.8％）と両者とも最
も多く，歯科医療従事者では次いで「胸骨圧迫」が 73

人（22.8％），「人工呼吸」が 64人（20％），「筆記試験」
が 52人（16.3％）であり，「AED」を選択した受講者は
0人（0％）であった．医療従事者では「手順」に次い
で「人工呼吸」が 147人（35.4％），「胸骨圧迫」が 139

人（33.5％），「筆記試験」が 77人（18.6％），「AED」
が 14人（3.4％）であった．「手順」，「胸骨圧迫」，「人

工呼吸」，「AED」で両者の受講者間で有意差を認めた
（p＜0.05）．

4）BLS 講習会受講後の仕事への効果（Fig 6）
今回の BLS 講習会が今後の仕事に有効であるか否か

を質問したところ，歯科医療従事者では「大変役立つ」
と答えた受講者が 308人（96.3％）であり，一方，医療
従事者では「大変役立つ」と答えた受講者は 326 人
（78.6％），「役立つ」と答えた受講者は 72人（17.3％）
であり，役立つと考えている受講者は両従事者の 95％
を占めた．歯科医療従事者，医療従事者間での BLS 受
講後の意識について有意差はみられなかった．
5）インストラクターの指導法についての満足度（Fig

7）
「とてもよかった」と答えた受講者は歯科医療従事者
では 299人（93.4％），医療従事者では 358人（86.3％），
「まあよかった」と答えた受講者は歯科医療従事者では
16人（5.0％），医療従事者では 41人（9.9％）であり，
指導法にある程度の満足を得た受講者は両従事者の 97

％を占めた．しかしながら歯科医療従事者では，インス
トラクターの指導法を「よくなかった」と感じた受講者
が 1人（0.3％），「どちらともいえない」と答えた受講
者が 1人（0.3％），医療従事者では「どちらともいえな
い」と答えた受講者が 4人（1.0％）いた．インストラ
クターの指導法についての満足度は歯科医療従事者，医
療従事者間で有意差はみられなかった．
6）今後の ALS 講習会受講の意思（Fig 8）

ALS 講習会を今後受講したいと回答した受講者は歯

Fig 7 Satisfaction with BLS instructor

Fig 5 Difficult parts of maneuver in BLS course（multi
choice）
* : χ 2-test : p＜0.05

Fig 6 An effect to the work after having attended BLS course
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科医療従事者で 268人（83.8％），医療従事者で 317人
（76.4％），受講したくないと回答した受講者は歯科医療
従事者で 36人（11.3％），医療従事者で 2人（0.5％），
どちらでもないと回答した受講者は歯科医療従事者で 2

人（0.6％），医療従事者で 84人（20.2％）であった．今
後の ALS 講習会受講の意思は両従事者間で有意差がみ
られた（p＜0.05）．

考 察

これまでに受講したことのある救命講習会については
（複数回答），歯科医療従事者，医療従事者共に自動車運
転免許取得時の講習会が最も多かった．自動車免許教習
においては 1994年以降，応急救護教習が 3時限実施さ
れているためと考える．中学校，高等学校，大学を含め
た授業での救命講習会を受講したことのある受講者は，
歯科医療従事者に比べ，医療従事者において低かった．
近年の中学校，高等学校授業では，救命講習を実施して
いる学校が多く，明海大学歯学部においても救命講習の
授業を行っている．今後の研究においては年代別の有意
差を考慮する必要があるだろう．また，今までに救命講
習を受講したことがないと答えた受講者が歯科医療従事
者で多かったことは，医科に比較して緊急時の歯科医療
従事者の適切な救命蘇生の必要性の認識が低いことを示
しているとも考えられる．
今後の BLS 講習会受講の意思については，共に各自

の対応能力を向上させたいという意思の表れであろう．
しかしながら，歯科医療従事者では BLS 講習会を今後

は受講したくないと回答した受講者も 40％近くいた．
今回の調査の中には多職種が含まれているため，今後職
種別の分析が必要だと考えられる．今回の BLS 講習会
の受講動機については，受動的な受講は共に 60％を超
えた．一方，能動的に参加した受講者は，歯科医療従事
者に比べて医療事業者は有意に低く（p＜0.05），これは
研修の一環や職場の上司からの勧めが多いことがわか
る．この講習会をほかの人に勧めたいか否かをたずねた
ところ，歯科医療従事者並びに医療従事者の 80％以上
が勧めたいと回答していた．

BLS 講習会受講者に対して受講した講習に満足した
か質問したところ，歯科医療従事者並びに医療従事者と
もにある程度満足した受講者は 90％を占めていた．ま
た，講習会終了時に実施した筆記試験の結果に有意差は
なく，これより BLS 講習会への満足度はかなり高いも
のであったと考えられる．

BLS 技術の習得について，何が難しかったかを質問
したところ（複数回答），「手順」を選択した人が歯科医
療従事者，医療従事者共に最も多かった．これは講習会
を繰り返し受講し，BLS の質を高めていく必要性があ
ると考えられた6）．心肺蘇生とは，突然起こる救急の場
面で確実に実施できなければならない．的確に判断し迅
速に対応するためには，根拠に基づいた実践を学び，習
得する必要がある．今回，BLS 講習会の内容は G 2005

に準拠したが，手順を簡略化する必要性や G 2010で胸
骨圧迫のテンポが 100回／分以上に改められた点，「息を
しているか見て，聞いて，感じて」がアルゴリズムから
削除された点，救助者が 1人の場合の推奨手順の変更
（救助者は人工呼吸を行う前に胸骨圧迫を開始する，す
なわち A−B−C（気道－呼吸－胸骨圧迫）から C−A−B

へ変更），成人に対する胸骨圧迫の深さが 5 cm 以上に
なった点，などを考慮し，今後は講習内容を再構成する
必要がある7, 8）．
今回の BLS 講習会が今後の仕事に有効であるか否か

を質問したところ，役立つと考えている受講者は両従事
者間で 95％を占めた．
インストラクターの指導法については，指導法にある
程度の満足を得た受講者は 90％を占めた．しかしなが
ら歯科医療従事者では，インストラクターの指導法を
「よくなかった」と感じた受講者や「どちらともいえな
い」と答えた受講者が 0.6％いた．この中には，実技の
際どこまで自分たちでするのかわからない，インストラ
クターですべてやり方が違っていたなど，BLS 講習会
での指導法がインストラクターによって異なることが指

Fig 8 Desire to take future ALS course
* : χ 2-test : p＜0.05
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摘されている．これは今後，インストラクターが講習内
容の再認識や質の向上を目指す必要があると感じた．ま
た，インストラクターの指導法と BLS 講習会の満足度
が関連するように考えられる．

ALS 講習会の受講の意思に関しては，受講したいと
回答した受講者は両従事者共に 70％を占めていた．歯
科医療の現場に即した教育や訓練，蘇生手技の技術の向
上を多くの歯科医療従事者が望んでいると考えられる9）．
従来，歯科医師は救命蘇生処置については大学におい
て救命蘇生法や臨床医学の教育を受けている．また，歯
科領域でも全身管理をつかさどる歯科口腔外科，有病者
歯科，障害者歯科，歯科麻酔に従事する歯科医師も多く
存在する．救命蘇生法は人道的対応であり，歯科医師も
医療従事者の一員であるため積極的な救命蘇生の実施が
望まれる10）．歯科診療の領域においても歯科医師の主導
によって診療スタッフによる救命処置が行えるような備
えが求められつつあり，今後の救命蘇生法の質の改善は
必要だと考える．

結 論

歯科医療従事者の危機管理や現場での患者の急変時の
対応をより確実に行うためにも，ガイダンスや講義を活
用，BLS 受講を奨励し，BLS, ALS などの情報の啓発活
動が必要だと思われる．また，一度受講した受講者の講
習会スタッフとしての参加も，BLS の手技の維持のた
めに望ましいと考える．
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Introduction

An early caries lesion is a condition in which cal-
cium and phosphate ions are lost from the dental
enamel under acidic conditions, leading to the occur-

rence of subsurface demineralization1). The intraoral
balance between demineralization and remineralization
constantly changes in the caries lesion, and a skew to-
ward demineralization will eventually result in the for-
mation of a cavity.

Effects of Fluoride on Remineralization as Assessed by Quantitative
Light-induced Fluorescence Method

Takashi OGIHARA§, Shigeru WATANABE, Koji WATANABE,
Hitoshi KURIHARA, Tomomi NAKAMURA, Yoshiyuki OCHIAI

and Shoji TAKAHASHI
Division of Pediatric Dentistry, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : The purpose of this study was to confirm the reliability of the quantitative light-induced fluorescence (QLF)

method compared with the microradiograph (MR) method in determining the effects of fluoride on the remineralization of

subsurface decalcified bovine teeth. There was a significant correlation between the values of ⊿Z in the MR method and

those of ⊿F in the QLF method (r＝－0.7702, p＜0.01).

The demineralized bovine tooth specimens were immersed in a remineralizing solution for 25 days, and the degree of

remineralization in the fluoride coating group (FV group) and the non-coating group (control group) was compared by the

QLF method. The remineralization of bovine teeth in the FV group was greater than that in the control group.

In conclusion, fluoride was effective in promoting remineralization of the teeth, and the QLF method can be successfully

applied in the determination of demineralization.

Key words : remineralization, Quantitative Light-Induced Fluorescence, microradiograph, fluoride, early caries lesion

光誘導蛍光定量法による再石灰化の評価

荻原 孝§ 渡部 茂 渡辺 幸嗣 栗原 仁
中村 朋美 落合 慶行 高橋 昌司
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：フッ化物の再石灰化に及ぼす影響を明らかにするために，光誘導蛍光定量法，{Quantitative light-induced fluores-

cence（QLF）method}による牛歯脱灰切片の再石灰化評価法をマイクロラジオグラフ画像定量法(MR 法）と比較した．そ
の結果，QLF 法の⊿F 値，MR 法の⊿Z 値での比較では，両者に有意な相関が認められた（r＝－0.7702, p＜0.01）．
また牛歯脱灰切片を 25日間，再石灰化溶液に浸漬させ，フッ化物塗布群（FV 群）と非塗布群（コントロール群）と
の比較を行った．その結果 FV 群の再石灰化はコントロール群より勝っていた．
これらの結果より，フッ素は再石灰化を促進すること，QLF 法は再石灰化の評価に優れていることが明らかになっ
た．

索引用語：再石灰化，光誘導蛍光定量法，マイクロラジオグラフ，フッ化物，初期齲蝕
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Changes in an early caries lesion cannot be detected
with the naked eye. The quantitative light-induced
fluorescence (QLF) method, developed to show these
changes, has already been tested in several studies2−4),
and its future clinical application in dentistry is antici-
pated. On the other hand, the quantitative microra-
diograph (MR) method is the conventional approach
for examining subsurface demineralization of dental
enamel5, 6) which has been cut into thin sections. How-
ever, the QLF method can be used for such examina-
tion without damaging the tooth, and hence enables
the clinical diagnosis of an early caries lesion.

In this study, we used the QLF method to evaluate
remineralization of the demineralized surface of bo-
vine tooth specimens coated or uncoated with fluoride
varnish.

Materials and methods

1. Demineralization and remineralization of tooth
specimens

Bovine maxillary incisors were obtained from
Oomiya Zouki Syokuhin Co., Saitama, Japan and
eleven incisors were used in this experiment. After the
labial surface was polished, each specimen was coated
with nail varnish, except a rectangular area (7 mm×
10 mm). The uncoated area was subjected to subsur-
face demineralization by immersing the specimens in
0.1 M lactic acid gel (pH 5.0) containing 6 wt% car-
boxymethylcellulose for 48 hours at 37°C without stir-
ring7). Twenty milliliters of the buffer was used for
each incisor.

Remineralization was carried out by immersing the
specimens in a remineralizing buffer (20 mM HEPES
(pH 7.0), 1.5 mM CaCl2, 0.9 mM KH2PO4, 130 mM
KCl, 1.05×10−5mM NaF (0.2 ppm F)) for 10 days at
room temperature7). The resulting specimens were
dried and the degree of remineralization was evaluated
using the QLF system (Inspector Research Systems,
Netherland)4).

The QLF system illuminated the tooth surface with

UV light (370±80 nm), and fluorescence emitted
from the enamel-dentine junction was captured with a
CCD camera equipped with a 520 nm filter under the
condition wherein visible light was blocked. Acquired
fluorescent images were analyzed using a criterion
that enables the diagnoses of an early caries lesion
when fluorescence emission was reduced by 5% or
more compared with that of the healthy part of the
enamel surface.

After evaluating the levels of remineralization using
the QLF method, the specimens were sliced into thin
pieces (approximately 110 μm thick) according to the
conventional method, and microradiographs were
taken with an aluminium step wedge (25 μm×six
steps) using machine (PW 1729, Philips, Netherland).
Demineralization depth was evaluated by calculating
mineral loss ⊿Z according to the conventional
method7). The ⊿Z values were compared with the ⊿F
values obtained by the QLF method.

2. Evaluation of effects of the levels of reminerali-
zation using the QLF method

Fourteen bovine maxillary incisors were used to
prepare demineralized specimens as described in
above. Specimens in the FV group were coated with F
VarnishⓇ (Bee Brand Medico Dental, Osaka). Speci-
mens in both the control (non-coated) and FV groups
were immersed in the remineralizing buffer without
fluoride for 25 days. The ⊿F values, areas and ⊿Q
values of the two groups were compared.

During the 25-day remineralization period, the
remineralizing buffer was changed every 24 hours.
Approximately 5 mg of the F VarnishⓇ was applied on
the tooth surface every 5 days in the FV group.

3. Statistical analysis
The correlation between the demineralization depths

determined by the QLF method and those determined
by the MR method was examined using Spearman’s
rank correlation coefficient. Statistical significance
was tested using a test for non-correlation. To exam-
ine the effects of fluoride applied on the demineral-
ized tooth surface, differences in the mean values be-
tween the FV group and the control group were ana-
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Department of Human Development & Fostering, Meikai University
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lyzed for statistical significance using the Student t-
test, with p＜0.01 considered significant.

Results

1. Comparisons of MR-based evaluation and QLF-
based evaluation of remineralization

In order to validate the QLF method for analysis of
demineralization of enamel surface, we compared the
⊿Z values from the conventional MR method with
the ⊿F values from the QLF method. As shown in
Fig 1, a significant correlation between the ⊿Z and
⊿F values was observed (p＜0.01).

2. Evaluation of effects of fluoride varnish on
remineralization of subsurface demineralized
bovine tooth specimens

In order to validate fluoride on remineralization of
subsurface demineralized tooth, we compared the FV
group with the control group by time-course analysis.

Changes in the mean ⊿F values with time are
shown in Fig 2. The mean ⊿F value after the 25-day
remineralization treatment was significantly different
from that immediately after demineralization in both
the FV and control groups. However, recovery of the
demineralization depth was clearly higher in the FV
group than in the control group.

Changes in the mean demineralized area with time
are shown in Fig 3. The mean demineralized area in
the FV group was markedly reduced from 5.1±0.5
mm2 to 3.0±0.4 mm2, while that in the control group
was not markedly changed.

Changes in the mean ⊿Q value with time are
shown in Fig 4. Similar to the trends observed in the
mean ⊿F values and area, the mean ⊿Q value after
the 25-day remineralization treatment was significantly
changed to −27.6 from the initial mean ⊿Q value of
−43.3 in the FV group. It was demonstrated that the
remineralization level was higher in the FV group
than in the control group. Because the ⊿Q value was
a product of the values of ⊿F and area, the S.D. of
⊿Q was large.

Fig 1 Correlation between ⊿F and ⊿Z

Fig 2 Change in the mean ⊿F values with time
Seven bovine maxillary incisors of control and FV group each
used. The data are expressed as the mean±SD. Significant differ-
ence from each 0-day remineralization treatment by Student t-test
(*p＜0.01).

Fig 3 Changes in the mean demineralized area with time
Seven bovine maxillary incisors of control and FV group each
used. The data are expressed as the mean±SD. Significant differ-
ence from each 0-day remineralization treatment by Student t-test
(*p＜0.01).
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Discussion

1. Early caries lesions
The demineralization-remineralization process has

been investigated in several basic studies using the
MR method2, 5, 6, 8−10). However, the these findings in re-
lation to the demineralization-remineralization process
are thus far impossible to test in the mouth. One study
investigated the intraoral remineralization of deminer-
alized enamel pieces adhered onto a tooth or a denture
after consumption of a remineralization-inducing sub-
stance11). However, various factors, such as consumed
food and drink, saliva, and dental IQ of an individual,
influence intraoral remineralization and therefore the
process tends to be non-uniform and long-term obser-
vation is often required for assessment. There are,
however, difficulties in performing such long-term as-
sessment in an experimental model using exogenous
enamel pieces. In the present study, we demonstrated
that the QLF method enables the long-term observa-
tion of actual teeth, suggesting future advancement in
clinical research on the demineralization-reminerali-
zation process.

2. Remineralization and fluoride application
Human enamel was previously used in some stud-

ies4, 12), while bovine teeth were used in the present
study to assess remineralization. Despite the immer-

sion of the bovine enamel specimens in the same
demineralization solution for the same length of time,
we found that the degrees of demineralization varied
among individual specimens, probably due to individ-
ual tooth differences12). Incidentally, the individual dif-
ference is reportedly smaller in bovine enamel than in
human enamel13).

Demineralization is strongly influenced by the pH
of the demineralization solution. Here, we employed a
commonly used demineralization solution first re-
ported by Cate JM ten and Duijsters PP7).

The effects of fluoride ion concentration in a remin-
eralization solution on the remineralization of subsur-
face demineralized specimens were previously re-
ported11, 12).

In vitro studies have shown that remineralization is
influenced by complex factors, such as the initial de-
gree of demineralization, individual differences and
the fluoride ion concentration. The type of diet and
the amount of dental plaque will additionally influence
with intraoral remineralization, and therefore, will add
further complexity to the process. It is known that the
elevated fluoride concentration in saliva immediately
after brushing teeth with fluoride toothpaste reverts to
the normal oral level 2 hours after brushing9). Since
the F VarnishⓇ is viscous and adheres more strongly
to the teeth than other products, its retention is rela-
tively high (approximately 1 ppm 3 hours after appli-
cation)10). On the other hand, Watanabe et al. 13) re-
ported that when the mouth was rinsed with a mouth-
wash containing 450 ppm of fluoride immediately be-
fore going to bed at midnight, the mean fluoride con-
centration in saliva immediately after waking up (6 :
30 am) the following day was approximately 0.05
ppm. This level is similar to the level approximately
30 min after a mouthwash while awake, suggesting
that rinsing the mouth with a fluoridated mouthwash
before going to bed is most effective13).

Conclusion

Our results confirmed that it is clinically useful to
evaluate the effects of F VarnishⓇ on the remineraliza-
tion of an early caries lesion by the QLF method.

Fig 4 Changes in the mean ⊿Q value with time
Seven bovine maxillary incisors of control and FV group each
used. The data are expressed as the mean±SD. Significant differ-
ence from each 0-day remineralization treatment by Student t-test
(*p＜0.01).
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イヌ末梢血由来付着性細胞と β -TCP による
骨再生効果

石井 麻紀子
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）

【緒言】組織再生には Scaffold（足場），Cell（細胞），Growth

factor（成長因子）の 3要素が必要とされている．歯周
組織・歯槽骨の再生のために，骨移植材料，幹細胞，成
長因子を用いた研究が行われ，一部では臨床応用されて
いる．その中でも，骨髄由来間葉系幹細胞を用いた組織
再生療法は，高い骨誘導能と臨床成績が報告されつつあ
る．しかし，臨床で実用化するためには，培養施設や移
植に伴うコスト等の点で改善の余地があり，より簡便で
侵襲の少ない自己細胞の候補として，末梢血由来付着性
細胞（adherent from peripheral blood；以下 ACPB）に注
目した．この末梢血由来付着性細胞とミクロン TCP 顆
粒（β -TCP）を用い骨再生効果を検討した研究では，ラ
ット皮下での異所性骨化が報告されており，局所での組
織再生に優れた移植材となりうる可能性が示唆されてい
る．そこで，本研究の目的は，臨床的に活用可能な末梢
血細胞とミクロン TCP 顆粒による骨再生を図ることを
目的とし，イヌ実験的骨欠損に対し，末梢血から簡易分
離した ACPB 添加ミクロン TCP 顆粒を移植し，骨再生
効果の検討を行った．
【材料および方法】雄雑種成犬 6頭の第 1から第 4前臼
歯を抜歯 8週後，末梢血 60 ml を採取した．i）末梢血
を比重遠心分離し，得られた白血球分画と β -TCP を混
和後，インキュベーションしたサンプルおよび ii）旭化
成クラレメディカル（株）製の不織布フィルターで ACPB

を分離し，β -TCP を混和後，インキュベーションした
サンプルを，円柱状 β -TCP 中空ブロックの中空部に注
入し，それぞれ Ficoll 群，Filter 群とした．β -TCP 中空
ブロックのみを移植したものをコントロール（TCP）群
とした．各群 β -TCP ブロックを，下顎骨に作製した 6

か所の実験的イヌ歯槽骨内欠損に移植し，4週経過後と
8週経過後に安楽死させ，脱灰標本（パラフィン包埋，
頬舌断，HE 染色）を作製した．組織切片を観察したの

ち，β -TCP 中空ブロック中空部を上部，中央部，下部
に 3等分し，任意の 3部位の骨面積量と血管数量を測
定，各群および 4週群と 8週群の比較検討を行った．
【結果】4週群・8週群ともに，β -TCP 中空ブロック内
において，TCP 群では移植材周囲に線維性結合組織を
多く認めたが，Ficoll 群，Filter 群では新生骨形成が多
く形成される傾向を認めた．現在，統計学的解析を検討
している．
【考察】本実験結果から，ACPB とミクロン TCP 顆粒を
填入した β -TCP 中空ブロックでは，β -TCP 中空ブロッ
ク単体と比較し，骨形成および血管形成が促進される可
能性が示唆された．また不織布フィルターを用いた細胞
分離法は，比重遠心分離法と同等の骨形成効果が予想さ
れ，比重遠心分離操作なしに ACPB を回収できる不織
布フィルターは操作が簡便で，今後の臨床応用へ期待で
きることが示唆された．現在，各群における 4週群・8

週群間の比較についても検討中である．

イヌ実験的インプラント周囲炎に対する各種除
染法の有効性に関する組織学的検討

三上 晃一郎
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）

【緒言】インプラント周囲炎の発症率は，近年 28～56％
と報告されている（Zitzmann NU et al, 2008）．しかし，
その保存的治療法はいまだ確立していない．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，イヌ実験的インプラント周囲炎を発症さ
せ，汚染インプラント体への種々の除染を行い，処置後
のインプラント体周囲の組織学的検討を行った．
【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．埋入 8週後，2次手術を行っ
た．さらに，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％の骨欠損をエックス線
上で確認後除去した．絹糸除去 4週後，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）（グランドピエゾ，株式会社ヨシダ，東
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京），および Er : YAG レーザー（NST-EL）（Erwin Ad-

vErL，株式会社モリタ製作所，京都），ST 群としてプ
ラスチックスケーラー（ST-PS）（IMPLACARE，ヒュー
フレディー・ジャパン株式会社，東京），超音波スケー
ラー（ST-US），および Er : YAG（ST-EL）を用いて除
染処置を行った．各除染方法とも 1分間行った後，ST

群は創面を縫合した．除染後 4週に 3頭，12週に 3頭
を安楽死させ顎骨を摘出し，検体をメチルメタクリレー
ト（MMA）樹脂包埋した．包埋後，マイクロカッティ
ングマシーン（BS-300 CL, EXAKT Advanced Technolo-

gies GmbH, Norderstedt, Germany）で 200～300 μm の厚
みに切断し，その後，マイクログラインディングマシー
ン（MG-400 CS, EXAKT Advanced Technologies GmbH,

Norderstedt, Germany）にて 80～100 μm の厚みまで研磨
しトルイジンブルー染色を行った．組織形態計測は，イ
ンプラント周囲歯肉の厚さとして，歯肉辺縁（GM）か
ら骨縁（BC），インプラント周囲骨吸収量（marginal bone

loss ; MBL）として，プラットフォーム（PF）から
BC，さらにインプラント体周囲の骨内欠損の幅
（IBDW）と高さ（IBDH）をそれぞれ計測した．各群間
の有意差検定および蛍光染色による周囲骨組織の観察を
今後予定している．
【結果】除染処置後 4週から 12週にかけて，①インプラ
ント周囲歯肉の厚さは，減少する傾向を示した．②MBL

は減少する傾向を示した．③骨内欠損は小さくなる傾向
を示した．
【考察】以上の結果から，①歯肉の腫脹の減少，②イン
プラント周囲骨レベルの増大，③垂直性骨欠損の減少な
どの傾向を認めた．これらは 4週から 12週にかけて歯
肉の炎症の軽減と骨組織の回復傾向にある事が示唆され
た．各除染群間に大きな差は見られなかったが，有意な
差については現在各群間の検定を行っている．

日中のクレンチングと夜間睡眠時
ブラキシズムの関係

飯塚 知明
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯材応用研究群歯科補綴学Ⅱ）

【緒言】日中のクレンチングと夜間のブラキシズムは顎
関節症のリスクファクターとして知られている．そし
て，発症のメカニズムの解明ならびに治療法を検討する
ために咀嚼筋筋電図（EMG）による研究が行われてき

ている．しかし，日中のクレンチングと夜間のブラキシ
ズムは別々に研究されており，双方の咀嚼筋活動の関連
を調べた報告はない．その理由としては，日中に日常環
境下で EMG 記録できる装置がなかったことが挙げられ
る．そこで本研究では日常生活環境下で行動に支障を来
すことなく測定できる携帯型筋電計を用い，日中と夜間
双方の咀嚼筋活動を測定し，日中のクレンチングと夜間
のブラキシズムにおける相関を調べることを目的とし
た．
【方法】日中にくいしばり習癖の自覚があることに加
え，夜間睡眠時に歯ぎしり等の習癖を他者から指摘され
たことがある，もしくは起床時の咀嚼筋痛ないし不快感
をいだく男性 3名（24～28歳）を被験者として選択し
た．
主咀嚼側に表面電極を貼付し，連続しない 7日間を対
象として，同日の日中と夜間に筋電図記録を行った．測
定時間は昼食を含む日中 5 時間（午前 10 時～午後 3

時），夜間睡眠時 5時間とした．
本実験に用いた筋電計は，大きさが 65 mm×25 mm，

重量は本体 15 g，電極ユニット部 6 g の計 21 g と小型
かつ軽量であり，本体を耳掛け式にし，EMG の導出を
主咀嚼側側頭筋部から行うことにより外観に触れにくい
状態で記録した（Watanabe et al, J Prosthodont Res, in

press）．
キャリブレーションとして，各測定開始時に 2秒間の
最大咬みしめを 3回行わせ，その平均を 100％の咬みし
め（100％ MVC）とした．また被験者のストレスレベ
ル，ブラキシズム習癖，顎関節症状に対するアンケート
を実施した．

10, 20, 30％MVC の 3種類の筋活動量と，1, 2, 3, 4, 5

秒の 5種類の筋活動持続時間の組み合わせによる 15通
りの閾値を設定し，ブラキシズムイベントの判定パラメ
ータとした．
尚，本研究は本学歯学部倫理委員会（承認番号 A

0828）の承認を得ており，被験者には十分な説明のも
と，同意を得て行った．
【結果と考察】筋活動量と筋活動持続時間を小さく設定
した場合にはブラキシズムイベント数は多くなり，大き
く設定した場合にはブラキシズムイベント数は少なくな
る傾向を示した．また最も高い相関係数は，被験者 1で
は 30％ MVC-2 秒の閾値で 0.745，被験者 2 では 20％
MVC-2秒の閾値で 0.870，被験者 3では 20％ MVC-2秒
の閾値で 0.799であった．
以上の結果で示されたように，3名の被験者とも，日
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中のクレンチングと夜間のブラキシズム間に高い相関関
係が認められた．
夜間のブラキシズムには，筋電図波形の形態において

tonic, phasic, mixed の 3種類の波形があることが知られ
ている．しかし，今回用いた携帯型筋電計はサンプリン
グレートが 4 Hz であり，夜間のブラキシズム測定にお
いて phasic を識別することが困難であることが問題点
として挙げられる．
このことを踏まえ，今後被験者を追加して実験を行う
際には，サンプリングレートを上げて夜間の筋電図記録
を行う予定である．さらにストレスレベルとの関係を分
析することによりデータを多面的に解析し，ブラキシズ
ム現象の解明に貢献する基礎データを構築する予定であ
る．

マウス甲状舌管の発生と消失

井上 勝元
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）

【緒言】甲状腺は舌根部に生じる舌盲孔が原器となって
前頚部を下降し，甲状軟骨の前側で内分泌腺に分化す
る．舌盲孔から甲状腺までは甲状舌管と呼ばれるが，胎
生期に消失する．臨床では残存した甲状舌管から甲状舌
管嚢胞が生じることがある．人体における甲状腺発生と
甲状舌管との関係については多くの発生学や臨床医学の
成書に記載されているが，実際の組織学的変化を示した
研究や動物実験のデータは非常に少ない．また，消失し
ないことが臨床上大きな問題点となるのに対し，消失機
構についてはほとんど分かっていない．本研究では，今
回われわれは甲状舌管の発生と消失と舌盲孔の関係につ
いて，気道系組織のマーカーである TTF-1を指標にし
て免疫組織化学的に解析した．
【材料および方法】膣垢確認日の午前 0時 00分を胎齢 0

日（E 0）とし，E 10～E 12の ddy 系マウス胎仔を 6時
間ごとのステージに分け，各ステージで 20体ずつ使用
した．胎仔を 4％パラホルムアルデヒド溶液で一晩固定
後，30％蔗糖／0.1 M リン酸緩衝液にて一晩浸漬した
後，－25℃にて凍結させ，正中矢状断にて厚さ 10 μm

の凍結切片を作製した．観察部位は頭頸部の正中矢状断
面付近の組織とした．免疫組織化学では 1次抗体に抗
TTF-1抗ウサギモノクローナル抗体（EPITOMICS 社）
を用い，LSAB 法で発色を行った．

【結果】TTF-1に強い免疫活性をもつ組織が，喉頭およ
び気管の他に舌根部から下方の結合組織中を陥入する上
皮に観察され，これが舌盲孔および甲状腺原基と考えら
れた．①E 10.0（0 : 00）には舌根部に上皮の陥凹（舌盲
孔）と，直接つながった細胞塊が認められた．TTF-1は
両者に認められた．②E 10.25（6 : 00）より上皮塊は
徐々に舌盲孔を離れ，索状組織を舌根部の陥凹上皮との
間に形成し始めた．③E 10.5（12 : 00）には上皮塊は下
行し大動脈弓の上方まで移動した．その結果，TTF-1陽
性索状組織は「甲状舌管」らしい形態を形成し始めた．
④E 10.75（18 : 00）には上皮塊はさらに下行し，大動脈
弓の直上まで移動し，甲状舌管はさらに長くなるが，舌
盲孔上皮の一部を除いた甲状舌管中央部から上部にかけ
ての細胞の TTF-1 に対する免疫活性が減弱した．⑤E

11.0（0 : 00）には上皮塊は大動脈弓の直上に位置し，
大動脈弓とともに喉頭前上方まで移動した．甲状舌管は
舌盲孔上皮から下方に伸びる TTF-1弱陽性の上皮と，
甲状腺より上方に伸びる TTF-1強陽性の突起へと分離
した．また舌盲孔上皮に少数の TTF-1強陽性の細胞が
認められた．⑥E 11.25（6 : 00）には上皮塊は大動脈弓
を回り込むように大動脈弓の後方へ位置し，TTF-1強陽
性の突起は消失した．舌盲孔上皮は中心部が多層性に肥
厚したが，同部に TTF-1免疫組織反応は認められなか
った．⑦E 14で，大きくなった上皮塊中に thyrogloblin

陽性の細胞が出現し，甲状腺の内分泌細胞の分化が生じ
たことが認められた．
【考察】以上の結果から，甲状舌管は舌根部の陥凹した
上皮から発生し，陥凹部がそのまま残存して舌盲孔とな
ることが分かった．甲状舌管は E 10.0 より出現し，E

10.75に最長となり，E 11.0に甲状腺の上方より消失が
始まり，E 11.25には消失することが分かった．また，E

10.75において TTF-1免疫組織反応の減弱が甲状舌管中
央部より起こったが，舌根部の陥凹上皮に TTF-1強陽
性の細胞が認められたことから，甲状舌管の消失は中央
部より生じることが分かった．
【今後の対応】甲状舌管の消失の詳細とメカニズムを明
らかにするため，有力な消失機構の候補であるアポトー
シスの局在との関係を明らかにすると共に，E 10.00以
前の，舌盲孔の発生についても解析を進めていく予定で
ある．
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頸部輪郭抽出法による喉頭運の検出

髙橋 明子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（環境生態免疫系歯科疫学研究群口腔衛生学）

【緒言】喉頭の運動を観察することは，摂食・嚥下障害
の病態評価に重要である．従来の方法には，嚥下造影検
査（VF），嚥下内視鏡検査（VE），触診による方法，超
音波断層画像，頸部に圧力センサや，距離センサを装着
する方法などがある．

VF は，放射線被曝を伴い，高価で移動困難な装置を
必要とするため頻繁な検査や在宅での検査には適さず，
VF 以外では，頸部に装置や手指を接触させる必要があ
るため，自然な嚥下を阻害する可能性があるなどの欠点
がある．
そこで本研究では，非侵襲性，非接触性で，高い可搬
性を有し，低廉な喉頭運動測定法を開発し，その有用性
について検討することとした．
【対象と方法】被験者は，27～38歳（平均 31.0歳）の健
康成人ボランティア（男性 3名，女性 4名）とし，嚥下
の高速連続写真を撮影し解析した．デジタルスティルカ
メラ，三脚，バックスクリーンにより撮影を行い，パソ
コンと写真上の頸部側面の輪郭を検出し自動的に甲状軟
骨・輪状軟骨を検出するプログラムにより解析を行っ
た．
また，システムの妥当性を検討するため，システムを
用いて解析した甲状軟骨／輪状軟骨間距離とノギスを用
いて測った甲状軟骨／輪状軟骨間距離の実測値を比較し
た．統計処理は Student の t 検定を用いた．
なお，本研究は明海大学歯学部倫理審査委員会の承認
を得た．（承認番号 A 0922）
【結果】7名中 5名で甲状軟骨／輪状軟骨を検出するこ
とが出来たが，2名は検出できなかったため，以後の解
析はこの 5名のデータを用いた．このシステムを利用し
て測った甲状軟骨／輪状軟骨間距離は平均 24.8 mm（SD

＝8.4）であったのに対して，ノギスを使った実測値は，
26.3 mm（SD＝8.8）で，統計的に有意差を認めた．
次に，高速連続写真から喉頭運動曲線を作成し，この
喉頭運動曲線から嚥下運動時の喉頭挙上量を求めた．喉
頭挙上量は 34.8 mm（SD＝10.6）であった．
【考察と今後の展望】甲状軟骨／輪状軟骨を検出できな
かった内の 1名は，BMI 39の肥満女性であり，もう 1

名は非常に小柄な女性で健康成人としては甲状軟骨／輪
状軟骨の突出が少なかった．このことから，このシステ

ムでは，肥満の人や小柄な女性の甲状軟骨／輪状軟骨の
検出が困難であり，加えて未成年にも適応困難と考えら
れた．
甲状軟骨／輪状軟骨間距離については，全ての被験者
でノギスを用いた値が大きく，システムを用いた値が小
さかった．嚥下時には甲状軟骨／輪状軟骨複合体が前上
方に動くが，本システムでは側方からの写真を利用し，
甲状軟骨／輪状軟骨複合体の垂直間距離を計測している
ため，甲状軟骨／輪状軟骨複合体の前方への傾斜によ
り，距離が減少して観測された可能性があると考えられ
た．
この点については，このシステムを用いて静止時の甲
状軟骨／輪状軟骨間距離の測定を計画している．
喉頭挙上量は 34.8 mm（SD＝10.6）であり，古川（日
耳鼻，87 : 169−181, 1984）が X 線動画撮影による研究
で，喉頭の平均挙上量を 33.4 mm（SD＝7.0）と報告し
ており，本研究の結果はこれとほぼ同様であった．
また，問題点として今回のシステムでは，喉頭運動の
記録時間は最大 1秒間（30コマ／秒で記録した場合）
であったが，嚥下の開始から終了までを記録するには不
足する場合があった．今後応用を予定している高齢者で
は，嚥下時間の延長が考えられ，さらに記録時間が不足
すると考えられる．そのため，現在，記録時間が長くな
るハイビジョン動画からの計測が可能になるようにシス
テムの改良を行っている．
今後，健康若年成人ボランティアの被験者数を増や

し，健康若年成人の嚥下を指示してからの反応時間，嚥
下時間，喉頭が最大拳上されるまでの所要時間，喉頭の
垂直的移動距離の本システムにおける標準値を確定する
予定である．
加えて，健康高齢成人ボランティアで同様の計測を行
い，上記の嚥下のパラメータを比較し，若年成人と高齢
成人の嚥下パラメータの加齢変化を明らかにしたいと考
えている．

トポイソメラーゼ阻害薬（SN-38）がヒト
口腔扁平上皮癌細胞に誘導する細胞死の解析

田村 希
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Ⅰ）

【緒言】癌細胞における細胞死の機序を解明することは，
化学療法薬の新規開発，耐性化の克服などの治療成績の
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向上，および副作用の軽減など癌治療に直結する重要な
研究である．しかし化学療法薬の傷害性を正常細胞，お
よび癌細胞に対して同時に比較し，腫瘍選択性を検討し
た研究は少ない．また，トポイソメラーゼ（Top）阻害
薬を口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞に応用した検討はな
されていない．今回私たちは，抗癌剤の副作用の軽減，
OSCC 細胞を選択的に傷害する物質の探索を目的とし
て，TopⅠ阻害薬および TopⅡ阻害薬のヒト正常および
癌細胞における細胞傷害活性を調べた．次に OSCC 細
胞に対する腫瘍選択性および細胞傷害活性が最も高いこ
とが判明した irinotecan の代謝産物である SN-38につい
て，誘導される細胞死のタイプについて検討した．
【材料と方法】ヒト口腔組織由来正常細胞（歯肉線維芽
細胞：HGF，歯髄細胞：HPC，歯根膜線維芽細胞：
HPLF）（歯周組織より明海大学倫理委員会のガイドライ
ンに従い調製した），OSCC 細胞（HSC-2, HSC-3, HSC-

4, NA, Ca 9-22），ヒト神経膠芽腫細胞（T 98 G, U 87

MG）は，10％非働化 FBS を含む DMEM 培養液中で，
ヒト骨髄性白血病細胞（HL-60, ML-1, KG-1），は RPMI

1640/10％ FBS 培地で 37℃，5％ CO2インキュベーター
内でそれぞれ培養した．抗悪性腫瘍薬としては，TopⅠ
阻害薬（camptothecin, irinotecan, SN-38, topotecan）およ
び TopⅡ阻害薬（etoposide, teniposide）を用いた．Near

confluent の細胞に種々の濃度の TopⅠ阻害薬および Top

Ⅱ阻害薬を添加し，各設定時間後，トリパンブルー色素
排除法，あるいは MTT 法により生細胞数を測定した．
腫瘍選択係数（TS）は正常細胞に対する 50％傷害濃度
（CC50）の平均値の，癌細胞に対する CC50の平均値に対
する比率により求めた．細胞死のタイプを求める為に，
DNA の断片化（DNA を抽出後アガロースゲル電気泳
動），caspase-3, -8, -9 の活性化（基質の分解活性），
TUNEL-PI 染色法（In situ Apoptosis Detection Kit），細
胞内微細構造変化（透過型電子顕微鏡），カスパーゼ阻
害薬（Z-VAD-FMK）およびオートファジー阻害薬（3-

methyladenine, bafilomycin A 1）の効果につき検討した．
【結果】1）臨床で使用されているプロドラッグの irinote-

can は，抗腫瘍活性が最も低かった（TS＝23）．2）Top

Ⅰ阻害薬は TopⅡ阻害薬に比べて細胞傷害活性が強く，
その中でも SN-38は最大の細胞傷害活性を示した．3）
Camptothecin（TS＝3451），etoposide（TS＝245），teniposide

（TS＝1813）は全ての癌細胞に対して腫瘍選択性を示し
たが，SN-38（TS＝1327）はヒト神経膠芽腫細胞（T 98

G, U 87 MG）（CC50＝0.012 μM）および，ヒト骨髄性白
血病細胞（HL-60, ML-1, KG-1）（CC50＝0.34 μM）と比

較し，特に OSCC 細胞（CC50＝0.0021 μM）に対して高
い選択性を示した．4）SN-38 は HSC-2 細胞において
は，カスパーゼ 3の活性化およびヌクレオソーム単位の
DNA 断片化を誘導し，カスパーゼ阻害薬によりその細
胞増殖抑制効果が有意に減弱されることより（ p

＜0.05），アポトーシスを誘導したと思われた．一方，
HSC-4細胞においては，SN-38はカスパーゼの活性化お
よび DNA 断片化を誘導せず，その細胞増殖抑制効果が
オートファジー阻害薬により有意に抑制されたため（p

＜0.05），オートファジーが誘導されたと考えられた．
【考察】現在，SN-38は頭頸部腫瘍には適応されていな
いが，今回の研究により OSCC 細胞に最大の細胞傷害
活性を示し，更に OSCC 細胞である HSC-2, HSC-4細胞
に異なる細胞死を起こすことが初めて明らかにされた．
今後，頭頸部腫瘍に適応するためには，細胞死を増強す
る因子との併用，あるいは多剤併用療法により SN-38

の OSCC 細胞に対する選択性を増強する可能性につい
てさらに検討する必要がある．

ベンズアルデヒド誘導体によりヒト
口腔扁平上皮癌細胞に誘導される細胞死の解析

岸野 香織
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系薬理研究群歯科薬理学）

【緒言】イチジクの抗腫瘍性揮発性成分であるベンズア
ルデヒド（BA）とビタミン C から有機合成された sodium

5,6-benzylidene-L-ascorbate（SBA）は，治療不可能な末
期癌患者に対して抗腫瘍効果を示すことが報告されてい
る．しかし，その作用メカニズムは不明であった．そこ
で，種々の培養ヒト癌細胞及び正常細胞を用いて，
SBA, BA の腫瘍選択性，誘導する細胞死のタイプにつ
いて検討した．また抗腫瘍薬の副作用の軽減と SBA の
効果的な使用方法を検討するために現在臨床で用いられ
ている抗腫瘍薬との併用効果を検討した．
【材料・方法】ヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-2, HSC-3,

HSC-4, Ca 9-22, NA），ヒト神経膠芽腫細胞（T 98 G, U 87

MG），ヒト口腔正常細胞（歯肉線維芽細胞 HGF，歯髄
細胞 HPC，歯根膜細胞 HPLF）（明海大学倫理委員会の
ガイドラインにより調製）は DMEM＋10％非動化 FBS

中で，ヒト骨髄性白血病細胞（HL-60, ML-1, KG-1）は
RPMI 1640 medium＋10％ FBS 中で培養した．種々の細
胞に BA と SBA を添加し，生細胞数を MTT 法により
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50％ 細胞傷害濃度（CC50）を求めた．腫瘍選択係数
（TS）は正常細胞に対する CC50値の平均値と癌細胞に
対する CC50の平均値の比率により求めた．アポトーシ
ス誘導活性は，SBA, BA 処理後の HSC-2 細胞の DNA

の断片化とカスパーゼの活性化により測定した．細胞内
微細構造は細胞をグルタルアルデヒド固定後，透過型電
子顕微鏡により観察した．オートファジー誘導活性を調
べるために以下の 3つの方法を用いた．（1）あらかじめ
LC 3-GFP 融合タンパク質発現ベクターを導入した細胞
を BA 処理し，LC 3-GFP 融合タンパク質のオートファ
ゴソームへの集積の有無を共焦点レーザー顕微鏡により
観察した．（2）細胞より細胞質タンパク質を抽出後，20

％ポリアクリルアミドゲル電気泳動，PVDF 膜への転
写，そして抗 LC 3抗体を用いたウェスタンブロット法
により LC 3のバンドシフトを検出した．（3）オートフ
ァジー阻害剤である 3-methyladenine（3 MA），bafilomycin

A 1（BAF）前処理により SBA, BA の細胞傷害活性が減
弱するか否かを検討した．SBA の抗腫瘍効果を増強す
る物質を探索するために，5-フルオロウラシル（5-

FU），ドキソルビシン（ DXR），シスプラチン
（CDDP），イリノテカンの代謝産物である SN-38との併
用効果を検討した．
【結果・考察】BA（TS＝8.8）は SBA（TS＝2.1）より高
い腫瘍選択性を示した．また，SBA, BA いずれの化合
物もアポトーシスの指標であるヌクレオソーム単位の
DNA の断片化，カスパーゼの活性化を誘導しなかっ
た．これに対して，BA は HSC-2細胞に LC 3-GFP 融合
タンパク質のオートファゴソームへの集積，LC 3-Ⅱの
増加を誘導したことから，オートファジーを誘導した可
能性が生じた．しかし，オートファジー阻害剤は BA

の細胞死誘導を阻止できなかった．この結果は，BA に
よるオートファジーの誘導は細胞死の直接的な原因では
なく，細胞死からの回避に関与する可能性を示唆してい
る．4種の抗腫瘍薬のうち 5-FU のみが SBA の細胞傷
害活性を相乗的に促進した．今後，臨床における副作用
軽減のために相乗作用発現のメカニズムを解明が重要で
ある．

ジブカインによって誘導される細胞傷害性と
細胞死のタイプの検討

小林 克江
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】癌患者において手術療法は，様々なリスクを有
するが，現在最も効果的な治療法とされている．頭頸部
領域の手術では局所浸潤麻酔が併用される．局所麻酔薬
はこれまで，主として単球性白血病細胞，リンパ腫細
胞，腎細胞，乳腺細胞に対するアポトーシス誘導活性に
ついて報告されてきたが，口腔組織由来細胞における報
告はない．そこで今回，7 種類の局所麻酔薬 lidocaine

（L），mepibacaine（M），dibucaine（D）， bupibacaine

（B），procaine（P），tetracaine（T），ethyl-aminobenzoate

（E），のヒト口腔正常細胞（歯肉線維芽細胞，歯髄細
胞，歯根膜線維芽細胞），ヒト口腔扁平上皮癌細胞
（HSC-2, HSC-3, HSC-4, Na, Ca 9-22），ヒト神経膠芽腫細
胞（T 98 G, U 87 MG）に対する傷害性を検討した．さ
らに，最も腫瘍選択性の高いことが判明した dibucaine

によって誘導される HSC-2 と HSC-4 細胞死のタイプ
を，アポトーシス誘導の研究に繁用されているヒト前骨
髄性白血病細胞（HL-60）と比較して検討した．
【方法】HL-60は 10％ FBS を含む RPMI 1640培地，口
腔癌細胞と正常細胞（学内倫理委員会のガイドラインに
従い調製）は 10％ FBS を含む DMEM 培地でいずれも
5％ CO2インキュベーター内に 37℃で培養した．細胞
傷害活性は MTT 法により測定した．50％ 細胞傷害濃
度（CC 50値）は濃度依存曲線により求めた．腫瘍選択
係数（TS）は正常細胞に対する CC 50の平均値と，癌
細胞に対する CC 50の平均値の比率により算出した．
細胞のアポトーシス誘導を検討するために，DNA を抽
出後アガロースゲル電気泳動により DNA 断片化の有無
を検出した．また，カスパーゼ-3, -8, -9の活性化は，そ
れぞれの基質の分解活性により測定した．細胞内微細構
造は，透過型電子顕微鏡を用いて観察した．
【結果】各局所麻酔薬の細胞傷害性の強さは，D＞T＞
B＞E＞L＞P＞M＞，腫瘍選択性は，D＞B＞P＞E＞L＞
M＞T＞の順であり，dibucaine が，最も強い細胞傷害性
と，最も高い腫瘍選択性（TS＝2.25）を示した．Dibucaine

による細胞死誘導は，3～6時間の接触により非可逆的
に進行した．Dibucaine は，HL-60細胞にはヌクレオソ
ーム単位の DNA 断片化を誘導したが，HSC-2, HSC-4

細胞には誘導しなかった．dibucaine は，HL-60 細胞に
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おいてカスパーゼ -3 の活性化を誘導したが，HSC-2,

HSC-4細胞においてはいずれも活性化を誘導しなかっ
た．電子顕微鏡像においても，アポトーシス，オートフ
ァジー細胞は検出されなかった．オートファジー阻害剤
（bafilomycin, 3-methyladenine）を作用させても dibucaine

誘発性の細胞死が抑制されなかった．
【考察】これまで dibucaine は，HL-60細胞にアポトーシ
スを誘導することが報告されているが，本研究において
も確認された．しかし，dibucaine は口腔癌細胞におい
てはアポトーシスを誘導しないことが判明した．白血病
細胞と口腔癌細胞で誘導される細胞死が異なる原因を明
らかにするためには，シグナル伝達経路に関するさらな
る研究が必要である．また，dibucaine の腫瘍選択係数
が低いことから，正常細胞に対する毒性に関しても検討
が必要と思われる．実際の臨床では局所鎮痛目的での使
用のため今回使用した濃度より，かなり低濃度で使用さ
れる．しかし，癌細胞の転移・増殖抑制を目的とした臨
床使用に関して，本研究の実験結果は有益な情報を提供
するものと考えられる．

ミダゾラムによりヒト口腔扁平上皮癌細胞に
誘導される細胞死のタイプの検討

大野 聖加
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】近年，プロポフォールやバルビツール酸誘導体
などの静脈麻酔薬が，ヒト前骨髄性白血病細胞（HL-

60），ラット副腎髄質由来褐色細胞腫（PC 12細胞），胚
性腫細胞株（P 19 EC 細胞）にアポトーシスを誘導する
ことが報告されている．しかし，これらの静脈麻酔薬
は，頭頸部領域の癌の手術に使用されるにも関わらず，
頭頸部腫瘍に対する影響を調べた研究はない．
今回，5種の静脈麻酔薬（Propofol : P，バルビツール
酸誘導体；Thiopental : TP, Thiamylal : TM，ベンゾジア
ゼピン誘導体；Diazepam : D, Midazolam : M）の口腔正
常及び癌細胞における細胞傷害性，さらに最大の腫瘍選
択性を示した midazolam により誘導される細胞死のタ
イプについて検討した．
【方法】標的細胞としては，ヒト口腔正常細胞（歯肉線
維芽細胞；HGF，歯髄細胞；HPC，歯根膜線維芽細胞；
HPLF）（明海大学倫理委員会のガイドラインに従い調
製），ヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-2, HSC-3, HSC-4,

NA, Ca 9-22），そして対照としてアポトーシスを誘導し
やすいヒト前骨髄性白血病細胞（HL-60），およびオー
トファジーを誘導しやすい 2種のヒト神経膠芽腫細胞
（T 98 G, U 87 MG）を使用した．
細胞傷害活性は，MTT 法にて測定した．50％細胞傷
害濃度（CC 50）は，用量依存曲線から求めた．腫瘍選
択係数（TS 値）は，正常細胞に対する CC 50の平均値
を，癌細胞に対する CC 50の平均値の比率により算出
した．アポトーシス誘導の可能性は DNA を抽出しアガ
ロースゲル電気泳動法により，DNA のヌクレオソーム
単位の断片化を指標に検討した．また基質の分解活性に
よるカスパーゼ活性化を調べた．オートファジー誘導の
可能性は，電子顕微鏡を用いた細胞内微細構造の変化，
オートファジー阻害剤（3-methyladenine, bafilomycin）
の結果をもとに判定した．
【結果及び考察】5種の静脈麻酔薬に対する感受性の強
さは，ほとんど例外なく，口腔扁平上皮癌細胞＞神経膠
芽腫細胞＞口腔正常細胞の順であった．細胞傷害性及び
腫瘍選択性は M が最大（TS＝2.22）を示し，続いて D

（TS＝2.17）＞TP（TS＞1.54），TM（TS＝1.70）＞P（TS

＝1.18）の順に低下することを見出した．また，midazo-

lam は，HL-60細胞にはヌクレオソーム単位の DNA の
断片化を誘導したが，HSC-2, HSC-4細胞にはヌクレオ
ソーム単位の DNA の断片化を誘導せず，スメア状の
DNA 断片化を誘導した．Midazolam は HL-60, HSC-2,

HSC-4細胞においてカスパーゼ-3の活性化を誘導しな
かった．Midazolam は，アポトーシス以外の細胞死を誘
導することが示唆された．電子顕微鏡観察により，
HSC-2, HSC-4細胞に，濃度依存的なミトコンドリアの
傷害が観察された．オートファジー阻害剤は，midazolam

誘発性の細胞死を完全には阻止できなかった．
今回，5種の静脈麻酔薬では midazolam が最大の腫瘍

選択性を示すことが判明したが，腫瘍選択性が低く正常
細胞に対する毒性について検討する必要性が示唆され
た．

セボフルラン麻酔下での過換気・低換気の
血圧・心拍数・動脈血ガス分析値に及ぼす影響

大木 良藏
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】セボフルラン（Sev）全身麻酔下における低換気
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及び過換気の血圧・心拍数に及ぼす影響に関する報告に
よると，ヒトにおける 2％ Sev 麻酔で PaCO220-60 mmHg

の範囲では血圧・心拍数に有意の影響を与えないとされ
る．急性の PaCO2上昇は交感神経活動を刺激し，血圧
・心拍数を増加させる報告があるが，麻酔薬はこの交感
神経刺激作用を減弱させるといわれる．この反応は Sev

濃度依存性に影響を受ける可能性がある．そこで，我々
は 1％あるいは 2％ Sev を用いた全身麻酔下で予定され
た歯科口腔外科症例患者における過換気，低換気の血圧
・心拍数，及び，動脈血ガス分析値に及ぼす影響を観察
し，異なる Sev 濃度によって血圧・心拍数の反応が異
なるかどうか検討した．
【対象と方法】本研究は明海大学歯学部倫理委員会にて
承認を得て，歯科口腔外科患者 72名（ASA 分類 class

Ⅰ）年齢 34.8±15.6（平均値±標準偏差）歳，身長
164.5±8.0 cm，体重 57.7±9.0 kg を対象とした．前投薬
は行わず，手術当日 0時から絶飲食とした．手術室入室
後，自動血圧計，心電計，パルスオキシメータを装着
し，血圧・心拍数測定後，ベクロニウム臭化物 0.1 mg/

kg，チオペンタールナトリウム 6 mg/kg 静脈内投与して
気管挿管を行った．全身麻酔中はカプノメータで呼気二
酸化炭素濃度をモニターし，亜酸化窒素 4 l /min，酸素
2 l /min, Sev 濃度 1％もしくは 2％で維持し，以下に述
べる換気モードで調節呼吸を行った．血圧測定は 2.5分
間隔で行った．体温は直腸温から得た．輸液は乳酸リン
ゲル液を 10 ml /kg/hr の速度で投与した．患者は Sev 濃
度 1％もしくは 2％で低換気群，過換気群の 4群に無作
為に分け，過換気群は，換気条件を一回換気量 10 ml /

kg，換気回数 12回／分，低換気群は換気条件を一回換気
量 6 ml /kg，換気回数 8回／分の呼気終末ゼロ圧とした．
吸気と呼気の割合は，4群とも 1/1.5とした．気管挿管
後 15分後に足背動脈から血液ガス分析用の採血を行い，
血圧・心拍数のデータは，気管挿管後 15分とした．統
計学的分析は t-検定を用い，P＜0.05を有意とした．
【結果】4群間で患者背景に有意差はなかった．導入前
の値と比較して低換気群と過換気群ともに，Sev 濃度 1

％及び 2％で有意に血圧が低下したが，心拍数は有意の
変動がなかった．低換気群と過換気群間の比較で Sev

濃度 2％では血圧に有意差がなかったが，Sev 濃度 1％
では過換気群の方が有意に血圧低下を生じた（ p

＜0.04）．また，低換気群での Sev 濃度の比較では 2％
（n＝18）の方が 1％（n＝18）よりも有意に血圧が低下
した（p＜0.01）．過換気群では Sev 濃度 2％（n＝18）
と 1％（n＝18）の血圧に有意差がなかった．動脈血ガ

ス分析では，PaCO2が低換気群と過換気群の間で有意差
があった．PaO2は低換気群と過換気群の間で有意差が
なかった．
【考察】Sev 濃度 2％では，過去の報告と同様，低換気
と過換気で血圧・心拍数に影響が無かったが，Sev 濃度
1％では低換気の方が過換気と比較して有意に血圧が高
かった．本研究における麻酔条件において，執刀前の血
圧低下に遭遇した場合，臨床的に麻酔薬濃度の低下，昇
圧薬の投与，輸液の負荷等の治療手段があるが，Sev 濃
度を下げることによる血圧上昇は PaCO2が 30 mmHg 程
度の過換気状態では十分期待できず，PaCO2を 50 mmHg

程度の低換気の状態で Sev 濃度を低下させた方が血圧
上昇は容易であることが示唆された．

口腔顎顔面領域における腫瘍および腫瘍状病変
に関する研究
－Intravascular papillary endothelial hyperplasia
について－

井上ハルミ，González-Alva Patricia,

宮崎 裕司，菊池建太郎
草間 薫

明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

口腔領域における血管組織の増殖から成る病変には，
真の腫瘍ではなく，組織の発育異常（過誤腫）である場
合が少なくない．また，反応性の血管増殖や拡張で，臨
床的に腫瘍状を呈することもあり，二次的変化も加わる
ことが多い．Intravascular papillary endothelial hyperplasia

（IPEH：血管内乳頭状内皮過形成症）は，血管内皮の乳
頭状増殖を示す口腔領域では極めて稀な非腫瘍性血管病
変である．本病変の切除後の予後は極めて良好である
が，臨床および組織所見から膿原性肉芽腫，血管腫，血
管肉腫，悪性黒色腫などとの鑑別が問題になるとされて
いる．特に組織学的には血管肉腫との鑑別に注意が必要
である．成り立ちとしては血栓の器質化過程の異常によ
る内皮細胞の増殖がいわれているが，大きくは原発性
（primary type）と二次性（secondary type）に分けられ，
組織学的には 3つのパターンがある．すなわち，拡張し
た正常血管内に生ずる I 型，既に存在する血管病変に生
ずるⅡ型，および血管外に生ずるⅢ型が認められてい
る．原発性はⅠ型，二次性にはⅡ型とⅢ型が含まれる．

2006年から 2010年 7月までの 4年 7か月の間に，本
学病態診断治療学講座病理学分野で取扱った全診断件数
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3343件の内，血管病変は 65件（1.9％）該当した．その
内訳は，血管腫（49例），血管腫性エプーリス（6例），
血栓症（8例），血腫（2例）であり，本研究では，それ
らをあらためて組織学的に検索し，IPEH の有無につい
て検討した．
その結果 7例（10.7％）で IPEH が認められ，血管腫
に随伴するⅡ型が 6例（9.2％），血栓症に随伴する I 型
が 1例（1.5％）で，血管腫性エプーリスと血腫に随伴
するⅡ型およびⅢ型はともに認められなかった．本症の
成立に関連するとされる血栓が随伴した例は，血管腫 6

例中 2例を含め 3例であった．本症は 50歳代に多いと
されるが，本検索 7例は 20歳から 81歳と幅があり平均
年齢は 47.7歳であった．性別では女性優位とされてい
るが，男性 4例，女性 3例であった．部位別では口唇に
多いとされているが，本検索では 7例中 3例が口唇に生
じたもので，その内，上唇が 2例，下唇が 1例，その他
の部位では歯肉 2例，頬粘膜 1例，舌 1例があった．
病理組織学的には拡張した血管内に内皮細胞を伴った
乳頭状増殖が認められ，細胞成分が乏しく，硝子化をみ
る間質から成る軸を伴う像がみられた．本検索では，血
栓が関連しないものが 7例中 4例でみられ，潰瘍が随伴
するものが 4例あり，炎症や機械的作用が関連するもの
と考えられた．興味深い所見として，血栓の随伴した血
管腫 2例中 1例の IPEH には，通常の組織パターンでな
い形態像がみられた．

IPEH は血管肉腫との鑑別が肝要で，血管内乳頭状内
皮過形成症の乳頭構造を被覆する内皮細胞は単層である
ことが重要な所見である．他に細胞異型や多形性，分裂
像，充実性増殖，壊死などがみられないことから鑑別さ
れる．本病変の病態について免疫組織学的検索も加え報
告する．

明海歯科医学会

第 13回学術大会抄録
日時：2010年 12月 2日（木）9 : 00～17 : 45

場所：明海大学歯学部第 1会議室

ヒーリングアバットメントを用いた
インプラント除染効果の基礎的検討

鈴木 玲爾
明海大学歯学部機能保存回復学講座

オーラル・リハビリテーション学分野

【緒言】骨結合型インプラントによる口腔機能回復が多
用されるようになった反面，さまざまな併発症も報告さ
れてきている．インプラント治療後の併発症ではインプ
ラント周囲炎の発症率が年々高くなってきている．その
ため，近年ではインプラント周囲炎の治療法に関する研
究が数多く報告されてきている．しかし，その方法はい
まだ確立されておらず，一度細菌により汚染されたイン
プラント体表面を除染しても，周囲骨組織との再骨結合
は得られないとした報告もある．したがって歯周病原細
菌に汚染されたインプラント体表面の無毒化は，再骨結
合を図る上でも重要である．そこで，口腔内に装着した
チタン製ヒーリングアバットメントの表面に付着した細
菌性プラークの効果的な除染方法を in vitro において検
討し，インプラント周囲炎に対する効果的な治療方法確
立のための基礎的検討として本研究を行った．
【材料および方法】1．被験対象 1）イヌ；イヌ口腔内に
4～5か月間装着されたヒーリングアバットメント（THC

5/5, Zimmer Dental）を口腔内から取り外し，口腔外で
除染処理を行った．2）ヒト；ヒト口腔内に 3～4週間装
着されていたヒーリングアバットメント（THC 5/5他，
Zimmer Dental）を口腔内から取り外し，口腔外で除染
処理を行った．2．除染方法；除染方法として，以下の
項目を設定した．1）コントロール：除染処理なし．2）
生理食塩水：生理食塩水 50 ml で 1分間洗浄．3）超音
波スケーラー：Polyetheretherketone チップ（PI チッ
プ，松風）を装着した超音波スケーラーで 1分間スケー
リング．4）Er : YAG レーザー：Er : YAG レーザー（CF

600 f チップを装着した AdvErL，モリタ）を 1 分間照
射（80 mJ, 10 pps）．3．評価方法：1）SEM による試料
表面の観察；除染後のチタン合金板およびヒーリングア
バットメント表面を SEM（JEOL JSM-6360 LV，日本電
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子，東京）により，加速電圧 15 kV, 3,500倍の条件にお
いて観察した．2）化学的除染効果の評価；化学的除染
効果の評価方法として，ヒーリングアバットメント表面
の生菌付着数の計測を培養法により行った．ヒーリング
アバットメント表面の細菌を寒天培地に播種し，10％
CO2の好気条件下で，37℃，48時間培養し，colony form-

ing unit（CFU）を計測した．
【結果および結論】1．イヌ口腔内装着ヒーリングアバッ
トメントの除染；コントロールにおける CFU カウント
を 100とした時に生理食塩水群 84.7，超音波スケーラー
群 26.1, Er : YAG レーザー群 48.2（1 min 照射），0.4（3

min 照射）であり，1分間あたりの除染効果は超音波ス
ケーラー群で最も高かった．Er : YAG 群では照射時間
に依存し CFU カウントは低値を示した．2．ヒト口腔
内装着ヒーリングアバットメントの除染；同一口腔内に
装着されていた複数個のヒーリングアバットメントの 1

つをコントロールとし，CFU カウントを行い，コント
ロールにおける CFU カウントを 100とした時に，生理
食塩水群 20.7，超音波スケーラー群 5.9, Er : YAG レー
ザー群 25.4であった．1分間あたりの除染効果は，超音
波スケーラー群で最も高かった．3．ヒト口腔内に装着
されたヒーリングアバットメント除染後の試料表面の
SEM 観察；コントロールに対し，各除染群では細菌の
残存状態の違いが確認できたものの，各除染群間の除去
量に大きな差はみられなかった．また，試料表面への除
染操作による形態変化はほとんど認められなかった．以
上の結果から，イヌ，ヒト口腔内に装着したヒーリング
アバットメントの除染結果は同一傾向を示し，除染効果
の判定に本実験系は有効であることがわかった．さら
に，インプラント体表面に付着したプラークの除染には
PI チップ装着超音波スケーラー，Er : YAG レーザーと
もに有効であったが，除染効果を高めるためには除染時
間の検討がさらに必要であることが分かった．

顎顔面口腔領域の腫瘍および
腫瘍状病変に関する研究
－石灰化嚢胞性歯原性腫瘍における

podoplanin 発現とその意義－

伊藤 茂
明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

【緒言】石灰化嚢胞性歯原性腫瘍（calcifying cystic odonto-

genic tumor : CCOT）は，Gorlin（1962年）によりはじ

めて報告され，最近まで石灰化歯原性嚢胞という非腫瘍
性病変の名称でよばれていた．臨床的に局所侵襲性，再
発や充実性増殖を示す症例もあることから腫瘍としてと
り扱われ，2005年 WHO（world health organization）分
類において嚢胞から腫瘍の名称に変更された．しかしな
がら，病変そのもの自体の腫瘍としての生物学的態度の
指標となるような科学的根拠に乏しい．CCOT の病理組
織学的な特徴は，エナメル上皮腫様の嚢胞状腫瘍上皮に
幻影細胞（ghost cells : GCs）の出現とその石灰化をみ
ることである．この腫瘍に特徴的な GCs の出現機構や
存在意義は未知であり，腫瘍性性格との関連性もいまだ
不明である．
そこで，本研究では，CCOT におけるに腫瘍性性格の
指標として podoplanin の発現局在を検索するとともに，
GCs 同様の陰影細胞（shadow cells : SCs）が出現する
エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫（adamantinomatous cranio-

pharyngioma : ACP）および毛母腫（ pilomatrixoma :

PM）についても当教室で作製した hard keratin 抗体を用
い免疫組織科学的に比較検討を行った．
【結果】1）hard keratin に対する陽性反応は CCOT の
GCs, ACP や PM の SCs に認められた．2）CCOT にお
ける podoplanin に対する陽性反応は腫瘍胞巣辺縁部と
一部ではあるが GCs に接する上皮成分に認められた．
3）ACP における podoplanin に対する陽性反応は主に腫
瘍胞巣中心部の中間層様の上皮細胞に認められた．4）
PM における podoplanin の陽性反応は認められなかっ
た．
【考察】細胞における podoplanin の発現については細胞
骨格，細胞移動，腫瘍の再発，転移，予後などに関係す
ることがこれまでの報告で示唆されている．3種の hair

protein 発現腫瘍の比較から腫瘍の発生・発育部位によ
り podoplanin の発現に違いが生じていることが示され
た．ことに，腫瘍胞巣辺縁部に podoplanin が発現する
CCOT に関しては局所侵襲性を反映したものであると考
えられた．
【結論】CCOT における podoplanin の発現様式は ACP

および PM とは異なり，腫瘍実質辺縁部上皮での発現
は腫瘍としての局所侵襲性性格を反映し，GCs に接す
る腫瘍上皮での発現は急激な細胞内骨格系の変化を反映
しているものと考えられた．
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破骨細胞分化における細胞外 cholesterol への
高い依存性と細胞内 cholesterol 減少に
起因する細胞融合タンパク質の trafficking 不全

岡安 麻里
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群歯科矯正学）

【緒言】近年，高脂血症は単なる血管系疾患の risk factor

ではなく，骨粗鬆症と関連することが明らかになりつつ
ある．閉経後の女性を対象として血中 lowdensity lipopro-

tein（LDL）および high density lipoprotein（HDL）の値
と骨密度との相関が疫学的に調べられ，血中 LDL 値が
高いほど骨密度は低下し，逆に血中 HDL が高いと骨密
度が高いことが報告された．この疫学研究は，骨代謝と
脂質代謝の関連性を強く示唆するものの，その詳細な分
子メカニズムは不明である．本研究は，この関連性を細
胞生物学的に明らかにすることを目的とした．そこで今
回，cholesterol と骨吸収を司る破骨細胞の関連性に注目
し，破骨細胞の分化に及ぼす cholesterol の影響を検討
した．
【材料および方法】ICR マウスおよび C 57 BL/6マウス
を遺伝的背景に持つ LDL receptor 欠損（LDLR-KO）マ
ウスとその同腹の野生型（WT）マウスを用いた．マウ
スの骨髄細胞を M-CSF 存在下で 3日間培養して得た破
骨細胞前駆細胞を，培養ディッシュや dentine slice 上に
播種し，M-CSF/RANKL により破骨細胞形成を誘導し
た．一定時間培養後，細胞を酒石酸抵抗性酸フォスファ
ターゼ（TRAP）により染色し，破骨細胞形成を評価し
た．また，骨吸収活性は，dentine slice 上で破骨細胞に
よって吸収された吸収窩の面積によって評価した．細胞
内情報伝達関連タンパク質の活性化や破骨細胞分化関連
の遺伝子とタンパク質の発現はそれぞれ semiquantitative

RT-PCR と immunoblot 法により解析した．さらに，破
骨細胞の融合タンパク質の細胞内局在に関しては，細胞
を cytosol，細胞内小器官と細胞膜を含む total mem-

brane，細胞膜のみの plasma membrane，さらには細胞膜
の lipid raft に分画し，immunoblot 法によって検討した．
【結果】血清から lipoprotein を除去した lipoprotein-

reduced fetal bovine serum 中で培養すると，RANKL/M-

CSF によって誘導された破骨細胞形成は，正常血清と
比較して有意に抑制された．この抑制は培地に LDL あ
るいは oxidized LDL（ox-LDL）を添加することによっ
て回復した．また LDL と ox-LDL の回復効果は相加的
であった．LDL と ox-LDL の各々の受容体である LDLR

と scavenger receptor class A（SRA）は，破骨細胞前駆
細胞から成熟破骨細胞に至る分化過程で恒常的に発現さ
れ，この発現は RANKL 非依存的であった．LDLR-KO

マウス由来の骨髄細胞を用いると，破骨細胞形成と骨吸
収窩形成は，WT マウスに比べ有意に抑制された．一
方，c-fos, NFATc 1, cathepsin K といった破骨細胞の分
化関連タンパク質の mRNA とタンパク質発現は，両マ
ウス間で差を認めなかった．さらに，破骨細胞分化に関
連する情報伝達タンパク質である Erk および Akt の
RANKL による活性化に関しても両マウス間で差はなか
った．しかしながら，KO マウス由来の破骨細胞は，WT

由来と比べ，細胞面積や最大幅，核数が有意に低下し，
KO マウスでは，破骨細胞の細胞融合が障害されている
ことが示唆された．しかし，破骨細胞融合タンパク質と
して知られる DC-STAMP, Atp 6 v 0 d 2 の mRNA 発現
は，両マウス間で差はなかった．一方，Atp 6 v 0 d 2の
toal membrane 中のタンパク質量は KO と WT マウス間
で変わらなかったが，細胞膜や lipid raft 中のこれら融
合タンパク質量は KO マウスでは著明に減少した．さ
らに in vivo において，KO マウスの脛骨および大腿骨
骨幹端の海綿骨量は，WT マウスに比べに増加し大理石
骨を呈していた．以上の結果から，破骨細胞の分化は細
胞外 cholesterol に依存することが明らかとなった．こ
のメカニズムとして，LDLR-KO の結果が示すように，
細胞内 cholesterol の減少により，破骨細胞分化関連タ
ンパク質の細胞膜への輸送（trafficking）が低下するこ
とによって，破骨細胞の細胞融合が障害されることが示
唆された．このことは骨代謝と脂質代謝が密接に関連す
ることを示すと共に，新しい破骨細胞形成機構を示すも
のである．

破骨細胞の分化と機能における
caldecrin の抑制作用

長谷川 紘也
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群歯科矯正学）

【緒言】
Caldecrin は Tomomura らにより膵臓から精製・クロ

ーニングされた血清 Ca2＋降下因子で，骨吸収の抑制に
働くと考えられている．これまでに caldecrin がマウス
血清 Ca2＋濃度を低下させ，ウサギ成熟破骨細胞の骨吸
収活性を低下させること，さらに receptor activator of
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NF-κB ligand（RANKL）による破骨細胞分化誘導を抑
制することが明らかになっている．本研究では，RANKL

刺激による破骨前駆細胞の分化誘導と成熟破骨細胞の骨
吸収機能において，カルシウムシグナル伝達経路に関す
る phospholipase Cγ（PLCγ），nuclear factor of activated

T-cells, cytoplasmic 1（NFATc 1）に焦点をあてて caldecrin

の抑制作用機構を解析した．
【材料・方法】

1）破骨細胞前駆細胞としてマウスマクロファージ様細
胞株 RAW 264.7 細胞，マウス骨髄細胞を M-CSF で 3

日間培養した単核細胞，成熟破骨細胞として RAW

264.7細胞を RANKL で 3-4日間培養して分化させた多
核細胞を用いた．
2）細胞を無処理，RANKL, RANKL＋caldecrin で処理
後，抗 PLCγ 1抗体，抗 NFATc 1抗体，抗リン酸化 PLCγ 1

抗体，抗リン酸化 NFATc 1 抗体を用いて Western blot

解析を行った．spleen tyrosine kinase（Syk）のリン酸化
は抗 Syk 抗体で細胞抽出液を免疫沈降後，抗リン酸化
チロシン抗体で Western blot 解析した．
3 ）NFATc 1の核移行は，細胞質画分と核画分を用い
た Western blot 解析と免疫組織染色で検討した．
4）細胞内 Ca2＋変動は Ca2＋感受性蛍光プローブ（Fluo-

4, Fura Red）と共焦点レーザースキャン顕微鏡で検討し
た．RANKL 刺激後，細胞内 Ca2＋キレーター BAPTA-

AM, PLCγ 阻害剤 U-73122, Syk 阻害剤 ER-27319や cal-

decrin を添加した．
5）成熟破骨細胞のアクチンリング形成はファロイジン
染色を行い共焦点レーザースキャン顕微鏡で三次元観察
を行った．
【結果】

1）破骨細胞分化の転写調節因子 NFATc 1は，RANKL

刺激 30分で脱リン酸化され，細胞質から核に移行する
が，caldecrin で脱リン酸化と核移行が抑制されることを
各々 Western blot 解析と免疫組織染色で明らかにした．
2 ）RAW 264.7 細胞とマウス破骨前駆細胞は RANKL

刺激により Ca2＋オシレーションが発生した．細胞内 Ca2＋

キレーター BAPTA-AM, PLCγ 阻害剤 U-73122, Syk 阻
害剤 ER-27319, caldecrin 添加で RANKL 刺激による
Ca2＋オシレーションは消失した．
3 ）RANKL 刺激により PLCγ 1と Syk はリン酸化され
たが，caldecrin は抑制した．
4）成熟破骨細胞では RANKL 刺激により単一の Ca2＋

スパークが発生した．この一過性の Ca2＋スパークは
RANKL 刺激毎に再び生じた．RANKL による Ca2＋スパ

ークは BAPTA-AM, U-73122, caldecrin 処理で消失した．
5 ）成熟破骨細胞のアクチンリング形成は RANKL 刺
激で形成が促進され，U-73122, caldecrin 添加で形成が
阻害された．
【結論】

Caldecrin は破骨細胞の分化誘導過程において，
RANKL 刺激による PLCγ の活性化を阻害して破骨細胞
の分化に必要な Ca2＋オシレーションを抑制し，それに
続く NFATc 1の核移行を阻害することにより破骨細胞
分化を抑制した．また成熟破骨細胞において caldecrin

は RANKL 刺激由来の PLCγ を介した Ca2＋スパークを
阻害し，アクチンリング形成を抑制することにより，骨
吸収機能を抑制することが示唆された．
本研究は宮田奨励金 E の助成のもと研究を行った．

閉経後骨粗鬆症モデルマウスに対する
血清カルシウム降下因子 caldecrin の
遺伝子治療による骨吸収抑制効果

大井 迪
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群歯科矯正学）

【緒言】骨粗鬆症は，骨量の低下や骨組織の微細構造の
変化を特徴とし，骨の脆弱化と骨折リスクの増大をきた
す疾患である．特に閉経後は，エストロゲンの急激な減
少から骨吸収の亢進と骨形成との不均衡により，骨量と
骨強度が低下し罹患リスクが上昇する．現代の高齢化社
会において，骨粗鬆症罹患患者は 1千万人を超えると言
われ，その予防と治療は重要な課題である．ところで，
caldecrin は膵臓から精製された分子量約 28 kDa のセリ
ンプロテアーゼで，急性膵炎で高頻度に発症する低カル
シウム血症惹起因子である．また caldecrin は，破骨細
胞分化と骨吸収を抑制することも報告された．このよう
な caldecrin の薬理作用は，骨粗鬆症に対する新たな創
薬ターゲットを期待させるものである．そこで今回，卵
巣摘出した実験動物を用いた閉経後骨粗鬆症モデルマウ
スに，caldecrin 発現ベクターを導入し，caldecrin の骨吸
収に対する作用を生化学的，組織形態学的に解析した．
【材料と方法】1）実験動物：9週齢の雌性 C 3 H/HeJ マ
ウスを，両側の卵巣摘出（OVX）を施行した群と，偽
手術（sham ope）を行った群に分けた．2）遺伝子導
入：rat caldecrin 遺伝子を含む pCaldecrin-IRES-hrGFP 発
現ベクターを，センダイウイルス膜エンベロープリポソ
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ームを用いて，sham ope と OVX を施行したマウスの
半数に，caldecrinDNA 0.5 μg/kg を週 1回 2週間筋肉内
注射した（sham ope＋cal 群，OVX＋cal 群）．すべての
マウスは遺伝子導入 14日後に屠殺した．3）体重と子宮
重量，生化学的解析：体重測定は，遺伝子導入直後，導
入 7日後，導入 14日後の 3回行った．採血と子宮重量
（摘出後の湿重量）は遺伝子導入 14日後に行い，血液試
料より血清 Ca 濃度を測定した．4）軟 X 線撮影：左側
大腿骨を用いた．5）μCT による画像解析：μCT によ
り，大腿骨頭から膝蓋面方向への左側大腿骨水平断層画
像を撮影し解析を行った．5）組織学的解析：遺伝子導
入 14日後，大腿骨のビラヌエバ骨染色を行い，非脱灰
切片標本を作製し比較検討を行った．
【結果】1）体重と子宮重量：遺伝子導入 14日後，OVX

群は Sham 群に比較して，脂肪組織増加に起因した有意
な体重増加を認めた．しかしながら，sham 群と sham＋
cal 群間，OVX 群と OVX＋cal 群間には有意な差はなか
った．OVX により子宮萎縮をみたが，sham 群と sham

＋cal 群間，OVX 群と OVX＋cal 群間に有意な差はなか
った．2）血清 Ca 濃度：sham 群と OVX 群の双方にお
いて，caldecrin の遺伝子導入により血清 Ca 濃度は有意
に低下した．3）μCT による観察：OVX 群では sham

群と比較し，有意に骨量減少をみた．sham＋caldecrin

群では，sham 群と比較し，有意に骨梁幅の増加を認め
た．OVX＋caldecrin 群では OVX 群と比較し，骨量，骨
梁幅，骨梁数が有意に増加したが，骨梁間隙は有意に減
少した．5．軟 X 線写真像：sham 群と OVX 群の双方
において，caldecrin の遺伝子導入により骨梁構造が明瞭
に認められた．6．非脱灰切片標本の組織的評価：sham

＋caldecrin 群では，sham 群と比較して骨梁幅の増加を
認めた．OVX＋caldecrin 群では，OVX 群と比較して骨
梁の減少が抑制された．
【結論】閉経後骨粗鬆症の動物実験モデルに caldecrin を
遺伝子導入した結果，血清 Ca 濃度と骨吸収を有意に抑
制した．今回の結果は，骨粗鬆症治療薬における新規の
創薬ターゲットとして caldecrin の重要性を強く示唆す
るものである．

口腔内環境の部位特異性に関する研究
－上顎前歯部唇面と臼歯部頬面における
唾液クリアランスと pH－

巣瀬 賢一
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【緒言】歯科医療は修復・補綴中心の医療から初期齲蝕
の診断等，広い意味での予防・口腔管理を中心とした医
療へと変わりつつある．それに伴い，口腔環境を論じる
場合も，従来の，口腔を一つの均一な器として捕らえる
方法から部位別に診断する方法へと変わりつつある．口
腔内環境の恒常性をつかさどる唾液に着目し，口腔内環
境が部位的に異なることを，唾液の到達量と pH の変化
で明らかにするために目的に本研究を行った．
【方法】1．唾液クリアランスの測定：1 mol/l の塩化カ
リウムを含む 1％寒天をアクリル製寒天ホルダー（横 16

mm，縦 8 mm，厚さ 3 mm）の円筒（直径 6 mm，深さ
1.5 mm）中に充填した．その寒天ホルダーを口腔内に
フロスで固定し，5, 10, 20, 40分間口腔に放置し，その
都度寒天中に残留するカリウム濃度を測定し，寒天中の
カリウム濃度が 1/2に減少するまでの時間 half time を
求めた．健康成人 6名の口腔内上顎前歯部唇面（UAB）
と上顎臼歯部頬面（UPB）の 2部位を被検部位とし，安
静時および刺激時の Half time を測定した．カリウムの
濃度は，寒天をホルダーから取り出し，100 ppm の塩化
ナトリウム溶液 300 ml 中に 90分間浸漬し，溶出した
カリウムを原子吸光分光光度計（東京光電社製，ANA-182

型）を用いて測定した．2. UAB, UPB での唾液流速の
推定：顎外装置にて，口腔内と同様に人口唾液をマイク
ロシリンジポンプによる種々のスピードで寒天上に流
し，流速と Half time の関係を求めた．その関係式より
実際の口腔内の UAB, UPB での唾液流速を推定した．
3．口腔内 pH モニタリング：pH 測定は ISFET 電極，
銀－塩化銀皮膚電極を用いて行った．ISFET 電極を IS-

FET mV/pH METER（Bas 社製）に接続し，コンピュー
ター上でモニターした（Mac Lab・4 s, AD Instrument 社
製）．pH 測定部位は UAL および UPB とし，同部位の
レジン床に ISFET センサーを接着して安静時，および
オレンジジュース飲用後の pH を同時モニタリングし
た．
【結果】1．安静時および刺激時 half time の平均値は UAB

23.8±7.8分，8.9±2.8に対し，UPB はそれぞれ 13.1±
6.7分，6.8±0.8と共に有意差（p＜0.01）が認められた．
2．UAB, UPB での唾液流速を，顎外装置にて求めた人
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工唾液の流速と Half time の関係から推定した結果，
UAB は UPB より口腔内唾液の流速は遅いことが推定
された．
3．オレンジジュース飲用直前の pH の平均値では UAB

は 7.1±0.4, UPB は 6.7±0.4（p＜0.05）であった．飲用
後，pH が臨界 pH 5.4まで回復する時間の平均値は UPB

が 4.4±4.3秒に対し，UAB は 30分以上を要した．
4 ．以上のことから口腔内のでは唾液到達量，唾液流
速，pH が異なり，唾液が同部位の環境に大きく影響を
与えていることが示唆された．
【考察】唾液は口腔では一枚の薄い膜状になって，口腔
内を移動する．その間歯牙表面，粘膜などから細菌や，
酸などを吸収し，嚥下により口腔外への排除が行われて
いる．しかし口腔内に分泌された唾液は口腔内全体に等
しくいきわたらず，pH 環境も異なることが本研究で明
らかにされ，今後の個人の口腔管理に考慮すべき示唆が
得られた．

μCT を応用したエナメル質表層下脱灰病変の新
しい評価法
－ミネラル量の客観的・3次元的・非侵襲的数値化
を目指して－

中村 朋美
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【緒言】エナメル質の表層下脱灰を μCT を応用して 3

次元的かつ非侵襲的に数値化して評価することを目的と
する．
【材料と方法】牛歯前歯 10本の歯冠唇側面にマスキング
テープで 1×1 mm の脱灰ウィンドウ 4つを作成し，ウ
ィンドウ部を除いて歯冠全体をネイルバーニッシュで被
覆した．37℃で乳酸ゲルに浸漬し，浸漬 30, 60，およ
び 90分後に脱灰ウィンドウを 1つずつネイルバーニッ
シュで被覆していった．浸漬 120分後に牛歯を乳酸ゲル
から取り出し，ネイルバーニッシュを除去した．ウィン
ドウ部を含む歯冠部分を μCT（SKYSCAN, Belgium）を
応用して，唇側面に対して垂直方向に，100 kVp, 100 μA

の条件下にて撮影し，各浸漬時間におけるウィンドウ部
および非ウィンドウ部のエナメル質の Hounsfield unit 値
を比較した．また，QLF InspektorTM Pro（Inspektor Den-

tal Care BV, the Netherlands）にてウィンドウ部および非
ウィンドウ部の Δ Q 値を測定し，浸漬時間による比較
を行った．μCT の信頼性を確認するために，μCT と QLF

の測定結果の間のピアソンの相関係数を求めた．また，
エナメル質表面からの深度に基づいて（0～180, 181～
360, 361～540, 541～720, 721～900 μm）各浸漬時間毎に
おける脱灰ウィンドウ部の Hounsfield unit 値の変化を測
定した．数値の比較には，One-way ANOVA および
Tukey’s HSD を用い，p＜0.05を有意とみなした．
【結果】結果は全て平均値±標準偏差で表す．非ウィン
ドウ部（ST）および浸漬 30（DC30），60（DC60），90

（DC90），120分後（DC120）の Hounsfield unit 値は，それ
ぞれ 5195.43±669.30, 2384.04±474.40, 2381.82±565.29,

2318.97±474.68, 2293.89±474.77 であり，ST が DC30 ,

DC60, DC90，および DC120よりそれぞれ高値を示した（p

＜0.05）．また，Δ Q 値は ST 群，DC30, DC60, DC90, DC120

において－0.04±0.06, −0.30±0.35, −1.32±1.94, −2.94±
2.81, −4.39±2.91 となり，ST と DC90および DC120，ま
た，DC30および DC60と DC120の間にそれぞれ有意差が
認められた（p＜0.05）．μCT と QLF の測定結果の相関
係数は 0.56であった．エナメル質表面からの深度に基
づく Hounsfield unit 値の比較においては，DC30におい
て 0～180と 721～900 μm の間に，DC60および DC90に
おいて 0～180と 361～540, 541～720, 721～900 μm の間
に有意差が認められた（p＜0.05）．
【考察および結論】μCT と QLF の測定結果両者には高
い相関が認められた．また，エナメル質表面からの深度
に基づく Hounsfield unit 値の比較においては，エナメル
質表層下より脱灰が開始され，徐々にエナメル質表層に
向けて脱灰が進行していくことが示唆された．本研究に
より，表層下脱灰の段階から歯のミネラル量を直接 3次
元的に数値化し，客観的に評価する手法が確立された．
今後，歯の脱灰および再石灰化に影響を与える様々な因
子を本手法を用いて検索することが可能となると思われ
る．

Zoledronate 反復投与による骨創傷治癒遅延の
発生とその防止に関する研究

前川 雄哉
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Ⅰ）

【緒言】骨粗鬆症や癌の骨転移の治療にビスホスホネー
トが積極的に用いられ，歯科治療で顎骨壊死が発生する
ことが問題となっている．しかし未だその病態は解明さ
れておらず，治療法も見出せない現状にある．その手が
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かりを探るために，骨創傷治癒過程に対するビスホスホ
ネート反復投与による影響を調べた．そして，その作用
回復に有用な薬物を探索する目的で，培養細胞実験で検
討を行い，その知見を基に動物実験で，予防的効果と治
療的効果の検証を行った．
【材料と方法】明海大学動物実験実施規定に従い，pento-

barbital 麻酔下でマウス（ddY 系雄性，5週令）の頭蓋
骨に直径 1.2 mm の歯科用ラウンドバーを用いて一定の
創傷孔を作成し，その後飼育を継続して経時的に頭蓋骨
を採取した．創傷孔部位の軟組織を注意深く剥離し，顕
微鏡下で創傷孔を撮影して，骨欠損部面積を NIH-Image

で画像計測し治癒率を算出した．骨損傷時と頭蓋骨採取
直前の calcein 投与の蛍光像と X 線撮影も行った．ビス
ホスホネートは創傷孔作成手術の 3日間前から 10日間
連日腹腔内投与とした．薬物処置は，予防効果の場合は
ビスホスホネートと同時に腹腔内投与とし，治療効果の
場合は，創傷孔作成時に 0.2％コラーゲン添加培養液に
薬物を溶解して，局所に一回の適用で影響を調べた．有
用な薬物を選定するための培養細胞実験には，マウス毛
細血管由来内皮細胞（bEnd.3）とマウス骨芽細胞（MC

3 T 3-E 1）を用い，細胞増殖活性を WST-8により評価
した．細胞内活性酸素種（ROS）の発生は CM-H 2-DCFDA

を用い，酸化ストレスによる動態を評価した．
【結果】骨創傷孔の治癒率（％）は術後 3日で 12.7, 7日
で 45.8, 10日で 67.1, 14日で 83.2であった．術後 7日目
の骨創傷治癒に対して，窒素含有ビスホスホネートの
zoledronate 80 μg/kg 投与群では，創傷治癒が有意（P

＜0.01）に阻害された．この時に体重減少は認められ
ず，骨壊死症状も認められなかった．窒素非含有ビスホ
スホネートの etidronate 同（モル）濃度投与は，創傷治
癒に全く影響を与えなかった．一方，zoledronate は
bEnd.3細胞では 1 μM 以上で，MC 3 T 3-E 1細胞では 3

μM 以上で細胞障害を起こした．Etidoronate に障害は認
められなかった．Zoledronate の細胞障害は，geranylgera-

niol 0.1 μM によって顕著に抑制された．また bEnd.3細
胞では細胞内スーパーオキシド消去活性を有する Mn-

TBAP に抑制効果を認め，MC 3 T 3-E 1細胞では還元型
glutathione に抑制効果が確認された．そこで，Mn-TBAP

および glutathione を zoledronate と同時投与すると，
Mn-TBAP はその治癒遅延を防止したが，glutathione は
無効であった．一方，骨創傷孔作成時の局所一回適用で
は，geranylgeraniol 0.1 μM は治癒遅延を防止できなかっ
たが，Mn-TBAP 10 μM は治癒遅延を有意（P＜0.001）
に防止した．

【考察】Zoledronate の反復投与は，骨創傷治癒を顕著に
遅延させることが明らかとなった．但し単純に骨壊死に
は至らないことも判明した．培養細胞では有効であった
geranylgeraniol も局所適用で効果を確認できず，glu-

tathione も予防効果が認められなかった．しかし，Mn-

TBAP は予防的および治療的処置ともに，zoledronate に
よる骨創傷治癒遅延を回避できる可能性が示唆された．

積層方法の違いによる光重合型
コンポジットレジンの背景遮蔽効果について

逸見 恵里
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群保存修復学）

【緒言】近年，コンポジットレジン修復の審美的な治療
の要求が高くなり，天然歯の色に調和した充填方法が求
められている．しかしコンポジットレジンは半透明性材
料なため，充填厚さ，下地となる色および窩底の色に大
きく影響される．そのためどの程度背景の着色が積層す
る試料の色に影響するかを調べるため基礎的実験を行
い，背景となる色の L*値を変化させ，それぞれシェー
ドが異なる光重合型コンポジットレジンを使用し積層試
料の色の特性について検討を行った．
【材料と方法】本実験では，エステライト P クイック，
ソラーレ，Z 100 TM のシェード A 1, A 2, A 3，（以下，
P 1, P 2, P 3, S 1, S 2, S 3, Z 1, Z 2, Z 3と略す）を厚さ
1.5 mm±0.02 mm と 2.0±0.02 mm の試料を作成し，ま
たエステライトフロークイック，MI フロー，フィルテ
ック TM シュープリームフローのシェード A 1, A 2, A

3, OA 3（以下，E 1, E 2, E 3, EO 3, M 1, M 2, M 3, MO,

F 1, F 2, F 3, FO 3と略す）を厚さ 0.5±0.02 mm の試料
を作成し計 21種類のコンポジットレジンを使用した．
測色は，物体色の測色法（JIS Z 8722）に準拠し，標準
白色板，黒色板，L*値が 15, 45, 55, 65, 75とした水性顔
料無光沢色票のグレー色票を背景色とした条件下にて各
厚さでの単層試料および厚さ 2.0±0.02 mm の積層試料
（上層試料 1.5 mm±0.02 mm－下層試料 0.5±0.02 mm）
の P-E, Z-F, S-M の組み合わせにて非接触型分光測色器
試料の測定方法は，始めに積層する前の個々の単層での
厚さの試料を測定し，次に各組み合わせでの積層試料を
測定した．測色結果から，標準白色板，黒色板，L*＝
15, 45, 55, 65, 75のグレー色票での L*値，C*ab 値と各
厚さでの単層試料および積層試料の TP 値を算出した．
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また各試料の L*値，C*ab 値，TP 値を主成分分析によ
る統計学的解析を行った．
【結果および考察】白色板，黒色板上での L*値は，P, S,

Z の順に高い傾向を示した．シェード間の違いでは，P

1, S 1, Z 1のグループが単層，積層試料共に値が高い傾
向を示した．C*ab 値では，P, S, Z の順に高い傾向を示
し P 3, S 3, Z 3のグループが単層，積層試料共に値が高
い傾向を示した．グレー色票の L*値が増加すると，L*

値および C*ab 値が増加傾向を示し，P 1, S 1, Z 1のグ
ループが単層，積層試料共に L*値が高く，C*ab 値では
P 3, S 3, Z 3のグループが単層，積層試料共に値が高い
傾向を示した．TP 値は，S, Z, P の順に高い傾向を示し
た．積層試料の TP 値は各単層試料の値より低い傾向を
示したが，下層試料に A 2を使用すると TP 値高い傾向
を示した．そのため積層試料は下層試料のシェードによ
り各単層試料の L*値，C*ab 値，TP 値より値の増減を
示した．（p＞0.05）主成分分析による L*値，C*ab 値，
TP 値の個々の相関性について，シェードの組み合わせ
に関係なく積層試料ではどの背景色上 C*ab 値による相
関性示した．しかし積層試料 Z-F では背景色が高い程
L*値の相関性を示した．また単層試料では積層試料と
は異なり，L*値，TP 値，の相関性を示した．単層試料
は，介在層が無いため背景色表層面の反射光が影響し，
積層試料では下層試料表層面の反射光が影響した示唆さ
れた．また試料 Z は S, P より L*, C*ab 値が低く TP 値
が P より高いため，S, P より背景色表層面の反射光が
試料内で反射し透過されたと示唆された．
【結論】単層試料では主に個々の試料の L*値，TP 値，
積層試料では，C*ab 値が背景遮蔽効果に影響すると示
唆された．

低磁場 MRI における顎関節撮像の
物理的特性と位置依存性

印南 永
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科放射線学）

MRI が臨床応用されるようになって 30年ほどの間に
撮像装置や技術の開発・改良が繰り返され，今日では
X 線写真や CT, PET，超音波画像診断と共に医用画像
診断において重要な役割を果たしている．超電導電磁石
を用いた高磁場 MRI 撮像装置が広く普及することで更
に多くの撮像方法が生み出され画像診断の精度も上がっ

たが，電磁石冷却のために起こる騒音性・MRI ガント
リの閉鎖感から患者が強いられる負担は大きく，場合に
よっては撮像困難な場合もある．
それに対し低コスト・開放感のある永久磁石を用いた
オープンタイプの MRI 撮像装置は圧迫感が少なく電磁
石冷却のための騒音も無いため患者の負担は軽くなる
が，画質としては高磁場 MRI より劣るとされている．
本実験では 0.2テスラオープンタイプ MRI 撮像装置と
顎関節部コイルを用いて MRI ファントムを撮像条件を
変えて撮像，得られた画像から画像解析ソフトウェアに
て信号雑音比と空間周波習曲線を導き出し，同装置にて
顎関節コイルを用いた場合の画像の特性から低磁場
MRI 撮像装置における位置依存性，最適な撮像条件の
検討を行い，以下の結果を導くことが出来た．
1．SNR は NSA の増加と共に上昇し，コイルからの距
離が離れるにつれて減少する．
2．FOV が大きいほど SNR は大きく，その増減の幅も
大きくなる．これらについて T 1, T 2強調画像の間で大
きな差は見られなかった．
3．FOV の大きな画像からはコイルからの距離によっ
て MTF 曲線に大きな差は見られず，FOV の小さい画
像ほど曲線は歪な形となり距離によって多少のばらつき
が見られた．
4．FOV の増加に伴い最大空間周波数は低下し，それ
はコイルからの距離によって大きく左右されることはな
かった．
以上の結果より，適切な位置にコイルを設置し撮像条
件をその目的に合わせ適宜変更することで全体のスクリ
ーニングから細部の診断に到るまでの画像を得ることが
可能であり，顎関節部および体表直下の病変に対する診
断の有用性が示唆された．

下顎窩の成長発育に関する CT 像解析

小宅 麗来
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科放射線学）

本研究は CT 像を用いて下顎窩周囲領域の関節結節及
び関節後結節における矢状断面の画像解析を各年齢別に
行い，計測結果より顎関節窩の成長発育傾向と咬合の発
育段階に伴う変化を Hellman’s dental stage を基準として
その関連性を比較検討することを目的とした．
実験に使用した資料はヒト乾燥頭蓋骨を Hellman’s
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dental stage 各ステージについて 10個体，計 100個体を
用いた．それらを X 線 CT 撮影装置にてフランクフル
ト平面と平行に撮影を行った．撮影条件は管電圧 130

Kv，管電流は骨モード 63 mA，スキャン時間 20秒，ス
ライス間隔 1.25 mm, WW 3000, WL 480に設定した．画
像解析は高速 3次元画像解析装置に転送し計測画像の構
築を行った．
次に下顎窩最菲薄部及び同部より内側 2 mm，外側 2

mm の画像をもとに関節結節，関節後結節の縦距離，横
距離，角度，面積，下顎窩角度の各項目について計測し
た．その結果以下の結論を得た．
1．下顎窩最菲薄部関節結節および後結節の縦距離，横
距離，面積の成長率はⅠA 期からⅠC 期に最大を示し
た．ⅠC 期からⅣC 期までは緩やかな増加傾向を示し，
ⅣC 期からⅤA 期では減少した．
角度の成長率はⅠA 期からⅠC 期で増加傾向を示し

た．それ以後は不規則な増減を示した．下顎窩角度の成
長率はⅠA 期からⅤA 期にかけて緩やかな減少傾向を
示した．
2．下顎窩最菲薄部より内側の関節結節および後結節の
縦距離，面積，関節結節横距離の成長率はⅠA 期から
ⅠC 期に最大を示した．ⅠC 期からⅣC 期までは緩やか
な増加傾向を示した．ⅣC 期からⅤA 期では減少した．
関節後結節横距離の成長率はⅠA 期からⅠC 期に最

大を示した．ⅠC 期からⅤA 期では成長が認められな
かった．
角度の成長率はⅠA 期からⅡC 期に増加傾向を示し

た．それ以後の成長は認められなかった．
下顎窩角度の成長率はⅠA 期からⅠC 期に最大を示

した．ⅠC 期からⅤA 期までは緩やかな減少傾向を示
した．
3．下顎窩最菲薄部より外側の関節結節および後結節の
縦距離，横距離，面積，関節後結節角度の成長率はⅠA

期からⅠC 期に最大を示した．ⅠC 期からⅣC 期までは
緩やかな増加傾向を示した．ⅣC 期からⅤA 期では減
少した．
関節結節角度の成長率はⅠA 期からⅤA 期では成長

は認められなかった．
下顎窩角度の成長率はⅠA 期からⅤA 期にかけて緩

やかな減少傾向を示した．

下顎骨骨梁構造の画像形成に関する評価
－口腔内フィルム，IP, CCD の違いによる影響－

篠原 勇輝
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科放射線学）

口腔領域疾患の診断に際しては各種の検査法が用いら
れるが，根尖周囲に病巣のように顎骨内部の組織構造を
観察・審査するには X 線写真による画像診断が最も適
した方法である．病巣の初期診断から治療中の状態確
認，また，治療結果の判定，治療後の経過観察に至るま
で 1つの疾患に対する経過を X 線フィルム上の画像で
より的確に把握することができる．各種の頭部 X 線検
査法の中でも特に口腔内 X 線撮影は一般的に用いられ
ている撮影法で，画像形成に与える分解能が非常に優れ
ており，細部まで観察が可能である．この 1枚のフィル
ム上の画像から歯および歯周組織の状態，あるいは顎骨
骨梁部の状態を細部まで診断できるが，病変によっては
X 線潜伏期のため，病巣状態と X 線写真とが必ずしも
一致しない場合も見られる．また，X 線画像の形成は 3

次元の被写体が 2次元平面へと置き換わることやそこに
含まれる軟組織あるは水分，脂肪組織などにより骨梁像
が変化し本来の形態とは微妙に変化する結果となる．し
たがって，口内法による顎骨部の撮影に際し，骨梁部お
よび骨皮質部の病的状態が画像形成にどのように関係す
るかも解明することは臨床上重要と思われる．海面骨は
緻密骨に比べ骨塩量は小さいが，骨梁画像として写真コ
ントラストに大きく影響を与える部分である．
そこで，本研究は口内法で使用されるノンスクリーン
タイプのフィルム，Imaging Plate（IP），Charge Coupled

Device（CCD）による各撮影における下顎大臼歯部を撮
影した場合に画像化される骨梁に注目し，骨梁の構造・
走行あるいは厚さが画像形成にどのように影響を与える
かを検討することを目的とする．
実験は，ヒト乾燥下顎骨大臼歯部をレジン包埋し，小
型精密切断機を用い，近遠心方向に平行な断面で厚さ
1.5 mm の鋸断切片を作成した．使用する刃厚は 0.5 mm

を用いた為，同等のロスが生じる．したがって 0.5 mm

の厚さのレジンを作成し，鋸断切片間に挟み込み補っ
た．そして各ブロックごとに四隅に平行したビス止め用
の孔をあけ固定し，鋸断後も切片にズレが生じないよう
にした．

X 線撮影は同一条件下で撮影を行い，規格撮影装置
を作成し撮影した．撮影は実際の臨床で行われる平行法
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を想定して行い，焦点・被写体間距離は 45 cm．ノンス
クリーンタイプのフィルムでは管電圧 70 kv，管電流 7

mA，照射時間 0.5秒．デジタル X 線撮影（IP・CCD）
では管電流 60 kv，管電流 4 mA, 0.32 秒で撮影を行っ
た．
撮影の組み合わせはブロックをすべて重ね合わせ X

線規格撮影を行ったものを基準として，皮質骨を残した
状態，皮質骨を除いた状態をそれぞれの組み合わせで撮
影した．
解析は得られた画像をイメージ J で計測し，FFT を

行い，相互相関値を比較検討した．

顎関節診断装置の開発に関する研究

山秋 史
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科放射線学）

【緒言】顎関節症に対する現在の診断をみると，疼痛に
関しては患者の自覚から，また関節雑音については聴診
や顎関節部に触れた指の触診によってなされている．開
口障害については，最大開口度をメジャーによって測定
し，運動障害については顎運動の軌跡を肉眼によって観
察しているに過ぎない．これらのうち定量測定できるの
は，最大開口度である．そこで今回我々は顎関節症に伴
う 3徴候の情報を，すべて定量的に測定できる顎関節診
断機の開発を行ったので，その測定原理ならびに医療情
報の臨床的意味について研究を行ったので報告する．
【材料・方法】顎運動の測定：オトガイ部に取り付けた
マーカーから開閉口に伴う運動軌跡を非接触で測定す
る．運動軌跡の測定法はテンプレートマッチング法によ
って測定した．まず，1周期の開閉口運動を行わせこの
動きを TV カメラによって規格撮影した．撮影された全
フレーム画像の中からスタート画像を決定し，この画像
中のマーカー部を切り出し，これをテンプレート画像に
設定した．次にテンプレート画像と次フレーム画像とで
マッチング処理を行い，次画像中の最大マッチング位置
を検出した．この処理を以後のフレーム画像について行
うことによって，顎運動の 1周期の軌跡を測定した．関
節雑音の測定：雑音の測定は波形解析と雑音の強度を定
量化するものである．関節雑音の測定：雑音測定では外
来雑音を採取しないように骨伝導マイクロホンを用い
た．マイクロホンは 2系とし，まず左右の顎関節部にあ
てて雑音を採取した．波形解析では，スペクトル解析か

ら共振周波数を測定した．雑音のパワーは波形の 2乗積
分の値を用いて表現した．疼痛の測定：まず痛みの種類
を決定後，どこにどの程度の痛みがあるのかを質問し，
痛みの種類を決定後，その程度を VAS 法によって数値
化した．本装置では可変抵抗レバーを組み込んだハンド
グリップを作製し，痛みの程度はモニター面上にスクロ
ールバーで表示するようにした．モニター上に表示され
たバーの長さを数値化し，痛みの定量数値とした．
【結果】顎運動の測定：傾向としてみられることは健常
者では，ほぼ垂直に開閉口運動をしているように見られ
た．クリック音を呈する患者では，軌跡は乱れ，非常に
複雑な動きをしているように見られた．クレピタス音を
呈する患者では，開閉口時の軌跡のずれは少ないが，健
常者と比較すると左右にシフトする動きが見受けられ
た．関節雑音の測定：クリック音もクレピタス音もイン
パルスによる顎顔面頭蓋骨での共振音であった．共振部
位についてクリック音は主に下顎骨の共振であり，その
他に頬骨，乳様突起部，側頭骨があった．クレピタス音
は主に下顎骨と頬骨が共振部位であった．雑音は非常に
不安定な音であることがわかった．疼痛の測定：測定さ
れた患者では 20前後以下（0～100）の疼痛度であり，
定量評価が可能であった．
【考察】顎関節症の定量診断に本装置は十分応用できる
ものと考える．しかし，被験者の絶対数がまだ少ないた
め今後画像検査を含めた考察が必要である．

口腔周囲筋における心筋型脂肪酸結合
タンパクの局在と離乳による変化

桃井 知子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群歯科矯正学）

【緒言】心筋型脂肪酸結合蛋白（Heart type fatty acid-

binding protein : H-FABP）は，心筋細胞の細胞質に存在
する分子量約 15 kDa の低分子可溶性蛋白である．FABP

は水に不溶性の長鎖不飽和脂肪酸と結合し，心筋では遊
離脂肪酸の細胞内輸送をつかさどりエネルギー供給に重
要な働きを担っていると考えられている．H-FABP は一
部の骨格筋にも存在することが知られているが，局在や
役割の詳細な研究は見当たらない．
本研究では，咀嚼筋や舌骨上筋・表情筋・舌筋などの
口腔周囲筋における局在とその変化について免疫組織化
学的に調べた．
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【方法】出生前・出生後の各発育段階の ddY 系マウスを
使用し，離乳（3～4週齢）後においては，固形食と粉
末食の 2群に分けて飼育した．4％パラホルムアルデヒ
ドにて還流固定し厚さ約 15 μm の凍結切片を作成し
た．一次抗体にはウサギ抗マウス H-FABP ポリクロー
ナル抗体（山口大・大和田教授提供）を，二次抗体には
ビオチン標識抗ウサギ IgG を用い，DAB で発色を行っ
た．
【結果】胎齢 16日齢のマウスでは全ての口腔周囲筋にお
いて H-FABP に対する免疫活性は認められなかった．
生後の各成長段階では，以下の様な局在とその変化が認
められた．
咀嚼筋（咬筋）：浅部においては，離乳前（生後 2週）・
離乳後（生後 5週）ともに免疫活性は認められなかっ
た．しかし，深部においては離乳前は中程度の免疫活性
が認められたが，離乳後は固形食群では免疫活性が認め
られなくなったが，粉末食群では中程度の活性が認めら
れた．
舌骨上筋（顎舌骨筋）：離乳前と離乳後の固形食群では
中程度の免疫活性が，粉末食群では強陽性の免疫活性が
認められた．
表情筋（頬筋）：離乳前では中程度の免疫活性が，離乳
後では固形食群および粉末食群ともに強陽性の免疫活性
が認められた．
舌筋（上縦舌筋・オトガイ舌筋）：離乳前では中程度の
免疫活性が，離乳後では固形食群では強陽性の免疫活性
が認められたが，粉末群では中程度の免疫活性が認めら
れた．
【考察】本研究の現在までの結果から，H-FABP の発現
は咬筋浅部以外の口腔周囲筋に生後に生じ，さらに各筋
群によって離乳前後や離乳後の粉末食飼育によって発現
強度が変化することがわかった．このことは，H-FABP

の発現の変化が，離乳による口腔周囲筋の機能の変化に
依存することが示唆される．特に，舌筋と頬筋で離乳後
に発現が増加し，舌筋では粉末食摂取により発現が減弱
することから，哺乳より食塊形成に関与することが強く
示唆される．逆に，咬筋では浅部・深部ともに強い発現
が全く認められないので，閉口運動への H-FABP の関
与は小さいと考えられる．
【結論】口腔周囲筋は離乳により哺乳による吸引中心の
役割から咀嚼中心の役割へと変化するが，H-FABP の発
現は離乳後の咀嚼機能，特に食塊形成と関連していると
考えられた．
【今後の課題】以下の点について，追加実験を行う予定

である．①H-FABP の変化と，骨格筋の白筋・赤筋の機
能に応じて発現するタンパク（遅筋型ミオシン重鎖な
ど）の動態との関連性を調べる．②今回観察できなかっ
た，内側翼突筋や側頭筋などの閉口筋，茎突舌骨筋・顎
二腹筋後腹などの後方の舌骨上筋，外側翼突筋などの開
口に働く咀嚼筋について調べる．③固形食，粉末食飼育
による生後の段階を追加して，長期的な変化についても
観察を行う．

アドレナリン受容体作動薬の
ヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する傷害活性

内田 茂則
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】現在，歯科治療や全身麻酔による口腔外科手術
において局所麻酔薬と静脈麻酔薬は欠かせないものであ
る．癌患者においてこれらの薬品がどの程度の影響を与
えるか不明である．これまでにヒト前骨髄性白血病細胞
（HL-60）対するアポトーシス誘導能や propofol などの
静脈麻酔薬のヒト乳癌細胞や悪性黒色腫細胞などに対す
る抗癌作用が報告されている．またアドレナリン受容体
作動薬の epinephrine が細胞内の cAMP を調節すること
により口腔扁平上皮癌細胞（OSCC）の浸潤を阻害する
ことや dexmedetomidine がアポトーシスを抑制すること
により神経細胞に対する保護作用を示すが，好中球に対
してはアポトーシスを誘導することなどが報告されてい
る．しかし口腔正常細胞，口腔癌細胞に及ぼす影響の研
究が少ないことから，今回は臨床で使用される頻度の高
い 5 種類のアドレナリン受容体作動薬： epinephrine

（E）， isoprenaline（ I）， clonidine（C）， phenylephrine

（P），dexmedetomidine（D）の種々の正常及び癌細胞に
対する細胞傷害活性，また誘導される細胞死のタイプに
ついて検討してみた．
【方法】使用した細胞は 3種のヒト口腔正常細胞（歯肉
線維芽細胞：HGF，歯髄細胞：HPC，歯根膜線維芽細
胞：HPLF）（明海大学倫理委員会のガイドラインに従い
調製），2種のヒト表皮角化細胞（HEKa, HEKn），3種
のヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-2, HSC-3, HSC-4），2

種のヒト神経膠芽腫細胞（T 98 G, U 87 MG）及びヒト
前骨髄性白血病細胞（HL-60）であり，10％ FBS を含
む DMEM（HL-60のみ RPMI 1640）培地中で，5％ CO2

インキュベーター内において 37℃で培養した．生細胞
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数は MTT 法で測定し，50％細胞傷害濃度（CC 50）は
用量依存曲線から求めた．腫瘍選択係数（TS）は正常
細胞に対する CC 50の平均値を癌細胞に対する CC 50

の平均値で割ることにより求めた．DNA の断片化は
DNA を抽出後，アガロースゲル電気泳動で検出し，カ
スパーゼ 3の活性は基質の分解活性により定量した．
【結果・考察】5 種類のアドレナリン受容体作動薬の
OSCC に対する傷害性の強さは，I＞D＞E＞C, P の順で
あり，腫瘍選択係数（TS）についても，I（3.60）＞D

（2.08）＞E（1.13）＞C, P の順であった．ヒト表皮角化細
胞も口腔細胞とほぼ同程度の感受性を示した．また TS

の高かった I と D はいずれも HL-60細胞には，ヌクレ
オソーム単位の DNA の断片化およびカスパーゼ 3の活
性化を誘導したが，HSC-2, HSC-4 には誘導しなかっ
た．アポトーシス誘導の可能性の低いことからオートフ
ァジーの関与を検討するためにオートファジー阻害剤
（3-mathyladenine, bafilomycin A 1）の前処理による影響
を検討した．オートファジー阻害剤は I 及び D の細胞
障害活性をほとんど抑制しなかった．このことはアドレ
ナリン受容体作動薬誘導性の細胞死にオートファジーの
関与する可能性が低いことが示唆される．臨床濃度との
比較においては高い濃度でもアポトーシスを誘導しない
ことが示唆された．前述のように Dex は HL-60や好中
球にはアポトーシスを誘導すると報告されているが，今
回，OSCC には誘導されず，細胞によって異なる死が示
された．術後の鎮静・鎮痛のための Dex と他のアドレ
ナリン受容体作動薬の口腔癌患者に対する抗腫瘍効果と
の関係をより有益なものにするためにはさらなる検討が
必要であると考えられる．アポトーシス，オートファジ
ーを誘導しなかった I, D のネクローシスの可能性や TS

の低さによる正常細胞に及ぼす毒性の影響ついてなどで
ある．また電子顕微鏡での細胞内観察や拮抗薬をより近
い臨床濃度で使用することによる受容体を介しているか
の検討も重要である．

BLS（Basic Life Support）講習会における
受講者の興味，関心度，技術習得状況
についての調査
－歯科医療従事者と医療従事者の受講者の比較検討－

竹内 菊子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】歯科診療時に発生した全身的偶発症及び医療事
故に関する調査が日本歯科麻酔学会により実施され，歯
科診療における全身的偶発症の発生頻度は 0.004％～
0.07％という報告があり，治療時に発生する偶発症への
対応は歯科医療従事者に求められると考えた．
【方法】平成 20年 9月～平成 22年 3月に実施した BLS

講習会でアンケート調査を実施した．調査項目は 1）基
本属性，2）BLS の認識，3）BLS 講習会についての 3

点とし，明海大学歯学部病院院内開催の BLS 講習会受
講者 207人，横浜市緑区歯科医師会主催開催の BLS 講
習会受講者 120人の合計 327人（全員歯科医療従事者，
以下 D），埼玉医科大学病院主催開催の BLS 講習会受
講者 415人（歯科医療従事者を除く医療従事者：以下
H）を対象とした．BLS 受講後にアンケート用紙を配布
しアンケートに回答することで本研究への同意とした．
倫理的配慮としてアンケートは無記名で行い個人を特定
できないように回収した．講習会の内容は 180分としア
メリカ心臓協会（American Heart Association : AHA）ガ
イドライン 2005（G 2005）に準拠し実施した．
【結果】D 327人，H 415人，合計 742人のうち，有効回
答 735人（99.0％）を対象とした．D 327人のうち，歯
科医師は 139人（42.5％）であった．統計学的分析は χ 2

検定を用い，有意水準は p＜0.05とした．BLS の認識に
ついては，救命講習会受講の有無を複数回答としたとこ
ろ，自動車免許取得時の講習会の受講，日本赤十字社開
催の救命講習の受講について有意差はなく，授業での講
習会受講，消防本部によって行われている応急処置技能
認定講習，ICLS, BLS 講習会，今までに救命講習を受講
したことのないと答えた受講生について有意差が見られ
た．今後の BLS 講習会受講の意思は，D の受講の意思
が有意に低いことがわかった．BLS 講習の受講動機に
ついて受動的および能動的な参加において有意差がみら
れた．BLS 講習の満足度について有意差はなかった．BLS

講習受講者に受講後の BLS の技術の習得度合について
は，D では「手順」「胸骨圧迫」「人工呼吸」「筆記試
験」「AED」の順，H では「手順」「人工呼吸」「胸骨圧
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迫」「筆記試験」「AED」の順であり有意差はなかった．
BLS 講習受講後に今回の BLS 講習が今後の仕事に有効
であるとした受講生の割合に有意差はなかった．受講者
に受講後，今後の二次救命講習の受講の意思を質問した
ところ受講の意思は H の方が D より有意に低く有意差
がみられた．
【考察・今後の展望】以上の結果よりインストラクター
の指導法を含めて BLS 講習の満足度は高いものであっ
た．今後の BLS 受講の意思は，D では半数が今後も勉
強したいとしており，各自の対応能力を向上させたいと
いう意志の表れであろう．その一方で勉強したくないと
回答した受講生もおり H と比較し歯科医療現場で実際
に重篤な急変の発生率が少ないために救急に対する認識
が低くいと思われる．BLS の技術の習得度合は「手順」
を選択した人がともに多く，講習会を繰り返し受講し
BLS の質を高めていく必要性があると考えられる．
我々は今回 G 2005に準拠したが G 2010では適切な胸
骨圧迫および過剰な換気を避けるなど手順が変更された
点を考慮し今後，講習会を実施する必要がある．救急蘇
生法は人道的対応であり，歯科医師も医療従事者の一員
であるため積極的な救命蘇生の実施が求められる．今
回，D と H とで働く環境による差を検討したが，今後
の課題として，一般市民を対象とした BLS 講習会の実
施と H との比較検討，および D 内での臨床研修歯科医
と歯科医師との比較検討を行っていく予定である．

全身麻酔における麻酔深度モニターの研究

小宅 宏史
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（機能系薬理研究群麻酔学）

【緒言】全身麻酔法における浅麻酔は，患者に対する身
体的ストレスが加わることのみならず，精神的には術中
覚醒のリスクを伴う．一方，浅麻酔に配慮するあまり過
量の麻酔薬投与は過度の深麻酔をきたし術後の覚醒遅延
や重要臓器障害のリスクをはらむ．したがって，適切な
麻酔深度を維持することは麻酔管理上重要である．近
年，種々の麻酔深度モニターが開発され，普及しつつあ
る．BIS モニターは，主として脳波をもとに鎮静度を測
定するものである．日本で使われているもう一つの麻酔
深度モニターである aePEX は，外耳でクリック音を繰
り返し，その聴覚刺激によって誘発された脳波を測定す
るものであり，いわゆる脳幹部誘発電位の測定装置であ

る．しかし，両者のモニターは麻酔医にとって有用であ
るとされるが，麻酔医の麻酔深度判定と乖離が見られる
場合がある．吸入麻酔薬を用いての全身麻酔法にオピオ
イド系鎮痛薬の併用は吸入麻酔薬の投与量の減少，手術
侵襲に対するストレス反応の減弱等々を目的として歯科
麻酔領域でも頻用される麻酔方法の一つである．亜酸化
窒素（N2O），セボフルラン（Sev）麻酔にオピオイド系
鎮痛薬を投与しても BIS 値の変動はほとんどないとす
る報告が多いものの，オピオイド系鎮痛薬の一つである
ペンタゾシン（PENT）の BIS 値に及ぼす影響に関して
の報告は見当たらないので検討してみた．
【方法】本研究は明海大学歯学部倫理委員会において承
認された．研究内容と麻酔方法について患者に説明し書
面で承諾を得た．歯科口腔外科手術症例 30名（ASA ク
ラスⅠ）を対象とし，生理的食塩水のみの対照群，PENT

0.3 mg/kg-1投与群，PENT 0.6 mg/kg-1 投与群の 3 群に
無作為に分けた．手術室入室後，自動血圧計，心電計，
パルスオキシメータ，BIS モニターを装着し，血圧を連
続 3回測定後，臭化ベクロニウム 0.1 mg/kg-1，チオペ
ンタール 6 mg/kg-1 を静脈内投与して気管挿管を行っ
た．全身麻酔は呼気 CO2濃度および吸入麻酔薬濃度を
モニターし，1％ SEV, N 2 O 4 l/min-1，酸素 2 l/min-1で
維持し BIS 値が 40前後を保つように麻酔濃度を調節し
た．気管挿管後 15分に生理的食塩水もしくは PENT を
投与し，麻酔導入時より導入後 30分までの血圧，心拍
数，BIS 値を 2.5分間隔で測定した．統計学的分析は，
3群間以上の比較に一元分散分析を行い，有意差が存在
した場合，Turkey-Kramer 法を用いて多重比較検定を行
った．また，男女比の比較は χ 2検定で行われた．P＜0.05

を有意とした．数値は平均値±標準偏差で示した．
【結果・考察】患者背景は 3群間で差がなかった．対照
群（n＝10）では，BIS 値は導入後 2.5分から有意の変
動はなく導入後 30分までほぼ 40に保たれた．また，血
圧心拍数においても導入後 2.5分から導入 30分まで有
意な変動を示さなかった．PENT 0.3 mg/kg-1投与群（n

＝10），PENT 0.6 mg/kg-1投与群（n＝10）の 2群とも導
入後 15分値，および対照値と比較して投与後 5分（導
入後 20分以降）から BIS 値は有意に上昇した．血圧心
拍数について PENT 0.3 mg/kg-1投与群，0.6 mg/kg-1投
与群とも血圧心拍数の低下傾向が観察されたが，導入後
15分値，および対照値と比較し有意な変動でなかった．
BIS 値の上昇は PENT 0.3 mg/kg-1投与群と PENT 0.6 mg

/kg-1投与群の間で有意差がなかった．考察と結語：BIS

値の上昇は麻酔深度が浅くなることを意味するが，臨床
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的にはバイタルサインの安定など麻酔深度が浅くなるサ
インはなかった．今後，PENT 投与による BIS 値の上
昇が麻酔深度に影響を与えているのか否か aePEX モニ
ターを用いて検討する予定である．

Super-X 問題の解答状況の年次変化について

三笠 建次
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

【緒言】学内で行われる多肢選択試験では，各問の正答
率と識別係数は自動的に得られるが，その他の情報は得
られない．正答率や識別係数にしても，各項目に正解か
不正解で得られる結果であり，各項目での選択肢の選択
状況は分からない．各項目での選択肢の選択状況を分析
する方法は数種考えられる．そこで，1問ではあるが，
Super-X 形式の多肢選択問題での正答率と選択肢の選択
状況の年次変化を 2005 年度，2006 年度，2007 年度と
2010年度で調べたので報告する．
【対象と方法】本学 2005 年度生 124 名，2006 年度 115

名，2007 年度 122 名と 2010 年度 95 名．出題した問
題，『アデニンと対合する塩基をすべて選択しなさい．
a）A, b）G, c）C, d）T, e）U』．正解は T と U．試験は
各学期末に実施した．統計学的分析には Excel 2010と
SPSSver 18.0を使用した．
【結果と考察】正答率は年次順に 0.93±0.26, 0.92±0.27,

0.92±0.27, 0.69±0.46だった．正解か不正解かなので正
答率が 0.50に近づくに連れ，誤差が大きくなる．統計
学的な分析の結果，年度間で有意な正答率の違いはなか
った．各年度で各塩基の選択比率を調べたところ，2005

年度は T が 0.97, U が 0.96, C が 0.06, G が 0.03であっ

た．06年は T が 0.99, U が 0.93. 07年度は T が 0.98, U

が 0.93, C が 0.07, G が 0.06, A が 0.02. 10 年度は T が
0.91, U が 0.79, C が 0.12, G が 0.13, A が 0.17 であっ
た．T が選択された比率と U が選択された比率は，年
度間に差はなかった．T と U の塩基間での選択比率に
は各年度で有意差はなかった．C, G, A がそれぞれ選択
される比率は年度間に差があった．選択された塩基数
は，05年度は 1～3個．06年度は 1～2個．07年度は 1

～4個．10年度は 1～4個であった．06年度は，T と U

の正解だけが選択されており，U を選択するかしない
かが，正答率に大きく関与したものと思われた．他の年
度では，選択状況が異なっており．C, G, A などの誤答
を選択したり，塩基を過少または過剰に塩基を選択した
ことにより，正答にならなかったのではないだろうか．
次に解答状況について主成分分析を行って調べた．年
度順に 3個，2個，4個，3個の成分が得られた．05年
度の第 1成分の分散（正答率に関する分散）は 60％，06

年度は 80％，07年度は 55％，10年度は 51％を占めて
いた．年度間で正答率に違いはないが，選択肢の選択状
況に差があったものと思われた．06年度は第 1主成分
（正答率に関連する要因群）には U の選択と選択個数が
関係していた．他の年度では，年度により異なることも
あるが，正答の塩基 T と U，誤答の塩基 C, G または
A，それに過剰な塩基の選択が正答率に関連していた．
第 2主成分以下は，選択肢の選択のされ方に反映した結
果が得られた．各年度の受験者数は 100人前後であり，
サンプルサイズが大きいとは言えないが，選択肢の正誤
の関係は明確なので得られた結果の信頼性はあるものと
考える．このような分析により，講義内容の理解度を把
握する方法の一つになるのではないかと思われる．
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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
1．本誌は年 2回，2月，9月に発行する．
2．本誌への投稿は明海歯科医学会会員に限る．ただし，編集委員会が認めた場合はその限りではない．
3．投稿論文は他誌に未発表のものに限る．
4．動物実験は学術審議会からの「大学等における動物実験の実施に関する基本的な考え方について」に準拠し，臨床
研究は「ヘルシンキ宣言」の趣旨にそったものであることとする．
倫理にかかわる研究の投稿論文は，明海大学歯学部倫理委員会の承認を得たものとする（本文中にその旨を明記す
ること）．

5．原稿は和文または英文とする．
6．未発表論文であること，および，著作権委譲に関する同意書を提出する．

II．原稿形式
1．原稿
原稿は A 4判で，上部余白を 30 mm，下左右の余白を 25 mm に設定し，文字の大きさを 12ポイントとする．和文

論文は横書きで，英文論文はダブルスペースで印字する．
2．表題ページ
表題，著者名，所属の順に，和文および英文で記載する．記載形式は記入例に従う．
［例］
和文 当科における遊離組織移植を用いた口腔顎顔面再建手術の検討

濱尾 綾1 加賀屋雅之1 重松 久夫1 鈴木 正二1

福田 正勝1 馬越 誠之1 相浦 靖治1 横塚 裕二2

猪野 照夫3 市岡 滋4 中塚 貴志4 坂下 英明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
2冨士ヶ丘病院リハビリテーション科

3明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
4埼玉医科大学形成外科学講座

英文 Clinical Evaluation of Reconstructive Procedures with Microvascular

Free Tissue Transfer for Oral and Maxillofacial Defects

Aya HAMAO1, Masayuki KAGAYA1, Hisao SHIGEMATSU1, Seiji SUZUKI1,

Masakatsu FUKUDA1, Seishi MAGOSHI1, Yasuharu AIURA1, Yuji YOKOZUKA2,

Teruo INO3, Shigeru ICHIOKA4, Takashi NAKATSUKA4 and Hideaki SAKASHITA1§

1Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Rehabilitation Center, Fujigaoka Hospital

3Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
4Department of Plastic Surgery, Saitama Medical College

（注） ⑴ 英文表題は，名詞・形容詞などの頭文字を大文字とする．
⑵ ローマ字または欧文による著者名表記は，ヘボン式とし，姓（ファミリー・ネイム）はすべて大文字にする．

⑶ 著者は，全員その所属機関を著者名の右肩にアラビア数字で表示し，記入する．

⑷ 所属名は，省略せず全部記入する．

⑸ 別刷請求先（Correspondence）は，著者名の右肩に§記号を付けて脚注で記入する．



3．和文要旨，英文要旨（Abstract）
約 450字の和文要旨と約 300 words の abstract を，和文および英文の表題，著者名，所属の下にそれぞれ記載す

る．
4．索引用語（Key words）
和文要旨および英文要旨の最後 1 行あけて，和文の場合，索引用語：◎◎◎◎，◎◎◎ 英文の場合，Key

words：◎◎◎◎，◎◎◎とし，両方とも 5 words 以内で付記する．
英文 Key words の頭文字は，学名，固有名詞など以外は小文字とする．

5．欄外表題（Running title）
和文論文は 20字以内，英文論文は 40 letters 以内で，索引用語の次行に，欄外表題（英文の場合，Running title）：

◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎と記入する．
（注） 上記 2.−4. までを和文記入と英文記入に，それぞれ別紙に分けて記載する．5．は論文言語により，どちらか一方だけに付

記する．

6．本文
1）投稿論文は原則として，緒言（Introduction），材料と方法（Materials and Methods），結果（Results），考察（Dis-

cussion），結論（Conclusions），謝辞（Acknowledgements）の順とする．
2）できるだけ簡潔に，分かりやすくまとめ，和文論文は学術用語以外は常用漢字で記入する．
3）外国語は原則として原綴りとし，数字はアラビア数字を使う．度量衡の単位はすべて，原則として国際単位系
（SI）を使用する．
4）動・植物等の学名は，イタリック体とする．
5）本文中の文献引用箇所には，その該当する箇所の右肩に片括弧で，引用順に番号を付ける．
［例］

Smith ら1）（3名以上の場合），佐藤と鈴木2−4）（2名の場合）
6）略号の設定は，本文中，該当する語が最初に出てきたところで，（ ）に入れて表示する．
7）研究の公表機関，日時，場所などは，本文末に記入する．
8）本文の通しページを，原稿の右上に記入する．

7．引用文献（References）
和文論文の場合は「引用文献」，英文論文の場合は「References」とし，本文中での順に番号を付し，別紙に番号順
にまとめて記載する．文献の記載形式は次の記入例による．
1）雑誌
文献番号）著者名：表題．雑誌名 巻，引用ページ（最初のページ－最後のページ），年（西暦）
［例］

1）Gerdes J, Schwab U, Lemke H and Stein H : Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human

nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J Cancer 31, 13−20, 1983

2）志賀 博，小林義典：咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究．日補綴歯会誌 34, 1112

−1126, 1990

2）単行本
文献番号）著者名：章のタイトル．In：書名．編集者名，発行所，発行地，引用ページ（最初のページ－最後の
ページ），年（西暦）
［例］

1）Powers, MP : Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In : Oral and maxillofacial trauma. Fonseca

RJ and Walker RV, eds, vol 1, Saunders, Philadelphia, pp323−417, 1991

2）吉木周作：歯周組織の病変．In：口腔病理学．鈴木鐘美編，第 2版，医歯薬出版，東京，pp93−97, 1997

（注）（1）著者名は，全員記入する．
（2）著者名が欧文の場合は，ファミリー・ネイムの後に，ファースト・ネイム，ミドル・ネイムの頭文字を付け，著者が複



数の場合，最後の著者の前に and を入れる．
（3） : , . − pp 等の使い方に注意する．
（4）雑誌名の省略は，和雑誌は「医学中央雑誌」等，洋雑誌は「Medline」の省略名による．
（5）英文論文の引用文献で，和雑誌から引用した場合はすべて英文で表記し，雑誌名はローマ字で記入する．引用文献が和

文論文の場合は，（in Japanese）と文末に記す．

8．脚注（Footnote）
1）別刷請求先（Correspondence）の著者の右肩に§記号を付け，脚注に著者および住所を記入する（本文が和文
の場合は日本語で記入し，英文の場合は英語で記入する）．
［例］
和文 §別刷請求先：坂下英明，〒350−0283埼玉県坂戸市けやき台 1−1 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科

学分野
英文 §Correspondence : Hideaki Sakashita, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sci-

ences, Meikai University School of Dentistry, 1−1 Keyakidai, Sakado, Saitama 350−0283, Japan

2）研究補助費を使用している場合は，脚注に明記する．
［例］
本研究は学術振興会科学研究費補助金（課題番号）により支援された．

3）その他脚注が必要なときは，※記号を付けて表示する．
9．表（Table）・図の説明（Fig legends）・図（Fig）

1）表・図の説明・図は，すべて英文で記入する．
2）表の説明は，Table 1 ◎◎◎◎◎，Table 2 ◎◎◎◎◎として，表と同じページに記入し，著者名を右上に
朱書きする．

3）図の説明は，別紙に「Fig の説明」として，Fig 1 ◎◎◎◎◎，Fig 2 ◎◎◎◎◎と番号を付け，記入する．
4）図と台紙に貼った写真はその右上に，1枚ものの写真は裏面に，Fig 番号と著者名を朱書きし，天地の指示も
朱書きで付記する．

5）表・図の本文挿入箇所には，「Table 1挿入」，「Fig 1挿入」などと，原稿の右欄外に朱書きする．
6）表・図に台紙を用いる場合は，原則として A 4判以内の大きさにする．
7）表・図の大きさは，刷り上り時での片段か両段かを指示する．表・図は，大きさが片段の場合で横幅約 70

mm，両段の場合で約 160 mm になるように縮小コピーを作成し，文字，記号などが十分読み取れる大きさであ
ることを確認し，そのコピーと原図の両方を添付する．

8）表・図はそのまますぐに製版できるものとする．

III．投稿方法，その他
1．原稿の締め切り日は，5月，10月の各月末とする．
2．原稿は投稿票に指示された順にまとめ，正・副の 2部を所属と著者名を表記した封筒に入れ，明海歯科医学編集事
務室に提出する．
住所：350-0283 埼玉県坂戸市けやき台 1−1

明海大学歯学部メディアセンター内
明海歯科医学編集事務室

3．投稿の際は，必ずチェック済みの「明海歯科医学投稿票」および「同意書」を添付する．
4．別刷希望部数，論文種別等は投稿票所定欄に明記する．
5．不慮の事故に備えて，投稿者は原稿のコピーを保存しておく．
6．校正において，字句を著しく変更，追加，削除することは認めない．



7．電子媒体（FD, MO, CD）の添付
「表題と要旨（和文と英文はそれぞれ別にする）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」および「図」
の入力された電子媒体（FD, MO, CD）を，代表者名，論文表題，使用コンピュータ機種名，ソフト名（バージョ
ン）を明記の上，原稿に添付して提出する．
（注）電子媒体の入力・投稿時の留意事項

1．ファイル構成は「表題と要旨（和文，英文）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」，「図」をそれぞれ別
のファイルにして，各ファイル名を付けて下さい．

2．その他，次の事項にも留意して下さい．
1）数字，欧文はすべて半角で入力して下さい．
2）欧文では単語間のスペースは，半角スペースにして下さい．
3）改行マークは，段落の最後にのみ（行ごとではなく）入力して下さい．

8．投稿された原稿は返却しません．

IV．著作権の帰属
1．本誌に掲載された論文の著作権は，明海歯科医学会に帰属する．
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