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平成最後となります第 73 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会を平成 31 年 4 月 19 日（金）～21 日（日）
に、埼玉県川越市のウェスタ川越にて開催させていただくことになりました。川越市は明海大学歯学部がある
坂戸市の南側隣接市にあたり、小江戸川越と呼ばれて江戸情緒を残す人気の観光地です。都内池袋から東武東
上線で約 30 分に位置する交通便利な埼玉県南西部の中核都市です。日本口腔科学会学術集会の埼玉県での開
催は本学会の長い歴史のなかでも初めてのことであり、また私どものような比較的歴史の浅い私立歯科大学に
よる開催もこれまでに例の無いことで、大変光栄に思いますとともに気の引き締まる気持ちでいっぱいです。
すでに 105 年にもわたる歴史を有する本学会ですが、過去に積み上げられた業績を礎に、これからを議論す
る必要もあります。そこで、今回の学術集会のテーマを「口腔科学の未来」といたしました。
海外招待講演にはドイツボン大学の口腔外科教授の Gerhard Wahl 教授をお招きして、「Aspects of Future
and Trends in Implantology」という演題でインプラントの未来についてお話しいただきます。また特別講演
は厚生労働省医政局保健課の田口円裕先生から「これからの歯科医療環境をどう考えるか
来

地域包括医療の未

歯科医療の展望と役割」として歯科医療の未来についてご講演いただき、これからの口腔科学会が担うべ

きテーマについて探ります。宿題報告は「口腔顎顔面領域の超音波診断の現状と将来」を新潟大学の林

孝文

先生に、指名報告は「コンピュータビジョンと拡張現実ディスプレイを統合した手術支援システムの開発」を
東京大学の末永英之先生に、また「再発又は転移性頭頚部扁平上皮癌の病態解明と分子標的薬」を金沢大学の
中村博幸先生にそれぞれご講演いただきます。シンポジウムは、1. 医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切
な診断と最善の保存的・外科的療法、2. リンパ球研究の最新知見とこれから、3. 手術によらない口腔癌治療、
4. 顎変形症治療の未来、5. 口腔機能と全身機能とのかかわり：寝たきりからの生還、の 5 テーマを掲げ、モデ
レーターの先生に選出いただいたそれぞれの分野で著明な先生にご講演いただきます。さらにワークショップ
として「関節頭骨折の外科的診断と治療～保存療法と開放手術まで」と「急性期医療および地域包括ケアの多
職種協働の中で、歯科医師の果たすべき役割は？」を行い、日常臨床で疑問に思っていることに付いての解法
を探ります。
一般演題は 280 題のご登録をいただき、二日間にわたりテーマごとに活発な討議が行われることを期待して
おります。また教育研修会も併催し、市民公開講座や 5 つのサテライトセミナーも開催いたします。
超高齢化社会を迎え、医科歯科連携や高齢者・有病者歯科がより一層重要となり、歯科医学・歯科医療の健
康長寿における必要性が高まり、医学における歯科の立ち位置の大きな変革点にある今、この第 73 回日本口
腔科学会が平成に続く新たな元号による時代に向けた歯科医療・歯科医学、すなわち口腔科学の未来につなが
る起点になれば幸いです。
開催にあたり種々ご指導・ご協力をいただきました日本口腔科学会理事長丹沢秀樹先生他理事の諸先生な
らびに評議員の先生、また日本口腔科学会事務局に御礼申し上げます。さらに開催のため準備に追われた明海
大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1 の医局員とご協力をいただいた同門会の諸先生にも
御礼申し上げます。協賛をいただいた企業各社にも感謝申し上げます。
開催に向けて鋭意準備をして参りましたが、十分には行き届かない点も多々あるかと存じますが、ご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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回
○

○

○

○

○

○

○

○

○

年

度

担当校

会

長

第1回

昭和 22 年度

大阪大学

弓倉

繁家

第2回

昭和 23 年度

東京大学

金森

虎男

第3回

昭和 24 年度

京都大学

美濃口

第4回

昭和 25 年度

九州大学

加来

素六

第5回

昭和 26 年度

東京大学

金森

虎男

第6回

昭和 27 年度

岡山大学

今川

與曹

第7回

昭和 28 年度

千葉大学

佐藤

伊吉

第8回

昭和 29 年度

九州大学

加来

素六

第9回

昭和 30 年度

京都大学

美濃口

第 10 回

昭和 31 年度

名古屋大学

北村

一郎

第 11 回

昭和 32 年度

東京女子医科大学

村瀬

正雄

第 12 回

昭和 33 年度

鹿児島大学

副島

侃二

第 13 回

昭和 34 年度

東京大学

河野

庸雄

第 14 回

昭和 35 年度

東北大学

前田

栄一

第 15 回

昭和 36 年度

岐阜医科大学

茂田

貫一

第 16 回

昭和 37 年度

九州大学

藤野

博

第 17 回

昭和 38 年度

大阪大学

永井

巌

第 18 回

昭和 39 年度

東京医科歯科大学

上野

正

第 19 回

昭和 40 年度

三重県立大学

田島

時博

第 20 回

昭和 41 年度

岡山大学

渡辺

義男

第 21 回

昭和 42 年度

名古屋大学

高木

芳雄

第 22 回

昭和 43 年度

徳島大学

筒井

英夫

第 23 回

昭和 44 年度

東京医科大学

内田

安信

第 24 回

昭和 45 年度

山口大学

山内

寿夫

第 25 回

昭和 46 年度

東京大学

林

第 26 回

昭和 47 年度

千葉大学

堀越

達郎

第 27 回

昭和 48 年度

北海道大学

岡田

泰紀

第 28 回

昭和 49 年度

久留米大学

朱雀

直道

第 29 回

昭和 50 年度

京都大学

小野

尊睦

第 30 回

昭和 51 年度

帝京大学

林

一

第 31 回

昭和 52 年度

大阪大学

宮崎

正

第 32 回

昭和 53 年度

横浜市立大学

大谷

隆俊

第 33 回

昭和 54 年度

東京大学

山下

一郎

第 34 回

昭和 55 年度

岡山大学

西嶋

克巳

第 35 回

昭和 56 年度

東京医科歯科大学

塩田

重利

第 36 回

昭和 57 年度

名古屋大学

岡
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玄

玄

一

達

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第 37 回

昭和 58 年度

大阪大学

作田

正義

第 38 回

昭和 59 年度

東京女子医科大学

河西

一秀

第 39 回

昭和 60 年度

東北大学

林

進武

第 40 回

昭和 61 年度

九州大学

田代

英雄

第 41 回

昭和 62 年度

慶応義塾大学

野本

種邦

第 42 回

昭和 63 年度

東日本学園大学

富田

喜内

第 43 回

平成 1 年度

長崎大学

佐々木元賢

第 44 回

平成 2 年度

鳥取大学

浜田

驍

第 45 回

平成 3 年度

京都大学

飯塚

忠彦

第 46 回

平成 4 年度

名古屋大学

金田

敏郎

第 47 回

平成 5 年度

弘前大学

鈴木

貢

第 48 回

平成 6 年度

大分医科大学

清水

正嗣

第 49 回

平成 7 年度

岐阜大学

岡

伸光

第 50 回

平成 8 年度

鹿児島大学

山下

佐英

第 51 回

平成 9 年度

新潟大学

大橋

靖

第 52 回

平成 10 年度

愛媛大学

谷岡

博昭

第 53 回

平成 11 年度

東京大学

高戸

毅

第 54 回

平成 12 年度

昭和大学

道

健一

第 55 回

平成 13 年度

岩手医科大学

関山

三郎

第 56 回

平成 14 年度

大阪大学

松矢

篤三

第 57 回

平成 15 年度

九州大学

大石

正道

第 58 回

平成 16 年度

鶴見大学

石橋

克禮

第 59 回

平成 17 年度

徳島大学

佐藤

光信

第 60 回

平成 18 年度

愛知学院大学

亀山洋一郎

第 61 回

平成 19 年度

兵庫医科大学

浦出

雅裕

第 62 回

平成 20 年度

九州大学

白砂

兼光

第 63 回

平成 21 年度

浜松医科大学

橋本

賢二

第 64 回

平成 22 年度

北海道大学

戸塚

靖則

第 65 回

平成 23 年度

東京医科歯科大学

天笠

光雄

第 66 回

平成 24 年度

広島大学

岡本

哲治

第 67 回

平成 25 年度

獨協医科大学

今井

裕

第 68 回

平成 26 年度

日本大学

小宮山一雄

第 69 回

平成 27 年度

大阪歯科大学

森田

第 70 回

平成 28 年度

福岡大学

喜久田利弘

第 71 回

平成 29 年度

愛媛大学

浜川

第 72 回

平成 30 年度

愛知学院大学

有地榮一郎

第 73 回

平成 31 年度

明海大学

嶋田

淳

第 74 回

2019 年度

新潟大学

髙木

律男

章介
裕之

（○：日本医学会総会）
※第 74 回大会は新元号発表前のため西暦にて記載
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日本口腔科学会役員名簿
（2019 年 3 月 12 日現在）
理事長
丹沢

秀樹

副理事長
嶋田

淳

藤田

茂之

理
浅海 淳一
上條竜太郎
嶋田
淳
中村 誠司
山本
学

有地榮一郎
北川 善政
砂田 勝久
長谷川博雅
吉岡
泉

安藤
栗田
髙木
林

智博
浩
律男
孝文

壽郎

飯野
古郷
武川
藤田

光喜
幹彦
寛樹
茂之

鵜澤
阪井
丹沢
星

成一
丘芳
秀樹
和人

岡本 哲治
佐々木啓一
槻木 恵一
前田 初彦

片岡
柴原
長塚
溝口

竜太
孝彦
仁
至

事

羽村

章

幹
笠松

哲郎

事

監
近藤

池邉

依田

哲也

事

厚志

坂本

洋右

名誉会員
（就 任）
（氏名）
昭和 27 年 石
泰三
昭和 28 年 都築 正男
昭和 35 年 北村 一郎 （第 7 回総会長）
昭和 35 年
昭和 36 年
昭和 41 年
昭和 44 年
昭和 47 年
不
明
昭和 49 年
昭和 52 年
昭和 54 年

昭和 55 年
昭和 56 年
昭和 57 年
昭和 58 年
昭和 59 年
昭和 60 年
昭和 61 年

平成元年
平成 2 年

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

（第 13 回総会長）
（第 7 回総会長）
（第 6 回総会長）
（第 21 回総会長）
（第 3 回、第 9 回総会長）
（第 16 回総会長）
（第 16 回総会長）
（第 11 回総会長）

（第 18 回総会長）

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

（第 43 回総会長）

（就 任）
（氏名）
平成 3 年
塩田 重利 （第 35 回総会長）
平成 3 年
野本 種邦 （第 41 回総会長）

松田
登
山本
肇
SAILER, Hermann
平成 4 年
小野 克巳
藤岡 幸雄
平成 5 年
鈴木 鍾美
下里 常弘
園山
昇
富田 喜内 （第 42 回総会長）
平成 6 年
金田 敏郎 （第 46 回総会長）
久保田康耶
鈴木
貢 （第 47 回総会長）
田代 英雄 （第 40 回総会長）
成田 令博
平成 7 年
泉
廣次
加藤 譲治
山下 一郎 （第 33 回総会長）
平成 8 年
内田 安信 （第 23 回総会長）
岡
伸光 （第 49 回総会長）
清水 正嗣 （第 48 回総会長）
高井
宏
高田 和彰
西村 恒一
浜田
驍 （第 44 回総会長）
森
昌彦
山城 正宏
吉岡
済
平成 10 年 石川富士郎
大橋
靖 （第 51 回総会長）
内海 順夫
川島
康
西連寺永康
佐藤 研一
小谷
朗
岡野 博郎
島田 桂吉

8

（就

任）

平成 10 年
平成 11 年

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

（氏名）

田縁
昭
冨岡 徳也
山下 佐英 （第 50 回総会長）
北野 繁雄
藤田
浩
藤田 訓也
千野 武廣
河合
幹
渕端
孟
坂本 忠幸
谷岡 博昭 （第 52 回総会長）
作田 正義 （第 37 回総会長）
梶山
稔
野井倉武憲
埜口五十雄
工藤 逸郎
赤坂 庸子
北村 中也
高久
暹
東
義景
堀
亘孝
上田
裕
榎本 昭二
大目
享
香月
武
金澤 正昭
小浜 源郁
佐川 寛典
佐々木次郎
篠崎 文彦
白数 力也
新藤 潤一
杉村 正仁
日比 五郎
福田
博
藤林 孝司
松村 智弘
松本
章

（就

任）

平成 16 年

平成 17 年

平成 18 年

平成 19 年

（氏名）

松矢 篤三
道
健一
茂木 克俊
飯塚 忠彦
伊藤 学而
神田 重信
北
進一
佐藤 温重
芝
良祐
関山 三郎
花田 晃治
三谷 英夫
安田 英一
山本
昭
和田 卓郎
大石 正道
大竹 繁雄
大西 正俊
大庭
健
鈴木 邦夫
野間 弘康
三村
保
都
温彦
吉澤 信夫
池村 邦男
井口 次夫
尾崎登喜雄
岸
幹二
佐藤 光信
戸塚 盛雄
南雲 正男
藤田 浄秀
内田
稔
亀山洋一郎
川嵜 建治
田辺 晴康
兒野 喜穂
古田
勲
吉村 安郎

（第 56 回総会長）
（第 54 回総会長）

（就 任）
（氏名）
平成 20 年 石橋 克禮 （第 58 回総会長）

（第 45 回総会長）

平成 21 年
（第 55 回総会長）
平成 22 年

（第 57 回総会長）
平成 23 年

（第 59 回総会長）

平成 24 年

平成 25 年
（第 60 回総会長）

植木 輝一
扇内 秀樹
片桐 正隆
長畠駿一郎
長山
勝
茂木 健司
山本 茂久
下野 正基
瀬戸 晥一
木下 靭彦
竹内
宏
千葉 博茂
橋本 賢二
水野 明夫
山岡
稔
吉田
廣
天笠 光雄
賀来
亨
亀田
晃
島原 政司
下岡 正八
白砂 兼光
林
良夫
藤下 昌巳
山田 史郎
山根 源之
山本 悦秀
鹿島
勇
戸塚 靖則
福島 和昭
福田 仁一
朝波惣一郎
内山 健志
浦出 雅裕
齊藤
力
白川 正順
砂川
元
田川 俊郎

（就

任）

平成 26 年

平成 27 年

（第 63 回総会長）

（第 65 回総会長）

平成 28 年

（第 62 回総会長）

平成 29 年

（第 64 回総会長）

（第 61 回総会長）

（氏名）

土川 幸三
横井 基夫
今井
裕 （第 67 回総会長）
岡野 友宏
小村
健
小谷順一郎
篠原 正徳
杉原 一正
谷口 邦久
山本 浩嗣
有末
眞
高橋 和裕
木村 博人
田中 貴信
式守 道夫
諏訪 文彦
小宮山一雄 （第 68 回総会長）
大関
悟
覚道 健治
樋口 勝規
古澤 清文
松田 光悦
水城 春美
由良 義明
領家 和男
城
茂治
杉山 芳樹
笹野 高嗣
後藤 昌昭
浜川 裕之
上山 吉哉
柴田 考典
下郷 和雄
水谷 英樹
中原
泉
又賀
泉
佐藤 泰則
髙戸
毅 （第 53 回総会長）
勝海 一郎

評議員
浅海 淳一
有地榮一郎
石丸 直澄
梅田 正博
興地 隆史
片倉
朗
川上 敏行
岸本 裕充
倉林
亨
小林
恒
阪井 丘芳
佐野 和生
清水谷公成
住友伸一郎
高田
隆
田中
彰
槻木 恵一
中川 種昭
中山 秀樹
長谷川博雅
林
孝文
藤田 茂之
馬嶋 秀行
森
良之
山田 浩之
吉浦 一紀
李
昌一

朝比奈 泉
安藤 智博
一條 秀憲
大浦
清
奥村 泰彦
勝又 明敏
川尻 秀一
北井 則行
栗田 賢一
小林 正治
坂下 英明
篠原 光代
下山 哲夫
瀬上 夏樹
高橋 一郎
田中 昌博
土持
眞
中嶋 正博
永易 裕樹
畑
毅
日比 英晴
別所 和久
丸岡 靖史
森田 章介
山本
学
吉岡
泉

東
雅之
飯田順一郎
市ノ川義美
大木 秀郎
各務 秀明
加藤 文度
金子 忠良
北川 善政
栗田
浩
小宮 正道
酒巻 裕之
柴田 敏之
代田 達夫
関谷 秀樹
高橋 浩二
田沼 順一
鄭
漢忠
長塚
仁
二川 浩樹
濱田
傑
平木 昭光
星
和人
溝口
到
森本 泰宏
山本 哲也
芳澤 享子

東 みゆき
飯田 征二
今村 佳樹
大野
敬
柿本 直也
金村 成智
川又
均
北野 尚孝
久山 佳代
小室 歳信
佐々木 朗
柴原 孝彦
進藤 正信
仙波伊知郎
高橋
哲
田村
功
藤内
祝
永原 國央
西川 泰央
濱田 良樹
平塚 博義
本田 和也
三宅
実
森山 啓司
湯浅 賢治
吉田
篤

9

鮎瀬 卓郎
飯野 光喜
上木耕一郎
大矢 亮一
葛西 一貴
金子 明寛
河野 憲司
桐田 忠昭
玄
景華
古森 孝英
佐々木啓一
澁谷
徹
杉浦
剛
高井 良招
武知 正晃
丹沢 秀樹
戸苅 彰史
中村 誠司
野口
誠
羽村
章
深山 治久
本田 雅規
宮崎
隆
矢島 安朝
横江 秀隆
代居
敬

新井
伊賀
植野
岡田
風岡
金田
管野
草間
古郷
近藤
佐藤
渋谷
杉山
高木
竹村
近津
冨永
中村
野村
原田
武川
前田
宮本
山下
横尾
依田

直也
弘起
高章
康男
宜暁
隆
貴浩
薫
幹彦
壽郎
健一
恭之
勝
律男
明道
大地
和宏
典史
武史
浩之
寛樹
伸子
洋二
善弘
聡
哲也

新崎
章
池邉 哲郎
上山 吉哉
岡本 哲治
片岡 竜太
上條竜太郎
喜久田利弘
楠川 仁悟
小林
馨
斎藤 一郎
里村 一人
嶋田
淳
砂田 勝久
髙田
訓
田中 昭男
津賀 一弘
豊澤
悟
中山 英二
長谷川 博
林
勝彦
福田 雅幸
前田 初彦
森
悦秀
山下 佳雄
横山 敦郎
米原 啓之

お知らせとお願い
Ⅰ．学術集会参加の皆様へ

受付開始：4 月 20 日（土）8:15～18:00
4 月 21 日（日）8:15～16:00
事前参加登録の方：事前に参加証、プログラム・抄録集を送付いたします。
当日はお忘れなくご持参いただき、会場内では参加証をご着用ください。当日
参加受付にお越しいただく必要はございません。
当日参加登録の方：参加登録受付（2F
部学生

ホワイエ）で参加費一般 15,000 円、外国人留学生・医歯学

・メディカルスタッフ 5,000 円（要証明書）を納入いただき、参加証、

（※1）

プログラム・抄録集をお受け取りください。
教育研修会：3,000 円（事前登録制です。空席がある場合は、当日先着順で申し込みを受付いたしま
す。）
超音波研修会（Hands-on）：5,000 円（事前登録制です。空席がある場合は、当日先着順で申し込み
を受付いたします。
）
参加証：会場内では必ずご記名の上、着用してください。未着用の方の入場はお断りいたします。
プログラム・抄録集：追加でご入用の場合は 5,000 円でご購入いただけます。
※1

Ⅱ．会場

歯学部・歯科大学および医学部・医科大学に在学中の学部学生、歯科衛生士専門学校・
看護師養成学校に在学中の学生で、大学院生は含みません。

ウェスタ川越
住所：〒350-1124

埼玉県川越市新宿町 1 丁目 17-17

総合受付

：2 階

ホワイエ

A 会場

：2 階

大ホール

B 会場

：1 階

多目的ホール C+D

C 会場

：1 階

多目的ホール A+B

D 会場

：2 階

会議室 1+2

E 会場

：2 階

活動室 1+2

F 会場

：2 階

活動室 3

ポスター会場 ：2 階

リハーサル室・大ホール

PC 受付

ホワイエ

：2 階

企業展示・書籍展示：2 階

大ホール

ホワイエ

ホワイエ

※お手持ちのスマートフォン、タブレットにて、第 73 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会ホーム
ページ（http://web.apollon.nta.co.jp/jss73/）より抄録集（PDF）をダウンロードすることで、ス
マートフォン、タブレットで抄録集をご覧いただけます。

Ⅲ．会員懇親会
日時：4 月 19 日（金）18:30～20:00
会場：川越プリンスホテル

※ドアオープン 18:00

ティーローズ

当日会費：5,000 円
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Ⅳ．発表者の皆様へ
1．発表者の資格
1）発表者、共同演者とも日本口腔科学会会員に限ります。非会員の方は、事前に入会手続きをお済
ませください。
連絡先：〒135-0033

東京都江東区深川 2-4-11

一ツ橋印刷株式会社

学会事務センター内

NPO 法人日本口腔科学会事務局
TEL：03-5620-1953

FAX：03-5620-1960

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

日本口腔科学会

郵便振替：00180-9-630158
特定非営利活動法人

日本口腔科学会

2．口演発表される方へ
1）次演者、次々演者の方は、所定の席（次演者席）でお待ちください。
2）一般口演の発表時間は 6 分、質疑応答は 3 分です。演者は時間を厳守し、座長の指示に従ってく
ださい。発表日時はプログラムでご確認ください。
3）会場で使用する PC の仕様
（1）OS：Windows10
（2）ソフト：Microsoft Power Point 2013/2016 を準備しております。
（3）発表者ツールの使用は禁止とさせていただきます。
4）発表データ
・スライド 2 枚目に必ず COI について表示してください。
・単写、CD-R または USB メモリー持ち込みによる発表といたします。USB メモリーに保存し
たデータが、他の PC でも読み込めることを事前にご確認ください。特別な場合以外、ご自身
でお持込の PC はご利用できませんのでご注意ください。スライドの枚数制限はありませんが、
時間厳守でお願いします。
・M
 ac ユーザーの方は念のためご自身のノート PC と D-sub15 ピンケーブルと接続できる形状に
変換するコネクタをご持参ください。また、当日 PC センターでの混乱を避けるため、あらか
じめ Windows で修正ならびに確認をお願いいたします。
・動画データをご使用の場合も念のためご自身のノート PC をご持参ください。
・ノート PC をお持込の場合、AC アダプターを必ずご用意ください。会場でご用意する映像ケー
ブルは D-sub15 ピンケーブルです。映像出力端子が特殊な形状の場合は D-sub15 ピンケーブル
と接続できる形状に変換するコネクタをご自身でご用意ください。また、スクリーンセーバー、
省電力設定、パスワードはあらかじめ解除しておいてください。発表データ受付時に確認させ
ていただき、設定が解除されていない場合は設定を変更させていただく場合がありますので、
ご了承ください。パスワードの設定が解除されていない場合は、パスワードロック時にお呼び
出しをする場合がございます。
・フォントは文字化けを防ぐため、次に記す Microsoft 社の標準フォントをご使用ください。
【日本語】MS ゴシック、MS P ゴシック、MS 明朝、MS P 明朝
【英語】Times、Times New Roman、Arial
・発表データのファイル名は「演題番号（半角）
、発表者氏名（フルネーム）.ppt（.pptx）
」とし
てください。お預かりした発表データは、学会終了時に事務局で責任をもって消去させていた
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だきます。
5）PC 受付
発表の 30 分前までに PC 受付（2F

ホワイエ）にて受付をお済ませください。

受付後、発表の 15 分前までに口演会場内の次演者席にて待機してください。
4 月 21 日（日）の演題は前日（4 月 20 日（土）
）の午後からも受付いたします。

3．ポスター発表される方へ
1）ポスター発表はパネルに演題番号を掲示してありますので、ご自身の番号をご確認の上、指定の
パネルに貼付してください。

20cm

2）ポスター貼付
貼付時間：4 月 20 日（土） 9:30～10:30

20cm

討論時間：4 月 20 日（土）16:00～17:35

演題
番号

70cm

演題名・氏名・所属
(W70×H20cm)

4 月 21 日（日） 8:45～10:20
撤去時間：4 月 21 日（日）16:30～17:00
ポスターは 2 日間の掲示をお願いします。
撤去時間終了後も掲示されているポスターは事務
局で処分しますのでご了承ください。
3）幅 70×20cm の上部スペースに演者の演題名、所
属、発表者（演者に○）を、幅 90×160cm のスペー

160cm

スに本文等を掲示してください。

発表内容貼付スペース

210cm

(W90×H160cm)

演題番号は事務局にて準備します。
なお、ポスター発表者は配布資料（A3 判ないし A4
判に縮小したポスターあるいは発表内容をまとめ
たもの）30 部を必ずご用意ください。
4）要旨口頭発表は 3 分、質疑応答は 2 分です。
5）ポスター賞・若手優秀ポスター賞
本学術集会では学会賞選考対象に応募されたポス
ター発表の中より、優れた発表に対しポスター賞・
若手優秀ポスター賞が授与されます。4 月 21 日（日）

30cm

この部分には
貼らないでください。
90cm

14:00 頃に発表（受賞ポスターにリボンを貼付する
とともに、総合受付に受賞者名を掲示）します。授賞式は、16:40 から A 会場にて行いますので、
受賞者は会場にご集合ください。

4．座長の先生へ
1）特別講演、宿題報告、指名報告、シンポジウム、ワークショップ、一般口演のセッションの座長
の先生は、ご担当予定時刻の 15 分前までに所定の会場にお越し下さい。
所定の時間内に収まるようにお願い申し上げます。
2）ポスターセッションの座長の先生は、ご担当予定時刻の 15 分前までに各ポスター会場 2 階リハー
サル室もしくは、大ホール

ホワイエの座長受付にて座長受付をお済ませ下さい。

※タイマー、指示棒はセッション前にお渡しいたします。所定の時間内に収まるようにお願い申し
上げます。
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Ⅴ．理事会、評議員会、総会
1）理事会

4 月 19 日（金）14:00～15:30

第 3 会議室

2）評議員会

4 月 19 日（金）15:30～17:00

会議室 1＋2

3）編集査読委員会

4 月 19 日（金）11:30～13:00

第 3 会議室

4）合同編集査読委員会

4 月 20 日（土）12:00～13:00

第 1・2 会議室

5）学会賞選考委員会

4 月 21 日（日）11:30～12:00

会議室 4

6）歯学教育委員会

4 月 21 日（日）12:00～13:00

多目的ホール A+B

Ⅵ．教育研修会（ランチョン形式）
日本口腔科学会員を対象とした教育研修会を開催いたします。
日時：4 月 20 日（土）12:30～14:30
会場：B 会場（1F

多目的ホール A～D）

主題：「骨と全身の健康との関わり」
受講料：3,000 円（弁当代を含む）
参加申し込み：事前参加登録制ですが、空席がある場合は、当日、先着順で申し込みを受け付けま
す。お弁当をご用意しておりますが、当日参加申込が多数の際にはお渡しできない
場合がございますので、あらかじめご容赦ください。
※本教育研修会の参加者には、日本口腔外科学会専門医等の申請要件、資格更新に必要な単位とし
て 5 単位が付与されます。受講修了証書は全ての講演を受講された方に対して、研修会終了後に
交付いたします。

Ⅶ．学術セミナー（ランチョンセミナー）
お弁当整理券を、開催当日に総合受付（2F

ホワイエ）付近にて先着順で配布いたします。

配布時間：4 月 21 日（日）8:15～11:30
※お弁当は数に限りがございますので、なくなり次第配布終了といたします。

Ⅷ．企業展示
日時：4 月 20 日（土）9:00～18:00
4 月 21 日（日）9:00～16:00
会場：2 階

大ホール

地下 2 階

ホワイエ

駐車場

メルセデス ･ ベンツ試乗会

Ⅸ．クローク
日時：4 月 20 日（土）8:15～18:00
4 月 21 日（日）8:15～16:00
会場：2 階

活動室 5
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交通のご案内・会場アクセス

川越市駅

至東松山

子

王

八

至

沢

西口 川越駅

16

ウェスタ川越
（南）

武 線
西 宿
新

東
武
J
東
R
上
川
線
越
線

駐車
入口 場

新宿町
（北）

16

旭町一丁目

至所沢

所

至

39

至
東
京

脇田新町

川越 I.C.

254

本川越駅

ウェスタ
川越

160

関
越
道

至さ
いた
ま

至坂戸

至高麗川

ウェスタ川越

6

至大宮

254

新宿町三丁目

至東京

至
池
袋

〒350-1124 埼玉県川越市新宿町 1-17-17
TEL.049-249-3777

ウェスタ川越へのアクセス
電車を
ご利用の場合

●

JR 川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩約 5 分

●

西武新宿線「本川越駅」より徒歩約 15 分

●「本川越駅」西武バス乗り場

①番

「本川越駅」
より 新所 02、本 55 系統「 川越駅西口」下車 徒歩約５分
本 53、本 54 系統「 ウェスタ川越前」下車すぐ
バスを
ご利用の場合 ●「本川越駅」西武バス乗り場 ②番

川越 35、川越 35-1 系統「 ウェスタ川越前」下車すぐ

お車を
ご利用の場合

●

関越自動車道川越 IC から国道 16 号線約 6 分
※駐車場は数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
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会場のご案内
ウェスタ川越
2F

F会場

活動室3

ポスター会場
リハーサル室

E会場

活動室1＋2

クローク

A会場

D会場

会議室1＋2

ポスター会場

総合受付

企業展示

PC受付

1F

B会場

多目的ホールC＋D

A会場

大ホール

C会場

多目的ホールA＋B
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日程表
4 月 19 日（金）

川越プリンスホテル
5 階ティーローズ

ウェスタ川越
会議室 1＋2

ウェスタ川越
第 3 会議室

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：00～15：30

14：30

理事会

15：00

15：30

15：30～17：00

16：00

評議員会

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

18：30～20：00

19：00

会員懇親会

19：30

（ドアオープン 18：00～）

20：00

20：30

21：00
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日程表
A 会場
2 階 大ホール
9：00

9：30

10：00

開会式

8：50～9：00
9：00～10：20

シンポジウム 1

「医原性の下歯槽神経・舌神経損傷
への適切な診断と最善の保存的・
外科的治療」
福田 謙一・藤田 茂之
座長：藤田 茂之

4 月 20 日（土）

1階

B 会場
多目的ホール C＋D

ウェスタ川越
1階

C 会場
多目的ホール A＋B

9：00～9：54

9：00～9：54

基礎

悪性腫瘍 1

基礎

1-B-1-1～1-B-1-6

座長：山本 哲也・川尻 秀一
10：00～11：12

10：00～10：54

悪性腫瘍 2

基礎

1-B-2-1～1-B-2-6

再生医学/その他

1-D-2-1～1-D-2-8

座長：原田 浩之・田沼 順一
11：00

悪性腫瘍 3/その他

1-D-1-1～1-D-1-6

座長：長塚 仁・桐田 忠昭

基礎

10：30

D 会場
会議室 1＋2

2階

座長：柴原 孝彦・杉浦 剛

11：00～12：00

海外招待講演

11：30

12：00

「Aspects of Future and Trends
in Implantology」
G. Wahl
座長：嶋田 淳

2F 大ホールホワイエ（企業展示会場）にて軽食をご用意しております。
12：30

12：30～14：30

13：00

教育研修会（ランチョン形式）
「骨と全身の健康との関わり」

13：30

平田 雅人・高柳 広
座長：中村 誠司・阪井 丘芳

14：00

14：30

14：30～15：30

15：00

総会

15：30

15：40～16：43

15：40～16：30
16：00

宿題報告

臨床的研究

林 孝文
座長：丹沢 秀樹
16：40～17：30

指名報告 1

末永 英之
座長：藤田 茂之

手術

座長：米原 啓之・里見 貴史

16：30

17：00

悪性腫瘍 2

1-D-3-1～1-D-3-7

16：40～17：10

16：45～17：39

学会受賞講演

臨床的研究
麻酔全身管理/顎関節

林 文彦・野島 瞳

1-D-4-1～1-D-4-6

17：30

座長：澁谷 徹・砂田 勝久
17：40～18：30

18：00

指名報告 2

中村 博幸
座長：高木 律男
18：30

18：40～20：30

18：40～20：40

18：40～20：40

19：00

19：30

サテライトセミナー 1

「第 23 回口蓋裂公開勉強会」
20：00

20：30

21：00
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サテライトセミナー 2

「第 22 回顎顔面手術手技研究会」

サテライトセミナー 3

「第 13 回口腔顎顔面核医学
フォーラム学術集会」

E 会場
2 階 活動室 1＋2
9：00

9：00～9：45

基礎

9：30

10：00

10：30

先天異常/外傷/感染症

4 月 20 日（土）

F 会場
2 階 活動室 3

ウェスタ川越
2階

第 1・2 会議室

9：00～11：00

1-E-1-1～1-E-1-5

9：30～10：30

座長：東 雅之・森 一将
9：50～11：02

症例報告

炎症/免疫性疾患

ポスター会場
2階 リハーサル室・大ホール フォワイエ

NPO 法人日本口腔科学会
認定医面接試験

ポスター貼付

1-E-2-1～1-E-2-8

10：30～16：00

座長：金村 成智・金子 明寛
11：00

11：30

12：00

数に限りがございます。
12：30

13：00

ポスター展示

13：30

14：00

14：00～16：00

14：30

NPO 法人日本口腔科学会
認定医面接試験

15：00

15：30

15：40～16：34
16：00

臨床的研究

歯周病/認知機能

16：00～17：35

1-E-3-1～1-E-3-6

16：30

座長：中川 種昭・林 勝彦
16：45～17：57

17：00

17：30

症例報告

ポスター討論
先天異常/外傷/
感染症

1-E-4-1～1-E-4-8

座長：虻川 東嗣・柴田 敏之
18：00

18：30

18：40～20：40

18：40～20：10

18：40～20：40

19：00

19：30

20：00

サテライトセミナー 5

サテライトセミナー 6
「第 47 回全国医学部附属病院歯科
口腔外科科長会議
（定例）
」
「超音波研修会ハンズオン
「進行再発口腔がん患者に対するド
「頸部リンパ節と舌の超音波検査」
ラッグリポジショニングの取り組み
（医師主導第Ⅲ相試験）
」
NPO 法人日本歯科放射線学会共催」
サテライトセミナー 4

20：30

21：00
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日程表
4 月 21 日（日）

A 会場
2 階 大ホール
9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

1階

9：00～10：10

茂呂 和世・横須賀 忠
座長：草間 薫

1階

C 会場
多目的ホール A＋B

9：00～9：36

ワークショップ 1

シンポジウム 2

「リンパ球研究の最新知見とこれから」

ウェスタ川越

臨床的研究
悪性腫瘍 1 リンパ節転移

9：00～10：00

「口腔科学推進プロジェクト研究」
小池 一幸・栗田 浩
モデレーター：藤田 茂之

2-C-1-1～2-C-1-4

座長：有地 榮一郎・中村 誠司

症例報告

悪性腫瘍 1

2-C-2-1～2-C-2-6

座長：飯野 光喜・小林 恒

シンポジウム 3

11：00～12：00 ワークショップ

2

「急性期医療および地域包括ケアの
多職種協働の中で、歯科医師の
果たすべき役割は？」

三浦 雅彦・光藤 健司・
不破 信和・本間 義崇
座長：藤内 祝

窪木 拓男・小原 眞知子・榎田 めぐみ
モデレーター：片岡 竜太

12：30

11：00～11：45

症例報告

特別講演

「これからの歯科医療環境をどう考えるか
地域包括医療の未来 歯科医療の展望と役割」

15：30

座長：今井 裕

学術セミナー 2
戸谷 収二
座長：森 一将

共催：クラシエ薬品株式会社
13：30～14：42

13：30～15：00

ワークショップ 3

16：00

16：30

17：00

17：30

野上 晋之介・岩井 俊憲・亀井 和利
モデレーター：高橋 哲

座長：嶋田 淳

14：50～16：30

「顎変形症治療の未来」

シンポジウム 5

竹内 孝仁・河原 英雄
座長：竹島 浩

市民公開講座

「その口内炎大丈夫ですか？」
17：20～17：30

座長：濱田 傑・近津 大地

座長：管野 貴浩・関谷 秀樹

2-C-4-1～2-C-4-8

2-C-5-1～2-C-5-7

「口腔機能と全身機能とのかかわり：
寝たきりからの生還」

16：30～16：40 優秀ポスター賞授賞式
16：40～17：20

臨床的研究
外傷/炎症/感染症/粘膜疾患

臨床的研究
悪性腫瘍 3 その他

シンポジウム 4

嶋田 淳

閉会式

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00

20

13：30～14：42

臨床的研究
先天異常/発育異常/炎症

14：55～15：58

15：00～17：00

外木 守雄・長坂 浩・
代田 達夫・小林 正治
座長：髙野 伸夫

良性腫瘍 1

12：30～13：30

「関節頭骨折の診断と治療～保存療
14：10～14：40 理事長講演
法から開放手術まで～」
「日本口腔科学会の役割・将来展望」
14：30

15：00

症例報告

2-C-3-1～2-C-3-5

共催：ニプロ株式会社

丹沢 秀樹

10：20～11：14

座長：冨永 和宏・川又 均

藤田 茂之
座長：植野 高章

田口 円裕

嚢胞

座長：別所 和久・宮本 洋二

学術セミナー 1

13：00

14：00

症例報告

2-D-1-1～2-D-1-8

悪性腫瘍 2

12：30～13：30

13：30～14：00

9：00～10：12

2-D-2-1～2-D-2-6

12：00

13：30

D 会場
会議室 1＋2

2階

座長：北野 尚孝・芳澤 享子

9：55～10：49

10：20～12：10

「手術によらない口腔癌治療」
11：30

B 会場
多目的ホール C＋D

座長：野村 武史・玄 景華

2-D-3-1～2-D-3-8

15：05～15：50

臨床的研究

その他 1

2-D-4-1～2-D-4-5

座長：佐々木 啓一・酒巻 裕之

E 会場
2 階 活動室 1＋2

4 月 21 日（日）

F 会場
2 階 活動室 3

ウェスタ川越
2階

第 1・2 会議室

ポスター会場
2階 リハーサル室・大ホール フォワイエ
8：45～10：20

9：00

9：30

9：00～9：54

9：00～11：00

臨床的研究

その他 2

2-E-1-1～2-E-1-6

ポスター討論

座長：小林 正治・外木 守雄
10：00

10：30

10：00～10：54

症例報告

良性腫瘍 2

NPO 法人日本口腔科学会
認定医面接試験
10：20～16：30

2-E-2-1～2-E-2-6

座長：志茂 剛・星 和人
11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

12：30～13：30

学術セミナー 3

大石 洋平・山下 涼平
座長：嶋田 淳

共催：ストローマン・ジャパン株式会社
13：30

13：30～14：15

症例報告

14：00

唾液腺/血液/その他

2-E-3-1～2-E-3-5

座長：坂下 英明・李 昌一

NPO 法人日本口腔科学会
認定医面接試験

14：30

15：00

15：30

ポスター展示

13：30～15：30

14：51～15：27

症例報告

その他

2-E-4-1～2-E-4-4

座長：坂下 英明・李 昌一

16：00

16：30

16：30～17：00

ポスター撤去

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

20：30

21：00

21

座長表

（敬称略）

■ 4 月 20 日（土）
会場
A

時間

セッション

タイトル

座長

医原性の下歯槽神経・舌神経
9：00～10：20 シンポジウム 1 損傷への適切な診断と最善の 藤田
保存的・外科的治療

茂之

和歌山県立医科大学

A

11：00～12：00 海外招待講演

Aspects of Future and
嶋田
Trends in Implantology

淳

明海大学

A

15：40～16：30 宿題報告

口腔顎顔面領域の超音波診断
丹沢
の現状と将来

秀樹

千葉大学

A

16：40～17：30 指名報告 1

コンピュータビジョンと拡張
現実ディスプレイを統合した 藤田
手術支援システムの開発

茂之

和歌山県立医科大学

A

17：40～18：30 指名報告 2

再発又は転移性頭頸部扁平上
髙木
皮癌の病態解明と分子標的薬

律男

新潟大学

B

9：00～ 9：54 1-B-1-1～6

基礎

悪性腫瘍 1

長塚
桐田

仁
忠昭

岡山大学
奈良県立医科大学

B

10：00～10：54 1-B-2-1～6

基礎

悪性腫瘍 2

原田 浩之 東京医科歯科大学
田沼 順一 新潟大学

B

18：40～20：30

サテライト
セミナー 1

B+C 12：30～14：30 教育研修会

第 23 回口蓋裂公開勉強会

三古谷 忠
夏目 長門

北海道大学
愛知学院大学

骨と全身の健康との関わり

中村
阪井

誠司
丘芳

九州大学
大阪大学

D

9：00～ 9：54 1-D-1-1～6

基礎

悪性腫瘍 3/その他

山本
川尻

哲也
秀一

高知大学
金沢大学

D

10：00～11：12 1-D-2-1～8

基礎

再生医学/その他

柴原
杉浦

孝彦
剛

東京歯科大学
鹿児島大学

D

15：40～16：43 1-D-3-1～7

臨床的研究
術

悪性腫瘍 2

手 米原
里見

啓之
貴史

日本大学
日本歯科大学

D

16：45～17：39 1-D-4-1～6

臨床的研究
顎関節

麻酔全身管理/ 澁谷
砂田

徹
勝久

松本歯科大学
日本歯科大学

E

9：00～ 9：45 1-E-1-1～5

基礎

東
森

雅之
一将

徳島大学
明海大学

E

9：50～11：02 1-E-2-1～8

症例報告

金村
金子

成智
明寛

京都府立医科大学
東海大学

E

15：40～16：34 1-E-3-1～6

臨床的研究
能

歯周病/認知機 中川
林

種昭
勝彦

慶應義塾大学
東京慈恵会医科大学

E

16：45～17：57 1-E-4-1～8

症例報告
染症

先天異常/外傷/感 虻川
柴田

東嗣
敏之

明海大学
岐阜大学

先天異常/外傷/感染症
炎症/免疫性疾患
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4 月 21 日（日）
会場
A

時間

セッション

9：00～10：10 シンポジウム 2

タイトル

座長

リンパ球研究の最新知見とこ
草間
れから

薫

明海大学

藤内

祝

明海大学

A

10：20～12：10 シンポジウム 3 手術によらない口腔癌治療

A

13：30～14：00 特別講演

これからの歯科医療環境をど
う考えるか 地域包括医療の 今井
未来 歯科医療の展望と役割

裕

獨協医科大学

A

14：10～14：40 理事長講演

日本口腔科学会の役割・将来
嶋田
展望

淳

明海大学

A

14：50～16：30 シンポジウム 4 顎変形症治療の未来

髙野

伸夫

東京歯科大学

口腔科学推進プロジェクト研
藤田
究

茂之

和歌山県立医科大学

B

急性期医療および地域包括ケ
11：00～12：00 ワークショップ 2 アの多職種協働の中で、歯科 片岡
医師の果たすべき役割は？

竜太

昭和大学

B

重篤な損傷を受けた舌神経・
下歯槽神経に対する人工神経
12：30～13：30 学術セミナー 1 リナーブⓇ を用いた治療～神 植野
経再生誘導術 施行後 1 年目
の評価～

高章

大阪医科大学

B

13：30～15：00 ワークショップ 3

関節頭骨折の診断と治療～保
高橋
存療法から開放手術まで～

哲

東北大学

B

15：00～17：00 シンポジウム 5

口腔機能と全身機能とのかか
竹島
わり：寝たきりからの生還

浩

明海大学

B

9：00～10：50 ワークショップ 1

C

9：00～ 9：36 2-C-1-1～4

臨床的研究
ンパ節転移

C

9：55～10：49 2-C-2-1～6

症例報告

悪性腫瘍 1

飯野
小林

光喜
恒

山形大学
弘前大学

C

11：00～11：45 2-C-3-1～5

症例報告

悪性腫瘍 2

冨永
川又

和宏
均

九州歯科大学
獨協医科大学

C

13：30～14：42 2-C-4-1～8

臨床的研究
異常/炎症

先天異常/発育 濱田
近津

傑
大地

近畿大学
東京医科大学

C

14：55～15：58 2-C-5-1～7

臨床的研究
の他

悪性腫瘍 3

そ 野村
玄

武史
景華

東京歯科大学
朝日大学

D

9：00～10：12 2-D-1-1～8

症例報告

嚢胞

北野
芳澤

尚孝
享子

日本大学
松本歯科大学

D

10：20～11：14 2-D-2-1～6

症例報告

良性腫瘍 1

別所
宮本

和久
洋二

京都大学
徳島大学

D

12：30～13：30 学術セミナー 2

口腔機能低下症と漢方薬治療
森
―口腔乾燥からのアプローチ―

一将

明海大学

D

13：30～14：42 2-D-3-1～8

臨床的研究 外傷/炎症/感染 管野
症/粘膜疾患
関谷

貴浩
秀樹

島根大学
東邦大学

D

15：05～15：50 2-D-4-1～5

臨床的研究

その他 1

佐々木啓一
酒巻 裕之

東北大学
千葉県立保健医療大学

E

9：00～ 9：54 2-E-1-1～6

臨床的研究

その他 2

小林
外木

正治
守雄

新潟大学
日本大学

E

10：00～10：54 2-E-2-1～6

良性腫瘍 2

志茂
星

剛
和人

北海道医療大学
東京大学

症例報告

悪性腫瘍 1
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リ 有地榮一郎
中村 誠司

愛知学院大学
九州大学

E

TRIOS（口腔内スキャナー）
が診療と経営にあたえるイン
12：30～13：30 学術セミナー 3 パクト
嶋田
デジタルデンティストリーの
現状と展望

E

13：30～14：15 2-E-3-1～5

症例報告
他

唾液腺/血液/その 坂下
李

英明
昌一

明海大学
神奈川歯科大学

E

14：51～15：27 2-E-4-1～4

症例報告

その他

坂下
李

英明
昌一

明海大学
神奈川歯科大学
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淳

明海大学

4 月 20 日（土）ポスター
時間

セッション

タイトル

座長

16：00～16：25 1-P7-1～5

基礎

再生医学/感染症/その他

片岡

竜太

昭和大学

16：00～16：30 1-P1-1～6

基礎

悪性腫瘍（1）

柴田

敏之

岐阜大学

16：00～16：30 1-P4-1～6

基礎

歯科インプラント/再生医学/その他

重松

久夫

明海大学

16：00～16：30 1-P8-1～6

臨床

悪性腫瘍

浅海

淳一

岡山大学

16：00～16：30 1-P13-1～6 症例報告

感染症/炎症・免疫性疾患/その他 龍田

恒康

明海大学

16：00～16：30 1-P16-1～6 症例報告

全身管理学/その他

高田

訓

奥羽大学

16：00～16：35 1-P11-1～7 臨床

血液疾患/その他

中嶋

正博

大阪歯科大学

16：35～17：00 1-P2-1～5

基礎

悪性腫瘍（2）

永易

裕樹

北海道医療大学

16：35～17：00 1-P5-1～5

基礎 唾液腺疾患/血液疾患/再生医学/その他 阪井

丘芳

大阪大学

16：35～17：05 1-P9-1～6

臨床

雅規

愛知学院大学

全身管理学/その他

16：35～17：05 1-P14-1～6 症例報告

粘膜疾患/嚢胞

本田
東

みゆき

東京医科歯科大学

16：40～17：10 1-P12-1～6 臨床

先天異常/発育異常/外傷/その他

上木

耕一郎

17：10～17：40 1-P3-1～6

基礎

悪性腫瘍/唾液腺疾患

樋田

京子

北海道大学

17：10～17：40 1-P6-1～6

基礎

顎関節/再生医学/その他

渋谷

恭之

名古屋市立大学

その他

森

17：10～17：40 1-P10-1～6 臨床

17：10～17：40 1-P15-1～6 症例報告

悪性腫瘍/血液疾患/全身管理学

良之

山下

山梨大学

自治医科大学

善弘

宮崎大学

4 月 21 日（日）ポスター
時間

セッション

タイトル

座長

8：45～ 9：15 2-P1-1～6

基礎

先天異常/発育異常/炎症・免疫性疾患 中村

8：45～ 9：15 2-P4-1～6

臨床
の他

感染症/炎症・免疫性疾患/顎関節/そ

8：45～ 9：15 2-P6-1～6

症例報告
その他

9：20～ 9：55 2-P2-1～7

基礎

典史

鹿児島大学

住友

伸一郎

西條

英人

東京大学

伊賀

弘起

徳島大学

9：20～ 9：50 2-P5-1～6

臨床 炎症・免疫性疾患/粘膜疾患/唾液腺疾
丸岡
患/再生医学/その他

靖史

昭和大学

9：55～10：25 2-P3-1～6

基礎

永原

國央

朝日大学

9：55～10：25 2-P7-1～6

症例報告

池邉

哲郎

福岡歯科大学

先天異常/良性腫瘍/唾液腺疾患/

粘膜疾患/唾液腺疾患/その他

歯科インプラント/再生医学
良性腫瘍
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朝日大学

プログラム

プログラム
理事長講演
特別講演
海外招待講演
宿題報告
指名報告
学会賞受賞講演
シンポジウム
ワークショップ
教育研修会
サテライトセミナー
学術セミナー
市民公開講座

プ
ロ
グ
ラ
ム

理事長講演

4月21日
（日） 14：10〜14：40

A会場

座長：嶋田 淳（明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野I）

日本口腔科学会の役割・将来展望
丹沢 秀樹
千葉大学大学院医学研究所

特別講演

4月21日
（日） 13：30〜14：00

A会場

座長：今井 裕（獨協医科大学医学部）

これからの歯科医療環境をどう考えるか
地域包括医療の未来 歯科医療の展望と役割
田口 円裕
厚生労働省 医政局歯科保健課

海外招待講演

4月20日
（土） 11：00〜12：00

A会場

座長：嶋田 淳（明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野I）

Aspects of Future and Trends in Implantology
G. Wahl
Bonn/Germany
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宿題報告

4月20日
（土） 15：40〜16：30

A会場

座長：丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院）

口腔顎顔面領域の超音波診断の現状と将来
林 孝文
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

指名報告 1

4月20日
（土） 16：40〜17：30

A会場

座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座）

コンピュータビジョンと拡張現実ディスプレイを統合した手術支援システムの開発
末永 英之
東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科

指名報告 2

4月20日
（土） 17：40〜18：30

A会場

座長：髙木 律男（新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野）

再発又は転移性頭頸部扁平上皮癌の病態解明と分子標的薬
中村 博幸
金沢大学医薬保健研究域顎顔面口腔外科学分野
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プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

学会受賞講演

4月20日
（土） 16：40〜17：10

B会場

1．胃がんにおける手術リスク評価法 E-PASS による術後合併症発症リスク評価と周
術期口腔機能管理
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

林 文彦

2．病理組織標本作製過程における組織の寸法変化に関する検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座顎口腔外科学分野

野島 瞳，他

シンポジウム 1『医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の
保存的・外科的治療』

4月20日
（土） 9：00〜10：20

A会場

）
座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科（歯科口腔外科学講座）

1．下歯槽神経および舌神経障害に対する適切な診断法と保存的加療法とその限界
東京歯科大学口腔健康科学講座 障害者歯科・口腔顔面痛研究室

福田 謙一

2．医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の保存的・外科的治療
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

藤田 茂之

シンポジウム 2『リンパ球研究の最新知見とこれから』

4月21日
（日） 9：00〜10：10

A会場

座長：草間 薫（明海大学歯学部 病態診断治療学講座 病理学分野）

1．2 型自然リンパ球 ILC2 と疾患
理化学研究所生命医科学研究センター

茂呂 和世

2．分子イメージングが拓くがん免疫応答と T 細胞活性化メカニズムの解明〜免疫
チェックポイント分子とキメラ抗原受容体 CAR のシグナルソーム形成〜
東京医科大学 免疫学分野
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横須賀 忠

プ
ロ
グ
ラ
ム

シンポジウム 3『手術によらない口腔癌治療』

4月21日
（日） 10：20〜12：10

A会場

座長：藤内 祝（明海大学副学長）

1．口腔癌に対する小線源治療の現状と展望
東京医科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野

三浦 雅彦

2．臓器温存を目指した進行口腔癌に対する動注化学放射線療法
横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

光藤 健司

3．頭頸部癌に対する放射線治療の最近の進歩
伊勢赤十字病院 放射線治療科

不破 信和

国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科

本間 義崇

4．機能温存を目指した口腔癌への集学的治療

シンポジウム 4『顎変形症治療の未来』

4月21日
（日） 14：50〜16：30

A会場

座長：髙野 伸夫（東京歯科大学市川総合病院 口腔がんセンター）

1．［顎変形症治療の未来］睡眠外科治療としての外科的矯正治療の応用とその問題点
日本大学歯学部口腔外科学講座

外木 守雄

2．インプラントアンカーを利用したサージェリーファースト法による外科的矯正治
療のアップグレード
仙台青葉クリニック

長坂 浩

3．手術ナビゲーションと CAD/CAM スプリントによる精度の高い顎矯正手術を目
指して
昭和大学歯学部口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

4．安全な顎矯正手術を目指して
orthognathic surgery

代田 達夫

Strategies to improve the patient safety of

新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野
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小林 正治

プ
ロ
グ
ラ
ム

シンポジウム 5『口腔機能と全身機能とのかかわり：寝たきりからの生還』

4月21日
（日） 15：00〜17：00

B会場

座長：竹島 浩（明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野）

1．歯科は自立支援の救世主―咀嚼・活動連関
国際医療福祉大学大学院

竹内 孝仁

河原英雄歯科医院

河原 英雄

2．超高齢社会における歯科の役割

ワークショップ 1『口腔科学推進プロジェクト研究』

4月21日
（日） 9：00〜10：00

B会場

モデレーター：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座）

1．「口腔機能に関する退院時患者アンケート調査」の結果報告
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

小池 一幸

2．口腔医療の効果検証 「周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子に関する後
ろ向き観察研究」
栗田 浩

信州大学医学部歯科口腔外科学教室

ワークショップ 2『急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、
歯科
医師の果たすべき役割は？』

4月21日
（日） 11：00〜12：00

B会場

モデレーター：片岡 竜太（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座歯学教育部門）

1．ミールラウンドとそれに基づくカンファレンスを模倣した多職種連携ワーク
ショップを経験して
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 インプラント再生補綴学分野

窪木 拓男

2．地域包括ケア時代における「食」・「口」・「ケア」と多職種協働
日本社会事業大学 社会福祉学部

小原 眞知子

3．医療職養成における多職種連携教育（Interprofessional Education：IPE）の
意義
昭和大学保健医療学部 保健医療学教育学（看護学科 精神看護学兼任）
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榎田 めぐみ

ワークショップ 3『関節頭骨折の診断と治療〜保存療法から開放手術まで〜』

4月21日
（日） 13：30〜15：00

B会場

モデレーター：高橋 哲（東北大学）

1．下顎骨単純骨折の落とし穴―下顎骨関節突起骨折と正中部・傍正中部骨折―
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野

野上 晋之介

2．関節頭骨折に対する観血的整復固定術
横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科

岩井 俊憲

3．両側関節包内骨折を伴った下顎正中骨折の治療
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院歯科口腔外科

亀井 和利

教育研修会『骨と全身の健康との関わり』

4月20日
（土） 12：30〜14：30

B+C会場

座長：中村 誠司（九州大学大学院所属歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野）
阪井 丘芳（大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室）

1．骨免疫学と骨の破壊・再生
東京大学大学院医学系研究科免疫学

高柳 広

福岡歯科大学

平田 雅人

2．骨は内分泌器官

サテライトセミナー 1『第 23 回口蓋裂公開勉強会』

4月20日
（土） 18：40〜20：30
座長：三古谷 忠（北海道大学）
夏目 長門（愛知学院大学）
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サテライトセミナー 2『第 22 回顎顔面手術手技研究会』

4月20日
（土） 18：40〜20：40

C会場

サテライトセミナー 3『第 13 回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』

4月20日
（土） 18：40〜20：40

D会場

サテライトセミナー 4『進行再発口腔がん患者に対するドラッグリポジショ
ニングの取り組み（医師主導第Ⅲ相試験）
』

4月20日
（土） 18：40〜20：40

E会場

サテライトセミナー 5『第 47 回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
（定例）』

4月20日
（土） 18：40〜20：10
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F会場

サテライトセミナー 6『超音波研修会ハンズオン「頸部リンパ節と舌の超音波
検査」NPO 法人日本歯科放射線学会共催』

4月20日
（土） 18：40〜20：40

第1・2会議室

学術セミナー 1

ニプロ株式会社

4月21日
（日） 12：30〜13：30

B会場

座長：植野 高章（大阪医科大学医学部口腔外科学教室）

重篤な損傷を受けた舌神経・下歯槽神経に対する人工神経リナーブⓇを用いた治療〜
神経再生誘導術 施行後 1 年目の評価〜
藤田 茂之
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

学術セミナー 2

クラシエ薬品株式会社

4月21日
（日） 12：30〜13：30

D会場

座長：森 一将（明海大学歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科分野I）

口腔機能低下症と漢方薬治療―口腔乾燥からのアプローチ―
戸谷 収二
日本歯科大学新潟病院 口腔外科
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学術セミナー 3

ストローマン・ジャパン株式会社

4月21日
（日） 12：30〜13：30

E会場

座長：嶋田 淳（明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野I）

TRIOS（口腔内スキャナー）が診療と経営にあたえるインパクト
デジタルデンティストリーの現状と展望
大石 洋平，山下 涼平
医療法人社団大志技工部 Peake Materials

市民公開講座

4月21日
（日） 16：40〜17：20

A会場

「その口内炎大丈夫ですか？」
嶋田 淳
明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 I
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1-B-1-1

基礎

悪性腫瘍 1

座長：長塚 仁・桐田 忠昭

マウス舌癌モデルの樹立と免疫組織学的解析
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 分子免疫学分野、
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

1-B-1-2

加島 義久，他

無血清培養系での口腔癌由来細胞株の樹立
広島大学病院 顎・口腔外科

1-B-1-3

濱田 充子，他

口腔原発神経内分泌癌由来細胞株の無血清培養系での樹立
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

1-B-1-4

無血清培養系を用いた扁平上皮癌細胞の放射線耐性獲得機構の細胞内分泌学的
機能解析
広島大学病院 顎・口腔外科

1-B-1-5

内迫 香織，他

口腔扁平上皮癌における骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）の破骨細胞分化との
関連
富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

1-B-1-6

石戸 克尚，他

Ammonium Tetrathiomolybdate は骨芽細胞における RANKL 発現抑制を介
して口腔癌骨破壊病変を制御する
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

10：00〜10：54
1-B-2-1

基礎

悪性腫瘍 2

奥井 達雄，他

座長：原田 浩之・田沼 順一

舌扁平上皮がんにおける Claudin-1 の発現と臨床病理学的所見との関連
東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

1-B-2-2

佐藤 成紀，他

山本 大介，他

口腔扁平上皮癌細胞の浸潤・増殖における Claudin1 の機能解析
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学、
広島大学病院 口腔再建外科 顎口腔外科

1-B-2-3

信本 忠義，他

口腔扁平上皮癌での PD-L2 の発現とバイオマーカーとしての有用性の検討
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野、
福岡歯科大学 細胞分子生物学講座 細胞生理学分野

1-B-2-4

首藤 俊一，他

腫瘍に集積するミエロイド系細胞の違いは PD-L1 阻害剤との併用免疫療法効
果に影響を与える
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子免疫学分野、
富山大学 大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座
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立浪 秀剛，他

1-B-2-5

口腔癌における glutathione peroxidase enzyme 4（GPX4）の役割
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

1-B-2-6

福田 正勝，他

血中循環腫瘍細胞（CTCs）および血中循環腫瘍 DNA（ctDNA）によるリ
アルタイムモニタリング
東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、
国立がん研究センター研究所 早期診断バイオマーカー開発部門
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鬼谷 薫，他
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4月20日
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1-D-1-1

基礎

悪性腫瘍 3/その他

座長：山本 哲也・川尻 秀一

転写コリプレッサー TLE3 は悪性黒色腫の悪性度と関連し HDAC 活性を介し
て増殖を促進する
九州歯科大学 分子情報生化学分野

1-D-1-2

古株 彰一郎，他

エリブリンの高浸潤性頭頚部癌に対する選択的高感受性の検討
金沢大学大学院 医薬保健研究域医学系 顎顔面口腔外科学分野

1-D-1-3

小林 泰，他

口腔扁平上皮癌の抗癌剤耐性獲得における細胞老化関連分泌現象の関わり
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

1-D-1-4

笹部 衣里，他

Cmab は口腔癌に対して NFκB の抑制を介してシスプラチンの抵抗性を解除
する
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野

1-D-1-5

野海 健太，他

口腔癌細胞における MALT1 核移行ドメインの解析
明海大学歯学部 病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第2分野

1-D-1-6

林 宏泰，他

慢性 GVHD に関連する口腔がんのエピジェネティック制御
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野

10：00〜11：12
1-D-2-1

基礎

再生医学/その他

座長：柴原 孝彦・杉浦 剛

下歯槽神経損傷後の細胞治療の効果を検討するための新しい動物実験モデル
愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

1-D-2-2

兵頭 克弥，他

伸展刺激下で得た細胞培養上清における骨形成・血管新生能の検討
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学

1-D-2-5

大竹 啓太，他

分子可動性ポリロタキサン表面への血管内皮細胞成長因子の固定化が血管ネッ
トワーク形成に及ぼす影響
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野

1-D-2-4

伊藤 発明，他

末梢神経切除後の神経再生における人工神経チューブの開発
愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座

1-D-2-3

杉山 悟郎，他

荻須 宏太，他

無血清オーガノイド培養法を用いたマウス iPS 細胞からの顎顔面頭部組織の誘
導
広島大学病院 顎口腔外科

大林 史誠，他
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1-D-2-6

近赤外分光法（Near-infrared spectroscopy）を用いた歯科装具の装着刺激
による脳血流動態の解析第二報
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門分子口腔医学・顎顔面外科学
宮田 秀政，他

1-D-2-7

Lymphokine-activated killer 細胞の細胞障害活性の誘導に及ぼすコレステ
ロール合成阻害剤の影響
広島大学 顎口腔外科

1-D-2-8

三島 健史

ラット舌下腺の筋上皮におけるアディポネクチンの局在・発現と糖尿病での変
化
明海大学歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学II分野

15：40〜16：43

臨床的研究

悪性腫瘍 2

三宅 言輝，他

手術
座長：米原 啓之・里見 貴史

1-D-3-1

SCIP flap/遊離鼠径皮弁を用いた顎口腔・顔面領域の再建
和歌山県立医科大学 形成外科学講座、
東京医科歯科大学 顎口腔外科学分野

1-D-3-2

当科における遊離組織移植による再建術の臨床的検討
弘前大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座

1-D-3-3

長谷川 佑磨，他

口腔癌に対する逆行性の超選択的動注化学療法における浅側頭動脈よりのカ
テーテル 2 本同時留置法について
春日井市民病院 歯科口腔外科

1-D-3-5

丹下 和久，他

口腔癌切除後皮弁再建におけるサルコペニアと Surgical Site Infection
群馬大学医学部附属病院 形成外科

1-D-3-6

中村 英玄，他

腓骨皮弁による下顎再建後に広範囲顎骨支持型補綴による治療を行った症例の
口腔機能評価
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

1-D-3-7

伊藤 良平，他

舌部分切除術後の術後出血に関する臨床的検討〜MCFP 法と縫縮法での比較〜
筑波大学附属病院 歯科口腔外科

1-D-3-4

宮崎 英隆，他

押谷 将之，他

新規血清 microRNA を用いた口腔扁平上皮癌診断アルゴリズムの構築
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野
中村 康大，他
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16：45〜17：39

臨床的研究

麻酔全身管理/顎関節
座長：澁谷 徹・砂田 勝久

口
演
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4
月
20
日
︶

1-D-4-1

静脈内鎮静管理後の覚醒状態判定へのモニター一体型視線計測装置の活用
日本歯科大学 生命歯学部 歯科麻酔学講座

1-D-4-2

局所麻酔下の下顎埋伏智歯抜歯時における Virtual Reality を用いた不安軽減
効果
佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1-D-4-3

荒巻 亮太，他

舌痛症患者における仏痛程度、口腔関連 QOL、抑うつ症状に関する検討
静岡県立総合病院 歯科口腔外科

1-D-4-5

山下 佳雄，他

下顎埋伏智歯抜歯に伴う術前術後の不安・恐怖に関する調査
佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1-D-4-4

篠原 健一郎，他

後藤 明彦，他

当科において開口障害が認められた患者の最終診断に関する検討
金沢大学 大学院 医薬保健学総合研究科 外科系医学領域 顎顔面口腔外科学分野
定梶 嶺，他

1-D-4-6

顎関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の 1 例
日本大学歯学部口腔外科学講座

藪田 奈菜子，他
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4月20日
（土） E会場

9：00〜9：45
1-E-1-1

基礎

先天異常/外傷/感染症

座長：東 雅之・森 一将

Msx1 遺伝子変異と低酸素負荷の複合作用による口蓋裂発症機構の解析
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野

1-E-1-2

朴 真実，他

基底細胞母斑症候群（NBCCS）の変異解析及びインテグレーションフリー・
フィーダーフリー・無血清培養系での NBCCS 特異的 iPSC の樹立
広島大学病院 顎・口腔外科

1-E-1-3

中瀬 洋司，他

ラット脳挫傷モデルにおける、血液凝固因子第 IX 因子由来ペプチドによる血管
透過性の制御と予後の改善
日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野

1-E-1-4

口腔カンジダ菌量とホストの全身状態との関連：特定健診結果との関連
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

1-E-1-5

栗田 浩，他

口腔粘膜上皮細胞における抗菌ペプチド LL-37 の endocytosis を介した核酸
導入機構と炎症応答
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻 歯学講座 口腔外科学

9：50〜11：02
1-E-2-1

症例報告

炎症/免疫性疾患

腫瘍性病変を疑った下顎骨骨髄炎の 2 例

吉田 和功，他

経口ビスフォスフォネート製剤が著効したびまん性硬化性骨髄炎の 2 例
都立大塚病院 口腔科

1-E-2-4

角屋 貴則，他

口蓋膿瘍を併発した歯内歯の一例
市立三次中央病院 歯科口腔外科

1-E-2-5

木村 直大，他

口腔に発生した結節性筋膜炎の統合解析
群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-E-2-6

高久 裕紀，他

歯性感染症が原因として考えられた敗血症性肺塞栓症
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学

1-E-2-7

檀上 敦，他

SAPHO 症候群に対してビスフォスフォネート製剤が有効であった 1 例
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

1-E-2-3

加藤 大喜，他

座長：金村 成智・金子 明寛

佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

1-E-2-2

正岡 鷹，他

武田 斉子，他

下顎角部に発生した結節性筋膜炎の 1 例
旭川赤十字病院 歯科口腔外科

嶋崎 康相，他
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口
演
︵
4
月
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日
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1-E-2-8

抜歯および歯根嚢胞摘出により掌蹠膿疱症が改善した一例
自治医科大学附属病院 歯科口腔外科学講座

口
演
︵
4
月
20
日
︶

15：40〜16：34
1-E-3-1

臨床的研究

歯周病/認知機能

柏崎 明子，他

座長：中川 種昭・林 勝彦

残存歯数減少に関連する食事パターンの認知機能低下への影響：中島町研究
金沢大学 医薬保健研究域 顎顔面口腔外科学分野

1-E-3-2

石宮 舞，他

残存歯数と認知機能の関連に関する研究―ながはまスタディ―
京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔外科学分野

1-E-3-3

ロコモティブシンドロームと残存歯数の関連に関する研究―ながはまスタ
ディ―
京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口腔外科学分野

1-E-3-4

山田 憲司，他

群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科における周術期口腔機能管理の
介入効果の検討
群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-E-3-6

福原 紫津子，他

歯周病とメタボリックシンドロームとの関連についての検討〜特定健診対象者
における横断的検討〜
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

1-E-3-5

福原 紫津子，他

浅見 拓哉，他

相模原協同病院全職員の口腔ケア関連に関する意識調査第二報―院内周術期口
腔機能管理システム確立後の関連知識普及について―
鶴見大学短期大学部 歯科衛生科、
鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座

16：45〜17：57

症例報告

藤原 久子，他

先天異常/外傷/感染症
座長：虻川 東嗣・柴田 敏之

1-E-4-1

下顎骨骨折治療時に発見された血清コリンエステラーゼ欠損症の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構 歯科口腔外科

1-E-4-2

両側上顎第 2、
第 3 大臼歯の癒着と、
両側上下顎第 2、第 3 大臼歯の埋伏を認
めた 1 例
伊勢赤十字病院 歯科口腔外科

1-E-4-3

小池 亜弥，他

岩本 哲也，他

内骨症が原因と考えられた症候性三伹神経痛の 1 例
和歌山県立医科大学

福谷 知士，他
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1-E-4-4

吸収性根管充填剤の逸出により生じた一過性オトガイ神経麻痺の 1 例
三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野
加納 慶子，他

1-E-4-5

口腔内多発潰瘍を契機に HIV が判明した 1 例
産業医科大学病院 歯科口腔外科

1-E-4-6

平島 惣一，他

鼻唇溝皮弁を用いた薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）に対する外科療法
広島赤十字原爆病院 歯科口腔外科

1-E-4-7

明見 能成，他

乳癌の下顎骨転移治療後に骨吸収抑制薬剤関連顎骨壊死を生じた 1 例
久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター

1-E-4-8

森口 智史，他

急激なガス産生を認めた頸部壊死性筋膜炎の 1 例
近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科
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鈴木 晴也，他

口
演
︵
4
月
20
日
︶

4月20日（土） ポスター会場

16：00〜16：30
1-P1-1

基礎

悪性腫瘍（1）

座長：柴田 敏之

OSCC において AIM2 の高発現は、TGF-β 経路の活性化による EMT の誘導
を介して浸潤・転移を促進する
宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野、

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

宮崎大学 医学部 機能制御学講座

1-P1-2

腫瘍生化学分野

中村 友梨，他

うがい液を用いた DNA メチル化検出による健常日本人口腔粘膜のエピゲノム
プロファイリング
鹿児島大学 医歯学域附属病院 口腔顎顔面センター 口腔外科

1-P1-3

浜田 倫史，他

口腔扁平上皮癌における制御性 T 細胞の発現に関する免疫組織化学的検討
札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

1-P1-4

小池 和茂，他

新たに開発した腫瘍溶解アデノウイルスの効果の検討
北海道大学大学院 歯学研究院 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室、
北海道大学大学院 歯学研究院 口腔病態学講座 血管生物分子病理学教室

1-P1-5

加藤 泰史，他

膵がん細胞における薬剤耐性機構の解明とその克服
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野、
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 分子腫瘍学分野

1-P1-6

口腔癌に対する新規温熱療法開発の可能性
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

16：35〜17：00
1-P2-1

品川 憲穂，他

基礎

戸田（徳山）麗子，他

悪性腫瘍（2）

座長：永易 裕樹

SMAD4 の発現低下は口腔白板症の癌化および口腔扁平上皮癌の抗アポトーシ
ス作用を介した抗癌剤抵抗性に関与する
熊本大学医学部附属病院 歯科口腔外科

1-P2-2

坂田 純基，他

口腔癌の進展において PKM2 は TGIF2 を制御することで EMT に関与する
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野

1-P2-3

田中 文恵，他

Immunohistochemical assessment of Cdt1, geminin, and gamma H2A.X
in oral epithelial precursor lesions and squamous cell carcinoma
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野、
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔病理学分野

1-P2-4

Siril Yves Junior，他

MCFD2-LMAN1 複合体過剰発現は LGALS3BP の過剰分泌を誘導し口腔扁平
上皮癌の転移・浸潤の促進に寄与する
千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座
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小松 万理，他

1-P2-5

口腔癌転移機構に寄与する TRAM2/PERK/MMPs 分子経路の解明とその制
御・治療薬の同定
千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学講座

17：10〜17：40
1-P3-1

基礎

悪性腫瘍/唾液腺疾患

加瀬 裕太郎，他

座長：樋田 京子

TGF-β シグナルが誘導する口腔扁平上皮癌細胞の浸潤、骨破壊における p130
Cas の役割
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野、
九州歯科大学 健康増進学講座 分子情報生化学分野

1-P3-2

口腔扁平上皮癌における ΔNp63 を介した kallikrein-related peptidase
（KLK）5 の発現と機能について
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

1-P3-3

川原 健太，他

ゲノム編集（CRISPR/Cas9）
による扁平上皮癌細胞における Heparin-binding
protein 17/FGF-Binding Protein-1 の機能解析
広島大学病院 顎・口腔外科

1-P3-6

福田 晃，他

口腔扁平上皮癌における miR-30a は cyclin E2 を介して 5-FU 耐性に関与す
る
熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分野

1-P3-5

服部 多市，他

テロメア DNA 構造結合性化合物の癌細胞特異的増殖抑制効果の検討
九州歯科大学附属病院 顎顔面外科学分野

1-P3-4

柳沼 樹，他

檜垣 美雷，他

唾液腺粘表皮癌の EGFR シグナル伝達経路における遺伝子変異の臨床病理学
的検討
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科
学分野、
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体情報・機能制御医学専攻 臨床病態病理学分野
森田 麻希，他

16：00〜16：30

基礎

歯科インプラント/再生医学/その他
座長：重松 久夫

1-P4-1

iPTH 投与による酸化・抗酸化バランスおよび下顎新生骨における骨質の変化
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学、
広島市立広島市民病院歯科口腔外科

1-P4-2

吉岡 洋祐，他

MRONJ モデルマウスにおける骨構造解析
オーラルメディシン・口腔外科学講座
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岡村 将宏，他

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

1-P4-3

破骨細胞の分化に対する RNA 結合タンパク HuR の役割
北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野 口腔顎顔面外科学教室、
北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野 血管生物分子病理学教室

1-P4-4

養田 稔，他

破骨細胞におけるモノカルボン酸トランスポーターの役割について
昭和大学歯学部 口腔生化学講座

1-P4-5
ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

今井 裕子，他

骨芽細胞における PP2A 調節サブユニットを介した FGF シグナルの制御
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野

1-P4-6

鈴木 あずさ，他

ゾレドロネート静脈内投与マウスでの LPS による IL-1α および IL-1β の増加
に関してのクロドロネートによる抑制
東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

16：35〜17：00

基礎

鈴木 飛佳理，他

唾液腺疾患/血液疾患/再生医学/その他
座長：阪井 丘芳

1-P5-1

アテローム性動脈硬化病変における Interleukin-17A（IL-17A）の生物学的機
能の解明について
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野、
九州歯科大学 健康増進学講座 感染分子生物学分野

1-P5-2

Lrrc34 Cre マウスを用いた唾液腺腺房細胞の自己複製能力の検証
岐阜大学大学院 医学系研究科 口腔病態学

1-P5-3

竹内 寿志，他

唾液腺特有の三次元的な組織構造を有する唾液腺オルガノイドの新規誘導法
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

1-P5-5

石田 和久，他

歯髄幹細胞培養上清が顎下腺主導管結紮解除マウスの萎縮唾液腺に及ぼす効果
日本歯科大学 新潟生命歯学部 顎口腔全身関連治療学

1-P5-4

塩次 將平，他

栗本 聖之，他

胎仔マウス顎下腺原基の器官凍結保存
朝日大学 歯学部 口腔外科学分野、
朝日大学 歯学部 歯科薬理学分野

足立 圭亮，他
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17：10〜17：40
1-P6-1

基礎

顎関節/再生医学/その他

Diffusion tensor imaging を応用した伵筋内部筋線維動態の 3 次元解析手法
の開発
東北大学 歯学研究科 口腔システム補綴学分野

1-P6-2

座長：渋谷 恭之

菅野 武彦，他

器官培養したラット顎関節の軟骨の成長におよぼす低出力半導体レーザー照射
の影響について
愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座、
愛知学院大学未来口腔医療研究センター

1-P6-3

骨膜を含む皮膚全層欠損の治癒について
滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1-P6-4

加藤 有悟，他

中学生における伵合力と関連因子の検討
山梨大学大学院 総合研究部医学域 臨床医学系 歯科口腔外科学講座

16：00〜16：25
1-P7-1

奈良井 節，他

歯嚢組織における体性幹細胞の局在性についての検討
日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科講座

1-P6-6

白井 悠貴，他

CRISPR/CAS を利用した新規骨分化ハイスループットスクリーニング系の樹立
鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野

1-P6-5

杉田 好彦，他

基礎

再生医学/感染症/その他

平出 諒太，他

座長：片岡 竜太

多孔膜状疎水化ゼラチン接着膜が創傷治癒過程に与える影響
鹿児島大学医歯学総合研究科・口腔学顔面外科学分野

1-P7-2

古閑 崇，他

担体と細胞を併用した歯の移植に関する基礎的検討
松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座、
松本歯科大学 大学院歯学独立研究科 硬組織疾患制御再建学講座

1-P7-3

薬剤耐性黄色ブドウ球菌バクテリオファージのゲノム解析
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

1-P7-4

内川 恵里，他

北村 直也，他

グレープフルーツ種子抽出物の義歯上 C. albicans バイオフィルムの殺菌効果
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

1-P7-5

堤 千明，他

CALHM3 のパルミトイル化による CALHM1/3 チャネルの機能制御
京都府立医科大学 大学院 医学研究科 細胞生理学、
京都府立医科大学 大学院 医学研究科 歯科口腔科学
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奥井 元貴，他

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

16：00〜16：30
1-P8-1

臨床

悪性腫瘍

口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移節外浸潤を CT で診断できるか？：人工知
能 Deep learning による検討
愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

1-P8-2
ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

16：35〜17：05

臨床

鈴木 隆太，他

全身管理学/その他

金 舞，他

青年期における伵合異常の訴えと全身疾患との強固な相関―大学新入生 6069
名を対象としたアンケート調査結果より―
東京大学保健・健康推進本部

1-P9-5

丹保 彩子，他

FDG-PET を用いた周術期等口腔機能管理患者における口腔有害事象リスクの
検討
群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-P9-4

藤本 愉莉，他

高齢者総合的機能評価は口腔内状態を反映するか〜看護師との共通理解を深め
るために〜
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 歯科口腔外科

1-P9-3

座長：本田 雅規

術後肺炎や術後感染に対するリスク因子の評価およびその検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

1-P9-2

福嶋 玲雄，他

当科における口腔癌患者の臨床統計学的検討
日本大学 歯学部 口腔外科学講座

1-P9-1

傳田 祐也，他

当科における口腔扁平上皮癌亜型の臨床統計学的検討
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

1-P8-6

牧口 貴哉，他

シスプラチンを用いた化学放射線療法による急性腎障害発症に関して：ケース
コントロールスタディ
東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学

1-P8-5

原田 耕志，他

Aesthetic mind をそなえた口唇・口唇周囲広範欠損再建
群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-P8-4

有地 淑子，他

ヒト口腔扁平上皮癌における SCCA 発現の臨床的意義の検討―SCCA1/A2 と
SCCA2 との比較―
山口大学 大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座

1-P8-3

座長：浅海 淳一

阿部 雅修，他

当科における 80 歳以上の入院症例の臨床的検討
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野1
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松本 安吏，他

1-P9-6

千葉ろうさい病院における周術期口腔機能管理の推移と今後の展望
独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉ろうさい病院 歯科口腔外科

17：10〜17：40
1-P10-1

臨床

山本 淳一郎，他

その他

座長：森 良之

総合病院での歯科口腔外科新規開設と診療実績
TMGあさか医療センター 歯科口腔外科、
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座

1-P10-2

島崎 士，他

当院における自家歯牙移植のチームアプローチと臨床統計学的検討
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座

1-P10-3

辻 要，他

尾道総合病院における医科歯科連携周術期口腔ケアの現状
尾道総合病院

1-P10-4

伊藤 翼，他

入院中の精神科患者の口腔衛生状態に関連する因子の検討
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

1-P10-5

黒川 誉志哉，他

病院勤務を行う歯科医師の日中眠気度調査
山梨大学医学部付属病院歯科口腔外科学講座

1-P10-6

馬場 菜安奈

スポーツ関連外傷歯既往の関連因子に関するの検討：宮城県スポーツ少年団団
員の横断調査
東北福祉大学 保健看護学科

16：00〜16：35
1-P11-1

臨床

土谷 昌広，他

血液疾患/その他

座長：中嶋 正博

当科における直接経口抗凝固薬（DOAC）服用患者 113 例の抜歯経験
公立学校共済組合 近畿中央病院 口腔外科

1-P11-2

当科における直接経口抗凝固薬投与下の観血的処置の現状
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野

1-P11-3

高畑 惣介，他

桃田 幸弘，他

高齢入院患者における誤嚥性肺炎発症に関連する口腔因子ならびに認知症の有
無・種別と年齢による同因子の変化
公立能登総合病院 歯科口腔外科、
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域 顎顔面口腔外科学分野
長谷 剛志，他

1-P11-4

日常生活が自立し、口腔内病状の安定している地域在住高齢者の口腔機能低下
の現状
新仁会奈良春日病院 歯科口腔外科、
奈良県立医科大学口腔外科学講座

中嶋 千惠，他
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1-P11-5

高解像度マノメトリーを用いた健常成人の加齢による嚥下動態に関する評価
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 障害者歯科学分野

1-P11-6

金城 舞，他

心臓血管外科手術における手術リスク評価法（E-PASS）による合併症発症率
と周術期口腔機能管理の関連性
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

1-P11-7
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駒 綾香，他

地域在住高齢一般住民大規模コホート研究（垂水研究）における口腔機能低下
症と全身状態の関連性
鹿児島大学病院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野
有村 麻弥，他

16：40〜17：10

臨床

先天異常/発育異常/外傷/その他
座長：上木 耕一郎

1-P12-1

下顎前突症における顎矯正手術後の三次元軟組織形態変化の解析
東北大学大学院 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野

1-P12-2

岡本 大吾，他

3D-CT 解析を用いた位置的頭蓋変形と顔面非対称の関連に関する研究
愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座

1-P12-3

佐々木 惇，他

顎矯正手術における Serrated aggressive knife チップの有用性の検証
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 組織再建口腔外科学分野
齋藤 直朗，他

1-P12-4

関節突起骨折に対する経伵筋前耳下腺法（Transmasseteric anteroparotid
approach）施行例の検討と経皮的術式における位置付け
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座 口腔外科学第二教室

1-P12-5

Innsbruck style Retromandibualr Anterior Transparotide
（RAT）
アプロー
チによる観血的整復固定術を行った関節突起骨折の臨床的検討
東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1-P12-6

今井 智章，他

佐々木 亮，他

上気道流体シミュレーションによる顎変形症患者における気道通気状態の変化
について
新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

16：00〜16：30

症例報告

長谷部 大地，他

感染症/炎症・免疫性疾患/その他
座長：龍田 恒康

1-P13-1

歯性感染症から顔面頸部壊死性筋膜炎を生じた 1 例
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室
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富樫 悠，他

1-P13-2

当科で経験した口腔内 MTX 関連リンパ増殖症の 2 例
順天堂大学医学部歯科口腔外科学研究室

1-P13-3

秀 真理子，他

薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）を発症している患者に対して中咽頭癌の放射線
治療で顎骨壊死の悪化を見た 1 例
岡崎市民病院 歯科口腔外科

1-P13-4

大林 修文，他

卵巣癌多発転移に対して Bevacizumab 投与中に顎骨壊死をきたし、休薬後に
改善をきたした 1 例
北海道大学大学院 歯学研究院口腔診断内科

1-P13-5

口腔内細菌の関与が疑われた再発性感染性心内膜炎の 1 例
石川県立中央病院 歯科口腔外科

1-P13-6

大賀 則孝，他

高木 純一郎，他

下顎側方区域切断法を併用して下唇正中切開を回避した副咽頭腔腫瘍摘出の 2
例
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科
学分野

16：35〜17：05
1-P14-1

福島 麻子，他

症例報告

粘膜疾患/嚢胞

座長：東 みゆき

肺癌に対し抗 PD-1 抗体投与により発症したと考えられる重症免疫関連口腔粘
膜炎の 2 例
大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 歯科

1-P14-2

口蓋粘膜 Blue nevus の 1 例
福岡大学 医学部医学科 歯科口腔外科学講座

1-P14-3

栗尾 奈愛，他

両側下顎大臼歯部に発症した正角化性歯原性嚢胞の 1 例
名古屋市立西部医療センター

1-P14-6

宮本 勲，他

潰瘍性大腸炎の合併症と考えられた難治性口腔潰瘍の一例
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野

1-P14-5

喜多 涼介，他

口腔内多発血管腫を契機に発見された Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome
の2例
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

1-P14-4

石本 俊介，他

平井 辰宜，他

単純性骨嚢胞を伴う下顎に多発したセメント質骨性異形成症の 1 例
群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座 形成外科学講座

53

伊東 慶介，他
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17：10〜17：40

症例報告

悪性腫瘍/血液疾患/全身管理学
座長：山下 善弘

1-P15-1

舌痛を初期症状として診断された胃腺癌舌転移の 1 例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

1-P15-2
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ニボルマブ投与後のセツキシマブおよびパクリタキセルの併用療法にて CR を
得た局所再発進行下顎歯肉癌の一例
久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

1-P15-3

16：00〜16：30

症例報告

木村 愛理，他

全身管理学/その他

齊藤 輝海，他

電動工具の一部が迷入したと考えられた下唇異物の 1 例
さくら総合病院

1-P16-5

星野 正樹，他

メトトレキサート投与中止後、顎骨に発生したと考えられたメトトレキサート
関連リンパ増殖性疾患の 1 例
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学顎顔面再建外科学講座

1-P16-6

森 一将，他

下顎埋伏智歯抜歯時に口底に迷入した 5 例
岡崎市民病院 歯科口腔外科

1-P16-4

川田 由美子，他

舌腫瘍の手術直後に急性心筋伷塞を発症した症例の臨床経験
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野1

1-P16-3

座長：高田 訓

血小板減少合併の慢性肝疾患患者にルストロンボパグ投与し抜歯術を施行した
3例
埼玉医科大学医学部 口腔外科学教室

1-P16-2

鈴木 啓佑，他

心筋伷塞に対し冠動脈バイパス手術後早期に舌がん再建手術を施行した 1 例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

1-P16-1

石井 優輝，他

口腔に発生した MTX 関連リンパ増殖性疾患の 4 例
群馬大学大学院医学系研究科 顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-P15-6

山口 高広，他

急速に増大した口底原発紡錘細胞癌の 1 例
東海大学医学部 外科学系 口腔外科学

1-P15-5

轟 圭太，他

巨大な腹部大動脈瘤および冠動脈 3 枝病変を有する進行口腔癌患者の治療経験
群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-P15-4

望月 裕美，他

河原田 壮史，他

水爆実験で全身被曝を受けた患者に対して抜歯を行った 1 症例
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科
学分野

森下 雄斗，他
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9：00〜9：36

臨床的研究

悪性腫瘍 1

リンパ節転移
座長：有地 榮一郎・中村 誠司

2-C-1-1

口腔扁平上皮癌における HGF/c-Met シグナル伝達経路の EMT および転移能
への影響について
大阪歯科大学 口腔外科学第二講座、
大阪回生病院 歯科口腔外科

2-C-1-2
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木村 一貴，他

早期舌癌症例の原発巣 FDG 集積と後発頸部リンパ節転移の関係性についての
臨床的検討
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

2-C-1-3

山崎 雅人，他

口腔扁平上皮癌の後発転移リンパ節の増大速度と癌細胞の生物学的特性の関連
大分大学医学部歯科口腔外科学講座

2-C-1-4

河野 辰行，他

PET-CT 検査における口腔癌の頸部リンパ節転移の診断精度に関する検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野

9：55〜10：49
2-C-2-1

症例報告

悪性腫瘍 1

新垣 元基，他

座長：飯野 光喜・小林 恒

遠隔転移をきたした腺様扁平上皮癌 2 例の報告
鳥取大学医学部医学科 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外科学分野

2-C-2-2

口蓋に発生した嚢胞腺癌の 1 例
久留米大学病院 歯科口腔医療センター

2-C-2-3

櫻井 繁，他

糖尿病を合併する口腔癌患者の術後に半固形化低糖質経腸栄養剤を用いて血糖
および栄養管理を行った 2 例
豊田厚生病院 歯科口腔外科

2-C-2-6

溝端 直樹，他

集学的治療が奏功した口腔原発神経内分泌癌の 1 例
広島大学病院 顎・口腔外科

2-C-2-5

永江 和佳，他

下顎骨中心性に発生した類基底細胞型扁平上皮癌の 1 例
和歌山県立医科大学付属病院 歯科口腔外科

2-C-2-4

大月 一真，他

兼子 隆次，他

鼻唇溝皮弁による口腔内再建術を実施した 4 例
防衛医科大学校病院歯科口腔外科

吉留 良太，他
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11：00〜11：45
2-C-3-1

症例報告

悪性腫瘍 2

座長：冨永 和宏・川又 均

オトガイ部の知覚異常と下顎の仏痛を初発症状とした悪性リンパ腫の 2 例
長野市民病院 歯科口腔外科

2-C-3-2

篠原 潤，他

舌癌と悪性リンパ腫の同時性重複癌の 1 例
旭川赤十字病院 歯科口腔外科

2-C-3-3

岡 久美子，他

口蓋に発生した唾液腺導管癌の 1 例
新潟大学医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野

2-C-3-4

笠原 映，他

下顎広範囲に進展した紡錘細胞癌の 1 例
名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学

2-C-3-5

丸山 裕，他

上顎歯肉に発生したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例
大阪急性期・総合医療センター 口腔外科

13：30〜14：42

臨床的研究

小松 享祐，他

先天異常/発育異常/炎症
座長：濱田 傑・近津 大地

2-C-4-1

放射線性下顎骨壊死に対するペントキシフィリン、トコフェロール、クロドロ
ネートを用いた腐骨分離治療
横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

2-C-4-2

Stage2 以上の MRONJ 患者における手術療法の有用性に関する検討
筑波大学医学医療系顎口腔外科学

2-C-4-3

廣田 誠，他

橋本 智恵子，他

外科治療を行った放射線性下顎骨骨髄炎の臨床的検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野

2-C-4-4

広島市立安佐市民病院歯科・口腔外科における骨粗鬆症治療患者における
ARONJ 発症の臨床統計学的検討
広島市立安佐市民病院 歯科・口腔外科

2-C-4-5

釘本 琢磨，他

伊藤 奈七子，他

当科における薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の臨床的検討
山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座

2-C-4-6

当科における下顎枝矢状分割術術後におけるオトガイ神経支配領域の知覚障害
発症要因に関する研究
京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学

2-C-4-7

上田 翔平，他

梅鉢 千左，他

顎変形症患者の睡眠時非機能的伵筋活動とその発現に関連する因子
金沢大学附属病院

麸谷 圭昭，他
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2-C-4-8

歯根肥大部の X 線不透過性
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

14：55〜15：58

臨床的研究

悪性腫瘍 3

内藤 宗孝，他

その他
座長：野村 武史・玄 景華

2-C-5-1

当科における pN2 口腔扁平上皮癌に対する術後補助療法の有効性に関する臨
床的検討
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科

2-C-5-2
口
演
︵
4
月
21
日
︶

五十嵐 秀光，他

当科における再発・転移口腔癌に対するセツキシマブを用いた治療に関する臨
床的検討
富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座

2-C-5-3

口腔癌における予後因子としての Human Papillomavirus
（HPV）
感染のビッ
グデータ解析
大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室

2-C-5-4

梶川 ひとみ，他

口腔癌患者における腸内ならびに口腔内細菌叢の多様性解析第二報
広島大学病院 顎・口腔外科

2-C-5-5

花城 佳志，他

松井 健作，他

口腔扁平上皮癌における human papilloma virus（HPV）16 の関与
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門分子口腔医学・顎顔面外科学
林 靖也，他

2-C-5-6

舌がん術後患者の QOL とそれに関わる因子の相関関係および経時的変化につ
いて―術前、術後 1 か月、術後 3 か月の比較―
昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔リハビリテーション医学部門、
昭和大学病院 頭頸部腫瘍センター

2-C-5-7

田下 雄一，他

口腔領域に初発症状を呈した造血器腫瘍の臨床的検討
近畿大学病院 歯科口腔外科

木下 優子，他
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4月21日
（日） D会場

9：00〜10：12
2-D-1-1

症例報告

嚢胞

座長：北野 尚孝・芳澤 享子

特発性血小板減少性紫斑病に起因した下顎出血性骨嚢胞の一例
姫路赤十字病院 歯科口腔外科

2-D-1-2

髙木 雄基，他

上顎智歯由来の含歯性嚢胞の 2 例
市立敦賀病院 歯科口腔外科

2-D-1-3

吉田 完，他

顎骨内に生じた腺性歯原性嚢胞の 4 例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

2-D-1-4

中谷 嶺，他

両側下顎切痕近傍に異所性に発生した含歯性嚢胞の 1 例
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

2-D-1-5

北岡 好大，他

上下顎骨に多発した歯原性角化嚢胞の 1 例
東京西徳洲会病院 口腔外科

2-D-1-6

萩野 貴磨，他

舌下面に発生した口腔リンパ上皮性嚢胞の 1 例
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野2

2-D-1-7

瀧澤 将太，他

下顎智歯の抜歯後に発生した単純性骨嚢胞の 1 例
市立長浜病院 歯科口腔外科

2-D-1-8

北本 幸恵，他

歯牙腫を伴う石灰化歯原性嚢胞により上顎犬歯が萌出障害を認めた 1 例
日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野

10：20〜11：14
2-D-2-1

症例報告

良性腫瘍 1

座長：別所 和久・宮本 洋二

下唇の静脈湖周囲に発生した光線性弾性線維症の 1 例
佐久総合病院歯科口腔外科

2-D-2-2

岩瀬 正泰，他

ナビゲーション手術が有用であった上顎歯原性粘液線維腫；症例報告
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科

2-D-2-3

山本 信祐，他

double-barrel vascularized fibula graft により再建した下顎エナメル上皮腫
の1例
京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野

2-D-2-4

増田 桜子，他

渡邉 拓磨，他

下顎枝内側に発生した血管腫を口外法にて摘出した 1 例
東京女子医科大学病院 歯科口腔外科
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本間 桂，他

口
演
︵
4
月
21
日
︶

2-D-2-5

耳下腺に発生した基底細胞腺腫の 1 例
宮崎県立日南病院歯科口腔外科

2-D-2-6

鹿嶋 光司，他

パーソナル 3D プリンタで実物大下顎モデルを作成し手術支援を行った下顎区
域切除術患者の 2 例
信州上田医療センター 歯科口腔外科

13：30〜14：42

臨床的研究

上原 忍，他

外傷/炎症/感染症/粘膜疾患
座長：管野 貴浩・関谷 秀樹

2-D-3-1
口
演
︵
4
月
21
日
︶

下顎骨関節突起骨折観血的整復固定術における Subcondylar Plates の臨床
的検討
香川県立中央病院 歯科口腔外科

2-D-3-2

助川 信太郎，他

当科における抜歯後感染予防抗菌薬投与に関する検討
神奈川歯科大学附属横浜研修センター横浜クリニック口腔外科

2-D-3-3

当科における抜歯術前後の抗菌薬使用の臨床統計学的検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

2-D-3-4

北村 直己，他

小林 夏子，他

当院でメトトレキサート投与中に認めた口腔内症状についての臨床的検討
名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外
科学分野

2-D-3-5

菱田 純代，他

当科における歯性上顎洞炎の臨床的検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

2-D-3-6

歯科口腔外科において HIV 抗体検査を実施した症例の検討
名古屋医療センター 歯科口腔外科

2-D-3-7

宇佐美 雄司，他

経過観察中に癌化が認められた口腔白板症の臨床病理学的検討
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野2

2-D-3-8

下岡 拓矢，他

金田 朋久，他

当科で加療したエナメル上皮腫の臨床的検討
広島大学病院 口腔再建外科 顎・口腔外科
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津島 康司，他

15：05〜15：50
2-D-4-1

臨床的研究

その他 1

座長：佐々木 啓一・酒巻 裕之

北海道大学病院歯科診療センターにおける金属パッチテストの臨床統計的検討
北海道大学大学院歯学研究科 口腔診断内科学教室

2-D-4-2

園部 昌直，他

歯周病とメタボリックシンドロームとの関連についての検討 特定健診対象者
における横断的検討
信州大学医学部歯科口腔外科学講座

2-D-4-3

インプラント周囲溝滲出液の細菌叢解析結果と臨床経過との関連
朝日大学 医科歯科医療センター 口腔インプラント科

2-D-4-4

稲吉 克仁，他

永原 國央

全身性アミロイドーシス診断における口唇腺生検の有効性 名古屋市立大学大
学院医学研究科
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科
学分野

2-D-4-5

宮本 大模，他

長崎大学病院口腔管理センターの患者紹介システムと診療実績について
長崎大学病院 口腔管理センター

五月女 さき子，他
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口
演
︵
4
月
21
日
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4月21日
（日） E会場

9：00〜9：54
2-E-1-1

臨床的研究

その他 2

座長：小林 正治・外木 守雄

高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開始から 9 年目の臨床実績についての
検討（2017 年 1 月-12 月）
高崎総合医療センター歯科（歯科麻酔）

2-E-1-2

稲川 元明，他

会津医療圏における会津中央病院歯科口腔医療センターの取り組み〜特に病診
連携に関して〜
会津中央病院 歯科口腔医療センター

口
演
︵
4
月
21
日
︶

2-E-1-3

吉開 義弘，他

会津医療圏における病診連携に関する新たな試み〜常勤歯科医師不在の病院に
対する歯科医師会の介入〜
会津中央病院歯科口腔医療センター、
会津若松歯科医師会

2-E-1-4

宮島 久，他

OA 治療における AHI 改善と無呼吸低呼吸持続時間の変化に関する検討
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

2-E-1-5

近藤 崇之，他

OA 治療効果判定における、AHI と 3％ODI の関連
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

2-E-1-6

加藤 三香子，他

CT による骨の形態学的評価とインプラント初期固定に関する臨床的検討
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻歯学講座 口腔外科学

10：00〜10：54
2-E-2-1

症例報告

良性腫瘍 2

座長：志茂 剛・星 和人

下顎骨に生じた神経鞘腫の 1 例
岡山大学病院 口腔外科（再建系）

2-E-2-2

藤田 佑貴，他

出生時から口腔外に露呈していた舌リンパ管腫の一例
あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科

2-E-2-3

近藤 佑亮，他

顎下・舌下部に発生した血管腫の 1 例
大阪急性期・総合医療センター 口腔外科

2-E-2-5

加納 欣德，他

長期に観察を行ったオトガイ部若年性梁状骨形成線維腫の 1 例
豊橋市民病院 歯科口腔外科

2-E-2-4

石岡 康希，他

山田 龍平，他

舌に生じた顆粒細胞腫の 2 例
日本大学 歯学部 口腔外科学講座

丸山 礼，他
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2-E-2-6

顎下部に発生した静脈石を伴った静脈奇形の 1 例
鹿児島市立病院歯科口腔外科

13：30〜14：15

症例報告

新田 哲也，他

唾液腺/血液/その他
座長：坂下 英明・李 昌一

2-E-3-1

唾液腺細胞診国際報告様式「ミラノシステム」が術前診断の一助となった臼後
腺低悪性度粘表皮癌の 1 例
藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座

2-E-3-2

近石 壮登，他

歯科治療を契機に判明した急性白血病の 2 例
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学分野

2-E-3-3

見立 英史，他

上顎骨顎骨壊死を伴ったメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例
東京西徳洲会病院 口腔外科

2-E-3-4

須藤 弘喜，他

バイオフィードバックを取り入れた嚥下リハビリテーションが著効を示した脳
幹伷塞後遺症の一例
マツダ株式会社 マツダ病院 歯科口腔外科、
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学
有田 裕一，他

2-E-3-5

高齢患者の習慣性顎関節脱臼に対して関節隆起切除術が奏功した 3 例
医療法人田北会田北病院歯科口腔外科、
奈良県立医科大学口腔外科学講座

14：51〜15：27
2-E-4-1

症例報告

松末 友美子，他

その他

座長：坂下 英明・李 昌一

精神疾患の悪化が予測されたため手術適応を再検討した顎変形症の 3 例
東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

2-E-4-2

Cowden 病と考えられた 1 症例の口腔内症状について―文献的な考察を含め
て―
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科口腔外科

2-E-4-3

石田 翔，他

矯正用真鍮ワイヤーを用いた簡便な萌出誘導
一宮市立市民病院 歯科口腔外科

2-E-4-4

須賀 隆行，他

中村 友保，他

仮性動脈瘤による抜歯後出血に対して、動脈塞栓術を施行した一例
NTT東日本関東病院 歯科口腔外科
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加地 博一，他

口
演
︵
4
月
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日
︶

4月21日（日） ポスター会場

8：45〜9：15

基礎

先天異常/発育異常/炎症・免疫性疾患
座長：中村 典史

2-P1-1

軟口蓋鼻腔側粘膜増量法による鼻咽腔閉鎖機能向上に関する検討
大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室

2-P1-2

松川 誠，他

下顎形成における microRNA の役割
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野

2-P1-3

永井 孝宏，他

レチノイド受容体シグナルは肥大軟骨細胞特異的遺伝子制御に関わる
北海道医療大学歯学部 組織再建口腔外科学分野

2-P1-4

志茂 剛，他

脂質異常症モデルマウスは骨量減少と切歯の歯髄腔狭窄を発症する
昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 地域連携歯科学部門、

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
21
日
︶

昭和大学 歯学部 歯科薬理学講座

2-P1-5

黒滝 優太朗，他

次世代シークエンサー解析が紐解く、全身性強皮症の病態における Clonal に増
殖した CD4+T 細胞―国際共同研究―
九州大学歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

2-P1-6

前原 隆，他

転写因子 Spi-B による Interferon-a4 遺伝子の転写活性化メカニズム
香川大学医学部免疫学、
香川大学医学部歯科口腔外科学講座

9：20〜9：55
2-P2-1

基礎

粘膜疾患/唾液腺疾患/その他

宮嵜 亮，他

座長：伊賀 弘起

ベテル噛みの口腔粘膜への影響
北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野

2-P2-2

原田 文也，他

放射線性口腔粘膜炎に対するエピシルⓇの客観的評価
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座 口腔外科
学分野

2-P2-3

水谷 友美，他

シェーグレン症候群の病態形成における CXCL10-CXCR3 の役割
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔内科学分野

2-P2-4

青田 桂子，他

口腔内細菌と多項目唾液検査システムの検査結果に関する研究
青森労災病院 歯科口腔外科、
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座
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野口 貴雄，他

2-P2-5

誤嚥性肺炎と口腔細菌との関連―歯周病原菌 P. gingivalis は呼吸器上皮細胞か
らの炎症性サイトカイン産生を誘導する―
日本大学歯学部口腔外科学講座、
日本大学歯学部細菌学講座

2-P2-6

宮 千尋，他

カンジダ菌の biofilm 形成における mild heat stress（熱発）応答機構の解明
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野、
福岡歯科大学 機能生物化学講座 感染生物学分野

2-P2-7

池崎 晶二郎，他

M2 マクロファージは Toll 様受容体 7-IRAK2 シグナルを介して IgG4 関連疾
患における IL-1 誘導型の炎症を惹起する
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

9：55〜10：25
2-P3-1

基礎

歯科インプラント/再生医学

鎮守 晃，他

座長：永原 國央

pH の異なる疑似体液浸漬による骨補填材のカルシウム溶出と低結晶アパタイ
ト析出の評価
日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座

2-P3-2

ヒト骨髄間葉系幹細胞と生体活性 3 次元多孔質 u-HA/PDLLA 複合体を用いた
顎骨再生療法
島根大学医学部歯科口腔外科学講座

2-P3-3

成 昌奐，他

ハニカム TCP の幾何学構造による血管新生を介した選択的骨・軟骨組織形成
制御
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野

2-P3-6

秋田 和也，他

骨形成タンパク質 9（BMP9）刺激骨芽細胞における Notch エフェクター分
子 Hes1 の発現誘導機構および機能的意義
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科分野

2-P3-5

管野 貴浩，他

マイクロファイバーを用いた多孔質炭酸アパタイトの創製と骨再建
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔外科学分野

2-P3-4

山口 友輔，他

高畠 清文，他

リン酸オクタカルシウム（OCP）により促進された骨再生における血管新生の
観察
東北大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能創建学分野、
東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野
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ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
21
日
︶

8：45〜9：15

臨床

感染症/炎症・免疫性疾患/顎関節/その他
座長：住友 伸一郎

2-P4-1

当科での智歯抜歯時における抗菌薬適正使用に関する取り組みについての検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座

2-P4-2

杉浦 優希，他

IgE+c-kit+マスト細胞は Th2 型サイトカインを産生し木村氏病の病態形成に関
与する
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

2-P4-3

宗村 龍祐，他

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死・骨髄炎（ARONJ）における画像診断学的評価を
用いたリスク因子の検討
群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

2-P4-4

清水 崇寛，他

当科での高気圧酸素療法を行った下顎骨骨髄炎患者の臨床的検討
旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座
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2-P4-5

藤井 ふみ，他

一般地域住民における顎関節症状に関する縦断研究
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座、
みどりがおか歯科クリニック

2-P4-6

石崎 博，他

下顎第三大臼歯歯冠部切除術の経過観察期間の検討
愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

9：20〜9：50

谷口 真一，他

臨床 炎症・免疫性疾患/粘膜疾患/唾液腺疾患/
再生医学/その他
座長：丸岡 靖史

2-P5-1

ヒト歯髄幹細胞培養上清による活性化 T 細胞の抑制効果〜シェーグレン症候群
の新規治療薬の開発に向けて〜
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座

2-P5-2

乳癌化学療法（FEC-DTX）における口腔内有害事象に関する検討
旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座

2-P5-3

坂本 瑞樹，他

歯根部利用人工角膜移植術における歯科口腔外科の役割
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科

2-P5-5

佐藤 栄晃，他

M3 型ムスカリン受容体アゴニストの長期投与による唾液分泌量の経時的変化
と治療効果に関わる因子についての検討
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

2-P5-4

松村 万由，他

榎本 明史，他

味覚障害に対する亜鉛補充療法の効果
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室
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坂田 健一郎，他

2-P5-6

群馬県歯科総合衛生センターで病理組織学的検査を施行した患者の実態調査
群馬県歯科総合衛生センター、
伊勢崎市民病院歯科口腔外科、
群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

8：45〜9：15

症例報告
他

五味 暁憲，他

先天異常/良性腫瘍/唾液腺疾患/その
座長：西條 英人

2-P6-1

頬部腫脹を契機に発見された血友病 A 乳児の 1 例
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 歯科口腔外科

2-P6-2

まれな先天歯の一例
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座

2-P6-3

中峠 洋隆，他

下顎骨に生じたアミロイドーシスの 2 例
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

9：55〜10：25
2-P7-1

症例報告

良性腫瘍

口蓋に発生した血管平滑筋腫の 1 例
石澤 近思，他

顎下・舌下間伱に生じた類上皮血管腫の 1 例
高知医療センター 歯科口腔外科

2-P7-4

座長：池邉 哲郎

柴田 真里，他

日本大学松戸歯学部口腔外科学講座

2-P7-3

高橋 美香子，他

舌下面に発生した神経鞘腫の 1 例
埼玉県立がんセンター 口腔外科

2-P7-2

上田 眞道，他

広島大学病院顎・口腔外科における唾液腺腫瘍の臨床的検討
広島大学病院顎・口腔外科

2-P6-6

近藤 さゆり，他

下顎骨 1/2 以上を占める巨大な腺性歯原性嚢胞を経験した 1 例
和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座

2-P6-5

三宮 範子，他

臼後部に生じた嚢胞腺腫の 1 例
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

2-P6-4

折山 資

銅前 昇平，他

生下時より認めた下顎乳臼歯部エナメル上皮線維腫の 1 例
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

佐藤 杏奈，他
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2-P7-5

下顎角部に生じた結節性筋膜炎の 1 例
〜顎骨内に及ぶ診断に苦慮した症例〜
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

2-P7-6

安本 恵，他

下顎骨に発生した象牙質形成性幻影細胞腫の 1 例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 組織再建口腔外科学分野
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船山 昭典，他

講演抄録
理事長講演
海外招待講演
宿題報告

学会賞受賞講演
シンポジウム
ワークショップ
サテライトセミナー
教育研修会
学術セミナー

講演抄録

指名報告

理事長講演

日本口腔科学会の役割・将来展望
千葉大学大学院医学研究所

丹沢 秀樹
口腔には多くの器官と機能があり、細分化された多彩な学問・医療技術が発
展してきました。たとえ、免許・資格が医科と歯科に分かれ、学会が日本医学
会と日本歯科医学会の分科会に分かれていても、個別の技術や知識だけでな
く、口腔各分野の医療知識・技術を総合的に理解し、互いに
「Respect」を持っ
た連携を取ることが、「口腔科」担当者には必要です。本学会は日本医学会が
100 年以上前から「口腔科」として認定した第 31 分科会であり、「口腔の専門
科」です。口腔領域全て、口腔と全身、歯科医療と医科医療との連携など、全
ての学問・医療分野をカバーするための事業を計画・実行していきます。
この視点から、本講演では、現在の社会的変化に伴い、口腔科・口腔科学に
対する社会的要請・使命がどのようなものであるかを、財政諮問会議、厚生労
働省などの資料、さらには平成 30 年診療報酬改定方針などでお示しいたします。歯科医療の変化、さらに、
医療、介護、包括的地域医療全体の中で、口腔の専門家が何をできるのか、何を期待されているのかを考
察し、その上で、医療界における口腔の専門学会としての方向性を皆様とともに考察いたします。
また、現在、本学会が直面している課題について、特に急務となっている学会誌改革について考察いた
します。現在、本学会は和文誌（日本口腔科学会誌）、英文誌（Oral Science international。以下 OSI）
、和
文単行本（Oral Science in Japan。以下 OSJ）を出版しています。和文誌では、多様な分野の専門家・権威
による「依頼総説」を掲載しており、会員はいつでもインターネット上で閲覧し、ダウンロードして使用
できるようになっています。是非、学生や若手人材の教育にもご活用下さい。また、すぐれた論文は英文
理
事
長
講
演

に翻訳して、OSI 誌に掲載させていただく方針であり、英文化や英文校正などの経費を支援する方針です。
OSI は ESCI（Emerging Source Citation Index）に入り、IF 取得も PubMed 秋雨歳も間近であると出版社
から聞いていましたが、現在、目処が立っていません。論文数が少ないのが一番の原因です。出版社を
Elsevier から Willey に変更し、電子ジャーナルとして、OSI 専門担当理事を 3 名お願いして仕切り直して
の再出発といたしました。 和文誌の特別企画記事や優れた原著などを英文翻訳して掲載したり（再出版）、
世界的な専門家・権威に review の執筆を依頼したりする他、学術委員会の調査研究をまとめて英文論文
として掲載する方針です。ぜひ、皆様の投稿をお願いします。

■ 略歴
1997 年〜現在

千葉大学

教授、医学部附属病院歯科・顎・口腔外科

2005 年〜現在

千葉大学大学院医学研究院 副研究院長

2014 年〜現在

日本口腔科学会理事長

2004 年〜現在

最高裁判所任命

専門委員

2005 年〜2015 年 日本学術振興会学術システム研究センター 専門研究員
2005 年〜現在

厚生労働省

医道審議会歯科分科会 委員

2013 年〜現在

厚生労働省

中央社会保険医療協議会

2011 年〜2013 年 内閣府 日本学術会議 連携会員
2014 年〜現在

内閣府 日本学術会議 会員
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専門委員

科長

海外招待講演

Aspects of Future and Trends in Implantology
Bonn/Germany

G. Wahl
The future as well as current and upcoming trends in implantology are
based on experiences in dental offices by practitioners and clinicians and supported by research results as scientific base for future developments. The
main goal for dentists and patients are faster, easier and safer treatment modalities with a predictable and long-time successful outcome. Up to now we assume that a foreign body out of metal or ceramics will be incorporated but in
reality it is not clear shown why that is possible related to all involved hard
and soft tissues.
Fact is that we are not able to create new teeth in natural shapes although
stem cells could realize this dream in the future. Research in this field is ongoing but in the moment everybody looks more intensive to CBCT-Scans and the digital world for implantation procedures and prosthetic reconstructions.
Under many influences for the success of implants currently and in the future the presentation will specially focus on the general health conditions of the patients becoming older as in the past. A special focus
will be also given concerning the behaviour of cortical bone structures and biomechanical and biodynamic
aspects and their impact to future implant design and measurable preconditions for implants and implant
materials.

■ 略歴
Graduated from the Medical Faculty of the University of Münster in 1975,
Promoted to Dr. med. dent. in 1976,
Assistant at the Department of Oral Surgery at the University of Bonn,
Assistant Medical Director 1980,
Specialisation in Oral Surgery 1981,
Habilitation/thesis Medical Faculty, University of Bonn 1985,
Assistant Professor 1986,
Temporary head of the Department of Oral Surgery at the University of Bonn 1991,
Elected chairman of the Department of Oral Surgery at the University of Mainz 1992,
Elected chairman of the Department of Oral Surgery at the University of Bonn 1992
（accepted）
CEO of the Dental Clinic, University of Bonn 2012 - 2017
ITI Fellow

71

海
外
招
待
講
演

宿題報告

口腔顎顔面領域の超音波診断の現状と将来
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

林 孝文
平成時代 30 年の間に、口腔顎顔面領域の画像診断は長足の進歩を遂げた。
CT や歯科用コーンビーム CT、MRI や PET、超音波診断などの多様なモダリ
ティが発展普及し、日常診療に欠かせない診療機器となった。しかしその一方
で、さまざまな場面でそうした機器が利用されてもそれらの特性を十分に活か
しきれない状況が散見され、使う側の能力がより重大な要素となってきている
ように思われる。診断精度というものはきわめてシンプルな数字として表現さ
れるものではあるが、そのベースとなっている診断基準は実際にはかなり曖昧
なものであり、画像解釈は多分に知識と経験の影響を受ける。なかでも診断精
度が検査医依存で画像の客観性に乏しいとされる超音波診断はそうした傾向
が強い。超音波診断装置は、技術進歩に伴い近年急速にスマートデバイス化が
すすんでおり、主治医が「触診の視覚化ツール」として一人一台手にすることも可能な時代に入った。装
置が安価で簡便になればなるほど、ますます使う側の技量が試されるようになる。こうした状況を踏まえ
て、この機会に私自身の 30 年余りにわたる超音波診断の臨床経験について総括し宿題報告とさせていた
だき、少しでも超音波診断の新時代の幕開けの礎となることができれば、望外の喜びである。講演内容と
しては、これまで臨床研究を行ってきた口腔癌の頸部リンパ節転移の診断、舌癌の深達度評価などの口腔
内超音波診断、 顎関節症における顎関節包や根尖性歯周炎における病変の画像化の経験についてまとめ、
さらなる高性能化のための基礎的研究も紹介させていただくとともに、今後のさらなる普及を見据えた遠
隔画像診断サポートやハンズオン研修等を含めた口腔顎顔面領域の超音波診断の将来像について語りた
いと考える。

■ 略歴
1987 年 3 月

新潟大学歯学部卒業

1987 年 4 月

新潟大学歯学部助手（歯科放射線学）

1995 年 11 月

新潟大学歯学部講師（歯科放射線学）

1998 年 10 月

新潟大学歯学部助教授（歯科放射線学）

2001 年 4 月

新潟大学大学院医歯学総合研究科助教授（顎顔面放射線学分野）

2002 年 11 月

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授（顎顔面放射線学分野）
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指名報告1

コンピュータビジョンと拡張現実ディスプレイを統合
した手術支援システムの開発
東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科

末永 英之
外科手術には三次元的な空間認識能力など、ヒトの能力では乗り越えられな
い壁が存在するため、医療の完成度は術者の技量に大きく依存している。口腔
領域は解剖学的に複雑であり、コンピュータ断層撮影装置（CT）などの画像
データから構築する術前のコンピュータシミュレーションや実物大立体モデ
ルは手術を行う上で有益な情報であり、高精度な手術操作を支援するナビゲー
ション技術は必要である。一方、近年目覚ましい勢いで、三次元画像処理、コ
ンピュータビジョン・拡張現実（AR）などの実用化が進んでいる。このよう
な技術革新は、外科手術にも大きな影響を与え、治療の概念が全く変わる可能
性がある。従来の手術ナビゲーション装置では、CT 画像（コンピュータ空間）
と患者位置（現実空間）の空間的対応関係を求める処理（レジストレーション）
を術野と反射ボールを取り付けたリファレンスフレーム等の位置関係を把握することで実行する。しかし
ながら、口腔領域では、リファレンスフレームの緩みや対象物との距離による誤差、リファレンスフレー
ムによるワークスペースの拘束などにより、精度・再現性・操作性が不良となる。本技術の「手術ナビゲー
ションシステムおよび手術ナビゲーション方法並びにプログラム（特許公開番号 2017-064307）
」では、マー
カーを用いずに術野カメラから得られた情報を処理して患者の位置情報を正確に把握する。歯は体外に露
出する唯一の硬組織であり、歯をマーカーの代用にして自動かつ高精度のリアルタイムな画像-患者位置合
わせを実現する。患者の CT 画像を元にコンピュータ上で仮想的に構築した三次元像との位置合わせを実
現し、患者が動いても自動追従し、常に患者の正しい位置と姿勢を把握する。手術部位を術野カメラにて
撮影するだけで画像レジストレーションが自動で行われるため、現実空間・実時間での環境の変化に適応
した高速かつ高精度な手術支援システムが構築できる。したがって、見ることの出来ない部位を可視化し、
立体的な位置関係を把握できる。口腔外科手術、歯科インプラント埋入、根管治療などの際、血管、神経、
顎骨、歯根、根管の位置や形態、手術シミュレーション画像をディスプレイに AR 表示する。今後、8K
スーパーハイビジョンや人工知能などの医療分野への応用が期待されているが、本技術に応用可能であ
り、操作性や性能を飛躍的に向上させることが可能と思われる。

■ 略歴
平成 16 年 3 月

東京大学大学院医学系研究科 修了

平成 16 年 4 月

東京大学医学部附属病院 救急部 医員

平成 16 年 12 月

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 医員

平成 21 年 4 月

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 助教

平成 23 年 5 月

東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科 特任講師

平成 29 年 4 月

東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科 講師

学会活動・専門医等：日本口腔科学会認定医、日本口腔外科学会専門医・指導医、日本コンピュータ外科
学会評議員
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再発又は転移性頭頸部扁平上皮癌の病態解明と分子標的薬
金沢大学医薬保健研究域顎顔面口腔外科学分野

中村 博幸
再発又は転移性頭頚部扁平上皮癌（R/M SCCHN）は予後不良であり治療法
も限定される。近年、分子標的薬（セツキシマブ、抗 EGFR 抗体）や免疫チェッ
クポイント阻害剤（ニボルマブ、抗 PD-1 抗体）が開発されたが、それぞれ有
効な患者は一部に限定されるため、その詳細な病態の解明が治療薬の選択に必
要である。R/M SCCHN 細胞において上皮間葉移行（EMT）関連遺伝子の発現
亢進が観察され、EMT の進行が示唆された。EMT は EGFR の発現低下を誘
導し、セツキシマブの感受性低下に関わることを明らかにした。近年、微小管
阻害剤のエリブリンが乳癌細胞で MET を誘導することが報告され、R/M
SCCHN 細胞においても同様に MET が誘導されることを明らかにした。さら
に R/M SCCHN 細胞は、エリブリン処理により EGFR の発現亢進が誘導され
セツキシマブへの感受性が高まるとともに、乳癌細胞の IC50 値と比較しても一桁高い感受性を示してい
た。R/M SCCHN 細胞をマウスに移植し形成した腫瘍においてもエリブリンはパクリタキセルおよびビン
ブラスチンなどの他の微小管阻害剤に比べても高い感受性を示していた。これらの結果は、R/M SCCHN
の治療にエリブリンとセツキシマブの併用療法が有効である可能性を示唆している。エリブリンはすでに
市販されていることから臨床応用が新薬開発と比べ費用と期間において優位性がある。
一方、PD-1 のリガンドである PD-L1 の mRNA 量は局所進行性頭頸部扁平上皮癌（LA SCCHN）細胞で
R/M SCCHN 細胞よりも高発現しているにも関わらず、膜表面の PD-L1 タンパク量は R/M SCCHN 細胞
のそれより減少していた。R/M SCCHN 細胞と比較し、LA SCCHN 細胞で発現が上昇している MMP とし
て MMP-7 と MMP-13 が同定された。MMP-7 と MMP-13 は精製した PD-L1 を分解していた。また、LA
SCCHN 細胞膜上での PD-L1 の分解は MMP-13 特異的阻害剤でのみ抑制され、MMP-7 阻害剤では抑制さ
れなかったことから、PD-L1 は癌細胞膜上で主として MMP-13 の分解により発現量が調節されている可能
性が示唆された。さらに MMP-13 を高発現している癌細胞は膜上の PD-L1 量の減少により、抗 PD-1 抗体
の効果が高い可能性が考えられ、治療効果を予測するマーカーとして有用である可能性が示された。一方
で、R/M SCCHN 細胞で MMP-13 の発現は低下しており、抗 PD-1 抗体の低感受性の一因である可能性が
示唆された。しかしながら、微小管阻害剤のうちパクリタキセルが R/M SCCHN 細胞で MMP-13 の発現を
上昇させていたことから、R/M SCCHN の治療において抗 PD-1 療法と併用する薬剤の候補としてパクリ
タキセルが考えられた。

■ 略歴
平成 6 年

福岡県立九州歯科大学卒

平成 11 年 金沢大学大学院医学研究科卒
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平成 11 年 慶応義塾大学医学部病理学講座博士研究員
平成 12 年 東京大学医科学研究所腫瘍細胞社会学学振特別研究員（PD）
平成 15 年 スクリプス研究所細胞生物学博士研究員
平成 16 年 インペリアルカレッジロンドン博士研究員
平成 21 年 東京医科歯科大学歯と骨の GCOE 拠点特任講師
平成 23 年 国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センター副部長
平成 25 年 現職
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胃がんにおける手術リスク評価法 E-PASS による術後
合併症発症リスク評価と周術期口腔機能管理
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

林 文彦
周術期口腔機能管理は、がん治療における重要な支持療法として認識され、
多くの医療機関にて実施されている。対象患者・対象疾患が、「全身麻酔下で
頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域などの悪性腫瘍の手術を行う患者」、
「全
身麻酔下で臓器移植手術又は心臓血管外科手術などを行う患者」、
「放射線治療
や化学療法を行う患者」と、がん治療をする上で重要な役割を果たしている。
そのため、限られた資源（医療費、人的資源等）を有効に活用するシステムの
確立が望まれている。手術リスク評価法 The Estimation of Physiologic Ability
and Surgical Stress scoring system（以下 E-PASS）は、1999 年に芳賀らによ
り提唱され、患者の生理機能、手術侵襲度から、術後合併症のリスクを把握す
ることができ、消化器外科領域で有用性が報告されている。今回われわれは、
千葉大学医学部附属病院にて施行した胃がん症例において、E-PASS による分
析を含めた術後合併症発症率と周術期口腔機能管理との関連性について検討
したため報告する。
対象は 2014 年 1 月から 2016 年 8 月までに当院にて手術をした胃がん患者 264 人を対象とした。当該期
間に周術期口腔機能管理を実施した患者を周術期口腔機能管理施行群、当科未受診で周術期口腔機能管理
を実施していない患者を周術期口腔機能管理非施行群とした。術後合併症は過去の当院におけるデータか
ら、誤嚥性肺炎と創部治癒不全とした。手術リスク評価法 E-PASS とは患者の生理機能を表す術前リスク
スコア Preoperative risk score（以下 PRS）と、手術の大きさを表す手術侵襲スコア Surgical stress score
（以下 SSS）
、およびこの両者から規定される総合リスクスコア Comprehensive risk score（以下 CRS）か
ら成る。この CRS の値によって胃がん手術患者を 2 群に分けて、周術期口腔機能管理施行群と非施行群の
術後合併症発症率について比較検討を行った。
対象群では性別は男性 192 名、女性 72 名と 2.7：1 で男性が多く、年齢分布では男女とも 70 歳代がピー
クで、男性では 60 歳代〜70 歳代で全体の約 70％ を占めていた。女性も同様に 60 歳代〜70 歳代で全体の
約 76％ を占めていた。最年少は 32 歳、最高年齢は 94 歳で、平均年齢は 69 歳であった。周術期口腔機能
管理群は男性 74 名、女性 25 名、周術期口腔機能管理非施行群は男性 118 名、女性 47 名であった。それぞ
れの群で胃がんに対する術式に差は認めなかった。CRS が 0.2 以上の患者において、周術期口腔機能管理施
行群は、非施行群と比べて術後合併症発症率の有意な減少を認めた。CRS が 0.2 以上の患者は、0.2 未満の
患者と比べて年齢層が高く、体重あたりの出血量が多い傾向にあり、手術時間も長かった。また、内視鏡・
腹腔鏡ではなく開腹・開胸手術が多かった。このことから、年齢や手術侵襲も術後合併症発症のリスク因
子であり、それらを考慮した周術期口腔機能管理を行うことで、より効果的な結果を得ることができると
考えられた。またこのような情報を術前に得ることができれば、周術期口腔機能管理を行う上での客観的
なデータとなるため、インフォームド・コンセントを行う場合に、患者サイドに分かりやすい情報となり
得ると思われた。
総合リスクスコア CRS の値が 0.2 以上において、周術期口腔機能管理施行群は非施行群に比べ、術後合
併症発症率の有意な低下を認めた。CRS の値によって、周術期口腔機能管理を必要とする患者を把握する
ことにより、限られた医療資源、人材を有効活用でき、患者、医療経済にとって有益であると考えられた。
疾患のみにとらわれず、年齢や手術侵襲をあらかじめ把握することで、術後合併症発症をある程度予測す
ることができ、周術期口腔機能管理を重点的に行う指標になりうると考えられた。
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病理組織標本作製過程における組織の寸法変化に関す
る検討
1

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座顎口腔外科学分
野，
2

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座口腔病理学分野

野島 瞳1，富岡 寛文1，大迫 利光1，津島 文彦1，池田 通2，原田 浩之1

【目的】口腔病変切除後の病理組織標本の検索は、病変の確定診断や、切除断
端の評価においてきわめて重要である。病理組織標本作製過程では、収縮や膨
化が生じると報告されている。とくに悪性腫瘍の安全域については、病理組織
標本結果を臨床にフィードバックする上で、標本上の切除断端距離と実際の安
全域との乖離について正確に把握する必要がある。本研究では軟組織・硬組織
における寸法変化を定量化することを目的とし、ホルマリン固定による寸法変
化（研究 I）と切り出し後から最終的な病理組織標本作製の過程における寸法
変化（研究 II）を検討した。
【材料および方法】研究 I では、軟組織は舌の切除術を施行した 15 例、硬組織
は下顎区域切除術を施行した 15 例を対象とした。寸法は、ホルマリン固定前
後の標本において同部位を計測し、標本の収縮率を求めた。研究 II では、軟組織は舌の切除術を施行した
67 例、硬組織は下顎区域切除術を施行した 19 例を対象とした。寸法は、切り出し後と病理組織標本におい
て同部位を計測し、標本の収縮率を求めた。
【結果】研究 I では、軟組織標本における平均収縮率は−0.40％、硬組織標本における平均収縮率は 2.79％
であった。軟組織は大きい標本ほど、収縮率が有意に低下した。研究 II では、軟組織標本における平均収
縮率は 6.81％、硬組織標本における平均収縮率は 9.35％ であった。軟組織と比較し、硬組織では有意に収
縮した。軟組織は大きい標本ほど、有意に収縮した。これらの結果より、全過程の理論上の収縮率は、軟
組織で 6.44％、硬組織で 11.88％ となった。よって、軟組織の臨床的寸法は病理組織標本の 1.07 倍、硬組織
は 1.13 倍となることが明らかとなった。
【結論】病理組織標本作製過程における理論上の収縮率は、軟組織で 6.44％、硬組織で 11.88％ であった。
本結果は病理組織診断結果を臨床にフィードバックする上で非常に有用と考えられ、より適切な診断や治
療の選択を行うための一助となると考えられる。
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シンポジウム 1

医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の
保存的・外科的治療
座長

藤田 茂之
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科（歯科口腔外科学講座）
近年国民の歯科医療に対する意識向上につれて、下顎智歯の抜歯術、インプラント植立術、歯
周外科手術等の術後に非常に稀ではあるが、下歯槽神経障害や舌神経障害の問題が発生してい
る。
これらの症例の大半において、残念ながら適切な診断が下されずに放置され相当な時間経過の
後に我々の所を受診する患者が跡を絶たない。
これら外科処置を施行する歯科医師にとって最も大切な点は、早期に的確な診断を立てて迅速
的確に対応し適切な治療計画を立てることである。我々の所を受診する前に、そうしていれば、
歯科医師も患者も此処まで混迷しないで済んだだろうと思う症例が多い。
見識ある歯科医師であれば、一端生じた下歯槽神経・舌神経障害に対しては程度の差異はあっ
ても、施行するべき診断と治療とは「傷を受けた神経細胞がこれ以上死滅しないような適切な治
療法を講じて、タイムロスを最小限に食止め、後遺障害を最小限に食い止める事」である。患者
を痛みから解放するまたは軽減させる道を開くか否かは、最初に診察した歯科医師の役割が最も
重大である。
また、永年に渡り保存的治療または外科的治療の方面から下歯槽神経や舌神経の障害を受けた
各々の患者と向き合い、其々違う角度から継続加療してきた演者らが、診断法と各々の治療法の
限界を提示する。また、今回は診断方法の紹介に留まらず、各々の代表的な症例がその診断に至っ
た経緯なども供覧し、口腔科学会会員の皆様にとって有意義で実践的な講演を行いたい。
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シンポジウム1『医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の保存
的・外科的治療』

SY-1-1

下歯槽神経および舌神経障害に対する適切な診断法と
保存的加療法とその限界
東京歯科大学口腔健康科学講座 障害者歯科・口腔顔面痛研究室

福田 謙一
三伹神経の損傷による後遺症のほとんどは歯科処置や口腔外科手術による
医原性である。口腔インプラント手術後の神経損傷が社会的話題になり、歯科
医師はその治療法に関する知識が求められている。また、智歯抜歯後の神経損
傷もしばしば医療紛争の種になっているのが現状である。神経損傷は、損傷の
程度によって、完全に切断されている神経断裂（neurotmesis）、軸索は断裂し
ているが周囲の連続性は保たれている軸索断裂（axonotmesis）、そして局在性
伝導障害（neuropraxia）の 3 つに大きく分類され、損傷の程度の大小は、当然
予後を左右する。腫脹、出血、血行障害などによる神経の圧迫や虚血が原因で、
直接の神経損傷がほとんどない局在性伝導障害の場合、約 40 日でほぼ完全に
回復する。それに対して、神経断裂と軸索断裂の場合、完全に回復することは
まずないと言っても過言ではない。しかしながら、患者は容易に回復の見込みがないことを受け入れるこ
とができず、何らかの治療を模索する。また、たとえ感覚の異常状態に妥協できたとしても、著しい痛み
すなわち神経障害性仏痛を発現すると QOL の改善を求めて、何らかの治療を模索する。ただ、その対応方
法が普及しておらず、放置されていることも少なくない。
三伹神経感覚障害に対する診断や治療法は、未だ十分に確立されていないのが現状であり、適切な診療
ガイドラインも未だ存在していない。しかしながら、このような患者と向き合い、可能な限り予後が良く
なるよう支援することは歯科医師の使命であると考える。
感覚神経損傷後治療のペインクリニック的治療の代表として、星状神経節ブロック療法がある。本ブ
ロック療法は、交感神経系の遮断によって、その支配領域の血流を増加させる。血流の増加は、神経線維
の再生を促進する役割を担う。一方、しびれ症状だけでなく神経損傷を原因として生じた神経障害性仏痛
のなかには、交感神経依存性の激痛に悩まされる患者がいる。これらの患者には、仏痛緩和、感覚異常軽
減の目的で、本ブロック療法による交感神経系の遮断が行われる。
ここでは、下歯槽神経および舌神経感覚障害に対する適切な診断法と星状神経節ブロックの他、近赤外
線照射、薬物療法、点滴療法などペインクリニックにおける治療すなわち保存的加療法とその限界につい
て言及する。
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1990 年

東京歯科大学卒業、同大学歯科麻酔学講座助手

1994〜95 年

東京大学医学部麻酔学教室医員

1997〜98 年

アメリカ合衆国 UCLA Habor Medical Center 麻酔科客員研究員

2004 年〜

東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科/口腔顔面痛みセンター科長

2015 年〜

東京歯科大学口腔健康科学講座教授
同大水道橋病院ペインクリニック科スペシャルニーズ歯科・科長
現在に至る
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シンポジウム1『医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の保存
的・外科的治療』

SY-1-2

医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最
善の保存的・外科的治療
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

藤田 茂之
近年国民の歯科医療に対する意識向上につれて、下顎智歯の抜歯術、インプ
ラント植立術、歯周外科手術等の術後に非常に稀ではあるが、下歯槽神経障害
や舌神経障害の問題が発生している。これらの症例の大半において、残念なが
ら適切な診断が下されずに放置され相当な時間経過の後に我々の所を受診す
る患者が跡を絶たない。
これら外科処置を施行する歯科医師にとって最も大切な点は、早期に的確な
診断を立てて迅速的確に対応し適切な治療計画を立てることである。我々の所
を受診する前に、そうしていれば、歯科医師も患者も此処まで混迷しないで済
んだだろうと思う症例が多い。
見識ある歯科医師であれば、一端生じた下歯槽神経・舌神経障害に対しては
程度の差異はあっても、施行するべき診断と治療とは「傷を受けた神経細胞がこれ以上死滅しないような
適切な治療法を講じて、タイムロスを最小限に食止め、後遺障害を最小限に食い止める事」である。
患者を痛みから解放するまたは軽減させる道を開くか否かは、最初に診察した歯科医師の役割が最も重
大である。
また、永年に渡り保存的治療の方向または外科的治療の方向から、この種の障害受けた各々の患者と向
き合い、違う角度から継続加療してきた演者らが、診断法と各々の治療法の限界を提示する。また、今回
は診断方法の紹介に留まらず、各々の代表的な症例がその診断に至った経緯なども供覧し、口腔科学会会
員の皆様にとって有意義で実践的な講演を行いたい。

■ 略歴
1981 年

九州歯科大学

歯学部

歯学科

1988 年

京都大学

1983 年

愛媛県

宇和島市立病院

1988 年

滋賀県

豊郷病院

1990 年

京都大学

医学部 医学科

卒業

外科系

大学院

歯科口腔外科

医学部

歯科口腔外科

終了

医員

口腔外科学講座

医長
助手

1992―1994 年
ドイツ・チュービンゲン大学 顎顔面外科学講座 客員助手
1994 年

京都大学

医学部 口腔外科学講座

2000 年

和歌山県立医科大学

講師

歯科口腔外科学講座

（口腔顎顔面外科学講座）教授
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シンポジウム 2

リンパ球研究の最新知見とこれから
座長

草間 薫
明海大学歯学部 病態診断治療学講座 病理学分野
古い話になりますが、かつて私が学生の頃、リンパ球の役割はまだよくわかっておらず、単純
な形態から終末細胞であるかのように学んだことを記憶いたしております。しかし、mitogen
で芽球化現象が生じたり、細胞表面マーカーで区別されてきたりと形態学が崩れていくのを目の
当りにしてきたのもリンパ球を通じてのことでありました。多種多様のリンパ球が生命現象に深
く関わっており、リンパ球研究の進歩が種々の疾患概念を変え、医療にも大きな変革を与えてき
たことは周知の事実であります。
本シンポジウムでは、リンパ球研究で最先端を行くお二人の若手研究者にご登壇いただき、最
新のリンパ球研究と今後の展望について解説していただきます。
最初に理化学研究所生命医科学研究センターチームリーダーの茂呂和世先生に「2 型自然リン
パ球 ILC2 と疾患」という演題で ILC2 の最新知見を分かりやすく概説していただきます。次に東
京医科大学免疫学分野教授の横須賀忠先生には「分子イメージングが拓くがん免疫応答と T 細
胞活性化メカニズム―免疫チェックポイント分子とキメラ抗原受容体 CAR のシグナルゾーム
形成―」という演題でがん免疫療法に直結するお話をしていただきます。
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シンポジウム2『リンパ球研究の最新知見とこれから』

SY-2-1

2 型自然リンパ球 ILC2 と疾患
理化学研究所生命医科学研究センター

茂呂 和世
抗原非依存的に 2 型サイトカインを産生する Group2 innate lymphoid cells
（ILC2：2 型自然リンパ球）は、周囲環境のサイトカイン変化に応じて様々な免
疫応答を誘導する。特に傷害を受けた上皮細胞から産生される IL-33 により刺
激を受けた ILC2 は、急速に IL-5 や IL-13 などを産生することで寄生虫感染に
対しては防御反応を示す一方で、アレルギー症状を悪化させることが知られて
いる。IL-5 は好酸球性の炎症を誘導し、IL-13 は気道過敏性を上げると共に肺
細胞からのムチン産生を誘導する。ILC2 はこのようなサイトカイン依存的な
2 型免疫応答の他に、脂質や神経ペプチドにも応答することが明らかになって
きたことから、多様な疾患への関与が示され、治療標的としての期待も高まっ
ている。特に、ストレス依存的なアレルギーや薬剤過敏症、運動誘発性アレル
ギーなど抗原が関与しないアレルギー性疾患の発症機構は理解が難しいとされてきたが、ILC2 の発見に
よりその答えが導き出されるのではないかと期待されている。一方で、ILC2 はアレルギー性疾患だけでな
く自己免疫疾患や代謝疾患、線維症における重要性も報告されて始めている。本講演では ILC2 の最新知見
をわかりやすく概説する。

■ 略歴
平成 15 年日本大学歯学部歯学科卒業後、慶應義塾大学医学研究科にて博士課程。科学技術振興機構さきが
け研究員を経て平成 24 年に上級研究員として理化学研究所に異動。現在は理化学研究所でチームリー
ダーを務めるとともに、横浜市立大学生命医科学研究科客員教授、大阪大学医学系研究科招へい教授を兼
任。
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シンポジウム2『リンパ球研究の最新知見とこれから』

SY-2-2

分子イメージングが拓くがん免疫応答と T 細胞活性化
メカニズムの解明〜免疫チェックポイント分子とキメ
ラ抗原受容体 CAR のシグナルソーム形成〜
東京医科大学 免疫学分野

横須賀 忠
免疫チェックポイント療法として抗 PD-1/PD-L1 抗体ががん免疫治療の「革
命」と評価され、今や第四の標準治療になりつつある。しかし疫学的データが
蓄積していく一方、なぜ抗チェックポイント受容体抗体で T 細胞疲弊が解除
されるのか、メカニズムに関する詳細は未解決である。その理由は複雑多岐で
あり、副刺激受容体が TCR シグナルなしには機能せず、それ単独でのシグナ
ル伝達研究が難しいこと、抑制性副刺激受容体は T 細胞の活性化に伴い初め
て誘導され周囲の環境によっても変わること、またリガンドの発現も炎症など
の環境要因によって変化し、しかも抗原提示細胞以外のさまざまな細胞や組織
に認められること、さらにはチェックポイント受容体による内因性の T 細胞
抑制のほかにも、制御性 T 細胞の誘導など外因性の免疫抑制もあることなど
が挙げられる。
T 細胞が抗原提示細胞からがん抗原の情報を取得するとき、またがん細胞を殺傷するとき、T 細胞とそ
の相手方の細胞とはタイトに接着する必要がある。この接着面は「免疫シナプス」
と呼ばれ、T 細胞が TCR
を介して MHC 上に提示されている抗原ペプチドを識別し、活性化や細胞傷害を行うための機能的な 場
である。我々は先端的な分子イメージング研究を通して、免疫シナプスがさらに小さな TCR の構造体
「マ
イクロクラスター」
から成ることを明らかにしてきた。TCR マクロクラスターは T 細胞の活性化を調節す
るシグナルの単位「シグナルソーム」と考えられ、同様に免疫チェックポイント受容体、PD-1 や CTLA4 も独自のマイクロクラスターを形成し T 細胞の活性化を時空間的に調節している。これらに対する中和
抗体を投与することは、PD-1 や CTLA-4 が形成する抑制性のシグナルソームを破壊し、TCR マイクロクラ
スターなどの活性化シグナルソームのみを機能させることである。これが疲弊 T 細胞復活に隠されたメカ
ニズムである。
マイクロクラスターは、B 細胞、NK 細胞、NKT 細胞など抗原認識受容体を持つ細胞に共通して存在す
る構造として、リンパ球のシグナル伝達研究の世界標準となっている。また、キメラ抗原受容体 CAR のが
ん抗原認識においても、同様のシグナルソームを形成することが分かって来た。この一連の研究は、技術
的基盤研究としての、これからのがん免疫療法の進展に貢献できると考えている。

■ 略歴
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1993 年千葉大学医学部卒業、同大呼吸器外科学教室入局。2001 年同大大学院医学研究員外科学修了。2002
年同大遺伝子制御学助手。2004 年理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター研究員（免疫シグ
ナル研究グループ斉藤隆研究室）
。2007 年上級研究員。2011〜2014 年 JST さきがけ研究員「慢性炎症」兼
任。2012 年同研究所統合生命医科学研究センター上級研究員。2015 年から現職。
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シンポジウム 3

手術によらない口腔癌治療
座長

藤内 祝
明海大学副学長
口腔癌の治療は手術が中心であるが、術後の咀嚼障害、構音障害、嚥下障害などの機能障害な
どが問題であるが、さらに術後の顎顔面領域における整容障害が他の領域の癌との大きく異なる
点である。特に女性の進行口腔癌患者にとっては大きな問題であり、手術を希望されない患者の
増加が著しい。近年、粒子線治療の進歩、分子標的薬療法の開発など目覚しく、非手術治療の治
療戦略が大きく変わろうとしている。そこで今回のシンポジウムでは口腔癌に対して非手術療法
（臓器温存治療）
の現状について 4 名の演者より小線源治療、超選択的動注化学療法、粒子線治療、
薬物療法に関して講演して頂き、今後の口腔癌治療の将来像について討論する。
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シンポジウム3『手術によらない口腔癌治療』

SY-3-1

口腔癌に対する小線源治療の現状と展望
東京医科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野

三浦 雅彦
放射線治療は、放射線を体外から照射する外照射による治療と、密封線源を
直接腫瘍内に埋め込んで、腫瘍内部から放射線を照射する小線源治療に分ける
ことができる。近年、前者の進歩は著しく、高精度放射線治療として強度放射
線治療
（IMRT）や体幹部定位放射線治療が広く普及するに至った。特に IMRT
は、咽頭癌の放射線治療において、耳下腺線量を大きく低下させることが可能
となり、重篤な副作用であった口腔乾燥症が改善されたことは、頭頸部領域に
おける革新的な進歩といえる。また、日本では、陽子線や重粒子線の施設が多
く建設され、これまで X 線では太刀打ちできなかった悪性黒色腫や腺様囊胞
癌も局所制御できるようになっている。しかしながら、口腔扁平上皮癌は、顎
骨に覆われている解剖学的要因に加え、咽頭癌より放射線抵抗性であることか
ら、外照射のみによる局所制御をいまだに困難にしている。
こうした状況において唯一、十分な局所制御を可能にしているのが小線源治療である。この方法は、線
源を腫瘍内に埋め込むことにより、大線量の γ 線を腫瘍に集中させる一方、少し離れた正常組織の線量を
十分に低減させる線量分布が可能となる。対象は、原則 StageI、II の早期癌となるが、その成績は外科療
法とほぼ同等である。小線源治療には、低線量率と高線量率が存在し、線源として前者では Ir-192 と Au198 が、後者では Ir-192 が現在使用されている。我々の施設では、潰瘍や骨壊死など晩期反応に対する効果
を小さくできる低線量率での治療を採択している。しかしながら現在、これを実施できる施設は、残念な
がら数施設に限定される。以前は、舌癌の厚さが 1cm 以上であっても、Cs 針を用いて実施していたが、Cs
針が製造中止となった後は、経口抗癌剤 TS-1 によって厚みをなくした後に Ir 針を刺入することで対応す
ることが多くなっている。
γ 線を利用した小線源治療は、特に革新的な進歩もなく、長い間、同様な治療が繰り返されてきた。近
年、イスラエルで Ra-224 からの α 線を利用した小線源治療が開発され、我々の施設では、国立がん研究
センター中央病院とともに、これを日本に導入し、口腔癌に適用する準備を進めている。重粒子線による
小線源治療が可能となれば、長年の沈黙を破り新たな展開が期待される。

■ 略歴
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1987 年 3 月

東北大学歯学部卒業

1991 年 3 月

東京医科歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了

1992 年 4 月

日本学術振興会海外特別研究員

1995 年 3 月

東京医科歯科大学歯学部助手

2000 年 4 月

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科助教授

2008 年 9 月

同教授

米国 Thomas Jefferson 大学
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シンポジウム3『手術によらない口腔癌治療』

SY-3-2

臓器温存を目指した進行口腔癌に対する動注化学放射
線療法
横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

光藤 健司
口腔癌の標準治療は手術であるが、局所進行口腔癌に対する手術は術後の摂
食、発音、咀嚼、嚥下などの機能障害だけでなく、局所の超進行症例では顔面
皮膚の合併切除に伴う整容的な問題が生じる。そのため化学放射線療法、分子
標的薬と放射線との併用療法により局所進行口腔癌に対しても臓器温存に対
する試みが行われているが、決して満足のいく結果が得られているわけではな
い。我々は進行口腔癌に対し臓器温存を目的とし、逆行性超選択的動注化学放
射線療法（以下動注 CCRT）を開発した。この方法は超選択的動注化学療法と
放射線療法との連日の同時併用が可能となることから高い抗腫瘍効果が得ら
れ、進行口腔癌に対しても臓器温存が可能となった。
2006 年 1 月から 2016 年 8 月の 10 年 8 か月間に当科を受診した口腔・顎顔
面領域悪性腫瘍 1192 症例の中で 335 例に対して根治的動注 CCRT
（docetaxel：total 60mg/m2、cisplatin：
total 150mg/m2、RT：total 60 G）を施行した。5 年局所制御率は 87％（stageII：95％、stageIII：91％、
stageIV：82％）
、5 年全生存率は 75％（stageII：89％、stageIII：82％、stageIV：64％）と良好な成績が
得られた。進行口腔癌に対する動注 CCRT は原発部位の手術回避が可能となり、良好な予後が期待できる
有用な治療法である。
「手術によらない口腔癌治療」として動注 CCRT の有用性を示すには他の治療（手術、化学放射線療法、
薬物療法）との比較試験が必要であるが、本療法の特性から多施設でのランダム化試験は困難である。本
発表では動注 CCRT の今後の展望を含めて報告を行う。

■ 略歴
1989 年 7 月

名古屋大学医学部附属病院 口腔外科

1998 年 7 月

名古屋大学医学部附属病院・助手

2001 年 4 月

MD Anderson Cancer Center（留学）

2003 年 7 月

名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部感覚器外科学講座・講師

2007 年 7 月

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学・准教授

2018 年 7 月

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学・教授

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

85

シンポジウム3『手術によらない口腔癌治療』

SY-3-3

頭頸部癌に対する放射線治療の最近の進歩
伊勢赤十字病院 放射線治療科

不破 信和
頭頸部領域は呼吸、構音、発声、嚥下、咀嚼などの機能に直接関わり、手術
での機能障害は performance status（PS）が著しく低下するなど、quality of
life（QOL）
に大きな影響がある。また整容面にも配慮し治療を行う必要があり、
放射線治療の役割は大きい。
従来、進行癌（切除不能癌）に対しては放射線単独治療が行われてきたが、
現在では化学療法と放射線治療を組み合わせる化学放射線治療が主流となっ
ている。また分子標的薬剤の登場は今後の治療戦略を大きく変える可能性があ
る。
頭頸部癌の中でも特に口腔領域では抗がん剤を動脈から投与する動注療法
が近年注目を浴びている。浅側頭動脈からカテーテルを挿入する方法と大腿動
脈からカテーテルを挿入する方法の 2 通りの方法があるが、いずれの方法も静脈から抗がん剤投与する場
合に比較し、高用量の投与が可能であり、その治療効果は非常に高い。
腫瘍への線量増加と周囲正常組織への線量軽減が放射線治療の命題であるが、近年の治療技術の進歩は
著しく、 X 線治療を用いた方法として強度変調放射線治療（Intensity Modulated Radiotherapy；IMRT）、
さらに究極の放射線治療として粒子線治療が注目を集めている。
IMRT とは空間的、 時間的に不均一な放射線強度を持つ照射ビームを多方向から照射することにより、
病巣部に最適な線量分布を得る放射線治療法である。従来の放射線治療では、病巣に近接する重要器官
（唾液腺、脊髄、脳幹、視神経など）は病巣とほとんど同様の線量が投与されるため、病巣へ根治線量を投
与すると重要器官の障害のリスクが非常に高くなり、重要器官の被爆を軽減すると病巣へ十分な線量を投
与できなくなるという問題点があったが、IMRT を用いることで周囲重要器官の高線量被爆を軽減し、尚
かつ病巣に対する十分な線量投与が可能となった。
粒子線治療は陽子線や炭素イオン線を用いる治療である。従来の放射線治療（X 線）と比較した場合の
特徴として、粒子線は体内に入った後、ビームが停止する直前に高いエネルギーを放出する物理特性を有
しており、その性質を利用することで周囲正常組織の被爆を軽減し、病巣に対して十分な線量を投与する
ことが可能となった。また生物学的効果も X 線治療より高い利点を持つ。
本シンポジウムでは上記の放射線治療の最近の進歩について概説するが、記憶に鮮明に残っている自験
例についても合わせ紹介したい。

■ 略歴
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1981 年

三重大学医学部卒業

1998 年

愛知県がんセンター放射線治療部部長

2006 年

同副院長兼務

2008 年

南東北がん陽子線治療センターセンター長

2012 年

兵庫県立粒子線医療センター

2015 年

現職

院長
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機能温存を目指した口腔癌への集学的治療
国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科

本間 義崇
進行口腔癌の治療においては、外科的切除・放射線治療・薬物療法による集
学的アプローチが基本となる。特に、長期生存を達成するにあたっては腫瘍局
所の制御が非常に重要となるが、口腔癌の局所制御においては依然として外科
的切除に頼るところが大きく、術後の機能面・整容面への影響が少なくない。
近年、各種医療技術の開発が進み、患者の QoL や ADL に配慮した侵襲の少
ない局所治療も可能となってきている。薬物療法においても、支持療法の治療
の進歩により高い腫瘍縮小効果が期待できる導入化学療法の安全性が高まり、
また免疫チェックポイント阻害薬の臨床導入により、治療体系が大きく変わり
つつある。
こうした現状から集学的治療の形も今後多様化していくと考えられ、優先目
標である「治癒・長期生存」を損なわずに、患者の希望や QoL・ADL にも配慮した治療戦略の模索も必要
となってくる。今回は腫瘍内科の視点から、現在の頭頸部がん治療開発の状況を踏まえて、今後の口腔癌
における新たな集学的治療の展望と、その問題点について考察する。

■ 略歴
2004 年 3 月

札幌医科大学 医学部卒業

2004 年 4 月-2007 年 3 月

恵佑会札幌病院 外科

2007 年 4 月-2010 年 3 月

国立がんセンター中央病院 外科レジデント

2010 年 4 月-2011 年 3 月

国立がんセンター中央病院 内科短期レジデント

2011 年 4 月-

国立がん研究センター中央病院 消化管内科 医員

2018 年 4 月-

国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科 医長

資格：日本内科学会認定医・日本臨床腫瘍学会薬物療法専門医
外部委員： 口腔癌取扱い規約・委員
頭頸部癌診療ガイドライン・委員
膵・消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン・委員
GIST 診療ガイドライン・委員
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シンポジウム 4

顎変形症治療の未来
座長

髙野 伸夫
東京歯科大学市川総合病院 口腔がんセンター
近年、顎矯正手術は極めて一般的となり、これを積極的に行っている施設では、口腔外科入院
患者のうち顎変形症患者が多くを占めるようになった。本邦に下顎枝矢状分割法が紹介され、ま
ず下顎骨に対する顎矯正手術が数多く行われるようになり、次いでその必要性から上顎に対する
LeFort I 型骨切り術とのコンビネーション手術へと発展してきた。現在のように隆盛を極める
ようになった背景としては、治療者側の努力と技術の向上により、電子機器を用いた精度の高い
治療が可能となり、患者側からの要望に対する満足度が高くなったことによるものと考えられ
る。今では口腔外科に足を踏み入れた者にとって、顎矯正手術はマスターすべき手術法の一つと
なっている。また、口腔外科、矯正歯科をはじめ顎変形症の治療に携わる者は、顔面形態の改善
および伵合を含めた口腔機能の改善を図り、患者の精神心理学的な劣等感の除去を目指す必要が
ある。顎変形症の治療は、優しく、美しく、安全な手術でなくてはならない。そのためには顎変
形症治療がこれからどのような方向に向かうのが理想であろうか？今後、本治療を発展させてい
くと思われる若い世代の先生方にもぜひ参加してもらうために「顎変形症の未来」と題したテー
マで、現在活躍されている 4 名の先生方に未来を見据えたご講演とご討議を頂くことにした。
外木守雄先生には将来発展してくると思われる閉塞性睡眠時無呼吸患者の顎矯正手術につい
て、長坂浩先生にはまだ保険診療の制約があるが、サージェリーファーストによる外科的矯正治
療について、代田達夫先生には顎矯正手術のナビゲーションシステムの応用について、そして小
林正治先生には安全な顎矯正手術についてご報告していただく予定である。
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SY-4-1 ［顎変形症治療の未来］睡眠外科治療としての外科的矯
正治療の応用とその問題点
日本大学歯学部口腔外科学講座

外木 守雄
閉塞性睡眠時無呼吸障害（症）
（Obstructive sleep apnea：OSA）の発生要因
の一つに、解剖学的に狭窄した上気道があげられる。顎変形症の治療すなわち
外科的矯正治療を応用した睡眠外科手術（Sleep Surgery：SS）は、この狭窄し
た気道を解剖学的に改善させる効果を持つため、睡眠医療界においてその発展
が期待されている。しかし、単純に上下顎骨を前方に移動するだけでは気道は
効率的に変化しないし、OSA は治癒しない。これは OSA の病因病態学的な因
子には、①解剖学的上気道狭小化、②呼吸調節系の不安定性、③上気道代償性
低下、④低い覚醒閾値が考えられ、これら 4 つの要素が多様でかつ複雑に関連
して OSA を発症しているためである。したがって OSA の治療に SS を応用す
る際は、症例において伵合状態の適正化、顔面形態との調和、顎骨の適正な移
動方向と距離、舌―口腔容積率の改善、気道通気度、気道の脆弱性、睡眠層の状態など、さまざまな要因
を検討する必要がある。これに加え、術式として、顎骨に付着する軟組織、筋群、靭帯なども考慮しなく
てはならない。また、周術期管理も非常に重要となる。もともと睡眠障害があることに加え全身麻酔によ
る術後睡眠層の変化、気道周囲の浮腫、腫脹による呼吸管理の危険性があるため、適切に周術期管理が行
われないと重篤な結果をきたす恐れがある。
このように、OSA に SS を適用するには、様々な要因を適切に評価し、問題点を解決できる治療戦略が
必要となる。今回、これらの問題点を多くの症例から得られた事実をもとに解説したい。
睡眠外科治療は、顎顔面部の根本的な問題点を解決できる可能性を持つため、口腔科領域における新た
な未来を開くものと確信している。

■ 略歴
1983 年

東京歯科大学

卒業

歯学博士

2002 年

Stanford Univ Medical Center Master fellow

2012 年

日本大学 教授

歯学部口腔外科学講座

日本睡眠歯科学会：理事長/認定・指導医、日本睡眠学会：理事/歯科専門医、日本口腔外科学会：理事
（社保委員長）/専門・指導医、日本顎顔面インプラント学会：理事/認定・指導医、
歯保連 会長、日本歯学系学会協議会副理事長
外保連

実務委員（日本口腔科学会選出）
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SY-4-2

インプラントアンカーを利用したサージェリーファー
スト法による外科的矯正治療のアップグレード
仙台青葉クリニック

長坂 浩
顎変形症に対する外科的矯正治療は、歯列矯正を行う矯正歯科医と顎矯正手
術を施す口腔外科医が連携するチーム医療として発展し、治療の質を向上させ
てきた。顎変形症患者が本治療によって良好な顔貌と安定した伵合機能を獲得
するためには、まず術前矯正によって切歯のディコンペンセーションや上・下
顎歯列弓の平坦化と調和などを図り、次に手術を適用して顎間関係の不調和を
改善し、再び術後矯正によって伵合の緊密化を図るという矯正先行（OF）の手
順が、標準治療として定着している。その一方で、OF 法では、術前矯正中に
顔貌や伵合状態が悪化することや治療期間が長期におよぶことなどが、手術を
待つ患者にとって大きな負担となっていることが指摘されてきた。OF 法の治
療の質を担保しつつ、これらの欠点を解消するために、サージェリーファース
ト（SF）法は考案された。本法では、術前矯正を完全に省略し、最初に手術を適用することで顎骨形態を
改善し、術後矯正によって歯列および伵合上の問題点を解決するという手順である。
2009 年に我々が最初に SF 法と称して症例報告をして以来、世界中で多くの SF 法に関する報告がなさ
れてきたが、適応症や治療プロトコールなどにおいて各チーム間で著しく異なっている。これらの報告を
整理すると、SF 法は矯正主導型と外科主導型に大別される。前者では、骨格の問題点は手術で、歯列の問
題は矯正治療によって改善するという考えであるのに対して、後者では、骨格のみならず歯列に関する問
題点までも手術によってできる限り改善するという考え方である。我々の SF 法は前者の矯正主導型に属
するが、手術直後の伵合が極めて不安定な状態になることからスプリントの使用とインプラントアンカー
を利用した矯正メカニクスが必須となる。術後には、舌・口唇の機能圧や骨代謝の活性化を利用して効率
的に歯を移動できるという利点もある。SF 法を選択した場合、手術時期を患者自身で決められる、顔貌を
早期に改善できる、治療期間を著しく短縮できるなど、多くの患者利益が認められる。以上より、SF 法の
導入・活用が今後の外科的矯正治療のアップグレードに寄与するものと考えている。
本講演では、我々が現在行っているインプラントアンカーを利用した SF 法における診断と治療の実際
を紹介するとともに、OF 法との比較や矯正主導型 SF 法と外科主導型 SF 法との差違などについても考察
する。

■ 略歴
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1984 年 3 月

東北大学歯学部歯学科卒業

1987 年 12 月

国立仙台病院歯科口腔外科常勤歯科医師

1989 年 4 月

東北大学歯学部口腔外科学第一講座助手

2003 年 10 月

宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科部長

2008 年 10 月

東北大学大学院歯学研究科顎顔面外科学分野講師

2012 年 4 月

国立病院機構仙台医療センター歯科口腔外科医長

2017 年 4 月

仙台青葉クリニック副院長・歯科口腔外科主任
現在に至る
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SY-4-3

手術ナビゲーションと CAD/CAM スプリントによる
精度の高い顎矯正手術を目指して
昭和大学歯学部口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門

代田 達夫
最近、シミュレーションソフトで設計し、CAD/CAM で作製されたスプリン
トを顎矯正手術に用いる手法が報告されている。しかし、上顎の位置を決定す
る際に下顎を基準とする限り、上顎骨の位置決めに関する誤差の問題は解消で
きない。頭蓋顎顔面手術専用のシミュレーションシステムとナビゲーションシ
ステムを連動させることが可能であれば、CAD/CAM スプリントを用いた上
顎移動骨片の移動とナビゲーションによる位置確認を同時に行うことが可能
となり、術前に計画した移動骨片の位置を高い精度で手術中に再現できると考
えられる。そこで、上下顎移動術が必要と診断された顎変形症患者を対象とし、
ナビゲーションと CAD/CAM スプリントを用いて上顎移動骨片の位置決め
を行い、その精度を検証したので報告する。上下顎移動術が必要とされた顎変
形症患者 35 例を対象とした。術前のコーンビーム CT（CBCT）撮像データと歯列模型のスキャンデータ
を組み合わせた 3 次元頭部骨格モデルを作製した。このモデルを用いて上下顎移動術の手術シミュレー
ションを行い、上顎位置決め用スプリントを CAD/CAM で作製した。座標変換ソフトを用いて手術シミュ
レーションのデータの座標軸をナビゲーションシステムの座標軸と一致させ、このデータをナビゲーショ
ン支援手術に使用した。Le Fort I 型骨切り術によって可動化した上顎移動骨片を CAD/CAM スプリント
を用いて移動させ、ナビゲーションシステムにて上顎移動骨片の位置が予定した位置と一致していること
を確認し、チタン製ミニプレートで固定した。術後 4 週目に撮影した CBCT とシミュレーションにより作
製した予測画像とを重ね合わせし、6 か所の計測点における両者位置を距離計測することで誤差を三次元
的に評価した。
その結果、各計測点における誤差の平均値は水平方向では最大 0.99mm、最小 0.74mm、垂直方向では最
大 1.29mm、最小 0.99mm、前後方向では最大 1.25mm、最小 0.75mm であった。
以上の事から、シミュレーションの結果をナビゲーションシステムに組み込むことで、CAD/CAM スプ
リントを用いて移動させた上顎移動骨片の位置をナビゲーションシステムで確認することが可能となり、
シミュレーション手術で設定した上顎移動骨片の移動を実際の手術に高い精度で反映させることが可能
となることが示された。

■ 略歴
1986 年 3 月 昭和大学歯学部卒業
1991 年 6 月 昭和大学歯学部 第 1 口腔外科学教室

助手

1996 年 4 月 昭和大学歯学部 第 1 口腔外科学教室 講師
2008 年 4 月 昭和大学歯学部 顎口腔疾患制御外科学教室 准教授
2013 年 5 月 昭和大学歯学部 顎口腔疾患制御外科学講座 教授
2014 年 4 月 昭和大学歯学部口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門 教授
昭和大学歯科病院 顎顔面口腔外科 診療科長
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SY-4-4

安全な顎矯正手術を目指して Strategies to improve the patient safety of orthognathic surgery
新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

小林 正治
近年、顎変形症患者に対する顎矯正手術は社会的に広く認知されるようにな
り、その需要も拡大している。患者の訴えも多様化してきていることから、以
前に比べて上下顎移動術施行症例の割合が増えており、多分割 Le Fort I 型骨
切り術などのより複雑な術式が行われるようになった。外科的矯正治療は高度
に選択的な治療であることから、患者に満足してもらえる医療を提供すること
が肝要である。また、新規の医療機器や医療材料も次々と開発され、手術侵襲
の低減や手術時間の短縮も図られている。一方、本手術は口内法による狭い手
術野で行われ、術野周囲には血管や神経などの重要な組織が存在し、気道も近
接していることから、様々な偶発症や合併症に注意する必要がある。顎矯正手
術を安全確実に行うためのポイントは、移動骨片を確実に可動化させて予定位
置に移動させ、不用意な手術手技による歯根や歯周組織、神経・血管等の損傷や骨片への血流不良による
壊死などの合併症を招かないように十分に注意することである。
一般的に骨切りには電動ソーやドリルシステムが用いられているが、不注意な操作によって周囲軟組織
を巻き込むと、 血管損傷による大量出血や骨片への血行不良による骨壊死などを引き起こすことになる。
近年では、超音波切削器が顎矯正手術に用いられるようになり、血管や神経の損傷リスクが大幅に減少し
た。われわれは、2018 年夏より新たに承認された鋸歯状の超音波骨切削チップセットを上下顎骨のほとん
どの骨切りに用いているが、従来の電動ソーやドリルシステムを用いた術式と比較しても大幅な手術時間
の延長は認められず、出血量は減少していた。
術後管理においては、後出血や腫脹による気道閉塞に十分注意し、翌朝までは呼吸状態のモニタリング
を行うとともに、緊急時に対応できるような体制を整えることが肝要である。特に下顎骨後方移動量の大
きな症例や肥満がある症例、術前に睡眠呼吸障害を有する症例では、術後に睡眠時血中酸素飽和度の著明
な低下を認めることから、十分な注意が必要である。
本講演では、安全な顎矯正手術を目指したわれわれの取り組みを提示させていただき、顎矯正手術の偶
発症や合併症について討論する機会にできればと考えている。

■ 略歴
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1983 年

新潟大学歯学部卒業

1987 年

新潟大学大学院歯学研究科修了

1987 年

新潟大学歯学部附属病院第一口腔外科助手

2001 年

新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野助手

2003 年

新潟大学医歯学総合病院口腔外科講師

2003 年-2004 年 文部省在外研究員（ドイツ Marienhospital Stuttgart 顎顔面口腔外科客員歯科医師）
2008 年

新潟大学医歯学総合病院口腔外科病院准教授

2013 年

新潟大学大学院組織再建口腔外科学分野教授
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シンポジウム 5

口腔機能と全身機能とのかかわり：寝たきりからの生還
座長

竹島 浩
明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野
医療における歯科の必要性は最近特に高く評価されるようになってきております。特に超高齢
化社会となり、健康長寿や認知症の防止、あるいは寝たきり者からの復帰などのために、歯科が
積極的に関与することが求められている。①伵合咀嚼の維持/回復によるフレイル化の防止や寝
たきり者の自立回復や、②また整形外科のリハビリテーションに口腔の機能が不可欠であること
が認識されはじめていること、さらに③摂食嚥下における専門家の関与が胃瘻からの脱却を可能
にしている点、などである。
本シンポジウムでは、これらの点についていずれもエキスパートとして、最近他領域の学会等
でご講演されている先生に登壇いただき、医科との連携に最も近い立場にある日本口腔科学会の
会員諸氏と有意義なディスカッションを行いたいと思います。
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SY-5-1

歯科は自立支援の救世主―咀嚼・活動連関
国際医療福祉大学大学院

竹内 孝仁
１．増え続ける高齢者・要介護者
わが国は依然として要介護者が増え続け介護保険費用は増加の一途を辿っ
ている。
２．政府は〔自立支援介護に転換〕
増大し続ける介護保険費用を抑制し、且つ利用者本人と家族の QOL を向上
させるため、政府は 2016 年 11 月の未来投資会議において安倍首相自らが、老
化で弱まる身体能力をあるがままに介護するのではなく、再び自立させるよう
「自立支援介護」を介護保険の主柱とすることを言明し、2018 年 11 月の同会議
ではこの方針を一層強化するよう指示された。
３．自立性回復の新しいアプローチ「歯科」
自立支援介護の方法論はこれまで次の 2 つがあった。①水分、活動、栄養、便通のいわゆる「基本ケア」。
②ADL を支える機能である「歩行」の改善。これに加え、近年明らかになってきたのは「歯科アプローチ」
である。寝たきりで歩行不能例の義歯を調整して「咀嚼機能」を復活させるだけで、介護やリハビリの介
入もないのに 歩いて身のまわりの活動 に自立してしまう例が多く見られている。歯科治療が自立をも
たらしたといえるわけである。
４．
「自立支援歯科」と新しい展望
こうした現象は、歯科治療による嚼活動の復活と摂食活動全体の正常化・活発化が全身の活動性を飛躍
的に向上させたことをもたらしている。これをわれわれは咀嚼・全身活動連関とよびたいと思う。歯（義
歯）治療・咀嚼の復活向上・全身の活動性、この 3 者の間に明らかな連関があることは明白である。
５．
「嚥下反射」の亡霊から脱して「咀嚼・食塊理論」の構築を
摂食嚥下障害のリハと呼ばれる医家中心の世界では、この障害の主因は「嚥下反射」といわれ、ひたす
らこの自然回復が待たれていた。咀嚼とそれに導かれる食塊形成や唾液の役割などは一顧もされていな
い。自立支援介護の中で行われる、胃ろう・経管・流動食などの経口常食化への回復過程は、摂食嚥下の
主役は嚥下反射にはないことを示している。重症脳卒中を含むほぼすべての例は、咀嚼機能の復活を中心
とする歯科アプローチが成否の伴を握ることを示し、さらにそれが全身の自立性へとつながっていくこと
を示している。

■ 略歴
1966 年日本医科大学卒業、東京医科歯科大学にて整形外科・リハビリテーション医学を研修。1977 年同大
学整形外科講師、1983 年リハビリテーション部助教授、1991 年日本医科大学リハビリテーション科教授、
2004 年国際医療福祉大学大学院教授（介護・ケアマネジメント分野）。1973 年頃より介護に関わりおむつ
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外しなど自立支援介護に着手。日本自立支援介護・パワーリハ学会会長、日本ケアマネジメント学会理事、
医学博士
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SY-5-2

超高齢社会における歯科の役割
河原英雄歯科医院

河原 英雄
最近の歯科医学的知見として、口腔機能と認知症の関係や咀嚼と脳機能の関
係が、ひいては咀嚼と全身状態、脳機能の関係にまで大きく関わっていること
が分かってきた。演者自身においても、日常の歯科臨床の中で認知症を患う患
者で、義歯を使用していない場合や不適合で機能していない義歯で日々送られ
ている患者に対し、旧義歯の調整や新義歯の製作により機能的な義歯を使用す
る事により咀嚼能力が向上し、認知症が改善して、ひいては QOL が改善した
という症例を数多く経験して実感している。
そもそも人間は、「生きるために食べている」、また、口は「命の入口」でも
ある。食べるとき、人は「目で見て、匂いを嗅いで、口に入れて、それが過去
の経験で安全かどうかを脳が判断し、咀嚼し嚥下して」胃に入れる。その間、
脳は活発に動いている。この脳の動きが健康に役立つ。だから食べるための歯は大事にしなければならな
い。
最近、残存歯数と認知症、残存歯数と転倒の関係が明らかになり、また、
「咀嚼と脳機能」との関係も解
析されてきた。このように口腔の機能は、全身機能に影響を与えることが明らかになってきた。
皆さんと共に高齢社会における歯科の役割を考えてみたいと思います。

■ 略歴
1967 年

九州歯科大学

卒業

1968 年

福岡市にて開業

2002 年

佐伯市に移転開業

現在に至る
九州大学歯学部 臨床教授
台北医科大学歯学部 臨床教授
日本審美歯科協会 会長
日本顎伵合学会 会長

等歴任

医学博士
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口腔科学推進プロジェクト研究
モデレーター

藤田 茂之
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座
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1、口腔医療のニーズ調査：「口腔機能に関する退院時患者アンケート調査」
医科歯科連携の推進が叫ばれて久しいが、まだ充分な連携が図られているとは言えないのが現状で
ある。食を含めた口腔機能に関する医療ニーズや提供状況、歯科口腔保健に対する意識や問題点、地
域包括医療を踏まえた歯科口腔医療の供給体制の現状を把握するため、医療供給現場である総合病院
において入院加療を行った患者において、1 か月間に退院する患者に対するアンケート調査を日本口
腔科学会が企画し、この企画に全国 16 医療機関の賛同を得て調査研究を実施できた。今回、その調査
結果の概要を報告する。
2、口腔医療の効果検証：「周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子関する後ろ向き観察研究」
2012 年度から診療報酬に支持療法のひとつである「周術期口腔機能管理」が新設された。これは、
がん患者等の口腔機能の維持・改善、 口腔内の保清、 慢性感染巣のコントロール等を行う事により、
各種治療時の有害事象の予防・軽減、がん治療成績の向上、生活の質（QOL）の維持・改善等を図る
ものである。これまで周術期口腔機能管理の効果に関して研究報告が多くなされているが、まだ根拠
が少ないとの意見もある。周術期口腔機能管理による効果のひとつに入院期間の短縮が挙げられてい
るが、昨今は早期退院が進んでおり、在院日数で周術期口腔機能管理の効果を評価するのが困難に
なってきている。在院日数以外のアウトカム指標｛合併症の発生頻度、医療費（保険請求総額、投薬、
注射、処置、検査、画像など）、栄養状態、免疫能など｝によるエビデンスの再構築が望まれる。また、
周術期口腔機能管理の保険算定に関しては、その対象を疾患と臓器などで制限を受けていることが問
題点として強く指摘されている。この対象患者の設定に関しては、科学的根拠が曖昧であり、科学的
根拠に基づいた対象患者の設定と効果の検証が望まれている。限られた資源（医療費、人的資源など）
で、効率的かつ効果的な口腔機能管理を行うためにエビデンスの蓄積と疾患や臓器ではない新たな対
象者の選定基準・方法の開発が必要である。そこで本研究の目的として以下の項目を提示した。
（1）周術期口腔管理に関するエビデンスの確立（再構築）
（2）効果的な周術期口腔管理の実現、限られた資源（医療費、人的資源等）有効活用の為のシステム
作り。
日本口腔科学会が企画したこの調査研究に全国 25 医療機関の賛同を得て調査研究を実施できた。
今回、その調査結果の概要を報告する。
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Ｗ-1-1 「口腔機能に関する退院時患者アンケート調査」の結果報告
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

小池 一幸
【目的】医科歯科連携や地域医療連携の推進について、様々な対策が取られて
きたが、在宅療養患者のための歯科医療サービスは需要と十分結びついている
とは言い難い。その原因として、歯科および口腔機能に対して患者が求めてい
ることや、歯科に求められている介入とその効果についての資料が不足してい
ることが指摘されている。そこで、患者のニーズや現状の歯科医療の提供体制
とその課題を把握するため、総合病院において入院加療を行った患者に対し
て、口腔機能の満足度や歯科医療ニーズに関する実態調査を日本口腔科学会学
術委員会が企画し実施した。
【方法】2017 年 11 月 1 日から 11 月 30 日もしくは 2018 年 1 月 1 日から 1 月 31
日の 1 か月間に日本口腔科学会研修施設において入院加療を行った患者を対
象に質問紙法により実施した。
【結果】
調査に賛同いただいた全国 25 医療機関より 2280 件の回答を得た（有効回答率 46.1％）。 その結果、
口腔内に何らかの症状を自覚している入院患者の割合は 72.2％ であり、その症状は歯周疾患、う蝕、義歯
不適合などのいわゆる歯科疾患だけでなく、口腔乾燥、味覚障害、嚥下異常等の口腔機能障害によると思
われるものも多くみられた。入院中に口腔症状の悪化を訴えた患者は 5.7％ であった。
食事形態に関して、口腔状態が改善すれば希望の食事形態が達成される（胃瘻が経口に、流動食が粥食
や普通食に等）と考えている患者は 67.5％ と多くみられた。しかしながら、実際に入院中に歯科・口腔外
科・口腔ケア外来等を受診し歯科介入を受けた患者はわずか 18.2％ であり、入院前後にかかりつけ歯科を
含めた医療機関で口腔機能管理を受けた患者は 48.4％ であった。また、退院後の歯科治療やセルフケア方
法についての情報提供を求める声も 55.4％ にみられた。患者の歯科医療ニーズはあるものの、口腔機能を
扱う診療科としての歯科の役割がまだ十分に認識されていない現状がうかがわれた。
【考察】
これからの歯科に求められるものは、口腔の専門家として口腔の状態を診断し、治療・管理計画を
立案することができる「口腔科」としての役割を担うことである。今後、患者の希望をくみ取り、歯科受
診につなげるような介入方法の検討が必要である。また、退院後も継続して口腔機能の維持・改善を図る
ために、地域医療連携を推進し、切れ目のない歯科医療提供体制を確保することが課題である。

■ 略歴
平成 19 年 徳島大学歯学部歯学科 卒業
平成 19 年 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 研修医
平成 21 年 君津中央病院歯科口腔外科 医員
平成 25 年 千葉大学大学院医学薬学府 修了
平成 25 年 厚生労働省関東信越厚生局 臨床研修審査官
平成 26 年 厚生労働省大臣官房厚生科学課 課長補佐
平成 27 年 千葉大学大学院医学研究院 特任助教
平成 30 年 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 助教
博士（医学）
、口腔外科専門医、日本口腔科学会暫定認定医
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現在に至る
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Ｗ-1-2

口腔医療の効果検証 「周術期口腔機能管理の効果及び
効果予測因子に関する後ろ向き観察研究」
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

栗田 浩
周術期口腔機能管理は支持療法のひとつであり、がん患者等の口腔機能の維
持・改善、口腔内の保清、慢性感染巣のコントロール等を行う事により、各種
治療時の有害事象の予防・軽減、がん治療成績の向上、生活の質（QOL）の維
持・改善等をはかるものである。2012 年度からは診療報酬に「周術期口腔機能
管理」が新設され、広く普及することとなった。これまで周術期口腔機能管理
の効果に関して研究報告がなされているが、まだ根拠が少ないとの意見もあ
る。今後、限られた資源（医療費、人的資源など）で、効率的かつ効果的な口
腔機能管理を行うためには、エビデンスの蓄積と疾患や臓器ではない新たな対
象者の選定基準・方法の開発が必要である。
そこで今回、周術期口腔管理に関するエビデンスの確立（再構築）、および、
効果的な周術期口腔管理のシステム作りを目的に、日本口腔科学会研修施設の協力を得て調査研究を
行ったので、その概要を報告する。
【対象】2016 年 4 月 1 日〜2017 年 3 月 31 日までの期間に調査対象医療機関（口腔科学会研修施設 181 施
設）にて全身麻酔下に手術を行った患者
【方法】
下記調査項目を後ろ向きに調査し、各種アウトカム指標における周術期口腔機能管理の効果、およ
び、効果に影響を与える因子に関して検討を行った。
影響因子：性別、入院時年齢、入院時身長、BMI、喫煙歴、入院時体重、傷病名
（DPC 病名）
、主傷病名、
入院時併存傷病名、入院後発症傷病名、重症度、手術名、手術の難易度、E-PASS スコア
（重症心疾患・重
症肺疾患・糖尿病の有無、Performance Status、麻酔リスク、出血量、手術時間、切開範囲）
、周術期口腔
機能管理の有無、歯科的合併症の有無
アウトカム指標：術後入院日数、術後発熱日数、CRP 異常高値日数、体重変化、BMI の変化、血清アルブ
ミン値の変化、リンパ球数、予後栄養指数（Prognostic nutritional index：PNI）の変化、術後感染・治癒
不全・術後肺炎病名の有無、DPC 円（包括評価部分、出来高評価部分）
、出来高（円）、など
【結果】全国 25 医療機関から 19,646 名のデータが得られた。今回、調査結果の概要を報告する。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

■ 略歴
1987 年 3 月 新潟大学歯学部歯学科卒業
1987 年 6 月 信州大学医学部附属病院 医員
1995 年 4 月 信州大学医学部附属病院 助手
1996 年 11 月 医学博士・博士（医学）
［信州大学］
1997 年 4 月 信州大学医学部附属病院 講師
1997 年 10 月 文部省在外研究員

スウェーデン カロリンスカ大学歯学部

2001 年 6 月 信州大学医学部

准教授

2011 年 7 月 信州大学医学部

教授

現在に至る

98

ワークショップ 2

急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、歯科
医師の果たすべき役割は？
モデレーター

片岡 竜太
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座歯学教育部門
近年、歯科医師に対する社会からのニーズは従来とは大きく様変わりしてきた。健康長寿社会
を目指して、急性期医療や地域包括ケアシステムにおいて、医療の安全を担保しながら、また高
い倫理観を持ってチーム医療を実践できる、そのような「多様なニーズに対応できる歯科医師の
養成」を目標として、モデル・コア・カリキュラムの平成 28 年度改訂版が出された。
このたび、学生あるいは卒後研修医を含む歯科医師に「口腔科」
の全体像をわかりやすくする、
すなわち社会のニーズに応えて口腔を担当する歯科医師の役割を明確にし、
「口腔」
という臓器に
携わる多職種と共に「口腔」を考え、より良い医療を提供する医療人の養成を目的として、本学
会に歯学教育検討委員会が設立された。
歯学教育検討委員会のキックオフワークショップとして、急性期医療および地域包括ケアの多
職種協働の中で歯科医師の果たすべき役割について、歯科医師、社会福祉士、看護師が第 1 回目
として総論的なディスカッションを行う。キーワードとして健康長寿社会、社会環境を含む健康
リスク、フレイル予防、急性期病院および在宅地域医療における多職種連携協働についてディス
カッションを行い、今後の歯学教育の方向性を検討する。
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ワークショップ2『急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、
歯科医師
の果たすべき役割は？』

W-2-1

ミールラウンドとそれに基づくカンファレンスを模倣
した多職種連携ワークショップを経験して
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 インプラント再生補綴学分野

窪木 拓男
要介護高齢者が住み慣れた地域で最後まで生き生きと暮らし続けるために
は、自分の口から食べ続けることが重要な要件となる。いつまでも口から食べ
るためには、正しい評価に基づく摂食嚥下機能の維持向上を目指すばかりでな
く、本人の機能に合致した食形態の評価やそれに基づく食内容の変更によっ
て、安全かつ低栄養の予防をめざしたアプローチが必須である。すなわち、咀
嚼機能をはじめとする摂食嚥下機能の評価や食事指導において、医師、歯科医
師と栄養関連職種との連携は欠かせない。しかし、介護保険施設、在宅におけ
る医師、歯科医師と栄養関連職種の連携は全国的に見て十分進んでいるとはい
えず、特に在宅医療においては、摂食嚥下機能や介護環境にマッチした食形態
を決定し情報提供できる医療者が不足しているのみならず、実際にその指示に
基づき食指導や食環境整備を行うことのできる管理栄養士が不足しており、在宅現場において適切な食提
供が困難である場合も多い。また、食べることは、ある意味生きることを意味し、栄養補助食品を含めた
経口栄養や経管栄養の適切な選択を行いながら要介護高齢者の尊厳を最期まで守るためには、死生学やア
ドバンスドケアプランニングの概念をこの分野に浸透させる必要がある。
我々は、岡山県医療介護総合確保基金を頂き、介護保険施設、在宅における医科、歯科と栄養関連職種
の連携を行う上で必要な知識や技術、態度を教育する人材養成セミナーを、岡山大学病院と地域医療圏の
医師会、歯科医師会、栄養士会等が中心になって各医療圏において実施した。具体的には、平成 27 年度よ
り改定された介護報酬において導入された「口から食べる楽しみの支援口腔・栄養関連サービスの実施
（ミールラウンド）」の実働職種（医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、歯科衛生士、薬剤師、作業療法
士、言語聴覚士、ケアマネージャー、介護福祉士等）と実際に介護を行っている市民に向けた講演会と多
職種連携を模したワークショップをセットとして岡山県内各地で総計 10 回にわたり開催し、 口から食べ
る楽しみの支援

が確実に医療や福祉現場に浸透する体制作りを試みたので、その経験を報告したい。

参考：死生学とアドバンスドケアプランニングを取り入れた要介護高齢者の尊厳を最期まで守る多職種
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連携口腔栄養関連サービス推進事業
ホームページ

http://www.okayama-u.ac.jp/user/food/

■ 略歴
2003-現在：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
2007-2009：岡山大学医学部・歯学部附属病院
2009-2011：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

教授
副病院長
副研究科長

2012-2015：岡山大学 歯学部長
2014-2019：文部科学省 課題解決型高度医療人材養成プログラム「健康長寿社会を担う歯科医学教育改革
（H26-H30 年度）
」の実施責任者
2016-2017：岡山大学副学長（研究力分析担当）
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ワークショップ2『急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、
歯科医師
の果たすべき役割は？』

W-2-2

地域包括ケア時代における「食」
・「口」・「ケア」と多職
種協働
日本社会事業大学 社会福祉学部

小原 眞知子
保健医療領域における多職種協働の重要性は従来の患者の治療の効果性・
効率性を追求するミクロレベルから、医療機関におけるコスト効果、ケアの質
の向上など組織・メゾレベル、加えて、国民医療費抑制や地域包括ケアシステ
ム構築の推進などマクロレベルにおいてもその重要性が指摘されている。医療
サービスも病院完結型から地域完結型へと形態、機能を変えてきた。このよう
に、昨今の社会的情勢を受けて、地域における保健・医療・福祉の連携構築と
推進のために歯科医の役割が期待されるところである。
本発表では、福祉現場の実践事例通して、歯科医師が期待されている役割と
未来像を検討したい。まず、福祉・介護の現場から特別養護老人ホームや東京
都で実施しているネットワークの事例を通して、高齢者や疾病のある患者の
「食」を通して、包括的なケアを考え、生活（生きる）を検討する。我々にとって、「食」をすることは、
その人の生命を支えるだけではなく、
「食」にはその人の文化や嗜好が含まれており、個々人の生き様その
ものであり QOL にもつながるものである。食には、人びとの生命・生活・人生において、さまざまな機能
がある。主には、①栄養補給としての生命や健康を維持する「ライフライン」、②暮らしにおける人間関係、
人との繋がり、コミュニケーションといった「社会性」、③生活の豊かさ、潤い、世代間交流といった「く
らし方」
、④楽しみや生きがい、意欲といった「感情や情緒」の 4 つの機能である。これらを地域で支えて
いくためには、多様なアプローチの可能性があり、特に都市部の場合は、資源を活用したネットワークが
様々な地域で始動している。
「食べる」というごくありふれた楽しみや喜びは、無意識のうちに日常に存在
する。高齢者、障がい者、疾病を抱えた人々を支える地域共生社会の実現のためには、福祉領域は歯科領
域と協働を図る必要がある。福祉・介護領域が期待する歯科医師は、地域や施設で生活をする人々の歯科
領域や口腔ケアだけではなく、生活の質を高める役割を担っていることは間違いない。今後、多職種協働
の中で、包括的ケアのあり方を検討する機会を増やし、各々の専門性を理解し、多職種協働に必要な共通
のコンピテンスを理解できる仕組みづくりと具体的実践が望まれよう。

■ 略歴
1991 年〜1997 年

日本医科大学付属第二病院

2000 年〜2006 年

久留米大学

2006 年〜2015 年

東海大学 健康科学部

2015 年〜現在

日本社会事業大学 社会福祉学部

（2016 年〜2018 年）

文学部

専任医療ソーシャルワーカー

社会福祉学科
社会福祉学科

講師、准教授
准教授、教授

福祉援助学科

日本社会事業大学社会事業研究所 所長
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ワークショップ2『急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、
歯科医師
の果たすべき役割は？』

W-2-3

医 療 職 養 成 に お け る 多 職 種 連 携 教 育（Interprofessional Education：IPE）の意義
昭和大学保健医療学部 保健医療学教育学（看護学科 精神看護学兼任）

榎田 めぐみ
チーム医療とは、医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専
門性を前提に、目的と情報を共有した上で、シームレスに役割を分担しつつも
互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供することで
ある。
1．病院でのチーム医療における歯科の関わり
口腔と全身はさまざまな領域で関連があり、口腔の問題が原因で感染症が生
じたり、口腔以外の問題が口腔内に影響を及ぼしたりする。口腔内常在菌の誤
嚥による誤嚥性肺炎の発症や薬物療法（たとえば抗癌剤、ステロイド等）によ
る口腔粘膜の炎症など、入院患者の治療を支える上で歯科の関わりは重要とな
る。また、入院患者の歯科治療は全身状態の回復に寄与し、患者の QOL の改
善につながる。齲蝕や歯周病の治療、口腔内の除痛や義歯作製、義歯作製や調整による伵合機能の回復な
ど経口摂取を支援し、栄養状態の改善を図る上でも重要となる。さらに、歯科の特徴を活かした摂食・嚥
下リハビリテーションもチーム医療における歯科の重要な役割の 1 つとなる。
2．在宅医療における歯科の関わり
要介護状態にある人が抱える口腔内の問題（例えば、錠剤が舌下部に残っている等の服薬上の問題、舌
や歯肉等の変化、義歯不適合による摂食嚥下機能の障害など）は、かかりつけ医をはじめ訪問看護師や薬
剤師、さらに介護職種により発見されることが多い。患者が歯科疾患を訴えない場合でも歯科の役割があ
ることは明確であり、在宅チーム医療においても歯科の果たす役割は大きい。
3．チーム医療における歯科の役割を医療職養成教育の立場から考える
日本においては 2006 年以降、文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」の採択を受け
た医療系大学を中心に、IPE を軸にしたチーム医療学修プログラムが展開されるようになった。昭和大学
では医系総合大学の特徴を活かし、医・歯・薬学部は 6 年間、保健医療学部（看護、理学、作業療法学科）
は 4 年間にわたり体系的、段階的に学修の場と内容を広げ、確実にチーム医療に必要な能力を修得できる
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よう工夫した IPE に基づくチーム医療学修カリキュラムを構築した。ここでは、上で述べたチーム医療に
おける歯科の役割について焦点を絞り、実践例を踏まえて紹介したい。医療職養成における多職種連携教
育の視点から IPW（Interprofessional Work：IPW）に向けた IPE の意義についての考察も含めてお話しで
きればと考える。

■ 略歴
看護師として内科、精神科、脳神経外科における外来や病棟で 8 年ほど勤務。
その後、大学院に進学し、修士課程修了後は看護教育に携わっている。東邦大学、杏林大学を経て平成 21
年 4 月より昭和大学保健医療学部看護学科講師、平成 29 年 5 月より同准教授（現職）。
平成 16 年 3 月 久留米大学大学院医学研究科（臨床基礎看護学群）修士課程修了
平成 29 年 3 月 昭和大学大学院保健医療学研究科博士後期課程 修了
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ワークショップ 3

関節頭骨折の診断と治療〜保存療法から開放手術まで〜
モデレーター

高橋 哲
東北大学
関節頭骨折は日常臨床において多く遭遇する疾患であるにも拘らず、その治療法の手順が確立
されているとは言えない。また、関節頭骨折は下顎正中部骨折に合併することが多いことも知ら
れている。
一般的に下顎正中部骨折は口腔内からのアプローチが可能で、比較的簡単な手術とされるが、
関節頭骨折を合併している場合には、その難易度は異なる。
本ワークショップでは、関節頭骨折の診断、ならびに保存的治療から関節開放による整復手術、
さらには関節頭骨折を伴う下顎骨骨折の治療における注意点に至るまで、を包含してエビデンス
に基づいた具体的な治療戦略をワークショップ形式で討論する。
1：関節頭骨折の疫学と保存療法について（演題名は本人が決定）
東北大学 野上晋之介 先生
3：関節頭（関節包内骨折）の関節開放による固定術
横浜市立大学 岩井俊憲 先生
それぞれの演者の講演後、総合討論とする。
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ワークショップ3『関節頭骨折の診断と治療〜保存療法から開放手術まで〜』

W-3-1

下顎骨単純骨折の落とし穴
―下顎骨関節突起骨折と正中部・傍正中部骨折―
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野

野上 晋之介
下顎骨骨折は下顎正中部・傍正中部、下顎体部、下顎角部、下顎枝部、関節
突起・下顎頭、筋突起に分類される。その中でも下顎正中部・傍正中部骨折と
関節突起・下顎頭骨折の発症頻度は多く、それらが合併しているケースも少な
くない。
一般的に単純骨折であれば、正中部・傍正中部はほとんどが外科的治療で対
応されている。一方で、関節突起・下顎頭骨折の治療の選択基準は施設間で大
きく異なり、いまなお議論されているところである。侵襲を伴うが社会復帰が
早期に見込める外科的治療では、様々な口腔外アプローチ法や内視鏡支援下で
の口腔内アプローチ法がある。その選択においては骨折部位や骨折様態などを
考慮し決定される。また外科的治療が困難な下顎頭骨折では保存的治療を選択
することが多く、開口制限を強いられることで社会復帰まで時間を要し、さらに適切な対応を怠ることで、
まれに重度の開口障害など機能障害を引き起こすことがある。
正中部・傍正中部骨折は整復・固定が最も簡単と思われがちである。しかしながら、両側の関節突起・
下顎頭骨折を合併しているケースでは不適切な整復・固定を行うことで、下顎正中部舌側にギャップが生
じ下顎角部が開大（Wish Bone Effect）する。その結果、関節突起・下顎頭部にも影響を与えることで機能
障害を引き起こす可能性がある。そのため両側関節突起・下顎頭骨折を伴っている正中部・傍正中部骨折
に対しては、Wish Bone Effect を念頭におきながら迅速かつ適切な整復・固定を行う必要がある。
そこで本ワークショップでは、正中部・傍正中部骨折と関節突起・下顎頭部骨折の合併骨折の特徴やそ
の治療に関連した合併症について最近のレビューを参照しながら概説することで、明日からの臨床に役立
つような意見交換ができれば幸いである。

■ 略歴

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

2006 年 3 月

九州歯科大学 歯学部 卒業

2006 年 4 月

九州歯科大学 形態機能再建学分野 臨床研修医

2007 年 4 月

奈良県立医科大学 医学部 口腔外科学講座 後期研修医

2009 年 4 月

九州歯科大学 形態機能再建学分野 医員

2010 年 4 月

九州歯科大学 形態機能再建学分野 助教

2013 年 8 月

東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野 助教

2017 年 4 月

オーストリア共和国

ザルツブルクパラケルスス医科大学 頭蓋顎顔面口腔外科学講座

留学（2018 年 3 月まで）
（資格）
歯学博士、歯科臨床研修指導歯科医、日本口腔外科学会 認定医・専門医、日本顎関節学会
本がん治療認定医機構

がん治療認定医（歯科口腔外科）
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専門医、日

ワークショップ3『関節頭骨折の診断と治療〜保存療法から開放手術まで〜』

W-3-2

関節頭骨折に対する観血的整復固定術
横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科

岩井 俊憲
下顎骨関節突起骨折に対する手術は、術式の改良や手術器具の開発により行
いやすくなり、特に内視鏡の導入により口内法での低侵襲手術が可能となって
きた。一方、下顎骨関節頭骨折は関節包内に生じるため、内視鏡支援下手術の
適応にはならず、手術難易度も高いため、関節頭骨折は保存的に治療されるこ
とが多い。しかし、症例によっては全身麻酔下での観血的整復固定術を行った
ほうが、早期からの経口摂取やリハビリが可能となり、顎間固定や牽引を行う
保存的治療と比べて治療期間も短縮できる。また、術後の開口障害や顎関節強
直症のリスクも低下すると考えられる。
実際にはすべての関節頭骨折が手術適応となるわけではないため、関節頭骨
折の状態を正確に把握するための画像診断が重要である。通常は CT での診断
になるが、下顎頭の外側極が骨片に含まれており、骨片が粉砕していない状態であれば、手術適応となり
得る。しかし、CT の画像だけで整復固定が行えるか判断が難しい場合もあるため、当科では CT データを
シミュレーションソフトウェアにインポートして、関節頭の整復を 3D シミュレーションしている（Iwai
T, et al. BJOMS, 2013）。シミュレーションにより、固定に使用するスクリューの長さや位置を術前に把握し
ておくことで、円滑な手術操作が可能となる。本講演では、下顎骨関節頭骨折に対する術前診断（シミュ
レーション含む）と手術の実際（アプローチや使用器具・装置）について報告することで、今後の臨床の
一助になれば幸いである。

■ 略歴
2002 年 3 月

東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業

2002 年 5 月

横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科 研修医

2004 年 4 月

横浜市立港湾病院歯科口腔外科 専修医

2005 年 4 月

横浜市立大学附属病院形成外科 常勤特別職診療医

2006 年 3 月

フライブルク大学口腔顎顔面外科

2007 年 4 月

横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科 指導診療医

2010 年 4 月

横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科 助教

2012 年 8 月

横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科 助教

留学
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ワークショップ3『関節頭骨折の診断と治療〜保存療法から開放手術まで〜』

W-3-3

両側関節包内骨折を伴った下顎正中骨折の治療
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院歯科口腔外科

亀井 和利
【はじめに】下顎正中部に骨折をきたすような外力が働いた場合、下顎骨の構
造、力学的特性から顎関節に外力が介達し、関節突起骨折を来す場合が多く見
受けられる。
特に下顎正中骨折に両側の関節突起骨折が併発した場合は顎運動や伵合の
要となる顎関節が機能的かつ形態的に崩壊することから治療に難渋する場合
が多い。特に関節突起骨折はかねてより非観血的療法と観血的療法が討議され
ており、他部位の顎骨骨折に比較して、施設によってその治療法が定まってい
ない印象を受ける。
本講演では、両側顎関節の特に関節包内骨折と下顎正中が骨折した場合に起
こる病態について理解を深め、そこから治療をどのように展開する必要がある
かを提示し、本ワークショップが有意義なものになればと考えている。
【病態】1）骨折線；骨折線は最低でも 3 線以上の骨折線が見られる事になる。骨折により、下顎骨は 4
分割以上の骨片となる。
2）骨折様態①顎関節の骨折様態；関節包内骨折はいわゆる下顎頭部の骨折と理解できる。Lindhal 分類、
MacLennan 分類および Neff 分類を供覧する。②下顎正中部の骨折様態；単純骨折と複雑骨折にあわせて
骨折線においては単線骨折では斜骨折とそうでないもの、2 線骨折以上では、中間骨片が存在する骨折
（basl triangle 他）
、粉砕骨折に分類される。3）骨折により起こる症状①伵合の変化；両側顎関節の骨折に
より顎位の保持が困難となり、下顎枝高径が短縮したり、骨片が転位する事により前歯部開伵や下顎後退
となる。また下顎正中部骨折も存在するため歯列弓副径に変化が生じて伵合不全の状態となっている
（hunting bow または wish bone effect）。②顎運動障害；関節包内骨折は小骨片が外側翼突筋により前内方
に牽引されることにより滑走運動に障害が出現する。
【治療方法の選択】両側顎関節と下顎正中部に骨折が生じた場合はすべてを保存療法で対応することは難
しく、諸条件から治療方法を検討することになる。少なくとも下顎正中部骨折に対しては外科的治療を選
択するべきと考えている。下顎正中部骨折は口内法もしくは口外法によるアプローチで患部への到達は容
易に可能で、正中部の骨折が整復固定されることで上下顎の伵合関係が再現される。両側顎関節、特に包
内骨折は骨折部位へのアプローチ、整復固定は難易度が非常に高いが、保存療法を選択した場合伵合不全
や顎運動障害が残存する事が多く課題が残る。

■ 略歴
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

資格取得
1991 年
日歯科医師免許取得 歯科医籍第 115288 号
2000 年
（社）日本口腔外科学会認定専門医
2005 年
（社）日本口腔外科学会認定指導医
2006 年
歯科医師臨床研修指導医
2015 年
国際口腔顎顔面外科専門医（FIBCSOMS）
職歴
1991 年 3 月
横浜労災病院歯科口腔外科
1998 年 10 月 鶴見大学歯学部ロ腔外科学第一講座助手
2001 年 6 月
横浜労災病院歯科口腔外科
2010 年 4 月
顎口腔機能再建外科部長
2018 年 4 月
横浜労災病院歯科口腔外科・顎口腔機能再建外科部長

106

教育研修会『骨と全身の健康との関わり』

骨免疫学と骨の破壊・再生
東京大学大学院医学系研究科免疫学

高柳 広
骨は、運動を可能とし歯を支える骨格系の一部であるだけでなく、造血幹細
胞を維持し必要に応じて末梢に動員する重要な免疫器官でもある。骨と免疫は
機能的には大きく異なるが、制御機構は共通性が高く、種々の相互作用を有す
る。
骨と免疫の相互作用が病態の中心となる代表的な疾患は、炎症により骨が破
壊される関節リウマチと歯周病である。関節リウマチにおいては、病的な T
細胞による RANKL 誘導と破骨細胞による骨吸収の活性化といった病態理解
が進む中で、TNF、IL-6、RANKL を標的とした抗体医薬が臨床応用され、さ
らに多くの分子が創薬標的となり開発が進んでいる。
歯周病における骨破壊のメカニズムについても、関節リウマチと同様に病的
T 細胞と RANKL の関与が明らかになってきたが、細菌感染が引き金になるという点で免疫系の活性化に
は必然性がある。 我々は、 なぜ関節リウマチにおいて炎症で骨が壊れるのだろうかと考えあぐねてきた。
最近、我々は、炎症性骨破壊の起源が、
「歯を脱落させ感染を収束させる」という生体防御機構の一貫であ
ることを示す知見をえたのでこの説について紹介する。骨吸収も感染防御の一貫と考えると炎症性骨破壊
も理にかなった現象と捉えられる可能性がある。その一方で、歯周病において骨破壊抑制のために T 細胞
の活性化を抑制すると感染を増悪させる可能性があることも示唆させる。
進化上、哺乳類が陸棲となる時期に重力に抗しカルシウムを貯蔵する骨格系が発達し、それと同時に陸
上の複雑な微生物に対応するために免疫系が発達したと考えられる。骨髄内の細胞間相互作用因子の研
究、γδT 細胞の骨折治癒での役割や、敗血症の免疫不全における骨芽細胞の役割など、最新の話題にも
触れつつ骨免疫学の歴史と現状を概説し、今後の応用への展望を述べる。

■ 略歴
昭和 59 年 3 月

筑波大学付属駒場高校 卒業

平成 2 年 3 月

東京大学医学部医学科 卒業

平成 2 年 7 月-12 月

東京大学付属病院 整形外科

平成 3 年 1 月-6 月

東京都老人医療センター 麻酔科

平成 3 年 7 月-平成 6 年 1 月

東芝病院 整形外科、都立台東病院 整形外科、都立豊島病院 整形外科

平成 7 年 2 月-8 年 6 月

東京都老人医療センター 整形外科・老人研兼務研究員

平成 8 年 7 月-9 年 3 月

東京大学付属病院 整形外科 医員

平成 13 年 3 月

東京大学大学院 医学系研究科 博士課程 修了、医学博士

平成 13 年 4 月-6 月

日本学術振興会 特別研究員 PD

平成 13 年 6 月-15 年 9 月

東京大学大学院医学系研究科免疫学 助手

平成 13 年 12 月-19 年 3 月

科学技術振興事業団 さきがけ研究 21（PRESTO、SORST）

平成 15 年 10 月-17 年 3 月

東京医科歯科大学大学院 分子細胞機能学 特任教授

平成 17 年 4 月-24 年 4 月
平成 21 年 10 月-27 年 3 月

東京医科歯科大学大学院 分子情報伝達学 教授
科学技術振興機構 ERATO 高柳オステオネットワークプロジェクト 研究総
括

平成 24 年 5 月-現在

東京大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学 教授
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骨は内分泌器官
福岡歯科大学

平田 雅人
人の体には約 200 個の骨があり、これらは関節や縫合で繋がって骨格を形成
し、筋肉と協力して姿勢を保っています。また、筋肉の収縮・弛緩に伴って関
節が動いてさまざまな運動をサポートするとともに、脳や内臓を保護します。
加えて、骨はカルシウムの貯蔵庫として働き、骨髄は造血機能を持っています。
これらは骨の運動器官としての働きとしてよく知られています。
しかし近年、骨は全身へのメッセージ物質（骨ホルモン）を分泌する内分泌
器官であることが明らかになって注目を集めています。オステオカルシンを中
心として骨ホルモンの働きについて紹介します。
ちなみに、オステオカルシンとは骨の主成分であるヒドロキシアパタイト
（カルシウムとリン酸の結晶）の合間を埋めるタンパク質です。骨芽細胞で合
成されてから細胞外に分泌されます。ヒドロキシアパタイトと強固に結合していますが、骨の代謝回転に
伴って遊離されて血中に入って循環し、種々の有益な効果を発揮することが期待されています。

■ 略歴

教
育
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昭和 51 年

九州大学歯学部

卒業

昭和 55 年

九州大学大学院歯学研究科

昭和 55 年

九州大学医学部助手（臨床薬理学教室）

昭和 56 年

九州大学歯学部助手（生化学教室）

昭和 59 年

講師

昭和 63 年

助教授

平成 8 年

教授

平成 27 年

九州大学大学院歯学研究院長・歯学府長・歯学部長

平成 29 年

定年退職（九州大学名誉教授）

同年

福岡歯科大学客員教授

修了
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サテライトセミナー 1

第 23 回口蓋裂公開勉強会

サテライトセミナー 2

第 22 回 顎顔面手術手技研究会
『下顎骨関節突起骨折の手術治療』

サテライトセミナー 3

第 13 回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会

サテライトセミナー 4

サテライトセミナー 5

第 47 回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議（定例）

サテライトセミナー 6

超音波研修会ハンズオン
『頸部リンパ節と舌の超音波検査』
NPO 法人日本歯科放射線学会共催

サテライトセミナー

『進行再発口腔がん患者に対する
ドラッグリポジショニングの取り組み（医師主導第Ⅲ相試験）
』

サテライトセミナー 1

第 23 回口蓋裂公開勉強会
最近では各施設で口唇口蓋裂治療を行っているところが少なくなり、若い口腔外科医等が口唇口蓋裂治療に興
味をもたなくなってきています。よりよい口唇口蓋裂治療を考える会は、勉強会を通じて若い先生たちに興味
をもってもらうとともに各施設での治療の情報交換を行っております。
今回は口唇口蓋裂における外科的矯正手術をテーマに、矯正歯科医、形成外科医、口腔外科医が各施設におい
てどのような外科的矯正治療を行っているのか発表します。
日 時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：00～20：30
会 場：ウェスタ川越 1 階 B 会場
参加費：無料

■ 座

長

■ 演

者

北海道大学
愛知学院大学

三古谷 忠
夏目 長門

1．
「外科併用を決定するまでの矯正治療について」
浅見矯正歯科クリニック・理事長

芝崎 龍典

2．
「当施設口唇口蓋裂の治療戦略における外科的矯正治療」
大分岡病院副院長・形成外科部長・口腔顎顔面外科・矯正歯科

古川 雅英

サテライトセミナー

3．
「当施設における口唇口蓋裂患者の外科的矯正治療 -プロトコールから戦略的に段階骨延長術まで-」
東京大学大学院医学系研究科外科学専攻 感覚・運動機能医学講座 口腔顎顔面外科学・准教授
東京大学医学部附属病院 口唇口蓋裂センター センター長
西條 英人
4．
「口唇口蓋裂の一巻治療における顎矯正手術の位置づけ -形態と機能のバランスを目指して-」
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野・准教授
連絡・問い合わせ先：よりよい口唇口蓋裂治療を考える会
夏目 長門
〒464-8651 名古屋市千種区末盛通 2-11
愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター
電話：052-759-2151
Fax：052-759-2151
メールアドレス：natsume@dpc.aichi-gakuin.ac.jp
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山田 朋弘

サテライトセミナー 2

第 22 回 顎顔面手術手技研究会
『下顎骨関節突起骨折の手術治療』
日 時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：40～20：40
会 場：ウェスタ川越 1 階 C 会場
参加費：2,000 円（当日参加申込み）

■ 座

長

■ 演

者

宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野
島根大学医学部歯科口腔外科学講座

山下 善弘
管野 貴浩

1．
「High-peri-mandibular/Submandibular アプローチによる観血的整復固定術」
鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座 講師

中岡 一敏

2．
「Retromandibular/Preauricular アプローチによる観血的整復固定術」
島根大学医学部歯科口腔外科学講座 准教授

管野 貴浩

3．
「経口的内視鏡補助視野下での関節突起観血的整復固定術」
神戸市立医療センター中央市民病院 歯科・歯科口腔外科

竹信 俊彦

部長

4．
「関節突起骨折手術における新たなデバイス/ハイブリッド手術室の応用と今後の展開」
香川県立中央病院 歯科・歯科口腔外科
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サテライトセミナー

連絡・問い合わせ先：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野
石畑 清秀
〒890-8544 鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野
電話：099-275-6242
Fax：099-275-6248
メールアドレス：ishihata@dent.kagoshima-u.ac.jp

助川 信太郎

サテライトセミナー 3

第 13 回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会
口腔顎顔面核医学フォーラムは、口腔顎顔面領域における核医学の臨床および研究の発展を目的として、2007
年に設立されました。以降毎年日本口腔科学会学術集会のサテライトとして学術集会を開催させていただいて
おり、核医学の様々なトピックについて、多くの高名な先生や若手研究者による講演が行われています。なお
本学術集会は NPO 法人日本歯科放射線学会の指定する研修会となっています。
日 時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：40～20：40
会 場：ウェスタ川越 2 階 D 会場
参加費：1,000 円（当日参加申込み）

■ 座

長

東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野教授/
口腔顎顔面核医学フォーラム代表幹事

■ 演

倉林 亨

者

1．
「半導体検出器を搭載した新世代 PET/CT 装置の口腔癌における有用性と今後の展望（30 分）」
東北大学
小嶋 郁穂
2．
「口腔癌の集学的治療に対する代謝 PET イメージングの検討（30 分）」
群馬大学
3．
「口腔顎顔面領域における 18F-FDG 集積-非特異的集積を中心に-（30 分）」
明海大学
サテライトセミナー

連絡・問い合わせ先：口腔顎顔面核医学フォーラム事務局
中村 伸
〒113-8549 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野内
電話：03-5803-5546
Fax：03-5803-0205
メールアドレス：shin.orad@tmd.ac.jp
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金舞

鬼頭 慎司

サテライトセミナー 4

『進行再発口腔がん患者に対する
ドラッグリポジショニングの取り組み（医師主導第Ⅲ相試験）』
口腔がんの薬物療法については、これまでの標準化学療法に加え免疫チェックポイント阻害剤が使用される
ようになった。しかしその有効性と安全性は十分では無く経済的な負担も大きい。我々は、日本で承認され 20
年来使われている副作用の少ない経口薬（肝炎治療薬）が免疫細胞の活性化作用とがん転移抑制効果を持つこ
とを明らかにした。希少がんである口腔がんでの有効性を治験にて検証する試みを紹介し、ご協力をお願いし
たい。
日 時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：40～20：40
会 場：ウェスタ川越 2 階 E 会場
参加費：無料

■ 座

長

■ 演

者

兵庫医科大学歯科口腔外科

兵庫医科大学先端医学研究所

野口 一馬

医薬開発研究部門

菊池 正二郎

連絡・問い合わせ先：兵庫医科大学
野口 一馬
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1-1
電話：0798-45-6677
Fax：0798-45-6679
メールアドレス：knoguchi@hyo-med.ac.jp
サテライトセミナー
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サテライトセミナー 5

第 47 回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議（定例）
標記会議を第 73 回日本口腔科学会学術集会初日の平成 31 年 4 月 20 日（土）18 時 40 分より開催致しますの
で、ご出席の程宜しくお願い申し上げます。
全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
会 長
飯野 光喜
日
会

時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：40～20：10
場：ウェスタ川越 2 階 F 会場
（学会会場内 TEL：049-249-3777）

■ 議題

1．
「平成 30 年度会計報告」
2．
「歯科医師卒後臨床研修について」
3．
「第 8 回災害歯科保健医療連絡協議会報告」
4．
「科長会議法人化について」
5．
「科長会誌発刊について」
6．
「その他」

サテライトセミナー

連絡・問い合わせ先：防衛医科大学校病院 歯科口腔外科
横江 秀隆 教授
電話：042-995-1925
Fax：042-996-5216
メールアドレス：yokoe@ndmc.ac.jp
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サテライトセミナー 6

超音波研修会ハンズオン
『頸部リンパ節と舌の超音波検査』
NPO 法人日本歯科放射線学会共催
2017 年に国際対がん連合（UICC）第 8 版の TNM 分類において、口腔癌の T 分類に深達度（DOI）の概念
が加わりました。口腔内超音波検査は表在癌において DOI 計測の基本検査となる可能性が予想されます。ま
た、N0 口腔癌の後発頸部リンパ節転移の検出には、超音波診断が最も適するとされています。そこで本学術
集会では昨年度に引き続き、NPO 法人日本歯科放射線学会協賛で「超音波研修会ハンズオン」を企画いたし
ました。頸部リンパ節と舌を中心とした超音波検査を実際に体験していただきます。この機会に、ベテランの
先生方も若手の先生方も是非ハンズオンにご参加ください。
日 時：平成 31（2019）年 4 月 20 日（土）18：40～20：40
会 場：ウェスタ川越 2 階 第 1・2 会議室
参加費：5,000 円（事前登録制）

■ コーディネータ

新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

■ インストラクター

愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座
北海道医療大学歯学部生体機能病態学系・歯科放射線学分野
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

115

有地 淑子
中山 英二
林 孝文

サテライトセミナー

連絡・問い合わせ先：新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野
林 孝文
〒951-8514 新潟県新潟市中央区学校町通 2-5274
電話：025-227-2914
Fax：025-227-0810
メールアドレス：hayashi@dent.niigata-u.ac.jp

林 孝文

学術セミナー 1

重篤な損傷を受けた舌神経・下歯槽神経に対する
人工神経リナーブⓇを用いた治療
～神経再生誘導術施行後 1 年目の評価～
協賛：ニプロ株式会社

座長

植野 高章
大阪医科大学医学部口腔外科学教室

口腔機能低下症と漢方薬治療―口腔乾燥からのアプローチ―
協賛：クラシエ薬品株式会社

座長

森 一将
明海大学歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野Ⅰ

学術セミナー 3

TRIOS（口腔内スキャナー）が
診療と経営にあたえるインパクト
デジタルデンティストリーの現状と展望
協賛：ストローマン・ジャパン株式会社

学術セミナー

学術セミナー 2

学術セミナー1

ニプロ株式会社

重篤な損傷を受けた舌神経・下歯槽神経に対する人工
神経リナーブⓇを用いた治療〜神経再生誘導術 施行後 1
年目の評価〜
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

藤田 茂之

学
術
セ
ミ
ナ
ー

私は 1998 年以降 20 余年にわたり医原性に生じた保存的治療のみでは治療
効果が得られなかった重篤な舌神経・下歯槽神経の損傷に対して、神経修復術
を施行している。その内の舌神経修復手術の詳細は J Oral Maxillofacial Surgery, 2014 72：1433. e1-7. Outcome following lingual nerve repair with vein
graft cuff：Fujita S, et al.として掲載された。その要点は、機能を損なった損傷
受けた舌神経は完全に切除し、残存する健常な舌神経断端同士を可及的に周囲
瘢痕組織から剥離し、緊張なく吻合し、その縫合部を患者の外頸静脈から採取
した静脈片で被覆するという手技である。その後も同手術を施行し既に 100
症例を超えたが良好な結果を得て来きた。
一方、遅まきながら、2016 年 8 月に日本の厚生労働省が人工神経リナーブⓇ
の臨床使用を認可した。2010〜2014 年にかけて実施された臨床試験において、
整形外科のグループが手首以遠腕の神経が 30mm 以下で切断された症例を対象に、リナーブⓇを使用した
49 例と従来の他部位からの神経移植症例 38 例との比較検討を行い、手術後 1 年後の 2 点弁別域検査にお
いて二者間に有為差は生じていないとの報告を出した。Injury, Int. J. Care Injured. 2018. 49：766-774. Efficacy and safety of novel collagen conduits filled with collagen filaments to treat patients with peripheral
nerve injury：Saeki M et al.
その後、2017 年 4 月より当製品の販売が開始されたため、我々は歯科口腔外科領域として初めて、10
mm 以上の欠損症例という条件を設定してリナーブⓇによる神経再生誘導手術 10 例と我々が施行してき
た前述の術式 10 例との術後 1 年目における術後成績の比較検討の研究を行った。その結果は、整形外科の
グループが報告した結果とはかなり異なり人工神経リナーブⓇの有用性が認められた。今回はその詳細を
報告する。

■ 略歴
Position Title： Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Wakayama Medical University
Education
1975 - 1981
College of Dentistry, Kyusyu Dental College
1981
DDS, State Board Examination for dentist JAPAN
1984 - 1988
Postgraduate course of Medicine. Kyoto University,
1988
Degree of Doctor of medical scholar.
（DMedSc）
Kyoto University, JAPAN.
Professional Experiences
1992 - 1993
Visiting Doctor at Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery,
Teubingen University, Germany.
Associate Prof, Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Kyoto Univer1994 - 1999
sity, JAPAN.
Professor, Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Wakayama Medical University, JAPAN.
2000-
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学術セミナー2

クラシエ薬品株式会社

口腔機能低下症と漢方薬治療―口腔乾燥からのアプ
ローチ―
日本歯科大学新潟病院 口腔外科

戸谷 収二
国は、健康長寿社会への対応として歯科に平成 30 年度の診療報酬改定で、
「口腔機能低下症」の病名を新たに収載し、その役割を明確に示しました。口
腔機能低下症の病態は、加齢だけでなく、疾患や障害など様々な要因によって、
口腔の機能が複合的に低下している疾患で、放置しておくと咀嚼機能不全、摂
食嚥下障害となって全身的な健康を損ないます。高齢者においては、う蝕や歯
周病、義歯不適合などの口腔の要因に加えて、加齢や全身疾患によっても口腔
機能が低下しやすく、また、低栄養や廃用、薬剤の副作用等によっても修飾さ
れて複雑な病態を呈することが多いです。そのため、個々の高齢者の生活環境
や全身状態を見据えて口腔機能を適切に管理する必要があります。
「口腔機能低下症」を診断するためには、いくつかの検査を行う必要があり
ますが、その検査項目に口腔乾燥の検査が含まれています。
口腔乾燥患者も高齢者が多く、口腔乾燥感の自覚が少ない初期には診断されず、長期口腔環境の悪化が、
多数のう蝕、歯周病に罹患して口腔機能低下につながっていきますので、口腔乾燥の対応は必須であると
思います。
当院は 2003 年 9 月から、わかりやすい専門外来名として、「口のかわき治療外来」を立ち上げ、対応し
てきています。
本講演では、 口腔機能低下症への対応として、 導入しやすい口腔乾燥の診療や、 漢方薬治療について、
当院の「口のかわき治療外来」の取り組みを中心に紹介します。

■ 略歴
1992 年 3 月 日本歯科大学新潟歯学部卒業
1996 年 3 月 日本歯科大学新潟歯学部歯学研究科 修了

博士（歯学）

1996 年 4 月 日本歯科大学新潟歯学部総合診療科 助手
2003 年 4 月 日本歯科大学新潟歯学部附属病院口腔外科 講師
2003 年 9 月 日本歯科大学新潟歯学部附属病院 口のかわき治療外来 医長
2011 年 4 月 日本歯科大学新潟病院 口腔外科 准教授
2017 年 4 月 日本歯科大学新潟病院 口腔外科 医長
現在に至る
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ストローマン・ジャパン株式会社

TRIOS（口腔内スキャナー）が診療と経営にあたえる
インパクト
デジタルデンティストリーの現状と展望
医療法人社団大志技工部 Peake Materials

大石 洋平，山下 涼平

学
術
セ
ミ
ナ
ー

「歯科もデジタル化の時代」といわれて久しいが、その言葉ばかりが先行し実際ほとんどの歯科医院はは
まだまだアナログな診療を行なっている。一般的な歯科医院でデジタル化されているのは、レセコンとレ
ントゲンくらい。口腔内スキャナーや CADCAM を取り入れたデジタルフローを確立しているのは、ごく
一部の先駆的歯科医院に限られている。
かくいう私もつい数ヶ月前までは、歯科のデジタル化なんてまだまだ先のことだろうと考えていた。し
かし、Trios を日常臨床に導入してからその考えは大きく変わった。
CADCAM の基本ルールさえ守れば、精度、効率性、経済性、どれをとっても Trios を使用したデジタル
印象は、従来のシリコン印象に劣ることはない。それだけでなく、診療システムのデジタル化は石膏や指
示書、模型の郵送などスタッフの雑務を大幅に減らすことができるし、技工士の減少、メタルの高騰など
現在の歯科業界が抱える多くの問題を解決する切り札ともなりうるだろう。
今回は Trios の使用方法や症例だけでなく、口腔内スキャナーを中心としたデジタルワークフローの確
立が一般の歯科医院でも十分にメリットがあることを紹介したい。

■ 略歴
大石洋平
2002 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
都内歯科医院勤務を経て
2005 年 北上尾歯科開業
2009 年 医療法人社団大志を設立し、現在 8 医院と 2 技工所を運営
口腔外科学会会員、審美歯科学会会員、ITI メンバー
山下涼平
2007 年 新東京歯科技工士学校卒業
2013 年 新東京歯科技工士学校専攻科卒
ラボ 2 社勤務を経て
2019 年 大志技工部 Peake Materials 開業
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一般口演抄録
口演
（ 月 日）

4 月 20 日（土）

4

20

基礎

悪性腫瘍 1

9:00〜9:54
座長：長塚 仁・桐田 忠昭

1-B-1-1

1-B-1-2

マウス舌癌モデルの樹立と免疫組織学的解
析

無血清培養系での口腔癌由来細胞株の樹立
1

広島大学病院 顎・口腔外科，2 広島大学大学院医歯薬
保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

1

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

濱田 充子 1，佐藤 成紀 2，内迫 香織 2，中瀬 洋司 1，
大林 史誠 1，中峠 洋隆 1，山崎 佐知子 1，谷 亮治 2，
虎谷 茂昭 2，岡本 哲治 1,2

加島 義久 1,2，立浪 秀剛 3，東 みゆき 1，原田 浩之 2

ヒト癌由来細胞株は、癌の分子・細胞生物学的研究や

口
演
︵
4
月
20
日
︶

［目的］マウスモデルでの固型癌に対する抗腫瘍免疫応答

癌診断・治療薬開発のためのトランスレーショナル研究

の解析では、癌の組織型を問わず、接種や観察・評価の簡

などに応用され、過去これら細胞株を用いることで多く

便さから、同系マウスの腹部あるいは背部の皮下に癌細

の診断薬や治療薬が生み出されてきた。

胞を接種し、その生育や免疫応答を調べることが常であ

我々は、1980 年代より悪性腫瘍の生検組織や手術切除

る。口腔粘膜と皮膚は共に重層扁平上皮からなるが、周囲

組織から無血清培養系を用いて腫瘍細胞株の樹立研究を

の解剖学的構造および上皮・血管内皮・間質細胞などの

行い報告してきた。基礎栄養培地に動物血清を加えた培

組織構築の違い、浸潤免疫細胞の違いなどが、抗腫瘍免疫

養系は簡便な培養法として現在でも広く用いられている

応答に差をもたらすと考えられる。我々は、がん微小環境

が、血清添加培養系では生体での細胞の増殖・分化機能

における免疫細胞浸潤の違いが、免疫チェックポイント

を再現することができないことが明らかにされている。

阻害剤などの治療効果発現に多大な影響を与えることを

一方、基礎栄養培地に成分の明らかな蛋白、ホルモン、細

皮下接種マウス癌モデルで報告してきた。さらに、口腔と

胞増殖因子、及び結合蛋白などを加えた無血清培地を用

皮膚では、ハプテン誘導性接触過敏応答の T 細胞浸潤の

いた培養系は、腫瘍細胞本来の増殖や分化の特徴を明ら

動態が異なることも明らかにしてきた。口腔癌の約 80％

かにする上で有用であり、新たな診断・治療法の開発研

は、皮膚と同じ扁平上皮から癌化した扁平上皮癌である。

究の一助となることが期待されている。

本研究では、同じ扁平上皮癌を接種しても、皮膚と口腔粘

本報告では、DMEM 培地及び RPMI1640 培地を 1：1

膜、さらには同じ口腔内でも舌、頬粘膜、歯肉の各部位で、

の比率で混合した RD 基礎栄養培地に、インスリン（10

癌に対する免疫応答がどのように異なるかを解析するた

µg/ml）、トランスフェリン
（5µg/ml）
、2-アミノエタノー

めに、まず、マウス舌癌モデルを樹立し、免疫組織学的解

ル（10µM）、亜セレン酸ナトリウム（10nM）、2-メルカプ

析を行った。［方法および結果］6-8 週齢の C3H マウスの

トエタノール（10µM）、および fatty acid-free bovine se-

舌側縁上部の基底細胞層直下に、29G 針とハミルトンシ

rum albumin（FAF-BSA）と結合させたオレイン酸（9.4

リンジを 用 い て、C3H 由 来 扁 平 上 皮 癌 細 胞 株 で あ る

µg/ml）を加えた、全組成の明らかな RD6F 培地を用いた

SCCVII を 4.0×104 個/1µl を接種した。接種後 5 日および

無血清培養系にて株化に成功した、口腔扁平上皮癌、口腔

10 日に舌を切除し、組織学的検討を行った。5 日目の H＆

腺扁平上皮癌及び口腔神経内分泌癌由来の 10 細胞株に

E 標本では、腫瘍生育前線においてマクロファージやリ

ついて、細胞増殖能、細胞増殖因子要求性、運動能、sphere

ンパ球と思われる単核細胞が癌細胞と入り組んで存在し

形成能、腫瘍形成能、染色体解析、さらにトランスクリプ

ていた。 10 日後では、 癌巣はより明瞭な境界を形成し、

トーム解析について検討した結果を報告する。

周囲に単核細胞浸潤を強く認めた。また、癌胞巣内部の
所々に間葉系細胞の柵状の密な配列が認められた。多重
蛍光染色を用いた免疫組織解析結果についても併せて報
告する。
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1-B-1-3

1-B-1-4

口腔原発神経内分泌癌由来細胞株の無血清
培養系での樹立

無血清培養系を用いた扁平上皮癌細胞の放
射線耐性獲得機構の細胞内分泌学的機能解
析

1

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 分子口腔医学・顎
顔面外科学，2 広島大学病院 顎・口腔外科
1

2

2

広島大学病院 顎・口腔外科

1

佐藤 成紀 ，濱田 充子 ，櫻井 繁 ，浜名 智昭 ，
虎谷 茂昭 1，岡本 哲治 1,2

内迫 香織，濱田 充子，三島 健史，松井 健作，
谷 亮治，虎谷 茂昭，岡本 哲治

【目的】

【目的】

我々は悪性腫瘍の生検組織や手術切除組織から無血清培養系

扁平上皮癌（SCC）の治療において放射線耐性の克服は

を用いて腫瘍細胞株の樹立研究を行っている。今回、生検組織の

重要な課題である。さらに、再発・転移の原因と考えられ

初代培養細胞の培養所見から診断されるに至った口腔原発神経

ている癌幹細胞（CSC）の根絶には、その維持に深く関与

内分泌癌を経験したので同樹立細胞株の知見とともに報告する。

している癌幹細胞 niche 機構を明らかにする必要があ

【症例】

る。我々は、放射線耐性 SCC 株を樹立し、これら細胞が

患者は 64 歳女性。下顎歯肉扁平上皮癌（低分化）の診断下、当

insulin-like growth factor 2（IGF2）を高発現し、CSC

科紹介初診。術前化学療法（TPF）を施行中に急速な増大を示し

様の性質を有することを明らかにしてきた。

たため再生検を行い、未分化癌の診断下、根治切除・再建術を施

本研究では、放射線耐性機構を細胞内分泌学的に解明

行した。生検組織の初代培養細胞は dish に接着せず、neuro

することを目的とし、無血清培養系を用いて樹立耐性細

sphere を形成し増殖したことから、病理部に情報提供し、手術切

胞 株 及 び 放 射 線 単 回 照 射 細 胞 が 分 泌 す る IGF2 及 び

除 組 織 を 免 疫 組 織 学 的 に 再 検 討 し た 結 果、ChromograninA

exosome な

ど

の regulatory

chemical

messenger

（CHGA）、CD56 及び SYP 陽性で Ki-67 陽性率 70％ と高値を示

（RCM）の機能を検討した。
し、神経内分泌癌の診断を得た。術後早期に肺・肝転移を認め、 【方法】
nivolumab による治療を開始し肺転移巣は縮小、さらに化学療法
培養細胞として、外陰部由来扁平上皮癌細胞株 A431

（CDDP+VP-16）を施行し、現在腫瘍は制御されている。

を用い、低線量率放射線（LDR）及び高線量率放射線

【材料、方法】

（HDR）照射系で樹立した、LDR-A431 及び HDR-A431、

生検及び手術切除組織を無血清培地 RD6F にて初代培養を行

さ ら に A431 に 単 回 照 射 し た、IR-A431 を 用 い た。

い、培養細胞の各種遺伝子・蛋白発現、NGS transcriptome 解析、

Exosome は、野生型（WT）-A431 を含めた各細胞の培養

ヌードマウスでの造腫瘍性の検討、 及び薬剤感受性試験（5-FU、

上清より沈降法で精製した。各 exosome 及び IGF2 の、

CDDP、VP-16、CPT-11）を行った。

WT-A431 の放射線耐性能、増殖能、及び Programmed

【結果】

Death Ligand-1（PD-L1）の発現に及ぼす影響について検

1．初代培養細胞は、dish に接着せず小型球形細胞からなる

討した。

neuro sphere を形成し増殖した。

【結果・考察】

2．ICC の結果、NGFR、S100、Nestin 等の神経系マーカーが陽

IGF2 は、LDR-A431 及び HDR-A431 の自己増殖促進因

性で、WB にて CHGA、NCAM が陽性であった。また NGS tran-

子として機能していることが明らかとなった。また、

scriptome 解析にて、神経系マーカー遺伝子群の発現上昇を認め

LDR-、HDR-、及 び IR-A431 由 来 exosome は WT-A431

た。

の単層培養系での増殖能を抑制したが、放射線耐性能を

3．ヌードマウスで腫瘍を形成し、生検組織や手術切除標本に類

誘導した。また、exosome 及び IGF2 は、WT-A431 の PD-

似の組織像を示し、扁平上皮癌細胞とは異なる発現パターンを示

L1 発現を上昇させた。

した。

以 上 の 結 果 か ら、IGF2 や LDR-、HDR-及 び IR-A431

4． 薬剤感受性試験にて VP-16、CPT-11 に感受性を示したが、
5-FU、CDDP には示さなかった。

由来 exosome は、癌微小環境における癌幹細胞維持及び
免疫逃避に関与していることが示唆され、これら RCM

【結論】

を標的とした扁平上皮癌の診断及び治療への有用性が考

無血清培養系を用いて口腔原発神経内分泌癌由来細胞株を樹

えられた。

立した。本培養系は腫瘍細胞本来の増殖や分化の特徴を明らかに
する上で有用で、疾患の鑑別診断や治療法選択の一助となること
が示された。
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1-B-1-5

1-B-1-6

口腔扁平上皮癌における骨髄由来免疫抑制
細胞（MDSC）の破骨細胞分化との関連

Ammonium Tetrathiomolybdate は骨
芽細胞における RANKL 発現抑制を介して
口腔癌骨破壊病変を制御する

富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分
野

石戸 克尚，冨原 圭，平識 亘，櫻井 航太郎，
野口 誠

奥井 達雄，森澤 彩香，長谷川 利聡，竜門 省二，
伊原木 聰一郎，佐々木 朗

【緒言】
口腔扁平上皮癌は早期に顎骨に浸潤することが多く、
極めて浸潤性の高い特徴を有する。顎骨浸潤においては

【目的】生体内金属である銅が新たな癌治療の標的として

破骨細胞が重要な役割を果たすが、顎骨浸潤過程におけ

検討されている。銅キレート剤である Ammonium Tetra-

る破骨細胞分化のメカニズムに関しては未だに不明な点

thiomolybdate（TM）は銅代謝異常疾患であるウィルソン

が多い。骨髄系由来細胞である MDSC（CD11b Gr-1 細

病の治療薬であると同時に、近年、ある種の悪性腫瘍にお

胞）
は担癌宿主において増加し、宿主の免疫抑制に関与す

いて抗腫瘍効果を有することが示唆されており、新たな

ることが知られている。本研究は口腔癌の顎骨浸潤にお

抗悪性腫瘍薬の候補として期待されている。銅は生体内

+

口
演
︵
4
月
20
日
︶

+

ける CD11b Gr-1 細胞の役割を、破骨細胞分化との関連

において約 60％ が骨、筋に貯蔵されており、骨代謝にお

に着目して解明することを目的とした。

いて重要な役割を持つことが報告されているが、腫瘍の

+

+

増大によって顎骨に浸潤する口腔癌の骨破壊における銅

【材料および方法】
マウス口腔癌細胞の NR-S1K 細胞と C3H/HeN マウス

の役割は不明である。本研究は TM が口腔癌骨破壊モデ

を用いたマウス口腔癌モデルで解析を行った。担癌マウ

ルマウスにおける腫瘍増大、骨破壊に与える影響を検討

+

し、生体銅が口腔癌顎骨破壊病変治療の標的になりうる

+

スから各臓器を採取し、CD11b Gr-1 細胞の解析ならび
に 破 骨 細 胞 分 化 を 解 析 し た。CD11b+

か検討した。

Gr-1+細 胞 は

RANKL と M-CSF 存在下で 4 日間培養し、TRACP5b as-

【方法、結果】全骨髄細胞のビタミン D3 による破骨細胞
形成能は TM により阻害された。一方、CD11b+単球の

say、TRAP 染色によって破骨細胞分化を解析した。

RANKL による破骨細胞形成に対して TM は影響を与え

【結果】
腫瘍から分離した CD11b Gr-1 細胞は、TRACP5b as-

な か っ た。ま た 興 味 深 い こ と に、TM は 骨 芽 細 胞 の

say による解析で、脾臓から分離したものと比べて破骨

RANKL 発現を抑制した。腫瘍細胞が産生する LOX の活

細胞への分化の割合が高かった。また TRAP 染色では各

性 化 に 銅 イ オ ン が 必 須 で あ り、LOX が 骨 芽 細 胞 の

臓器において染色が確認された。フローサイトメトリー

RANKL 発現を誘導することが知られているが、TM が

+

+

による解析では、腫瘍由来の CD11b Gr-1 細胞において

このメカニズムを抑制することで骨芽細胞の RANKL 発

RANKL の高い発現が認められた。

現が制御されることが明らかになった。In vivo において

+

+

TM は口腔癌骨破壊マウスにおける LOX 活性抑制を介

【結論】
+

し、破骨細胞形成を抑制した。また TM は Cetuximab

+

CD11b Gr-1 細胞の標的化によって、効率的に癌の骨浸

の抗腫瘍効果を増強した。

潤の抑制につながる可能性が示唆された。

【結論】TM は LOX 活性抑制を介し、骨芽細胞の RANKL
発現を抑制し、破骨細胞形成を抑制することが示唆され
た。本研究により癌骨破壊病変の治療において銅が標的
となる可能性が示唆された。
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基礎

悪性腫瘍 2

10:00〜10:54
座長：原田 浩之・田沼 順一

1-B-2-1

1-B-2-2

舌扁平上皮がんにおける Claudin-1 の発
現と臨床病理学的所見との関連

口腔扁平上皮癌細胞の浸潤・増殖における
Claudin1 の機能解析

1

東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面外科学分
野，2 東京医科歯科大学医歯学総合研究科硬組織生化学
分野

1

山本 大介 1，山口 聡 1，渡部 徹郎 2，依田 哲也 1，
横山 三紀 2

信本 忠義 1,2，津島 康司 2，林堂 安貴 2，岡本 哲治 1,2

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部
門 分子口腔医学・顎顔面外科学，2 広島大学病院 口腔
再建外科 顎口腔外科

【目的】
【緒言】扁平上皮がんは進展の過程において、上皮系から

Claudin-1（CLD1）は、タイトジャンクションの主要な

間葉系の性質へ分化転換する上皮間葉移行を起こし浸潤

構成蛋白で、細胞間接着を制御していることが知られて

能を獲得する。このとき細胞間接着装置を構成するタン

いる。我々は口腔扁平上皮癌（OSCC）の浸潤・増殖にお

パク質の遺伝子発現は抑制される。しかし密着結合を構

ける CLD1 の機能を明らかにするため、口腔扁平上皮癌

成するタンパク質である Claudin-1 が高発現している症

細胞に CLD1 遺伝子を導入し、その浸潤・増殖について

例ではがんの悪性度が高いことが口腔扁 平 上 皮 が ん

検討した。また、広島大学病院顎・口腔外科にて加療した

（OSCC）
を含め、様々な組織で報告されていおり、その機

OSCC 組織における CLD1 発現を免疫組織学的に検討

序が明らかになっていない。本研究では Claudin-1 の発現
と細胞内動態の変化に注目して解析をおこなった。
【対

し、臨床病理学的因子との関連性について解析した。
【材料と方法】

象・材料および方法】臨床病理学的検討には、本学にて

口腔扁平上皮癌細胞株とし て 舌 扁 平 上 皮 癌 細 胞 株

OSCC と診断された 84 例（男性 50 例、女性 34 例）を対

SCCKN を用いた。同細胞に、哺乳動物発現ベクター pCI-

象とした。OSCC 切除検体における Claudin-1 の発現を免

neo に CLD1 遺伝子を組み込んだ pCI-neo/CLD1 を導入

疫組織学的手法により解析した。また OSCC 由来細胞株

し、CLD1 高発現細胞株 KN-CLD1 を分離した。各細胞の

（SAS、HSC-4）における Claudin-1 の発現の細胞内動態を

細胞運動能は、ケモタキセルを用いた Boyden チャン

sulfo-NHS-SS-ビオチン標識を用いて解析した。【結果】切

バー変法により検討した。タンパク分解活性は、カゼイン

除検体において Claudin-1 高発現群を低発現群との間に

を基質とするザイモグラフィーにて解析し、さらに I 型

TNM 分類による評価では有意差がみられなかった。しか

コラーゲンゲルを用いた三次元培養法にて各細胞の増殖

し局所再発及び後発頸部リンパ節と遠隔臓器への転移率

様式を検討した。

は低発現群の方が有意に低かった。さらに高発現群の

外科治療を行った OSCC 84 例における CLD1 発現を

Claudin-1 の染色部位を詳細に観察したところ、がんが疱

免疫組織学的に検討し、生存率や臨床病理学的因子との

巣を形成しているところにおいては Claudin-1 が細胞間

関連性を検討した。生存曲線は Kaplan-Meier 法で算出

に染色されるのに対して、浸潤先端部位では、染色性は細

し、CLD1 陽性及び陰性群間の有意差検定は log-rank 法

胞質に見られた。OSCC 細胞における Claudin-1 の細胞内

で行い、危険率 5％ 以下を有意差ありとした。

動態を細胞レベルで解析したところ活発にエンドサイ

【結果】

トーシスされたいることが示唆された。【結論】Claudin-

KN-CLD1 細胞の増殖能、遊走能及び蛋白分解活性は野

1 の発現量はがんの病態と関連することが示唆された。

生型細胞と比較して亢進していた。CLD1 発現陽性群の

今後浸潤先端部位における細胞内への Claudin-1 のエン

生存率は、陰性群のそれに比べ有意に低下していた。

ドサイトーシスの意義を明らかにする必要性が考えられ
る。
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1-B-2-3

1-B-2-4

口腔扁平上皮癌での PD-L2 の発現とバイ
オマーカーとしての有用性の検討

腫瘍に集積するミエロイド系細胞の違いは
PD-L1 阻害剤との併用免疫療法効果に影
響を与える

1

福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分
野，2 福岡歯科大学 細胞分子生物学講座 細胞生理学分
野，3 福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科
学分野

1

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

首藤 俊一 1,2，田中 文恵 1，大林 佑子 1，
勝俣 由里 1，佐々木 三奈 1，橋本 憲一朗 1，
平木 昭光 1，池邉 哲郎 3

立浪 秀剛 1,3，西井 直人 2，加島 義久 1,2，冨原 圭 3，
野口 誠 3，東 みゆき 1

【目的】
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［目的］PD-1 阻害剤による免疫療法有効性を高めるため

PD-L2（Programmed Cell Death 1 Ligand 2）は PD-L1

には、がん微小環境（TME）に集積する免疫細胞の状態

と共に細胞傷害性 T 細胞（CTL）による免疫チェックポイン

を把握して、単剤および多剤併用の投与前選択が必要で

ト受容体 PD-1 に結合し、CTL からの免疫回避に関与するリ

ある。我々は、同系マウスへのがん移植実験から、TME

ガンドの 1 つである。近年、これら PD-1 受容体リガンドの

への制御性 T 細胞（Treg）浸潤の高い癌では、PD-L1

発現分布が、がん細胞種により異なることが明らかにされ、

阻害剤に加えて樹状細胞の活性化による免疫賦活作用の

頭頸部扁平上皮がんにおいても PD-L2 の発現が報告されて

強い TLR7 アゴニストであるレシキモドの併用が効果的

いる。

であることを報告してきた。今回は、TME への各 T 細胞

しかしながら、PD-L2 の発現がどの様な環境変化や刺激に

分画の浸潤レベルは同程度で共に PD-L1 阻害抵抗性の C

より誘導されるか、さらにどの様なシグナル分子により調節

3H 系統由来の扁平上皮癌（SCC）
、SCCVII と NR-S1 のミ

されるかは明らかでない。そこで我々は、口腔扁平上皮癌細

エロイド系細胞に注目しながら、より効果的な PD-L1

胞（SCC）の PD-L2 の発現とその調節因子に関して探索する

阻害との併用療法を検討した。
［結果］皮下接種後のがん

ことを目的とし研究を行った。

浸潤 CD45 陽性白血球中には、CD11b 陽性細胞が半数以

【材料および方法】

上を占めていたが、NR-S1 では、Ly6GhighLy6C-F4/80-の顆

SCC 細胞株の HSC-2 細胞を用い、化学的ストレス（H2O2、

粒球系細胞が、SCCVII では、Ly6GlowLy6C-F4/80+のマク

抗腫瘍剤）を与えた時の PD-L2 の発現変化を RT-PCR 法、

ロファージ系細胞が主体であった。後者の多くが、MHC

ウェスタンブロット法、FACS 法及び免疫染色法により検討

class

した。さらに、PD-L2 発現による形質変化についてトランズ

ナーゼ 1 を一部に発現していた。前者には、PD-L1 発現が

ウェル法や悪性形質転換アッセイにより検討した。又、口腔

認められた。がん細胞接種後の PD-L1 阻害抗体とレシキ

がんと診断された患者に対して、細胞診による癌細胞の検体

モド併用投与では、SCCVII では TME における CD8+T/

採取後、染色を行った（福岡学園倫理審査認証番号 No.432）。

Treg 比を増加させがん増大を阻止したが、NR-S1 では併

II および CD86 を発現し、免疫抑制性酵素アルギ

【結果】化学的ストレスにより、HSC-2 細胞の PD-L2 の遺伝

用効果が認められなかった。NR-S1 で増加する顆粒球系

子及びタンパク質発現が上昇した。又、化学的ストレスによ

細胞を早期に除去するために、治療開始前に低濃度ゲム

り、PD-L2 を発現する HSC-2 細胞数が増加し、同時に STAT

シタビン 1 回投与を行ったところ、NR-S1 の腫瘍増大は

1 の発現上昇と PTEN の発現減少を伴った。さらに、PD-L

顕著に抑制された。
［結論］腫瘍に集積するミエロイド系

2 陽性の HSC-2 細胞は陰性細胞と比較し細胞浸潤能が増加

細胞の違いが、免疫療法効果に多大に影響を与えること

していた。

がマウスモデルから示された。ヒト臨床において、TME

化学的ストレスが口腔扁平上皮組織における PD-L2 の発

解析が複合免疫療法の選択に有用であることが示唆され

現を上昇させ、がん細胞の増悪の一要因になり、この発現の

た。

変化が SCC における増悪化のバイオマーカーとして利用で
きる可能性を持つと示唆された。
【結論】
口腔扁平上皮癌への化学的ストレスは、STAT1 の活性化
を伴った PD-L2 の発現が上昇し、この上昇が癌細胞の増悪
化につながる可能性が示唆された。
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1-B-2-5

1-B-2-6

口腔癌における glutathione peroxidase
enzyme 4（GPX4）の役割

血中循環腫瘍細胞（CTCs）および血中循環
腫瘍 DNA（ctDNA）によるリアルタイムモ
ニタリング

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

1

東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座，2 国立がん研究
センター研究所 早期診断バイオマーカー開発部門

福田 正勝，塩野 隼也，金田 朋久，小笠原 悠大，
林 宏泰，坂下 英明

鬼谷 薫 1,2，柴原 孝彦 1

【目的】抗酸化酵素である GPX4 は、生体膜リン脂質の酸

【背景】リキッドバイオプシーは治療介入による腫瘍の変

化により生じたリン脂質ヒドロペルオキシドを還元する

化を捉え、最適な治療選択を行うためのリアルタイムモ

酵素であり、脳腫瘍や胃癌組織に過剰発現が報告されて

ニタリングを 行 う こ と が で き る。血 中 腫 瘍 循 環 細 胞

おり、癌細胞の増殖に関与していることが示唆されてい

（CTCs）および血中循環腫瘍 DNA（ctDNA）は非侵襲的

る。また、GPX4 の発現抑制は癌の進展を抑制し、フェロ

な採血で採取可能であり原発巣や転移巣を反映する。今

トーシスと呼ばれる、カスパーゼ非依存的細胞死を誘導

回、微小流路分離システム（MFA）により CTCs を捕捉

する。ところが、口腔癌の増殖・進展における GPX4 の関

し、CTCs と ctDNA による頭頸部がん（HN）と消化管が

与についてはいまだ明らかでない。本研究では口腔癌の

ん（DC）の遺伝子変異プロファイリング及びリアルタイ

増殖・進展における GPX4 の役割について検索した。

ムモニタリングを行った。

【材料および方法】ヒト口腔癌由来株化細胞（HSC2、

【方法】コホート A で HN、DC を 30 例登録し MFA を用

HSC3、HSC4、Ca922、SAS）
を用いて GPX4 mRNA

いて次世代シーケンサーによる CTCs の遺伝子変異解析

お よ び タ ン パ ク 質 の 発 現 を 定 量 性 RT-PCR 法 お よ び

技術を確立し ctDNA の変異解析も行った。コホート B

Western blot 法により検索した。SAS 細胞を GPX4 ノッ

で大腸がん患者 7 例を登録し、抗 epithelial growth factor

クダウンした際の生存細胞の減少を検索した。GPX4
ノックダウンの際フェロトーシスインヒビターである

receptor（EGFR）抗体薬治療前と progressive

Ferrostatin 1（Fer-1）を作用させた時の細胞状態を検索し
た。

disease

（PD）時の CTCs および ctDNA を採取して変異解析を
行った。
【結果】コホート A は HN10 例、DC 20 例、CTCs の中央

【結果】ヒト口腔癌由来株化細胞における GPX4 mRNA

値は 14.5/ml であった。HN の CTC では 10 例中 4 例で

の発現レベルは、SAS 細胞において最も高かった。SAS

EGFR、SMAD4、TP53、RB1、CDKN2A のミスセンス変

細胞における GPX4 ノックダウンで明らかな SAS 細胞

異を認め、ctDNA では 10 例中 1 例で ALK、MET のミス

数の減少を示した。この細胞死に対し、caspase の活性化

センス変異を認めた。DC の CTC では ALK、GNAQ、RB

は示さなかった。このことから、GPX4 ノックダウンした

1、SMAD4（20.0％）、ctDNA では TP53（44.4％）のミス

際の SAS 細胞は、非アポトーシス性細胞死に陥ったこと

センス変異の頻度がもっとも高かった。コホート B では

が示唆された。この細胞死がフェロトーシスであること

PD 時に CTCs から FBXW7、ctDNA では KRAS、NRAS

を証明するために Fer-1 処理を試みた。その結果、細胞死

といった抗 EGFR 抗体薬耐性に関わるミスセンス変異を

が抑制されたことから、SAS 細胞における GPX4 ノック

認めた。

ダウンによってフェロトーシスが誘導されたことが示唆

【結論】MFA を用いた CTC 及び ctDNA によるリアルタ

された。その際、細胞周期が S/G2/M 期にて停止している

イムモニタリングの可能性が示唆された。現在、HN でセ

ことが分かった。

ツキシマブ又はニボルマブによる治療経過中の CTCs を

【結論】これらの結果から GPX4 が口腔癌の増殖と進展に

採取しており今後解析予定である。

重大な役割を担っていることが示唆された。
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基礎

悪性腫瘍 3/その他

9:00〜9:54
座長：山本 哲也・川尻 秀一

1-D-1-1

1-D-1-2

転写コリプレッサー TLE3 は悪性黒色腫の
悪性度と関連し HDAC 活性を介して増殖
を促進する

エリブリンの高浸潤性頭頚部癌に対する選
択的高感受性の検討

1

1

金沢大学大学院 医薬保健研究域医学系 顎顔面口腔外
科学分野，2 市立砺波総合病院

2

九州歯科大学 分子情報生化学分野， 九州歯科大学 口
腔内科学分野

小林 泰 1，定梶 嶺 1，小林 一彦 1，平井 真理子 2，
北原 寛子 1，野口 夏代 1，大井 一浩 1，加藤 広禄 1，
中村 博幸 1，川尻 秀一 1

古株 彰一郎 1，小川 昌洋 1，柳沼 樹 2，吉岡 泉 2
【目的】
悪性黒色腫は口腔粘膜にも発生し増殖能が高く容易に
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【目的】

転移するために予後が悪い。近年、抗 PD-1 抗体などの免

再発性高転移性頭頚部癌は予後不良であり治療法も限

疫チェックポイント阻害剤の出現により、悪性黒色腫の

定される。近年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害

治療成績が著しく向上してきたが、様々な臓器に対して

剤が開発されたが、有効な患者は一部に限定されるため

免疫関連有害事象をもたらすことも明らかとなった。そ

新規の薬剤開発が必要であるといえる。本研究では、局所

のため、悪性黒色腫の病態を正解に理解し、新たな治療法

進行性頭頚部癌細胞（OSC20）再発性高転移性頭頚部癌細

を確立する必要性は残っている。悪性黒色腫の増殖には

胞（OSC19、OLC01）を用い、3 種類の微小管阻害薬（エ

ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）活性が関与する。そ

リブリン、パクリタキセル、ビンブラスチン）に対する感

こで本研究では HDAC を誘導する転写コファクターの

受性ならびに抗腫瘍効果について検討した。

TLE3 に着目し悪性黒色腫細胞の増殖における TLE3 の

【方法】
各頭頚部癌細胞に対する、エリブリン、パクリタキセ

役割を検討した。

ル、ビンブラスチンの IC50 濃度を測定した。この IC50

【材料および方法】
データベースは Gene Expression Omnibus と human

濃度で各微小管阻害薬にて処理を行った各頭頚部癌細胞

protein atlas を利用した。B16 細胞と HMV-II 細胞 は

を 48 時間培養後に、各チューブリンの発現について、

RIKEN Cell Bank から入手し使用した。マウスは 12 週齢

qPCR およびウエスタンブロット法にて検討した。また、

雄 BALB/cA Jcl-nu/nu を用いた。

NOD-SCID マウスの舌に OLC01 細胞を移植し、各微小管
阻害薬を投与して腫瘍の変化を観察した。

【結果・考察】
データベース解析からヒトの健常皮膚、良性母斑、悪性

【結果】

黒色腫への変化に伴い TLE3 の発現が上昇し、TLE3 の

OLC01 細胞のエリブリンに対する感受性は、パクリタ

発現量が高いほど予後が悪い傾向にあることがわかっ

キセルおよびビンブラスチンに対する感受性よりも高

た。TLE3 を過剰発現した B16 細胞は増殖能が亢進し、こ

かった。エリブリンは OSC19 細胞、OSC20 細胞よりも

の細胞をマウス背部皮下に接種するとコントロール細胞

OLC01 細胞に対して感受性が高かった。OLC01 細胞にお

に比べて大きな腫瘍を形成した。一方、TLE3 をノックダ

いて、エリブリン処理後では TUBB3 の発現低下してお

ウンした B16 細胞や HMV-II 細胞では細胞増殖能が低下

り、このことはエリブリンの感受性と相関していた。OLC

し、ノックダウン B16 細胞をマウスに摂取すると小さな

01 細胞を移植した腫瘍の浸潤度は、これまで報告した

腫瘍を形成した。さらに HDAC と会合する領域が欠失し

OSC19 や OSC20 細胞よりも高かった。エリブリン投与

た TLE3 は B16 細胞の増殖を促進せず、HDAC 阻害剤は

群ではパクリタキセル投与群、ビンブラスチン投与群よ

TLE3 の細胞増殖促進効果を解消した。

りも腫瘍の縮小が認められた。OLC01 細胞を移植した腫
瘍においても、エリブリンはパクリタキセルおよびビン

【結論】

ブラスチンに比べて高い感受性を示していた。

TLE3 は悪性黒色腫の悪性度と関連し HDAC 活性を
介して増殖を促進する。

【考察】
本研究結果は、エリブリンの感受性が頭頚部癌の浸潤
度により異なることを示している。さらに臨床的な抗腫
瘍特性を調べることで、エリブリンは高浸潤性頭頚部癌
治療に有用となる可能性が示唆された。
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1-D-1-3

1-D-1-4

口腔扁平上皮癌の抗癌剤耐性獲得における
細胞老化関連分泌現象の関わり

Cmab は口腔癌に対して NFκB の抑制を
介してシスプラチンの抵抗性を解除する

高知大学医学部歯科口腔外科学講座

宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分
野

笹部 衣里，仙頭 慎哉，山本 哲也

野海 健太，近藤 雄大，泉 彩，中村 友梨，
纐纈 衆，有村 慶一，金氏 毅，末廣 雄作，
山下 善弘

【目的】口腔扁平上皮癌においては抗癌剤治療に対して抵
抗性を示すものもあり、その対応には苦慮させられるこ
とが多い。近年、DNA 損傷を受けた細胞は細胞老化に陥
るものの、炎症性サイトカイン、ケモカイン、細胞外マト

【目的】われわれはこれまでシスプラチン抵抗性口腔扁平

リックス分解酵素、増殖因子などのたんぱく質やエクソ

上皮癌に対しシスプラチンと Cmab を併用することで

ソームといった生理活性物質を分泌する細胞老化関連分

NFκB の活性化の抑制を介しシスプラチンの抵抗性を

泌現象（SASP）を引き起こすことで、生存し続けること

解除している可能性があることを報告した。今回さらに

が明らかにされてきた。さらに、この SASP は癌細胞周囲

口腔扁平上皮癌マウスモデルや NFκB 活性化アッセイ

の微小環境を変化させ、癌の悪性度を増強することが示

を追加して分子生物学的に検討したので報告する。

されている。そこで本研究では、口腔扁平上皮癌の抗癌剤

【材料および方法】本研究には OSCC 細胞株の Sa3、シス

耐性獲得における SASP の関与を検討することとした。

プラチン抵抗性 OSCC 細胞株の Rsa3、唾液腺癌細胞株の

【材料および方法】舌扁平上皮癌細胞株 SAS を低濃度の

HSY を用いた。Cmab の併用の有無で細胞増殖能、シスプ

CDDP に持続的に曝露させることにより CDDP 耐性株

ラチンの効果がそれぞれの細胞にどのような影響を及ぼ

（SAS/CR2）
を樹立し、親株と耐性株の細胞増殖能、CDDP

すかを MTT アッセイやタンパク質の発現、今回さらに

に対する感受性、CDDP によるアポトーシス誘導能を比

転写因子アッセイ、口腔扁平上皮癌マウスモデルを追加
し検討した。

較検討した。その後、CDDP 耐性化が細胞老化に及ぼす影
響を SA-β-Gal 染色にて検討するとともに、各細胞の To-

【結果】これまでの研究で MTT アッセイで Sa3 はシスプ

tal cell lysate における p53 および p21 の発現を Western

ラチン単独で濃度依存的に細胞の死滅を認めたが RSa3、

blotting にて解析した。さらに、CDDP 耐性化の SASP

HSY はシスプラチン単独では細胞の減少を認めなかっ

への影響について、各細胞の培養上清中の IL-1α、IL-1

た。Cmab の併用で Sa3 だけでなく RSa3、HSY も濃度依

β、IL-6 および IL-8 のレベルを ELISA にて解析するこ

存的に細胞の減少を認めた。タンパク質の発現解析でも

とにより検討した。

Cmab はシスプラチン感受性に関与すると言われている

【結果】親株と比較して耐性株では増殖能が低下してお

NFκB 活性化関連タンパクの発現に関与しており、中で

り、CDDP で処理しても、耐性株では増殖能の低下、アポ

もリン酸化 IκBα に変化が認められ、その発現について

トーシスの誘導はほとんど認められなかった。親株に比

薬 剤 濃 度・暴 露 時 間 を 変 化 さ せ 検 討 し た。そ の 結 果

べ耐性株では、CDDP の非存在下においても SA-β-Gal

Cmab はリン酸化 IκBα の発現を低下させ、NFκB の

陽性細胞数が増加するとともに、p21、IL-1α および IL-

活性化を抑制していた。さらに今回 NFκB 活性化につい

1β レベルが亢進していた。

て転写因子アッセイで、シスプラチン単独では Sa3 のみ
NFκB 活性化の抑制が認められたが RSa3、HSY には

【考察】以上より、口腔扁平上皮癌細胞の CDDP 耐性獲得

NFκB の活性化の抑制は認められなかった。Cmab を併

には SASP が関与している可能性が示唆された。

用することで有意に NFκB 活性化の抑制を認めた。ま
た、口腔扁平上皮癌モデルマウスに RSa3、HSY を生着
後、シスプラチン、Cmab、併用投与で腫瘍径を比較する
と各単剤投与よりも Cmab を併用すると有意に腫瘍の縮
小が認められた。
【結論】本研究により Cmab は NFκB の活性化を抑制
し、シスプラチン抵抗性を解除している可能性が示唆さ
れた。
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1-D-1-5

1-D-1-6

口腔癌細胞における MALT1 核移行ドメ
インの解析

慢 性 GVHD に 関 連 す る 口 腔 が ん の エ ピ
ジェネティック制御

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
第2分野，2 日本歯科大学 生命歯学部 生化学講座

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口
腔顎顔面外科学分野，2 九州大学大学院歯学研究院 口腔
顎顔面病態学講座 口腔病理学分野

林 宏泰 1，千葉 忠成 2，富山 希美 2，今井 一志 2，
坂下 英明 1

杉山 悟郎 1，山田 朋弘 1，鈴木 あずさ 1，中島 梓 1，
安田 光佑 1，新甫 智明 1，住田 知樹 1，清島 保 2，
森 悦秀 1

【目的】mucosa associated lymphoid tissue lymphoma
translocation gene 1（MALT1）はリンパ球系細胞では細
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胞質で NF-κB を活性化するシグナル伝達分子として働

【目的】造血幹細胞移植（HSCT）後に生じる二次性悪性

き、 MALT リンパ腫の発生と密接な関連をもつ。 一方、

腫瘍は重篤な晩期合併症の一つである。中でも口腔がん

口腔癌細胞では核に局在し、予後不良な症例では発現を

は、他の悪性腫瘍よりも発生頻度が高く、特に注意が必要

停止し、浸潤能・増殖能等の悪性形質を強く増強する。

な疾患である。また、HSCT 後に生じる慢性宿主片対移植

MALT1 の作用を明らかにするためには、どのようなメ

病
（cGVHD）は口腔がんのリスク因子と考えられている。

カニズムで核に局在するかを知ることが重要となる。

その発症機序として、腫瘍細胞とドナー T リンパ球との

MALT1 は death ドメイン、Ig-like ドメイン、caspase-like

関連性も示唆されている。一方で、さまざまな組織の腫瘍

ドメイン、VDJ4 ドメインから構成され、本研究では核移

において、周囲の正常細胞のメチル化異常が報告されて

行ドメインを決定する。

おり、発がん素地になる可能性が考えられている。今回

【方法】ヒト野生型 MALT1cDNA を鋳型に各ドメイン欠

我々は、cGVHD 後に生じた口腔がんに対する臨床的検討

失させたコンストラクトを PCR で作製し、発現プラスミ

を行い、その特徴を調べた。さらに、腫瘍細胞周囲の正常

ド（pEBMulti-Hyg）にクローニングして口腔癌細胞株に

上皮細胞に対するメチル化解析を行った。
【方法】臨床統

一過性導入した。恒常的発現 HSC2 癌細胞株の樹立にあ

計的検討：対象は 1997 年から 2017 年までの 20 年間に

たっては hygromycin B により作製を行った。核画分と

当院にて HSCT が行われた患者で、当科で口腔がんと診

細胞質画分を SDS-PAGE で展開後、ウエスタンブロット

断された 3 名とした。カルテ記録から HSCT に関する情

法で局在を検討した。また、免疫染色後に局在を確認し

報、口腔がんに関する情報を抽出した。メチル化解析：上

た。

記口腔がん患者のパラフィン組織から、レーザーマイク

【結果】caspase-like ドメインと VDJ4 ドメインを含むコ

ロダイセクションを用いて腫瘍細胞周囲の正常細胞を切

ンストラクトは核、death ドメインと Ig-like ドメインを

り出し、ゲノム DNA を抽出した。ELISA キットを用いて

含むコンストラクトは細胞質に検出され、免疫染色でも

メチル化解析を行った。対照群として通常の口腔扁平上

同様の結果が得られた。さらに詳細な解析を行うため、

皮癌（OSCC）検体も同様にしてメチル化解析を行った。

様々なドメイン欠失コンストラクトを各種の口腔癌細胞

【結果】HSCT 後に生じた口腔がん症例の性別はすべて男

株に一過性導入した。その結果、caspase-like ドメインを

性で、平均年齢は 58.6 歳であった。全例 cGVHD を発症し

含むコンストラクトのみが核に局在し、death ドメイン、

ており、病理組織学的には全て OSCC であった。発生部位

Ig-like ドメインおよび VDJ ドメインは核移行に働かな

は舌、歯肉、頬粘膜であり、2 例で再発や転移が認められ、

いことが明らかになった。

このうち 1 例は多発がんであった。HSCT から OSCC 発

【考察】MALT1 の機能はリンパ球系細胞と口腔癌細胞で

症までの期間は比較的長い一方で、OSCC 発症後は制御

異なると予想され、細胞内局在の違いがその原因となる

不良であった。通常の OSCC と比較して cGVHD に関連

可能性が挙げられ、本研究の結果から、口腔癌細胞での

した OSCC では、周囲正常細胞のメチル化が亢進してい

MALT1 核移行には caspase-like ドメインが不可欠であ

た。【結論】cGVHD は OSCC のリスク因子であることが

ることが明らかになった。

再確認できた。また臨床的悪性度が高く、この機序とし
て、腫瘍周囲の正常組織におけるメチル化異常との関連

【結論】口腔癌細胞において、MALT1 の caspase-like ドメ

性が示唆された。

インが核移行ドメインとして働くことが示唆された。
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1-D-2-1

1-D-2-2

下歯槽神経損傷後の細胞治療の効果を検討
するための新しい動物実験モデル

末梢神経切除後の神経再生における人工神
経チューブの開発

1

愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座，2 愛知学院大
学 歯学部 口腔解剖学講座

1

伊藤 発明 1，鳥海 拓 2，田中 翔 1，普天間 拓 2，
大竹 啓太 1，大桑 雄太 2，栗田 賢一 1，本田 雅規 2

大竹 啓太 1，伊藤 発明 1，鳥海 拓 2，栗田 賢一 1，
本田 雅規 2

【目的】

愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座，2 愛知学院大
学歯学部 口腔解剖学講座

【目的】近年、末梢神経切除後の神経再生に対し、人工神

これまでの下歯槽神経損傷における動物実験モデルは

経チューブを用いた治療が臨床応用されている。しかし、

下顎骨を削除して、神経を剖出する方法が主であり、臨床

運動神経の再生を目的とした人工神経チューブで確立さ

と異なる点が多い。そこで、われわれは、下歯槽神経損傷

れたものはない。われわれは運動神経の再生に有用な人

後の細胞治療の効果を検討するための動物実験モデルを

工神経チュー ブ を 目 指 し、今 回 の 実 験 で は 人 工 神 経

考案した。次に、その新しい動物実験モデルを用いて末梢

チューブの基本となる I 型コラーゲンで作製した中空性

神経再生に有効となるシュワン細胞を投与し、投与後の

チューブをラット坐骨神経切除モデルに移植し、本実験

効果について検討したので報告する。

では、知覚機能について解析したので報告する。

【材料および方法】

【材料および方法】13 週齢の雄性 Sprague-Dawley ラット

鎮静下に 4 週齢雄 SD ラットの下顎第一臼歯を抜歯

の左側坐骨神経に 10mm の欠損を作成し、I 型コラーゲ

後、即時に抜歯窩より虫ピンで下歯槽神経を 30 分圧挫し

ン製中空性チューブを留置し、切断した神経両端と 10-0

た。下唇の感覚機能は術後 2 週まで von Frey test による

ナイロン糸で 2 糸ずつ縫合した。術後 3 日おきに von

測定を毎日行った。現在、下歯槽神経の損傷程度を評価す

Frey test により患側足底部の知覚機能回復を観察した。

るために、術後 2 週から 5 週までの各週において下歯槽

また術後 2 週、4 週でラットを安楽死させ再生した神経

神経を挫滅させた部位をヘマトキシリン・エオジン染色

を摘出し H.E 染色、トルイジンブルー染色による組織学

にて組織学的に解析中である。次に、ワーラー変性させた

的解析、抗 MBP 抗体、抗 S-100 抗体、抗 CD34 抗体を用

ラット坐骨神経よりシュワン細胞を単離・培養し、下歯

いた免疫組織化学的解析および透過型電子顕微鏡による

槽神経を挫滅直後に抜歯窩に移植した。移植後の評価に

微細構造学的解析を行った。

ついては、前述と同様に von Frey test を行い、組織学的

【結果】von Frey test では術後 2 週で患側足底の知覚が

に解析中である。

健側とほぼ同程度まで回復した。H.E 染色では術後 2 週

【結果】

で神経の接合を確認できた。トルイジンブルー染色では

von Frey test において下歯槽神経損傷モデルは術後 1

術後 4 週で有髄軸索を観察することができた。抗 MBP

日目より健常時と比べ 1000％ 以上の加重でも逃避反応

抗体、抗 S-100 抗体を用いた免疫染色では術後 4 週で再

は示さず、知覚麻痺を認めた。術後 14 日になると健常時

生した神経の中枢側から末梢側にかけて有髄軸索の再

とほぼ同程度に知覚は回復した。

生、シュワン細胞の浸潤を認めた。抗 CD34 抗体を用いた

次に、シュワン細胞を移植した実験群において、von

免疫染色では術後 2 週、4 週で健側と比較して神経内血

Frey test を行うと術後 6 日目までは、細胞を移植してい

管の増殖を認めた。微細構造学的解析においても術後 2

ない対照群と同程度の知覚麻痺が認められた。しかしな

週では有髄軸索は観察されなかったものの、術後 4 週で

がら、術後 8 日目において、実験群は平均 171％ の加重で

はシュワン細胞を伴う有髄軸索を観察することができ

逃避反応を示すのに対し、対照群は平均 433％ の加重で
逃避反射を示し、有意な知覚の回復が認められた。

た。
【結論】将来的に人工神経チューブの開発の基本となる I

【結論】

型コラーゲン製中空性チューブを作製し、ラット坐骨神

以上の結果から、我々が考案した下歯槽神経損傷モデ

経 10mm 欠損部に移植すると有髄神経の再生が可能であ

ルを用いることで細胞治療の効果を検討できることが示

り、知覚神経の再生については有用であることが明らか

唆された。さらに、本動物実験モデルを用いることで、細

となった。

胞治療に最適な細胞の選択やその投与方法などの検討に
も有用であることが示唆された。
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1-D-2-3

1-D-2-4

分子可動性ポリロタキサン表面への血管内
皮細胞成長因子の固定化が血管ネットワー
ク形成に及ぼす影響

伸展刺激下で得た細胞培養上清における骨
形成・血管新生能の検討
1

名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学
講座 顎顔面外科学，2 名古屋大学医学部附属病院 歯科
口腔外科

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科
学分野

荻須 宏太 1，藤尾 正人 1，土屋 周平 2，岡部 一登 1，
外山 直人 1，日比 英晴 1

兵頭 克弥，山口 聰，依田 哲也
【目的】口腔外科領域において骨再生を必要とする症例は

【緒言】

多く、広範な骨再生を成功させるためには、機能的な血管
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組織の構築が必要不可欠である。血管組織を構築するた

細胞に周期的な伸展刺激を加えることにより骨形成・

めには、血管内皮細胞に対する培養操作が重要であり、近

血管新生に関連する成長因子が多く産生されることが過

年、培養表面の特性と成長因子により細胞機能を調整す

去に報告されている。われわれは骨髄由来間葉系幹細胞

る技術が注目されている。そこで本研究では、動的ポリロ

培養上清を骨欠損部位に投与することで骨の再生が得ら

タキサン表面と血管内皮細胞成長因子（VEGF）の着目し

れることを明らかにしてきた。本研究の目的は伸展刺激

た。ポリロタキサン（PRX）は、環状分子の空洞部に線状

を加えることにより細胞培養上清の骨形成・血管新生能

高分子が貫通した超分子集合体であり、環状糖分子が線

が上昇することを確認し、投与での様相を明らかにする
ことである。

状高分子鎖に沿って可動する分子可動性が期待される。

【材料および方法】

これまで PRX 被膜した培養表面にて、分子可動性により
細胞機能を制御可能なことが報告されている。今回、分子

細胞種はヒト骨髄由来間葉系幹細胞およびヒト歯根膜

可動性の異なる PRX 表面に、血管ネットワーク化を促す

由来線維芽細胞とした。伸展刺激は培養細胞伸展システ

成長因子である VEGF を固定化し、PRX 表面の分子可動

ム（STREX 社）を用いて加え、伸展率はそれぞれ 5％ と

性の制御と成長因子の固定化がヒト臍帯静脈由来血管内

20％ で、周期は 0.17Hz で設定した。24 時間培養後の細胞

皮細胞（HUVEC）に与える影響について報告する。

および培養上清を回収し、骨形成・血管新生関連因子の
発現を遺伝子、タンパクレベルで評価した。また、ヒト骨

【材料および方法】硫酸化 PRX を合成し、ポリスチレン製
基材表面に被膜することで硫酸化 PRX 表面を作製した。

芽細胞・ヒト臍帯静脈内皮細胞を使用して上清の石灰化

分子可動性は環状分子の貫通数で調整した。この表面に

能・管腔形成能についても評価した。さらにマウスの頭

VEGF 溶液を加え、VEGF の表面導入を行った。これらの

蓋骨欠損モデルを用いて、アテロコラーゲンスポンジを

表面を用いて、細胞の形態や増殖を経時的に顕微鏡観察

担体として上清を投与し、4 週間後の骨形成を H-E 染色、

し、転写共役因子 YAP の細胞内局在評価、RT-PCR 法に

µCT で評価した。また 1 週間後の骨形成・血管新生の状
況を免疫組織化学染色で評価した。

よる遺伝子発現解析を行った。
【結果】
分子可動性の低い PRX 表面において、細胞増殖性

【結果】

および YAP の細胞核移行を促進する傾向があった。さら

いずれの細胞種でも伸展刺激を加えた細胞は加えな

にこの分子可動性の低い PRX 表面に VEGF を固定化す

かった細胞と比較して骨形成・血管新生関連遺伝子の発

ることで、血管内皮細胞接着分子（pecam-1）や血小板由

現が上昇していた。またその培養上清は骨形成・血管新

来増殖因子（pdgf）の遺伝子発現量が増加し、HUVEC

生関連因子の含有量が増加しており、骨形成・血管新生

が長く連なったネットワーク構造を示した。

能が上昇していた。動物実験ではいずれの細胞種でも伸
展刺激を加えた細胞の培養上清を投与した群で骨形成・

【結論】これらの結果より PRX 表面分子可動性の制御と

血管新生が促進されることを確認した。

VEGF の固定化の相乗的な効果が、血管内皮細胞の機能
を亢進しネットワーク化を誘導することが示唆された。

【結論】
伸展刺激を加えることで、培養上清の骨形成・血管新
生能が上昇し、投与により骨形成・血管新生がより促進
されることが示された。
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1-D-2-5

1-D-2-6

無血清オーガノイド培養法を用いたマウス
iPS 細胞からの顎顔面頭部組織の誘導

近赤外分光法（Near-infrared spectroscopy）を用いた歯科装具の装着刺激による
脳血流動態の解析第二報

1

広島大学病院 顎口腔外科，2 広島大学大学院医歯薬保
健学研究科応用生命科学部門 分子口腔医学顎顔面外科
学

1

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部
門分子口腔医学・顎顔面外科学，2 広島大学病院 口腔再
建外科 顎・口腔外科

大林 史誠 1，濱田 充子 1，佐藤 成紀 2，中峠 洋隆 1，
山崎 佐知子 1，岡本 哲治 1,2

宮田 秀政 1，谷 亮治 2，浜名 智昭 1，虎谷 茂昭 1，
岡本 哲治 1,2

オーガナイザーは脊椎動物の胚発生初期に、軸位の決
定や原腸陥入、周囲組織の運命決定に重要な役割を担う

【目的】口腔機能訓練によって口腔機能のみならず認知機

領域である。我々は、アフリカツメガエルのアニマル

能も向上することが報告されてきている。しかしながら、

キャップの器官培養法及び再集合培養法を用いて、Ac-

口腔内刺激の脳機能に及ぼす影響についてはほとんど解

tivin A により脳、眼胞、顎顔面軟骨、歯胚などの顎顔面

明されていない。一方、大脳皮質の脳血流動態を脳表面に

頭部組織を誘導可能であることを報告してきた。一方、ほ

沿ってマッピングする、近赤外分光法（Near-infrared

乳類では頭部オーガナイザー因子として Wnt、BMP4、

spectroscopy：NIRS）脳計測装置は、言語機能診断、て

Nodal 等の因子の関与が考えられているが、その誘導メ

んかん焦点の同定やうつ症状の鑑別診断補助として保険

カニズムは十分に解明されていない。また、我々はマウス

適応され、簡便な脳機能測定法としての応用が期待され

ES 細胞及び miPSC において feeder 細胞を用いずに維

ている。

持可能な無血清培地 mESF6 を開発し、報告してきた。本

本研究では、口腔内刺激の脳機能に及ぼす影響を明ら

研究では、miPSC から無血清 3D オルガノイド培養法を

かにすることを目的として、口腔内の刺激および口腔内

用いて、顎顔面頭部領域の位置情報を有する組織の誘導

装具の、脳血流動態に及ぼす影響を NIRS 脳計測装置を

を目指した。

用いて検討した。また、手背の合谷穴刺激による脳血流動

無血清培地として mESF6 培地を用い、頭部オーガナ

態を解析し、口腔内刺激と比較検討した。

イザー因子として Wnt、BMP4、Nodal、ActivinA、また

【方法】広島大学疫学研究倫理審査委員会の承認研究（E-

はその阻害因子を、種々の濃度と処理時間で miPSC に処

173）
に基づき同意を得た研究対象者に、NIRS 装置
（ETG-

理後、低接着 dish を用いて胚様体を形成させた。続いて、

7100：日立メディコ）
を用いて、以下の 3 刺激条件での酸

各胚様体を種々の比率で混合・再集合し、作成した 3D

素化ヘモグロビン値（Oxy-Hb）の変動を計測し、加算平

オルガノイドにおける、遺伝子発現と組織学的検討を

均後に評価区域の平均値を全 47 チャンネル（Ch）で統計

行った。頭部位置情報、神経、神経堤及び軟骨、後方脊髄、

処理し、脳血流動態を解析した。

中胚葉及び内胚葉マーカーなどの遺伝子発現を RT-PCR

1 最大舌圧の 60％ 圧による口蓋皺壁部加圧刺激

法にて検討した。また組織切片をアルシアンブルー染色、

2 厚さの異なる 2 種類のスタビライゼーションスプリン

typeII コラーゲンや各神経マーカーの免疫染色を行い、

トの装着刺激

顎顔面頭部組織の誘導を評価した。神経、神経堤や軟骨関

3 合谷への指圧刺激と器械による刺激

連遺伝子の発現上昇が認められ、顎顔面頭部位置情報を

【結果と考察】1）口蓋皺壁部の刺激では、両側体性感覚野

有する、アルシアンブルーに染色される軟骨様組織や神

で Oxy-Hb の有意上昇を認めた。舌圧プローブの挿入で

経組織の誘導が認められた。

は前頭前野に有意減少を認めた。

mESF6 培地を用いた無血清 3D オルガノイド培養法

2）スプリント装着刺激では、両側体性感覚野に有意上昇

は、アフリカツメガエル胚のみならず、miPSC からも顎

を認めた。厚さの違いで、中側頭回、及び中前頭回に有意

顔面領域の位置情報を保有する軟骨様組織の誘導を可能

な差を認めた。

にした。本培養系は、顎顔面領域発生のメカニズム解析の

3）右合谷への指圧では、前頭眼窩野と左体性感覚野に有

みならず、顎顔面に異常をきたす疾患研究や再生医療に

意上昇を認めた。機器による合谷刺激では有意変動は明

大きく寄与できる可能性が考えられた。

らかではなかった。
本研究結果から、刺激部位や刺激方法により脳血流が
変動することや、変動領域が異なることが明らかとなり、
口腔内刺激と脳血流との密接な関連性が示された。
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1-D-2-7

1-D-2-8

Lymphokine-activated killer 細胞の細
胞障害活性の誘導に及ぼすコレステロール
合成阻害剤の影響

ラット舌下腺の筋上皮におけるアディポネ
クチンの局在・発現と糖尿病での変化
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II分野，2 明海大学歯学部 形態機能成育学講座 解剖学
分野

広島大学 顎口腔外科

三島 健史

三宅 言輝 1，平良 芙蓉子 1，小笠原 悠大 1，
天野 修 2，坂下 英明 1

【目的】近年、コレステロールなどの細胞膜脂質が免疫細
胞の機能に重要な役割を果たしていることが明らかにさ

【目的】アディポネクチンは脂肪細胞で産生分泌されるタ

れつつある。当科では無血清培地で誘導した高い細胞障

ンパク質性のホルモンで、血中に多量に存在し、抗糖尿作

害活性を有する LAK 細胞を用いて口腔癌の細胞治療に

用など多彩な生理機能を有している。唾液中にもアディ

応用してきた。本研究では、LAK 細胞の細胞障害活性の

ポネクチンが存在するが、我々はラット舌下腺で、筋上皮

誘導に及ぼすコレステロール合成阻害剤の影響について

細胞に特異的にアディポネクチンが、腺房細胞に特異的

無血清培養系を用いて検討した。

受容体（AdipoR1、AdipoR2）が局在・発現することを見

【方法】コレステロール合成阻害剤として、Lovastatin

口
演
︵
4
月
20
日
︶

出した。そこで、糖尿病下における舌下腺のアディポネク

（LOV）、Zoledronic acid（ZOL）、AY9944（AY）
、及び

チンと受容体の変化を調べることにより、唾液腺および

Triparanol（TRIP）を用いた。RD5F あるいは RD4F に

筋上皮細胞におけるアディポネクチンの役割を解析する

Interleukin2 を添加した無血清培地を用いて LAK 細胞

こととした。

の誘導を行った。誘導された LAK 細胞の細胞障害活性
は、外陰部扁平上皮癌 A431 細胞を標的細胞とした
［51Cr］

【材料・方法】10 週齢の正常雄 Wistar ラットと 10 週齢
雄 2 型糖尿病（GK）ラットを灌流固定後、舌下腺の凍結

遊離試験を用いて検討した。さらに、LAK 細胞における

切片を作成し、抗アディポネクチン抗体と抗 adipoR1、

Programmed cell death 1（PD-1）の遺伝子・蛋白発現を

adipoR2 抗体および抗 α 平滑筋アクチン（SMA）抗体を

定量 PCR 法及び Western Blot 法にて検討した。

用いて免疫染色を行い、さらに RT-PCR で mRNA の発

【結果】LOV、AY 及び TRIP は、LAK 細胞の細胞障害活

現量とその変化を解析した。

性の誘導を濃度依存的に抑制した。AY ならびに TRIP

【結果】正常舌下腺では SMA 免疫陽性の筋上皮細胞の細

の抑制効果は、LOV のそれと比較し高いことが明らかと

胞質にアディポネクチンが、受容体 R1、R2 が腺房細胞の

なった。ZOL は、1-5mM の低濃度では細胞障害活性の誘

基底

導を増強したが、10mM 以上では抑制した。LOV、ZOL、
AY 及び TRIP は、LAK 細胞における PD-1 遺伝子・蛋

PCR でも遺伝子発現の低下が認められた。両タイプの受

白発現を亢進した。

容体の腺房細胞への局在は正常とほぼ同様に認められた

【結論】ZOL、LOV、AY 及び TRIP などのコレステロー

が、RT-PCR では AdipoR1 は変化がなかったが、AdipoR

ル合成阻害剤は LAK 細胞の細胞障害活性の誘導を抑制

2 は発現量が増加した。他の唾液腺筋上皮にはアディポ

し、LAK 細胞における PD-1 遺伝子・蛋白発現を亢進し
たことから、細胞膜の遊離コレステロールは LAK 細胞の
細胞障害活性の維持に重要な機能を果たしていることが

側面細胞膜に局在した。糖尿病ラット舌下腺では、

筋上皮のアディポネクチン免疫活性は顕著に低く、RT-

ネクチンの局在は認められなかった。
【考察】正常舌下腺では筋上皮細胞にアディポネクチン
が、隣接する粘液細胞の基底側面細胞膜に受容体 R1、R

考えられ、コレステロール代謝をターゲットとした癌免

2 が局在したことから、アディポネクチンが筋上皮細胞

疫療法の有用性が示唆された。

で産生

分泌され、粘液性腺房細胞に paracrine 的に作

用することが強く示唆される。
【結論】舌下腺筋上皮のアディポネクチンは粘液性腺房細
胞の分泌調節に寄与し、従来、筋上皮細胞は収縮により唾
液分泌の促進に寄与すると考えられてきたが、化学的な
分泌調節作用を発揮することが示唆された。
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臨床的研究 悪性腫瘍 2

手術

15:40〜16:43

座長：米原 啓之・里見 貴史

1-D-3-1

1-D-3-2

SCIP flap/遊離鼠径皮弁を用いた顎口腔・
顔面領域の再建

当科における遊離組織移植による再建術の
臨床的検討

1

弘前大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座

和歌山県立医科大学 形成外科学講座，2 公立豊岡病院
歯科口腔外科，3 和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学講座，4 東京医科歯科大学 顎口腔外科学分野

伊藤 良平，久保田 耕世，中川 祥，三村 真祐，
小山 俊朗，田村 好拡，田中 祐介，佐竹 杏奈，
福田 はるか，小林 恒

宮崎 英隆 1,4，和田 仁孝 1，田中 太邦 1,2，
玉川 俊次 3，原田 浩之 4，保富 宗城 3，朝村 真一 1
【目的】1973 年に Daniel と Taylor によって報告された鼠

【緒言】頭頚部腫瘍切除後の広範・複雑な再建には微小血
管吻合を用いた種々の遊離組織移植が応用されている。

径皮弁は、優れた特質を持ちながら血管茎の短さや血行

再建方法の選択は患者状態、欠損範囲、人工材料の発達な

の不安定さの問題があるとの理由から用いられなくなっ

どにより多様である。当科における遊離組織移植による

た。その後解剖学的検討が加えられ、光嶋によって改めて
浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁（SCIP flap）として類似の皮弁
が報告された。これらの浅腸骨回旋動脈（SCIA）系の皮

再建術について検討した。
【対象と方法】1991 年から 2016 年までの 26 年間に当科
で遊離皮弁・骨弁による再建術を施行した症例を対象と

弁は現在改めて様々な再建に応用されつつある。われわ

した。対象の年齢、診断、原発部位、TNM 分類、再建材

れも本皮弁に注目し、顎口腔・顔面の再建に導入しその

料、手術時間、出血量などを診療録、X 線画像から後ろ向

有用性を検討したのでその概要を報告する。
【患者および方法】患者は顎口腔・顔面領域の悪性腫瘍の
患者 7 名（男性 3 名、女性 4 名）で、部位別では舌 2 例、

きに検討した。
【結果】対象期間に遊離皮弁・骨弁による再建術を施行し
た症例は 218 例であった。平均年齢は 63．1 歳であった。

口底 1 例、下顎 2 例、上顎 1 例、顔面 1 例であった。皮島
は概ね SCIA 浅枝の走行に沿って設定し、SCIA 浅枝およ
び深枝を剖出し皮弁に必ず含めるようにした。うち下顎

再建材料は前腕皮弁 105 例（48．2％）、腓骨皮弁 44 例
（20．2％）、空 腸 皮 弁 42 例（19．3％）、腹 直 筋 皮 弁 21
例（9.6％）
、肩甲骨皮弁 2 例、広背筋皮弁 1 例、前外側大

再建の 2 例については腸骨付きで採取した。Donor site

腿皮弁 1 例であった。原疾患は舌癌 69 例、下顎歯肉癌 54

はすべて一次縫縮した。

例、口底癌 47 例、頬粘膜癌 22 例、上顎癌 10 例、ORN6

【結果】皮弁の挙上に関しては、血管の走行にはバリエー

例、下顎骨良性腫瘍 2 例、ARONJ1 例だった。皮弁壊死は

ションがあり、柔軟に対応できる様な鼠径部の解剖の熟

19 例に認め、生着率は 91.3％ だった。皮弁壊死の救済に

知が必要と思われた。また吻合する血管は前腕皮弁や腹

は大胸筋皮弁が 10 例、有茎広背筋皮弁が 3 例に用いられ

直筋皮弁等と比較して細い事が多く、習熟した吻合の技
術が必要と考えられた。皮弁は全例生着したが、腸骨付き
の 1 例は骨切り部より遠位で移植骨の部分壊死を認め

た。
【考察】再建材料の選択は、骨の欠損範囲、粘膜・皮膚な
どの軟組織の欠損範囲とボリュームなどを考慮して選択

た。皮弁の術後は極めてしなやかであり、舌半側切除症例

されていた。また、非生着例における救済手術において有

では早期の経口開始、良好な言語回復につながったもの

茎皮弁、特に大胸筋皮弁が重要であった。

と考えられた。Donor site もトラブル無く治癒し、またそ
の瘢痕はほぼ下着にかくれる程度におさまった。
【考察】鼠径皮弁と SCIP flap の概念を明確に区別するの
は困難とされる。顔面皮膚との color match や、腸骨へ分
布する血行の不明瞭性等の問題が残存してはいるが、術
後の皮弁のしなやかさや donor site の犠牲が少なく瘢痕
が下着に隠れるなどのメリットも多い。まだ 7 例と少な
いが、様々な重要な機能を担う顎口腔領域再建における
有用性が示唆された。
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舌部分切除術後の術後出血に関する臨床的
検討〜MCFP 法と縫縮法での比較〜

口腔癌に対する逆行性の超選択的動注化学
療法における浅側頭動脈よりのカテーテル
2 本同時留置法について

筑波大学附属病院 歯科口腔外科

春日井市民病院 歯科口腔外科

長谷川 佑磨，福澤 智，木村 愛理，寺田 和浩，
佐藤 牧子，内田 文彦，菅野 直美，山縣 憲司，
武川 寛樹
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日
︶

丹下 和久，脇田 壮，堀部 宏茂，山村 利佳，
中島 佐友理

【緒言】口腔癌手術の術後の粘膜欠損に対してポリグリ

【目的】口腔癌に対しての逆行性の超選択的動注化学療法

コール酸とフィブリン糊スプレーを創部に付着させて被

は原発腫瘍のみならず、その転移リンパ節に対しても効

覆する Mucosal defect Covered with Fibrin glue and

果的であり、ほとんどの症例で外科的切除術の回避が可

Polyglycolic acid sheet（以下：MCFP 法）は術後の仏痛緩

能である。しかしそのためには、腫瘍の栄養動脈に確実に

和や瘢痕拘縮の抑制に有効とされて広く採用されてい

抗がん剤を投与する必要があり、浅側頭動脈から複数の

る。しかし、合併症として重篤な術後出血の報告もされて

動脈に対して、複数本のカテーテルを別々に留置しなけ

いる。今回、舌部分切除術後の術後出血に関して MCFP

ればならない機会は少なくない。今回われわれは浅側頭

法と縫縮法で比較検討を行ったので報告する

動脈より別々の動脈に対して、2 本のカテーテルを留置

【対象および方法】対象は 2013 年 1 月から 2018 年 12 月

する方法について、その手技や問題点を検討したのでそ

までに筑波大学附属病院歯科口腔外科で舌部分切除術を

の概要を報告する。
【手技】通常の浅側頭動脈からのカ

施行し縫縮および MCFP 法を施行した 46 例（男性 25

テーテル留置と同様に、浅側頭動脈を露出しシースイン

例、女性 21 例、平均年齢 64 歳）とした。調査方法は診療

トロデューサーを留置する。その後屈曲カテーテルを用

録を後ろ向きに検討し、検討項目は、術後出血の有無、切

いて第一目的の動脈を選択した後に、ガイドワイヤーの

除範囲、歯の接触の有無、抗血栓薬の有無、出血時期、止

みを留置しておく。次いで屈曲カテーテルから、2 本目の

血処置方法、その他既往疾患の有無とした。術後出血の定

ガイドワイヤーを外頸動脈の下方まで留置した後に、屈

義は医療介入を必要とする出血とし、単純な圧迫止血は

曲カテーテルを除去する。2 本目のガイドワイヤーに細

除外とした。観察期間は 1 か月とし、統計解析は Fisher

径の屈曲カテーテルを通して、第二目的の動脈を選択し

の正確検定を用い、 統計ソフトは JMP Pro13 を用いた。

ガイドワイヤーを末梢まで留置する。2 本のガイドワイ

【結果】MCFP 法を施行したのは 30 例、縫縮法を施行した

ヤーが留置されている状態で、シースイントロデュー

のは 16 例であった。そのうち術後出血は MCFP 法で 6

サーを除去する。それぞれのガイドワイヤーを通して、留

例（20％）、縫縮法では 2 例（13％）で認めた。両者に統

置用カテーテルを目的の位置まで送り込む。最後に血管

計学的有意差は認めず、MCFP 法は縫縮法と比較して非

とカテーテルを縫合して終了する。【結論】

劣性であった。出血時期では MCFP 法では平均 7 日目で

1 本のカテーテル留置と比較しても特別な手技はほとん

あったのに対して縫縮法では術当日に出血を認めた。そ

どなく、 手技的な困難さはあまり顕著ではなかった。 2．

の他の因子でも統計学的な有意差は認めなかった。

ガイドワイヤーの使い分けが必要であった。特に 2 本目

1．通常の

【考察】MCFP 法での出血時期における各種報告では術後

のガイドワイヤーは比較的硬めワイヤーの方が挿入しや

5-19 日目での出血が報告されている。本検討でも術直後

すかった。 3． 通常の留置用カテーテルの太さの関係上、

よりも術後ある程度時間が経過した段階での出血があっ

2 本留置の場合は末梢までカテーテルを進めることがで

た。これはシートの剥がれや比較的脆弱な上皮が刺激を

きないことが多かった。

受けて出血していることが推察された。
【結論】MCFP 法は創部被覆方法として有効な方法ではあ
るが、術後出血が術後 7 日前後で起こりやすく厳重な管
理を必要とすると考えられた。
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口腔癌切除後皮弁再建におけるサルコペニ
アと Surgical Site Infection

腓骨皮弁による下顎再建後に広範囲顎骨支
持型補綴による治療を行った症例の口腔機
能評価

1

群馬大学医学部附属病院 形成外科，2 群馬大学医学部
附属病院 歯科口腔・顎顔面外科
1

1

1

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

1

中村 英玄 ，牧口 貴哉 ，後村 大祐 ，山津 幸恵 ，
鈴木 啓佑 2，山口 高広 2，横尾 聡 2

押谷 将之，高岡 一樹，玉岡 丈二，上田 美帆，
野口 一馬，岸本 裕充

【目的】サルコペニアは筋肉量低下に筋力低下を伴う疾患

【緒言】下顎区域切除後の下顎再建の選択肢の一つとして

である。サルコペニアを伴うがん患者では術後合併症の

腓骨皮弁による再建がある。硬組織再建が行われたにも

増加、化学療法における有害事象の増加、生存率の低下な

かかわらず、その後の補綴治療として、従来の顎義歯では

どが報告がされている。一方で、口腔癌術後における SSI

十分な口腔機能回復が困難な場合もあり、補綴されてい

のリスク因子として低アルブミンや長時間手術、低 ASA-

ない症例も少なくない。今回我々は、腓骨皮弁による下顎

PS などが報告されている。しかし、サルコペニアとの関

再建後に広範囲顎骨支持型補綴による治療を行った症例

連について検討した報告はない。今回、口腔癌切除後皮弁

について臨床的検討を行ったので報告する。
【対象および

再建におけるサルコペニアと Surgial Site Infection（SSI）

方法】
対象は 2012 年 4 月から 2018 年 9 月までの間に、当

との関連について検討した。

科にて下顎区域切除および腓骨皮弁による下顎再建後に

【方法】2009 年 2 月から 2017 年 2 月に当院で口腔癌切除

広範囲顎骨支持型補綴による治療を行い、上部構造まで

後皮弁再建を行った症例で、術前に腹部 CT を撮影した

装着し口腔機能評価を施行できた 7 例とした。口腔機能

106 例を対象とした。CT で L3 レベル水平断の全骨格筋

評価として舌圧、伵合力、咀嚼能力、反復唾液嚥下テスト、

面積を測定した。骨格筋には腹直筋、外・内腹斜筋、腹横

オーラルディアドコキネシスについて、上部構造を装着

筋、広背筋、腸腰筋、脊柱起立筋、多裂筋を含めた。全骨

した状態と装着していない状態をそれぞれ計測し、比較

格筋面積合計（cm2）を身長（m2）で補正した Skeletal

検討を行った。
【結果】原疾患は歯肉癌 5 名、舌癌 1 名、

Muscle Index（SMI）
（cm2/m2）をサルコペニアの主因であ

線維性骨異形成症 1 名であった。再建術から広範囲顎骨

る筋肉量低下の指標とした。SMI は男性で 36.2（cm2/

支持型装置埋入までの期間は 18〜59 か月で、平均は 31.6

m2）
、女性で 31.0（cm2/m2）をカットオフ値とし SSI との

か月であった。埋入本数は合計 25 本で、再建骨に埋入し

関連について統計学的検討を行った。

たものは 20 本、 残存顎骨に埋入したものが 5 本であり、

【結果】男性 66 人、女性 40 人、平均年齢は 66.6 歳であっ

1 症例あたり平均 3.6 本であった。補綴はブリッジ形態の

た。SSI は 28 人（26.4％）に生じた。単変量解析では SSI

ものが 5 例、オーバーデンチャーが 2 例であった。左右の

の有意な危険因子は BMI、Hb、SMI の低値であった（p

伵合力の和は上部構造装着により増加した。咀嚼能力は

=0.017、p=0.036、p＜0.001）
。ロジスティック回帰分析で

上部構造装着により、オーバーデンチャーを装着した症

は SMI 低値が SSI の有意な危険因子であった（p＜0.001、

例は上昇したが、ブリッジ形態の症例では明らかな上昇

Odds Ratio=8.87）。

は認めなかった。舌圧、RSST の向上も認められたが有意

【結論】本検討でサルコペニアの主因である SMI 低値が

ではなかった。
【考察】下顎切除量が広範囲で残存歯数が

口腔癌切除後再建における SSI のリスク因子であった。

少ない症例は、オーバーデンチャー装着を行うことで伵

筋肉量低下に対して術前早期からの栄養療法や運動療法

合力および咀嚼能力の回復を認めた。ブリッジ形態によ

の介入が口腔癌術後 SSI 予防に有用である可能性が示唆

る上部構造装着症例では、患側の咀嚼筋群の切除および

された。

知覚消失によって咀嚼能力の改善は明らかでなかった。
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臨床的研究 麻酔全身管理/顎関節

16:45〜17:39

座長：澁谷 徹・砂田 勝久

1-D-3-7

1-D-4-1

新規血清 microRNA を用いた口腔扁平上
皮癌診断アルゴリズムの構築

静脈内鎮静管理後の覚醒状態判定へのモニ
ター一体型視線計測装置の活用

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

1

日本歯科大学 生命歯学部 歯科麻酔学講座，2 日本歯科
大学 生命歯学部 共同利用研究センター，3 日本歯科大
学 生命歯学部 口腔外科学講座

中村 康大，浜田 倫史，三島 優美子，森 和樹，
杉浦 剛

篠原 健一郎 1，砂田 勝久 1，三橋 扶佐子 2，
里見 貴史 3，山口 友輔 3，稲田 諒 3

【目的】口腔扁平上皮癌（OSCC）の一次スクリーニングに
【目的】

おいて有用な腫瘍マーカーは未だに実用化されていな
い。また OSCC の重要な予後因子である頸部リンパ節後

今回、われわれは鎮静状態からの覚醒状態判定におけ

発転移に対する予測マーカーも確立されていない。よっ

る視線解析活用の可能性を検討することを目的として、

て診断および治療後のモニタリングに際して有用なバイ

鎮静状態からの覚醒途上にある患者の特定動画中の視標

オ マ ー カ ー の 開 発 が 急 務 で あ る。microRNA は 標 的

に対する視線の追随状態をモニター一体型視線計測装置
を使用し定量的に解析したので報告する。

mRNA を分解し翻訳を阻害する機能を有する。多くの悪
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【材料および方法】

性腫瘍でその発現異常が報告され、血清中の microRNA

健康男性成人ボランティア 28 名を対象にミダゾラム

を利用した診断の試みが報告されている。しかしながら、
OSCC においては microRNA を用いた診断システムは未

（0.05mg/kg）を用いた静脈内鎮静法を施行し、鎮静開始

だ確立されていない。そこで本研究は、OSCC の検出と予

から 10 分間隔で 120 分後までの各時点でロンベルグテ

後 予 測 に 対 し て 精 度 の 高 い 分 子 マ ー カ ー と な る mi-

ストならびに臨床所見の観察を行った後、モニター一体

croRNA の同定と、それらを用いた診断アルゴリズムの

型視線計測装置（NP-100：JVCKENWOOD Corporation）

構築を目標とした。【材料と方法】OSCC 群（n=40）の術

の前にボランティアを着座させ、モニター上に表示され

前・術後および対照群の健常者（n=40）から血清を採取

る特定動画中の視標に対する被験者の視線の動きや視線

した。まず microRNA マイクロアレイによる網羅的解析

の集中度を解析し各測定時点における視標の捕捉率を算

を行い、両群間に発現量の有意な差が認められた候補 mi-

出した。視標の捕捉率については、鎮静前の捕捉率と各測

croRNA を 抽 出 し た。次 に 個 々 の 症 例 に お け る mi-

定時点の捕捉率との間で一元配置分散分析を行い、有意

croRNA をリアルタイム PCR 法にて定量検討し、OSCC

水準を 5％ として Kruskal Wallis 検定を行った。

の診断および予後予測のマーカーとしての有用性を統計

【結果】

学的に解析した。
【結果】microRNA マイクロアレイによ

鎮静前の視標の捕捉率は 85.1±17.6％（mean±S.D.）
、

り 15 種の microRNA を診断の候補バイオマーカーとし

ロンベルグテストのスコアは全対象者で 0 であった。ロ

て選定した。リアルタイム PCR 法によるこれらの定量検

ンベルグテストの平均スコアは鎮静開始 10 分後から 80

討をおこなったところ、6 種の microRNA が口腔癌診断

分後まで鎮静開始前と比較し有意な差を持った低下を示

マーカーとして、3 種の microRNA が治療後の後発転移

していた。視標の捕捉率は鎮静開始 10 分後の時点で 51.5

予測マーカーとして抽出された。これらを組み合わせた

±37.1％（mean±S.D.）と測定期間中の最低値を示してい

予測式を作成したところ、それぞれ良好な診断精度を示

た。視標の捕捉率は開始 10 分後から 100 分後まで鎮静開

した。
【考察】われわれが新規に見出した microRNA 群に

始前と比較し有意な差を持った低下が示されており、鎮

よる診断アルゴリズムは、OSCC の存在診断および後発

静後のロンベルグテストのスコアの回復と比較し視標の

リンパ節転移の予測において有用であることが示唆され

捕捉率の回復が遅れる傾向が示されていた。

た。

【結論】
今回の結果から、鎮静状態からの覚醒判定に際し、より
客観的な覚醒判断基準のひとつとして特定動画中の視標
に対する視線の追随状態のモニタリングの活用が期待出
来るものと考えられた。
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局所麻酔下の下顎埋伏智歯抜歯時における
Virtual Reality を用いた不安軽減効果

下顎埋伏智歯抜歯に伴う術前術後の不安・
恐怖に関する調査

佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

佐賀大学 医学部 歯科口腔外科学講座

山下 佳雄，合島 怜央奈，森 啓輔，下平 大治，
檀上 敦

荒巻 亮太，合島 怜央奈，森 啓輔，下平 大治，
檀上 敦，山下 佳雄

［緒言］顎顔面領域における仏痛は、その特異性もあり以

【目的】下顎埋伏智歯抜歯術は口腔外科外来手術において

降においても不安や恐怖を誘発することが知られてい

最も頻度が高い。抜歯を含めた歯科治療は、患者の多くに

る。歯科治療はその代表的なものであり、治療に対してス

不安や恐怖に対するストレスを与えている。術前の不安

トレスを抱えている患者は多い。局所麻酔による除痛だ

は、他の偶発症を引き起こす原因にもなり、術者は患者の

けでは、その不安や恐怖を払拭することはできない。特に

心理面にも配慮する必要がある。本研究は下顎埋伏智歯

歯科恐怖症のように治療に対して過度の不安や恐怖があ

抜歯術にあたり、術前後に患者が感じる不安や恐怖の種

る場合は、プロポフォールを代表とする静脈麻酔や笑気

類および程度に対してアンケート調査を行い、患者の心

による吸入麻酔といった鎮静を併用する場合も少なくな

理状態を把握することを目的とした。

い。しかし薬剤の使用による患者側の制限や、使用可能な

【材料および方法】佐賀大学医学部附属病院歯科口腔外科

施設側の制限といった問題が存在し、適応範囲が限られ

へ下顎智歯抜歯のため紹介受診となり、本研究の基準を

ている。より安全で簡便な不安、恐怖の軽減方法が求めら

みたし同意を得られた患者を対象とした。術前後に 1）不

れている。われわれは局所麻酔下での下顎埋伏智歯抜歯

安・恐怖に対する VAS 値、2）
不安に対する質問 5 項目、

時に Virtual Reality（VR）
を使用することで、処置中の不

3）恐怖に対する質問 16 項目に関してアンケートを実施

安が軽減することを報告してきた。
［目的］
今回、この VR

し、調査内容に関して JMP Pro 12 にて臨床統計的解析を

の効果を HRV（Heart Rate Variability）を用いて、客観

行った。

的評価を行った。HRV は、ストレスによる身体の反応や

【結果】男性 68 名、女性 97 名の全 165 名（平均年齢 35.9

疲労感などを可視化して、健康状態および精神生理学的

歳）を対象とした。1）不安・恐怖に対する VAS 値、2）不

な安定状態を確認できる。VR 使用患者に対して加速度脈

安に対する質問、3）恐怖に対する質問のいずれも男性と

Ⓡ

波計 APG ハートレーター SA-3000P を用いて HRV を

比較して女性で高い傾向を示した。特に歯の切削や局所

計測した。処置前、ならびに抜歯手術開始後 10 分の 2

麻酔に対する不安は男女ともに高かった。恐怖感の質問

点を計測した。
［結果］処置前は交感神経の比率とされる

では緊張に関する項目で高い値を示し、歯科用ドリルや

LFnorm の値が 70％ に対して、副交感神経の比率とされ

注射針に対する恐怖が強かった。また、麻酔後であっても

る HFnorm が 30％ と交感神経優位であった。しかし、

処置中に仏痛が生じた場合には恐怖が増強する傾向に

VR 使用後に LFnorm 42％、HFnorm 58％ となり、副交感

あった。恐怖が強い質問項目では、性別による差が大き

神経との均衡が認められ両者のバランスが安定する結果

かった。さらに、術前後での不安・恐怖に対する VAS

であった。
［考察］
今回の結果からも、VR 使用により外科

値の差（術後-術前）は、男性と比較して女性で高い傾向
にあった。

処置に伴う恐怖、不安の軽減を得ることが判明した。抜歯
に代表される歯科処置、外科処置時の VR の使用は有用

【結論】智歯抜歯術前の患者は、医療者側が想像する以上
に不安や恐怖を感じていた。特に局所麻酔や歯や骨の削

であると考える。

合等に対して恐怖を感じており、術者は十分に理解する
必要がある。また、局所麻酔が確実に奏功することで不
安・恐怖を軽減できることが示唆された。男性と比較し
て女性は恐怖や不安を強く抱いている可能性があり、術
者はこれらを認識して手術に望むことが必要である。

139

口
演
︵
4
月
20
日
︶

1-D-4-4

1-D-4-5

舌痛症患者における仏痛程度、口腔関連
QOL、抑うつ症状に関する検討

当科において開口障害が認められた患者の
最終診断に関する検討

1

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

静岡県立総合病院 歯科口腔外科，2 山口大学 医学部

後藤 明彦 1，島田 拓矢 2，大竹 寛紀 1，古田 浩史 1，
足立 守安 1

定梶 嶺，大井 一浩，本保 敦志，石宮 舞，
宮澤 広樹，平 真優子，北原 寛子，加藤 広禄，
中村 博幸，川尻 秀一

【目的】舌痛症は舌に慢性的・表在性の限局性自発痛を訴
え、他覚的に舌の器質的変化や、臨床検査での異常値を認
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めない原因不明の疾患であり、舌痛症患者における口腔

【目的】歯科口腔外科疾患を診断する上で重要な所見の一

関連 QOL への影響や抑うつ症状との関連についての報

つに開口障害がある。開口障害を伴う代表的な疾患には

告がみられる。仏痛の客観的評価指標としての VAS の有

顎関節症が挙げられるが、顎関節症と鑑別を要する疾患

用性は周知されている一方で、口腔関連 QOL の尺度であ

は多種多様であり、注意すべき疾患としてこれまでに悪

る General Oral Health Assessment Index（以下；GO-

性腫瘍や破傷風などが報告されている。開口障害を有し

HAI）や 抑 う つ 症 状 の 指 標 で あ る Beck

Depression

ていた患者が最終的にどのように診断されていたかを知

Inventory-II（以下；BDI‐II）を舌痛症患者に適用した報

ることは、診断の向上につながると考えられるが、開口障

告は少ない。今回われわれは、舌痛症患者における VAS、

害を有する患者の最終診断について一定期間を調査した

GOHAI、BDI-II の傾向と関連について検討したので報告

報告は見当たらなかった。そこで今回われわれは、当科に

する。
【材料および方法】当科にて舌痛症と診断された症

来院し、開口障害が認められた患者の最終診断を調査、検

例 19 例（男 性 4 例

討したので報告する。

女 性 15 例

46〜78 歳

平均年齢

63.5 歳）
を対象とした。舌痛症治療開始時に患者へ仏痛程

【対象及び方法】2014 年 10 月から 2016 年 9 月までの 2

度（VAS）、口腔関連 QOL（GOHAI）
、抑うつ症状（BDI-

年間に金沢大学附属病院歯科口腔外科を一般外来と救急

II）
について聴取し、得られたデータをもとに舌痛症患者

外来からの院内紹介として紹介受診となった全 5508 名

における各数値の傾向と VAS、GOHAI、BDI‐II の相関

を対象とした。診療記録を後ろ向きに調査し、開口障害が

について検討した。統計解析は、VAS、GOHAI、BDI‐

認められた患者の最終診断を抽出し検討を行った。

II の各指標に関して回帰分析の傾きに関する Wald 検定

【結果】開口障害が認められた患者は 175 名であった。最

を行った。検定の有意水準は 5％ とした。統計解析ソフト

終診断は顎関節症 89 名、炎症 46 名、顎骨骨折 19 名、打

として EZR Version1.37 を用いた。
【結果】
GOHAI は国民

撲症 11 名、粘膜炎 3 名、顔面裂傷 2 名、中咽頭癌 1 名、

基準値よりも低い傾向を認め、19 例中 6 例に軽度〜中等

茎状突起過長症 1 名、強皮症 1 名、放射線治療による瘢痕

度の抑うつ傾向を認めた。VAS・BDI-II と GOHAI との

1 名であった。175 名のうち、一般外来を受診した患者は

間に有意な相関を認めた。VAS と BDI-II の間には有意で

133 名で、顎関節症 83 名、炎症 29 名の順に多かった。救

はないが正の相関を認めた。【結論】舌痛症患者では口腔

急外来を受診した患者は 42 名で、炎症 17 名、顎骨骨折

関連 QOL が低い傾向があり、抑うつ症状を有す場合がみ

11 名、顎関節症 6 名の順に多かった。また、開口障害と

られた。またその客観的評価において VAS に加え GO-

開口時痛により顎関節症として紹介されていた患者の中

HAI、BDI-II の有用性が示唆された。

には、最終的には耳下腺炎、中咽頭癌と診断された患者が
含まれていた。
【結論】開口障害を有していた患者の最終診断は、約半数
が顎関節症、次いで炎症、外傷の順であったが、救急外来
と一般外来ではその内訳が異なっていた。また、最終的に
悪性腫瘍と診断された症例もあり、顎関節症と鑑別を有
する疾患を常に念頭において診断する必要があると考え
られた。
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先天異常/外傷/感染症

9:00〜9:45
座長：東 雅之・森 一将

1-D-4-6

1-E-1-1

顎関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の 1 例

Msx1 遺伝子変異と低酸素負荷の複合作
用による口蓋裂発症機構の解析

1

日本大学歯学部口腔外科学講座，2 日本大学歯学部歯科
放射線学講座

1

九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野，2 九
州歯科大学 健康増進学講座 解剖学分野

藪田 奈菜子 1，篠塚 啓二 1，吉野 斗菜 1，丸山 礼 1，
西久保 周一 1，江島 堅一郎 2，清水 治 1，
本田 雅彦 1，本田 和也 2，外木 守雄 1

朴 真実 1，中富 満城 2，笹栗 正明 1，三次 翔 1，
高橋 理 1，土生 学 1，冨永 和宏 1

【目的】滑膜性骨軟骨腫症は、滑膜に化生した軟骨腫瘤を

【目的】非症候群性の唇顎口蓋裂の発症機構として遺伝―

形成し、関節内に遊離した疾患である。膝関節・股関節に

環境相互作用による多因子しきい説が提唱されている

好発し、顎関節に生じることは比較的まれである。今回、

が、未解明な点が多い。本研究では遺伝要因として口蓋裂

顎関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の 1 例を経験したの

の原因遺伝子として知られている Msx1 変異マウスを用

で報告する。
【症例】患者は 45 歳女性。6 年前より左側顎

い、環境要因として胎生期の低酸素負荷を組み合わせて、

関節音を自覚し、2 年前より開口時の仏痛がみられた。近

遺伝―環境相互作用による口蓋裂発症機構の解析を試み

医歯科にて経過観察を行っていたが、症状の悪化を認め、

た。

左側顎関節に開口時痛及び開口制限を主訴に精査目的の

【方法】Msx1 +/-雄マウスと交配した野生型妊娠マウスに

ため、当科紹介受診となった。開口量は 17mm で開口時

二通りの方法（A 群及び B 群）で低酸素負荷を与え、胎

に右側偏位を認めた。左側顎関節から耳前部にかけて骨

仔における口蓋裂発症の有無を検証した。A 群では、母体

様硬の膨隆、腫脹、圧痛を認めた。画像所見にて、パノラ

と胎仔の双方に不整脈を誘発して低酸素状態を引き起こ

マ X 線画像では左側下顎頭を取り囲むように多数の小

すことが知られているフェニトイン（PHT）を用い、妊娠

塊状不透過像を認め、CT・MRI にて多数の大小不同の腫

マウスに 70mg/kg の濃度で 1 日 1 回腹腔内投与を行っ

瘤が認められた。以上より、滑膜性骨軟骨腫症と診断し、

た。PHT 投与時期は二次口蓋形成期の胎齢 11-12 日、12-

全身麻酔下にて腫瘤摘出術を施行した。左側耳前部切開

13 日、13-14 日の 3 群とした。B 群では、同様に交配した

後、関節包を明示し、関節包に切開を加え上関節腔を露出

野生型妊娠マウスを胎齢 11 日から胎齢 15 日まで酸素濃

させたところ軟骨腫瘍の腫瘤を多数認めた。一部組織の

度 10％ の低酸素環境下にて飼育した。A 群、B 群共に胎

迅速組織切片検査を行い、悪性所見は認めなかった。関節

齢 17 日に胎仔のサンプリングを行った。次に、胎齢 11-

円板や関節腔など正常構造は失われてなかったため、顎

12 日に PHT を投与した胎齢 13 日胎仔の口蓋突起に生

関節の正常構造は温存し、病変のみ摘出し、閉創とした。

じる変化を低酸素負荷マーカーである Hypoxyprobe と

病理組織学的所見にて摘出物は周囲を薄い線維性結合組

細胞増殖マーカーである BrdU を用いて検証した。

織にて被包された類円形ないし不整型の小腫瘤を形成し

【結果】低酸素負荷実験では、A 群では投与時期の異なる

ており、総数は 146 個であった。腫瘤は一部に石灰化や骨

3 群とも、野生型胎仔より Msx1 +/-胎仔が有意に高確率に

化を伴う硝子軟骨で軟骨細胞に明らかな異型は認められ

口蓋裂を発症した。しかし B 群では、野生型、Msx1 +/-

なかった。病理組織的診断は滑膜性骨軟骨腫症で、臨床診

共に口蓋裂の発症を認めなかった。また、PHT 投与を

断と同じ結果となった。術後 2 か月経過した現在、開口時

行った胎齢 13 日 Msx1 -/-胎仔では、口蓋突起の末端部に

の仏痛は消失し、また開口量は 39mm となり、経過良好

Hypoxyprobe の強発現を認めた。BrdU 染色では、PHT

である。
【結語】今回、左側顎関節の周囲に発生した滑膜

投与によって野生型、Msx1 -/-共に口蓋突起での細胞増殖

性骨軟骨腫症に発生した 1 例を文献的な考察を加えて報

の低下を認めた。

告する。

【結論】B 群では胎仔の低酸素環境が母体を介した間接的
な作用となることに対し、A 群では PHT が胎盤を通過し
て直接的に作用した為、A 群でのみ口蓋裂を発症したと
考えられる。本研究の結果より、Msx1 遺伝子変異によっ
て口蓋突起における低酸素ストレス抵抗性が減弱し、低
酸素負荷を受けて口蓋裂を発症する可能性が示唆され
た。
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基底細胞母斑症候群（NBCCS）の変異解析
及びインテグレーションフリー・フィー
ダーフリー・無 血 清 培 養 系 で の NBCCS
特異的 iPSC の樹立

ラット脳挫傷モデルにおける、血液凝固因
子第 IX 因子由来ペプチドによる血管透過
性の制御と予後の改善

1

日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外
科学分野

2

広島大学病院 顎・口腔外科， 川崎医科大学 歯科・口
腔外科，3 高知大学医学部歯科口腔外科学講座，4 広島大
学大学院医歯薬保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外
科学

正岡 鷹，藤原 祐輔，真宮 敦，北野 尚孝
頭頸部外傷において脳挫傷（TBI）の有無は重要な予後

中瀬 洋司 1，濱田 充子 1，中峠 洋隆 1，大林 史誠 1，
山崎 佐知子 1，畑 毅 2，北村 直也 3，山本 哲也 3，
虎谷 茂昭 4，岡本 哲治 1,4

決定因子であるが、その有効な治療法は確立していない。
TBI では血管透過性亢進や血液脳関門（BBB）の機能不全
が病状を悪化させる。最近我々は、血液凝固第 IX 因子
（FIX）の活性化ペプチド（F9-AP）に血管透過性を抑制す

【緒言】

る効果があることを報告した。本研究では TBI のモデル

我々は口腔顎顔面領域に病変を有する各種遺伝性疾患を対
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ラットを作製し、F9-AP の TBI に対する治療効果を検討

象に疾患特異的 iPSC（DS-iPSC）を樹立し、その病態モデル作

した。Controlled Cortical Impact
（CCI）装置を用いて TBI

成を報告してきた。今回 NBCCS と診断された散発性 NBCCS

を作製した。対照群には PBS（1ml）を、治療群には F9-

4 例（S1-S4）、家族性 NBCCS7 例（F1-F7）の病原変異遺伝子解

AP（350µg/kg）を PBS（1ml）で希釈し、CCI 直後から

析を PCR-SSCP、Direct sequence 及び Next Generation Se-

一ヶ月間尾静脈から連日投与した。CCI 後 28 日目に TBI

quencing（NGS）法を用いて行った。さらに、初期化遺伝子を

による陥凹部容積を計測した。神経機能の評価のため

リニアに搭載したセンダイウイルスベクターを用いて、完全無

ビームウォーク試験を行った。脳浮腫は乾燥重量法を用

血清及びフィーダー細胞フリーの培養系で、NBCCS 由来末梢

い水分含有率で評価した。BBB の評価にはエバンスブ

血リンパ球（PBMC）から NBCCS 特異的 iPSC（NBCCS-iPSCs）
を誘導・樹立し、 疾患病態モデルとしての可能性を検討した。
【方法、結果】

ルー法、IgG による免疫染色を用いた。血管の破綻による
血管外凝固による影響を確認するため、フィブリノゲン
とトロンビンの免疫染色を行った。陥凹部容積は治療群

各 NBCCS 由来 DNA の遺伝子変異を PCR-SSCP、Direct se-

で 82％ 減少し有意に抑制された。ビームウォーク試験で

quence 及び NGS で解析した結果、NBCCS-S1 では、PTCH1

はほぼ観察期間を通じて治療群は対照群と比較して統計

の c.2733̲2734insTG、S2 で は c1539T＞G、S3 及 び S4 で は

学的な有意な改善を認めた。脳水分量の増加は治療群で

c.1704delC、家族性 NBCCS（F1-F7）では全例 c.3298̲3299in-

33％ 減少し有意に抑制された。エバンスブルーの組織へ

sAAG の変異を有することが明らかとなった。家族性 NBCCS

の漏出は治療群で 76％ 減少し有意に抑制された。組織へ

（F3,F4,F5）より誘導した NBCCS-F-iPSCs は、これらの PTCH

の IgG の漏出は治療群で抑制された。フィブリノゲンと

1 変異を継承していた。NBCCS-iPSCs は RT-PCR 解析及び蛍

トロンビンの染色性は治療群で抑制された。F9-AP は生

光免疫染色法にて、各種未分化マーカーを発現し、embryoid

体内において内皮細胞のバリア機能の維持に働き、血管

body（EB）及び teratoma 形成試験により三胚葉への分化能を

透過性の亢進を抑制する因子として働く。それらの効果

有していた。NBCCS-F-iPSC の EB 誘導 14 日目及び 21 日目に

は、ラット脳挫傷モデルにおいては BBB を維持、外傷性

おける SHH 、PTCH1、GLI3 、Nanog、TP63 、KRT5 、及び

脳浮腫を抑制し神経機能を保護する効果があると考えら

MAP2 発現は、同一家系内の健常人（WT）-iPSC のそれらと

れた。F9AP は血管透過性の亢進する病態の治療薬とし

比較して高いこと、さらに keratinocyte への分化誘導系におい

て、さらに研究されるべきである。

て、KRT5、KRT14、TP63 の発現上昇と高い増殖能が示された。
【結論】
血清や未知の成分、フィーダー細胞などの不確定要素を完全
に排除した再現性の高い本 iPSC 誘導・培養系で樹 立 し た
NBCCS-iPSCs は、増殖・分化に関与する既知あるいは未知の
因子の同定や機能解析を可能とし、NBCCS のさらなる病態解
明や安全な治療法の開発研究に寄与すると考えられた。
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口腔カンジダ菌量とホストの全身状態との
関連：特定健診結果との関連

口腔粘膜上皮細胞における抗菌ペプチド
LL-37 の endocytosis を介した核酸導入
機構と炎症応答

1

信州大学医学部歯科口腔外科学教室，2 富士見高原病院
歯科口腔外科，3 相澤病院口腔病センター
1

2

3

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻 歯
学講座 口腔外科学

1

栗田 浩 ，西牧 史洋 ，箱山 友祐 ，櫻井 精斉 ，
宜保 隆彦 1，川本 真貴子 1，山田 慎一 1

加藤 大喜，太田 耕司，武知 正晃，鳴瀬 貴子，
石田 陽子，重石 英生

【目的】カンジダは口腔内に共生し、宿主の全身状態や局
所因子により増減することが知られている。特に宿主の

【目的】口腔粘膜において感染や外傷などにより壊死した

免疫状態との関連が指摘されており、HIV 患者や臓器移

細胞から放出される核酸が粘膜上皮の受容体を活性化

植後の免疫能低下患者で口腔カンジダ菌量が増加してい

し、炎症応答を誘導することが知られている。一方、LL-

ることが報告されている。しかし一方で、ホストの全身状

37 は細菌感染によって免疫細胞や上皮細胞から産生さ

態や疾患（年齢、栄養状態、貧血、血糖値など）との関連

れ唾液中にも存在する Cathelicidin 型の抗菌ペプチド

は明確な検討がなされていない。そこで本研究の目的は、

で、近年では皮膚や腸粘膜などの炎症性疾患組織におけ

口腔カンジダ菌量と全身状態/疾患との関連を検討する

る LL-37 の発現増加が報告されている。これまでの学会

ことである。

で、LL-37 が壊死細胞由来の核酸依存性炎症誘導を増加

【対象および方法】2017 年度に長野県塩尻市および安曇

させることを報告してきた。今回我々は、口腔粘膜上皮細

野市の国保特定健診を受診した市民で本研究に同意が得

胞における抗菌ペプチド LL-37 の核酸導入と炎症応答機

られた 563 名を対象とした。口腔カンジダ菌量をカンジ
ダマンナン抗原量で測定し、特定健診結果との関連性を

構について検討した。
【材料および方法】不死化口腔粘膜上皮細胞（RT7）を用

検討した。

いて、 二本鎖の mimic RNA、 DNA である Poly
（I：C）
、

【結果】多変量解析の結果では、口腔カンジダ量と年齢、

Poly（dA：dT）を単独添加、あるいは LL-37 と同時添加

未治療う歯数、補綴歯数、唾液の pH、および、赤血球数

した際の炎症関連遺伝子や蛋白の活性を Real-time PCR

の間に有意な関連を認めた。また、HbA1C の値との関連

法、Western blotting 法にて検討した。LL-37 と核酸の結

が示唆された。つまり、80 歳を越える者、未治療う歯ま

合親和性を binding assay にて検討した。LL-37 と核酸の

たは補綴歯が多い者、唾液の pH が低い者、また、赤血球

複合体による細胞内導入を FACS、蛍光免疫染色にて解

数が低い者で口腔カンジダ菌量は多かった。また、HbA

析した。LL-37 の核酸依存性炎症応答に対する細胞内受

1c 値が高いもので、口腔カンジダ菌量が多い傾向を認め

容体の siRNA ノックダウンの影響を検討した。各種 en-

た。

docytosis 阻害剤を使用し LL-37 の核酸導入能について

【結語】本研究結果から、口腔カンジダ菌量とホストの全
身状態との関連が示唆された。免疫能が低下したホスト

FACS を用いて検討した。
【結果】二本鎖核酸と LL-37 の複合体は、単独添加と比較

で口腔カンジダは増加すると考えられた。

して NF-κB を活性化し白血球遊走因子である CXCL10
の発現誘導を著しく増加させた。LL-37 が核酸と結合親
和性をもつことが示され、これらの複合体によって核酸
が細胞質内に導入され、RIG-I との結合が観察された。
RIG-I ノックダウンによって LL-37 の核酸依存性炎症応
答は抑制された。クラスリン・カベオラ依存型 endocytosis 特異的阻害剤の使用により核酸の細胞内導入量は減
少した。
【結語】LL-37 は核酸と結合し、endocytosis によって口腔
粘膜上皮細胞の細胞質内への核酸導入を可能にすること
で RIG-I を介して口腔粘膜の炎症性免疫応答を活性化し
ている可能性が示唆された。
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症例報告 炎症/免疫性疾患

9:50〜11:02

座長：金村 成智・金子 明寛
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腫瘍性病変を疑った下顎骨骨髄炎の 2 例

SAPHO 症候群に対してビスフォスフォ
ネート製剤が有効であった 1 例

佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

檀上 敦，合島 怜央奈，森 啓輔，下平 大治，
山下 佳雄

吉田 和功，野口 一馬，吉川 恭平，森寺 邦康，
高岡 一樹，岸本 裕充

【緒言】下顎骨骨髄炎は多様な所見を示すことから鑑別に
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難渋することを経験する。今回、画像所見から腫瘍性病変

【緒言】SAPHO 症候群は掌蹠膿疱症を代表とする皮膚症

を強く疑い、最終的に下顎骨骨髄炎と診断した症例を 2

状および全身の骨、関節の炎症などからなる難治性の症

例経験したので、その概要を報告する。

候群である。われわれは、本症候群の一症型として発症し

【症例 1】
78 歳、女性。義歯不適合を主訴に近医歯科受診。

たびまん性硬化性下顎骨髄炎にビスフォスフォネート製

義歯性潰瘍の診断で、義歯調整されるも軽快せず、さらに

剤（BP）が有効であった 1 例を経験したので報告する。

右頬部腫脹、開口障害、右側下唇知覚鈍麻が出現、当科紹

【症例】
患者：72 歳、女性。主訴：左頬部から頸部にかけ

介受診となった。造影 CT にて、右下顎頭から下顎枝にか

ての自発痛。既往歴：2006 年から当院皮膚科にて掌蹠膿

けて頬側皮質骨の溶骨性変化を伴う膿瘍もしくは壊死を

疱症に対してステロイド外用薬により加療するも改善は

疑わせる低吸収像を認めた。消炎目的に局所麻酔下に切

認めなかった。また、骨粗鬆症のため近医内科通院中で

開ドレナージを行い、抗菌薬と栄養管理を行った。腫瘍性

あった。現病歴：2012 年頃から左側下顎臼歯部の間欠的

病変を疑う一方で、分岐部病変をもつ右下 6 の歯周治療

な自発痛を自覚していたが、自制可のため放置していた。

を行ったところ、経過とともに症状が著しく改善し、皮質

2017 年 10 月頃より左頬部から頸部にわたる範囲に自発

骨の治癒傾向も認めた。

痛を認め、制御も困難となったため当科受診となった。

【症例 2】
60 歳、男性。右伵筋部が腫脹し、徐々に増悪し、 【現症】全身所見：掌蹠膿疱症による両手掌、両足蹠に小
開口障害をきたしたため、近病院歯科口腔外科を受診し、

膿疱を認めた。口腔内所見：左側下顎臼歯部に自発痛を

当科紹介受診となった。造影 MRI で右下顎枝の頬側皮質

認めたが、周囲歯肉に発赤等はなかった。パノラマ X

骨の骨破壊を伴う、T2 で高〜低吸収を示す分葉状腫瘤を

線所見では左下 6 近心根尖部に透過像、左下 6 遠心から

認めた。感染を伴った腫瘍性病変を疑い、全身麻酔下に生

下顎枝前縁にかけて骨硬化像を認め、CT 所見では皮質骨

検及びドレナージを行った。大量の排膿を認め、生検結果

の肥厚を伴う骨硬化像を呈した。SPECT-CT では、左側

は肉芽であった。抗菌薬投与と栄養管理で症状は徐々に

下顎部に99mTc-HMDP の集積を認め、SUVmax は 18.13

改善した。経過とともに右下 6 部に腐骨様組織を認めた

であった。MRI では、左側下顎部に T1WI で低信号、脂

ため、局所麻酔下に摘出、掻爬を行った。処置後より腫脹

肪抑制 T2WI で高信号を認めた。【経過】初診より約 1

は軽減し、下顎枝の骨吸収像も治癒傾向にあった。

か月後に左側下顎臼歯部周囲歯肉の発赤、腫脹を来たし

【考察】2 例ともに、膿瘍は下顎枝周囲にあり、皮質骨の

た。血液検査でも炎症マーカーの上昇を認め、入院下で消

破壊を伴っていたことから、腫瘍性病変を強く疑った。し

炎処置を施行した。消炎後、感染源と思われた左下 6 の抜

かし症例 1 は、当初典型像がなく原因歯の同定に至らな

歯および左下 6 遠心部の骨生検を行い、無菌性の慢性骨

かったが、経過から推察し、原因歯分岐部病変を持つ右下

髄炎の診断を得た。掌蹠膿疱症を伴うびまん性硬化性骨

6 と考えた。症例 2 は、腐骨上のブリッジのポンティック

髄炎を認めたことから、SAPHO 症候群と診断した。ま

が不適合であっため、これが誘因だと考えられた。

た、本症例では自己炎症性疾患の発症傾向が高い HLAB27 の発現を確認できた。当院内科に対診し BP を投与
したところ、左頬部から頸部の仏痛は改善し、小膿疱も軽
快した。BP 投与 11 か月後の SPECT-CT では左側下顎部
への集積は SUVmax 3.81 に低下し、経過良好である。
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経口ビスフォスフォネート製剤が著効した
びまん性硬化性骨髄炎の 2 例

口蓋膿瘍を併発した歯内歯の一例
1
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医学・顎顔面外科学

都立大塚病院 口腔科

角屋 貴則，服部 尋香，村松 賢太郎，八木澤 潤子，
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木村 直大 1，佐渡 友浩 1，國安 弘基 2，芳村 喜道 1，
岡本 哲治 3

【緒言】びまん性硬化性骨髄炎（diffuse sclerosing osteomyelitis：以下 DSO）
は、 各種の治療法に対し難治性で、

【目的】歯内歯は、歯胚の形態分化期に内エナメル上皮の
一部が歯乳頭に向かって陥入して生じた形態異常歯で、

腫脹や仏痛を繰り返す疾患である。近年、DSO に対しビ

早期に陥入部が細菌感染し根尖性歯周炎に陥りやすい。

スフォスフォネート製剤（以下 BPs）の注射製剤が有効と

上顎前歯部に多いと言われているが本邦ではその発現頻

の報告がみられるが、経口製剤での BPs の使用報告は少

度はまれである。今回、われわれは歯内歯の根尖病巣が口

ない。今回、私たちは 2 例の DSO に対し経口 BPs を使用

蓋へ波及し、口蓋膿瘍を併発した一例を経験したので、そ

し良好な結果を得たので、その概要を報告する。

の概要を報告する。

【症例】症例 1（第 60 回日本口腔外科学会総会で報告済

【材料および方法】患者は 9 歳 1 か月の女児。硬口蓋正中

み）
：64 歳 男 性、SAPHO（Synovitis-Acne-Pustulosis-

の腫脹を主訴に 2016 年 8 月に当科紹介初診となった。既

Hyperostosis-Osteitis）症 候 群 に 伴 う DSO に 対 し 2011

往歴はなく、
硬口蓋正中部の腫脹と同中央部に 3mm 大の

年 12 月に注射用 BPs の投与を行い症状は一時軽快。し

瘻孔形成を認めたため、口蓋隆起の感染の診断下、消炎処

かし、7 か月後に症状の再燃を認めたためステロイド投

置を施行した。症状消退するも 2017 年 2 月に症状再燃し

与に伴う骨粗鬆症予防として 経 口 BPs を 投 与 し て も

当科再受診した。単純 CT にて左上側切歯の歯内歯根尖

らったところ症状は軽快し、現在も良好に経過している。

病巣および口蓋正中やや左方にのう胞様透過像を認めた

症例 2：76 歳女性、右側オトガイ部の仏痛と開口障害を

ため、試験切除を施行し、炎症性肉芽組織の診断を得た。

認め、精査・加療依頼で 2011 年 4 月に当科受診。慢性化

同年 3 月全身麻酔下にて根尖病巣および口蓋膿瘍部の掻

膿性骨髄炎の診断のもと、全身麻酔下に皮質骨除去術を

把術を施行した。同歯内歯は根管治療後、水酸化カルシウ

施行し、抗菌薬や NSAIDs を使用するも症状は軽快せず
腫脹と仏痛を繰り返した。その後、レントゲン所見で下顎
骨の骨硬化がびまん性に亢進したため DSO に移行した

ム系根管充填材料にて根管充填を行った。
【結果】根管充填後、外来経過観察を行っていたが、約 9
カ月後に同部の感染を認め、左上 2 番は保存困難と考え、

と判断した。そこで、骨粗鬆症の診断のもと整形外科より

2017 年 12 月に局所麻酔下、抜歯した。抜歯後 1 年の現

経口 BPs を投与してもらったところ、DSO の症状は軽快
し良好に経過している。
【考察】DSO は非感染性の自己炎症性疾患と定義され、骨

在、感染等もなく経過良好である。
【結論】今回、われわれは口蓋膿瘍を併発した歯内歯の一
例を経験したので報告した。

代謝を抑制するとの観点から注射用 BPs の有効性が報
告されている。一方、経口 BPs の報告は我々が渉猟し得
た中では 1 件のみであるが、今回の経験から注射用製剤
と同等の効果を有すると考えられた。
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口腔に発生した結節性筋膜炎の統合解析

歯性感染症が原因として考えられた敗血症
性肺塞栓症

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・
形成外科学講座

1

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科
学，2 岡山大学病院 口腔外科（再建系）

高久 裕紀，栗原 淳，中原 航大朗，横尾 聡

武田 斉子 1，田村 庄平 2，飯田 征二 1
目的：結節性筋膜炎は 1955 年に Konwaler により初め
て報告された線維芽細胞の増殖を主体とする反応性増殖
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【目的】敗血症生肺塞栓症（septic pulmonary embolism、

性病変であり、顎口腔領域の発生は極めて稀とされてい

以下 SPE）
は感染巣から菌塊が経静脈的に肺動脈に至り、

る。病変の増大速度からしばしば悪性腫瘍との鑑別が問

末梢肺動脈に塞栓をきたし多発性の結節を形成する比較

題になり、術前診断が困難な疾患である。今回われわれ

的まれな疾患である。今回われわれは歯性感染症が原因

は、下唇に生じた稀な結節性筋膜炎を経験したため、過去

として考えられた SPE を経験したのでその概要を報告

の報告も含め統合解析を行ったのでその概要を報告す

する。
【材料および方法】
患者は 63 歳女性。帯状疱疹の既

る。

往があった。1 週間前より右上顎歯肉の腫脹、仏痛および

症例：78 歳男性で下唇の違和感を主訴に受診した。境界

右頬部腫脹があったが放置していた。発熱、倦怠感をみと

明瞭な類円形の腫瘤が認められた。CT・MRI などの画像

めたため近医内科を受診。抗菌薬内服にて発熱は軽快し

所見より、神経鞘腫や血管腫などの良性腫瘍が疑われた

たが微熱、右頬部の腫脹および倦怠感が継続していたた

め切除生検術を施行した。病理組織学的診断は、結節性筋

め近医歯科受診したところ、当院での加療をすすめられ

膜炎であった。

同日当院初診受診した。また発熱がみとめられた同時期

方法：1978 年から 2018 年で本邦において報告され、詳

より右背部痛を自覚していた。仏痛は吸気で増悪し、姿勢

細な経緯の確認が可能であった 14 例と自験例を含めた

変換によっても増悪するとのことであった。呼吸苦はな

15 例に関してプール解析を行った。検討項目は、患者背

かった。
【結果】右上第一大臼歯を原因歯とする右側上顎

景として年齢、性別、病脳期間、臨床・病理組織学的背景

骨周囲炎と診断し抗菌薬（CTRX）の点滴を行ったところ

として、臨床診断、部位、免疫染色等につき検討を行った。

翌日には頬部の腫脹は軽快した。背部痛に対しては当院

結果：統合解析の結果、平均年齢は 39 歳で性差は認めら

総合内科に紹介した。CT 所見にて両側肺の多発性結節性

れなかった。病脳期間は 3 か月未満が 12 例と短期間であ

陰影を認めたため歯性感染症に起因する SPE と診断さ

り、本症例においても 2 か月での受診となった。臨床診断

れ入院下での抗菌薬（ABPC/SBT）の点滴が開始された。

は、悪性腫瘍であったものが 3 例、良性腫瘍であったもの

治療開始 2 週間後、肺の病変は消失したため抗菌薬の投

が自験例を含め 10 例であった。部位は頬粘膜が 6 例と最

与を終了し退院した。今回の SPE の感染源と考えられる

も多かった。本症例以外に下唇に生じた症例は認められ

右側上顎骨周囲炎の原因歯、右上第一大臼歯に対しては

なかった。全体の病理組織学的特徴として、明らかな被膜

高血圧症のコントロールをまち初診から 4 か月後に抜歯

形成は認められず、骨格筋に隣接して線維性増殖が確認

した。
【結論】歯性感染症が原因として考えられた SPE

され、紡錘形細胞が束状に増殖している所見が認められ

を経験したのでその概要を報告した。

た。また、免疫染色では SMA の施行が確認された 8 例中
7 例は陽性を示し 1 例は陰性であった。S-100 蛋白は 5
例施行しすべて陰性であった。CD34 は約 7 割が陰性で
あった。
結論：本疾患は腫瘍性病変との鑑別が困難である。今後
は生検を施行し、特徴的な免疫染色を行い、確定診断を得
ることで。積極的な手術の回避が可能であると考えらえ
た。
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下顎角部に発生した結節性筋膜炎の 1 例

抜歯および歯根嚢胞摘出により掌蹠膿疱症
が改善した一例

1

旭川赤十字病院 歯科口腔外科，2 独立行政法人労働者
健康安全機構釧路労災病院 歯科口腔外科，3 国立大学法
人旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座

自治医科大学附属病院 歯科口腔外科学講座

柏崎 明子，杉山 知子，野口 忠秀，神部 芳則，
森 良之

嶋崎 康相 1，藤盛 真樹 2，角 伸博 2，小川 仁 2，
岡田 益彦 1，竹川 政範 3

【緒言】掌蹠膿疱症とは手掌、足底に無菌性嚢胞が多発す

【緒言】結節性筋膜炎は筋膜および皮下組織に生じる線維

る疾患で、原因は不明とされているが、根尖病巣や金属ア

芽細胞の増殖を主体とする反応性増殖性病変である。急

レルギーとの関連が報告されている。今回、我々は抜歯お

速に増大する事が多く、その臨床所見や画像診断からし

よび歯根嚢胞の摘出により症状が改善した掌蹠膿疱症の

ばしば悪性腫瘍との鑑別が問題となり、診断に苦慮する

一例を経験したので報告する。
【症例】
患者：51 歳、女性。

事がある。今回われわれは、口腔領域の結節性筋膜炎を経
験したので、 その概要を報告する。【症例】10 歳、 男児。
【主訴】右側下顎角下部の腫脹。【既往歴】特記事項なし。

主訴：左側下顎第一大臼歯歯根部の嚢胞摘出の希望。現
病歴：肩痛に対して他院で撮影した MRI で左側下顎臼
歯部の嚢胞様所見を指摘された。当科受診まで同部の自

【現病歴】2018 年 5 月上旬に患者の友人から右側下顎角

覚症状はなかった。左側下顎第一大臼歯に、打診痛や同部

部の腫脹を指摘され近内科を受診した。歯性感染を疑い

歯肉の腫脹、発赤は認めなかった。パノラマエックス線写

精査加療を勧められ、5 月中旬に当科を紹介され受診と

真では、下顎管に近接して左側下顎第一大臼歯根尖部に

なった。
【現症】全身所見；体格は中等度で栄養状態は良

嚢胞様のエックス線骨透過像を認めた。
【経過】局所麻酔

好であった。口腔外所見；右側下顎角部に半球形で 20

下に左側下顎第一大臼歯の抜歯および嚢胞摘出を行っ

mm の弾性硬で可動性のない腫瘤を認めた。腫瘤は表面
皮膚との癒着はなく、下顎角部の骨膨隆様に触知された。
同部位の皮膚には異常所見はなかったが、軽度の圧痛を

た。病理診断は歯根嚢胞であった。抜歯後の治癒経過は良
好であったが、手掌・足底の症状は術後 1 ヵ月の時点で
増悪傾向を認めた。その後 1 ヶ月で手症状は概ね消失し、

認めた。顔面皮膚の知覚異常、開口障害はなかった。口腔

痛痒を認めるのみとなった。足症状は改善傾向を認める

内所見； 6ED 歯肉頬移行部に軽度の圧痛を認めたが、歯

が痂疲・発赤は残存し、痛痒も依然認めている。病理診断

肉の発赤や腫脹はみられなかった。【画像所見】パノラマ

は歯根嚢胞であった。
【まとめ】掌蹠膿疱症は原因不明の

X 線所見；右側下顎角下縁の骨欠損と、ドーム状でやや

難治性疾患であるが、誘因として病巣感染、喫煙、金属ア

境界不明瞭な単房性の骨吸収像がみられた。造影 CT 画

レルギー等が指摘されている。本症例では、左側下顎第一

像所見；右側下顎角下縁に 15×13mm 大の円形で、やや

大臼歯に生じた歯根嚢胞が掌蹠膿疱症の誘因になった可

不均一な内部構造を示す比較的境界明瞭な腫瘤を認め

能性が示された。原因病巣の除去により改善を認めた。

た。腫瘤と接する頬側皮質骨に一部吸収を認めたが、明ら
かな骨膜反応はみられなかった。また所属リンパ節に造
影効果は認められなかった。MRI 画像所見；腫瘤は T1
強調像で低信号、T2 強調像では境界は比較的明瞭である
が、内部不均一で骨格筋より軽度高信号を呈していた。
【臨床診断】右側下顎部悪性腫瘍疑い。【処置および経過】
生検による病理検査では粘液様間質あるいは比較的幼弱
な線維組織、少量の硝子化線維組織を間質として増生し
た像がみられ、結節性筋膜炎と診断された。術後経過は良
好で、自然消退を期待し現在経過観察中である。
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臨床的研究 歯周病/認知機能

15:40〜16:34

座長：中川 種昭・林 勝彦

1-E-3-1

1-E-3-2

残存歯数減少に関連する食事パターンの認
知機能低下への影響：中島町研究

残存歯数と認知機能の関連に関する研究―
ながはまスタディ―

金沢大学 医薬保健研究域 顎顔面口腔外科学分野

京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口
腔外科学分野

石宮 舞，中村 博幸，小林 泰，川尻 秀一

福原 紫津子，浅井 啓太，山口 昭彦，高橋 克，
別所 和久

【目的、方法】これまでの観察縦断研究で、認知機能と残
存歯の関連が示されているが、これらを説明する詳細な
メカニズムは明らかになっていない。本研究では、七尾市

【背景】認知症は、認知機能、行動、および心理的状態を

中島地区在住の 60 歳以上の 502 人の脳健診受診者（受診

含む、精神的健康の複数の側面に影響を与える可能性の

率 93.02％）を対象として、残存歯数に関連した食事パ

有る疾患である。認知症は、一度発症すると治療が困難で

ターンと認知機能との関連について神経内科と共同で横

あるため、発症予防が最重要課題である。今回われわれ

断的に調査した（金沢大中島町研究）。

は、軽度認知障害 Mild Cognitive Impairment：MCI に着
目し、認知機能と口腔内因子との関連について検討した。

【結果】ピアソン相関解析では、6 つの栄養素（灰分、ナ

口
演
︵
4
月
20
日
︶

トリウム、亜鉛、ビタミン B1、α-および β-カロテン）
の

【対象および方法】本研究では、滋賀県長浜市在住の市民

摂取量が残存歯数と有意に相関していた。さらに、縮小ラ

で 2012 年〜2016 年にながはま 0 次予防コホート事業に

ンク回帰解析を用いてこれらの 6 つの栄養素の摂取量の

参加した者のうち、MCI 検査や歯科検診などのデータを

合計変動の 86.67％ を説明する 4 つの食事パターンを抽

有する 4,354 名を対象とした。残存歯数およびアイヒナー

出した。特に、食事パターン 1（DP1）は全変動の 52.2％

分類による伵合支持域数と、改訂長谷川式簡易知能評価

を占めた。食事パターンに影響を与える因子負荷量が 0.2

スケール（HDS-R）の合計点数との関連を横断的に統計学

以上の食品群には、緑色の葉野菜、レタス/キャベツ、緑

的に調査した。年齢、性別、BMI、喫煙
（ブリンクマン指

色の葉野菜、キャベツ、ニンジン/カボチャがあり、対照

数）
、アルコール摂取量、収縮期血圧、社会経済因子、脳

的に米は-0.2 以下の因子負荷を有していた。多変量解析で

血管疾患病歴、糖尿病の有無、うつの指標で調整した多変

は、DP1 スコアの最下位から最上位の三分位の認知低下

量線形回帰分析を行った。

の有症率に関するオッズ比（年齢、性別、高血圧、高脂血

【結果】対象者の平均年齢と標準偏差は、68.4±5.5、認知

症、教 育 歴 を 調 整）は 1.00（基 準）、1.224 お よ び 0.427

機能の平均値と標準偏差は、27.8±2.1、中央値は 28 で

であった。

あった。残存歯数の平均値と標準偏差は 21.8±7.3、中央値

【結論】以上の結果は、歯の欠損に伴い陥りやすい食事パ

は 25 であった。 認知機能と、 アイヒナー分類の間には、

ターンが、認知機能低下のリスクを増加させる可能性が

群間差を認め、伵合支持域数が減少するに従い、認知機能

あることを示唆している。今回の残存歯と関連する食事

の点数が減少する傾向にあった。認知機能低下に関連す

パターンは、九州大学久山町研究で示された認知症のリ

る因子で調整した多変量解析にて、残存歯数と認知機能

スクを低下させる食事パターンと類似していた。このこ

との間には有意な関連を認めた
（P=0.003）
。アイヒナー分

とは、歯牙の喪失が認知機能低下と関連する食事パター

類と認知機能との関連は、アイヒナー A 群（A1〜A3）を

ンへ誘導している可能性が考えられた。本研究の結果は、

reference としたところ、アイヒナー C 群（C1〜C3）で、
有意な関連を認めた（P＜0.016）
。

高齢者の歯科治療の動機付けや食事行動に影響を与え、
口腔を健康に維持することは認知症のリスクを低下さ

【結論】認知症や MCI の診断に関しては、医師・認知症専

せ、進行を阻止するのに貢献する可能性を示している。

門医の見解が必要であり結果の解釈には注意を要する
が、残存歯数や伵合接触と認知機能が関連する可能性が
示された。今後は、縦断研究にて因果関係を明らかにして
いく予定である。
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ロコモティブシンドロームと残存歯数の関
連に関する研究―ながはまスタディ―

歯周病とメタボリックシンドロームとの関
連についての検討〜特定健診対象者におけ
る横断的検討〜

京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 口
腔外科学分野

信州大学医学部歯科口腔外科学教室

福原 紫津子，浅井 啓太，山口 昭彦，高橋 克，
別所 和久

山田 憲司，山田 慎一，唐沢 今人，櫻井 精斉，
川本 真理子，橋詰 正夫，森下 廣太，横関 麻里，
都丸 怜奈子，栗田 浩

【背景】ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、
運動器の障害によって歩行等の移動機能の低下をきたし

【目的】歯周病とメタボリックシンドロームとの関連が報

た状態であり、進行した場合、要介護となるリスクが高ま

告されている。厚生労働省の基本指針では、医療保険の被

るため早期からの予防が重要である。今回われわれは、ロ

保険者と 40 歳以上のその扶養者は内臓脂肪肥満に焦点

コモティブシンドロームに関連する因子として歩行速

を当てた特定健診を受診する義務があるとしている。し

度、片足立ち時間、握力と、口腔に関連する因子として、

かしながら、特定健診には歯科検診は含まれていない。そ

残存歯数およびアイヒナー分類との関連について検討し

こで、本研究では、特定健診に歯科検診を試験的に導入

た。

し、歯周病とメタボリックシンドロームとの関連を検討

【対象および方法】本研究では、滋賀県長浜市在住の市民

した。
【対象および方法】
2014 年に長野県塩尻市にて国保

で 2012 年〜2016 年にながはま 0 次予防コホート事業に

特定健診を受診した 30 歳以上の受診者のうち、歯科検診

参加した者のうち、ロコモティブシンドロームの検査や

も同時に希望受診した 985 名を対象とした。特定健診は

歯科検診を行っている 1,895 名を対象とした。残存歯数お

2013 年に厚生労働省により示された標準プログラムに

よびアイヒナー分類と、歩行速度、片足立ち時間（60

沿って行われた。歯科検診、特に歯周病については Com-

秒間測定）、握力との関連を横断的に統計学的に調査し

munity Periodontal Index（CPITN）を用いて評価を行い

た。多変量解析として、年齢、性別、BMI で調整した解

統計学的に口腔衛生とメタボリックシンドロームとの関

析（Model 1）および、Model 1 に加え喫煙（ブリンクマ

連について検討した。本研究は信州大学医学部医倫理委

ン指数）
、アルコール摂取量、義歯の使用の有無、社会経

員会の承認を得て行った（承認番号：2775）
。
【結果】男性

済因子、運動習慣および食習慣の因子で調整した解析

461 名、女性 524 名であり、平均年齢は 59.4 歳であった。

（Model 2）を行った。

平均残存歯数は 25.5 本であった。多変量解析では、メタボ

【結果】対象者の平均年齢と標準偏差は、68.9±5.2、片足

リックシンドローム診断基準の該当項目指数と歯周病と

立ち時間の平均値と標準偏差は、39.0±21.0、中央値は

の間に有意な関連は認められなかった。しかしながら、危

42.5 であった。残存歯数の平均値と標準偏差は 22.0±6.9、

険因子間での相関係数解析により、年齢と喫煙が歯周病

中央値は 25 であった。多変量解析（Model 1）において、

とメタボリック症候群該当項目数の交絡因子であること

残存歯数およびアイヒナー分類は、片足立ち時間と、それ

が示唆された。また、メタボリックシンドロームの構成要

ぞれ有意な関連を認めた（P＜0.001）が、歩行速度および

素のうち肥満、高血圧症、高血糖と歯周病との間に有意な

握力とは有意な関連を認めなかった。多変量解析（Model

相関関係があることが示唆された。
【結論】本研究結果よ

2）においても、残存歯数は、片足立ち時間との間に有意

り、歯周病とメタボリックシンドロームは年齢、喫煙を含

な関連を認めた（P=0.026）。

めた共通の common risk factor に起因することが示唆さ

【結論】残存歯数と片足立ち時間の関連が示され、歯科の

れた。また、歯周病とメタボリックシンドロームの構成要

アプローチとして早期からの予防で喪失歯を減らすこと

素との間に直接的な関連を有することが示唆された。

がロコモティブシンドローム予防に繋がる可能性が考え
られた。今後、縦断研究により因果関係を明らかにすると
ともに、栄養や骨格筋量等も考慮し、今回の結果の原因を
探索する研究を行っていく予定である。
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1-E-3-5

1-E-3-6

群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面
外科における周術期口腔機能管理の介入効
果の検討

相模原協同病院全職員の口腔ケア関連に関
する意識調査第二報―院内周術期口腔機能
管理システム確立後の関連知識普及につい
て―

群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形
成外科学講座

1

鶴見大学短期大学部 歯科衛生科，2 鶴見大学歯学部 口
腔顎顔面外科学講座，3 独立行政法人国立病院機構埼玉
病院 歯科口腔外科，4 相模原協同病院 歯科口腔外科

浅見 拓哉，金 舞，清水 崇寛，栗原 淳，横尾 聡

藤原 久子 1,2，長谷部 充彦 2，中村 那々美 2，
宮嶋 千秋 3，中島 敏文 4，濱田 良樹 2

【目的】近年、周術期口腔機能管理における術後合併症の
予防効果が明らかとなり、群馬大学医学部附属病院歯科
口腔・顎顔面外科でも、2017 年 4 月より口腔機能管理専

【目的】

門外来が設立された。今回は、これまで当科で実施されて

相模原協同病院は、437 床のがん診療連携拠点病院である。

きた周術期口腔機能管理の介入効果ついて報告する。
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【対象と方法】2017 年 4 月から 2018 年 10 月までに当科

2010 年 4 月に口腔ケアに取り組み始めて以来、入院患者を対象

の口腔機能管理外来を受診した患者を対象として、依頼

とした口腔ケアを行うと同時に、各病棟においてセミナーや実

件数、紹介科別新患数・依頼内容、周術期口腔機能管理介

技講習会を行い、病棟看護師の口腔ケア技術の標準化と啓発活

入による食道癌術後肺炎の発症率を明らかにする事を目

動を行ってきた。2018 年、院内周術期口腔機能管理システムを

的とした。

確立したのを機に、第 2 回目の周術期口腔機能管理に関する知
識の調査を全職員に対して施行、2012 年に行った第 1 回目の調

【結果】口腔機能管理外来を受診した患者の依頼件数は

査と比較検証した。

345 名であり、依頼診療科の内訳は、耳鼻咽喉科、肝胆膵

【材料および方法】

外科が全体の約半数を占めており、依頼診療科の偏りが
みられた。食道癌手術に関しては全手術症例で依頼が認

第 2 回目の調査対象も全職員 1,043 人で、2018 年 3 月にアン

められた。2018 年より口腔機能管理外来の人員増加、な

ケート調査を行った。調査項目は第 1 回目と同様、（1）職種、

らびに多職種連携による周術期チームカンファレンスで

（2）性別、（3）年齢、（4）勤続年数、（5）前回調査の参加、（6）

周知によって、依頼件数ならびに依頼診療科は増加を示

8020 運動、（7）口腔ケアの有効性、（8）口腔ケアの内容、（9）摂
食機能療法とし、第 1 回目と第 2 回目の結果を比較検証した。

していた。また、術前から積極的な専門的歯科処置、術後

【結果】

も早期から介入することで、口腔機能管理の効果は期待

第 1 回 目・第 2 回 目 の 有 効 回 答 数 は、そ れ ぞ れ 753 人

できている。
【考察およびまとめ】周術期等、患者の口腔機能管理の

（74.8％）・681 人（65.3％）、職種別では、医師 35 人・35 人、看

ニーズの高まりによって、平成 30 年度歯科診療報酬改定

護師 387 人・350 人、医療技術部 171 人・147 人、事 務 部 129

の中で対象患者の適応は拡大された。しかし、未だに診療

人・94 人、その他 31 人・55 人であった。勤続年数は、1~5 年間

科によってその認知に偏りは認められ、各依頼診療科の

が一番多く、309 人・268 人であった。
第 1 回目・第 2 回目の調査で、口腔ケアの有効性を知ってい

割合は一定ではない。当科では各病棟看護師へ向けて、ハ
ンズオンセミナーなどの活動も行っているが、引き続き、

るものは、それぞれ 449 人（60.0％）・524 人（76.9％）、聞いた

口腔機能管理の知識共有や啓発活動を行う事で十分な口

ことがあるものが 203 人（27.1％）・109 人（16.0％）であったの

腔機能管理を行うための、早期紹介に繋げていきたい。そ

に対し、8020 運動について知っているものはそれぞれ 341 人

のためには、対応にあたる歯科医師、歯科衛生士の人的資

（45.6％）・350 人（51.4％）、知らないものは 266 人（35.6％）・224
人（32.9％）であった。

源不足を補うために、多職種と連携した系統だった組織
づくりが必要である。そして、今後も、紹介科別の依頼に

【結論】
口腔ケアの有効性に関する知識が 6 年間で上昇したのは、院

合わせた口腔機能管理を継続して行っていく必要があ

内周術期口腔機能管理システムの構築の関与が大きいと考えら

る。

れる。しかし、厚生労働省や歯科医師会が推奨している「8020
運動」については、6 年前より増加したものの、知っているもの
は半分強で、知らないものが 3 分の 1 弱であったことは、歯科界
にとって憂慮すべき事態である。今後の啓発活動法の再検討が
示唆された。
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症例報告 先天異常/外傷/感染症

16:45〜17:57

座長：虻川 東嗣・柴田 敏之

1-E-4-1

1-E-4-2

下顎骨骨折治療時に発見された血清コリン
エステラーゼ欠損症の一例

両側上顎第 2、第 3 大臼歯の癒着と、両側上
下顎第 2、第 3 大臼歯の埋伏を 認 め た 1
例

独立行政法人地域医療機能推進機構 歯科口腔外科

伊勢赤十字病院 歯科口腔外科

小池 亜弥，鈴木 理絵，佐野 匡哉，山中 瑞穂，
石毛 俊作，小河原 克訓，高橋 喜久雄

岩本 哲也，安部 瑞樹，中村 真之介，野村 城二

【緒言】血清コリンエステラーゼ（ChE）の低下は肝機能

【緒言】永久歯の埋伏は上下顎第 3 大臼歯や上顎犬歯が好

障害や悪性腫瘍・感染症等の重症度と相関している。ま

発部位とされているが、第 2 大臼歯での例は少ない。ま

た、遺伝子異常により先天性に血清 ChE が低値または欠

た、永久歯同士の癒着が臼歯部に生じた報告は少なく、さ

損している症例もみられる。これらの症例では、一部の筋

らに臼歯部に複数の癒着歯を持つ例はまれである。今回、

弛緩薬やエステル型局所麻酔薬の分解が阻害されるた

両側上顎第 2、第 3 大臼歯の癒着と、両側上下顎第 2、第

め、薬剤の使用には注意が必要となる。今回、我々は下顎

3 大臼歯の埋伏を認めた 1 例を経験したのでその概要を

骨骨折治療時に発見された血清 ChE 欠損症の 1 例を経

報告する。

験したので報告する。
【症例】患者：72 歳女性。既往歴：

【症例の概要】
症例は 29 歳男性で既往歴、家族歴に特記す

パーキンソン病、症候性てんかん、辺縁系脳炎による高次

べき事項はなかった。左側下顎臼歯部の腫脹を繰り返し

脳機能障害等。現病歴：歩行中に転倒し、下顎を地面に強

ていたため、左側下顎第 3 大臼歯に加え、両側上顎第 2、

打し、救急搬送され当科受診となった。口腔外所見：右側

第 3 大臼歯の抜歯目的で 2018 年 9 月に当科紹介となっ

顎関節部の圧痛および開口障害を認めた。オトガイ下部

た。口腔内では両側上顎第 2 大臼歯、左側下顎第 3 大臼歯

には顎骨まで達する挫創が見られた。口腔内所見：伵合

が一部萌出し半埋伏であった。X 線写真では顎骨の形態

異常を認めた。画像所見：右側関節突起頚部に偏位脱臼

に異常はなく、両側上顎第 2 大臼歯は第 1 大臼歯の遠心

骨折が認められた。血液検査所見：血清 ChE が 0 IU/L

に伵合面を向けて埋伏しており、その根尖部に第 3 大臼

と極低値であった。【処置および経過】受傷翌日、局所麻

歯を認めた。両側下顎第 2 大臼歯は水平に埋伏し、その上

酔下にて顎間固定を施行した。また、血清 ChE 低値の原

方に第 3 大臼歯が重積状に埋伏していた。2018 年 10 月、

因検索のため内科に対診し、肝機能障害や有機リン化合

全身麻酔下にて両側上顎第 2、第 3 大臼歯と左側第 3 大

物中毒の可能性は否定され、血清 ChE 欠損症と確定診断

臼歯の抜歯術を施行したが、その際、両側上顎第 2、第 3

を得た。
【考察】血清 ChE は肝機能評価に用いられ、肝機

大臼歯には連続性があったため、一塊として摘出した。術

能障害以外に先天性欠損、有機リン化合物中毒、全身消耗

後の経過は良好で経過観察中である。摘出物の研磨標本

性疾患、妊娠時等にも低下する。その中でも血清 ChE

による組織学的検査にて、連続性を認めた歯牙は共にセ

が極低値になるのは、先天性欠損、有機リン化合物中毒の

メント質での癒着を認め、癒着歯と診断した。渉猟し得た

どちらかである。今回、有機リン化合物中毒は否定された

限り、本邦において永久歯の大臼歯部での癒着歯の報告

ため、本症例は先天性血清 ChE 欠損症と考えられた。本

は 3 例認めたが、いずれも片側性であり両側性に出現し

疾患は特別な自覚症状もないため、健康診断や術前検査

た報告はなかった。また、過去 30 年間の第 2 大臼歯埋伏

時に偶然発見されることが多い稀な疾患である。今後、術

例は自験例を含め 40 例認めたが、うち 37 例が 1〜2 歯で

前検査項目に血清 ChE を加えて検査を行うことや検査

あり、4 歯埋伏は自験例を含め 2 例であった。

結果にて血清 ChE が欠損している患者には医療機関受

【結語】両側上顎第 2、第 3 大臼歯の癒着と、両側上下顎

診の際、本疾患であることを申告するよう指導すること

第 2、第 3 大臼歯の埋伏を認めた 1 例を経験したので報

で、術中合併症のリスクを減らせると考えられる。

告した。
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1-E-4-3

1-E-4-4

内骨症が原因と考えられた症候性三伹神経
痛の 1 例

吸収性根管充填剤の逸出により生じた一過
性オトガイ神経麻痺の 1 例

和歌山県立医科大学

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

福谷 知士，上田 眞道，鈴木 滋，東條 格，
藤田 茂之

加納 慶子，清水 香澄，小泉 岳，稲垣 俊弘，
新井 直也

内骨症は、骨の内部に発生する成熟した骨の反応性増
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殖または発育異常で、一般的に症状を認めないため、X

【緒言】
糊剤根管充填材料であるビタペックスⓇは、水酸化

線撮影時に偶然発見されることが多い。今回われわれは

カルシウムとヨードホルムを主成分とした糊剤根管充填

内骨症により引き起こされた症候性三伹神経痛に対し

材であり、歯周組織に対して比較的低刺激であるとされ

て、外科的手術によって三伹神経痛の症状が消失した 1

る。今回、ビタペックスⓇの下顎管内逸出により一過性の

例を経験したため報告する。【症例】52 歳、女性。左側下

オトガイ神経麻痺を生じた 1 例を経験したので報告す

顎部に仏痛・左側耳介下部周囲に発作的に仏痛を認め、

る。【症例】68 歳、男性。主訴：左側下唇、オトガイ部知

近医歯科受診。口腔内異常所見認めず近医耳鼻科受診し

覚鈍麻。既往歴：特記事項なし。現病歴：近歯科医院にて

たところ、三伹神経痛と診断されカルバマゼピンを処方

左下 7 番の根管治療中に下唇に知覚異常が出現し、デン

された。仏痛軽快したが完全に消失しなかったため当院

タル X 線写真にてビタペックスⓇの下顎管への逸出が確

脳神経外科に紹介受診となった。MRI・造影 CT 撮影さ

認されたため当科に紹介され受診した。口腔外所見：顔

れ、動脈もしくは腫瘍等による三伹神経の圧迫所見は認

貌は左右対称。SW テストにて左側下唇の触圧覚閾値の

めなかったため、症候性の三伹神経痛を疑われ当科紹介

上昇を認めたが、オトガイ部皮膚の知覚異常は認めな

受診となった。パノラマ X 線・CT 撮影したところ┌45

かった。口腔内所見：左下 7 番は治療中であった。当該歯

根尖部から下顎管周囲にかけて境界明瞭な不透過像を認

を含め歯肉圧痛や打診痛を有する歯は認めなかった。パ

めた。
【臨床診断】下顎骨腫瘍【処置及び経過】セメント

ノラマ X 線所見：左下 7 番の根尖を中心に下顎管内に

芽細胞腫、骨形成線維腫、有痛性の内骨症等を疑い、全身

ビタペックスⓇの逸出と思われる不透過像が観察された。

麻酔下に摘出術施行した。術式は下歯槽神経周囲の病変

臨床診断：糊材根管充填材逸出による左側オトガイ神経

を確実に摘出するために、下顎下縁から口腔外アプロー

麻痺。
【処置および経過】メコバラミン 500µg1 日 3 回を投

チを行い、病変相当部の皮質骨を窓開けし病変を摘出し

与したところ、初診より 2 か月後より徐々に下唇の知覚

た。下歯槽神経は完全に露出させ窓開けした皮質骨を戻

麻痺の改善が認められた。X 線検査では、下顎管の不透過

し閉創した。病理組織学的検査の結果は内骨症と診断さ

像は消失していた。初診 4 か月後に症状が消失したため、

れた。術後知覚鈍麻を認めていたがほぼ寛解し、三伹神経

メコバラミンの投与を終了した。
【結語】今回、われわれ

痛も消失した。現在再発なく経過している。【結語】内骨

は、不透過像の消失とともに改善した下顎管内逸出によ

症が原因と考えられた症候性三伹神経痛の 1 例を報告し

る一過性のオトガイ神経麻痺の 1 例を経験したので、そ

た。

の概要を報告する。
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口腔内多発潰瘍を契機に HIV が判明した 鼻 唇 溝 皮 弁 を 用 い た 薬 剤 関 連 顎 骨 壊 死
1例
（MRONJ）に対する外科療法
1

広島赤十字原爆病院 歯科口腔外科，2 広島大学大学
院・医歯薬保健学・分子口腔医学・顎顔面外科学

産業医科大学病院 歯科口腔外科

平島 惣一，宮脇 明彦，於保 耕太郎，秋森 俊行，
大矢 亮一

明見 能成 1，藤田 善教 1，福谷 多恵子 1,2，
坂上 恵理 1,2，岡本 哲治 2

先進国の HIV 感染率は減少傾向であるが、我が国の
HIV 感染者数は増加傾向である。HIV 感染者の口腔粘膜

【緒言】進行した薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）は、保存療

病変は初発症状として現れる頻度が高いとされ、一般歯

法のみでは治癒が困難であり、本邦の 2016 年版顎骨壊死

科診療においても潜在的な HIV 感染を考慮にいれる必

検討委員会ポジションペーパーにおいても、保存療法に

要性が増している。さらに、歯科医師は AIDS 発症前に口

加え外科療法の有用性が示唆されてきている。今回われ

腔内の HIV 感染症所見に気付く必要がある。今回、口腔

われは、ステージ 2 と 3 の MRONJ 症例に対し、病変部の

内多発潰瘍を主訴にて、当科に紹介受診した患者で HIV

切除に加え、血行が良好で皮膚・脂肪組織からなる鼻唇

感染症と診断された 1 例を経験したので報告する。

溝皮弁での切除部の再建・被覆を行い良好な結果が得ら

【症例】40 歳代男性 主訴

れたので報告する。

多発口内炎の治療

【対象および方法】2018 年 3〜11 月の期間に、ステージ 2

【既往歴】帯状疱疹

または 3 の MRONJ と診断し、病変部切除と鼻唇溝皮弁

【現病歴】当院受診 3 か月前に顔面に紅斑が出現し、1
か月前に 38℃ の発熱と同時期より口内炎を生じた。近く

での再建を行った 8 例を対象とした。年齢は 69 歳〜83

の耳鼻咽喉科を受診し、左前口蓋弓から左扁桃にかけて

歳で、女性 6 例、男性 2 例であった。

アフタ性潰瘍あり左口唇裏面、舌にも同様の病変を認め

【結果】発症部位は上顎が 4 例、下顎が 4 例であった。病

た。ベーチェット病が疑われたため、当院内科に紹介と内

期は、上顎はステージ 2 が 1 例、ステージ 3 が 3 例、下顎

科より口腔内精査目的にて当科へ紹介受診となった。

は 4 例ともステージ 2 であった。薬剤投与に至った原疾

【初診時所見】口腔外所見：体温 37.9℃

患としては骨粗鬆症が 4 例、悪性腫瘍が 4 例で、悪性腫瘍

経過中、陰部潰

瘍、関節痛、眼症状などは明らかでなかった。

の内訳は多発性骨髄腫 1 例、肺癌 1 例、前立腺癌 2 例で

口腔内所見：左口蓋弓と左口角部粘膜にアフタ性潰瘍を

あった。使用薬剤の内訳は、経口 BP 製剤が 4 例で、ミノ

認め、舌に小潰瘍の多発を認めた。

ドロン酸 3 例とアレンドロン酸 1 例であった。注射薬は

【処置及び経過】ベーチェット病を疑い、検査入院となっ

4 例であり、ゾレドロン酸が 3 例、デノスマブが 1 例で

たが、入院前血液検査で HIV 抗体陽性で、HIV-RNA 量

あった。いずれも抜歯・インプラント埋入・義歯性褥瘡

140000copy/ml CD4 数 49/µl であり、単純ヘルペス CF

などの外傷性刺激を契機に発症したものと考えられた。

法 8 倍（4 倍未満）で、簡易培養でカンジダ陽性であった。

外科療法は、腐骨と周辺の壊死骨および不良肉芽を可及

HIV 感染症の診断で ART 療法を開始された。

的に除去した後、周囲骨からの出血を確認し、同側の鼻唇
溝皮弁を用いて再建・被覆した。術後 5〜13 ヵ月の経過
観察中に MRONJ の再燃は全例認めていない。
【結論】ステージ 2 または 3 の MRONJ 症例に対し、病変
部の切除に加え、鼻唇溝皮弁での切除部の再建・被覆を
用いた外科療法は、健常骨が存在すれば有用であること
が示唆された。（Myoken Y, et al.

Surg . 76：1833−4, 2018）
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乳癌の下顎骨転移治療後に骨吸収抑制薬剤
関連顎骨壊死を生じた 1 例

急激なガス産生を認めた頸部壊死性筋膜炎
の1例

1

近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科

久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター，2 喜多歯科
医院

鈴木 晴也，長田 哲次，岩本 展子，豊留 宗一郎，
松永 和秀

森口 智史 1，篠崎 勝美 1，轟 圭太 1，楠川 仁悟 1，
時崎 詩織 1，喜多 清大 2

頸部壊死性筋膜炎は皮下組織や筋膜の急激な壊死を認
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今回われわれは、乳癌の下顎骨転移に対する骨吸収抑

める重症感染症であり、適切な診断や治療が非常に重要

制薬治療で下顎に顎骨壊死を生じた 1 例を経験したので

な疾患である。今回、無治療の糖尿病患者に発症した頸部

報告する。症例；69 歳女性。既往歴；1995 年 11 月右乳癌

壊死性筋膜炎を経験したので若干の文献を加えて報告す

に対し当院乳腺外科において乳房切除術および腋下リン

る。患者は 64 歳女性、初診時、右側顎下部から頸部にか

パ節郭清術施行。現病歴；2011 年 11 月、左側オトガイ部

けて皮膚の発赤、腫脹、運動痛を認めた。頸部に波動は触

に知覚鈍麻が出現し、当科での生検で乳癌の下顎骨転移

れなかった。初診時血液学的所見は WBC23900/µL、CRP

との診断で、当院乳腺外科にて、ビスフォスフォネート製

34.13mg/dL と著明な炎症所見を認め、Glu407mg/dL と

剤による加療が行われ、左側オトガイ部の知覚鈍麻は消

高血糖を認めた。パノラマ X 線では右下顎の歯牙は欠損

失した。その後再発、転移は認めなかったが、2017 年 1

しており抜歯窩は認められなかった。CT 画像では右顎下

月、┌7 の著明な動揺を認め、抜歯術を施行。2018 年 1

部を中心に軟部組織の腫脹、皮下脂肪組織の濃度上昇、広

月、CT にて左側下顎枝の骨溶解像の拡大および左側オト

頸筋の肥厚、リンパ節の腫大を認めたが、膿瘍形成は認め

ガイ部の知覚鈍麻の再燃、左側下顎の仏痛を認め、骨露出

られなかった。さらに穿刺吸引を行い、嫌気性菌が検出さ

を認めたため、当科にて精査を行った。現症 口腔外所

れた。頸部蜂窩織炎を疑い、スルバシリン 4.5g/day、ダラ

見；顔貌左右非対称、左側オトガイ部に知覚鈍麻を認め

シン 1.2g/day で点滴加療を開始した。高血糖に関しては

た。口腔内所見；┌7 部に黄褐色の骨露出を認めたが、そ

代謝内科に治療を依頼した。3 日間病状はやや寛解をみ

の他正常粘膜に被覆されており転移性骨腫瘍の再発を疑

たが、初診から 4 日後の CT 画像で急激なガス産生を認

う所見は認めなかった。画像所見；パノラマ X 線画像に

めたため、全身麻酔下に口腔外より切開排膿術を施行し

て左側下顎骨の骨硬化およ び 溶 骨 性 変 化 を 認 め た。

た。術中所見では顎下から中頸部にかけて真皮下に膿貯

CBCT にて左側下顎骨内に腐骨形成を認めた。臨床診

留を認め、広頚筋の筋膜が広範に壊死していた。Strepto-

断；左側下顎骨吸収薬剤関連顎骨壊死。処置および経

coccus constellatus、Parvimonas micra が検出された。確

過；2018 年 12 月、全身麻酔下に腐骨を含め下顎骨辺縁

定診断は歯性の頸部壊死性筋膜炎であった。術後は抗菌

切除術を施行。術後病理組織学的検査；腐骨。現在も骨髄

薬と局所洗浄を行い、炎症は著明に改善したが、切開時の

炎に対する加療を継続中である。

頸部皮膚が壊死したため、術後 17 日目に全身麻酔下で壊
死組織のデブリードメントおよび全層植皮術を施行し
た。術後経過は良好であった。血糖コントロールが改善
し、入院から 51 日目に退院となった。未治療の糖尿病を
有した重篤な病態で、基礎疾患を有する歯性の壊死性筋
膜炎は早期の診断、治療が必要であると考えられた。
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臨床的研究 悪性腫瘍 1 リンパ節転移

9:00〜9:36

座長：有地 榮一郎・中村 誠司

2-C-1-1

2-C-1-2

口腔扁平上皮癌における HGF/c-Met シグ
ナル伝達経路の EMT および転移能への影
響について

早期舌癌症例の原発巣 FDG 集積と後発頸
部リンパ節転移の関係性についての臨床的
検討

1

秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座，2 大阪回生病院 歯
科口腔外科，3 大阪歯科大学 口腔病理学講座

山崎 雅人，髙野 裕史，五十嵐 秀光，今野 泰典，
中田 憲，福田 雅幸

木村 一貴 1,2，阪本 主 1，大西 祐一 1，赤根 昌樹 2，
岡村 友玄 3，富永 和也 3，中嶋 正博 1

【目的】口腔癌の潜在性頸部リンパ節転移は 8〜48.2％ と
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【目的】上皮間葉転換（EMT）は、分化および形態形成に

報告されており、cN0 症例においては潜在性リンパ節転

おけるプロセスに関与しているが、腫瘍の進行および転

移を考慮し予防的頸部郭清術を検討することになる。し

移にも起因している。また、肝細胞増殖因子（HGF）が、

かし、予防的頸部郭清術は口腔癌診療ガイドラインでも

多数のタイプの癌における EMT を誘導することも知ら

推奨グレードは C1 であり、術者や施設間で治療方針が異

れている。HGF は c-Met に結合して増殖シグナルを ON

なる。これは、いまだ潜在的頸部リンパ節転移の診断法が

にする。このシグナル経路の異常な活性化は、癌の進展や

確立されておらず、予防的頸部郭清術の明確な基準がな

薬剤耐性の獲得に寄与するため、HGF/c-Met シグナル伝

いことに起因している。

達経路の解明が進められている。そこで本研究では、口腔

近年、口腔癌の予後予測ツールとして腫瘍の糖代謝を

扁平上皮癌（OSCC）における HGF/c-Met 経路の EMT

反映した検査である FDG-PET が報告されている。本研

および転移能への影響について検討した。

究では、口腔癌特に早期舌癌（cT1〜2N0）症例での潜在

【材料および方法】OSCC 細胞に HGF を添加し、E-カドヘ

性頸部リンパ節転移の診断率向上のため、評価ツールと

リンおよびビメンチンの発現をウェスタンブロットに

しての FDG-PET の有用性について検討した。

よって調べ、EMT の誘導について検討した。次に HGF

【材料および方法】2009 年から 2018 年までの間、当科で

処理により、c-Met の発現を検討した。また、OSCC 細胞

舌癌（SCC、cT1〜2N0）と診断し、FDG-PET 撮影後 1

に対する遊走能の HGF による影響を、wound-healing

か月以内に舌部分切除術を施行後、後発頸部リンパ節転

アッセイを用いて分析した。さらに、c-Met 阻害剤 SU

移を認めたか 1 年以上の無再発生存を確認し得た 38 例

11274 を用いて EMT の誘導が阻害されるかについて調

とした。検討項目は年齢、性別、T 分類（UICC 第 8 版）、

べた。OSCC 臨床サンプルにおいて c-Met、1 次抗体を用

腫瘍分化度、FDG-PET での原発巣と頸部リンパ節の SU-

いて免疫組織染色を行い、陽性率の検討を行った。

Vmax とした。

【結果】HGF での処理で E-カドヘリンの減少とビメンチ

【結果】年齢は平均 63.1 歳。性別は男性 18 例、女性 20

ンの発現の増加がみられた。これは HGF が EMT 様変化

例。T 因子は T1 が 21 例、T2 が 17 例。腫瘍分化度は G

を誘導したことを示すものと思われた。また、HGF 処理

1 が 31 例、G2 が 7 例。38 例中後発頸部リンパ節転移は 6

により c-Met の発現が増加することを確認した。さらに、

例、16％ に認められた。SUVmax は全体平均が原発巣

OSCC 細胞の遊走能も増強することを示した。また、HGF

4.0、頸部リンパ節 0.9 であった。後発頸部リンパ節転移を

による EMT 様変化は c-Met 阻害剤によって抑制され

認めなかった群では平均で原発巣 3.3、頸部リンパ節 0.7、

た。OSCC 臨床サンプルでは、c-Met 陽性率は分化度と相

後発頸部リンパ節転移を認めた群では平均で原発巣 7.4、

関する傾向にあった。

頸部リンパ節 1.9 であり、原発巣の SUVmax が高いほど

【結論】本研究では、HGF/c-Met シグナル経路を活性化す

後発頸部リンパ節転移をきたしやすい結果となった。

ることによって EMT を誘導し、さらに OSCC 口腔癌細

【結論】早期舌癌（SCC、cT1〜2N0）の後発頸部リンパ節

胞の遊走能を増加させることを実証した。これらのこと

転移を予測する因子として、原発巣の SUVmax は有用で

は HGF/c-Met 経路が OSCC 細胞における転移と深く関

ある可能性が示唆された。

連するものと思われた。現在、臨床サンプルの症例を増や
して、分化度や転移との関連性、そして転移の予後因子の
指標となり得るかを検討中である。
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口腔扁平上皮癌の後発転移リンパ節の増大
速度と癌細胞の生物学的特性の関連

PET-CT 検査における口腔癌の頸部リンパ
節転移の診断精度に関する検討

大分大学医学部歯科口腔外科学講座

1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分
野，2 新潟大学医歯学総合病院 インプラント治療部，
3
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分
野，4 新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野

河野 辰行，川村 和弘，阿部 史佳，渡邊 啓次朗，
池田 麻美，野口 香緒里，山本 哲彰，河野 憲司

新垣 元基 1，勝見 祐二 1，小山 貴寛 1，永田 昌毅 1，
星名 秀行 2，髙村 真貴 3，林 孝文 3，丸山 智 4，
田沼 順一 4，髙木 律男 1

当科では口腔癌原発巣切除後の患者に対して、口腔外
科医自身が頸部リンパ節の超音波検査を行うことで後発
転移の早期発見に努めている。
まず後発転移を生じたリンパ節 23 個について、リンパ

目的：PET-CT 検査における口腔癌の頸部リンパ節転移

節厚さの変化を後ろ向きに検討したところ、急速に増大

の診断精度評価を目的に、頸部郭清術を施行した症例の

するもの（rapid enlarging pattern、RE 型）と厚さの増減

術前 PET-CT 所見と術後の転移リンパ節の病理組織学

を伴いながら緩徐に増大するもの（slow enlarging pat-

的所見を比較し、検討を行った。

tern、SE 型）の 2 つの型に分類できた。2 つの型の間には

対象と方法：2016 年 8 月から 2018 年 9 月までに新潟大

転移リンパ節の臨床病理学的所見に明らかな差異を認め

学医歯学総合病院顎顔面口腔外科診療室を受診し、PET-

なかったが、癌細胞の増殖活性（Ki-67 陽性細胞率）は RE

CT 検査施行後に頸部郭清術を行った口腔扁平上皮癌 23

型のリンパ節の方が有意に高かった。また原発巣の Ki-67

例を対象とした。頸部リンパ節転移の有無について、術前

陽性細胞率と転移リンパ節の陽性細胞率の間に相関性を

の PET-CT 画像による診断と術後の病理組織学的所見

認め、原発巣の Ki-67 免疫染色でリンパ節後発転移巣の

を比較し、PET-CT 検査における感度、特異度、正診率を

増大速度が予測できることがわかった。

算出した。なお、リンパ節における PET-CT 画像と病理

さらに後発転移リンパ節の FDG-PET/CT 所見を別の

組織学的所見の比較は、口腔癌の所属リンパ節の領域単

6 症例 8 個のリンパ節で検討したところ、RE 型の 5 個は

位（Level I-V）で行った。

高 SUV 値を示した。一方 SE 型の 3 個では、1 個のみが高
SUV 値を示し、他の 2 個は FDP 上昇が見られなかった。
これらの所見から RE 型の転移巣は高い FDP 取り込み

結果：対象とした 23 例の内訳は、男性 14 例、女性 9 例、
平均年齢は 67.2 歳（27-84 歳）で、部位は舌 12 例、下顎歯
肉 7 例、上顎歯肉 3 例、頬粘膜 1 例であった。頸部郭清術

を示しており、転移リンパ節の増大速度に癌細胞の代謝

によって郭清された領域のうち今回対象としたものは

が関連することがわかった。今後、超音波検査による頸部

115 領域であった。PET-CT で転移陽性と診断したもの

リンパ節の観察間隔を設定するため、原発巣の FDP-PET

は 30 領域で、そのうち偽陽性は 11 領域にみられ、PET-

所見とリンパ節後発転移巣の増大速度の関連を検討する

CT で転移陰性と診断したものは 85 領域で、そのうち偽

必要がある。

陰性は 11 領域にみられた。以上より PET-CT 検査にお
ける頸部リンパ節転移診断の感度、特異度、正診率はそれ
ぞれ 63.3％、87.1％、80.9％ であった。
結論：今回の検討の結果、PET-CT 検査は口腔癌の頸部
リンパ節転移の診断において有用であることが示され
た。その一方では偽陽性や偽陰性の症例も認められ、また
リンパ節の大きさによっても正しい診断が困難な場合が
あると思われることから、口腔癌の頸部リンパ節転移の
診断においては CT、MRI、US などの他の検査方法も含
めて総合的に行う必要があると考えられた。
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症例報告 悪性腫瘍 1

9:55〜10:49
座長：飯野 光喜・小林 恒

2-C-2-1

2-C-2-2

遠隔転移をきたした腺様扁平上皮癌 2 例の
報告

口蓋に発生した嚢胞腺癌の 1 例
久留米大学病院 歯科口腔医療センター

1

鳥取大学医学部医学科 感覚運動医学講座 口腔顎顔面
病態外科学分野，2 独立行政法人国立病院機構 米子医療
センター 歯科口腔外科

永江 和佳，轟 圭太，篠崎 勝美，武井 雄介，
中村 守厳，楠川 仁悟

大月 一真 1，藤井 信行 1，中林 基 2，田村 隆行 1，
土井 理恵子 1，小谷 勇 1

嚢胞腺癌（cystadenocarcinoma）は腫瘍胞巣の嚢胞状も
しくは乳頭状の増殖を主体とする病変であり、全唾液腺
腫瘍の中でも稀な疾患とされている。小唾液腺での報告

【目的】腺様扁平上皮癌は腺腔状の構造を示す胞巣の認め
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例は 2005 年の WHO 分類にて嚢胞腺腫の悪性型と位置

られる扁平上皮癌の亜型の 1 つである。今回われわれは

づけられて以降、これまでに 15 例のみであり、うち口蓋

若年女性の左側舌、高齢男性の右側顎下部に発症し遠隔

腺由来のものは 2 例と稀である。今回我々は口蓋腺由来

転移をきたした腺様扁平上皮癌 2 例を経験したので若干

の嚢胞腺癌の 1 例を経験したため文献的考察を加え報告

の文献的考察を交えて報告する。

する。

【症例 1】35 歳女性。左側舌の仏痛と腫脹を主訴に当科を

患者は 69 歳男性。2016 年 12 月頃に右口蓋部の帽針頭

紹介となり受診した。左側舌縁部に前後径 22mm の潰瘍
と硬結を伴い接触痛を有する腫瘤を認めた。生検の結果、
扁平上皮癌の診断を得た。MRI、FDG-PET にて頸部所属

大の腫瘤を自覚するも無症状であったため放置してい
た。2018 年 3 月頃に腫瘤の増大を認め近医歯科受診。腫
瘍性病変を指摘され同年 5 月当科紹介受診となった。

リンパ節や遠隔転移は認めず、左側舌部分切除術を施行

初診時、右硬口蓋部に 4┘近心部より立ち上がり後端

した。術後病理診断は腺様扁平上皮癌（pT2N0M0）であっ

は軟硬口蓋移行部に至らない範囲で 35×20mm 大の表面

た。術後 8 か月時に左側鎖骨上窩リンパ節転移を認め、摘

平滑で一部暗紫色を呈するドーム状の腫瘍を認めた。腫

出範囲が鎖骨下組織に至る可能性があったため当院頭頸

瘍は舌側歯槽部に限局し口蓋正中を越えておらず、触診

部外科へ紹介、左側頸部郭清術と術後放射線化学療法が

にて弾性軟で波動を触知した。造影 CT にて右硬口蓋部

施行されるも当科手術後 14 か月目に右肺中葉、左大腿骨

粘膜下に周囲と境界明瞭で、病変周囲の上顎骨に軽度の

に遠隔転移再発を認めた。大腿骨への緩和照射、化学療法

骨吸収像を伴い内部が低吸収に描出される最大径 30mm

再開となったが多発骨転移、右副腎転移をきたし、当科手

大の病変を認め、造影 MRI にて T2W1 で高信号、ADC

術後 20 か月目に永眠された。

高値を示し、辺縁部の被膜や内部の隔壁構造を認める 35

【症例 2】69 歳男性。近在病院にて糖尿病性腎症に対して

×24×18mm 大の病変を認めた。組織生検では唾液腺腫

透析中に右側顎下部腫脹を指摘され、抗菌薬投与される

瘍が疑われた。

も改善みられず、同院歯科口腔外科紹介。CT、MRI にて

同年 6 月全身麻酔下に右上顎部分切除術を施行した。

唾液腺腫瘍が疑われ、当科を紹介受診した。右側顎下部に

腫瘍周囲に 5mm の安全域を設け 3┘を含め上顎を切除

60mm の腫脹を認め、穿刺吸引細胞診にて扁平上皮癌の

した。病理組織学所見にて大小の嚢胞形成を認め、嚢胞内

診断を得た。CT、MRI、FDG-PET にて頸部に多発リンパ

を裏打ちする上皮は主に粘液細胞であった。細胞質内に

節転移、下顎骨浸潤を認め、右側頸部郭清術、下顎骨区域

は粘液を有する細胞が腺管状、索状に増殖し粘膜上皮内

切除術、プレート再建、軟組織皮弁再建を施行した。術後

への進展を認めた。各種免疫染色の結果、腫瘍成分は S

病理診断は原発臓器不明の腺様扁平上皮癌（pT4aN2bM
0）
であった。術後 3 週目で局所再発し追加切除を行った。
術後 7 週目で両側鎖骨上窩リンパ節転移、右鎖骨転移、胸

100（+）
、p63（-）
、p40（-）
、AR（-）
、mammaglobin（+）
を呈しており、嚢胞腺癌との確定診断に至った。断端は全
て陰性であった。術後は顎義歯を装着しており、6 か月経

部皮膚への遠隔転移を認めたが放射線化学療法の適応な

過した現在再発および転移所見を認めていない。

く、BSC の方針となり、術後 3 か月目に永眠された。
【結語】今回われわれは若年女性の左側舌、高齢男性の右
側顎下部に発症し遠隔転移をきたした腺様扁平上皮癌 2
例を経験した。
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下顎骨中心性に発生した類基底細胞型扁平
上皮癌の 1 例

集学的治療が奏功した口腔原発神経内分泌
癌の 1 例

1

和歌山県立医科大学付属病院 歯科口腔外科，2 和歌山
県立医科大学 病理学講座

1

広島大学病院 顎・口腔外科，2 広島大学大学院医歯薬
保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

溝端 直樹 1，鈴木 滋 1，東條 格 1，藤田 茂之 1，
佐藤 冬樹 2

櫻井 繁 1，浜名 智昭 2，佐藤 成紀 2，濱田 充子 1，
虎谷 茂昭 2，岡本 哲治 1,2

【緒言】類基底扁平上皮癌は悪性度の高い扁平上皮癌の亜

【目的】

型であり、口腔ではまれな病変である。今回われわれは、

口腔原発神経内分泌癌は非常にまれな疾患であり、悪

類基底細胞型扁平上皮癌進行例の原発巣に対し病態・患

性度が高く予後不良であることが知られている。今回、

者背景・希望などを踏まえ、緩和照射を行った 1 例を経

我々は口腔原発神経内分泌癌に対し集学的治療を行い、

験したので報告する。
【症例】患者は 81 歳女性。2017

腫瘍が制御されている 1 例を経験したので報告する。

年 9 月頃より右下顎臼歯部の義歯による伵合痛を自覚

【症例および治療経過】

し、2018 年 1 月頃より右下唇およびオトガイ部の知覚鈍

患者は 64 歳女性。紹介元にて左側下顎歯肉の腫瘤を生

麻を自覚。かかりつけ歯科受診し精査加療目的に 2018

検。低分化扁平上皮癌の診断にて当科紹介された。初診

年 2 月当科初診となった。右オトガイ下部腫脹を認めた

時、下顎歯肉癌（T4aN0M0、低分化扁平上皮癌）の診断

が、口腔内粘膜は表面平滑で軽度膨隆を認めるのみで

にて根治切除を予定した。腫瘍が急速な増大を示したた

あった。パノラマレントゲンにて約 39mm×35mm の透

め、TPF 療法（DTX 75mg/m2 day1、CDDP 75mg/m2

過像を認め、PET-CT にて原発巣をはじめ右オトガイ・

day1、5-FU 750mg/m2 day1-5）を先行したが、奏功せず

顎下・鎖骨上・肺門部リンパ節に FDG 集積を認めた。生

腫瘍はさらに増大した。再生検の結果、未分化癌と診断さ

検にて類基底細胞型扁平上皮癌の診断を得た。
【臨床診

れ、下顎骨離断による腫瘍切除術、左側頸部郭清術、顎プ

断】下顎骨中心性癌 cT4aN2bM1（Stage IVc）。【処置およ

レートおよび大胸筋皮弁による再建術を施行した。切除

び経過】
治療法については、肺転移を認めまた超高齢で本

組織で断端に腫瘍の露出や頸部リンパ節の転移を認めな

人・家族の QOL を維持したいとの意向があり、症状緩和

かった。腫瘍組織は散在性であるが角化を伴う組織像を

目的の放射線治療を選択。2018 年 3 月〜4 月にかけ入院

示したため、扁平上皮癌と病理診断されたが、免疫組織学

下で原発巣のみ全 30Gy 照射を施行した。照射後粘膜炎

的検討の結果、腫瘍細胞は神経内分泌マーカーの Chro-

を認めたが 1 週間程度で消失し、照射前の右顎下部の仏

mogranin A、CD56 および Synaptophysin に陽性を示し、

痛は軽減した。術後 CT にて原発巣は縮小し骨増生を認

また Ki-67 陽性率は 70％ と高値であったことから、最終

め、右オトガイ・顎下リンパ節も縮小を示した。今後も経

的に神経内分泌癌と確定診断された。

過をみながら症状緩和に重きを置いた治療法について検

術後 1 か月で肺・肝・縦隔リンパ節に転移を認め、

討していく予定である。

Nivolumab
（240mg/body、 隔週）による治療を開始した。
術後 1 か月半に下顎前歯部に再発を認めたため、緩和的
放射線治療（57Gy）を開始したが、再発腫瘍は著しく増
大し閉口障害を生じたため、腫瘍減量術を施行した。
Nivolumab を 3 サイクル施行し、肺転移巣の縮小を認め
たが、他病変は増大を示したため、PE 療法（CDDP 80
mg/m2 day1、VP-16 100mg/m2 day1-3、2 クール）
を施行
したところ、縦隔リンパ節転移は若干の増大を示すも、再
発 巣、肺・肝 の 転 移 巣 は 縮 小 を 認 め た。そ の 後、
Nivolumab を再投与し、治療継続している。
【結語】
口腔原発神経内分泌癌に対し集学的治療を施行し、現
在、治療開始 7 か月で腫瘍は制御されている。
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糖尿病を合併する口腔癌患者の術後に半固
形化低糖質経腸栄養剤を用いて血糖および
栄養管理を行った 2 例

鼻唇溝皮弁による口腔内再建術を実施した
4例
1

防衛医科大学校病院歯科口腔外科，2 自衛隊岐阜病院歯
科，3 自衛隊中央病院歯科，4 海上自衛隊横須賀衛生隊

1

豊田厚生病院 歯科口腔外科，2 名古屋大学大学院医学
研究科頭頸部・感覚器外科顎講座

吉留 良太 1，村上 馨 1，砂川 雄貴 1,2，山村 浩史 1,3，
峯村 周 1,4，高山 智宏 1，木村 康 1，吉川 秀明 1，
横江 秀隆 1

兼子 隆次 1，河合 孝真 1，宇佐見 一公 1，
岡部 一登 2，日比 英晴 2
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【目的】糖尿病を有する口腔がん患者の周術期において

【緒言】鼻唇溝皮弁は鼻唇溝近傍に作成される顔面局所皮

SSI の発症、血糖や栄養管理に難渋することがある。今

弁であり、豊富な真皮下血管網により、血流が安定してい

回、われわれは低糖質経腸栄養剤を用いて術後の血糖お

ることと、皮弁採取部位の瘢痕が目立たず整容性に優れ

よび栄養管理を行い、さらに本剤を半固形化することで

るという特徴を有する。今回、口腔癌切除後の再建と鼻口

下痢などの消化器症状を抑えることができたので報告す

腔瘻閉鎖、および骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対する下

る。
【対象および方法】糖尿病を有する口腔癌患者 2 名の

顎骨辺縁切除後の再建に鼻唇溝皮弁を用い、整容的・機

術後に半固形化した低糖質経腸栄養剤を経鼻胃管より投

能的に良好な結果を得た 4 例を経験したので報告する。

与し、管理を行った。この期間における術野の感染の有

【症例 1】
69 歳男性。10 年前に左側軟口蓋癌切除の既往あ

無、血糖変動幅や平均血糖値など血糖値の推移、手術前後

り。今回、前回の原発巣近傍に左側頬粘膜癌（T2N0M0

の体重変化量、血液生化学的栄養指標の変化、本剤投与に

StageII）を認め、頬粘膜切除実施。術後 1 年経過し鼻口

伴う消化器性、機械性、代謝性合併症について検討した。

腔瘻を認めたため、鼻唇溝皮弁による鼻口腔瘻閉鎖術を

【結果】2 名はともに術後の血糖変動幅、平均血糖値など

実施。【症例 2】76 歳女性。右下顎歯肉扁平上皮癌（T1

血糖値はコントロールされ、スライディングスケールに

N0M0 StageI）に対して、口腔底粘膜を含めた下顎辺縁切

基づくインスリンの追加投与はなかった。術野について

除術とチタンプレート、鼻唇溝皮弁による即時再建術を

は特に目立った感染はなく、皮弁の生着も良好であった。

実施。
【症例 3】
74 歳女性。11 年前に左頬粘膜腺様嚢胞癌

本剤投与に関わる合併症としては、軽度の腹部膨満感を

（T1N0M0 StageI）の既往あり。今回、前回の原発巣近傍

訴えたものの、下痢、胃食道逆流症や嘔気などの消化器症

に腫瘍を認め、左頬粘膜腺様嚢胞癌（T1N0M0 StageI）と

状はほとんど認めなかった。機械性、代謝性合併症は認め

臨床診断。頬粘膜切除術と鼻唇溝皮弁と有茎頬脂肪体に

なかった。また、栄養を示す生化学的数値は投与前と比較

よる即時再建術を実施。
【症例 4】78 歳女性。骨粗鬆症に

して大きな変動はなかった。【結論】糖尿病を有する口腔

対してボンビバⓇ投与歴あり。左下 7 抜歯後の骨吸収抑制

癌の術後に半固形化低糖質経腸栄養剤は血糖および栄養

薬関連顎骨壊死に対して下顎骨辺縁切除術と鼻唇溝皮弁

管理に有用であることが示唆された。

による即時再建術を実施。
【考察】鼻唇溝皮弁はその基部
を顔面動脈もしくは眼角動脈上に設定することにより、
上方茎と下方茎のいずれにも皮弁挙上が可能であり、局
所皮弁でありながら顔面や口腔内の広い範囲の再建が可
能である。また、皮弁挙上が容易、血流が安定、整容性に
優れるといった利点を有しており、口腔顎顔面の再建に
非常に有用と考えられた。特に、昨今増加の一途をたどっ
ている骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対する手術では、粘
膜骨膜弁での閉創が困難な症例に遭遇することがある
が、豊富な血流を有する鼻唇溝皮弁は骨吸収抑制薬関連
顎骨壊死に対する手術にも有用な可能性がある。
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症例報告 悪性腫瘍 2

11:00〜11:45
座長：冨永 和宏・川又 均

2-C-3-1

2-C-3-2

オトガイ部の知覚異常と下顎の仏痛を初発
症状とした悪性リンパ腫の 2 例

舌癌と悪性リンパ腫の同時性重複癌の 1 例
旭川赤十字病院 歯科口腔外科

1

長野市民病院 歯科口腔外科，2 信州大学 医学部 歯科
口腔外科学教室

岡 久美子，櫻井 彩瑛，藤石 晃大，岡田 益彦

篠原 潤 1，鎌田 孝広 1，池田 佳央 1，草深 佑児 1，
酒井 洋徳 1,2，栗田 浩 2

【緒言】口腔癌における重複癌の発生部位は消化管、特に
食道や胃などの上部消化管に多く、悪性リンパ腫との重
複はまれである。今回われわれは舌癌、悪性リンパ腫の同

【緒言】顎口腔領域は節外性リンパ腫の発症部位の一つと

時性重複癌を経験したので報告する。
【症例】
81 歳、男性。

して挙げられているが、顎骨に初発する頻度は少ない。今

既往歴：高血圧。現病歴：舌の仏痛の精査のため近医耳

回われわれは、オトガイ部の知覚異常と下顎の仏痛を初

鼻科を受診したところ当院耳鼻科を紹介受診となった。

発症状とした悪性リンパ腫の 2 例を経験したので、その

舌の潰瘍を認め、精査依頼で同日に当科を紹介受診と

概要を報告する。

なった。
【現症】口腔外所見：左側頸部リンパ節の軽度腫

【症例の概要】
症例 1：69 歳女性。既往歴：うつ病。主訴：

大がみられた。口腔内所見：左側舌縁に 40×15mm 大の

左側下顎大臼歯部の痛み、左側下唇の痺れ。現病歴：2018

白斑、15×15mm 大の腫瘍性病変がみられた。生検を施行

年 9 月頃より左側下顎大臼歯部の仏痛を自覚。徐々に増

し扁平上皮癌の診断を得た。画像所見：造影 CT では舌

悪、左側下唇の痺れを認めたため同年同月、近医を受診。

正中付近から左側舌縁に造影効果を認めた。PET-CT で

精査・加療を目的に当科を紹介され受診した。現症：左

は左側頸部リンパ節に多発性の FDG 集積を認めた。頸部

側下顎大臼歯部歯肉に圧痛、左側下唇の知覚異常を認め

超音波検査では左側頸部に門部の消失がみられるリンパ

た。X 線所見：左側下顎第 1 大臼歯の根尖部周囲に透過

節を 2 ヶ認め、転移リンパ節が疑われた。
【処置および経

像を認めた。CT 所見：左側下顎第 2 小臼歯部根尖部から

過】舌癌頸部リンパ節転移（cT2N2bM0）の診断のもと、

左側下顎第 3 大臼歯部にかけて虫食い状の透過像を認め

術前化学療法として S-1 投与（80mg/日）を実施。その後

た。生検の結果、非ホジキンリンパ腫（DLBCL）の病理

全身麻酔下で左側頸部郭清術、左側舌部分切除、前腕皮弁

診断を得た。全身検索および治療目的で血液内科へ転科

による再建術を施行した。術後経過は良好で術後 43 日に

となり、現在、加療を継続している。

退院となった。病理組織学的所見：舌は扁平上皮癌、頸部

症例 2：70 歳男性。既往歴：心房細動、高血圧症。主訴：

リンパ節は扁平上皮癌の転移所見を認めず、CD20（+）
、

右側下顎大臼歯部の痛み、右側オトガイ部の痺れ。現病

CD5（+）
、cyclin D1（+）でマントル細胞リンパ腫の診断

歴：2018 年 9 月頃より右側下顎大臼歯部に仏痛、右側オ

であった。血液内科で骨髄検査を実施し、マントル細胞リ

トガイ部の知覚鈍麻を自覚した。改善しないため同年同

ンパ腫の診断となった。悪性リンパ腫に対しては経過が

月近医を受診。下顎骨腫瘍を疑われ、精査・加療を目的に

緩徐なため経過観察となった。現在外来で経過観察中だ

当科を紹介され受診した。現症：右側下顎第 1 大臼歯部

が、舌癌の再発・転移所見は認めていない。
【結語】今回

に長径 35mm×短径 20mm の潰瘍を伴う腫瘤認めた。X

われわれは、舌癌と悪性リンパ腫の同時性重複癌を経験

線所見：右側下顎大臼歯部にび漫性の骨吸収像を認め

したのでその概要を報告した。

た。CT 所見：右側下顎第 2 小臼歯部根尖部から右側下顎
第 3 大臼歯部にかけて骨破壊像、腫瘤形成を認めた。生検
の結果、非ホジキンリンパ腫（DLBCL）の病理診断を得
た。全身検索および治療目的で血液内科へ転科となり、現
在、加療を継続している。
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2-C-3-3

2-C-3-4

口蓋に発生した唾液腺導管癌の 1 例

下顎広範囲に進展した紡錘細胞癌の 1 例
名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講
座 顎顔面外科学

1

新潟大学医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野，
2
新潟大学医歯学総合研究科 口腔病理学分野，3 新潟大
学医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野

丸山 裕，山本 憲幸，山口 聡，坂倉 寛紀，
西川 雅也，酒井 陽，日比 英晴

笠原 映 1，勝見 祐二 1，大貫 尚志 1，永田 昌毅 1，
山崎 学 2，西山 秀昌 3，田沼 順一 2，林 孝文 3，
高木 律男 1
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【緒言】紡錘細胞癌は、扁平上皮癌の組織像と肉腫様増殖
像という二相性の悪性像をもち、肉腫との鑑別診断が困
難である。好発部位は肺、食道、乳腺であり、口腔領域に

【緒言】唾液腺導管癌（以下 SDC）は急速な増大や高率に

おける報告は稀である。われわれは下顎に生じた紡錘細

転移をきたす高悪性度の腫瘍である。罹患率は全唾液腺

胞癌の 1 例を経験した。

腫瘍の約 2％ と稀で、耳下腺を主とした大唾液腺が好発

【症例】患者は 51 歳女性。2017 年 2 月に下顎右側に膨隆

部位であり、小唾液腺由来は少ない。今回われわれは、口

を自覚し、2017 年 5 月に精査加療目的で当科を受診し

蓋腺に発生した SDC の 1 例を経験したので報告する。

た。既往歴に解離性障害、気管支喘息、小児麻痺があった。

【症例】
患者：85 歳男性。初診：2018 年 5 月初旬。主訴：

右側顎下部からオトガイ部にかけて腫脹があった。右側

口蓋の腫瘤。現病歴：開業歯科医院にて 3 か月前には見

下顎第二大臼歯から左側下顎第二大臼歯にかけて潰瘍と

られなかった口蓋の腫瘤を指摘され、精査加療目的に当

一部硬結を伴う腫瘤があり、易出血性を示した。パノラマ

科を紹介受診。患者の自覚症状はなかった。現症：身長

エックス線画像所見で下顎骨に広範囲に透過像、浮遊歯

157cm、体重 51kg。栄養状態良好。口腔外所見に特記事

を認め、CT 画像所見で下顎骨に軟部腫瘤形成が見られ

項なし。口腔内所見では、左側硬口蓋後縁から一部軟口蓋

た。生検における術前の病理組織学的所見では、紡錘形細

にかけて直径 10mm 程度の比較的境界明瞭で周囲粘膜よ

胞が不規則に増殖しており、分裂像が目立った。免疫組織

りやや赤みを帯びた表面に凹凸のある弾性硬の腫瘤性病

学的所見は、紡錘形細胞は AE1/AE3（+）
、MNF116
（+）
、

変を認めた。易出血性や潰瘍形成はなかった。画像所見：

SMA（-）、S-100（-）
、CD34（-）
、MIB-1 陽性率 5％ の形

CT では口蓋口腔側に内部均一で軽度の造影性を示す境

質を示し、紡錘細胞癌と診断された。2017 年 7 月、下顎

界明瞭な腫瘤性病変を認め、MRI では T1WI、T2WI にて

歯肉癌（T4N2cM0）に対し、気管切開術、両側頸部郭清

周囲より低信号の偏平な病変として描出され、US では口

術、下顎区域切除術、血管柄付き遊離腹直筋複合皮弁移植

蓋腺との連続を認めた。臨床診断：左側口蓋唾液腺腫瘍。

術を施行した。術後の病理組織学的所見では、目立つ核小

【処置及び経過】生検時の病理組織学的所見では、粘膜固

体と腫大した異型核をもつ紡錘形細胞が束をなして増殖

有層から深部断端にかけて増殖する上皮性腫瘍を認め、

する肉腫性の病変がほとんどであるが、一部上皮様に配

腫瘍細胞は N/C 比が増大した多形性を呈する核を有し、

列したり、多核や巨核の細胞が出現する成分も見られた。

核分裂像が散見された。また免疫組織化学検索では、AR

節外浸潤を伴うリンパ節転移を認めた。病理診断は紡錘

及び HER2 陽性であった。以上より口蓋腺由来の SDC

細胞癌（pT4apN2b）術後 1 年が経過し、再発はなく経過

（T1N0M0）
の診断に至り、同年 5 月末に切除手術を施行。
手術は 10mm の安全域を設定し口腔粘膜から口蓋骨と鼻
腔粘膜を含めて切除した。術後 1 週は閉鎖床を装着して

観察をしている。
【結語】紡錘細胞癌は上皮性の悪性腫瘍であるが、扁平上
皮癌と間葉系を思わせる悪性紡錘細胞成分の両方からな

経管栄養とし、術後 2 週に顎義歯を装着し経口摂取を再

り、免疫組織学的検査による肉腫との鑑別が重要である。

開。術後 3 週後の 6 月下旬に退院となった。【結語】口蓋
腺から発生した SDC の 1 例を経験した。術後再発転移は
認めないが、今後も厳重な経過観察を行っていく予定で
ある。
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臨床的研究 先天異常/発育異常/炎症

13:30〜14:42

座長：濱田 傑・近津 大地

2-C-3-5

2-C-4-1

上顎歯肉に発生したメトトレキサート関連
リンパ増殖性疾患の一例

放射線性下顎骨壊死に対するペントキシ
フィリン、トコフェロール、クロドロネート
を用いた腐骨分離治療

大阪急性期・総合医療センター 口腔外科

1

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御
学，2 神奈川県立がんセンター歯科口腔外科

小松 享祐，石原 修，山田 龍平，矢田 光絵，
金山 宏幸，中野 晋太郎，千田 正，谷口 弘樹，
中村 美有紀

廣田 誠 1，小栗 千里 1，山隈 優 1，光永 幸代 1,2，
小泉 敏之 1，來生 知 1，光藤 健司 1

緒言
メトトレキサート（MTX）は、自己免疫疾患である関節リウマ

【目的】頭頸部癌に対する放射線治療の後遺障害である顎

チ（RA）に対して有効性が確認されている治療薬である。Ellman

骨壊死は口腔内外の骨露出、持続的排膿や仏痛を伴い、難

が MTX 投与患者に発生するメトトレキセート関連リンパ増殖性

治性であるためしばしば広範囲顎骨切除の適応となる。

疾患（MTXLPD）を初めて報告し、疾患概念として確立した。

近年ペントキシフィリン、トコフェロール、クロドロネー

RA 患者は、ステロイド性骨粗鬆症予防として Bp 製剤を服用する

トを用いた保存的治療である PENTOCLO 療法が考案さ

機会も多く BRONJ 発生にも注意を要す。今回 MTX、Bp 製剤内

れ、自発的な腐骨分離および粘膜閉鎖など良好な治療成

服中 RA 患者の歯肉に発生した MTX-LPD を経験したのでその

績が報告されている。本研究では放射線性下顎骨壊死に
対する本治療による腐骨分離における効果を検討した。

概要を報告する。

【材料及び方法】横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・

症例 69 歳女性
主訴：上顎歯肉腫瘍治療依頼

矯正歯科にて 2015 年 10 月から 2018 年 12 月の間に放射

現病歴：平成 29 年 9 月頃より右上顎歯肉の痛みを自覚し、同年

線性下顎骨壊死に対して PENTOCLO 療法を行った症例

10 月、紹介病院口腔外科を受診した。右上顎小臼歯部に 20x11

に対して実施した。対象は原疾患が制御されており、放射

ミリのびらんと顎下部に拇指頭大のリンパ節腫大を指摘され、歯

線性顎骨壊死が他の保存治療にて軽快せず、口腔内外の

肉癌、上顎骨骨髄炎が疑われ組織検査を受けた。その結果、肉芽

骨露出、排膿を有する症例とした。治療開始前に骨露出の

と診断されたが短期間に口蓋側に病変の拡大を認め再組織検査の

範囲（mm）
、排膿の有無を評価し、これらが消失あるい

説明を受け、当センターでの治療を希望し 11 月中旬に初診した。

は治療期間が 12 か月となるまで継続した。
【結果】
対象症

既往歴：

例は 17 例、年齢は 40 歳から 87 歳、男性 15 例、女性 2

骨粗鬆症：7 年前よりアレンドロン酸ナトリウム水和物内服。

例であった。17 例中 1 例は肝障害、もう 1 例は治療方針

関節リウマチ：49 歳時に発症し、当初はステロイド治療。5 年前

の変更で治療中止となった。残る 15 例において検討を行

よりメトトレキサート内服。貧血、高血圧症にて内服あり。大腸

い、骨露出を有する症例は 13 例でその内 8 例は排膿を伴

癌術後。

い、露出骨の長さは平均 10.2mm であった。排膿のみ認め

現症：右上顎小臼歯口蓋側に潰瘍形成と一部骨露出を認めた。頬

る症例は 2 例であった。平均治療期間は 11.2 か月で、骨露

側歯肉は易出血性の腫瘤を認めた。

出を認めた 13 例中 6 例で腐骨分離および粘膜の上皮化

血液検査：LDH 軽度上昇、SCC、CEA、sIL-2 は正常。

を認めたが、腐骨分離が不十分であった 7 例すべてが排

画像所見：OPG では当該部の骨融解像なく、下顎頭の著名な吸収

膿を伴う症例であった。排膿のみを認めた 2 例はいずれ

を認めた。

も腐骨分離が不十分であった。副作用としては肝逸脱酵

臨床診断：MTX-LPD、BRONJ、歯肉悪性腫瘍疑い

素の上昇が最も多く 4 例で、軽度の悪心は 3 例に認めら

処置及び経過

れた。【結論】PENTOCLO 療法は自発的な腐骨分離と粘

組織検査の結果、diffuse large cell B-cell lymphoma non-GCG

膜の上皮化を促す治療として難治性の放射線性顎骨壊死

（DLBCL）診断された。PET-CT では右上顎と右顎下部に強い

に有効な保存的治療手段になり得ると考えられたが、感

FDG 集積を認めた。以上より MTX-LPD、DLBCL non GCG と診

染を伴う症例ではその効果は減弱すると考えられ、治療

断し当院血液内科に治療を依頼した。12 月中旬から MTX が中止

を行う上では腐骨部の感染を制御することが重要である

され、平成 30 年 2 月中旬には浅い陥没を呈するものの完全上皮化

と考えられた。

し、現在まで再発なく経過している。
結語 MTX 内服歴のある場合には、MTX -LPD を念頭に診療す
る必要がある。
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Stage2 以上の MRONJ 患者における手
術療法の有用性に関する検討

外科治療を行った放射線性下顎骨骨髄炎の
臨床的検討

1

筑波大学医学医療系顎口腔外科学，2 筑波大学附属病院
茨城県地域臨床教育センター

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学
分野

橋本 智恵子 1，山縣 憲司 1，福澤 智 1，菅野 直美 1，
内田 文彦 1，佐藤 牧子 1，寺田 和浩 1，木村 愛理 1，
柳川 徹 2，武川 寛樹 1

釘本 琢磨，大迫 利光，黒嶋 雄志，平井 秀明，
望月 裕美，富岡 寛文，島本 裕彰，道 泰之，
原田 浩之

【緒言】MRONJ（Medication-Related Osteonecrosis of the

頭頸部癌において放射線治療が果たす役割は大きい。

Jaw）
は骨吸収抑制薬、血管新生阻害薬などの投与患者に

しかし、放射線性下顎骨骨髄炎を来した場合、治療に難渋

生じる顎骨壊死で口腔衛生不良や辺縁性歯周炎、根尖性

する。当科において 2001 年 4 月から 2018 年 10 月の間に

歯周炎などの炎症性疾患、抜歯などがリスク因子とされ

入院下に外科治療を行った放射線性下顎骨骨髄炎につい

ている。ポジションペーパーでは保存治療が推奨されて

て臨床的検討を行った。男性 13 例、女性 5 例、年齢 38

いたが、2016 年では積極的な外科治療へと変更されてい

歳から 75 歳
（中央値 61.0 歳）
、原疾患は中咽頭癌 7 例、舌

る。今回、stage 2 以上の MRONJ 患者の治療および経過

癌 6 例、下顎歯肉癌 3 例、頬粘膜癌 1 例、上咽頭癌 1 例で

に つ い て 検 討 し た の で 報 告 す る。
【対 象 お よ び 方 法】

あった。照射から骨髄炎発症までの期間は 5〜312 か月

2013〜18 年 の 5 年 間 に 当 科 で 加 療 し た stage2 以 上 の

（中央値 67.5 か月）であった。照射内容は、外照射が 18

MRONJ 患者に対する後ろ向きコホート研究で、調査項

例に 20〜82.6Gy（中央値 64.0Gy）で、そのうち 1 例では

目は年齢、性別、ステージ、原疾患、投薬内容、休薬の有

組織内照射が併用されていた。骨髄炎発症前に抜歯が行

無、処置内容および治療結果とした。
【結果】患者は 45

われた症例は 7 例であった。病的骨折をきたしたものは

例（男性 16 例、女性 29 例）で、初診時年齢は中央値 76

5 例、皮膚に瘻孔形成したもの 5 例であった。両側性に骨

歳（48〜91 歳）であった。発生部位は上顎 16 例、下顎 27

髄炎を発症したものは 1 例であった。骨髄炎に対する治

例、上下顎 2 例であった。原疾患は悪性腫瘍 29 例、骨粗

療として、腐骨除去：1 例、下顎辺縁切除：1 例、下顎区

鬆症 11 例、その他 5 例であった。ステージ分類は stage

域切除：13 例、下顎半側切除：3 例であった。顎骨切除

2：34 例、stage 3：11 例であった。投与薬剤は BP 製剤 30

17 例中に再建が併施されたのは 16 例（肩甲骨皮弁再

例、抗 RANKL 抗体 20 例、併用 9 例で、休薬あり 38 例、

建：14 例、腹直筋皮弁再建：1 例、前腕皮弁再建：1 例）

休薬なし 5 例、不明 2 例であった。処置内容は保存療法

で、再建を併施しなかったものは 1 例であった。術後感染

20 例（44.4％）、顎骨切除 14 例（31.1％）
（下顎辺縁切除術

をきたしたものは 6 例
（肩甲骨皮弁再建：5 例、腹直筋皮

8 例、下顎区域切除術 3 例、上顎部分切除術 3 例）
、腐骨

弁再建：1 例）で、2 例は再手術を要した。経過観察期間

除 去 11 例（24.4％）で あ っ た。治 療 結 果 は 改 善 25 例

中に対側に骨髄炎を発症したものを 2 例に認めた。放射

（55.6％）
、 不変 18 例
（40％）、 悪化 2 例（4.4％）
であった。

線性下顎骨骨髄炎の治療に際しては、術後感染に注意を

顎骨切除では改善 12 例（85.7％）
、悪化 2 例（4.3％）
、腐

要すと考えられた。また、放射線照射から 10 年以上経過

骨除去では改善 7 例（63.6％）
、不変 4 例（36.4％）であっ

後に発症する症例や対側に発症するもあり、長期にわた

た。保存療法では改善 6 例（30％）、不変 14 例（70％）で

る経過観察が必要と考えられた。

あった。
【結論】治療結果は手術療法で改善する割合が高
く、顎骨切除での改善率が最も高かった。
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広島市立安佐市民病院歯科・口腔外科にお
ける骨粗鬆症治療患者における ARONJ
発症の臨床統計学的検討

当科における薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）
の臨床的検討

1

山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座

2

広島市立安佐市民病院 歯科・口腔外科， 広島大学大
学院・医歯薬保健学・分子口腔医学・顎顔面外科学

伊藤 奈七子 1，岡本 康正 1，虎谷 茂昭 2，岡本 哲治 2

上田 翔平，飯野 光喜，石川 恵生，遊佐 和之
【緒言】
当科で加療した薬剤関連性顎骨壊死（以下 MRONJ）51

【目的】近年、ARONJ 症例が増加傾向にあり、その発生機

例の臨床的検討を行ったので、若干の文献的考察を加え

序、治療法及び予防などいまだ一定のコンセンサスは得
られていない。予防的休薬の是非についても議論の余地

報告する。
【対象および方法】

があり、このため骨吸収抑制薬使用中の患者の保存不可

対象は 2009 年 1 月から 2017 年 12 月の 9 年間に山形

歯に対し、治療を躊躇するといった、いわゆる抜歯難民に

大学医学部歯科口腔外科にて MRONJ と診断された 51

しばしば遭遇する。今回われわれは、ARONJ の動態を明

例（男性 28 例、女性 23 例）とした。治療内容は、保存療

らかにすることを目指して、骨粗鬆症治療中に ARONJ

法が 19 例、保存的外科療法が 22 例、積極的外科療法が

を発症した患者の臨床統計学的検討おこなった。

10 例で、治療法ごとに病期分類、原疾患、投与薬剤、発

【対象および方法】

症部位、発症原因、治療方法、治療経過などについて後ろ

2010 年 4 月〜2018 年 3 月までに当科を受診し ARONJ

向きに検討を行った。なお、本研究は山形大学倫理審査委

と診断された 17 名を対象とし、年齢、性別、薬剤使用の
原疾患、発症契機、ARONJ ステージング及び治療方法に

員会の承認を得て行った。
【結果】

ついて検討した。

症例は 44 歳から 92 歳（平均年齢 71.8 歳）で、発生部位

【結果】男性 2 例、女性 15 例で平均年齢は 69.0 歳であっ

は上顎骨 17 例、下顎骨 34 例であった。原疾患別では悪性

た。薬剤使用の原疾患は、原発性骨粗鬆症が 14 例、続発

腫瘍が 34 例で骨粗鬆症は 17 例であった。投与薬はゾレ

性骨粗鬆症が 3 例であった。発症契機は、根尖性歯周炎が

ドロン酸 25 例、アレンドロン酸 12 例、リセドロン酸 4

6 例、辺縁性歯周炎 3 例、抜歯 4 例、義歯性潰瘍 2 例、イ

例、ミノドロン酸 2 例、デノスマブ 8 例であった。発症原

ンプラント周囲炎 1 例、不明 1 例であった。また、全例ス

因は抜歯が 36 例と最も多く、次いで歯周炎 8 例、自然発

テージ 2 で、腐骨除去術もしくは顎骨辺縁切除術が行わ

生 4 例、義歯不適合 3 例であった。保存療法を行った症例

れ、症状は改善していた。

の stage 分類は 0 期が 1 例、1 期が 1 例、2 期が 15 例で 3

【結論】発症契機として、保存不可歯から ARONJ に進展

期が 2 例であった。保存的外科療法を行った症例では 0

したものが半数以上を占めていた。また、外科的療法によ

期が 0 例、1 期が 2 例、2 期が 9 例で 3 期が 11 例であり、

り良好な結果が得られることが分かった。骨吸収抑制薬

積極的外科療法を行った症例では 0 期が 0 例、1 期が 1

使用中の症例においては、積極的な感染源除去が必要で

例、2 期が 6 例で 3 期が 3 例であった。補助的保存療法と

あり、地域歯科医療への啓蒙活動や、医科処方医療機関へ

して高圧酸素療法を 26 例に対して施行した。保存療法に

の協力体制を構築することで、発症を未然に防ぐことが

より 19 例のうち 7 例が病態の治癒または改善を認め 12

できると考えられた。

例が不変であった。保存的外科療法を施行した 22 例のう
ち 20 例に病態の治癒または改善を認め 2 例が不変で
あった。積極的外科療法を施行した 10 例は全例で治癒ま
たは改善を認めている。
【結論】
外科療法を行った MRONJ 患者の多くで良好な治療成
績が得られ、その有用性が示唆される結果であった。手術
の有効性について今後更なる検討が必要であることが示
唆された。
【利益相反】
本発表に開示すべき利益相反はない。
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当科における下顎枝矢状分割術術後におけ
るオトガイ神経支配領域の知覚障害発症要
因に関する研究

顎変形症患者の睡眠時非機能的伵筋活動と
その発現に関連する因子

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外
科学

麸谷 圭昭，大井 一浩，川尻 秀一，中村 博幸，
小林 泰，小林 一彦，定梶 嶺，北原 寛子，
野口 夏代，加藤 広禄

金沢大学附属病院

梅鉢 千左，中尾 一祐，山中 茂樹，赤坂 衣理，
阿部 瞬也，別所 和久

【目的】睡眠時非機能的咀嚼筋活動（SMMA）は、顎口腔
【目的】
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に悪影響を及ぼすと考えられているが、顎変形症患者に

下顎枝矢状分割法（Sagittal split ramus osteotomy：

おける発現状況はほとんど不明である。今回我々は、ポリ

SSRO）は、下顎前突症に対する手術の一つとして、下顎

ソ ム ノ グ ラ フ ィ ー（PSG）を 用 い て 顎 変 形 症 患 者 の

骨の移動量、移動方向の許容範囲が大きく適応範囲が広

SMMA とその発現に関連する因子を検討したので報告

いなど多くの利点をもつことから、頻用され安全かつ有

する。

用な術式である。しかし、術後のオトガイ神経支配領域の

【方法】対象は顎変形症患者 50 名（男性 15 名、女性 35

知覚障害の出現率が、IVRO、IVSRO 等の術式と比較し高

名）で、術前に行なった PSG 検査にて、左右の伵筋に電

いことが欠点となっている。今回われわれは、当科におい

極を装着し SMMA を終夜連続記録した。左右別に計測

て SSRO を施行した症例における、術後のオトガイ神経

した 1 時間当たりの SMMA 発現回数を SMMA 指数と

支配領域の知覚障害について検討したので報告する。

し、Lavigne ら の 基 準 に よ り 断 続 性（歯 ぎ し り：

【材料および方法】

PSMMA）
、持続性（食いしばり：TSMMA）に分類し、

2015 年 1 月から 2017 年 12 月まで当科において SSRO

SMMA の発現を調査した。さらに、SMMA の発現と関連

を施行した症例、50 名 99 側を対象とした。内訳は、SSRO

する因子として①身体因子（年齢、性別、BMI）②睡眠因

単独が 30 名、Le Fort I 型骨切り術および SSRO が 20

子（エプワース眠気尺度、睡眠ステージの REM 期と

名であった。調査項目は、個人要因として、性別、周術期

NREM 期［S1-4］
、AHI、ODI、最低 SPO2）③顎骨形態因

関連要因として、出血量・手術時間、下歯槽神経血管束の

子（オーバージェット、オーバーバイト、頭部 X 線規格

露出。手術関連要因として、術式、移動量および移動方向。

写真分析値）を調査し、SMMA 指数とこれらの因子との

パノラマ関連要因として、下顎孔から外側骨切りの下顎

関係について統計学的に検討した。
【結果】SMMA 指数は

管の距離、下顎切痕と下顎孔の距離を計測した。CT 関連

REM 睡眠時よりも NREM 睡眠時に有意に高く、S1 期で

要因として、分割範囲の下顎管と外側皮質骨の最短距離、

最も高かった。PSMMA 指数は TSMMA 指数よりも有意

下顎孔直上の下顎枝海面骨の厚さを計測した。

に高く、男性で有意に高かった。AHI が高いほど、SMMA

【結果】

指 数 が 有 意 に 高 か っ た。14 名 に PSMMA 指 数 と

SSRO 後の知覚障害との関連性について、下歯槽神経

TSMMA 指数のいずれかに 50％ を超える左右差が認め

血管束の露出を認めた症例は認めなかった症例に対し有

られ、左右差のなかった 36 名と比較してオーバージェッ

意に知覚障害を認めた。また、分割範囲の下顎管と外側皮

トが有意に小さかった。

質骨の最短距離について知覚障害を認めた症例（0.99mm

【結論】顎変形症患者の睡眠時非機能的伵筋活動は REM

±1.19mm）と認めなかった症例（1.57mm±1.12mm）で

睡眠時よりも NREM 睡眠時に高く、AHI の高い患者に

は有意差（P=0.018）を認め、下顎孔直上の下顎枝海面骨

多く認められ、睡眠の質や睡眠呼吸状態と関連していた。

の厚さについても、知覚障害を認めた症例（1.57mm±1.27

また、オーバージェットが小さい患者で左右差が大き

mm）では認めなかった症例（2.16mm±1.20mm）に対し

かったことから、睡眠時の非機能的伵筋活動の左右差と

て有意差（P=0.021）を認めた。

下顎前突症の重症度との間に関連性があることが示唆さ

【結論】

れた。

術中に下歯槽神経の露出を認めた、あるいは下顎枝外
側に下顎管が近接し、下顎孔直上の下顎枝の幅が狭い症
例は術後にオトガイ神経支配領域の知覚障害が生じやす
いことが本研究において確認できた。
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2-C-5-1

歯根肥大部の X 線不透過性

当科における pN2 口腔扁平上皮癌に対す
る術後補助療法の有効性に関する臨床的検
討

愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

内藤 宗孝，野澤 道仁，福田 元気，木瀬 祥貴，
有地 榮一郎

秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科

目的：セメント質は、X 線画像において象牙質とほぼ同

五十嵐 秀光，中田 憲，今野 泰典，山崎 雅人，
高野 裕史，福田 雅幸

程度の X 線不透過性を示し、両者の識別は不可能とされ
ている。しかしながら、今までに歯科用コーンビーム CT

【目的】National

画像などにおいて、歯根肥大部分は元の歯根とは異なっ

（NCCN）は、口腔癌における標準治療のガイドラインを

た X 線不透過性を示すことを経験している。

Comprehensive

Cancer

Network

提示しており、NCCN ガイドラインでは口腔扁平上皮癌

そこで、歯根肥大を伴った上顎第 2 大臼歯を対象に、マ

術後リスク症例に対する放射線療法や化学放射線療法と

イクロ CT、XMA および組織学的な観察を行った。

いった術後補助療法が推奨されている。しかし、患者の同

方法：試料として歯周病にて抜歯した上顎第 2 大臼歯の

意が得られず術後補助療法を施行できない症例が存在す

1 歯を用いた。マイクロ CT（CosmoScan GX、リガク、

るが、その予後に関する検討は少ない。そこで、今回われ

日本）により歯根部分のハイドロキシアパタイト（HA）量

われは口腔扁平上皮癌術後リスク症例の治療成績の向上

を計測した。また、XMA（JXA-8530F、JEOL、日本）に

を目的に、当科における過去 11 年間の pN2 口腔扁平上

より Ca、P および O の濃度分布を観察した。さらには、

皮癌の症例について臨床的検討を行ったので、その概要

非脱灰切片による組織学的な観察を行った。

を報告する。

結果：マイクロ CT における計測では、歯根肥大部分に

【対象と方法】2007 年から 2017 年に当科を受診し、原発

は歯根象牙質と比較してやや低い HA 量の領域が認めら

巣切除とともに頸部郭清術を施行し、病理組織学的検査

れた。また、XMA では、歯根肥大部分の Ca や P の濃度

にて pN2 と診断された口腔扁平上皮癌一次症例 23 例を

分布は層状を呈していた。さらに、非脱灰切片による組織

対象とした。検討項目は、術後補助療法の有無、OS、RFS

像において、歯根肥大部分は多数のセメント細胞を有す

とした。

る第二セメント質がみられた。マイクロ CT 所見と組織

【結果】性別は、男性 14 例、女性 9 例、年齢中央値は 71

像とを比較したところ、マイクロ CT の低い HA 量の領

歳 で あ っ た。23 例 中 pT1-2 症 例 は 9 例（39.1％）、pT3

域に一致して組織学的には非常に多数のセメント細胞を

症例は 4 例（17.4％）、pT4 症例は 10 例（43.5％）であっ

認める場合がみられた。しかしながら、多数のセメント細

た。pN2a 症例は 2 例（8.7％）
、pN2b 症例は 17 例
（73.9％）
、

胞を認める場合においても、マイクロ CT で比較的高い

pN2c 症例は 4 例（17.4％）であった。術後 1 か月以内に

HA 量の領域としてみられる場合もあり、その様相は複

再発・転移を認めた 4 例を除外し、術後補助療法の有無

雑であった。

にて補助療法（+）群 11 例と補助療法（-）群 8 例の 2

結論：歯根肥大部分において、マイクロ CT では歯根象

群に分類したところ、再発・転移を認めたのは補助療法

牙質と比較して低い HA 量の領域が認められた。また、組

（+）群が 1 例（9.1％）
、補助療法（-）群が 8 例（100％）で

織学的には非常に多数のセメント細胞を有する第二セメ

あった。補助療法（+）群の 5 年 OS と RFS は 53.3％ と

ント質がみられた。

47.1％、補助療法（-）群の 5 年 OS と RFS は 12.5％ と 0％
であり、補助療法（-）群の再発・転移の発生率が高く、
生存率が低い結果であった。
【結論】口腔扁平上皮癌術後リスク症例に対する術後補助
療法の有効性は高く、推奨される重要な治療であること
が強く示唆された。根治手術後の補助療法は患者の大き
な負担になるが、治療成績の向上のために術後補助療法
の施行・完遂を目指す必要があることが再確認された。
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当科における再発・転移口腔癌に対するセ
ツキシマブを用いた治療に関する臨床的検
討

口腔癌における予後因子としての Human
Papillomavirus（HPV）感染のビッグデー
タ解析

富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座

1

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室，2 オク
ラホマ大学スティーブンソン癌センター

花城 佳志，石戸 克尚，冨原 圭，今上 修一，
池田 篤司，藤原 久美子，野口 誠

梶川 ひとみ 1，森田 祥弘 1，亀山 裕泰 1,2，
今井 智章 1，鵜澤 成一 1

【緒言】
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︶

セツキシマブは、2012 年に頭頸部癌に対して適応とな

【目的】Human Papillomavirus（以下 HPV）感染は子宮頸

り、他剤または放射線との併用により、進行口腔癌や切除

癌においては最大の危険因子であることが知られてい

不能再発・転移口腔癌の治療に広く使用されている。シ

る。また、頭頸部領域でも中咽頭癌の発症や予後への関連

スプラチンとの併用に加え、近年ではパクリタキセルと

も報告されている。一方、口腔癌と HPV 感染との関係に

併用による効果も報告されている。今回、当科において再

ついては未だ不明な点が多い。今回我々は口腔癌におけ

発・転移口腔癌に対してセツキシマブを使用した 14 例

る HPV 感染の各部位での陽性率や予後に対する影響を

に関して、臨床的に検討したので報告する。

米国 National Cancer Database（以下 NCDB）を用いて詳
細に解析した。

【対象・方法】
2015 年 4 月から 2018 年 11 月までに当科で加療した

【方法と結果】NCDB は米国外科学会がん部会（Commis-

口腔癌症例のうち、切除不能・再発、転移症例において、

sion of Cancer, American College of Surgeons；COC/

他剤との併用または放射線との併用により加療を行った

ACS）と米国対がん協会（American Cancer Society；

14 例に関して検討を行った。年齢は 32 歳〜93 歳で平均

ACS）
の共同プロジェクトであり、全米の癌拠点病院から

年齢が 63 歳であった。原発部位は舌が 6 例、下顎歯肉 3

の癌患者データの登録によって成り立つ大規模なデータ

例、上顎歯肉 3 例、口底 2 例であり、全例が扁平上皮癌で

ベースである。この NCDB に登録 さ れ た 2006 年 か ら

あった。

2015 年の口腔領域の癌患者のうち、HPV 検査を行った
29998 名に関して、その陽性率を各部位別に検討した。そ

【結果】

の結果、舌根部では 67.6％（10182/15067 人）
、可動舌では

セツキシマブの平均投与回数は 13.8 回であり、有害事
象として、全例でざ瘡様皮疹を認めた。また 2 例において

18.4％（1294/7053 人）で HPV 陽性であり、口唇で 2.25％

投与直後に皮膚発疹のアレルギー反応を認めた。治療効

（13/578 人）、口 底 部 で 16.0％（341/2130 人）、歯 肉 で

果判定は SD が 6 例、CR が 2 例、原病死が 6 例であった。

10.6％（134/1264 人）、口蓋で 19.0％（301/1588 人）
、頬粘

CR となった 2 例のうち 1 例はニボルマブで加療後にパ

膜を含むその他の部位で 13.7％（309/2252 人）に HPV

クリタキセルとの併用に切り替え CR となり、1 例は放射

への感染が疑われた。さらに、中咽頭に分類される舌根部

線との併用により CR となった。

だけでなく、可動舌や口蓋においても HPV 陽性患者は陰
性患者に比べて予後良好であることが認められた。

【結論】
再発・転移口腔癌の治療におけるセツキシマブの使用

【結論】NCDB によるビッグデータを用いた解析により、

は、その予後の改善にとって有効であることが示唆され

口腔癌において舌および口蓋は HPV の感染が予後など

た。

の様々な因子に影響していることが示唆された。
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口腔癌患者における腸内ならびに口腔内細
菌叢の多様性解析第二報

口腔扁平上皮癌における human
loma virus（HPV）16 の関与

1

広島大学病院 顎・口腔外科，2 広島大学大学院 医歯薬
保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学，3 日本ケ
フィア株式会社

1

松井 健作 1，谷 亮治 1，濱田 充子 1，虎谷 茂昭 2，
大友 剛 3，徳丸 浩一郎 3，岡本 哲治 1,2

林 靖也 1，虎谷 茂昭 1，中峠 洋隆 2，松井 健作 2，
福谷 多恵子 2，濱田 充子 2，吉岡 幸男 1，谷 亮治 2，
岡本 哲治 1,2

papil-

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部
門分子口腔医学・顎顔面外科学，2 広島大学病院 顎・口
腔外科

【目的】
【緒言】

腸内細菌叢の異常（dysbiosis）が様々な疾患の発症や進

HPV は子宮頸癌やその他の性器のがんの原因であるこ

展に関与することや、免疫チェックポイント阻害剤によ
る治療効果に影響することが解明されつつある。しかし、

とが知られ、口腔咽頭癌においても、その 45％ から 90％

口腔癌患者の腸内ならびに口腔内細菌叢が臨床病態に及

は HPV が原因と言われ、年々増加傾向にある。HPV に感

ぼす影響については未だ不明な点が多い。我々は、口腔癌

染して細胞増殖機構に異常をきたした子宮頸癌や中咽頭

に特異的な細菌叢を明らかにすることを目的として、口

癌では、p16 過剰発現を示すことから、p16 免疫染色性が

腔癌患者及び健常人の腸内並びに口腔内細菌叢を解析

HPV 関連腫瘍の代理マーカーとして用いられている。
本研究では、口腔癌における p16 免疫染性の、HPV 関連

し、昨年の本学会で報告した。今回、さらに症例数を 18

腫瘍の代理マーカーとしての有用性を明らかにするため、

名から 39 名に増やし新たな知見を得たので報告する。

口腔癌組織における p16 蛋白発現と HPV16-E6/E7 遺伝

【材料および方法】

子発現との関連性、
さらにこれら発現と臨床病態との関連

治療開始前の口腔癌患者 39 名および健常人 7 名から

性について検討する。

糞便とデンタルプラークを採取した後、腸内ならびに口
腔内の細菌種別占有率について 16S rRNA 遺伝子部分塩

【対象と方法】

基配列の terminal restriction fragment length polymor-

対象は、1998 年から 2018 年の間に、広島大学病院

phism（T-RFLP）解析を行い、占有率を比較検討した。

顎・口腔外科を初診した口腔扁平上皮癌症例とした。
ホル

腸内細 菌 叢 の 解 析 は 制 限 酵 素 Bsl I、口 腔 内 細 菌 叢 は

マリン固定パラフィン包埋組織を用いて p16 蛋白の免疫

Hha I を用いて解析した。さらに、健常人群と口腔癌患者

染色を行った。判定は、瀰漫性に細胞質が濃染された癌細

群の菌叢構造を階層型クラスター解析、判別分析にて検

胞が 70％ 以上の症例を陽性とした。未治療生検組織や化

討した。

学療法・放射線療法を受けていない手術材料の凍結腫瘍
組織由来 RNA を用いて、HPV16-E6/E7 mRNA の発現を

【結果】

RT-PCR 法で検討した。さらに、p16 染色性と臨床病態因

治療開始前の口腔癌患者群では、腸内細菌叢では Clos-

tridium

subcluster

子、末梢血免疫細胞サブセット及び NK 活性との関連性

IX、口 腔 内 細 菌 叢 で は Porphy-

について統計学的に検討した。

romonas 、Prevotella の占有率が健常人群と比較し有意
に高いことが判明した。一方、口腔内細菌叢の Strepto-

【結果】

coccus 、Eubacterium は前回の報告と同様に健常人群で

舌 癌 156 例 中、p16 陽 性 は 29 例（18.6％）、陰 性 127

高いことが示された。また、判別分析の結果、口腔癌患者

例（81.4％）で あ っ た。p16 発 現 と HPV16-E/E7mRNA

群の腸内および口腔内細菌叢は健常人群のそれらと比較

の発現との間に正の相関が認められ、39 歳以下群（AYA

しばらつきが大きく健常人とは異なる菌叢構造を有して

世代）の p16 陽性率は、40 歳以上 65 歳未満群及び 65 歳以

いた。

上群のそれと比較して有意に高いことが判明した。また、

【結論】

p16 陽性群では helper inducer T 細胞及び activated T 細
胞の比率も有意に低下していた。

口腔癌患者の腸内および口腔内細菌叢は健常人のそれ
らとは異なっていることが明らかとなった。口腔癌患者

【考察】
舌癌などの口腔癌の発症においても HPV 感染の関与

に特徴的な細菌叢をさらに解明することで疾患予防なら

が考えられ、特に AYA 世代舌癌への関与が強く考えられ

びに治療効果や予後の向上に寄与すると考えられた。

た。また、p16 発現の、HPV16 関連腫瘍の代理マーカーと
しての有用性が示唆された。
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舌がん術後患者の QOL とそれに関わる因
子の相関関係および経時的変化について―
術前、術後 1 か月、術後 3 か月の比較―

口腔領域に初発症状を呈した造血器腫瘍の
臨床的検討
1

近畿大学病院 歯科口腔外科，2 川崎医科大学 歯科総合
口腔医療学

1

昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔
リハビリテーション医学部門，2 昭和大学病院 頭頸部腫
瘍センター

木下 優子 1，榎本 明史 1，助臺 美帆 1，下出 孟史 1，
江原 裕基 1，川口 美紅 1，瀧川 友佳子 1，
渡瀬 遂生 1，向井 隆雄 2，濱田 傑 1

田下 雄一 1,2，伊原 良明 1，上杉 雄大 1,2，
小池 丈司 1,2，野末 真司 1,2，斎藤 芳郎 2，髙橋 浩二 1

【緒言】 口腔領域に発生する造血器腫瘍は比較的まれで
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【目的】

あり、炎症や他の腫瘍との鑑別診断が難しいことが多い。

舌がん患者における術後の QOL と QOL に関わる因

今回われわれは、口腔領域の症状を主訴に当科を受診し、

子の相関関係および経時的変化の報告は散見されるにす

造血器腫瘍の診断を得た症例について検討した。

ぎないため、それらを明らかにするために本研究を行っ

【症例】 2010 年から 2018 年に当科を受診し、造血器腫

た。

瘍の診断を得た 12 症例（平均年齢は 60.2±15.4 歳（23〜

【対象・方法】

81 歳）
、男性 8 症例、女性 4 症例）を検討した。発症部位

対象は本学頭頸部腫瘍センターにて切除術を行った舌

は下顎歯肉が 4 症例、上顎歯肉が 2 症例、頚部リンパ節が

がん患者のうち、術前（PS）、術後 1 か月（1M）
、および

2 症例、頬粘膜が 1 症例であった。臨床症状として 9 症例

術後 3 か月（3M）に当科で評価検査を実施した 22 名（男

に腫瘤あるいは腫脹を認め、1 症例に出血を認めた。残り

性 12 名）で あ る。対 象 患 者 の Stage 分 類 は Stage0：1

の 2 症例は術前の検査異常症例であった。

名、I：6 名、II：9 名、III：3 名、IVa：3 名であった。QOL

【結果】 画像検査、あるいは血液検査を施行し、8 症例

評価には EORTC QLQ-C30 および H＆N35 を使用した。

においては当科にて生検を施行して、確定診断を得た後、

QOL に関わる因子としては①筋力主要素、 ②口腔機能、

全症例ともに当院の血液内科へ紹介とし、加療を行った。

および③摂食嚥下機能を検討することとし、これらに対

最終診断は、悪性リンパ腫が 7 症例、急性骨髄性白血病

応して①体重・筋肉量（SLM）
・骨格筋量（SMM）、②口

が 1 症例、慢性骨髄性白血病が 1 症例、全身型ランゲルハ

唇閉鎖力（LC）・舌圧（TP）
、③Functional Oral Intake

ンス組織球症が 1 症例、本態性血小板血症が 1 症例、形質

Scale（FOIS）を評価した。

細胞腫が 1 症例であった。悪性リンパ腫症例においては、

【結果】

臨床病期は Ann Arbor 分類 Stage I が 1 症例、Stage II

PS-1M 間の 経 時 的 変 化 と し て 有 意 な 低 下 を 認 め た

が 1 症例、Stage III が 2 症例、Stage IV が 3 症例であっ

QOL 項目と 3 つの検討項目との相関関係については、

た。12 症例のうち 3 症例は原病死し、1 症例は転院となり

感覚の問題 と ①SLM・SMM 間、 会話の問題 と
②LC・TP 間で強い相関を認めた。

他院にて加療、8 症例は現在生存中である。
【結論】 口腔内症状を初期症状として診断される血液膠

1M-3M 間に有意な回復を認めた QOL 項目と 3 つの検

原病内科疾患症例は、歯科口腔外科的疾患との鑑別がつ

討項目との相関関係については、 役割的機能 と ①体

きにくく、組織診断にて確定診断が得られることが多い。

重 間、 社会的機能 と ③FOIS 間、 不眠 と ②

歯科口腔外科の臨床において頻度は少ないが、血液膠原

LC および③FOIS 間、 嚥下障害 と ③FOIS 間、

病内科疾患の可能性があることを念頭に置いて、口腔外

会話の問題 と ①SLM・SMM および③FOIS 間、 他

症状を踏まえた診断・加療を行うことが重要であると考

人との接触 と ①体重 間、 開口障害 と ②LC 間

えられた。

で強い相関を認めた。
【結論】
本研究により、舌がん患者の周術期における QOL の変
化および、QOL と①筋力主要素、②口腔機能、および③
摂食嚥下機能との相関関係とその経時的変化が明らかと
なり、QOL 改善のためには時期によって適切なケアとリ
ハを行う必要があることが示唆された。
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症例報告 嚢胞

9:00〜10:12
座長：北野 尚孝・芳澤 享子

2-D-1-1

2-D-1-2

特発性血小板減少性紫斑病に起因した下顎
出血性骨嚢胞の一例

上顎智歯由来の含歯性嚢胞の 2 例
1

市立敦賀病院 歯科口腔外科，2 公立能登総合病院 歯科
口腔外科，
3
公立松任石川中央病院 歯科口腔外科，4 金沢大学大学
院医学系研究科 顎顔面口腔外科学分野

姫路赤十字病院 歯科口腔外科

髙木 雄基，野田 晴菜，花田 泰明，藤堂 陽子，
伊藤 広貴，大杉 真央，藤原 成祥

吉田 完 1，長谷 剛志 2，高塚 茂行 3，大井 一浩 4，
川尻 秀一 4

【緒言】出血性素因を有する患者はまれに軟組織、骨膜下
に出血をきたし、血友病性偽腫瘍に代表される出血性嚢

＜緒言＞

胞、偽腫瘍を形成することがある。これまでに血友病性偽

含歯性嚢胞とは原因歯の歯頚部に付着した埋

伏歯の歯冠を含む嚢胞のことであり、歯の萌出遅延や顎

腫瘍は多く報告されてきたが、特発性血小板減少性紫斑

骨の無痛性膨隆がみられることや、嚢胞の増大に伴って

病（ITP）に関連した出血性嚢胞の報告例は非常に稀であ

隣在歯の傾斜や捻転をきたすことがある。また経過中に

る。今回、我々は ITP 患児の下顎に生じた出血性骨嚢胞

化膿性炎症を合併し、歯肉腫脹や仏痛の出現、場合によっ

の一例を経験したので報告する。

ては瘻孔を形成することがある。今回、上顎智歯が原因と

【症例】3 歳男児。初診日より約 1 か月前に転倒しオトガ

考えられる上顎洞付近に生じた含歯性嚢胞の 2 例を経験

イ部を打撲、その後、再度転倒、オトガイ部を受傷し、腫

したのでその概要を報告する。＜症例の概要＞（症例 1）

脹、皮下血腫が増悪した。近在小児科で骨挫創、感染の診

54 歳女性。右頬部腫脹を自覚し近医歯科受診。パノラマ

断のもと抗菌薬投与、デブリードマンが施行されたが、治

X 線撮影を行ったところ、上顎洞内に埋伏した右上智歯

癒は遷延し、創部からの出血が持続するため、当科を紹介

と透過像を認めたため当院紹介となった。CT にて上顎洞

された。初診時所見：オトガイ部皮下血腫は著明で、挫創

付近に埋伏した右上智歯とその周囲に嚢胞を疑わせる不

を認め、持続する出血を認めた。口腔内は下顎左側犬歯部

透過像を認めた。全身麻酔下に嚢胞摘出術・埋伏歯抜歯

唇側歯肉に肉芽増殖を認めた。また、四肢、体幹に皮下出

を施行した。病理組織学的には数層の非角化重層扁平上

血斑は認めなかった。CT 所見：下顎骨骨折は認めなかっ

皮で裏装されており、含歯性嚢胞と診断された。術後半年

たが、オトガイ部皮質骨の吸収および周囲の骨膜反応、骨

の CT では上顎洞内の含気は良好であった。
（症例 2）47

増生を認めた。血液検査：血小板 2.3 万/dL と著明な減少

歳女性。以前より右顔面の仏痛を時々自覚、かかりつけ内

を認めた。他に血液検査上異常はなかった。処置および経

科より歯科受診を勧められ近医歯科受診。パノラマ X

過：当院小児科にて ITP と診断され、治療が開始され

線撮影を行ったところ、上顎洞内に埋伏した右上智歯を

た。また、オトガイ部骨病変は MR 画像にて病変内部に血

認めたため当院紹介となった。CT にて上顎洞内に埋伏し

液貯留による液面形成を認めた。病変は受傷後から急速

た智歯と嚢胞を疑わせる不透過像を認めた。全身麻酔下

に増大したことから、悪性腫瘍も念頭に入れ、オトガイ部
の生検を行った。術中所見では、病変内部に実質はなく、
血液の貯留を認めるのみであった。病理診断は、出血を伴

に嚢胞摘出術・埋伏歯抜歯を施行した。病理組織学的に
は重層扁平上皮で裏装されており含歯性嚢胞と診断され
た。術後半年の CT では上顎洞内の含気は良好であった。

う肉芽組織であり、多核巨細胞を多数認めた。生検後 5

＜結語＞今回我々は上顎智歯由来と思われる含歯性嚢胞

か月が経過したが、オトガイ部骨の再生を認めている。

の 2 例を経験したのでその概要を報告した。

【結論】本例は血友病性偽腫瘍と同様に外傷により生じた
骨膜下血腫あるいは骨内血腫による溶骨性変化にて生じ
たと考えられた。
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2-D-1-3

2-D-1-4

顎骨内に生じた腺性歯原性嚢胞の 4 例

両側下顎切痕近傍に異所性に発生した含歯
性嚢胞の 1 例

1

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科
学分野，2 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 健
康支援口腔保健衛生学分野，3 東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科 口腔病理学分野

中谷 嶺 1，佐藤 百合子 1，津島 文彦 1，富岡 寛文 1，
田中 香衣 1，樺沢 勇司 2，坂本 啓 3，池田 通 3，
原田 浩之 1
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大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

北岡 好大，内橋 俊大，須河内 昭成，横田 祐介，
児玉 晨吾，藤林 えみ，田中 晋，古郷 幹彦
（目的）
下顎枝部は含歯性嚢胞の好発部位とされているが、智
歯あるいは過剰歯の異所性埋伏を伴った症例は稀であ

【緒言】腺性歯原性嚢胞（以下 GOC）は 1988 年 Gardner

る。下顎切痕付近に片側性に発症した症例は散見される

らにより提唱され、WHO 分類において発育性歯原性嚢

が、両側発症例は渉猟しうる限りこれまでに報告はない。

胞として分類された稀な嚢胞である。今回われわれは、顎

今回われわれは、歯肉腫脹を契機に発見された両側下顎

骨に生じた GOC の 4 例を経験したので報告する。

切痕近傍に発症した埋伏智歯由来と推察された含歯性嚢

【症例 1】
44 歳・男性。主訴：右側上顎骨の違和感。現症：
右側上顎 5 から左側上顎 1 の頬側に骨膨隆を認めた。臨
床診断：右側上顎腫瘍。処置及び経過：2013 年 1 月に嚢

胞の稀な 1 例を経験したので報告する。
（症例）
患者は 60 歳女性。下顎左側臼歯部のびまん性有痛性腫

胞摘出術を施行した。同部に再発を認めたため、2017

脹を主訴に当科を受診した。初診時、発熱、全身倦怠感等

年 10 月に摘出術を施行した。【症例 2】49 歳・女性。主

の全身症状はなく、顔貌は左右対称で下顎左側臼歯部歯

訴：右側下顎 1 根管治療後の違和感。現症：右側下顎 1

肉からの少量の排膿を認めた。パノラマ X 線にて両側下

根尖部に軽度の骨膨隆を認めた。臨床診断：右側下顎腫

顎切痕下方に位置する逆性埋伏歯と歯冠周囲に境界明瞭

瘍。処置及び経過：2014 年 8 月に摘出術を施行した。
【症

な単房性透過像を認め CT 冠状断像では、頬舌方向に皮

例 3】66 歳・男性。主訴：右側下顎部 X 線透過像の精査
依頼。現症：右側下顎 6 から左側下顎 3 にかけて頬側に
骨膨隆を認めた。臨床診断：右側下顎嚢胞。処置及び経

質骨の菲薄化を伴う顎骨膨隆がみられた。
（処置及び経過）
両側下顎枝部含歯性嚢胞あるいは良性腫瘍を疑い、全

過：2016 年 2 月に開窓術を施行した。その後 8 月に摘出

身麻酔科にて口内法で両側下顎骨嚢胞摘出術、埋伏歯抜

術を施行した。
【症例 4】45 歳・男性。主訴：下顎前歯部

歯術を施行した。摘出物の H-E 染色像では、両側ともに感

X 線透過像の精査依頼。現症：右側下顎 5 から左側下顎

染を伴う炎症性肉芽組織を主体とした嚢胞上皮を含む像

5 の頬側に骨膨隆を認めた。臨床診断：左側下顎嚢胞。処

を認め、含歯性嚢胞との病理組織診断を得た。術後 6 ヶ月

置及び経過：2017 年 9 月に摘出術を施行した。

を経過した現在、両側摘出部の骨性治癒を認め、再発所見

【結果】病理組織診断は全例 GOC であった。現在まで再発
は認めず経過良好である。
【結論】GOC は、画像検査にて境界明瞭な単房性や多房性

もなく経過は良好である。
（結果及び考察）
異所性埋伏歯の原因としては、顎骨内における歯胚の

の X 線透過像を示すことから、他の歯原性嚢胞や腫瘍と

異所形成や、歯牙形成過程あるいは形成後の顎骨内移動

の鑑別は困難であり、確定診断には病理組織学的検索が

などが考えられる。嚢胞を伴う未萌出歯の場合、嚢胞腔内

必要である。また、本疾患は再発率が高いため、長期間の

の持続的な内圧、あるいは感染による炎症性の刺激が誘

経過観察が必要である。

因となって埋伏歯が根尖方向に移動するとの報告があ
り、自験例も同様の機序により発症した可能性は否定で
きないが、対称性に同様の病態を認めたことから、歯胚の
異所形成が原因となった可能性が高いと推察される。
（結語）
今回我々は両側下顎切痕近傍に異所性に発症した含歯
性嚢胞の 1 例を経験した。
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2-D-1-5

2-D-1-6

上下顎骨に多発した歯原性角化嚢胞の 1 例

舌下面に発生した口腔リンパ上皮性嚢胞の
1例

東京西徳洲会病院 口腔外科

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2，2 明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯
科学分野，3 明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学
分野

萩野 貴磨，佐野 次夫，秋本 琢磨，久保寺 翔，
須藤 弘喜，守谷 亜沙人，中澤 貴士，木島 毅，
高久 暹

瀧澤 将太 1，鈴木 正二 1,2，原 八重子 1，
菊池 建太郎 3，草間 薫 3，坂下 英明 1

【緒言】
歯原性角化嚢胞はその特性から 2017 年に再度嚢胞に
位置づけることになった。基底細胞母斑症候群（Gorlin

【緒 言】

症候群）に関連する PTCH 遺伝子の変異もあることなど

リンパ上皮性嚢胞は嚢胞壁の裏層上皮下にリンパ組織が

から病変は多発的に発生することもある。今回我々は上

存在することを特徴とする嚢胞で、その多くは側頸部に鰓嚢

下顎に多発的に発生した歯原性角化嚢胞の症例を経験し

胞として生ずるが口腔内にも発生する。本嚢胞は比較的稀で

たので報告する。

あり、同様の組織所見をとる鰓嚢胞と比べ発現年齢が高く、

【症例】

舌下面、口腔底に好発する。摘出術が適応であり再発はない

17 歳の男性で 2018 年 X 月に右側顔面の腫脹を主訴に

といわれている。口腔内での発生はまれなため適切な診断が

来院した。現病歴として 2014 年 10 月に右側頬部の腫脹

なされず、粘液瘤や脂肪腫と診断されることが多い。実際に

を認め近総合病院へ紹介受診するも患者の既往により手

われわれが渉猟し得た 55 例では、臨床診断をリンパ上皮性

術適応でないと判断し経過観察となった。その後も徐々

嚢胞としたのは 1 例のみであり、その多くは粘液瘤や脂肪腫

に腫大傾向を認め 2018 年 X 月にセカンドオピニオン目

と診断されていた。当科でも脂肪腫との臨床診断であった。

的で当科紹介受診となった。既往歴に染色体異常および

今回われわれは舌下面に発生した口腔リンパ上皮性嚢胞を

脳性麻痺があり、家族歴に特記事項はなかった。現症とし

経験したので文献的考察を加えて報告する。

て意思疎通は困難で、顔面は左右非対称、右頬部にびまん

【症 例】

性の腫脹を認めた。口腔内所見では病変存在部に腫脹を

患者：79 歳、男性。

認めた。CT 所見で右側上顎骨に多房性で右上 8 番埋伏歯

主訴：左の舌の下が痛い。

を含む透過性病変を認め、両側下顎臼歯部にも同様な多

現病歴：約 1 ヶ月前より左側舌下面の腫れと仏痛を認めた

房性の透過性病変を認めた。臨床診断は歯原性角化嚢胞、

ため、2018 年 5 月 18 日に当院関連施設を受診。舌下面に腫

ならびに基底細胞母斑症候群疑いとなった。

瘤性病変を認めたため同日、当科紹介来院となった。

【処置ならびに経過】

既往歴：前立腺癌、骨粗鬆症。

全身麻酔下で手術施行。手術は侵襲に考慮し数回に分

家族歴：なし。

けることを選択。まずは右上の多房性の透過性病変に対

現症：左側舌下面に弾性軟の腫瘤（7×8mm 大）を認めた。

して摘出術施行となった。

表面粘膜は白色を呈しており、周囲組織との癒着は認めず周

【結果】

囲に硬結はなかった。

病理組織診断の結果は歯原性角化嚢胞。現在経過良好
で、今後は下顎の処置を予定している。また、術前に行っ
た CT 所見で大脳鎌の石灰化および第 3 第 4 肋骨に二分

臨床診断：口腔リンパ上皮性嚢胞
【処置および経過】
2018 年 6 月 8 日に局所麻酔下に腫瘍摘出術を施行した。

肋骨認め基底細胞母斑症候群の診断となった。

術後半年経過するが再発所見は認めない。

【考察】

病理組織所見：嚢胞壁は錯角化重層扁平上皮と線維性結合

歯原性角化嚢胞は 1956 年の Philipsen の報告以来、侵

組織からなり、壁内にリンパ濾胞を伴うリンパ組織を随伴し

襲的発育、腫瘍的潜在能や再発率などからさまざまな方

ていた。

面での検討がなされているが標準的な手術方法は確立し
ていない。その中で顎の機能温存の観点から第一選択と
して保存的外科処置療法として摘出術をすすめる報告が

病理組織診断：口腔リンパ上皮性嚢胞
【結 語】
今回われわれは、舌下面に生じた口腔リンパ上皮性嚢胞の

多い。しかし再発例の報告も少なくなく今後も慎重な経

まれな一例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告

過観察を必要と考える。

する。
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2-D-1-8

下顎智歯の抜歯後に発生した単純性骨嚢胞
の1例

歯牙腫を伴う石灰化歯原性嚢胞により上顎
犬歯が萌出障害を認めた 1 例

1

1

市立長浜病院 歯科口腔外科，2 滋賀医科大学医学部附
属病院 歯科口腔外科

日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔
外科学分野，2 医療法人財団 新生会 大宮共立病院 歯科
口腔外科，3 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中
央病院 歯科口腔外科

北本 幸恵 1，家森 正志 2

増田 桜子 1，石原 愛美 1，相澤 聡一 1,3，
絹川 雅夫 1,2，廣畑 直子 1，眞宮 淳 1，北野 尚孝 1

【緒言】単純性骨嚢胞は裏層上皮を有さない偽嚢胞の一つ
あり、好発部位は上腕骨や大腿骨などの長管骨で口腔領
域における発生頻度は比較的まれである。発育様式は不
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【緒言】石灰化歯原性嚢胞（calcifying odontogenic cyst

明な点が多く無症状に経過し、X 線写真で偶然発見され

以下 COC）は、嚢胞壁が歯原性上皮に類似し、上皮内に

ることが多い。今回われわれは、智歯抜歯後、一過性にオ

幻影細胞および石灰化物が存在することを特徴とする嚢

トガイ神経支配領域の知覚異常を生じたが治癒、その 5

胞性疾患である。また COC は歯牙腫をはじめとする歯原

年経過をしたのちに単純性骨嚢胞と診断した症例を経験

性腫瘍を合併することがある。今回、われわれは 14 歳男

したので報告する。

児（15 歳以下は小児扱いになります）が歯牙腫を伴う

【症例】
患者は 31 歳、女性。主訴：下顎骨の単房性透過像

COC により、右側上顎犬歯の萌出遅延をきたした一例を

の指摘による精査希望。既往歴：不整脈。現病歴：2012

経験したので報告する。

年 12 月、智歯抜歯依頼にて当科を紹介来院。2013 年 1

【症例の概要】
症例は 14 歳、男児で右側上顎犬歯の萌出遅

月に根尖と下顎管の近接する、下顎水平埋伏智歯の抜歯

延を認めていた。平成 26 年 10 月に近医矯正歯科で撮影

を施行。術中に下歯槽神経血管束の露出や異常出血は認

したパノラマ X 線写真では上顎骨内に異常所見を認め

めなかった。術後にオトガイ神経支配領域の知覚鈍麻を

なかった。再度平成 29 年 9 月にパ ノ ラ マ X 線 撮 影 を

認めた。術後 1 か月ほどで症状は治癒し、当科の受診は終

行ったところ、右側上顎犬歯部に複数の不透過像を伴う

了となる。2018 年 4 月にかかりつけ医より嚢胞様の透過

境界明瞭な病変を認めた。当科紹介初診時には自覚症状

像を指摘され、精査加療依頼にて来院となる。右側下顎智

を認めず、右側上顎犬歯は萌出していなかった。歯科用

歯相当部の歯肉粘膜色は正常で、同部の圧痛は認めない。

CT 画像では、右側上顎犬歯は上顎骨内に埋伏し、その歯

パノラマレントゲンでは右側下顎智歯の抜歯部位に境界

冠を囲むように境界明瞭な単胞性の嚢胞様病変を認め

明瞭の単房性の骨透過像を認め、CT 所見では頬舌側に骨

た。また病変内部には歯牙腫様硬組織を認めた。

膨隆は認めず、下歯槽神経血管束と嚢胞様透過像は接し

【処置及び経過】画像所見および口腔内所見より臨床診断

ていた。MR 所見での内部は T2W1 で高信号を呈してい

は歯牙腫とした。平成 29 年 12 月に全身麻酔下にて腫瘍

た。

摘出術および上顎右側犬歯に萌出誘導のためのリンガル

臨床診断：下顎嚢胞【処置および経過】骨内部の穿刺吸引

ボタンの装着を行った。病理組織検査の結果は歯牙腫を

を施行し、血性成分でないことを確認し、骨開削、生検、
掻爬を施行。骨内部に神経血管束の露出、嚢胞壁は認めな
かった。病理組織学的診断は単純性骨嚢胞であった。その

伴う COC であった。
【考察】COC は、発育中あるいは未萌出歯の歯原性上皮よ
り発生すると報告されている。また埋伏歯や歯牙腫を合

後、同部の骨形成を認めており、今後も経過観察の予定で

併すること、急速に増大することや時に再発することが

ある。

報告されている。自験例では初診時 X 線所見から、右側

【結語】今回は下顎智歯抜歯後の治癒過程において生じ

上顎犬歯の歯冠および歯根が完成しており、腫瘍摘出後

た、単純性骨嚢胞を認めたごくまれな症例であった。本症

も自然萌出しない可能性が高いと考えられた。それ故、矯

例は抜歯後に知覚異常を生じており、術中に下歯槽動脈

正的な萌出誘導を行うこととしその結果、良好な歯列を

の周囲に出血をきたし、骨髄内血腫が生じ、凝血の器質化

得ることができた。 今後、 COC の再発の可能性を考え、

が障害され、液化がおこり嚢胞を生じたと考えられる。

長期的な経過観察が必要と思われた。
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症例報告 良性腫瘍 1

10:20〜11:14
座長：別所 和久・宮本 洋二

2-D-2-1

2-D-2-2

下唇の静脈湖周囲に発生した光線性弾性線
維症の 1 例

ナビゲーション手術が有用であった上顎歯
原性粘液線維腫；症例報告

1

佐久総合病院歯科口腔外科，2 牧田総合病院歯科口腔外
科，3 仁厚会病院歯科口腔外科

1

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科，
神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科，3 大
阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座
口腔病理学教室，4 神戸市立医療センター中央市民病院
頭頸部外科

2

岩瀬 正泰 1，根本 敏行 2，近藤 元 3
緒言：口唇は汗腺や毛包などの皮膚付属器官を欠如し、
角層は菲薄である。下唇は紫外線の影響を被りやすく、角

山本 信祐 1，向仲 佑美香 1，前田 圭吾 1，
平井 雄三 1，谷池 直樹 1，山下 大祐 2，宇佐美 悠 3，
篠原 尚吾 4，竹信 俊彦 1,4

化症が生じ、有棘細胞癌へ移行することが知られている。
今回、われわれは臨床的に静脈湖を疑った下唇に発生し
た光線性弾性線維症を経験したので、その概要を報告す
る。

【緒言】歯原性粘液線維腫は歯原性上皮性間葉組織に由来

症例：患者は 64 歳の女性で、約 20 年前から右側下唇に

するまれな良性腫瘍である。
本腫瘍は顎骨への浸潤性を有

暗紫色の腫瘤を自覚していたが、無痛のため放置してい

し、治療法については統一した見解が得られていないが、

た。最近、増大傾向を呈し、精査および摘出目的で当院を

腫瘍摘出もしくは顎骨切除が行われている。
ナビゲーショ

受診した。現症として、右側下唇に境界明瞭、暗紫色で約

ン手術が有用であった上顎歯原性粘液線維腫を報告する。

5mm の半球状、無痛性腫瘤を認めた。明らかな退色は確

【症例の概要】
患者はコーカソイドの 36 歳男性で、既往に

認できず、臨床的に血管腫、静脈湖と診断した。局所麻酔

脳伷塞がありエンドキサバンを内服していた。
自覚症状は

下で周囲組織を含めて腫瘤を切除した。病理組織学的所

なかったが、頭部外傷の受傷時に撮影した頭部 XP で左上

見は表皮では角化細胞の空胞化が散在するが、顆粒層の

顎洞内に腫瘍様病変を指摘された。
同病変の精査加療を主

形態は保持されていた。真皮上層に血管の拡張を示すが、

訴に、2017 年 4 月当科を受診した。顔貌は左右対称であっ

集簇性は乏しかった。真皮上層に弾性線維の増生がみら

たが、左上顎臼歯の頬側歯槽部に骨様硬の膨隆を認めた。

れ、一部では、小塊状を呈した。さらに、周囲の膠原線維

表面粘膜は正常で、歯の動揺や失活は認めなかった。CT

に線維化がみられた。以上の所見から病理組織診断は真

で左上顎洞を占拠する腫瘍性病変を認めた。
腫瘍内側は鼻

皮内に血管拡張を伴う光線性弾性線維症であった。

腔、上方は篩骨洞に及び、腫瘍内部には隔壁様の石灰化構

考察：静脈湖は中高年者の口唇に発症する暗紫色の腫瘤

造を多数認めた。歯槽骨を含め腫瘍の周囲骨は菲薄化し、

で、発生機序は不明であるが、血管の結合組織と真皮の弾

辺縁には不規則に残存した骨梁を認めた。CE-MR で腫瘍

性組織への紫外線による損傷を生じ、血管拡張を来すと

辺縁に造影性を有し、腫瘍内部は T2 強調像で高信号を呈

いう仮説がある。今回の症例は、周囲組織に弾性線維症が

した。同月、局所麻酔下に生検を行い、歯原性粘液腫の診

みられるものの基底層の細胞異型は乏しかった。静脈湖

断を得た。2017 年 10 月、全身麻酔下に左上顎骨腫瘍切除

の臨床診断で、病理組織学的に光線性口唇炎と診断され

を施行した。安全に腫瘍摘出を行い、顎骨の切除範囲を最

た症例も報告されている。静脈湖の処置にレーザー治療

小限にするため、
ナビゲーションシステムおよび硬性内視

が汎用されているが、生検と経過観察を考慮すべきであ

鏡を併用し、手術を行った。口腔内からアプローチし、上

る。

顎洞前壁の骨を開削し、腫瘍を明示した。腫瘍上方部では
骨からの剥離は容易であったが、
腫瘍は非常に脆く分割し
て摘出した。
上顎洞底から後壁にかけては隔壁様の骨と腫
瘍が複雑に入り組んでおり、
左上顎結節から左上顎 4 番ま
で口蓋突起の高さで顎骨切除を行った。
切除標本の病理組
織学的診断は歯原性粘液線維腫であった。現在、術後 1
年が経過し、再発を認めていない。
【結語】上顎骨の歯原性粘液線維腫に対しナビゲーション
システムを用いることにより、
安全で低侵襲な手術が可能
であった。
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double-barrel
vascularized
fibula
graft により再建した下顎エナメル上皮腫
の1例

下顎枝内側に発生した血管腫を口外法にて
摘出した 1 例

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外
科学分野

本間 桂，賀川 千瑛，貝淵 信之，赤城 裕一，
安藤 智博

東京女子医科大学病院 歯科口腔外科

渡邉 拓磨，山口 昭彦，別所 和久
【緒言】下顎枝内側に発生した腫瘍性病変に対しては、下
【緒言】エナメル上皮腫は良性の腫瘍にもかかわらず、多

口
演
︵
4
月
21
日
︶

顎枝前縁切開による口内法が選択される場合がある。し

くは局所浸潤性を有し、その治療法は、術者、施設、症例、

かし、術野明示が困難であり下歯槽神経血管束の損傷と

そして時代的背景により様々である。また、double-barrel

いったリスクを伴う。今回、われわれは下顎枝内側に発生

vascularized fibula graft（DBVFG）は、顔面形態に重要

した海綿状血管腫を、口内法ではなく口外法で下顎枝外

な下顎下縁部（marginal arc）と咀嚼機能を担う歯槽部

側皮質骨を骨切りして摘出したので、その概要を報告す

（occlusal arc）を回復しうる有用な再建法である。今回わ
れ わ れ は、下 顎 エ ナ メ ル 上 皮 腫 に 対 し、区 域 切 除 と

る。
【症例】患者は 41 歳女性、2018 年 6 月にパノラマ X 線写

DBVFG による再建を行い、良好な形態の回復が得られ

真で、左側下顎枝の透過像を指摘され当科紹介受診した。

た 1 例を経験したので、その概要を報告する。【症例】57

パノラマ X 線写真で左側下顎枝下顎孔付近に類円形の

歳、男性。左側下顎腫瘍の精査加療を目的に、当科を紹介

透過像を認め、CT では、左側下顎枝に境界明瞭、類円形

受診した。左側頬部から顎下部にかけて瀰漫性の腫脹を

単房性の一部下顎管と連続した病変を認めた。皮質骨の

認め、左側下顎臼歯の歯槽部は頬舌的な膨隆を認めた。

膨隆はなく、内部に一部造影効果を認めた。MRI では左

CT 写真では、左側下顎骨体部に複数の嚢胞様低濃度域を

側下顎枝横断像で 13×9mm の腫瘤を認め、T2 強調像で

認め、内側と下方では皮質骨の欠損、そして外側では菲薄

高信号、T1 強調像で低信号であった。処置及び経過：左

化を認めた。生検にてエナメル上皮腫の診断を得て、当科

側下顎腫瘍に対し 2018 年 8 月全身麻酔下で腫瘍摘出術

にて左側下顎区域切除、形成外科にて DBVFG による再

を施行した。顎下部切開を加え、上方は下顎切痕、後方は

建を施行した。左下 3 近心から左下 7 遠心までの区域切

下顎枝後縁、前方は下顎枝前縁まで明示した。antilingular

除とし、皮質骨が欠損または菲薄化している部位は十分

prominence を含めて、ボックス型に外側皮質骨を骨切り

な周囲組織を含め切除した。術後 1 年が経過し、腫瘍の再

したところ、血管束と連続した暗紫色の腫瘤を認めた。下

発はなく、顔貌の対称性は保たれている。【考察】区域切

歯槽神経とは舌側で接していたが剥離可能であった。そ

除を含めた顎骨切除法は、根治性の高い治療法とされ、周

の後、近遠心の血管束を結紮切離し、腫瘤を摘出した。骨

囲の健康組織を含めて切除することが多い。また、腓骨の

切りして摘出した骨片を復位し、骨縫合後、閉創した。摘

幅径は小さく義歯や歯科インプラントによる補綴はしば

出物の病理組織診断は海綿状血管腫であった。術後 4 ヶ

しば困難を伴い、1990 年代から DBVFG の適用が支持さ

月ではオトガイ神経知覚鈍麻を認めるものの経過良好で

れている。本症例は、形成外科と綿密な連携を図り、オト

ある。

ガイ隆起と下顎角を保存した区域切除とし、DBVFG を

【結論】術前画像所見から、本症例は下顎枝内側に発生し

適応することで、顔面形態の良好な回復が得られた。今後

た病変で、口内法では術野確保が困難であり、かつ下歯槽

は、再発について慎重な経過観察を行いながら、広範囲顎

神経血管束の損傷が危惧された。そのため口外法を選択

骨支持型装置による伵合機能の再建を予定している。

し、下顎枝外側皮質骨の骨切りを行い摘出した。
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耳下腺に発生した基底細胞腺腫の 1 例

パーソナル 3D プリンタで実物大下顎モデ
ルを作成し手術支援を行った下顎区域切除
術患者の 2 例

1

宮崎県立日南病院歯科口腔外科，2 宮崎県立延岡病院歯
科口腔外科，3 宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面
口腔外科学分野
1

1

2

鹿嶋 光司 ，長井 健太郎 ，田村 知丈 ，山下 善弘

1

信州上田医療センター 歯科口腔外科，2 信州大学医学
部 歯科口腔外科学教室

3

上原 忍 1，吉村 伸彦 1，高見澤 聡一 1，酒井 洋徳 2，
栗田 浩 2

【緒言】基底細胞腺腫は全唾液腺腫瘍の 5％ 程度の頻度を
占める比較的まれな腫瘍で、組織学的には腺上皮細胞も
しくは筋上皮細胞への分化を呈する基底細胞様の腫瘍細

【緒言】3D プリンタは数年前に一部の技術特許期限が切

胞の増殖が特徴とされている。今回、顎関節症症状をきっ

れ、熱溶解積層法（FDM 方式）
のものが入手しやすくなっ

かけに発見された耳下腺に生じた同腫瘍の 1 例を経験し

た。今回 FDM 方式パーソナル 3D プリンターで実物大下

たので報告する。

顎モデルを作成し手術支援を行った下顎区域切除患者 2

【症例の概要】

例を報告する。【方法】CT 画像データを DICOM Viewer

症例：72 歳、男性

ソフト OsirixⓇで加工し 3 次元データ化、これを 3D プリ

主訴：左側顎関節周囲の仏痛

ント用ソフト Frash PrintⓇでプリント用データ化、そし

既往歴：陳旧性の脳伷塞、労作性狭心症、高血圧症、高脂

てパーソナル 3D プリンタ FRASHFORGEⓇ Finder で実

血症

物大下顎モデルを作成。データ処理は担当歯科口腔外科

現病歴：2015 年 7 月より、左側顎関節周囲の違和感が出

医が行った。【症例 1】65 歳男性。初診：2015 年 2 月。デ

現したためかかりつけ歯科医を受診し、鎮痛剤を投与さ

ノスマブ投与前の口腔管理にて受診。既往歴：前立腺が

れ症状は軽減した。約 1 か月後に同症状が再燃したため

ん多発骨転移。口腔内所見：口腔衛状態は良好、両側下顎

同院の紹介により当院を受診した。

は可徹式コーヌス冠。経過：2016 年 3 月左下顎の腫脹仏

現症：左側顎関節外側極等に圧痛を認めた。左側関節突

痛が出現。画像所見：左下顎骨に透過像と不透過像が混

起の約 10mm 下方の皮下に長径 9mm の弾性硬で可動性

在。診断：左下顎薬剤関連顎骨壊死（ステージ 3）
。経過：

のある腫瘤を認めた。

保存的に経過観察するも症状増悪。左下顎骨区域切除を

検査所見：エコー検査では、左側耳下腺浅葉に径 9mm

予定し術前に実物大下顎モデルを作成。手術：左下 4 相

の比較的境界明瞭で内部均一な低エコー領域を認めた。

当部から左下顎枝中央部を区域切除。術中に滅菌袋に入

MRI では T1 強調画像では低信号、T2 では耳下腺と同程

れた下顎モデルを参考に再建用プレートをベンディン

度の信号強度を有する境界明瞭な病変を認めた。

グ。適合良好にて固定し縫合して終了。
【症例 2】70 歳女

診断：顎関節症（咀嚼筋障害）、左側耳下腺良性腫瘍

性。初診：2017 年 8 月。主訴：左下顎の腫脹と仏痛。既

処置および経過：顎関節症は消炎鎮痛剤と筋弛緩薬の定

往歴：乳がん多発骨転移、ゾメタおよびランマーク投与。

時投与、運動トレーニング、生活指導を行い、症状は軽快

糖尿病。現病歴：一年前より左下顎の腫脹を繰り返し、前

した。耳下腺病変については、精査・加療を強く勧めるも

医にて保存治療を行うも改善なし。画像所見：左下顎骨

積極的な加療を希望しなかったため、定期的にエコー検

に透過像と不透過像が混在。診断：左下顎薬剤関連顎骨

査で経過を追うこととなった。その後、顎関節部の違和感

壊死（ステージ 3）
。経過：短期間で右下顎の腫脹仏痛繰

が再燃した際に、手術を再度勧めたところ、同意が得られ

り返すため左下顎骨区域切除を予定。術前に下顎モデル

たため当科初診より 1 年 3 か月後に腫瘤切除を行った。

を作成し再建用プレートをベンディング。手術：右下 3

手術は耳前部切開にて行い耳下腺浅葉を明示し腫瘍に到

相当部から左下顎枝中央部までの区域切除を施行。準備

達した。摘出物は卵円型の境界明瞭な白色の充実性腫瘤

したプレートの適合は良好、これを固定し縫合して終了。

で、耳下腺より容易に剥離された。術後は経過良好で、顔

【結語】パーソナル 3D プリンターでも実物大下顎モデル

面神経麻痺等の合併症はなかった。

の精度に問題なく手術診療支援は可能であった。

病理所見：腺上皮細胞と筋上皮細胞が混在した組織像を
示し、前者は AE1/AE3 が陽性、後者は SMA 細胞が陽性
であった。
病理診断：基底細胞腺腫
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臨床的研究 外傷/炎症/感染症/粘膜疾患

13:30〜14:42

座長：管野 貴浩・関谷 秀樹

2-D-3-1

2-D-3-2

下顎骨関節突起骨折観血的整復固定術にお
ける Subcondylar Plates の臨床的検
討

当科における抜歯後感染予防抗菌薬投与に
関する検討

1

神奈川歯科大学附属横浜研修センター横浜クリニック口
腔外科

2

香川県立中央病院 歯科口腔外科， 島根大学医学部 歯
科口腔外科
1

2

北村 直己，小枝 聡子，中村 篤

1

助川 信太郎 ，管野 貴浩 ，助川 由佳 ，
増井 正典 1，岸本 司 1，佐藤 愛 1，古木 良彦 1

【緒言】手術における抗菌薬投与は術前 1 時間前経口投与
が最も効果的であることは、日本化学療法学会でもすで
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【緒言】従来、下顎骨関節突起骨折に対して、2 枚のミニ

に提唱されているが、下顎埋伏智歯抜歯に際しての抗菌

プレートを用いた整復固定術が標準的な治療方法として

薬投与は、投与期間、投与するタイミングについては施設

選択されてきた。近年、下顎骨関節突起の解剖学的構造と

により見解が異なる。当科では下顎埋伏智歯抜歯に際し、

バイオメカニックスを考慮して設計された解剖学的 3D

術後感染予防として抗菌薬投与をアモキシシリン 250mg

プレートが開発され、広く使用されている。しかしなが

経口投与術前 1 時間、術後 2 時間、術後 6 時間および術後

ら、その有用性はまだ不明な点が多い。今回、われわれは

1 日 750mg 分 3 のレジメンを行い、良好な結果を得てい

下顎骨関節突起骨折の観血的整復固定術における解剖学

るので報告する。
【対象・方法】2016 年に神奈川歯科大学

的 3D プレートの有用性について従来の 2 枚のミニプ

附属横浜研修センター横浜クリニック口腔外科で下顎智

レートを用いた固定術と比較検討したので概要を報告す

歯埋伏抜歯術を受けた症例 596 例について検討した。術

る。
【対象・方法】2009 年 1 月から 2017 年 12 月までに香

前 1 時間前抗菌薬経口投与を行った 312 例、術後抗菌薬

川県立中央病院歯科口腔外科において下顎骨関節突起骨

経口投与を行った 284 例について、early onset infection

折に対して解剖学的 3D プレート（Subcondylar Plate TM,

および delayed onset infection の有無について検討した。

DePuy Synthes 社製；以下 SP）または 2 枚のミニプレー

下顎埋伏智歯埋伏状況は Pell-Gregory 分類で記載した。

トを用いて観血的整復固定術を行なった 26 症例（男性

【結果】術後 10 日以内の early onset infection は両群とも

16 名、女性 10 名、平均年齢 44.9±22.1 歳）とし、2 枚の

に認めなかった。術後 10 日以降の delayed onset infection は 10 歯に見られた。

ミニプレート［Two titanium miniplates（MP）
］群と SP
群における治療成績ならびに合併症について統計学的検

【結論】アモキシシリン 250mg 経口投与術前 1 時間、術後

討を行った。【結果】SP 群ならびに MP 群はそれぞれ 13

2 時間、術後 6 時間および術後 1 日 750mg 分 3 のレジメ

部位で使用された。術後経過観察中にプレートの破折に

ンは、下顎埋伏智歯抜歯術後感染予防として適切である

より再手術を必要とした症例は 1 例あり、SP 群において

可能性が示唆された。

認めた。この症例を除き、両群のすべての症例において良
好な骨治癒が得られた。その他、術後の合併症については
2 群間に統計学的有意差は認めなかった。（P＜0.05）
【考
察】下顎骨関節突起骨折治療に対しての骨接合材として
解剖学的 3D プレートは 2 枚のミニプレート固定と比較
して非劣勢は示されなかった。本検討では、症例数が少な
くさらなる症例の蓄積ならびに解析が必要であるが、SP
群においてプレート破折を認めており、適応を十分に考
慮した上でのプレート選択ならびに術後の慎重な伵合管
理の必要性が示唆された。
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当科における抜歯術前後の抗菌薬使用の臨
床統計学的検討

当院でメトトレキサート投与中に認めた口
腔内症状についての臨床的検討

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

1

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医
学専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野，2 名古
屋市立東部医療センター 歯科

小林 夏子，小橋 寛薫，中川 記世子，原田 丈司，
古郷 幹彦

菱田 純代 1，宮本 大模 1，青木 尚史 1，前田 道徳 1，
加古 まり 1，鍋田 剛志 2，中西 由佳理 1，
古野 翔大 1，中根 昇吾 1，渋谷 恭之 1

先進国における主な死因が感染症から非感染性疾患へ
と変化する中で、製薬の主流も移行し、1980 年代以降新
たな抗微生物薬の開発は減少している。一方で、同時期よ

【目的】

り病院内を中心に新たな薬剤耐性菌の脅威が増加した。

メトトレキサート（MTX）は関節リウマチに対する治

これは抗微生物剤の不適切な使用等によ り 薬 剤 耐 性

療薬として知られているが、MTX 関連リンパ増殖性疾患

（AMR）
の拡大である。本邦での抗菌薬の種類別使用割合

などが生じることもあり、投与中の口腔内症状を確認し

をみると、他国と比較し、細菌に対して幅広く効果を経口

ておくことは極めて重要と考える。そこで、今回われわれ

のセファロスポリン系薬、フルオロキノロン系薬、マクロ

は当院での MTX 投与患者の口腔内症状とその発症時期

ライド系薬が使用されており、ペニシリン系薬の使用が

について、診療録より後ろ向きに調査したので報告する。

低くなっている。この傾向は歯科における抜歯後の抗菌

【対象及び方法】

薬使用においても顕著であった。2015 年に、日本化学療

2013 年 1 月より 2018 年 12 月までに当院で関節リウ

法学会が中心となり術後感染予防抗菌薬適正使用に関す

マチの診断を受けて MTX が投与された患者 163 名のう

るガイドラインが作成され、国策として薬剤耐性（AMR）

ち口腔内症状を呈した 28 名を対象とした。検討項目は性

対策アクションプラン（2016-2020）が運用されることと

別、発症年齢、口腔内症状、口腔内症状を発症するまでの

なった。
そこで今回われわれは、大阪大学歯学部付属病院第一
口腔外科において、2012 年 1 月から 2018 年 12 月までの

MTX 投与期間、発症してからの治療経過とした。
【結果】
性別は女性 24 名、男性 4 名で、平均発症年齢は 68.1

7 年間に、外来にて単純抜歯および埋伏抜歯を行った症

歳であった。口腔内症状の内訳は口内炎・粘膜炎が計 8

例について、術前術後の抗菌薬の種類、用法用量について

名、骨髄炎・顎骨壊死・腐骨・骨露出が計 6 名、歯肉腫脹

レトロスペクティブに検索し、抗菌薬が適正に使用され

が 2 名、舌潰瘍 2 名、上皮異形成 2 名、扁平苔癬 1 名、蜂

ているかの検討を行った。

窩織炎 1 名などであった。MTX を投与し口腔内症状が発

2016 年の術後感染予防抗菌薬適正使用に関するガイ

症するまでの平均年数は 5.6 年であった。発症を認めた後

ドラインが作成されるまでは、抜歯後抗菌薬として第三

に MTX が中止された患者は 28 名で、各病態に応じた治

世代セフェム系の使用が大半をしめ、投与日数も 3〜5
日間とガイドラインに比べ長期投与となっていた。ガイ
ドライン作成後はセフェム系からペニシリン系抗菌薬の

療が行われていた。
【結論】
MTX は各細胞の増殖や機能を抑制し免疫抑制作用な

使用が増加し、2018 年にはぺニシン系抗菌薬の使用が主

どを発揮するため、投与中の口腔管理は重要と考えられ

となったものの、依然と術後 3〜5 日間の投与を行ってい

た。

るのが現状であった。
当科における術後抗菌薬の適正化はガイドラインに
沿って変化しつつあるものの、抗菌薬の総使用量は大き
く変化していないのが現状で、今後 AST 活動により、さ
らなる抗菌薬使用の適正化が必要と考えられた。
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当科における歯性上顎洞炎の臨床的検討

歯科口腔外科において HIV 抗体検査を実
施した症例の検討

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

名古屋医療センター 歯科口腔外科

下岡 拓矢，小橋 寛薫，栗本 聖之，古郷 幹彦

宇佐美 雄司，總山 貴子，萩野 浩子
歯性上顎洞炎は、歯科診療において日常よく遭遇する
慢性炎症性疾患の 1 つである。歯性上顎洞炎に対する治
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【目的】HIV 感染症の自然経過は感染直後の急性感染期を

療方法としては、古くから Caldwell-Luc 法をはじめとす

経た後、臨床症状のない比較的長期間の無症候期が続く。

る上顎洞根治術が行われてきたが、内視鏡の発達により

しかし、いずれ免疫能が著しく低下し AIDS 期に至るこ

内視鏡下鼻副鼻腔手術（Endoscopic

Surgery：

とになる。以前より AIDS 期に至る以前には、様々な HIV

ESS）の適応も増加している。しかしながら、日常臨床に

関連口腔症状を呈することが知られている。少ないなが

おいてはマクロライド系抗菌薬の長期投与と原因歯の治

ら、本邦でも口腔症状が HIV 感染発見の契機となった事

療による保存的治療を選択することも少なくない。この

例が報告されている。そこで、当科において HIV 抗体検

ように歯性上顎洞炎に対する治療に関しては、適応や歯

査を実施した症例について調査し、歯科口腔外科におけ

科治療介入時期に関し、一定の見解は得られていない。そ

る HIV 抗体検査実施の必要性について検討した。
【方法】

こで今回、大阪大学歯学部付属病院第一口腔外科におい

2014 年から 2017 年の 4 年間に当科の診療において、HIV

て、2013 年 1 月から 2018 年 12 月までの 6 年間に、CT

抗体検査を実施した症例は 35 例であった。そのうち、9

にて歯性上顎洞炎と診断した 328 症例を対象に、上顎洞

例は輸血が想定される手術のための術前検査もしくは輸

根治術、ESS、原因歯の治療、マクロライド系抗菌薬の長

血後の検査として実施したものであった。この 9 例を除

期投与の有無等の治療方法、治療経過を後ろ向きに調査

外した 26 例を対象とした。
【結果】26 例の性別は男性が

した。

15 例、女性が 11 例であった。このうち 4 例は梅毒検査が

Sinus

治療方法としては、マクロライド系抗菌薬の長期投与

陽性であったため、HIV 抗体検査を施行していた。8 例は

のみが最も多く、ついでマクロライド系抗菌薬の長期投

難治性の大アフタや増大傾向を示す舌粘膜の角化病変な

与＋原因歯治療、抜歯＋上顎洞洗浄、ESS、上顎洞根治術

どの診断に苦慮するような粘膜疾患のために、4 例は全

の順であった。マクロライド系抗菌薬の長期投与のみで

身疾患の背景が乏しいにもかかわらず歯性感染症が重症

は、多くの症例で上顎洞炎は残存しており、優位に改善率

化したために HIV 感染も考慮し実施していた。また、患

が乏しかったが、臨床症状の改善が認められたため治療

者自身の申し出により検査を実施したものも 4 例あっ

終了となっていた。マクロライド系抗菌薬の長期投与＋

た。しかしながら、全 26 例中には陽性例はなかった。
【結

原因歯治療では、原因歯の根管治療のみでは、上顎洞炎の

論】UNAIDS により HIV 感染症の拡大を防止するため

改善は乏しく、抜歯を行った症例では、比較的良好な結果

に、感染者の 90％ を早期に発見するための施策が求めら

が得られていた。また、抜歯の際に上顎洞穿孔し、上顎洞

れている。今回の調査の中には幸い HIV 感染例はなかっ

洗浄後に口腔上顎洞瘻閉鎖術を行った症例も良好な結果

たが、社会医学的見地から、奇妙な口腔症状が観察された

が得られていた。しかしながら、OMC 閉塞症例では上顎

り、あるいは性感染症の罹患があるならば、歯科口腔外科

洞洗浄でも改善が乏しく、上顎洞根治術や ESS の治療を

においても HIV 抗体検査の実施を考慮すべきであるこ

必要とする症例が少なからず存在した。

とが再確認できた。さらに感染リスクのある行動から、自

歯性上顎洞炎では、マクロライド系抗菌薬の長期投与

ら検査を望んで受診する事例があることも念頭におくべ

にて炎症制御し、OMC が保たれている場合は、原因歯の

きと考えられた。

抜歯と上顎洞洗浄の局所的治療で十分に治療し得ること
が示唆された。
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経過観察中に癌化が認められた口腔白板症
の臨床病理学的検討

当科で加療したエナメル上皮腫の臨床的検
討

1

1

広島大学病院 口腔再建外科 顎・口腔外科，2 広島大学
大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門分子口腔
医学・顎顔面外科学

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2，2 明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

金田 朋久 1，重松 久夫 1，奥 結香 1，塩野 隼也 1，
林 宏泰 1，小笠原 悠大 1，星野 都 2，菊池 建太郎 2，
草間 薫 2，坂下 英明 1

津島 康司 1，神田 拓 1，松井 健作 1，廣田 傑 1，
小泉 浩一 2，吉岡 幸男 2，谷 亮治 1，林堂 安貴 1，
虎谷 茂昭 2，岡本 哲治 1,2

【目的】口腔に生じる悪性腫瘍の 90％ 以上を口腔扁平上
皮癌が占める（WHO2017）
。それは口腔の被覆上皮から

【緒言】エナメル上皮腫は組織学的に、歯胚上皮の発育過

de novo で発症するというよりは、病理形態学的には細

程によく似た特有の構造および様々な発育様式を示す代

dysplasia

表的な良性上皮性歯原性腫瘍として知られる。今回、われ

（OED）を経て悪性転化するものが一般的である。今回

われは過去 22 年間で当科を受診し、エナメル上皮腫と診

我々は経過観察中に癌化した OED を伴う白板症 9 例を

断された一次症例 51 例に対して臨床的検討を行ったの

経験したのでその概要を報告する。

でその概要を報告する。

胞・構造の異型性を反映した oral

epithelial

【対象】1999 年 4 月から 2014 年 3 月までの 15 年間に当

【対象および方法】1996 年 4 月から 2018 年 10 月までの

科で病理組織学的検査（部分/切除生検）を行った白板症

22 年間で当科を受診し、エナメル上皮腫と診断された一

患者 170 例を対象とした。このうち単発発症 156 例、多発

次症例 51 例を対象とし、性別、初診時年齢、主訴、病悩

発症 12 例を含み合計 181 病変の白板症を取扱った。

期間、発症部位、X 線画像所見、体積、病理組織型（WHO
組織型分類、2017）、初回治療方法、最終治療方法および

【結果】平均年齢 60.5 歳（24〜82 歳）、男女比 1.7：1
（106：

再発率について検討した。

64）、発生部位は舌 40 例、歯肉 86 例、口蓋 23 例、頬 28
例、口底 3 例、口唇 1 であった。これらの白板症病変のう

【結果】性別は、男性 34 例、女性 17 例で男性に多く認め

ち、OED を伴わないものは 39 病変、OED は 142 病変で、

た。発症年齢は 12〜79 歳で平均年齢 44.9 歳であった。主

mild epithelial dysplasia（mild-ED）91 病変、moderate-

訴では腫脹が 22 例（43.1％）と最も多く認めた。病悩期間

ED

40 病変、severe-ED11 病変であった。これら OED

は、40 例が 1 年以内に受診していた。発症部位は、上顎

を伴う白板症 142 病変（132 例）のうち、経過観察中に 9

3 例、下顎 48 例と下顎に多く、下顎臼歯部に限局した症

病変（9 例）に癌化（約 6.8％）が認められた。癌化に転じ

例が 28 例
（54.9％）
で最も多く認めた。X 線画像所見では、

た OED は mild-ED が 5 例 で、そ の 80％（4/5 例）が 2

単房性 22 例（43.1％）、多房性 29 例（56.9％）であった。

年以内に癌化していた。moderate-ED の癌化は 3 例あり、

組織型では、通常型 45 例
（88.2％）
、単嚢胞型 5 例（9.8％）
、

初発病変より 4 年から 14 年経過していた。severe-ED

骨外型/周辺型 1 例（2.0％）であった。初回治療は、開窓

の癌化は 1 例で、初発から早期（5 ヶ月後）に癌化を認め

術、摘出術を含む顎骨保存外科療法 44 例（86.3％）
、下顎
骨辺縁切除術、区域切除術を含む顎骨外科切除法 7 例

た。これら 9 症例とも早期の発見と処置により、現時点で
癌の再発は認められていない。

（13.7％）であった。各検討項目と初回治療方法および最終

【結論】mild-ED の 80％ が 2 年以内に癌化していたこと

治療方法の臨床的解析（x2 検定、wilcoxon 検定）を行い、

から臨床的白板症病変に関して定期的な経過観察と早期

初回治療法は年齢と有意差を認め、最終治療法は X 線画

対応の重要性が再確認された。

像所見と有意差を認めた。各検討項目と 5 年再発率の解
析は、X 線画像所見において有意差を認めた。
【結語】エナメル上皮腫は良性歯原性腫瘍であるために、
発症年齢や審美性を考慮して初回に保存療法を選択する
傾向にあり、当科においても初回治療方針選択に年齢が
相関していた。最終治療選択および 5 年再発率は X 線画
像所見が相関していたことから、治療方針決定において、
年齢と腫瘍の X 線画像所見が治療成績向上に寄与する
ことが示唆された。
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臨床的研究 その他 1

15:05〜15:50
座長：佐々木 啓一・酒巻 裕之

2-D-4-1

2-D-4-2

北海道大学病院歯科診療センターにおける
金属パッチテストの臨床統計的検討

歯周病とメタボリックシンドロームとの関
連についての検討 特定健診対象者におけ
る横断的検討

北海道大学大学院歯学研究科 口腔診断内科学教室

信州大学医学部歯科口腔外科学講座

園部 昌直，浅香 卓也，佐藤 淳，北川 善政

稲吉 克仁，山田 慎一，櫻井 伸一，櫻井 精斉，
岩井 恵理華，宜保 隆彦，橋詰 正夫，梅原 亜矢子，
森下 廣太，栗田 浩

【目的】近年、歯科用金属によるアレルギー報告は増加傾
向にある。近年においても、様々な背景にて金属アレル
ギーを疑われた患者が口腔外科へと紹介されることか

口
演
︵
4
月
21
日
︶

ら、歯科医師として金属アレルギーへの知識を有するこ

【目的】歯周病とメタボリックシンドロームとの間には密

とは必須と考える。本研究では当院にて金属パッチテス

接な関連があると報告されている。しかしながら、この関

トを実施した患者の特徴とその結果を確認し、臨床統計

連性について検討した縦断研究は少なく、メタボリック

的検討を実施した。

シンドロームと歯周病との関連性は十分には解明されて

【材料及び方法】対象は 2010 年 4 月〜2018 年 8 月に当院

いない。本研究では縦断研究により歯周病とメタボリッ

を受診し、パッチテストを実施した 351 名。パッチテスト

クシンドローム構成要素の陽性項目数との関連性を明ら

試薬（鳥居薬品）を用い、ICDRG 基準にて＋以上をパッ

かにすることを目的とした。
【対象および方法】
2014 年と

チテスト陽性と判断した。①年齢と性別、②受診契機、③

2016 年に長野県塩尻市にて国保特定健診を受診した 30

感作陽性率、④陽性金属の種類、⑤受診契機別の陽性率、

歳以上の受診者のうち、歯科検診も同時に希望し受診し

⑥他アレルギーとの関連性、⑦パッチテスト後の指示に

た 390 名を対象に検討を行った。特定健診は 2013 年に厚

ついて集計を実施した。

生労働省により示された標準プログラムに沿って行われ

【結果】①患者は男性 36 名、女性 315 名で年齢中央値 57

た。歯科検診、特に歯周病については Community Peri-

歳であった。②受診契機は補綴前の金属アレルギー評価

odontal Index（CPITN）を用いて評価を行い統計学的に

が最も多く、次いで掌蹠膿疱症の原因精査、口腔扁平苔癬

口腔衛生とメタボリックシンドロームとの関連について

の原因精査であった。③感作陽性率は 213 例 61％ であ

検討した。本研究は信州大学医学部医倫理委員会の承認

り、男性に比べ女性が高かった。④陽性金属はニッケル

を得て行った（承認番号：2775）
。
【結果】男性 182 名、女

（100 例）が最も多く、次いでパラジウム（71 例）、コバル

性 204 名であり、平均年齢は 60.0 歳であった。このうちメ

ト（59 例）の順であった。⑤受診契機別の陽性率では皮

タボリックシンドロームの診断基準の該 当 項 目 数 は

膚症状の原因精査（77％）、掌蹠膿疱症の原因精査（74％）

15.9％ で減少し、26.7％ で増加していた。多変量解析で

と高かった。⑥パッチテスト陽性 213 例中 63 例、陰性

は、性別、飲酒、糖尿病治療薬、歯周病がメタボリックシ

138 例中 40 例で他アレルギーを併発していたが、明らか

ンドロームに影響する有意な因子として抽出された。メ

な関連性は認めなかった。⑦パッチテスト陽性 213 例中

タボリックシンドロームの該当項目数は歯周病の状態が

100 例でメタルフリーを指示していた。

不変・悪化のもので有意に増加しており、歯周病の改善

【結論】陽性金属の種類は従来の報告と同様の結果であっ

は、メタボリックシンドロームの構成要素である肥満、高

たが、パラジウムやコバルトなど汎用される歯科用金属

血糖の改善と有意に相関していた。
【結論】本研究結果よ

へのアレルギーを多数認め、その選択には慎重な対応が

り、メタボリックシンドローム陽性該当項目数は歯周病

必要であることが示された。皮膚症状や掌蹠膿疱症を訴

の改善度と有意に相関し、歯周病のコントロールがメタ

える患者では陽性率が高く、金属アレルギー精査の必要

ボリック症候群およびその予備軍の予防に重要であるこ

性を認めた。パッチテスト後のメタルフリー指示は陽性

とが示唆された。
（共同演者：山田憲司、中田彩水、高田

患者の約半数に留まっており、患者への十分な説明と理

亮、横関麻里、都丸怜奈子、川本真貴子）

解の必要性が示唆された。
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インプラント周囲溝滲出液の細菌叢解析結
果と臨床経過との関連

全身性アミロイドーシス診断における口唇
腺生検の有効性 名古屋市立大学大学院医
学研究科

朝日大学 医科歯科医療センター 口腔インプラント科

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

永原 國央

宮本 大模，森下 雄斗，福島 麻子，高島 裕之，
水谷 友美，菱田 純代，前田 道徳，青木 尚史，
加藤 伸一郎，渋谷 恭之

口腔インプラント治療では診査・診断から治療計画の
立案、確実な治療の実施、長期に渡るメインテナンスが重
要である。しかし、10 年後に 4〜9％ のインプラント体が
脱落するとされており、その大きな原因はインプラント
周囲炎である。本研究では、インプラント周囲溝滲出液を

【緒言】アミロイドーシスとは、線維構造をもつ不溶性蛋

検体とし、歯周病関連菌と総菌数を、DNA チップを用い

白であるアミロイドが、全身諸臓器の細胞外に沈着し機

定量的に検出し、臨床的経過との関連性を評価し若干の

能障害を引き起こす一連の疾患群である。これまで 31

知見を得たので報告する。

種類のアミロイドーシスが報告されており、診断は病理

材料および方法：対象としては、朝日大学医科歯科医療

組織学的診断においてのみ確定される。アミロイドーシ

センター口腔インプラント科において口腔インプラント

ス診療ガイドラインでは消化管（胃、十二指腸、直腸）
、

治療を受けた患者を無作為に抽出し、実験趣旨を説明し

皮膚、腎臓、脂肪、腓腹神経などの生検が推奨されている

同意の得られた 37 名、内訳は、男性：23 名、女性：14

が、アミロイドは舌や口唇、唾液腺などの口腔領域にも沈

名であった。本研究は朝日大学歯学部倫理審査委員会の

着することが知られている。そこで今回われわれは、第

承認（承認番号：29013）を得て実施した。インプラント

61 回口腔外科学会総会に引き続いて全身性アミロイ

周囲溝内滲出液の細菌叢検査には、口腔細菌叢 DNA 検

ドーシスにおける口唇腺生検の有用性について検討した
ので報告する。

査（歯周病原細菌叢検査キット、GC 社、東京）を用いた。
結果：インプラント周囲溝滲出液の細菌叢検査結果とそ

【対象・方法】2011 年 4 月から 2018 年 3 月までの期間に

れぞれの症例における臨床的所見との統計学的分析にお

名古屋市立大学病院歯科口腔外科にて口唇腺生検を行っ

いて、セメント固定のものでパターン 2・3 の割合が有意

た患者のうち、他臓器での生検結果も踏まえて最終的に

に多かった。オーバーデンチャーは、100％ パターン 2・

全身性アミロイドーシスと確定診断した 25 例を対象と

3 であった。骨造成の有無によるパターンの比較におい

した。性別は男性 9 例、女性 16 例で、年齢は 44 歳から

て、
「有り」
の部位においてパターン 2・3 が有意に多かっ

96 歳まで分布し、平均年齢は 67.0 歳であった。

た。ポケット深さ（PD）は、パターン 1 と 2・3 との比較

口唇腺の採取は、臨床的に正常とみられる下唇粘膜に

において有意差が認められた。プロービング時の出血の

切開を加え、小唾液腺を採取した。ホルマリン固定、パラ

有無では、出血有りにおいて有意にパターン 2・3 が多い

フィン切片作製後、H-E 染色およびコンゴレット染色を

ことが認められた。

行った。判定は H-E 標本でエオジンに淡染する無構造物

考察：今回の検討において、これまでのインプラント周

質を認め、かつコンゴレット染色陽性の場合にアミロイ

囲炎のリスクファクターとして挙げられているものが、

ド陽性とした。

中等度から重度歯周病において検出される細菌の増加に

【結果】口唇腺 で は 25 例 中 19 例（76％）、皮 膚 で は 23
例中 16 例（69％）、骨髄では 21 例中 11 例（52％）
、胃で

関与していることが示していた。

は 6 例中 4 例（67％）
、十二指腸では 6 例中 3 例（50％）
、
心筋では 4 例中 2 例（50％）、腎では 3 例中 2 例（67％）
、
肺は 1 例中 0 例（0％）、直腸は 1 例中 1 例（100％）、脂肪
は 1 例中 0 例（0％）がアミロイド陽性であった。
【結論】口唇腺生検はアミロイドーシス確定診断に際して
有用であると考えられた。
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臨床的研究 その他 2

9:00〜9:54
座長：小林 正治・外木 守雄

2-D-4-5
長崎大学病院口腔管理センターの患者紹介
システムと診療実績について
1

長崎大学病院 口腔管理センター，2 長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

2-E-1-1
高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開
始から 9 年目の臨床実績についての検討
（2017 年 1 月-12 月）
1

高崎総合医療センター歯科
（歯科麻酔）
，2 高崎総合医療
センター歯科口腔外科

五月女 さき子 1，吉松 昌子 1，川下 由美子 1，
中尾 紀子 1，河井 洋祐 1，尾上 真奈美 1，
梅田 正博 2，藤原 卓 1

稲川 元明 1，柴野 正康 2，藥師寺 孝 2
【目的】当科は平成 21 年 10 月より診療を開始し、現在医
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【緒言】長崎大学病院周術期口腔管理センター（2018 年 10

員 4 名・レジデント 2 名・非常勤歯科医師 2 名・歯科衛

月より口腔管理センターと改称：以下センター）では

生士 3 名・診療ユニット 4 台で業務にあたっており、今

2012 年 5 月より 1）全身麻酔下のがん・心臓・臓器移植

年で診療開始 10 年目にあたる。ほぼすべての口腔外科疾

患者、2）頭頸部がん放射線治療患者、3）ICU における人

患に対応可能な体制をとり、口腔外科疾患全般・全身疾

工呼吸器装着患者、4）化学療法患者などに対して口腔管

患を有する患者の歯科治療・入院患者の口腔ケアおよび

理を行ってきた。このうち 1）〜3）については全例介入

嚥下機能評価・手術室における周術期の麻酔管理・口腔

を原則としており、月平均 100〜150 名程度の新患に対応

顔面領域のペインクリニックといった、各医員の専門性

してきた。2018 年 4 月の診療報酬改定において周術期口

を活かした診療内容を展開している。これまで当学術集

腔機能管理の対象疾患が拡大されたことに伴い、対象患

会において、年間の臨床実績について報告してきたが、今

者すべてに対応できるようにセンターの体制を再構築し

回は診療開始以来 9 年目の臨床実績について報告する。

た。今回、再構築後 6 か月間のセンターの現状について検

【材料および方法】2017（平成 29）年 1 月から 12 月まで

討を行ったので報告する。

の当科の状況を振り返り、受診した患者の診療録から性

【対象および方法】2018 年 4 月〜9 月の口腔管理センター

別・年齢等患者背景、治療内容および予後を、手術室にお

受診患者の紹介システムや診療実績などを中心に後方視

ける手術症例については上記に加え対象疾患、手術時

的に調査を行い、現状と問題点について検討を行った。
間・麻酔時間等を抽出した。
【結果】4 月〜9 月の初診患者数は月平均 328 例であった。 【結果および結論】対象期間の外来受診患者数はのべ
紹介経路はメディカルサポートセンター（入院予約セン
12177 件で、前年比で 6％ 減少していた。主な治療内容は
ター）が 1444 例、放射線科が 42 例、ICU が 99 例、その

抜歯、有病者・障害者の一般歯科治療、口腔顔面領域のペ

他が 178 例で、疾患別ではがんが 549 例、心疾患が 60

インクリニック、入院患者の口腔ケアおよび嚥下機能評

例、その他良性疾患の全身麻酔患者が 562 例、その他が

価であった。手術室管理を行った患者数はのべ 199 件で、

482 例となっていた。初診時からの手術までは平均 16

前年比で 20％ 減少していた。主な手術内容は抜歯術、顎

日、一人当たりの口腔機能管理は平均 4.2 回であった。周

骨嚢胞摘出術、顎骨骨折にたいする観血的整復固定術、顎

術期口腔機能管理の対象疾患の拡大に伴い予想される患

変形症にたいする外科的顎矯正術であった。受診患者数

者数増加に対応できるような体制を歯科系診療部門全体

はとくに手術件数において減少傾向にあった。病棟・外

として構築した。しかし、術前の歯科初回介入時期や退院

来における嚥下機能評価の依頼の増加していた。年間を

後の継続的な管理方法の構築など、いくつかの課題も明

通じて大きな医療過誤はなかった。今後とも院内への貢

らかとなった。当センターでは周術期口腔機能管理方法

献はもとより、県内の医師会・歯科医師会と密接に連携

の標準化と有効性に関するエビデンスの検証を積極的に

し、地域医療圏の歯科・歯科口腔外科の中核病院たるべ

行っており、われわれの周術期口腔機能管理に対する考

く研鑽を続ける。

え方や実際の管理内容についても報告する予定である。
【結語】当センターにおける診療体制と診療実績について
検討した。
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2-E-1-2

2-E-1-3

会津医療圏における会津中央病院歯科口腔
医療センターの取り組み〜特に病診連携に
関して〜

会津医療圏における病診連携に関する新た
な試み〜常勤歯科医師不在の病院に対する
歯科医師会の介入〜

会津中央病院 歯科口腔医療センター

1

会津中央病院歯科口腔医療センター，2 会津若松歯科医
師会，3 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外
科学分野

吉開 義弘，宮島 久，濱田 智弘，竹内 聡史，
重本 心平

宮島 久 1,2，遠藤 秀樹 2，高木 律男 3，濵田 智弘 1，
吉開 義弘 1，竹内 聡史 1，重本 心平 1

【目的】当科は従来設置されていた歯科に加え、平成 12
年 4 月、歯科口腔外科を増設し、口腔外科的疾患を中心に

背景と目的

診療を行ってきた。その後、会津医療圏の高齢化の進行と

病院における周術期の口腔機能管理の需要は増すばか

共に有病者歯科の需要が増した。さらに、東日本大震災を

りである。しかし、それに対応できる常勤歯科医師のいる

契機に、院内の口腔衛生管理の需要が急速に増し、最近で

病院はそれほど多くない。
今まで、幾つかの歯科医師会で、

は摂食機能療法、NST を含む口腔機能管理も増大してい

歯科の無い病院に対する介入が試みられている。
その多く

る。地域医療における歯科の基幹病院として位置づけら

は訪問の形を取っているが、
欠点としては継続した口腔衛

れている当科としては、多岐に渡る機能を有さなければ
ならなくなった。 そこで平成 28 年 3 月に口腔外科部門、
歯科部門、口腔機能管理部門の 3 部門構成から成る歯科

生管理に繋がりづらいことであった。
そこで会津若松歯科
医師会に設置されている地域歯科医療連携推進臨時委員
会において、この問題点を改善する目的に、新たな試みを

口腔医療センターを立ち上げた。さらに、地域歯科医師会

開始した。
今回、その現状について検討したので報告する。

との連携を強化し、開業歯科医が当院の施設を利用し診

対象および方法

療が出来る体制、地域全体での均一化した高齢者医療を

会津地方は人口約 30 万人の医療圏で、歯科のある病院

提供するための地域歯科医師会と連携した実技研修も

は 5 か所のみである。
そのうちの一つである福島県立医科

行っている。そこで、当センター設立後の現状を把握する

大学会津医療センター附属病院（以下医療センター）では、

目的に本検討を行った。加えて、医科退院後の施設を含む

平成 30 年 3 月に常勤医が定年退職となり、以後の連携に

在宅医療に対する継続的な口腔健康管理体制の充実を地

ついて会津方部歯科医師会が相談を受け、5 月より新潟大

域歯科医師会と連携した事業として展開しているので、

学および会津中央病院の協力を得て、
会津方部歯科医師会

その概要を報告する。

を中心とした介入が開始された。

【材料及び方法】調査対象は平成 28 年 4 月〜平成 30 年 9

介入は入院中の患者に対する周術期管理を中心に口腔

月までの 2 年 6 ヵ月間に当科を受診した初診患者を対象

衛生管理を行っているが、
歯痛などの救急対応も適宜対応

とし、患者動向、連携内容などについて調査した。

する。
現時点での介入診療科は血液内科病棟および緩和ケ

【結果】患者総数に占める口腔外科の割合は高く、紹介内

ア病棟で、化学療法に関連する診療科が対象となってい

容も口腔外科が主体を占めるが、有病者歯科、障がい者歯

る。

科なども増加傾向にあった。さらに、医科入院患者に対す

そこで歯科介入以降の全症例に対し、
カルテ記載および

る対応は、周術期管理ばかりでなく、要介護状態の患者な

診療報酬請求内容から、患者数、処置内容、病診連携の状

どの口腔衛生管理、嚥下機能障害に対する対応を含む口

態などについて調査した。

腔機能管理と多岐に及んでいた。

結果・結論

【結論】会津中央病院歯科口腔医療センターは、地域にお

月ごとの初診数はそれほどの増減は無いが、
再診を含め

ける歯科の基幹病院として、多岐に渡る疾患に対応する

た延べ患者数は増加している。
診療内容の多くは周術期管

だけでなく、地域を包括した連携医療の充実化の一助に

理で、特に化学療法中の口腔衛生管理が多くを占めてい

なっているものと考えられた。

た。有病者に対する外科的処置については新潟大学、会津
中央病院で対応し、
医療センターを退院した患者に対する
管理は歯科診療所へ積極的に逆紹介し、
地域を包括した口
腔衛生管理を目指している。
歯科診療所における周術期管
理と病診連携の理解が深まり、
地域包括管理のモデルとな
れば幸いである。
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2-E-1-5

OA 治療における AHI 改善と無呼吸低呼
吸持続時間の変化に関する検討

OA 治 療 効 果 判 定 に お け る、AHI と 3％
ODI の関連

愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

近藤 崇之，古橋 明文，加藤 三香子，西尾 佳朋，
近藤 さゆり，柘植 祥弘，伊藤 邦弘，風岡 宜暁

加藤 三香子，古橋 明文，近藤 崇之，西尾 佳朋，
近藤 さゆり，柘植 祥弘，伊藤 邦弘，風岡 宜暁

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）における、無呼吸・

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）に対する口腔内装置

低呼吸の持続時間は、高血圧症など循環器疾患に影響を

治療（OA 治療）において、OA 治療の効果判定は、終夜

与えるとされている。OSA における口腔内装置治療（OA

睡眠ポリグラフィ（PSG）
が理想的である。しかしながら、

治療）では、無呼吸低呼吸指数（AHI）が治療評価項目と

実臨床において、OA 治療効果判定での PSG 検査の施行

して重視される現状にて、無呼吸、低呼吸の持続時間の変

率は低い。本発表では、当院における OA 治療効果判定時

化に関する報告は少なく、我々は第 71 回日本口腔科学会

の PSG 施行割合について調査するとともに、OA 治療効

学術集会において OA 治療による無呼吸、低呼吸の持続

果判定時の PSG における AHI と ODI の関連性を検討

時間の変化を報告した。本発表では、AHI 改善率にて評価

し、PSG による効果判定施行が困難な場合に、簡易睡眠検

される OA 治療効果の良否に関連し、OA 治療時の無呼
吸・低呼吸の持続時間の変化に差があるかを検討し、報

査（Type4）による効果判定が有用かを検討する。
【材料および方法】2013 年 1 月から 2016 年 12 月に当院

告する。

にて OA 治療を施行した 496 名を対象とし、OA 治療効

【材料および方法】2013 年 1 月から 2016 年 12 月に当院

果判定の施行割合および検査方法について調査する。ま

にて OA 治療を施行し、OA 治療後の効果判定を PSG

た、PSG による OA 治療効果判定症例を検討し、OA 治療

にて行った 68 名を対象とした。OA 治療による AHI、無

による AHI の改善率と 3％ODI の改善率を比較検討す

呼吸低呼吸の最長持続時間変化を検討するとともに、OA

る。

治療による AHI 改善率が 50％ 以上となった OA 治療効

【結果】OA 治療効果判定施行例は 241 名（PSG：68 名、

果良好群と 50％ 未満の OA 治療効果不良群にて各項目

簡易睡眠検査（Type3）
：173 名）であり、OA 治療効果判

を比較検討する。

定時の PSG 施行割合は 13.7％ であった。PSG における

【結果】OA 治療前後の平均 AHI は、治療前：21.7±14.9/

OA 治療前後の平均 AHI は、治療前：21.7±14.9/h、治療

h、治 療 後：11.6±9.8/h で あ り AHI 改 善 率 は 41.9％ で

後：11.6±9.8/h であり AHI 改善率は 41.9％ であった。

あった。また、無呼吸低呼吸の最長持続時間は、治療前：

また同様に、OA 治療前後の平均 3％ODI は、治療前：

63.2±25.1 秒、治療後：52.4±18.0 秒であった。AHI の改

18.1±13.7/h、治療後：9.5±9.5/h であり 3％ODI 改善率

善率が 50％ 以上となった OA 治療効果良好は 39 名、

は 46.2％ であった。 AHI 改善率と 3％ODI 改善率には、

50％ 未満の OA 治療効果不良は 29 名であった。効果良

Pearson の相関係数 0.81（p＜0.01）の正の相関を認めた。

好群と不良群の 2 群間において、OA 治療前の無呼吸低

【結論】本検討にて、OA 治療後の PSG 施行割合が低いこ

呼吸の最長持続時間に有意な差は認めなかったが、OA

とが確認された。OA 治療による AHI 改善率と 3％ODI

治療後は、良好群：47.8±17.2 秒、不良群：58.6±17.5 秒

改善率には有意な関連性があり、PSG による効果判定施

であり、有意な差（p＜0.05）を認めた。

行が困難な場合、より簡便な簡易睡眠検査（Type4）によ

【結論】本検討にて、OA 治療より無呼吸低呼吸持続時間

る効果判定を行い、3％ODI を確認することが代替案とな

が短縮すること、AHI による OA 治療効果の良否に関連

る可能性が示唆された。

し OA 治療に伴う無呼吸低呼吸持続時間の変化に差があ
ることが確認された。
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CT による骨の形態学的評価とインプラン
ト初期固定に関する臨床的検討

下顎骨に生じた神経鞘腫の 1 例
1

岡山大学病院 口腔外科（再建系），2 岡山大学大学院医
歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学分野，3 広島市立広
島市民病院 歯科口腔外科，4 岡山大学大学院医歯薬学総
合研究科 応用情報歯学分野

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻歯学
講座 口腔外科学

石岡 康希，二宮 嘉昭，横山 翔，佐々木 和起，
水田 邦子，太田 耕司，武知 正晃

藤田 佑貴 1，松村 達志 2，吉岡 洋祐 2,3，
山近 英樹 1，澤木 康一 1,3，柳 文修 4，中野 誠 1,3，
飯田 征二 1,2

【目的】インプラント治療において初期固定の獲得は重要
な予後因子の一つである。初期固定の指標であるインプ
ラント安定指数（ISQ 値）と、術前 CT による骨の形態学

【緒言】神経鞘腫は Schwann 細胞に由来する腫瘍である
といわれているが、口腔領域における報告は比較的少な

的評価との関係を解明することは、インプラント体の安

く、特に顎骨に発生したものはきわめて少ない。今回われ

定度が得られやすい条件を術前に診断するのに非常に有

われは、下歯槽神経由来の神経鞘腫の 1 例を経験したの

効となる。今回われわれは、術前 CT から得られた骨の評

で概要を報告する。【症例の概要】
患者：68 歳、女性。初

価と埋入時の各種項目について、ISQ 値との関連性を検

診：2017 年 1 月。主訴：右側下顎骨の透過像の精査希

討したので報告する。

望。既往歴：甲状腺癌。現病歴：当院耳鼻科より甲状腺癌

【材 料 お よ び 方 法】対 象 は、2013 年 9 月 か ら 2017 年 3

経過観察時の CT 画像検査において、右側下顎骨の透過

月まで当院で CT 撮影を行い、本研究の内容・目的を理

像を指摘され、精査加療目的に 2017 年 1 月紹介受診と

解し同意を得られた患者 92 例、インプラント体本数は

なった。現症：口腔外所見；顔貌は左右対称で、右側顎下

235 本（上顎 147 本、下顎 88 本）とした。1）ISQ 値と、

部の腫脹や下唇〜オトガイ部の知覚鈍麻は認めなかっ

インプラント径（径）、インプラント長さ（長さ）、埋入ト

た。口腔内所見；右側下顎骨に膨隆は認めなかった。画像

ルク値（ITV）、皮質骨の厚さ、皮質骨 CT 値、海綿骨 CT

所見：パノラマ X 線写真にて右側下顎骨に約 30mm 径

値の相関関係について Spearman の順位相関係数を用い

の類円形で境界明瞭な単房性透過像を認めた。CT 画像で

て検討した。ISQ 値を目的変数に、ISQ 値と有意な相関が

は同部に境界明瞭な下顎管と連続する透過性病変を認め

あった項目を説明変数として重回帰分析を行った。2）上

た。処置および経過：2017 年 3 月に外来で組織生検を行

顎埋入例と下顎埋入例それぞれに対して 1）と同様の検

い神経鞘腫の診断を得た。同年 6 月に全身麻酔下にて顎

討を行った。

骨腫瘍摘出術を施行。術中所見として、腫瘍は下歯槽神経

【結果】1）ISQ 値と有意な相関関係を認めた径、長さ、

血管束と癒着していたため、慎重に剥離し摘出、下歯槽神

ITV、皮質骨の厚さ、皮質骨 CT 値、海綿骨 CT 値につい

経は保存した。病理組織検査では、神経鞘腫の診断を得

て重回帰分析を行った結果、皮質骨の厚さと海綿骨 CT

た。治癒経過は良好に推移し、術後 1 年経過時点で右下

値が ISQ 値と有意な関連があった。2）上顎例では、ISQ

唇、オトガイ部皮膚に知覚鈍麻を認めるものの改善傾向

値と有意な相関関係を認めた径、ITV、皮質骨の厚さ、皮
質骨 CT 値、海綿骨 CT 値について重回帰分析の結果、皮
質骨の厚さと海綿骨 CT 値が ISQ 値と有意な関連があっ

を示しており、再発所見なく現在も経過観察中である。
【結語】今回われわれは、下顎骨に生じた神経鞘腫の 1
例を経験し、その概要を報告した。

た。下顎例では、ISQ 値と有意な相関関係を認めた径、
ITV、皮質骨の厚さについて重回帰分析の結果、皮質骨の
厚さと径が ISQ 値と有意な関連があった。
【結論】インプラントの安定度は、上下顎の骨組織の構造
形態の違いから下顎では皮質骨の厚さに、上顎では海綿
骨 CT 値にも関連することが考えられた。術前 CT にお
ける皮質骨の厚さや海綿骨 CT 値の測定は、インプラン
トの安定性を得るための術前評価に有効であることが示
唆された。
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出生時から口腔外に露呈していた舌リンパ
管腫の一例

長期に観察を行ったオトガイ部若年性梁状
骨形成線維腫の 1 例

あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科

豊橋市民病院 歯科口腔外科

加納 欣德，山本 知由

近藤 佑亮，白水 敬昌，寺沢 史誉，藤田 珠理，
中尾 巧晃，嘉悦 淳男

【緒言】

口
演
︵
4
月
21
日
︶

リンパ管腫はリンパ管組織からなる腫瘍とされるが、

【緒言】骨形成線維腫は頭蓋顎顔面骨に発生するまれな良

リンパ管の形成異常と考えられ International Society of

性腫瘍である。2017 年の WHO 分類では、歯原性由来の

Studying Vascular Anomaly 分類により、近年はリンパ

ものはセメント質骨形成線維腫と呼ばれ、非歯原性由来

管奇形と呼ばれることも多い。口腔領域では舌に好発し、

のものが骨形成線維腫として、若年性梁状骨形成線維腫

多くが海綿状リンパ管腫である。海綿状リンパ管腫は硬

と若年性砂粒様骨形成線維腫に分類された。われわれは、

化療法の効果に乏しく、外科的切除が選択されても全て

第 66 回本学術集会において、8 歳男児のオトガイ部に発

を切除することは困難であり、治療に難渋することは言

生した若年性梁状骨形成線維腫の 1 例を報告した。今回

うまでもない。

同症例に対して腫瘍減量術後に長期に観察を行ったので
その概要を報告する。

今回、出生時から舌が口腔外に露呈していた海綿状舌
リンパ管腫の女児に対し、2 度の舌縮小術により口腔内

【症例】16 歳男子。
【現病歴】2010 年 2 月上旬よりオトガ

に舌を収めることが可能となった症例について報告す

イ部の無痛性腫脹を自覚し近医より当科へ紹介受診。オ

る。

トガイ部に骨様硬の膨隆を認め、CT 画像では 20×20×
25mm 大の皮質骨を伴う腫瘤であり、内部は不均一のス

【症例】
患者：3 か月、女児

リガラス様の骨増殖を認めた。2010 年 8 月に全身麻酔下

主訴：常に舌が口腔外に露呈

に腫瘍減量術を施行し、病理結果は骨形成線維腫
（若年性

既往歴・家族歴：特記事項なし

梁状骨形成線維腫）
であった。術後約 2 年は腫瘍の増大を

現病歴：正常分娩、2500g で出生。舌の腫大が認められた

認めなかったが、顎骨の成長発育や永久歯への影響を考

ため近在病院の受診後、当科初診となった。

慮しつつ経過観察を行っていたところ、その後緩徐に腫

現症：舌はやや挙上され、常に舌尖部を突出させた状態

瘍の増大を認めた。

であった。哺乳や呼吸障害は認めなかった。

【現症】オトガイ部に骨様硬の膨隆を認め、頭部前屈時に

処置および経過：初診時は類皮嚢胞を疑い経過観察とし

運動障害を生じていた。CT 画像では 36×40×48mm 大

ていたが、生後 10 か月に舌表面に透明な水疱状小腫瘤を

の分葉状の腫瘤であり、大きさが増大した以外は初回に

認め、MRI 所見と合わせリンパ管腫と診断した。舌の腫

減量した病変と同様の臨床所見であった。

大傾向が認められ、2 歳時に Obwegeser 法による舌縮小

【処置および経過】初回手術から約 8 年後の 2018 年 8 月

術を行った。術後は PICU で管理、舌を口腔内に収めるこ

に全身麻酔下に 2 回目の腫瘍減量術を施行した。初回手

とも可能であったが、翌日より舌は腫大し 1 週間の挿管

術時と同様に腫瘍は健常骨組織との境界が不明瞭であっ

管理を要した。その後も舌運動やマッサージを行うが、持

たため、健常な骨組織を認めるまで可及的に掻爬した。病

続して舌を口腔内に収めることは不可能で、腫大により

理組織学的診断は、骨形成線維腫
（若年性梁状骨形成線維

舌は口腔外に露呈した。呼吸、摂食、構音障害を認めるこ

腫）
であった。現在経過観察を継続しているが、腫瘍の増

とは一切なかった。6 歳 11 か月時より、越婢加朮湯（0.2

大を認めず、本人や家族も満足する審美的形態が得られ

g/kg/日）の内服を開始。7 歳 1 か月に 2 度目の舌縮小術

ている。

を行った。手術は、安静時に歯列より外側にある舌辺縁
（断面は船底型に）を切除した。術後管理は初回と全く同
様に行い 4 日後に抜管。腫大により常に舌側縁を伵んだ
状態であったが、1 か月後には縮小し、口唇閉鎖を維持す
ることが可能となった。また明らかな機能低下も認めら
れなかった。
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2-E-2-5

顎下・舌下部に発生した血管腫の 1 例

舌に生じた顆粒細胞腫の 2 例

大阪急性期・総合医療センター 口腔外科

日本大学 歯学部 口腔外科学講座

山田 龍平，石原 修，矢田 光絵，金山 宏幸，
中野 晋太郎，千田 正，谷口 弘樹，小松 享祐，
中村 美有紀

丸山 礼，篠塚 啓二，野村 さやか，植木 皓介，
吉野 斗菜，西原 安那，山縣 加夏子，清水 治，
本田 雅彦，外木 守雄

緒言

【目的】顆粒細胞腫は、1926 年に Abrikossoff によって顆

血管腫は新生血管からなる良性腫瘍であり、頭頸部領域

粒細胞性筋芽細胞腫（granular cell myoblastoma）として

では頬部、鼻副鼻腔に後発し、顎下部における発生は比較

報告された良性軟部腫瘍であり、1971 年の WHO の分類

的まれである。また一般的に静脈石を伴うこともまれと

より現在の名称に統一された。本腫瘍は、全身の軟組織に

される。今回、顎下・舌下部に多数の静脈石を伴う血管腫

発生する腫瘍で、口腔領域での発生は比較的まれな良性

の 1 例を経験したのでその概要を報告する。

腫瘍である。口腔内では舌に好発し、無痛性に発育するの

症例：36 歳、女性

が特徴である。今回、舌に生じた無痛性および有痛性の顆

主訴：唾石様病変を指摘された。

粒細胞腫の 2 例を経験したので、報告する。

既往歴：喘息

【症例】症例 1 は 54 歳女性。左側舌縁部の腫瘤に気付き近

現病歴：2018 年 6 月、紹介医にて定期健診の際、パノラ

医歯科受診し経過観察を行っていたところ、腫瘤増大を

マ撮影を行い、偶見所見にて右側顎下部の石灰化病変を

認めたため精査加療を目的に当院受診となった。初診時、

認められ精査加療目的に紹介来院となる。

直径 7mm 大の弾性硬の境界明瞭の腫瘤を認め、
表面性状

現症：舌下小丘からの唾液流出障害はなく、口底部およ

は平滑でやや深在性であった。症例 2 は 55 歳女性。左側

び顎下部の病的腫脹は認めなかった。口底および顎下部

舌縁部の軽度腫瘤と表面のぴりぴりとした仏痛を自覚し

に骨様硬の腫瘤も触知しなかった。

ていたが一年半ほど放置していた。仏痛が増強してきた

CT では顎下線周囲に 1〜5mm 大の多数の石灰化病変を

ため、近医歯科受診し、精査加療を目的に当院受診となっ

認め、石灰化は舌下部および舌下小丘付近まで認められ

た。初診時、左側臼歯相当部舌縁に直径 6mm 大の弾性硬

た。

の境界明瞭の腫瘤を認め、表面は軽度発赤していた。舌に

臨床診断：唾石症疑い、異所性石灰化疑い、血管腫疑い

知覚異常および運動障害は認めなかった。2 例とも舌良

処置および経過：上記診断にて 2018 年 9 月、全身麻酔下

性腫瘍の診断のもと、局所麻酔下に舌腫瘍切除術を施行

に顎下腺腫瘍摘出術に準じ、頸部展開したところ、顎下腺

した。病理組織所見では、被覆上皮下に好酸性顆粒を有す

被膜や筋膜上に多数の石灰化病変を認め、石灰化病変は、

る類円形大型細胞の増生を認めた。被膜の存在は明らか

全体的にやや赤褐色の被膜内に覆われている状態であっ

ではなかった。以上の所見より顆粒細胞腫の診断を得た。

た。顎下腺と病変の剥離は困難と診断し、また、病変は舌

また症例 2 では、腫瘤細胞は筋組織の一部に入り込んで

下部にまで及んでいたことから顎下腺と舌下腺を含め病

存在していた。現在まで、明らかな再発所見等なく、経過

変を一塊として摘出した。

良好である。

病理所見では、白色小丘状の硬物質が多数認められ、組

【考察】本腫瘍はシュワン細胞由来の良性腫瘍である。し

織学的には線維性隔壁によって区画される空伱構造が多

かしながら異型性に乏しい所見でも、まれに再発や悪性

数みられ、これらの空伱は海綿状から壺状に拡張してお

の経過をたどるとの報告があるため、手術では周囲正常

り、内部は赤血球、血栓および小球状の石灰化小体が認め

組織を含めた切除が必要であると考える。また今後も慎

られた。石灰化小体はタマネギ様の同心層板状の石灰化

重な経過観察を行う予定である。

を呈し、空伱内面を覆う一層の扁平な上皮は免疫染色に

【結論】今回、舌に生じた顆粒細胞腫の 2 例を経験したの

おいて FactorVIII（+）
、D2-40（-）を示し、血管腫と診断

で、文献的考察を加えて報告する。

された。
考察・結語：本症例は術中に顎下・舌下部の血管腫と診
断したが、顎下腺由来かどうかの判断は出来ず、顎下腺お
よび舌下腺を含めた外科的摘出を行った。
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症例報告 唾液腺/血液/その他

13:30〜14:15

座長：坂下 英明・李 昌一

2-E-2-6

2-E-3-1

顎下部に発生した静脈石を伴った静脈奇形
の1例

唾液腺細胞診国際報告様式「ミラノシステ
ム」が術前診断の一助となった臼後腺低悪
性度粘表皮癌の 1 例

鹿児島市立病院歯科口腔外科

1

藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座，2 藤田医
科大学 医学部 病理診断学講座

新田 哲也，平原 成浩

近石 壮登 1，奥井 太郎 1，竹原 庸介 1，小林 義和 1，
相澤 貴子 1，佐藤 公治 1，磯村 まどか 2，
松尾 浩一郎 1

【緒言】
顎顔面領域の軟組織に発生する石灰化物を伴う疾患と
して、唾石、静脈石、石灰化上皮腫、リンパ節の石灰化な
どがある。なかでも、静脈石は静脈奇形内に認められる
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が、顎下部の発生はまれである。

【緒 言】穿 刺 吸 引 細 胞 診（Fine

needle

aspiration：

FNA）は、頭頚部領域において頚部リンパ節や唾液腺の

今回、私たちは左顎下部に生じた静脈石を伴った静脈

評価に繁用される。今回、口腔内小唾液腺由来腫瘍に対し

奇形の一例を経験したので、その概要を報告する。

て FNA を施行し、唾液腺細胞診国際報告様式ミラノシ

【症例の概要】

ステムにより報告された細胞診の結果が治療方針決定の

患者は 59 歳の女性で、201X 年 Y 月に左顎下部の仏痛

一助となった症例を経験したので報告する。

を主訴として当科を紹介来院した。既往歴では、知的障害
では、施設に入所中で高血圧症にて内服治療を受けてい

【症例】
患者：33 歳、男性。既往歴：特記事項なし。現病

た。喫煙歴・飲酒歴はなく、家族歴に特記事項はなかっ

歴：初診 3 か月ほど前より左側臼後部歯肉の腫脹を自

た。現病歴では、初診 1 か月前のかかりつけ歯科での定期

覚。精査加療のため紹介初診となった。現症：左側臼後部

検診時に左顎下部に仏痛を訴え、パノラマ X 線写真では

舌側に長径 13mm、弾性軟の粘膜下腫瘤を認めた。MRI

同部に石灰化像認めていた。その後症状は改善していた

では脂肪抑制 T2 強調像で高信号の境界明瞭な領域を認

が再度痛みを訴えたため唾石症を疑われ、精査加療目的

めた。処置および経過：FNA を 2 回にわたり施行し、い

に当科紹介された。

ずれもミラノシステム報告様式の診断カテゴリー：IV-B

現症では、顔面左右対称で、左顎下部はび漫性に軽度腫

悪性度不明な腫瘍（Salivary gland neoplasm of uncertain

脹していたが、弾性軟で圧痛、拍動は伴わない腫瘤を触知

malignant potential：SUMP）の結果で、組織生検もしく

した。左右顎下リンパ節は触知されなかった。パノラマ

は診断的切除が推奨された。細胞診の結果と臨床所見か

X 線検査で、左下顎下縁部に不定形で複数の不透過物を

ら、良性もしくは低悪性小唾液腺腫瘍を想定し切除を施

認め、CT 検査では、左顎下腺の外側方に下顎骨を取り囲

行した。周囲に 5mm の安全域を設定し、被覆粘膜、頬筋、

むような不透過物を伴う分葉状の腫瘤形成を認めた。

下顎骨舌側骨膜の一部を合併切除した。病理組織診断：

臨床診断：静脈結石をともなった静脈奇形の疑い。腫瘍

異型の弱い類円形核と淡明な細胞質からなる腫瘍細胞が

摘出術を計画し、術前に MRI 検査などさらなる画像検査

増殖しており、二相性は不明瞭であった。遺伝子検査で

も検討したが、知的障害もあり不安が強く閉所での MR

CRTC3-MAML 2 融合遺伝子を認め、低悪性度粘表皮癌

撮像は困難であった。入院の上、全麻下で顔面静脈と吻合

の診断となった。

していると思われた怒張した静脈瘤様の組織の中に硬固

【考察】ミラノシステムは 6 つの診断カテゴリーに分類さ

物を 2 カ所で触知することができたため、顔面動静脈は

れ、各カテゴリーにおいて悪性のリスクや臨床的対応が

結紮切断して、一塊として摘出した。腫瘍は暗赤色を呈し

記載されており、臨床、画像情報と照合し判定することで

て弾性軟で、周囲組織との癒着はなく剝離は容易で顎下

治療方針決定に役立つとされている。SUMP は悪性のリ

腺は温存できた。術後は顔面神経麻痺を認めることもな

スク 35％ で、悪性の大半は低悪性であるとされ、限局的

く、経過良好である。

手術が推奨されている。本症例では積極的に高悪性腫瘍

病理組織学的診断：左顎下部の静脈石をともなった静脈

を疑う所見を認めず限局的手術を施行し、病理診断も術

奇形。

前診断と一致した。
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2-E-3-2

2-E-3-3

歯科治療を契機に判明した急性白血病の 2
例

上顎骨顎骨壊死を伴ったメトトレキサート
関連リンパ増殖性疾患の 1 例

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学
分野

東京西徳洲会病院 口腔外科

須藤 弘喜，佐野 次夫，木島 毅，秋本 琢磨，
生形 遥，久保寺 翔，萩野 貴磨，守谷 亜沙人，
中澤 貴士，高久 暹

見立 英史，古賀 喬充，中谷 佑哉，楢原 峻，
大場 誠悟，朝比奈 泉
【緒言】歯科治療における出血の原因には、局所性のみな

【緒言】メトトレキサート（methotorexate：以下 MTX）

らず、全身性のものや抗血栓療法などがある。われわれは

は葉酸代謝拮抗剤に分類される抗腫瘍薬であるが、低用

歯科治療後の出血を初発症状として当科を受診し、急性

量服用で免疫抑制作用と抗炎症作用を有し、現在は免疫

白血病が判明した症例を経験したので報告する。

抑制剤として特に慢性関節リウマチ（rheumatoid arthri-

【症例 1】63 歳男性。下顎右側臼歯部の仏痛と自覚し、そ

tis：以下 RA）治療における第一選択薬として普及して

の 5 日後には近くの歯科医院にて動揺していた右下 7 を

いる。一方で、RA 治療中に発生する MTX 関連リンパ増

抜歯した。翌日仏痛増悪したため、当科受診。急性炎症お

殖性疾患（methotrexate associated lymphoproliferative

よび摂食障害を認めたため即日緊急入院。初診時の採血

disorders：以下 MTX-LPD）
の報告が散見される。今回わ

にて WBC13 万、Plt1.5 万を認めたため血液内科に対診し

れわれは上顎骨顎骨壊死を伴った MTX-LPD の 1 例を経

た。B 細胞性 ALL（Ph 陰性）の診断となり、JALSGALL

験したのでその概要を報告する。【症例】
67 歳、男性。初

213 プロトコールで寛解を得た。その後、地固め療法 3

診は 2018 年 X 月。当科受診 2 日前に右上 567 を近医歯

回、臍帯血造血幹細胞移植を施行した。現在経過観察中で

科で抜歯したところ上顎洞穿孔が示唆され当科紹介と

ある。

なった。既往歴に RA があり MTX を服用していた。現

【症例 2】42 歳男性。生来健康であった。近くの歯科医院

症：体格やや肥満、全身倦怠感はなく顔面は左右対称性。

にて上顎右側大臼歯部の歯周病に対してフラップ手術を

鼻症状は認めなかった。口腔内は右上顎の抜歯窩に骨露

受けた。帰宅後も止血困難だったため当科急患受診。採血

出を認め、一部上顎洞との交通も認めた。周囲歯肉は一部

にて汎血球減少、フィブリノーゲン低値、FDP 上昇を認

発赤し排膿を認めた。CT 所見では右上顎骨に腐骨の分離

め、血液内科へ対診。AML（M3）の診断となり、ATRA

像が認められた。また、一部は上顎洞との交通を認め洞内

による寛解導入療法施行。創部は止血プレートを使用し、

全域に粘膜肥厚像が認められた。
【処置および経過】上顎

治療が進むにつれて止血を得た。現在までに地固め療法

骨骨髄炎の診断のもと入院下で抗生物質の点滴、連日の

3 コース目、維持療法を施行中である。

局所洗浄に加え高気圧酸素療法を開始した。治療開始 9

【結論】歯科治療での止血困難な症例において、急性白血

日目に 39℃ 台の悪寒・戦慄を伴う発熱を認めた。血液検

病のような血液疾患も念頭におくことが必要であり、血

査施行し、白血球数 800/µl、赤血球数 156×104/µl、ヘモ

液内科との連携が求められる。

グロビン量 6.0g/dl、血小板数は 25000/µl と汎血球減少を
認めた。なお血液培養の結果は陰性であった。そのため赤
血球および血小板輸血を開始。その間腫脹範囲は拡大し
両側顎下部および頚部にも腫脹の進展を 認 め た た め
MTX-LPD の臨床診断を下した。PET/CT 所見では右上
顎、右中咽頭、両側頚部、鎖骨上窩、腋窩、縦隔、左肺門、
総肝動脈、腹部大動脈周囲、下大静脈周囲、両側総腸骨、
外腸骨、鼠径リンパ節の腫大と FDG 集積を認めた。この
結果を受け MTX の服用中止を決定し原疾患治療のため
血液内科へ転科となった。
【結語】今回われわれは、上顎
骨顎骨壊死を伴った MTX-LPD の 1 例を経験したのでそ
の概要を報告した。
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2-E-3-4

2-E-3-5

バイオフィードバックを取り入れた嚥下リ
ハビリテーションが著効を示した脳幹伷塞
後遺症の一例

高齢患者の習慣性顎関節脱臼に対して関節
隆起切除術が奏功した 3 例
1

医療法人田北会田北病院歯科口腔外科，2 奈良県立医科
大学口腔外科学講座，3 ふくつじ歯科医院

1

マツダ株式会社 マツダ病院 歯科口腔外科，2 広島大学
大学院医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔
医学・顎顔面外科学，3 広島大学病院 顎・口腔外科，
4
広島大学病院 口腔検査センター
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有田 裕一 1,2，坂本 哲彦 1，谷 亮治 3，吉岡 幸男 2，
小泉 浩一 2，新谷 智章 4，林堂 安貴 3，虎谷 茂昭 2，
岡本 哲治 2

松末 友美子 1,2，川上 哲司 1,2，柳生 貴裕 1,2，
上田 順宏 1,2，福辻 智 1,3，桐田 忠昭 1,2
【緒言】高齢者の習慣性顎関節脱臼に対して関節結節切除
術を施行した 3 例を経験したので報告する。
【症例 1】患
者は 83 歳、女性。数年前より顎関節脱臼を認めていたが、
自己整復していた。2016 年 4 月、整復困難となり、入所

【目的】マツダ病院は 19 診療科を擁する病床数 270 床の

中の老人介護施設より当科に紹介受診となった。既往歴

総合病院であり、広島市東部の基幹病院としての役割を

に狭心症があり、冠ステント留置後であった。左側顎関節

担っている。当院の嚥下リハビリテーションチームは歯

脱臼の診断の下、全身麻酔下に左側関節隆起切除術を施

科口腔外科の歯科医師及び歯科衛生士を中心に、摂食・

行した。術後約 2 年が経過しているが、再発はなく経過良

嚥下障害認定看護師、言語聴覚士で構成されている。当科

好である。
【症例 2】
患者は 89 歳、女性。2015 年頃より顎

への嚥下介入紹介件数は年々増加しており、平成 21 年度

関節脱臼を認めており、自己整復していた。徐々に脱臼頻

には 68 件だったが、平成 29 年度には 430 件と増加し、平

度が多くなり、2016 年某病院歯科口腔外科にて自己血注

成 21 年〜29 年までの介入総数は 2258 件であった。

入療法を受けるも改善しなかった。2017 年 5 月加療依頼

リハビリテーションの手法の一つとして、意識にのぼ

にて同院より当科に紹介受診となった。既往歴に腎機能

らない情報を医工学的な手法によって意識上にフィード

障害があった。左側顎関節脱臼の診断の下、2017 年 6

バックすることで、生体状態を意識的に調節することを

月全身麻酔下に、左側顎関節隆起切除術を施行した。術後

可能とするバイオフィードバック（BF）が有効なことが

1 年以上経過しているが再発はない。【症例 3】患者は 89

知られている。今回、BF を取り入れた嚥下リハビリテー

歳、女性。2018 年 5 月に顎関節脱臼を認め、整形外科医

ションが著効を示した症例を経験したので報告する。

により整復処置を受けたが、再脱臼を認め入所中の老人

【材料および方法】対象患者は 80 歳男性。平成 25 年 9

介護施設より紹介受診となった。既往歴に高血圧、脳伷

月に左橋伷塞を発症した。発症後早期に胃瘻が造設され

塞、アルツハイマー型認知症があった。徒手整復後、弾性

ていたが経口摂取の希望が強く、当科で介入を行った。嚥

包帯による開口制限を行うも再脱臼し、その後自己血注

下造影検査では、口腔機能低下、嚥下反射惹起遅延による

入療法を施行し一時的に効果を認めるも再脱臼を認め

誤嚥を頻回に認めた。誤嚥の原因は食物の口腔内処理時

た。2018 年 7 月全身麻酔下に左側顎関節隆起切除術を施

間の延長と、嚥下反射惹起遅延が考えられたため、反射惹

行した。術後約 6 か月経過しているが再発はない。
【考察】

起のタイミングを獲得するため、X 線透視、鼻咽腔内視鏡

超高齢社会となり、今後も顎関節脱臼の患者数が増加す

検査画像を患者にも供覧し、視覚的に嚥下反射惹起のタ

ることが予測されるが、対処法として関節隆起切除術は

イミングの獲得を図った。また、秒針付時計を使用し、本

手術侵襲や合併症も少なく、再脱臼を繰り返す高齢者に

患者の嚥下機能の範囲内で誤嚥を軽減できる、リズムの

対しても有用な方法であると思われた。

習得を行った。
【結果】検査画面を見ながら嚥下反射惹起のタイミングを
習得し、また時間を意識することで、口腔相の時間は短縮
され、恒常的に誤嚥が軽減できるタイミングでの嚥下反
射惹起が獲得され、誤嚥の頻度は大幅に減少した。
【結論】嚥下障害においても、特に嚥下反射惹起に関して
は、ある程度認知機能が保たれている患者に対しては、
BF を取り入れた嚥下リハビリテーションが有効である
ことが示された。
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14:51〜15:27
座長：坂下 英明・李 昌一
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精神疾患の悪化が予測されたため手術適応
を再検討した顎変形症の 3 例

Cowden 病と考えられた 1 症例の口腔内
症状について―文献的な考察を含めて―

東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

1

医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター 歯科口
腔外科，2 千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

須賀 隆行，美久月 瑠宇，竹之下 美穂，豊福 明

石田 翔 1，肥後 盛洋 1，山本 亞有美 2，花澤 康雄 1
背景：顎変形症の治療を求める患者には精神疾患を有し
ているケースがある。精神疾患の状態により顎変形症の

Cowden 病は消化管の過誤腫性ポリポーシス、口腔乳

治療を行うか否かの議論は充分ではない。今回我々は手

頭腫を特徴とする常染色体優勢遺伝疾患であり、高率に

術適応を再検討した顎変形症の 3 症例を経験したので報

癌を合併するため早期発見が望ましい。今回、歯肉に多発

告する。症例 1：42 歳男性。既往歴に発達障害がある。14

する顆粒状変化と舌線維腫を生じた Cowden 病と考えら

年前から矯正治療を受けているがパニック発作を起こし

れた 1 例を経験したので文献的考察を含めて報告する。

治療を中断したことがある。術前矯正も終了したが、手術

【患者】44 歳、男性【初診】2017 年 4 月【既往歴】右腕神

直前に不安が強まりパニック発作を起こしたため手術は

経叢引き抜き損傷【家族歴】父親に消化管ポリポーシスお

延期となっていた。症例 2：33 歳男性。既往歴にうつ状

よび右前腕血管腫、姉に頭部および大腿部血管腫【現病

態、社会不安性障害、強迫性障害がある。定職にはついて

歴】2016 年 6 月より血便がありその後曖気等の自覚を認

いない。矯正治療の要求はそれほど強くはない。強迫観念

め当院消化器内科受診。上部消化管内視鏡にて食道に白

が度々浮かんできて不安で行動できなくなることがある

色扁平隆起が多発し、十二指腸に脂肪腫を認めた。そこで

ことがあると述べる。症例 3：30 歳男性。既往歴に不安う

小腸カプセル内視鏡を行うと空腸、回腸に多発過誤腫性

つ状態がある。整容は保たれておらず悪臭もする。動作緩

ポリープを示し、頸部 CT にて右甲状腺に腫瘤を認めた。

慢で受け答えに間があるが、会話内容は正常である。矯正

これらの特徴的所見から Cowden 病が疑われ、口腔内精

治療の動機として、生活保護を受け始めたので無料で治

査目的に当科を紹介され受診した。
【口腔内所見】上・下

療が受けられるからと話していた。自身でストレスに弱

歯肉に顆粒状変化を認め舌に丘状の腫瘤があり、歯面全

いと話しており、手術は怖いと述べていた。結論：顎変形

体にプラークの付着および歯間乳頭の腫脹を示してい

症の治療希望の患者に精神疾患があった場合、精神科主

た。
【臨床診断】歯肉の顆粒状変化（白板症の疑い）
、舌良

治医に対診を行っても、手術に支障はないと言われるこ

性腫瘍、中等度歯周炎【処置】舌腫瘤に対し摘出術を行い

とも多い。しかし実際に治療中に苦労した報告が散見さ

病理組織学的診断は舌線維腫であった。次に口腔状態を

れる。今回、いずれの症例も矯正治療中の精神疾患の悪化

改善するため頻回な口腔ケアを行い、口腔内環境が改善

により患者の苦悩が増すと考えられたため、矯正治療は

してきたものの歯肉の顆粒状変化に変わりなかったので

行わない方がよいと考えられた。矯正治療を希望する患

歯肉切除術を行った。病理組織学的診断は上皮性過形成

者の中には、治療開始がためらわれるケースが少なくな

および線維性過形成。
【経過】術後 2 ヶ月目の切除歯肉の

い。また治療の動機として本来の目的と異なった美容目

状態は切除前と同じく顆粒状になりはじめ、術後 7 ヶ月

的で受診する場合もある。かかりつけ精神科との綿密な

までに他の歯肉と同じ顆粒状形態となってきた。以上よ

やり取り、詳細な問診を通じて、矯正治療を行うべきかを

り顆粒状変化は歯周炎の影響ではなく、Cowden 病によ

慎重に検討するべきである。現行の顎変形症治療のガイ

る変化と考えた。【考察】Cowden 病は高率に悪性腫瘍を

ドラインでは心理学的評価は醜形恐怖症しか言及されて

合併するため、口腔乳頭腫様病変を認めた場合に Cow-

いないが、今後はその他の精神疾患も加えるべきと考え

den 病である可能性を認識しながら早期発見、治療に努

られる。

める必要があると思います。
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矯正用真鍮ワイヤーを用いた簡便な萌出誘
導

仮性動脈瘤による抜歯後出血に対して、動
脈塞栓術を施行した一例

一宮市立市民病院 歯科口腔外科

NTT東日本関東病院 歯科口腔外科

中村 友保，齋田 昂佑，佐藤 文彦

加地 博一，山城 正司，水谷 美保，原園 陽介

【緒言】近年、食生活や生活習慣の変化に伴い、現代人の

【緒言】仮性動脈瘤とは、動脈壁構造が限局的に欠落する

顎骨の発育が不良となってきており、歯列不整の患者の

ことで血管が瘤化した状態であり、外傷や感染などによ

占める割合も増加傾向にあるとされている。そして萌出

り血管壁が破壊されて生じる。抜歯後の偶発症として抜

スペースの不足に伴い下顎大臼歯の埋伏に遭遇する機会

歯後出血があるが、仮性動脈瘤が原因となり制御困難な

も以前より増加している。このようなケースでは、ただ開

後出血を生じることが本邦でも報告されている。今回

窓術を施行するだけではなく、牽引治療も行うのが理想

我々は、下歯槽動脈末梢に生じた仮性動脈瘤が原因と考

であるが、開窓牽引療法は保険適応ではないため、家族が

えられる抜歯後出血に対し、動脈塞栓術が奏効した一例

治療を希望されない場合もある。ブラスワイヤー：
（矯正

を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

用真鍮ワイヤー）
は歯間分離用のワイヤーで、歯の間に通

【症例】
患者は 77 歳男性、心房細動の既往ありエリキュー

して締めることで、歯間を分離する効果がある。当院では

ス 40mg を内服中。現病歴：2017 年 12 月に左下顎智歯仏

若年者で歯の萌出が期待できそうな症例に対して、この

痛訴えあり当科初診。2018 年 2 月エリキュース休薬のも

ブラスワイヤーを萌出誘導に応用しているので、その概

と全身麻酔下に左側下顎水平埋伏智歯抜歯術施行、創部

要を報告する。

は Tie

over 固定にて止血処置を行った。術翌日にエリ

【症例】症例 1：15 歳女性、右下第二大臼歯の埋伏にて紹

キュース再開、術後 2 日目に経過良好のため退院となっ

介。右下第二大臼歯の近心傾斜と第三大臼歯の埋伏を認

た。 退院後 7 日目に外来にて Tie over 固定解除したが、

めた。右下第三大臼歯の抜歯と同時に、ブラスワイヤーを

創部からの出血を認めたため、再度 Tie over 固定にて止

第二大臼歯の近心に挿入し、萌出誘導を行った。

血。しかし、退院後 11 日目より抜歯部位から再度出血を

症例 2：14 歳女性、歯牙腫術後の経過観察中の患者で、右

認めた。止血シーネなどによる止血処置を追加して一時

下第二大臼歯、左下第二大臼歯の埋伏に対して、第一大臼

的な止血は得られたが、その後も出血を繰り返すため退

歯と第二大臼歯の間にブラスワイヤーを挿入し萌出誘導

院後 17 日目に当科緊急入院となった。

を開始した。途中で右下第三大臼歯は抜歯を行ったが、左

【処置および経過】再入院時の血液検査にて Hb 6.3mg/dL

下第三大臼歯はそのまま萌出誘導を行った。

であったため、RBC 4 単位の輸血を実施。入院後も創部か

【結果】すべての症例で歯の萌出方向が改善され、萌出誘

らの突発的な出血を繰り返すため、術後出血の原因とし

導を行うことが可能であった。しかし歯軸を正常にする

て外傷性動脈瘤の可能性を考慮し、当院脳血管内科にコ

ことはできないため、萌出方向の完全な修正にまでは

ンサルテーション。血管造影法により精査を行ったとこ

至っていない。そのため将来的には矯正治療の追加が望

ろ、下歯槽動脈末梢に仮性動脈瘤を疑う所見を認めたた

ましいと考えられた。

め、コイルによる塞栓を実施し、最終造影にて仮性動脈瘤

【まとめ】今回われわれは、歯の近心傾斜による半埋伏状

への血流の消失を確認した。塞栓後 4 日目にエリキュー

態の下顎第二大臼歯にブラスワイヤーを用いた萌出誘導

ス内服再開、7 日目に Tie over を解除、その後出血は認め

を行い良好な結果を得た。本治療法は簡便で、患者の負担

なかった。

があまりなく行えるため、特に若年者の大臼歯の埋伏に
際しては、考慮すべき選択肢の一つであると考えられた。
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OSCC において AIM2 の高発現は、TGFβ 経路の活性化による EMT の誘導を介し
て浸潤・転移を促進する

うがい液を用いた DNA メチル化検出によ
る健常日本人口腔粘膜のエピゲノムプロ
ファイリング

1

1

宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学
分野，2 宮崎大学 医学部 機能制御学講座 腫瘍生化学
分野，3 宮崎大学 医学部 病理学講座 構造機能病理学分
野
1,2

2

1

鹿児島大学 医歯学域附属病院 口腔顎顔面センター 口
腔外科，2 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面
機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野

浜田 倫史 1，森 和樹 2，有村 麻弥 2，山城 康太 2，
三島 優美子 2，奥田 瑛二 2，西 慶太郎 2，
田畑 博章 2，中村 康大 2，杉浦 剛 1,2

1,3

中村 友梨 ，中畑 新吾 ，近藤 雄大 ，泉 彩 ，
山本 晃士 3，山下 善弘 1，森下 和広 2
【目的】我々はこれまでに口腔扁平上皮癌（OSCC）におい

【緒言】近年がん治療においてプレシジョン治療の概念が

てインターフェロン応答遺伝子 AIM2 が高発現している

急速に普及している。その中核は、常に変化する腫瘍の性

ことを同定した（Kondo et al. Cancer Sci. 2012）。OSCC

状をリアルタイムに把握する、体液を用いたリキッドバ

患者でリンパ節転移を有する症例において AIM2 の発現

イオプシーである。口腔癌においてもリキッドバイオプ

が増加していることが分かり、本研究では、OSCC の発

シーの確立は急務であるが、有用なバイオマーカーの臨

達・進展における AIM2 の機能解明を目指し、OSCC の

床応用には至っておらず、基盤となる統合データベース

浸潤・転移との関与について検討を行った。

も存在しない。いっぽう、うがい液とは唾液を採取するだ

【材料および方法】各種 OSCC 細胞株を用いて、AIM2

けではなく、液体で口をすすぐことで剥離する口腔粘膜

の恒常的発現細胞および発現抑制細胞を樹立し、トラン

細胞を採取する方法である。うがい液は非侵襲的で安価

スウェル遊走アッセイ等を用いて細胞の遊走能等を評価

に何度でも採取できることから、患者への負担が極めて

した。また、免疫沈降を行い LC/MS-MS 解析によって

少なく、口腔癌治療におけるリキッドバイオプシーの理

AIM2 との結合タンパク質を網羅的に探索した。さらに

想的な検査試料と考える。これまでに当教室では、うがい

免疫不全マウスを用いた AIM2 抑制細胞の舌移植実験を

液から検出した口腔癌特異的な癌抑制遺伝子の異常メチ

行い、In Vivo での AIM2 の機能評価を行った。

ル化を報告してきた。
【目的】そこで本研究では、口腔癌

【結果】リンパ節転移を有する OSCC 患者において、転移

プレシジョン治療の基盤となる健常日本人口腔粘膜のマ

を有しない患者と比較して、AIM2 の発現が有意に上昇

ルチオミクス遺伝情報データベースの構築を最終的な目

していた。また細胞遊走能および浸潤能は、AIM2 低発現

標と見据え、最初の段階としてエピゲノムプロファイル

の HSQ89/OSCC における AIM2 発現株で増強し、逆に

の非侵襲的解析を目的とした。
【材料および方法】地域民

AIM2 高発現の SAS/OSCC における AIM2 抑制株で抑

間企業と共同研究契約を締結し、約 2000 人の従業員に対

制された。この時、上皮間葉系移行（EMT）関連遺伝子

し問診票で既往歴、口腔症状や生活習慣を調査するとと

群の発現上昇あるいは低下が認められた。さらに AIM2

もに、うがい液を採取した。うがい液から細胞ペレットを

は TGF-β 活性化キナーゼ 1（TAK1）/TAK1 結合タンパ

作成後に核酸を抽出し、MS-MLPA 法にて 23 種の癌抑制

ク 1（TAB1）複合体と結合し、Smad3 のリン酸化を促進

遺伝子の DNA メチル化解析とコピー数解析を行った。

して TGF-β シグナル伝達を活性化することを見出し

【結果】現在一部の解析が終了しており、健常人の口腔粘

た。In Vivo においても AIM2 の抑制は、NOG マウス舌に

膜においても癌抑制遺伝子の DNA メチル化の蓄積を一

移植された OSCC のリンパ管浸潤を抑制した。

定頻度で認めた。また既に得られている口腔癌群や白板

【結論】OSCC において AIM2 の発現上昇は、TGF-β 経路

症群の結果と比較したところ、健常者群では癌抑制遺伝

の活性化による浸潤能の促進に寄与していることが明ら

子の DNA メチル化異常の頻度が少なかった。全サンプ

かとなり、新たな分子標的候補となる可能性が示唆され

ルの解析が完了後に詳細な統計解析を行い、健常日本人

た。

口腔粘膜のエピゲノムプロファイル、およびその加齢、喫
煙、飲酒、既往歴等との関連性について報告する。
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口腔扁平上皮癌における制御性 T 細胞の発
現に関する免疫組織化学的検討

新たに開発した腫瘍溶解アデノウイルスの
効果の検討

札幌医科大学 医学部 口腔外科学講座

1

北海道大学大学院 歯学研究院 口腔病態学講座 口腔診
断内科学教室，2 北海道大学大学院 歯学研究院 口腔病
態学講座 血管生物分子病理学教室

小池 和茂，清水 翔太，荻 和弘，都倉 尭明，
西山 廣陽，宮﨑 晃亘

加藤 泰史 1,2，東野 史裕 2，松田 彩 2，間石 奈湖 2，
北村 哲也 2，樋田 京子 2，北川 善政 1

【目的】腫瘍浸潤リンパ球（TIL）には、腫瘍反応性リン
パ球だけでなく、 制御性 T 細胞の存在が知られており、
予後との関連性についての報告がみられるが、統一した

《目的》
近年、腫瘍溶解ウイルスによる新たながん治療法が注

見解は得られず詳細は不明な点が多い。今回、口腔扁平上

目されている。腫瘍溶解ウイルスは、ウイルスゲノム遺伝

皮癌における TIL の局在と臨床病理学的所見ならびに

子に改変を加え、がん細胞の様々な性格を利用すること

予後との関係を明らかにする目的で免疫組織化学的検討

により、がん細胞特異的に増殖、破壊し、正常細胞には何

を行った。

の影響も与えないウイルスである。腫瘍溶解ウイルスに

【材料および方法】2004 年から 2014 年までの期間に当科

よるがん治療法は、理論的には副作用がなく、高い治療効

で手術を施行した口腔扁平上皮癌一次症例 139 例を対象

果が期待できる。我々はこれまでに、多くのがん細胞で、

とした。術前補助療法を施行した症例や遠隔転移を認め

AU-rich element（ARE）を持つ mRNA が核外輸送され安

た症例は除外した。Stage 別分類は I：58 例、II：45 例、

定化されることを見出した。そこで、アデノウイルスの増

III：14 例、IV：22 例であった。各症例における TIL 中の

殖に必須の E1A 遺伝子の非翻訳領域（3ʼ-UTR）に ARE

CD4、CD8、CD45Ro、FoxP3 の発現状況を免疫組織化学

を組み込んだ腫瘍溶解アデノウイルスを開発した。この

染色により検討した。40 倍の低倍率で各標本における腫

ウイルスを感染させたがん細胞では、ARE を持つ E1A

瘍辺縁部、腫瘍浸潤先端部の間質・実質および腫瘍中心

mRNA が安定化され、ウイルスが増殖できる。本研究で

部の間質・実質の計 5 箇所を測定箇所に設定し、各種

は、このウイルスの腫瘍溶解効果およびこの効果を増強

マーカーの陽性細胞を同定した後、400 倍の高倍率で 3

する因子の検討を行なった。

箇所カウントしてそれぞれの平均値を算出した。中央値

《材料および方法》

をカットオフ値に設定し、高発現・低発現の 2 群に分類

HeLa、A549 などのがん細胞と BJ などの正常細胞に腫

し、臨床病理学的所見との関係について検討した。

瘍溶解アデノウイルスを感染させ、ウイルスのヘクソン

【結果】腫瘍浸潤先端部実質における CD8 陽性 T 細胞高

タンパクを染色することによりウイルス増殖効率を決定

発現群（n=50）の OS：93.6％、DSS：100％ であったのに

した。さらに、このウイルスによる細胞死を XTT assay

対し、低発現群（n=89）の OS：76.1％、DSS：83.6％ で

を用いて検討した。また、TNF-α との併用効果の検討を

あり、高発現群で治療成績が良好であった
（p＜0.05）
。ま

行なった。

た、FoxP3 陽性 T 細胞の腫瘍浸潤先端部実質における高

《結果》

発現群（n=73）では OS：91.8％、DSS：95.9％ であった

がん細胞では、正常細胞と比較しウイルス増殖効率が

のに対し、低発現群
（n=66）
では OS：72.7％、DSS：83.3％

高く、がん細胞特異的に複製されることが明らかになっ

であり、 高発現群で治療成績が良好であった（p＜0.05）
。

た。また、感染後 7 日目のがん細胞では、正常細胞と比較

一方で、腫瘍辺縁部、腫瘍浸潤先端部間質、腫瘍中心部間

して、細胞死が顕著に見られ、このウイルスの腫瘍溶解効

質・実質における生存率には有意差が認められなかっ

果が示された。また、TNF-α との併用を行うことで、腫

た。

瘍溶解効果の増強が認められた。以上のことから、我々が

【結論】口腔扁平上皮癌における TIL の各種マーカーを

開発した腫瘍溶解アデノウイルスはがん細胞特異的に増

測定箇所別に検討した結果、腫瘍浸潤先端部実質におけ
る CD8 ならびに FoxP3 の発現は、有用な予後予測因子
となり得る可能性が示唆された。

殖し、腫瘍溶解効果を有することが解明された。
《結論》
我々の開発した腫瘍溶解アデノウイルスは、がん細胞
特異的に感染し腫瘍溶解効果を発揮する。
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膵がん細胞における薬剤耐性機構の解明と
その克服

口腔癌に対する新規温熱療法開発の可能性
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

1
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鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科
学分野，2 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 分子腫
瘍学分野，3 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔
面疾患制御学分野

戸田（徳山）麗子，井出 信次，田所 晋，
梅木 泰親，竹部 祐生亮，瀧居 博史，寺田 知加，
舘原 誠晃，堤 千明，里村 一人

品川 憲穂 1,2，古川 龍彦 2，石田 喬之 1，
比地岡 浩志 3，中村 典史 1

【目的】今後のさらなる高齢化の進行により、従来の標準
治療が適応できない口腔癌患者の増加が予想されること
から、 QOL の維持に配慮した治療法の確立が望まれる。

【目的】ゲムシタビン（GEM）は膵がんに対する化学療法

そこで本研究では、最近新たに開発された微細電気抵抗

の第 1 選択薬であるが、膵がん細胞の薬剤耐性が治療効

発熱技術による熱焼灼装置を用いた新規温熱療法確立の

果の低下と関連している。 GEM は細胞内で代謝を受け、

可能性に着目した。この治療法は熱焼灼針を直接腫瘍に

2 リン酸化体が DNA 合成に必須な触媒リボヌクレオチ

刺入し、腫瘍内部で発熱させることができることから、局

ドリダクターゼ（RRM）サブユニット 1 を抑制し、3 リン

所麻酔で施行可能で、侵襲が少なく繰り返し施行できる

酸化体が DNA 鎖に組み込まれてその伸長を停止させる

という利点がある。今回本治療法を口腔癌に応用できる

という 2 つの作用で効果を示すが、RRM1 の過剰発現は

可能性について検討した。

GEM に対する薬剤耐性の原因の一つである。トラニラス

【材料および方法】ヒト扁平上皮癌細胞株をヌードマウス

ト（TRL）は抗アレルギーや瘢痕抑制を目的として使用さ

背部に移植し、腫瘍体積が約 200 mm3 に達した後に、腫瘍

れている薬剤であるが RRM1 タンパクの発現を抑制す

に焼灼針を刺入し、66℃ で 10 分間温熱療法を施行した。

るとの報告がある。本研究において GEM 耐性膵がん細

翌日から腫瘍体積を測定した。腫瘍に治療を施さない群

胞株に対し、TRL 及びハイドロキシウレア（HU）を併用

を未治療群、熱焼灼針を刺入するのみで実際に加熱しな

することで GEM 感受性の回復が図れるか検討すること

い群をコントロール群とし、治療群と併せて 3 群で腫瘍

を目的とした。

の縮小効果について比較検討した。また、治療群のうち腫

【材料と方法】細胞：ヒト膵がん細胞株 MIAPaCa-2 と同

瘍の再発を来した個体で、腫瘍の再発後に同様に治療を

細胞由来の GEM 耐性細胞株 MGEM6 および MGEM8。

施行した群を複数回治療群としてこれらも併せて比較検

薬剤：GEM；代謝拮抗性抗がん薬、TRL；抗アレルギー

討した。

薬、HU；代謝拮抗性抗がん薬。各細胞株を TRL 及び HU

【結果】未治療群およびコントロール群では腫瘍体積は経

処理したのち RRM1 及び RRM2 のタンパク及び mRNA

時的に増大したのに対して、治療群においては治療後 1

発現量の変化を調べた。GEM と TRL 及び HU との併用

日目より全例で腫瘍の劇的な縮小効果が認められた。一

による各細胞株の生存アッセイを行った。

方で治療群の中には経過観察期間中に腫瘍の再増大を認

【結果】MIAPaCa-2 に対し MGEM6 と MGEM8 はそれぞ

めた個体が存在したが、再治療により腫瘍の縮小が認め

れ 88 倍、52 倍の IC50GEM 耐性度を獲得していた。高濃

られた。すべての治療群のマウスで体重変化に異常は認

度の TRL 及び HU 処理により各細胞株で増殖の抑制を

められなかった。加えてこれらのマウスに異常死は認め

認めたが、これらの最大無毒性濃度は共に 30µM であっ
た。GEM に加え 30µM の

られず、半年以上の生存期間を確認した。

TRL と HU を併用し、各細胞

【結論】微細電気抵抗発熱技術を利用した熱焼灼装置を用

株の GEM 耐性度を調べたところ、いずれも GEM 単独と

いた新規温熱療法は、口腔癌の新たな治療法の一つにな

比較し耐性度の低下を認め、特に 3 剤併用が最も効果が

り得るとともに、標準治療の適応が困難な患者の治療法

高く、MGEM6、MGEM8 でそれぞれ 4.2 倍、2.5 倍の GEM

の選択肢の一つとなりうる可能性が示唆された。

感受性増強を認めた。
【結論】TRL 及び HU の 30µM はすでに使用されている
臨床血中濃度に近く、単剤での安全性は証明されている。
今回の結果より、膵がんにおいて GEM による化学療法
を行う際にこれらの 2 剤を併用することで、より高い治
療効果が得られることが期待される。
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悪性腫瘍（2）

16:35〜17:00
座長：永易 裕樹

1-P2-1

1-P2-2

SMAD4 の発現低下は口腔白板症の癌化
および口腔扁平上皮癌の抗アポトーシス作
用を介した抗癌剤抵抗性に関与する

口 腔 癌 の 進 展 に お い て PKM2 は TGIF2
を制御することで EMT に関与する
1

福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分
野，2 福岡歯科大学 生体構造学講座 病態構造学講座

熊本大学医学部附属病院 歯科口腔外科

田中 文恵 1，吉本 尚平 2，岡村 和彦 2，橋本 修一 2，
池邉 哲郎 1

坂田 純基，吉田 遼司，廣末 晃之，川原 健太，
松岡 祐一郎，有田 英生，中嶋 光，竹下 尚志，
永田 将士，中山 秀樹

【目的】癌細胞の細胞質に存在する解糖系酵素 PKM2 は、
【緒言】SMAD4 は TGF-β 経路を伝達する癌抑制遺伝子

核内へ移行し TGIF2 と結合し、EMT を誘導するといわ

として知られている。今回、口腔白板症（OL）および口

れている。今回 OSCC における TGIF2 発現解析、PKM

腔扁平上皮癌（OSCC）における SMAD4 の発現およびそ

2 による TGIF2 制御機構検討、PKM2 機能解析を目的と

の機能について検討した。
【対象と方法】OL 患者 150 例の

した。

生検または切除標本と進行 OSCC 患者 90 例の生検標本

【方法】上皮異形成および舌癌と診断された手術材料を用

で SMAD4 の免疫組織化学染色を行い、各項目との関連

いて TGIF2 発現を免疫組織学的に検討した。また、HSC

を検討した。また角化細胞株と OSCC 細胞株を用いて

4 および SAS に対し EMT 誘導、PKM2 抑制、プロテア

SMAD4 の発現および SMAD4 の発現抑制による様々な

ソーム阻害を行い、TGIF2 蛋白および発現 mRNA 解析、

影響について検討した。【結果】150 例の OL 患者のうち

PKM2 機能解析を行った。

23 例がのちに癌化を認め、OL 組織における SMAD4 の

【結果】組織切片において TGIF2 は異型細胞および癌細

低発現は癌化と相関を認めた。SMAD4 低発現群では高

胞の核に発現し、OSCC の分化度が低くなるにつれ発現

発現群と比較し、上皮下組織において制御性 T 細胞の

低下していた。HSC4 および SAS への EMT 誘導により

マーカーである FOXP3 陽性のリンパ球を多く認めた。

PKM2 は細胞質から核内への発現局在の移行がみられ、

角化細胞株で SMAD4 の発現を抑制すると、DNA 修復に

EMT 誘導により TGIF2 の核内発現が抑制された。また、

関与するタンパクである BRCA と RAD51 の発現低下を

PKM2 ノックダウンにより EMT 誘導による TGIF2 の

認めた。また OSCC の生検標本において、SMAD4 の低発

核内発現の抑制がみられず TGIF2 の核内発現は維持さ

現は化学放射線治療（CRT）の治療効果不良および頸部リ

れた。しかしながら、mRNA 発現は維持されていた。

ンパ節転移と相関を認め、SMAD4 低発現群は高発現群

TGIF2 は転写後分解を受けていると考えられ MG132 に

と比較し有意に予後が不良であった。また当科で樹立し

よるプロテアソーム阻害を行ったところ、EMT 誘導時

た 5-FU 耐性 OSCC 細胞株では親株と比較し SMAD4 発

TGIF2 蛋白の核内から細胞質への発現局在の移行がみら

現が低下しており、OSCC 細胞株で SMAD4 の発現を抑

れた。これらの結果より、核内発現 PKM2 は TGIF2 と相

制すると、5-FU および CDDP の感受性の低下を認め、ア

互作用し TGIF2 を細胞質へ移行させることでユビキチ

ポトーシス阻害因子 cIAP2 の発現が上昇していた。CRT

ンプロテアソーム系による分解を誘起することが考えら

の治療効果不良であった症例の切除標本において、CRT

れた。阻害により癌細胞株の増殖、遊走、浸潤能の抑制が

後も生存していた癌細胞において SMAD4 の発現低下と

みられた。この結果より核内発現 PKM2 は癌細胞におい

cIAP2 の高発現を認め、in vitro の結果と同様の事象が臨

て癌の進展に関与することが示唆された。

床標本でも確認された。
【結論】OL における SMAD4 低発
現は抗腫瘍免疫の抑制やゲノム不安定性に影響し、その
癌化に関与している可能性が示唆された。また OSCC に
おいて SMAD4 低発現は、cIAP2 発現上昇による抗アポ
トーシス作用増強を介して抗癌剤抵抗性に関与している
可能性が示唆された。SMAD4 が OL の癌化予測因子、
OSCC の治療効果予測因子および治療標的として応用で
きる可能性が示唆された。
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Immunohistochemical assessment of
Cdt1, geminin, and gamma H2A.X in
oral epithelial precursor lesions and
squamous cell carcinoma

MCFD2-LMAN1 複 合 体 過 剰 発 現 は
LGALS3BP の過剰分泌を誘導し口腔扁平
上皮癌の転移・浸潤の促進に寄与する
1

千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座，2 たむら記
念病院 歯科口腔外科，3 千葉大学医学部附属病院 歯
科・顎・口腔外科，4 千葉大学大学院医学研究院 臨床腫
瘍学講座

1

東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔
面・口腔外科学分野，2 東北大学大学院歯学研究科 口腔
病態外科学講座 口腔病理学分野

小松 万理 1，深町 恵 1,2，坂本 洋右 3，小池 一幸 3，
伊豫田 学 3，中嶋 大 3，笠松 厚志 3，椎葉 正史 4，
鵜澤 一弘 1,3，丹沢 秀樹 1,3

Siril Yves Junior 1,2，纐纈 衆 1,2，及川 麻理子 2，
高橋 哲 1，熊本 裕行 2
Background：Carcinogenesis occurs when cell cycle
governing cell proliferation and differentiation is compro-

【背景】先天性第 V・第 VIII 因子合併欠乏症の原因遺伝子

mised. Cdt1, geminin, and gamma H2A.X stain cells in

である multiple coagulation factor deficiency protein 2

the G1, S/G2/M phases, and apoptosis, respectively. Re-

（MCFD2）は、レクチンマンノース結合タンパク（LMAN

cent studies have suggested that the expression of those

1）と複合体を形成し小胞体からゴルジ体への第 V・第

three markers might be useful for histological evaluation

VIII 因子等の糖タンパクの細胞内輸送を担っている。本

of malignant lesions. The purpose of this study is to iden-

研究では、OSCC における MCFD2-LMAN1 複合体の異常

tify the cell cycle phases and apoptosis by means of im-

ならびにその機能的関与を詳細に解明することを目的と

munohistochemistry in oral epithelial precursor lesions

した。
【方法】OSCC 由来細胞株 9 株における MCFD2/LMAN1

（OEPLs）and oral squamous cell carcinoma（OSCC）
.
Methods：The expression of Cdt1, geminin, and gamma

の発現状況を定量的 RT-PCR 法・Western blot 法により

H2A.X

in

解析した。臨床検体 70 検体において、定量的免疫組織学

paraffin-embedded tissue specimens of 55 patients with

的染色を行い MCFD2/LMAN1 の発現状況と臨床指標と

OEPLs and 50 patients with OSCC. Clinicopathological

の 相 関 を 統 計 学 的 に 解 析 し た。shRNA に て MCFD2/

variables of OSCC patients were compared with the

LMAN1 発現抑制細胞株を樹立し細胞増殖能、細胞浸潤

molecules expression.

能、細胞遊走能、細胞接着能試験を行った。蛍光免疫染色

Results：Cdt1 was expressed in prickle cell layer of

にて、MCFD2 と複合体を成す LMAN1 の局在・発現強度

OEPLs and many carcinoma cells of OSCC. Geminin re-

を評価した。さらに、ELISA 法にて MCFD2-LMAN1 複合

activity was limited in parabasal layer of no or low dys-

体が分泌を制御するタンパクである LGALS3BP を測定

plastic lesions but widely distributed in high-grade dys-

し、同複合体の癌化に寄与しうる活性の変化を見た。

was

immunohistochemically

examined

plasia and OSCC. Expression of Cdt1 and geminin

【結果】解析した OSCC 細胞株の全てにおいて MCFD2/

tended to increase in high-grade dysplasia and OSCC

LMAN1 の発現（mRNA レベル、タンパクレベル）が有意

compared with no or low dysplastic lesions. Gamma H2

に亢進していた（p＜0.05）。同様に臨床検体において、

A.X was reactive with superficial layer of OEPLs and

MCFD2/LMAN1 の 有 意 な 発 現 亢 進 を 確 認 し た（p＜

scattered carcinoma cells of OSCC. In OSCC, lower gemi-

0.05）。その発現様相は、TNM-stage 分類のみならず局所

nin expression was recognized in recurrent and dead

リンパ節転移において有意な相関を認めた（p＜0.05）。In

cases. Geminin and gamma H2A.X were significantly as-

vitro において、MCFD2/LMAN1 発現を抑制すると、細

sociated with degree of differentiation and mode of inva-

胞浸潤能、細胞転移能、細胞接着能が有意に低下した。さ

sion.

らにこの現象には、LGALS3BP 分泌量の顕著な低下が

Conclusion：These data suggest that expression of Cdt

伴っていた（p＜0.05）。

1, geminin, and gamma H2A.X is correlated with devel-

【結論】本研究により、（1）MCFD2-LMAN1 複合体の活性

opment of oral carcinogenesis. This study provides po-

化は OSCC の進展に深く関与していること、（2）
（1）の副

tent association of these molecules with clinicopathologi-

産物である LGALS3BP が様々な接着因子を制御してい

cal behavior of OSCC.

る可能性があることから、MCFD2/LMAN1 が OSCC に
おける有力な分子標的になり得ることが強く示唆された。
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口 腔 癌 転 移 機 構 に 寄 与 す る TRAM2/
PERK/MMPs 分 子 経 路 の 解 明 と そ の 制
御・治療薬の同定

TGF-β シグナルが誘導する口腔扁平上皮
癌細胞の浸潤、骨破壊における p130Cas
の役割

1

1

千葉大学 大学院医学研究院 口腔科学講座，2 千葉大学
医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科，3 千葉大学 大学
院医学研究院 臨床腫瘍学講座

加瀬 裕太郎 1，伊豫田 学 2，福嶋 玲雄 2，
小池 一幸 2，中嶋 大 1，笠松 厚志 2，坂本 洋右 2，
椎葉 正史 3，鵜澤 一弘 1,2，丹沢 秀樹 1,2

九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野，2 九州
歯科大学 健康増進学講座 分子情報生化学分野
1,2

2

柳沼 樹 ，古株 彰一郎 ，吉岡 泉

1

【目的】口腔扁平上皮癌（OSCC）の顎骨浸潤は予後を左右
する重要な要因であり、いかにコントロールするかが口
腔癌治療の重要な戦略となる。癌細胞が浸潤や転移する

【目的】Translocation associated membrane protein 2

際に、 上皮間葉移行（EMT）が関与することが知られる。

（TRAM2）は小胞体膜に存在するトランスロコンを構成

p130Cas は細胞骨格を制御する分子で様々な癌で発現が

する TRAM ファミリーの 1 つであり、リボソームで合成

上昇するが、その役割には不明な点が多い。そこで本研究

されたタンパク質の小胞体への透過、カルシウムの細胞

では、まず手術で切除された OSCC 顎骨浸潤サンプルを

質への漏出に関与する。細胞質のカルシウム上昇が小胞

用いて p130Cas の発現と EMT 誘導因子 TGF-β シグナ

体ストレスに関与し、癌細胞の発現に関わることが報告

ルとの関連を免疫組織学的に検討する。さらに、TGF-

されているが、TRAM2 の発現異常による口腔扁平上皮

β シグナルが誘導する SCC 細胞の形態変化、浸潤・骨破

癌（OSCC）を含むすべての悪性腫瘍の分子機構への寄与

壊における p130Cas の役割を明らかにする。

は解明されていない。本研究は、TRAM2 の OSCC 発生機

【材料および方法】ヒト-OSCC の顎骨浸潤サンプルに対し

構への関与を、包括的な分子生物学的解析により解明す

て p130Cas、pSmad3 抗体で免疫染色を行った。細胞は

ることを目的とした。【材料および方法】OSCC 由来細胞

SCC7、HSC-2 を用い、shRNA を用いて p130Cas を knock

株 9 種、臨床検体 106 例における TRAM2 の発現状況を

down した。細胞を TGF-β1 で処理し、細胞形態を観察し

qRT-PCR 法、Western blot 法、免疫組織化学染色法にて

た。ウエスタンブロッティング法を用いて p-Smad3、p130

分析し、Student の t 検定および χ2 検定にて統計学的に

Cas および p-p130Cas のタンパクを定量した。invasion

評価した。また OSCC 細胞株由来の TRAM2 発現抑制株

assay で細胞浸潤能を確認した。細胞培養上清を用いて

を樹立し、細胞増殖能・細胞遊走能・細胞浸潤能・脈管

gelatin zymography を行い MMP-9 の酵素活性を評価し

浸襲能・ザイモグラフィーによりその多様な機能を解析

た。最後に 8 週齢雄マウスの左伵筋部に細胞を接種し、p

した。【結果】全ての OSCC 由来細胞株において TRAM

130Cas の役割を評価した。

2 の有意な過剰発現を認めた（p＜0.05）
。OSCC 臨床検体

【結果・考察】ヒト-OSCC において p130Cas の発現が高

においても TRAM2 は過剰発現を示し、その発現状況に

く活性化した細胞 で は Smad3 の リ ン 酸 化、す な わ ち

より局所リンパ節転移、臨床病期、血管浸潤に有意な相関

TGF-β シグナルが亢進していた。TGF-β 処理により細

をみた（p＜0.05）
。TRAM2 の発現抑制株では、細胞遊走

胞は間葉系細胞様に形態が変化したが、p130Cas の発現

能・細胞浸潤能・脈管浸襲能・PERK の低下を認め、ザ

が低下した細胞では、TGF-β 刺激による細胞形態の変化

イモグラフィーでは MMP2、9 の活性低下を認めた（p

が乏しく、浸潤能の低下がみられ、さらに MMP-9 の酵素

＜0.05）
。
【結論】
TRAM2 の過剰発現により PERK、MMPs

活性の低下が認められた。また、マウス骨破壊モデルにお

経路の活性化を強力に促進し、結果として腫瘍の転移に

いても p130Cas の発現が低い SCC7 細胞を接種した群で

関与していることが想定された。加えて、本研究で間接的
な阻害剤を同定しており、これが新たな口腔癌転移の有

は、頬骨弓の破壊が少なかった。
【結論】OSCC における p130Cas 活性化部位では TGF-

効治療薬の可能性が考えられる。

β シグナルが亢進する。また TGF-β シグナルが誘導す
る SCC 細胞の形態変化や移動、浸潤、骨破壊には p130
Cas が必要である。
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口腔扁平上皮癌における ΔNp63 を介し
た kallikrein-related peptidase（KLK）5
の発現と機能について

テロメア DNA 構造結合性化合物の癌細胞
特異的増殖抑制効果の検討
1

九州歯科大学附属病院 顎顔面外科学分野，2 九州歯科
大学健康増進学講座口腔応用薬理学分野

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔
面腫瘍制御学分野

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

福田 晃 1，土生 学 1，笹栗 正明 1，冨永 和宏 1，
竹内 弘 2
【目的】テロメア反復配列（TTAGGG）を染色体末端に伸
長させるテロメラーゼは、各種癌細胞の 80％ 以上で過剰

【目的】近年、癌の浸潤・転移に上皮-間葉転換（EMT）が

発現を認めるため、抗癌剤開発の新たな標的として期待

関与していることが明らかになってきた。これまでに

される。本研究では、テロメア反復配列が細胞内で特徴的

我々は、口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞における ΔNp63

な 4 本鎖構造を形成することに着目し、同構造に結合す

の発現減弱により、上皮間葉転換（EMT）を誘導し、癌

る環状ナフタレンジイミド（cyclic

の浸潤・転移に関与することを示してきたが、その詳細

ide；cNDI）および環状アントラキノン（cyclic anthraqui-

な分子機構は不明であった。そこで、ΔNp63 により発現

none；cAQ）のテロメア DNA 構造への特異性を向上さ

量が変化する遺伝子を網羅的に解析するため、ΔNp63

せた誘導体について、複数の口腔癌由来細胞株および正

強制発現 OSCC 細胞株を用いて DNA マイクロアレイ解

常細胞に対する増殖抑制効果を比較検討した。

naphthalene

diim-

析を行った。その結果、ΔNp63 強制発現細胞でいくつか

【材料および方法】cNDI 誘導体及び cAQ 誘導体は、九州

の KLK の発現増加を認め、その 1 つである KLK5 は、乳

工業大学の竹中らから供与を受けた。ヒト口腔癌由来細

癌などの悪性腫瘍で発現が報告されており、受容体であ

胞株 Ca9-22、SAS、HSC-2、KB および不死化ヒト細胞株

る PAR2 を活性化することが知られているが、詳細な分

HaCaT、HEK293 およびヒト正常上皮角化細胞ならびに

子機構は明らかではない。本研究では、ΔNp63 を介した

マウス大腿骨より調製した骨髄細胞を用い、WST-8 によ

EMT における KLK5 の関与を明らかにするために、

る細胞増殖活性と RT-PCR による遺伝子発現を検討し
た。

OSCC における KLK5 の発現について検討した。
【材料および方法】5 種類の OSCC 細胞株を用いて ΔNp

【結果】cNDI および cAQ の誘導体はいずれも濃度依存的

63 、KLK5 、PAR2 および EMT 関連遺伝子の発現を PCR

に細胞増殖を抑制し、一部ではテロメラーゼ遺伝子の

法にて検索した。さらに、OSCC の生検標本における

mRNA 発現レベルと相関傾向を認めた。また、それらは

ΔNp63、KLK5、PAR2 の発現を免疫組織化学的染色法に

ヒト正常角化細胞やマウス骨髄細胞と比較して癌由来細
胞株に対し、強い細胞増殖抑制効果を示した。

て検索した。また、KLK5-siRNA 導入が OSCC 細胞へ与
える影響について解析した。

【結論】cNDI および cAQ 誘導体は、癌特異性を向上させ
た新規抗癌剤として有望であると考えられた。

【結果】ΔNp63 、KLK5 および PAR2 は、多くの OSCC
細胞株で発現していたが、高転移株 SQUU-B 細胞ではこ

会員外共同研究者：佐藤しのぶ、竹中繁織
（九州工業大学

れらの発現を認めなかった。しかし、SQUU-B 細胞に

工学研究院物質工学研究系応用化学部門・バイオマイク

ΔNp63 を強制発現させると KLK5 と PAR2 の発現を認

ロセンシング技術研究センター）

め た。ま た、ΔNp63 を 発 現 し て い る SQUU-A 細 胞 に
ΔNp63-siRNA を導入したところ、KLK5、PAR2 の発現
減弱を認めた。OSCC 生検標本では、腫瘍中心部で ΔNp
63 の発現と一致して KLK5 と PAR2 の発現を認め、浸潤
先端部ではそれらの発現が減弱していた。さらに、KLK
5 の発現を認めた SQUU-A 細胞に KLK5-siRNA を導入
したところ、線維芽細胞様の形態変化、上皮系マーカーの
発現量減少、間葉系マーカーの発現量増加を認めた。
【結論】 OSCC において KLK5 は ΔNp63 を介して EMT
に関与している可能性が示唆された。
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口腔扁平上皮癌における miR-30a は cyclin E2 を介して 5-FU 耐性に関与する

ゲノム編集（CRISPR/Cas9）による扁平
上 皮 癌 細 胞 に お け る Heparin-binding
protein 17/FGF-Binding Protein-1 の
機能解析

1

熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分
野，2 伊東歯科口腔病院，3 福岡歯科大学 口腔・顎顔面
外科学講座 口腔腫瘍学分野
1

1
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川原 健太 ，吉田 遼司 ，廣末 晃之 ，
松岡 祐一郎 1，篠原 正徳 2，平木 昭光 3，中山 秀樹 1

檜垣 美雷 1，新谷 智章 2，佐藤 成紀 3，岡本 哲治 3
【目的】microRNA（miRNA）が癌細胞の悪性形質の進展
に関与することが報告されているが、口腔扁平上皮癌

【緒言】Heparin-binding protein 17/FGF-Binding Protein-

（OSCC）の miRNA の発現異常と抗癌剤耐性についての

（HBp17/FGFBP-1）は、我々が外陰部扁平上皮癌（SCC）
1

報告は少なく、中でも 5-FU 耐性との関連性を示した報告

由来 A431 細胞の培養上清より FGF-2 とともに分離・精

はない。本研究では OSCC の 5-FU 耐性に関わる miRNA

製し、構造決定した 17kDa のヘパリン親和性分泌蛋白で

を同定し、その役割を明らかにした。

あり、上皮細胞で特異的に発現され、細胞表面上や細胞外

【材料および方法】2 つの OSCC 細胞株と、それらより樹

での FGFs の機能制御に関与していることを明らかにし

立 し た 5-FU 耐 性 株 を 用 い た。親 株 と 耐 性 株 に よ る

た。また我々は、Vitamin D3 が NF -κB を介して HBp17/

miRNA マイクロアレイ解析の結果、miR-30a が有意に発

FGFBP-1 の発現を抑制することで in vitro 及び in vivo

現上昇していたため、miR-30a の機能解析のために恒常

で SCC 細胞の増殖を抑制することを報告してきた。

的過剰発現株を樹立し、5-FU 感受性やアポトーシスの変

本研究では、CRISPR/Cas9 システムを用いたゲノム編

化、細胞周期解析、miR-30a の標的確認実験を行った。

集 法 で HBp17/FGFBP-1 ノ ッ ク ア ウ ト A431 細 胞（A

【結果】miR-30a を恒常的に過剰発現させた細胞株では、

431-KO）を作成し、SCC 細胞における HBp17/FGFBP-

5-FU 処理によって親株よりもアポトーシスに耐性を示

1 の機能解析を行なった。

し、また細胞周期解析では、G1 アレスト細胞の増加を認

【方法】SCC 細胞株として A431 細胞を、無血清培地とし

めた。また、miR-30a が cyclin E2 の翻訳抑制に関与して

て DF6F を用いた。A431 細胞に gRNA 及び Cas9 を共導

いることが明らかとなり、さらに miR-30a の発現を抑制

入し、標的部位を切断したのちにホモロジーアームを持

することで、cyclin E2 発現の上昇により G1 アレスト細

つ GFP/Puro 遺伝子をノックインし、フレームシフトを

胞が減少し、5-FU 感受性が有意に上昇した。

導入することで HBp17 のノックアウトを誘導し、A431-

【結論】OSCC が有する 5-FU 耐性機構の一因として、miR-

KO 細胞を複数クローン分離した。続いて、A431-KO の細

30a の高発現により G1 アレスト細胞が増加し、5-FU の

胞増殖能、運動能及びコロニー形成能を検討した。また、

殺細胞効果があらわれる S 期を回避していることが考え

A431-KO 細胞の遺伝子発現を網羅的に明らかにするた

られた。

め、マイクロアレイ解析にて、A431-KO の遺伝子発現を
検討した。さらに A431-KO をヌードマウス背部皮下に移
植し、造腫瘍能及び増殖能を検討した。いずれの実験も野
生型 A431 細胞を対照に用いた。
【結果】A431-KO 細胞の細胞増殖能、コロニー形成能、及
び運動能は対照細胞のそれらと比較して有意に低下して
いた。また、背部皮下移植腫瘍の増殖能も有意に低下し
た。さらに、マイクロアレイ法および定量 PCR 法の結果、
A431-KO では対照細胞と比較して TIMP-1、-3 遺伝子発
現の有意な上昇を認めた。
【考察】HBp17/FGFBP-1 をターゲットにした SCC の治
療の可能性が考えられた。
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1-P4-1

唾液腺粘表皮癌の EGFR シグナル伝達経
路における遺伝子変異の臨床病理学的検討

iPTH 投与による酸化・抗酸化バランスお
よび下顎新生骨における骨質の変化

1

1

名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学
専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野，2 名古屋
市立大学大学院医学研究科 生体情報・機能制御医学専
攻 臨床病態病理学分野，3 名古屋市立西部医療センター
歯科口腔外科

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科
学，2 広島市立広島市民病院歯科口腔外科，3 岡山大学病
院口腔外科（再建系）

吉岡 洋祐 1,2，山近 英樹 3，森谷 徳文 1，飯田 征二 1,3

森田 麻希 1,2，奥村 嘉英 3，村瀬 貴幸 2，
正木 彩子 2，渋谷 恭之 1，稲垣 宏 2

【緒言】副甲状腺ホルモン製剤の間歇投与（iPTH）は新生
骨の微細構造を向上させ骨治癒を促進させることが知ら
れているが、酸化により制御されるミネラルおよびコ

【目的】粘表皮癌は唾液腺悪性腫瘍の中で約 30％ と最も

ラーゲンの質に及ぼす影響については明らかとなってい

頻 度 が 高 い。特 異 的 な 遺 伝 子 異 常 で あ る CRTC1/3-

ない。本研究では iPTH が酸化・抗酸化バランスおよび

MAML2 キメラ遺伝子は良好予後と関連すると報告さ

下顎新生骨のミネラル、コラーゲンの質に及ぼす影響を

れている。EGFR シグナル伝達経路における遺伝子変異

検討した。
【方法】8 週齢 Wistar 雌性ラットに卵巣摘出を

を有する患者は様々な腫瘍で予後不良因子として報告さ

施し、iPTH 群および OVX 群に分け下顎枝に貫通孔を作

れているが、粘表皮癌における意義は明らかではない。わ

製した。貫通孔作製 1 日後より副甲状腺ホルモン製剤 30

れわれは、唾液腺粘表皮癌におけるキメラ遺伝子及び

µg/kg または生理食塩水を連日 1 日 1 回皮下投与した。

EGFR シグナル伝達経路遺伝子変異の臨床病理学的意義

初回薬剤投与 21 日後に血液、下顎骨を採取した。血清を

を検討した。

用いて d-ROMs テスト、BAP テストを行い、酸化力、抗

【方法】唾液腺粘表皮癌 101 例を対象とした。パラフィン

酸化力を解析した。次いで上記の二つのテスト結果より

包埋標本を用い、臨床情報は後ろ向きに収集した。組織

算出される酸化・抗酸化バランスを示す酸化指数を解析

FISH 法にて MAML2 遺伝子分離の有無を検索した。高

した。下顎骨は MicroCT および顕微ラマン分光装置を用

感度検出法である SNapshot 法を用いて EGFR、RAS、

PIK3CA、AKT1、BRAF 遺伝子のホットスポット変異、
ダイレクトシーケンス法を用いて TP53 遺伝子変異の検

いて、微細構造およびミネラル、コラーゲンの質の解析を
行った。
【結果】OVX 群と比較し、iPTH 群の血清では酸
化力に有意差は認めなかったが、抗酸化力の低下を認め

討を行った。遺伝子変異と臨床病理学的因子の関連を解

た。また、両者の結果により算出される酸化指数の増加を

析した。

認めた。MicroCT にて OVX 群と比較し iPTH 群の下顎

【結 果】粘 表 皮 癌 101 例 中、MAML2 遺 伝 子 分 離 は 63
例に、 RAS/PIK3CA 遺伝子変異は 15 例（重複あり）
に、

TP53 遺伝子変異は 21 例に認められた。EGFR、AKT1、
BRAF 遺伝子において変異は陰性であった。RAS/PIK3

新生骨では骨量、骨梁幅の増加、貫通孔残存部面積の縮小
を認めたことから、iPTH は新生骨の微細構造を向上させ
た。顕微ラマン分光装置にて OVX 群と比較し iPTH 群の
新生骨では石灰化度、結晶性、コラーゲン構造の完成度の

CA 遺伝子変異は患者高年齢、高い T 分類、リンパ節転移

低下、炭酸塩含有率の増加を認めた。すなわち、iPTH

陽性と関係があった。単変量予後解析においてキメラ遺

は新生骨のミネラルおよびコラーゲンの質の低下させ

伝子陽性は長い全生存期間と、RAS/PIK3CA 遺伝子変

た。
【結論】iPTH は下顎新生骨の微細構造を向上させた一

異及びリンパ節転移陽性は短い全生存期間と関連があっ

方で、酸化・抗酸化バランスを酸化に傾け、剛性、靭性に

た。多変量予後解析にてキメラ遺伝子と RAS/PIK3CA

関与するミネラルおよびコラーゲンの質の変化を引き起

遺伝子変異は全生存期間に対して独立予後因子であっ

こした。骨治癒促進を期待した iPTH の臨床応用が検討

た。

される中で構造的のみならず材質的な骨質変化に注意を

【結論】CRTC1/3-MAML2 キメラ遺伝子は良好予後と、

払う必要性が示唆された。

RAS/PIK3CA 遺伝子変異は不良予後と関連し、予後予
測因子として有用である。これらの遺伝子異常は分子標
的薬の標的となる可能性が示唆された。
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MRONJ モデルマウスにおける骨構造解析

破骨細胞の分化に対する RNA 結合タンパ
ク HuR の役割

オーラルメディシン・口腔外科学講座

1

北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野 口腔顎
顔面外科学教室，2 北海道大学大学院歯学研究院 口腔病
態学分野 血管生物分子病理学教室

岡村 将宏，野村 武史，鈴木 大貴，大村 雄介
【目的】骨粗鬆症や癌の骨転移の治療薬に関連する薬剤関

養田 稔 1,2，伊藤 啓介 1,2，松田 彩 2，間石 奈湖 2，
北村 哲也 2，樋田 京子 2，鄭 漢忠 1，東野 史裕 2

連性顎骨壊死（以下 MRONJ）は未だ進展・増悪における
発症機序が明らかになっていないのが現状である。基礎
研究において様々な動物モデルが報告されているが、顎

（背景）

骨壊死そのものを評価した研究は極めて少ない。そこで

破骨細胞は骨吸収に関与し、骨のリモデリングや様々

我々は MRONJ の病態の解明および薬剤の開発、疾患診

な骨病変に関係している。破骨細胞は、RANKL の刺激を

断を目指したモデルの確立、そして発症メカニズムを明

受けることにより、前駆細胞から分化することが知られ

らかにするため本研究を計画した。

ており、この分化に、重要な働きをする分子の中には、c-

【材料および方法】C57Bl/6J 雌性の 7 週齢のマウスに対
し、皮下投与により週 1 回ゾレドロン酸水和物（以下 zol）
を投与し、2 週後に上顎後臼歯の抜歯を行った。さらに 2

fos や NF-kB な ど、そ の mRNA に AU-Rich

ARE は、mRNA の 分 解 シ グ ナ ル で、ARE を 持 つ

日に 1 度抜歯窩に歯周病原菌でもある F.nucleatum（以

mRNA は転写後すぐに分解されるが、ARE に RNA 結合

下 Fn）を塗布することにより細菌感染を伴った顎骨壊死

タンパクである HuR が結合すると mRNA は細胞質へ輸

モデルマウスを作成した。対照群として生食群（以下 con-

送され安定化する。 HuR は通常核内に局在しているが、

trol 群）
、zol 単独投与群を設け、それぞれに対する抜歯窩

分化刺激やストレスを受けた細胞では、細胞質に輸送さ

の経時的観察を行い、MRONJ の病理組織学的および骨

れることが知られている。従って、破骨細胞の分化や機能

形態学的な評価を行った。

にも HuR を介した ARE-mRNA の制御が関わることが

【結果】抜歯窩周囲の骨構造を解析するため 1.モデルマウ

予想される。

スの組織・形態学的評価、2.BMD 測定、3.SHG イメージ
ング、4.Bap 結晶配向性について評価した。1 においては、
Fn+zol 群のみに上皮欠損と骨露出を認め、病理組織学的
にも壊死骨が確認された。2 においては、control 群と zol

（目的）
破骨細胞の分化や機能と HuR との関連を検討する。
（材料と方法）
RAW 細胞を RANKL で処理し、破骨細胞に分化させ、

単独投与群を比較し、Fn+zol 群では骨密度の上昇を認め

TRAP 染色により、破骨細胞への分化を確認した。また、

た。3 においては、Fn+zol 群ではコラーゲンの配向性が明

同細胞を用いて、HuR の細胞内局在、アクチンリングの

らかに低下していた。さらに 4 においても、control 群と

存在や cathepsinK の発現を検討し、破骨細胞の分化や機

zol 単独投与群と比較し Fn+zol 群では Bap の特異的な

能 と HuR と の 関 連 を 調 べ た。さ ら に、HuR 阻 害 剤

結晶配向性を示した。

CMLD-2 を用いて、同様の実験を行い、分化や機能に対す

【結論】MRONJ モデルマウスにおける骨構造解析では、
zol 単独投与群よりも Fn+zol 群において特異的な骨構造
の変化が認められ、MRONJ の病態として細菌感染が疾

Element

（ARE）を持つものが多いことが知られている。

る HuR の役割を検討した。
（結果）
分化した破骨細胞では、HuR の細胞質局在が認められ

患に大きく影響していることが示唆された。

た。また、CMLD-2 は、RAW 細胞の HuR、cathepsinK
の発現を抑制した。RAW 細胞から分化した破骨細胞は
アクチンリングを認めたが、CMLD-2 を用いた系ではア
クチンリングを認めなかった。
（結論）
これらの結果は、HuR が破骨細胞の分化や機能と関連
することを示している。
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破骨細胞におけるモノカルボン酸トランス
ポーターの役割について

骨芽細胞における PP2A 調節サブユニッ
トを介した FGF シグナルの制御

昭和大学歯学部 口腔生化学講座

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔
顎顔面外科学分野

今井 裕子，上條 竜太郎
ポ
ス
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ー
︵
4
月
20
日
︶

鈴木 あずさ，杉山 悟郎，中島 梓，安田 光佑，
住田 知樹，山田 朋弘，森 悦秀

【目的】モノカルボン酸トランスポーター（MCT）1-4
は乳酸やピルビン酸などのモノカルボン酸の輸送担体で

【目的】線維芽細胞増殖因子（FGF）シグナルは介在分子

あるが、破骨細胞をはじめとする硬組織構成細胞におけ
る機能には不明な点が多い。本研究では、MCT1-4 の阻害

のリン酸化を通じて、骨代謝に対して重要な役割を担う。

剤である α-cyano-4-hydroxycinnamic acid（CHC）とそれ

しかしながら、骨芽細胞の分化に対する影響は未だ不明

ぞれの siRNA を用いて、破骨細胞の分化および機能発現

な点が多い。一方、骨芽細胞分化は複数のシグナルとの相

における MCT の役割を解析した。

互作用によって厳密に制御されていると考えられるが、

【材料・方法】マウス骨髄マクロファージ（BMM）を

その詳細な機序は不明である。今回我々は、FGF2 により

RANKL で刺激し破骨細胞分化を誘導した。RANKL と

活性化した FGF シグナルの翻訳産物としてホスファ

同時に CHC を添加または RANKL 刺激前に Mct1-4 の

ターゼ PP2A の調節サブユニットに着目し、BMP シグナ

siRNA を導入することで MCT を阻害した。MCT および

ルに対する影響と β カテニンのリン酸化状態に対する

破骨細胞分化マーカー遺伝子の mRNA 発現を real-time

影響について検討した。
【材料および方法】①マウス骨芽

PCR で、破骨細胞分化を酒石酸耐性酸ホスファターゼ

細胞株 MC3T3-E1（E1）細胞を 10％ ウシ血清培地にて培

（TRAP）
活性で評価した。また、CHC 存在下に象牙切片

養した後、FGF2（0.3nM〜5.8nM）および BMP2（100ng/

上またはリン酸カルシウムコートプレートで破骨細胞を

ml）存在下または非存在下に分化誘導培地へ交換した。必

培養し、骨吸収活性とアクチンリングの形成を評価した。

要に応じて siRNA 遺伝子導入による発現抑制も行った。

【結果】BMM および破骨細胞は Mct1、Mct2、Mct4 の

数日間の培養後 PNPP を基質としてアルカリフォスファ

mRNA を発現していた。BMM では Mct1 および Mct4

ターゼ（ALP）の酵素活性を定量化した。また同様にして

の発現が高く、破骨細胞では Mct2 の発現が高かった。

培養した後、細胞数の計測と細胞形態の観察を行った。②

CHC は破骨細胞の TRAP 活性、破骨細胞の面積、破骨細

E1 細胞を FGF2 にて同様に刺激した後、定量的 RT-PCR

胞分化マーカー遺伝子の発現をいずれも上昇させた。一

法による PP2A 調節サブユニットの mRNA 発現量解析

方、CHC は成熟破骨細胞による象牙切片の吸収とアクチ

を行った。またウエスタンブロッティング法にてタンパ

ンリングの形成を抑制した。BMM に Mct1 siRNA を導

ク質発現量も検討した。さらに抗リン酸化抗体を用いて

入すると破骨細胞形成が促進し、Mct2 siRNA は破骨細

β カテニンのリン酸化状態を解析した。
【結果】
①高濃度

胞形成を抑制した。

FGF2 刺激により ALP 活性は濃度依存的に抑制され、低

【考察】CHC による MCT の阻害は、BMM の破骨細胞分

濃度の FGF2 刺激では ALP 活性が亢進した。FGF2 の濃

化を促進する一方で、成熟破骨細胞の骨吸収活性を抑制

度により細胞数に差は認められず、一方で細胞形態は低

した。また、MCT はサブタイプの違いによって破骨細胞

濃度 FGF2 により策状の変化が認められた。②FGF2 刺

分化に対して異なる作用を持つことが示された。以上よ

激により発現量が増加する PP2A 調節サブユニットが認

り、MCT が破骨細胞の分化および機能発現に重要な役割

められ、タンパク質においてもその発現が確認された。ま

を担う可能性が示唆される。

た、用いた FGF2 の濃度や調節サブユニットの発現抑制
により β カテニンのリン酸化の挙動に違いが認められ
た。
【結論】FGF2 による FGF シグナルの活性化は PP2
A 調節サブユニットの発現を介して BMP シグナルの制
御に寄与している可能性が示唆された。
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16:35〜17:00
座長：阪井 丘芳

1-P4-6

1-P5-1

ゾレドロネート静脈内投与マウスでの
LPS に よ る IL-1α お よ び IL-1β の 増 加
に関してのクロドロネートによる抑制

アテローム性動脈硬化病変における
Interleukin-17A（IL-17A）の生物学的機
能の解明について

1

1

九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野，2 九州
歯科大学 健康増進学講座 感染分子生物学分野

東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分
野，2 東北大学大学院歯学研究科 口腔分子制御学分
野，3 東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分
野

1,2

塩次 將平 ，吉岡 泉

鈴木 飛佳理 1，坂東 加南 2，木山 朋美 3，
大泉 丈史 1，多田 浩之 2，遠藤 康男 1，菅原 俊二 2，
髙橋 哲 1

1

目的：アテローム性動脈硬化症は動脈の血管内膜が肥厚
する炎症性病変である。血液中の単球は、血管内膜を構成
する血管内皮細胞の表面に細胞接着因子を介して緩徐に
接着し、表面を転がるような運動を示す。次に、血管内皮

【目的】Bisphosphonate（BPs）は骨に強く結合し、長時間

細胞と単球間に強固な接着が誘導される。その後、単球が

作用する骨吸収抑制薬である。BPs の中で、窒素を含む

血管内膜に遊走し、マクロファージへと分化誘導したの

BPs（N-BPs）の骨吸収抑制作用は窒素を含まない non-N-

ち、Scavenger Receptor（SR）を介して酸化 LDL などを

BPs よりもはるかに強い。しかし、N-BPs には副作用とし
て、初回投与後、急性炎症（発熱、関節痛、筋肉痛など）
が頻発し、その機序は確定していない。ゾレドロネートは

無制限に貪食することで泡沫化する。一方、Interleukin17A（IL-17A）は主に T 細胞より産生され、様々な疾患の
病態形成に関与することが知られている。そこで、本研究

患者に静脈投与され、その副作用発症頻度は N-BPs 中最

では IL-17A が血管内皮細胞や単球に及ぼす生物学的機

も多いことが報告されている。私達のグループは、マウス

能について分子生物学的に解明することを目的とした。

による実験で以下を明らかにしている。（a）腹腔注射 し
た N-BPs は IL-1 産生を含む様々な炎症反応を誘導する。
（b）皮下注射 した N-BPs は投与部位に炎症・壊死を誘

方法および材料：ヒト臍帯静脈内皮細胞株である HUVEC およびヒト単芽球様細胞株である U937 を IL-17A
存在下または非存在下において細胞培養を行い、遺伝子

導する。
（c）LPS と N-BPs は相互に炎症・壊死作用を増強

発現およびタンパク発現を RT-PCR 法および Western

し合う。（d）Non-N-BPs のクロドロネートは N-BPs の炎

blot 法にて解析した。また、HUVEC および U937 の共培

症・壊死作用を減少させる。しかし、 静脈注射 による

養を行い、IL-17A 存在下または非存在下において細胞間

N-BPs の副作用に関する動物実験は殆ど報告されていな

接着について評価した。次に、マクロファージへと分化誘

い。本研究目的は、静脈投与した N-BPs がどの様にマウス

導した U937 を用いて IL-17A 存在下または非存在下に

に炎症反応を起こすのかを明らかにすることである。

おける SR の発現を RT-PCR 法と Western blot 法を用い

【実験方法】BPs と LPS の単独または両方を、マウス静脈

て評価した。

または腹腔に注射し、炎症反応と種々の組織での IL-1 を

結果：HUVEC および U937 において、IL-17A 存在下で

測定した。

細胞接着因子の発現を増強した。さらに、共培養下におい

【結果および考察】

て IL-17A 存在下で HUVEC 周囲に U937 の細胞数が増

（i）ゾレドロネートの静脈投与による炎症反応は、腹腔投

加することを確認した。PMA 処理下の U937 において

与の場合よりも弱い。
（ii）ゾレドロネートを予め静脈投与

SR の発現を評価した結果、IL-17A 存在下で Lectin-like

されたマウスでは、投与無しのマウスに比べ、LPS による

oxidized LDL receptor-1（LOX-1）の発現を増強した。

種々の組織での IL-1 の産生が増強される。（iii）クロドロ

考察：IL-17A は血管内皮細胞および単球の細胞表面の

ネートとゾレドロネートを同時投与すると、前記の IL-1

細胞接着因子の発現を増強することで、細胞間接着を誘

の産生増強は抑制される。
（iv）ゾレドロネートの静脈注射

導し初期病態を形成に寄与する。さらに、血管内膜に遊走

による骨吸収抑制作用は、炎症の場合とは異なり、クロド

されたマクロファージに対しては LOX-1 の発現を増強

ロネートにより抑制されず、僅かであるがむしろ増加し

することで酸化 LDL の貪食を誘導し泡沫化を亢進する

た。以上の結果は、感染は種々の組織での IL-1 産生を介し

可能性が示唆された。

て N-BPs による炎症性副作用を促進する要因であり、ク
ロドロネートは N-BPs との併用により、N-BPs の強い骨
吸収抑制作用を維持し、かつ N-BPs の副作用の予防に有
効である可能性を示唆する。
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Lrrc34 Cre マウスを用いた唾液腺腺房細
胞の自己複製能力の検証

歯髄幹細胞培養上清が顎下腺主導管結紮解
除マウスの萎縮唾液腺に及ぼす効果

岐阜大学大学院 医学系研究科 口腔病態学

1

日本歯科大学 新潟生命歯学部 顎口腔全身関連治療
学，2 日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座，
3
日本歯科大学 新潟生命歯学部 先端研究センター 再生
医療学

石田 和久，中島 教行，飯田 一規，畠山 大二朗，
加藤 恵三，柴田 敏之

竹内 寿志 1，高橋 悠 2,3，田中 彰 1,2,3

【目的】唾液腺の恒常性の維持機構については未だに不明
な点が多い。以前より介在部導管では唾液腺組織幹/前駆

【目的】唾液腺は唾石等による閉塞を想定した結紮によ

細胞の存在が指摘されており、腺房細胞は終末分化した

り、萎縮、機能低下を認め、結紮解除後の萎縮唾液腺にお

ものと考えられていた。しかしながら近年、腺房細胞自身

ける腺房細胞や機能の回復について治療方法が模索され

に自己複製能力があり、唾液腺のリモデリングに重要な

ている。今回、我々は顎下腺主導管結紮解除後のマウス

役割を果たしているとの報告がなされた。今回我々は、未

に、多種のサイトカインを含む歯髄由来幹細胞培養上清

分化胚細胞に発現すると言われている Lrrc34 核蛋白を

（以下：DPSC-CM）を投与し、投与効果の検討を行う。

応用して、唾液腺腺房細胞の自己複製能力について検証

【材料と方法】全身麻酔下に、ICR 系マウス（10 週齢/♀）

を行った。
【材料及び方法】我々は Lrrc34

に対し、実体顕微鏡を使用し右側顎下腺主導管を Sugita

CreERT2/LSL-Tomato

Titanium Aneurysm Clip にて結紮。3 週間後に結紮を解

マウスを作製し、このマウスを用いて 6 ヶ月間にわたり

除。結紮 3 週間後、解除後の 2 週、4 週、8 週後に犠牲死

Pulse and chase experiment を行った。8 週齢のマウスに
タモキシフェン 2.0mg を 4 日間連日投与し、投与後 1、3、
6 ヶ月で蛍光染色を行い、唾液腺腺房細胞での Lrrc34 陽

させ、顎下腺の一部を遺伝子発現解析用組織として採取
後、開胸し駆血洗浄と灌流固定を行い、組織学的解析用試
料を採取。実験群は、①Control 群②DMEM

性細胞の局在とその運命について検証した。また、唾液腺

bi-weekly

投与群③DPSC-CM bi-weekly 投与群とした。投与方法は

導管を結紮し唾液腺を傷害することで、唾液腺傷害時の

全身麻酔下に右側頸静脈へ DMEM、DPSC-CM の投与を

細胞供給についても検証を行った。

実 施。組 織 学 的 解 析 と し て、HE、PAS、AQP5、α-

【結果】
Lrrc34 陽性細胞は 1 ヶ月目で唾液腺の腺房細胞で

Amylase、C-kit（幹細胞マーカー）、CK5（前駆細胞マー

の分布が認められ、その後は経時的に増加し、腺房細胞の

カー）の染色を実施。
【結果】結紮後は腺房細胞の萎縮を

ターンオーバー期間を超えて長期にわたり存在してい

認め、PAS、AQP5、α-Amylase 陽性細胞はほぼ認めない

た。また、唾液腺導管を結紮・解除した後、Lrrc34 陽性

が、C-kit 陽性細胞の増加を認めた。解除後 4 週では各群

細胞は一時的に減少するが、14 日目には再びひろく分布

において PAS、AQP5、CK5 陽性細胞の増加を認め、特に

していることが認められ、唾液腺傷害時にも腺房細胞の

CK5 陽性細胞は③群において強い増加傾向を示した。解

自己複製により細胞供給がなされていることが確認され

除後 8 週では、各実験群において PAS、AQP5 陽性細胞の

た。

増加を認め、特に DPSC-CM を bi-weekly 投与した③群

【結論】Lrrc34 陽性細胞は自己複製能をもつ腺房細胞を

は、他群と比較し、PAS 染色、AQP5 の免疫染色において

マークすることが確認された。また終末分化を遂げたと

陽性細胞の増加傾向を強く認め、明らかな腺房細胞様細

考えられていた腺房細胞にも自己複製能や分化能を有す

胞の増加を認めた。
【結論】顎下腺主導管結紮解除後のマ

る細胞が存在し、唾液線腺房細胞の恒常性の維持機構に

ウスに DPSC-CM を投与し、腺房細胞再生の促進効果を

重要な役割を果たしていることが示唆された。

有する可能性が示唆された。

208
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1-P5-5

唾液腺特有の三次元的な組織構造を有する
唾液腺オルガノイドの新規誘導法

胎仔マウス顎下腺原基の器官凍結保存
1

朝日大学 歯学部 口腔外科学分野，2 朝日大学 歯学部
歯科薬理学分野

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

足立 圭亮 1,2，村松 泰徳 1，住友 伸一郎 1，
柏俣 正典 2

栗本 聖之，古郷 幹彦
【目的】近年、オルガノイドと呼ばれる三次元的な組織構
造と臓器固有の機能を持った細胞凝集塊の培養法の開発

［目的］

により移植医療への応用へ向けた研究が盛んに行われて

再生医療が実現しつつある現在、人工の組織や器官の

いる。私共は先行研究により成体マウスの唾液腺上皮を

長期的保存技術の開発が求められている。しかし、現時点

半永久的に培養できる新規培養法を構築したが、三次元

では器官の凍結保存方法が確立されているとはいえな

的な組織構造や臓器固有の機能を見出すことはできな

い。唾液腺は分枝形態形成と呼ばれる上皮の分枝と伸長

かった。そこで本研究では三次元的な組織構造および臓

反応により腺体が形成される。このような形態形成反応

器固有の機能を有する唾液腺オルガノイドを誘導する方

は細胞成長因子と細胞接着因子などが連続して作用する

法を明らかにすることで唾液腺再生モデルの開発を目指

ことで進行する。Epidermal growth factor（EGF）は顎下

した。

腺原基の上皮に存在する EGF 受容体とその下流のシグ

【材料および方法】成体マウスの顎下腺を摘出し、剪刀で

ナル伝達経路の活性化によって分枝形態形成を促進的に

刻んだのちコラゲナーゼ・ディスパーゼ処理により上皮

調節している。本研究では凍結後の胎仔マウス顎下腺原

を単離したものをマトリゲルに包埋し、EGF、FGF1、FGF

基の分枝形態形成とシグナル伝達経路を解析し、器官凍

7 を添加した DMEM+F12 培地中で三次元培養した。形

結保存の可能性について検討を行った。
［材料および方法］

成された唾液腺オルガノイドについて導管マーカー CK
7、および腺房マーカー AQP5 の発現を免疫染色法にて解

ICR 系統妊娠マウスから胎生 13 日齢の顎下腺原基を

析した。さらにマウス胎仔（胎生 13 日目）の唾液腺原基

採取し、DMEM/F12 に 24 時間、4℃ で保存した（対照

由来の間質と唾液腺オルガノイドをポアフィルター上で

群）。凍 結 群 と し て DMEM/F12、10％DMSO 含 有

7 日間共培養し、形態変化を観察した。また、免疫染色法

DMEM/F12（10％DMSO）、TC ProtectorⓇ（TC）
、およ

により CK7 および AQP5 の発現を解析した。

び CELLBANKER 1Ⓡ（CB）に顎下腺原基を浸漬し、サ

【結果】三次元培養で得られた唾液腺オルガノイドは CK

ンプルボックス中で保存するもの（quick freezing）と Mr.

7、AQP5 を発現していたが、その配列は無秩序で唾液腺

FrostyⓇ：-1℃/min 中で保存するもの（slow freezing）に

特有の三次元的な組織構造は認められなかった。しかし

分け 24 時間、-80℃ で凍結させた。24 時間後、顎下腺原

唾液腺原基由来の間質との共培養ではオルガノイドの分

基を解凍・洗浄し、器官培養した。また、シグナル伝達系

枝構造が認められた。この構造は CK7 陽性の導管細胞が

の解析のため、採取した顎下腺原基を対照群と凍結群

分枝し、その末端に AQP5 陽性の腺房細胞が配列してお

（CB, Mr. FrostyⓇ）
で同様に処理し、EGF で刺激した。刺
激後、タンパク質を抽出し、western blot による ERK1/

り、発生過程の唾液腺と酷似していた。

2 と AKT のリン酸化状態を解析した。

【結論】成体マウスより得られた唾液腺オルガノイドは導
管及び腺房細胞を無秩序に含んでいるが、マウス胎仔の

［結果］

唾液腺原基由来の間質との共培養により三次元的な組織

DMEM/F12 で凍結した顎下腺原基は、分枝形態形成

構築を誘導することができた。この誘導過程の詳細な分

は全く観察されなかった。10％DMSO 群、TC 群および

子メカニズムを解析することで、in vitro での機能的な唾

CB 群で凍結した顎下腺原基は、分枝形態形成が観察され

液腺オルガノイドの作製が可能となると考えられた。

た。その中で CB 群の顎下腺原基がより凍結による障害
を緩和されていた。また、シグナル伝達系の解析から、
ERK1/2 と AKT の EGF 刺激による応答性は、凍結の有
無に関わらず変化しないことがわかった。
［結論］
以上の結果から、胎仔マウス顎下腺原基は器官として
凍結保存できる可能性が示唆された。

209

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

基礎

顎関節/再生医学/その他

17:10〜17:40
座長：渋谷 恭之

1-P6-1

1-P6-2

Diffusion tensor imaging を応用した伵
筋内部筋線維動態の 3 次元解析手法の開発

器官培養したラット顎関節の軟骨の成長に
およぼす低出力半導体レーザー照射の影響
について

東北大学 歯学研究科 口腔システム補綴学分野

1

愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座，2 愛知学院大学
未来口腔医療研究センター，3 藤田医科大学医学部病理
診断学講座

菅野 武彦，佐々木 啓一，小川 徹，依田 信裕
ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
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【目的】

杉田 好彦 1,2，磯村 まどか 1,3，河合 遼子 1,2，
吉田 和加 1,2，久保 勝俊 1,2，前田 初彦 1,2

ヒト伵筋は多羽状筋であり、内部の筋線維走行がそれ
ぞれ異なる複数の分画から構成され、かつそれぞれの分
画が別個に活動することが可能である。そのため伵筋単

目的：近年、顎関節において低出力レーザー治療による

独で多様な方向への力を発揮できるとされる。顎関節症

仏痛緩和作用や抗炎症作用が報告されているが、その基

の主症状の一つである伵筋の筋痛が、筋内の限局された

礎的研究は充分でないのが現状である。本研究では血流

部位に発現し、症例によってその発現様相が異なること

などの影響を受けない状態で下顎頭の器官培養を行い、

は、これら複雑な内部構造と機能分化に起因すると推測

低出力レーザー照射の影響を組織学的に検索した。

される。しかしながら機能時の伵筋内部の不均質な活動

方法：実験にはラットの胎児から摘出した下顎頭を用い

様相と構造変化を把握することはこれまで困難であっ
た。本研究は、T1 強調 Magnetic

resonance

た。下顎頭は対照群（培養液のみ）、F+L-群（bFGF を添

imaging

加）、F-L+群（レーザー照射）
、F+L+群（bFGF を添加お

（MRI）および Diffusion tensor imaging（DTI）を用いた

よびレーザー照射）
の 4 群に分けて器官培養を行った。培

新たな手法により、ヒトの伵筋内部の筋線維構造を 3 次

養液には BGJb 培地（無血清）を用い、bFGF を培養液に

元的に把握し、機能時の内部構造変化の詳細を捉えるこ

添加および bFGF を添加しない状態で培養を行った。ま

とを目的とするものである。

た、F-L+群、F+L+群では培養開始直後にレーザー照射

【材料および方法】

（波長 633nm、半導体レーザー）
を行い、以後は 24 時間の

DTI は組織の水分子の拡散異方性を捉えることで、神

間隔で計 5 回のレーザー照射を行った。照射条件は、照射

経線維や筋線維といった線維構造を解析する手法であ

出力 250mW、 照射時間 30 秒、 照射距離 10mm とした。

る。本研究は 3T-MRI 装置（Phillips 社製）を用いて、被
験者 1 名の頭頚部を対象に MRI、 DTI 撮影を実施した。
DTI を基に筋線維の構築を行い、筋線維の 3 次元構築像

各群の顎関節は培養 0 日および器官培養 8 日目に固定
し、パラフィン切片を作製して HE 染色および Alcianblue PAS 二重染色を施し、組織学的に検索した。本実験

を得た。これらと T1 強調画像で確認できる筋分画なら

は愛知学院大学動物実験倫理委員会の承認を受けて実施

びに推測される筋線維走行、過去の知見とを比較し、本手

した。

法の筋線維構造描出能力を評価した。

結果：培養前の下顎頭の表層では線維芽細胞および膠原

【結果】

線維がみられ、その下層には増殖層、分化層、肥大層が認

DTI により内部筋線維の三次元構築画像を得ることが

められた。培養 8 日の対照群では増殖層および分化層は

できた。T1 強調像でも筋線維が把握できる領域は一部存

薄く、肥大層は不規則であった。F+L+群では分化層や肥

在し、両画像によって筋線維走行の描出能の比較が可能

大層の細胞数は増加し、下顎頭は対照群、F+L-群、F-L

であった。画像比較し、過去の知見を照らし合わせ、評価

+群、F+L+群の順に大きくなっていた。

した結果、DTI により伵筋の内部筋線維の走行方向、線維

考察：下顎頭はレーザー照射により bFGF 添加と同等に

長の把握は概ね可能であることが明らかになった。

細胞増殖が促進され、軟骨細胞の増加により下顎頭の形

【結論】

態変化に影響をおよぼすことが判明した。このことから、

DTI によって、非侵襲的にヒト伵筋内部の筋線維走行

ラット下顎頭の軟骨細胞の増殖、分化は低出力レーザー

の把握が可能である。今後、開口や側方運動時といった

の照射によって促進することが示唆された。

種々のタスク時の伵筋 DTI 撮影から、ヒト伵筋の機能時
の内部構造変化に関する新たな生理学的、解剖学的知見
を得られる可能性がある。
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1-P6-3

1-P6-4

骨膜を含む皮膚全層欠損の治癒について

CRISPR/CAS を利用した新規骨分化ハイ
スループットスクリーニング系の樹立

滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学
分野

白井 悠貴，森 敏雄，浅田 泰幸，村上 翔子，
野井 将大，越沼 伸也，町田 好聡，家森 正志，
山本 学

奈良井 節，藤井 信行，田村 隆行，土井 理恵子，
小谷 勇

【目的】
骨膜欠損創は口腔がんやなどの口腔外科手術において

【目的】骨再生は非常にニーズの高い分野であるが、未だ

発生し、乾燥すれば治癒不全を引き起こしやすく治療に

実用化に向けての課題は多くさらなる骨再生研究が望ま

難渋する。われわれは、ラット頭頂部皮膚全層および骨膜

れる。ヒト間葉系幹細胞（hMSC：human Mesenchymal

欠損創モデルにスポンゼルを留置すると創部が早期に治

Stem Cell）は様々な分化段階を経て骨細胞へと分化する

癒することを見出した。今回この治癒機転について免疫

が、骨分化マーカーとして、オステオポンチン（OP）が

組織学的解析を行った。

比較的早い段階で、オステオカルシン（OC）が比較的遅
い段階で発現することが知られている。我々はこれらの

【材料および方法】
10 週齢の SD ラットに 10mm×10mm の頭頂部皮膚全

骨分化マーカーの着目し、簡便に生細胞での分化過程の

層および骨膜欠損層を形成し、創部にスポンゼルを留置

経時的な評価可能なスクリーニング系を樹立して骨再生

した 群（GS 群）と、ス ポ ン ゼ ル を 留 置 し な か っ た 群

医療の実用化への基盤を整備する。

（nonGS 群）を作製した。それぞれの群で術後 2 週、4

【材料および方法】hMSC から骨芽細胞への分化の全工程

週、6 週で組織切片を作製し、H-E 染色と、骨芽細胞なら

を視覚化可能にするために骨分化前期から中期（前骨芽

びに血管内皮細胞を同定するためにオステオカルシン

細胞）のマーカーである OP に加え、骨分化中期から後期
（骨芽細胞）のマーカーである OC の 2 種類の骨分化マー

（OC）と CD31 で染色した。

カーを選択した。Double nickase の手法による CRISPR/

【結果】
GS 群では術後 4 週までに、創部骨面に円形あるいは立

CAS 利用してヒト不死化間葉系幹細胞（hiMSC：human

方体の骨芽細胞が出現した。6 週の段階では扁平な骨芽

immortalized Mesenchymal Stem Cell）へ遺伝子導入を

細胞へと変化し、この時点で骨のリモデリングが完了し、

行った。レポーターに蛍光タンパク質群を用いることで、

骨膜の再生が完了したと考えられた。一方 nonGS 群では

骨分化誘導の行程を生細胞で経時的に検出できるモニ

術後 4 週、6 週において創部骨面に骨芽細胞は出現しな

ター hiMSC の樹立を計画した。

かった。また、GS 群では術後 4 週で、CD31 陽性細胞が

【結果・展望】現在、 OP-EGFP
（緑色発蛍光タンパク質）
、

OC 陽性細胞の多い部位と一致して多く認められ、その後

OC-EGFP の sgRNA 作製に成功し、各々を安定に発現す

6 週では CD31 陽性細胞は治癒のみられた部位に広く認

る hiMSC 株の取得を進めている。フローサイトメトリー

められた。このことは治癒に血管形成が必須であること

による各分化段階の細胞の純化や骨分化に特異的な細胞

を示している。一方 nonGS 群では 6 週において、創部辺

表面マーカーの同定を行う予定である。ともに生体での

縁に OC 陽性細胞が認められるのみであった。

応用だけではなく、骨分化の機序を解明することにもつ
ながり、効率的な骨再生の基盤整備の準備となりうる。

【結論】
スポンゼルは組織欠損部における組織再生を促し、血
管生成を促進する有用な生体材料であると考えられた。
特に骨膜欠損部では骨芽細胞の出現と同時に骨膜の再生
を促す基質となる。
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歯嚢組織における体性幹細胞の局在性につ
いての検討

中学生における伵合力と関連因子の検討
山梨大学大学院 総合研究部医学域 臨床医学系 歯科口
腔外科学講座

1

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

日本大学 松戸歯学部 顎顔面外科講座，2 日本大学 松
戸歯学部 口腔病理学講座，3 日本大学 松戸歯学部 口腔
科学研究所

加藤 有悟 1，小倉 直美 1,3，末光 正昌 2,3，枝 卓志 1,3，
金尾 真吾 1,3，髙橋 康輔 1,3，青木 暁宣 1,3，
伊藤 耕 1,3，久山 佳代 2,3，近藤 壽郎 1,3

平出 諒太，齋藤 佑喜，高山 明裕，角田 達哉，
筒井 隆光，諸井 明徳，吉澤 邦夫，上木 耕一郎
【背景】
伵合力はしばしば咀嚼機能の指標として検討されてお
り、特に成人期の顎口腔系の疾患との関連が示唆されて

【緒言】歯嚢は、神経堤由来の結合組織であり歯科治療の

いる。1995 年度から学校歯科健診においても、歯列・伵

過程で破棄される組織である。我々は、歯嚢には未分化間

合等の診査が行われており、成長発育途上における伵合

葉系幹細胞が存在し骨芽細胞等へ分化することを報告し

機能の推移を解明することは、非常に重要と考えられる。

てきた。本研究では、ヒト歯嚢における幹細胞の局在性に

しかし、小児期における伵合機能においての報告は未だ

ついて検討した。

少なく、成長期における伵合状態は解明されていない部

【材料・方法】埋伏智歯抜歯の際に破棄された歯嚢を用い
た。歯嚢は、速やかに 10％ ホルマリンで浸透固定を 48

分も多い。
【目的】

時間行った後、10％EDTA を用いて脱灰した。通法に従
いパラフィンブロックを作製し 4

伵合機能の総合的な指標としてデンタルプレスケール

µm 厚で薄切を行っ

を用い、中学生における男女別の伵合力と口腔内環境、身

た。幹細胞マーカーの抗体を用いて、免疫組織化学染色お
よび免疫蛍光染色を行った。また、歯嚢からヒト歯嚢細胞

体状態との関連性を明らかにする。
【対象および方法】

（hDFCs）を分離培養し、未分化間葉系幹細胞マーカー発

2017 年度山梨県甲州市の中学生 918 名を対象とした。

現を調べた。
（日本大学松戸歯学部倫理委員会承認番号：

伵合力は、歯科医師 2 名でデンタルプレスケール採得後、

EC17-15-040-1）

オクルーザー FPD-705 を用い測定した。唾液成分検査

【結果】ヒト歯嚢組織全体に、未分化間葉系幹細胞マー

は、サリバリーマルチテストを用い測定した。身長、体重、

カーである Stro-1、神経幹細胞マーカーである Notch-1

歯数、未処置歯数、処置済み歯数に関しては、2017 年度

の陽性細胞が観察された。また、歯嚢に付随する退縮エナ

学校健康診断における測定値を用いた。

メル上皮はより多くの陽性細胞が認められた。更に退縮

測定結果より、伵合力を目的変数とし、男女別に各要因

エナメル上皮には、Stem cell factor 受容体である c-kit

との関連性を比較検討した。統計分析には SPSS Statis-

陽性細胞が観察された。hDFC において免疫細胞化学染
色の結果、Stro-1、Notch-1 の陽性細胞が観察された。

tics ver.25（IBM）を用いた。
【結果】

【結論】本研究から歯嚢組織において退縮エナメル上皮に

解析対象者は、調査当日欠席者 25 名を除く 893 名（男

は、幹細胞が存在する可能性が示唆された。以上より、歯

子 450 名 50.3％、女子 443 名 49.6％）であった。単回帰分

嚢は、再生医療の細胞源となる可能性が示唆された。

析の結果、男子生徒では永久歯現在歯数
（P=0.001）
、永久
歯未処置歯数（P=0.031）
、乳歯未処置歯数（P=0.046）
、学
年（P=0.018）からの有意な影響が認められた。女子生徒
においては、永久歯現在歯数（P＜0.001）
、永久歯未処置
歯数（P=0.019）
、、学年（P＜0.001）は同様の影響が認め
られたものの、乳歯未処置歯数は有意な影響を認めず、身
長（P=0.001）
、体重（P＜0.001）と有意な関係を認めた。
また、口腔内環境指標として用いた唾液成分 6 項目に関
しては、伵合力との関連性を認めず、齲蝕歯数とも有意な
関連性を示さなかった。
【結論】
中学生の伵合力に関し、男女別の影響因子が明らかに
された。
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1-P7-2

多孔膜状疎水化ゼラチン接着膜が創傷治癒
過程に与える影響

担体と細胞を併用した歯の移植に関する基
礎的検討

1

鹿児島大学医歯学総合研究科・口腔学顔面外科学分
野，2 国立研究開発法人物質・材料研究機構 機能性材料
研究拠点 バイオ機能分野 バイオポリマーグループ

1

古閑 崇 1，岐部 俊郎 1，渕上 貴央 1，手塚 征宏 1，
木村 菜美子 1，田口 哲志 2，中村 典史 1

内川 恵里 1,2，芳澤 享子 1,2，李 憲起 1,2,3，各務 秀明 1,2,3

松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座，2 松本歯
科大学 大学院歯学独立研究科 硬組織疾患制御再建学講
座，3 松本歯科大学 総合歯科医学研究所

【緒言】歯の移植は、適切に対象症例を選択すれば優れた
【目的】

成績が得られ、小児にも適応可能な治療法である。しかし

本研究は我々が開発した多孔膜状疎水化ゼラチン接着

ながら、移植床の骨幅が少ない場合には適応とならない

膜（HxAlGltn）を創傷被覆材として応用し、創傷治癒にど

という問題があった。そこで本研究では、歯の移植に合わ

のような影響を与えるか評価し、臨床応用を目指すことを

せて不足する歯槽骨を再生させる事で、歯の移植治療の

目的としている。

適応拡大を目指すことを目的として、動物モデルによる

【材料および方法】生後 8 週 wister 系 SPF ラットのメスを

基礎的研究を行った。
【材料・方法】
3 週齢の雄性 C57BL/

用いた。背部に Biopsy punch にて直径 10mm の全層皮膚

6J マウスを用いた。上顎第一大臼歯、第二大臼歯の抜歯を

欠損創部を作製し、 創部の周囲にマーキングを施した後、

行い、同系マウス大腿骨・脛骨の骨髄から、密度勾配遠心

HxAlGltn を創部に留置した。比較対象として、何も被覆し

にて単核球分画（MNCs）の分離を行った。担体として β-

ない control 群、collagen 群（collagen 由来の被覆材である

TCP ブロックを用いて、MNCs と歯（MNC 群）
、もしく

Ⓡ

（テルダ-ミス ）、を用いた。規定の日数（0、4、7、28 日目）

は歯（β-TCP 群）を担体内の挿入し、6 週齢雄 C57BL/

まで飼育後、 屠殺し、 創部計測後に創部組織を採取した。

6J マウスの大腿筋肉内に移植した。Control 群としては、

肉眼所見の結果として（創部収縮率、創部面積）上皮に関

歯のみを同様に移植した。移植 4 週間後に検体を採取し、

する結果として（上皮の新生距離、新生上皮の厚み、新生

検体は動物用マイクロ CT にて撮影し、新生骨について

位置、 免疫染色（fibronectin）間葉の評価として血管新生、

は定量学的に解析を行った。また、摘出した標本は組織標

免疫染色（αSMA、collagen1）を評価項目として、3 群を

本を作製し、組織学的観察を行った。【結果】MNC 群と

比較検討した。

β-TCP 群では歯根の側壁に新生骨形成が認められ、新生

【結果】

骨の骨組織体積および骨量は Control 群と比べて有意に

肉眼所見の結果：創部面積で HxAlGltn は control と比

増大していた（P＜0.05）。MNC 群と β-TCP 群の歯根と

較して創部の縮小遅延を認めた。マーキング間距離におい

新生骨間の歯周靭帯は幼弱ながら再生し、歯根および新

ても HxAlGltn は創部の収縮を抑制する傾向を認めた。上

生骨に垂直走行する膠原線維がみられたが、Control 群で

皮に関する結果：上皮新生位置は被覆材上に認めた。また

は、歯根と新生骨間で膠原線維の水平走行が認められた。

3 群 間 で 新 生 距 離 に 大 き な 違 い は 認 め な か っ た が、

また全群で、歯髄腔内の石灰化物や骨様構造、第三象牙質

HxAlGltn は他の群よりも厚い上皮を新生する傾向を認め

の形成および血管新生がみられた。
【結語】本研究から、

た。fibronectin 染色有意な違いは認めなかった。間葉に関

歯の移植時に β-TCP を併用する事によって、歯槽骨や

する結果：創部への血管新生数では HxAlGltn は 7 日目

歯周組織の再生が促進される可能性が示された。移植歯

まで他群と比較しても多数の血管新生を認めた。αSMA

に対する MNCs の影響については、更なる解析が必要で

染色では HxAlGltn は 7 日目までの血管の染色面積の割

あると考えられた。

合が他の群よりも高い値を示した。血管以外の染色面積は
control と同程度の染色面積を示した。CollagenI 染色では
HxAlGltn の染色している面積の割合は高い値を示した。
【結論】
創傷治癒における HxAlGltn の適応は、一定の有効性を
認める結果となった。
今後は、細胞モデルを用いて、上皮や間葉系細胞に与え
る影響を細胞生物学的に評価する必要があると考えてい
る。
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薬剤耐性黄色ブドウ球菌バクテリオファー
ジのゲノム解析

グレープフルーツ種子抽出物の義歯上 C.
albicans バイオフィルムの殺菌効果

高知大学医学部歯科口腔外科学講座

鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

北村 直也，山本 哲也

堤 千明，寺田 知加，今村 武浩，梅木 泰親，
竹部 祐生亮，井出 信次，戸田 麗子，舘原 誠晃，
里村 一人

【背景】近年、ほとんどの病原細菌種で抗菌薬耐性化が認
められ、抗菌薬耐性菌による感染症が世界規模で脅威と
なっている。抗菌薬を細菌感染症治療に使用できない時

［目的］
義歯表面に付着した真菌 Candida albicans （C. albi-

代「Post-Antibiotic Era」の到来を阻止するため、抗菌薬
の代替療法として、細菌特異的に感染するウイルスであ

cans ）は義歯性口内炎の起炎菌でこれを除去することが

るバクテリオファージ（ファージ）の溶菌活性を利用する

同疾患の治療および予防となる。植物より抽出されるフ

細菌感染症制御法、いわゆる「ファージ療法」の開発が

ラボノイドはポリフェノール化合物の一種であり抗菌作

種々の細菌において進められている。今回われわれは、抗

用を有することが報告されている。本研究ではフラボノ

菌薬耐性が問題となっている黄色ブドウ球菌に感染する

イドを主成分とするグレープフルーツ種子抽出物

新規ファージの分離を行い、それらのゲノム解析を行っ

（Grapefruits seed extracts：GSE）の、義歯上に形成され

たので、その概要を報告する。【方法】下水処理場汚水の

た C.

albicans バイオフィルムの殺菌効果について検討

遠心濾液に宿主菌およびそれぞれの菌種に適した培地を

した。

加えてファージを増幅し、その上清より単一プラーク法

［方法］

を用いて新規ファージを分離した。それらのファージの

加熱重合型義歯用 PMMA（ACRON、GC、Tokyo、Ja-

宿主域（黄色ブドウ球菌 30 株に対する溶菌率）および形

pan）を用いて直径 10mm、厚さ 2mm のディスクを製作

態を検討するとともに、臨床応用への適格性および宿主

し、C. albicans のバイオフィルムをディスク上に形成し

域に影響を与える要因を検討するためにゲノム解析を

た。バイオフィルムを形成したディスクを PBS で洗浄し

行った。
【結果】黄色ブドウ球菌ファージが 11 種分離さ

た後、蒸留水で調整した 1％ および 0.1％GSE 溶液と Pol-

れ、そ れ ら の う ち 広 宿 主 域 を 有 す る フ ァ ー ジ を 2 種

ident 溶液（グラクソ・スミスクライン社）に 5 分間浸漬

（KSAP7：93.3％、KSAP11：100％）選択し、解析した。

した。浸漬後、各ディスクを PBS で洗浄し、CFU アッセ

これらのファージ形態は、いずれも正二十面体の頭部と

イでバイオフィルムを定量化した。さらに蛍光顕微鏡と

収縮鞘を有する尾部で構成されておりミオウイルス科に

SEM でバイオフィルムを視覚的に観察した。

分類された。KSAP7 のゲノムサイズは 137,950bp で、

［結果］

KSAP7 由来の変異株である KSAP11 はゲノムの一部で

CFU アッセイの結果より 1％GSE 溶液、ポリデント溶

塩基配列の再編が認められた。現在、KSAP11 のゲノム解

液は Control と比較して有意にコロニー数の減少が認め

析中であり、発表にあたってはそれらの結果も含めて報

られた。1％GSE 溶液はポリデント溶液よりも有意にコロ

告する。
【考察】広宿主域を有するファージのゲノム解析

ニー数が減少した。蛍光顕微鏡画像から GSE 溶液と Pol-

により、ファージ療法が薬剤耐性克服の切り札になる可

ident 溶液で C. albicans の酵母型の細胞死が認められ、

能性が示唆された。
（会員外共同研究者：高知大学医学部

GSE 溶液では菌糸型の細胞死も認められた。SEM 画像か

微生物学講座 松﨑茂展）

ら GSE 溶液と G+P 溶液は酵母型と菌糸型、ポリデント
溶液では酵母型の細胞表面に収縮やしわなどの細胞損傷
が認められたのに対し、ポリデント溶液の菌糸型には損
傷が認められなかった。
［結論］
GSE が義歯表面上の C. albicans バイオフィルムの新
たな殺菌および除去方法となる可能性が示唆された。
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CALHM3 の パ ル ミ ト イ ル 化 に よ る
CALHM1/3 チャネルの機能制御

口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移節外浸
潤 を CT で 診 断 で き る か？：人 工 知 能
Deep learning による検討

1

京都府立医科大学 大学院 医学研究科 細胞生理学，2
京都府立医科大学 大学院 医学研究科 歯科口腔科学

1

愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座，2 愛知学院大学
歯学部口腔病理学講座，3 愛知学院大学歯学部顎顔面外
科学講座，4 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

奥井 元貴 1,2，足立 圭司 2，大迫 文重 2，雨宮 傑 2，
山本 俊郎 2，金村 成智 2

有地 淑子 1，杉田 好彦 2，長尾 徹 3，中山 敦史 4，
福田 元気 1，木瀬 祥貴 1，野澤 道仁 1，西山 雅子 1，
有地 榮一郎 1

【目的】甘味・苦味・うま味の認識は、味蕾細胞から味神
経へのプリン作動性神経伝達が担っている。我々は、calcium homeostasis modulator 1（CALHM1）と CALHM
3 によるヘテロ 6 量体 CALHM1/3 が味細胞の活動電位

【目的】口腔癌の頸部リンパ節転移節外浸潤は予後を左右

依存性神経伝達物質放出チャネルであることを明らかに

する重要な因子であり、UICC（第 8 版）では節外浸潤の

してきた。さらに、CALHM1・CALHM3 ともに可逆的な

概念が導入された。画像診断法は節外浸潤の有無の評価

脂質修飾であ る パ ル ミ ト イ ル 化 を う け る こ と、ま た

において必ずしも正確な情報を提供できていない Deep

CALHM1 はパルミトイル化により細胞膜の脂質ラフト

learning 研究は画像診断の分野でも進められている。本

への局在が亢進しゲート機構を負に制御される事を明ら

研究では、頸部リンパ節の節外浸潤における Deep learn-

かにした。本研究は、未解明の CALHM3 のパルミトイル

ing を用いた CT 診断能を明らかにし、従来の特徴的な画

化の意義を明らかにすべく研究を行なった。
【材料および

像所見に基づいた診断能と比較する。

方法】CALHM3 のパルミトイル化部位の同定を目指して

【対象】口腔扁平上皮癌で頸部リンパ節転移のある 51 例。

点変異体および複合変異体を作製した。パルミトイル化

転移リンパ節を対象に節外浸潤の有無が病理組織学的に

の検出、 23 あるパルミトイル化酵素のスクリーニング、

評価された。

CALHM1/3 チャネルの機能・局在を含む種々の解析の

【方法】CT 画像（節外浸潤あり 178 画像、浸潤なし 525

為に、Neuro-2a または HeLa 細胞への遺伝子導入、acyl-

画像）は、リンパ節と周囲組織を含む任意の大きさで切り

biotin exchange 法、代謝ラベル法、pulse-chase 法、共免

出された。全切り出し画像は自動選択法に 2 つの群に分

疫沈降法、 cycloheximide-chase 法、 表面ビオチン化法、

割され、80％ を訓練用、20％ をテスト用に割り付けされ

ルシフェラーゼアッセイ、パッチクランプ全細胞電流測

た。訓練用画像を Deep learning training system DIG-

定法を行った。
【結果】CALHM3 の細胞内ドメインにある

ITS に入力し、neural network AlexNet を用いて 300

3 つのシステイン残基がパルミトイル化をうけることを

エポックの学習過程を行い学習モデルを作成した。テス

明らかにした。さらに、パルミトイル化酵素のスクリーニ

ト画像を学習モデルに適応し診断能を求めた。これを 5

ングにより 2 つのパルミトイル化酵素を同定した。また、

回繰り返し、診断能の平均を求めた。歯科放射線専門医が

CALHM3 パルミトイル化不全変異はタンパク質半減期

CT 画像において短径、中心壊死、境界不明瞭を評価し、

や CALHM1/3 チャネルの形成と膜発現に影響を与えな

これらの所見に基づいた節外浸潤の診断能を求めた。

かったが、チャネル活性を著しく低下させた。
【結論】 【結果】Deep learning による節外浸潤の CT 正診率は
84.0％ であった。短径 11mm 以上、中心壊死、境界不明瞭
CALHM3 のパルミトイル化は CALHM1/3 チャネル活
性 を 正 に 制 御 す る こ と が 示 唆 さ れ た。CALHM1 と

を 基 準 と し た 節 外 浸 潤 の 正 診 率 は そ れ ぞ れ 55.7％、

CALHM3 は異なる酵素によりパルミトイル化を受け、

51.1％、62.6％ であった。

CALHM1 のパルミトイル化はチャネル機能を負に制御

【結論】Deep learning を用いた頸部リンパ節の節外浸潤

する一方、CALHM3 のパルミトイル化はチャネル機能を

の CT 診断能は、画像所見に基づいた人の診断能より十

正に制御するという、味覚神経伝達を担う CALHM チャ

分に高く、症例数を増やすことにより画像診断支援の可

ネルの複雑な機能制御機構の一端を明らかにできた。

能性が示唆された。
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ヒト口腔扁平上皮癌における SCCA 発現
の 臨 床 的 意 義 の 検 討―SCCA1/A2 と
SCCA2 との比較―

Aesthetic mind をそなえた口唇・口唇周
囲広範欠損再建

1
2

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・
形成外科学講座

山口大学 大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座，
山口県済生会下関総合病院 歯科口腔外科
1

1

牧口 貴哉，中村 英玄，後村 大祐，山津 幸恵，
小川 将，山口 高広，清水 崇寛，栗原 淳，
高久 裕紀，横尾 聡

1

原田 耕志 ，藤原 里依子 ，竹縄 隆徳 ，
梅田 浩嗣 1，堀永 大樹 1，内田 堅一郎 1，
山内 良太 2，三島 克章 1,2

【目的】口唇・口唇周囲は表情・飲食・構音・口腔内環境
［目的］SCC 抗原（SCCA）は、本学産婦人科の加藤らに

維持等の機能面のみならず整容面においても非常に重要

より子宮頸部癌転移巣から発見された蛋白である。進行

な役割を持つ。そのため口唇・口唇周囲の広範欠損にお

扁平上皮癌症例でこの血清値が上昇することから、臨床

いても、Aesthetic mind をそなえた再建が行われるべき

において口腔扁平上皮癌（OSCC）も含めた扁平上皮癌の

である。また、口唇や頤部形態に影響を与える下顎骨区域

腫瘍マーカーとして多用されているものの、OSCC にお

切除においても根治性と整容性の共存するオンコプラス

け る 有 用 性 は 乏 し い。な お、血 清 SCCA は SCCA1 と

ティックサージャリーが考慮されるべきである。今回、口

SCCA2 を併せた値であり、頭頸部領域では SCCA1 が良

唇・口唇周囲切除後広範欠損再建および下顎骨切除術に

性疾患で過剰発現することから、頭頸部扁平上皮癌にお

対する当院の戦略について報告する。
【方法・成績】2012

ける SCCA2 の有用性が注目されている。そこで本研究

年 1 月から 2017 年 12 月までに、癌切除後に口唇・口唇

では OSCC における SCCA1/A2 発現と SCCA2 発現と

周囲広範欠損再建と下顎骨切除を検討した。赤唇、口角、

の比較を行い、臨床的意義および腫瘍マーカーとしての

頤唇溝、頤隆起、鼻唇溝などの口唇・口唇周囲解剖を再評

有用性を検討した。

価しつつ、機能的と整容的再建を行った。また、従来では

［対象および方法］本学歯科口腔外科で治療を行った

区域切除を行うべき症例に対して、適応を慎重に評価し

OSCC 患者 83 例についてカルテ記載内容を基に臨床病

つつ、切除法に工夫を行った。
【結論】口唇・口唇周囲の

理学的諸因子を検索し、さらに同患者の生検組織のパラ

癌切除後広範欠損では、遊離皮弁を workhorse としてい

フィンブロックを用いて SCCA1/A2 および SCCA2 の

る。移植した遊離皮弁を土台として整容面、機能面の更な

免疫組織化学染色をそれぞれ行い、SCCA 発現と臨床病

る向上を目指す修正術を行なう二段階手術（Step

理学的諸因子との関連性を検索した（IRB 管理番号；H

gery concept）
、を基本方針としている。移植した皮弁や

27-123）
。

周囲の局所皮弁を組み合わせて、可及的に口輪筋（括約）

sur-

機能と開口量の維持を達成している。同時に整容面では、

［結果］生検組織における SCCA1/A2 発現は、分化度（p
=0.0003）
と間にのみ有意差を認めたが、 SCCA2 発現は、

口角や赤唇の正常解剖を再考した再建と、個性や再建に

腫瘍サイズ（p=0.0027）
、 頸部リンパ節転移（（p=0.0261）
、

よる変化に応じた個別化再建が重要であると考えてい

病期（p=0.0011）
、生存期間（p=0.0135）
、転帰（p=0.0052）

る。また、口唇形態に影響を与える下顎骨区域切除では、

との間に有意差を認めた。また、血清 SCCA 値と SCCA

若干の工夫を行うことで口唇の可及的な形態維持を目指

1/A2 発現レベル間には相関性を認めたが（p＜0.0001）
、

している。

SCCA2 発現レベル間には相関性を認めなかった。
［結論］OSCC における SCCA2 発現は、進展症例、リンパ
節転移症例、死亡症例で有意に高く、患者の予後と関わっ
ており、SCCA1/A2 より SCCA2 が、より有用な腫瘍マー
カーとなる可能性が示唆された。
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シスプラチンを用いた化学放射線療法によ
る急性腎障害発症に関して：ケースコント
ロールスタディ

当科における口腔扁平上皮癌亜型の臨床統
計学的検討
1

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科，2 千葉
大学大学院医学研究院 口腔科学講座，3 千葉大学大学院
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【緒言】

【緒言】口腔がんにおける高用量シスプラチン（以下
CDDP）を用いた化学放射線療法は強度の治療であり、腎

口腔領域に発生する悪性腫瘍は、主として粘膜上皮、組織

毒性は頻度の高い有害事象の一つである。腎毒性はその

学的には重層扁平上皮に由来する扁平上皮癌が 9 割を占め

後の CDDP 投与規定因子になる重要な副作用であるが、

ている。扁平上皮癌には疣贅性癌、類基底扁平上皮癌、紡錘

シスプラチン単剤投与による急性腎障害（以下 AKI）発症

細胞癌、乳頭状扁平上皮癌、棘融解性扁平上皮癌、腺扁平上

を検討した報告は少ない。そこで今回、高用量 CDDP

皮癌の 6 種類の亜型が存在するが、臨床診断では鑑別が困

投与による AKI 発症に影響を及ぼす因子について統計

難であるため病理組織学的診断が重要となる。今回われわ

学的に検討した。

れは、過去 11 年間の当科における口腔扁平上皮癌亜型につ
いて臨床統計学的検討を行ったので報告する。

【対象・方法】本研究はケースコントローススタディであ

【対象および方法】

る。2011 年 4 月から 2018 年 3 月までに当科で外科療法
を行った口腔がん患者のうち、再発リスク群の診断で術

2006 年 12 月から 2017 年 12 月までの 11 年間に当科を

後化学放射線療法を施行した 56 例（男性 38 例、女性 18

受診した口腔領域の悪性腫瘍患者 459 例を対象に、扁平上

例、年齢中央値 68 歳）を対象とした。AKI 発症の有無に

皮癌亜型に属する病理組織型および発生部位を調査した。

より 2 群にわけ、年齢、性別、PS、体表面積、喫煙、pStage、

また、扁平上皮癌亜型に対する文献的考察も併せて行った。
【結果】

血清アルブミン値、CDDP 総投与量、硫酸マグネシウム
（以下 Mg）投与の有無、糖尿病、心血管疾患の既往につ

対象 459 例のうち、410 例（89％）が扁平上皮癌であり、

いて検討した。AKI 発症に関与する因子について多変量

13 例（3％）が扁平上皮亜型であった。扁平上皮亜型のうち、

解析を行った。AKI の診断基準は KDIGO 分類を用いた。

疣贅性癌 5 例（38％）、紡錘細胞癌 4 例（31％）、類基底扁平

放射線治療は 66Gy/33 回、化学療法はシスプラチン 100

上皮癌 2 例（15％）、棘融解性扁平上皮癌 1 例（8％）、腺扁

mg/m2 を 3 週毎に 3 回投与した。

平上皮癌 1 例（8％）であった。扁平上皮癌亜型の発生部位

【結果】AKI を発症した症例は 23 例（41％）であった。多

は舌 5 例（38％）、歯肉 3 例（23％）、次いで口蓋 2 例（15％）

変量解析の結果、性別、Mg 投与の有無が AKI 発症に関連

であった。生検時の診断と最終診断が異なる症例は 5 例で

する因子として検出された（P＜0.05）
。Mg 投与群（n=

あった。本邦における口腔扁平上皮亜型は 190 例報告があ

25）での AKI 発症率は 3 例 12％、Mg 非投与群（n=31）
で

り、疣贅性癌 82 例（43％）、紡錘細胞癌 39 例（21％）、腺扁

の AKI 発症率は 19 例 61％ であった。

平上皮癌 38 例（20％）、類基底扁平上皮癌 19 例（10％）、棘
融解扁平上皮癌 12 例（6％）であった。5 年生存率は疣贅性

【結語】Mg 投与は高用量 CDDP 投与時の AKI 発症を予

癌 88.3％、腺扁平上皮癌 57％、紡錘細胞癌 56.4％、類基底

防する可能性がある。

扁平上皮癌 55％、棘融解扁平上皮癌 50％ であった。
【結論】
当科において、口腔領域の悪性腫瘍患者の 3％ が扁平上
皮癌亜型であり、その中でも疣贅性癌が最も多かった。本邦
においても疣贅性癌が最も多く報告されていた。疣贅性癌
以外の扁平上皮癌亜型は 5 年生存率が 50％ 前後と予後不
良であった。最終診断で扁平上皮癌亜型と診断された症例
もあるため、慎重に診断・治療を行わなければならないこ
とが確認された。
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当科における口腔癌患者の臨床統計学的検
討

術後肺炎や術後感染に対するリスク因子の
評価およびその検討

日本大学 歯学部 口腔外科学講座
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【目的】全身麻酔下での長時間に及ぶ手術は、全身的侵襲

【緒言】本邦では現在 2 人に 1 人が癌に罹患するとされて
いる。その中でも口腔癌罹患患者数は年々増加している。

が大きく、術後に肺炎や感染症等の合併症を生じやすい。

今回我々は 2013 年 1 月から 2017 年の 12 月の 5 年間に

これまでにも、周術期の口腔ケアにより術後肺炎の発生

当科にて入院治療を行い、かつ予後を確認することがで

頻度が減少することは報告されており、様々な角度から

きた口腔癌症例の臨床的検討を行ったので報告する。
【対

肺炎のリスク因子の検討が行われている。しかしながら、

象・方法】2013 年 1 月から 2017 年の 12 月の 5 年間にお

高リスクであると予想される患者においても、歯科治療

いて日本大学歯学部付属歯科病院口腔外科で加療を行っ

室への紹介がなく、口腔ケアを施行していない症例が散

た一次症例 122 症例のうち、予後を確認できた患者 105

見される。今回我々は、どのようなリスク因子を有する症

症例を対象とした。その中で性別、年齢分布、発生部位、

例に対して、主治医が周術期口腔機能管理の必要である

組織型、TNM 分類、治療法、再発の有無等について検討

と判断しているのか、また、実際に術後肺炎、術後感染が

した。【結果および考察】性別では男性 70 名、女性 35

生じた患者にはどのような因子が存在していたのかにつ

名、年齢分布は 27 歳から 90 歳で平均 64.4 歳、60 歳代が

いて統計学的分析を行ったので報告する。
【方法】2016

最も多く全体の 29.5％ であった。発生部位は舌が 49 症例

年 4 月から 2017 年 3 月までの 1 年間に大阪大学医学部

ついで歯肉が 37 症例、頬粘膜が 7 症例であった。組織型

附属病院にて 3 時間以上の全身麻酔下での予定手術を施

は扁平上皮癌が 93 症例であった。TNM 分類では T2 が

行した 20 歳以上の患者 2208 名を対象とした。周術期口

最も多く 63 症例、N2 が 11 症例であった。Stage 分類は

腔機能管理の有無、術後肺炎の有無、術後感染の有無を調

StageI が 21 症例、StageII が 56 症例、StageIII が 5 症例、

査し、手術時年齢、性別、喫煙歴、飲酒歴、重症心疾患の

StageIV が 17 症例であった。 再発転移症例に関しては、

有無、重症肺疾患の有無、糖尿病の有無、PS、麻酔リスク、

頚部リンパ節後発転移が 13 症例、局所再発は 10 症例で

出血量、手術時間、BMI、術前の採血結果、術式などとの

あった。また遠隔転移は肺に 1 症例であった。今後症例数

関連を比較し、分析を行った。また、周術期に口腔ケアを

の蓄積と経過観察を継続し、さらなる因子解析を行う予

施行した症例（15％）対し、残存歯数や CPI の結果から術

定である。

前の口腔内の状態と術後肺炎、術後感染との関連につい
ても併せて検討を行った。
【結果】
術後肺炎は 63 例（2.9％）
であり、周術期口腔機能管理の有無、手術時間、術後感染
の有無が関係していることが分かった。また、術後感染は
203 例（9.2％）であり、糖尿病の有無、手術時間、BMI、
術後肺炎の有無などが関係していると分かった。周術期
における口腔ケアにより、口腔内細菌数をコントロール
することで術後肺炎を予防できるということが今回の結
果からも明らかとなった。今後、院内での啓蒙活動を強化
し、主治医からの歯科治療室への紹介数が増加する様、努
める予定である。
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高齢者総合的機能評価は口腔内状態を反映
するか〜看護師との共通理解を深めるため
に〜
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患者における口腔有害事象リスクの検討
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【目的】近年、がん治療や全身麻酔術後の合併症を予防な
【目的】当院は病床数 554 床を有する地域がん診療連携拠

いしは低減することを目的として、周術期口腔機能管理

点病院である。院内において周術期患者への口腔ケアの

の有用性が期待されている。本研究では、術前に原発巣や

重要性の周知徹底を図ったことに伴い、当科への専門的

遠隔転移精査のため撮像した PET/CT を用いて口腔領

口腔ケアの依頼は年々増加している。当科では口腔ケア

域の集積程度を評価し、周術期口腔機能管理患者におけ

を行う際の評価方法として Eilers

る口腔有害事象発症リスクについて検討した。

Oral

Assessment

Guide（OAG）を使用している。口腔ケアを共に行う看護

【対象と方法】

師との統一した評価方法として、看護師側への OAG の

対象は、2016 年 4 月〜2017 年 6 月に周術期口腔機能管

導入を試みたが、他院同様に普及には難渋した。そこで現

理を目的に当科を受診した 153 例のうち、原疾患評価を

在看護師が行っている既存の評価方法が OAG の代替と

目的に PET/CT を撮影した 101 例とした。観察項目とし

なりえないか検討を行った。QOL の低下は口腔の健康と

て、年齢、性別、喫煙歴、臨床病期、手術の有無、化学放

密接に結びついており、全身状態へ影響を及ぼすことは

射線療法の有無、PET の口腔領域への集積の程度の各因

すでに周知されている。看護師が患者の QOL を高めよう

子と、口腔有害事象発症リスクの関連に関して、単変量解

とする評価方法として高齢者総合的機能評価（Compre-

析および多変量ロジスティック回帰分析にて検討を行っ

hensive

た。

geriatric assessment；CGA）が 普 及 し て お

り、CGA と OAG に関連があれば、CGA を OAG の代替

【結果及び考察】
周術期口腔機能管理の患者において、歯性感染症と

方法として看護師側での口腔ケアの指標として使用でき

PET の口腔領域への集積が独立したリスク因子であっ

ることが期待できる。
【対象・方法】2017 年 4 月から 2018 年 9 月に歯科口腔外

た。治療開始前の口腔領域への PET 集積は、半定量かつ

科を受診し口腔ケアを行った患者で、CGA を受けている

非侵襲的な評価が可能なため、口腔機能管理のスクリー

患者を対象とした。性別・年齢・介入初回時の OAG、当

ニングへの期待が高まる。また、限られた医療・人的資源

院における CGA の評価に従い調査し、関連性について検

をより有効に活用することができる、汎用性の高い画像
評価であると考えられた。

討を行った。
【結果】対象者は 282 名、男性：120 名・女性：162 名で

【結語】
本研究の結果、口腔領域における PET/CT の集積

あった。
平均年齢は 75.5±6.91 歳、平均 OAG は 11.0±2.18

の程度が、周術期口腔機能管理患者における口腔有害事

点であった。CGA と OAG を検討した結果、外出週 2 回未

象発症リスク評価の一助となる可能性が示唆された。

満群は外出週 2 回以上群より OAG が高い結果となった
（p ＝0.011）
。
【結論】CGA 項目で「外出が週 2 回未満」に当てはまる患
者は、看護師側での口腔ケアの徹底を強化し、また早期に
専門的口腔ケア介入を行い、口腔衛生状態の悪化を防止
することが重要である。今回 CGA は口腔内状態を反映し
ていると考えられたことから、看護師側での口腔ケア介
入の指標として使用できる可能性があることが示唆され
た。
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青年期における伵合異常の訴えと全身疾患
との強固な相関―大学新入生 6069 名を
対象としたアンケート調査結果より―

当科における 80 歳以上の入院症例の臨床
的検討
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【緒言】高齢化社会の到来は、超高齢患者の口腔外科受診
【背景と目的】口腔疾患は心疾患、糖尿病、肺炎、リウマ

頻度がますます高くなることが予想されその臨床検討は

チ、悪性腫瘍など、様々な全身疾患との関わりが明らかに

重要と考える。今回演者らは当科の 80 歳以上の入院症例

なっており、治療はもとより、予防の重要性が社会的に高

の臨床検討について報告する。
【対象】
平成 23 年 1 月から

まりつつある。本研究では大学新入生を対象としたアン

平成 30 年 12 月までの過去 8 年間に当科に入院した 86

ケート調査結果から、青年期の伵合状態と全身疾患との

例（男性 28 例、女性 58 例、男女比 1：2.1）についてとし

関係性について検討を行った。
【対象】2017 年 4 月および

た。
【結果】80 歳以上の患者の割合は全入院患者数 2,263

2018 年 4 月に東京大学に入学した学生 6252 名のうち 20

人の 3.8％ を占め、平成 30 年は 6.9％ とわずかに増加傾

歳未満の 6069 名（男性 4845 人、女性 1224 人、平均年齢

向が認められた。入院疾患名は、顎周囲膿瘍による消炎療

18.3 歳）
を対象とした。【方法】検定は χ2 検定を用いた。

法や抜歯のため入院する症例が 51 例（59.3％）と最も多

複数項目で有意差が認められた場合は多変量解析（ロジ

く、次いで悪性腫瘍 12 例（14.0％）であった。全身疾患の

スティック回帰分析）を行った。p ＜0.05（両側）を「有

既往歴のある有病者は全例で認められ、最も多かったの

意差あり」
と判定した。統計ソフトは IBM SPSS Statistics

は高血圧症、次いで心疾患、悪性腫瘍であった。服用中の

software version 21.0 および SAS 9.4 を用いた。
【結果】
新

薬剤については 82 例（95.3％）に処方されていた。処置に

入学大学生 6069 人中、135 人（2.2％）
（男性：112 人、女

ついては、全身麻酔下に処置を施行した症例が 23 例、局

性：23 人）が「よく噛めない」
（伵合異常の訴え）と回答

所麻酔下で行った症例 55 例（静脈内鎮静下 13 例、笑気鎮

した。伵合異常の訴えのある学生は、有意に耳鼻咽喉科疾

静下 4 例）
、消炎処置 19 例などであった。入院日数は 3

患、呼吸器系疾患、心疾患・不整脈・心電図異常の既往を

日以内が 28 例で最も多かった。入院後に重篤な合併症を

有していた
（P 値は各々、0.013、0.022、0.037）。さらに、

発症した症例が 6 例
（脳内出血、狭心症、著しい視力低下、

伵合異常の訴えの有無を目的変数（有をイベント）とし、

術後異常出血、イレウス）認められた。
【考察】80 歳以上

上記の 3 因子を説明変数とした二項ロジスティック回帰

の入院患者の 67.4％ が女性であった。この理由の 1 つと

モデルで多変量解析を行った。その結果、耳鼻咽喉科疾

して、女性の平均寿命の長さから外来を受診する機会が

患、呼吸器系疾患、心疾患/不整脈・心電図異常、全てに

多かったことなどが考えられた。入院疾患名は顎周囲炎

おいて有意差が認められ（P 値は各々、0.030、0.049、

による消炎療法（切開排膿術、静脈内抗菌薬投与）
、抜歯

0.037）
、各々独立した因子であることがわかった。オッズ

や観血的処置後の周術期管理を入院下で行うことを目的

比（OR）は、各々、1.6（95％CI= 1.0-2.5）、1.6（95％CI

とする症例が多かった。これらの症例は歯科医療施設や

= 1.0-2.5）
、2.2（95％CI= 1.0-4.6）であった。
【結論】青年

医科からの紹介がほとんどで増加傾向にあることから、

期における伵合異常の訴えは、耳鼻咽喉科疾患、呼吸器系

今後も超高齢者症例に発症する急性疾患を安全に扱える

疾患、心疾患/不整脈・心電図異常の既往と有意に相関し

基幹病院としての役割を果たす必要がある。入院後に重

ていた。本研究において青年期における伵合異常と全身

篤な全身疾患を発生した症例が 6 例（7.0％）に認められた

疾患の強固な関係が初めて示唆された。

ことから、超高齢者症例は十分な術前対策の上周術期管
理を入院加療で施行することが必要である。

220

臨床

その他

17:10〜17:40
座長：森 良之

1-P9-6

1-P10-1

千葉ろうさい病院における周術期口腔機能
管理の推移と今後の展望

総合病院での歯科口腔外科新規開設と診療
実績

独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉ろうさい病院
歯科口腔外科

1

TMGあさか医療センター 歯科口腔外科，2 東京女子医
科大学医学部歯科口腔外科学講座

山本 淳一郎，戸枝 百合子，山野 由紀男

島崎 士 1,2，三宮 範子 1,2，賀川 千瑛 1,2，
冨永 浩平 1,2，柴山 知紗 1,2，安藤 智博 2

周術期口腔機能管理とは、術後の誤嚥性肺炎など外科
的手術後の合併症軽減のために制定されたものであり、

【目的】

入院前から術前・術後における患者の口腔機能を包括的

TMG あさか医療センターは 2018 年 1 月に朝霞台中央

に管理するものである。病院内における医科と歯科との

総合病院から移転し、歯科口腔外科と緩和ケア科、血液内

連携だけではなく、その範囲は地域の一般歯科診療所に

科が新設され 28 診療科を有する総合病院となった。平成

も適応されるため、広い意味での医科歯科連携の一助に

26 年の診療施設実態調査では、歯科口腔外科を標榜する

なることが期待されている。周術期口腔機能管理は、2012

施設は増加していたが、総合病院での歯科口腔外科の開

年度の診療報酬改定に伴い保険収載され、2014 年には周

設は一般の歯科医院の開設とは異なる。今回、TMG あさ

術期口腔機能管理の保険点数が加算された。また、2018

か医療センターに新規で歯科口腔外科を開設した。そこ

年の診療報酬改定によりその適応範囲はさらに広げられ

で、開設準備と当院で導入した診療システムについて概

た。いわゆる口腔ケアに関する各種エビデンスの蓄積も

要を紹介し、開設後 1 年間の診療実績について報告する。

あり、その効果に対する期待の表れと考えられる。

【対象およひ方法】

当院においても各診療科と歯科との間で患者情報の共

当科は地域医療における口腔外科治療を担うことを目

有を行い、担当医と綿密な連携を取ることにより、院内で

的としているため、外来診療は口腔外科疾患、口腔内科疾

の周術期口腔機能管理の普及と実践に取り組んできた。

患を中心に、入院患者は応急処置などの一般歯科治療も

そのこともあり、当院では取り組み開始から年を追うご

行うこととし、地域の歯科医院との連携を重点に置くこ

とに周術期口腔機能管理を行う患者数は確実な増加を示

ととした。また、院内では全身麻酔で行う手術患者に対し

している。2018 年の診療報酬改定においても、新規に適

て術前に口腔チェックを行うようなシステム作りを行っ

応範囲となった整形外科と連携し、人工関節手術におけ

た。診療実績の対象は 2018 年 1 月から 12 月までに当院

る周術期口腔機能管理を積極的に行っている。

歯科口腔外科を受診した外来・入院患者および、入院サ

近年、がん化学療法においては多種多様な分子標的剤

ポートセンターで術前口腔チェックを行った患者であ

が登場し、その副作用も多様化している。それに伴い特有

る。入院・外来診療のデータベースを元に後方視的に検
討を行なった。

の口腔内症状を呈する薬剤もあり、従来のがん手術療法
に伴う口腔機能管理に加え、外来・入院を問わずがん化

【結果】

学療法を行う患者の口腔機能管理もあわせて行ってい

移転前の 2017 年 10 月より開設準備を本格的に始め、

る。また経過が安定している患者については、積極的に地

今までなかった歯科口腔外科を院内で周知するように

域のかかりつけ歯科医院への逆紹介を行い、病診連携の

し、近隣の歯科医院との連携を図れるように歯科医師会

推進もはかっている。

などに働きかけを進めた。開設当初は初診患者数で約

本発表では当科における周術期口腔機能管理に対する

140 名/月、紹介患者も約 15 名/月であったが、徐々に患

取り組みとその変遷、今後の活動の展望について報告す

者数は増加していき、初診患者数で約 200 名/月、その半

る。

数は紹介患者で占めるようになった。また、当科入院患者
も 15 名/月程度まで増加し、手術件数も 8 件/月程度まで
増加した。
【結論】
地域歯科医院との連携を強固にすることで、総合病院
での歯科口腔外科の特殊性を生かすことができ、順調な
診療実績をあげられることができた。
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当院における自家歯牙移植のチームアプ
ローチと臨床統計学的検討

尾道総合病院における医科歯科連携周術期
口腔ケアの現状

1

尾道総合病院

大阪歯科大学 口腔外科学第一講座，2 大阪歯科大学 口
腔治療学講座，3 大阪歯科大学 口腔リハビリテーション
科，4 大阪歯科大学 歯科放射線学講座

伊藤 翼，鷹津 冬良

辻 要 1，仲間 ひとみ 2，島田 明子 3，今井 美季子 3，
小滝 真也 4，上田 衛 1，石川 敬彬 1，河野 多香子 1，
吉田 博昭 1，井関 富雄 1

【緒言】術前・後の口腔ケアにより術後の肺炎や口腔のト
ラブルの予防、入院期間の短縮・医療費の削減に繋がる
などから 2012 年度の診療報酬改定から周術期口腔機能
管理が設定され、その後 2014 年度の改定で増点、さらに

【目的】自家歯牙移植とは同一個人においてある部分から

2016 年度においては緩和ケアへの対象拡大、2018 年度に

別の部位へ外科的に歯を移動する処置のことで、歯を

は手術適応ががん治療でない患者まで拡大された。当院

失った場合に機能回復が得られる一手段である。当院で

では 2015 年 10 月より地域歯科医院と連携をとった医科

は自家歯牙移植を行う際には画像診断、口腔ケア、移植手

歯科連携周術期口腔ケアを行い、さらに院内連携強化の

術、歯内治療および補綴処置に関し、多専門部署が治療に

ため緩和ケアチームや呼吸サポートチーム、脳神経外科

あたるチームアプローチで対応している。今回、当院にお

とのチーム医療を行ってきた。

ける自家歯牙移植に関して、チームアプローチの概要と

【目的】今回当院においての周術期口腔ケアやその他チー

臨床統計に関して検討したので報告する。
【対象および方

ムとの連携口腔ケアの現状・問題点について調査したた

法】対象は 2016 年を除く 2013〜2018 年までの 5 年間に

め、ここに報告する。

当院で自家歯牙移植を行った 37 症例である。それらに対

【対象と方法】2015 年 10 月より 2018 年 10 月までに当科

して性別、年齢、受容部位、移植歯、移植方法および経過

を受診し、口腔機能管理を算定した患者、またチーム医療

について検討した。
【結果】症例数は 2013 年は 6 例、2014

により歯科の受診を行った患者を調査対象とした。

年は 5 例、2015 年は 9 例、2017 年は 6 例、2018 年は 11

【結果】
述べ患者人数は 2934 人だった。その内訳として医

例の計 37 例であった。性別は男性 10 例、女性 27 例で女

科歯科連携周術期口腔ケアで地域連携を介し手術に臨ん

性に多い傾向であった。年齢は 19〜63 歳で平均 37.4 歳

だ患者は 1800 人で、その中では消化器外科が最も多かっ

で、30 歳代が 18 例と最も多く、続いて 20、40 歳代が各

た。周術期口腔機能管理の III を算定した患者は 940 人

6 例と続いていた。受容部位は左下 7 部が 9 例と最も多

で、放射線・化学療法を施行中の患者は 740 人、緩和ケア

く、続いて右下 6 部が 8 例、左下 6 部と右下 7 部が各 7

に関する算定要件の患者は 200 人だった。チーム医療で

例と続いていた。移植歯は右下 8 が最も多く 15 例、続い

介入した呼吸リハサポートチームにおける介入人数は

て右上 8 が 10 例、左下 8 が 7 例、左上 8 が 5 例であった。
移植方法は一回法が 34 例、二回法は 3 例であった。二回

164 人で、脳外科における介入人数は 170 人だった。
【考察】医科歯科連携口腔ケアを開始 3 年経過したが、周

法のうち 2 例は受容部の根尖性歯周炎により抗菌薬を投

術期における医科歯科連携のシステム運用は良好であ

与しても消炎しなかったためで、残りの 1 例は受容部に
拇指頭大の歯根嚢胞が存在したため、その適用となった。
経過に関して、35 例は良好であったが、2 例は不良であっ

り、他のチーム医療における連携も良好と考えられる。し
かしながら、歯科医師や歯科衛生士のマンパワーの不足
や放射線・化学療法を施行中の患者への地域連携システ

た。不良例は受容部位が右下 7 と左上 7 の各 1 例であっ

ム構築の不確立等の未だ多くの課題が残っておりそれら

た。原因はいずれも術後感染による生着不全であった。

について改善が必要だが、今後も啓蒙活動を継続し地域

【結論】当院で行ったチームアプローチによる自家歯牙移

医療に貢献できればと考えている。

植の経過は良好で、失われた歯の機能回復のために有用
な一手段と考えられた。今後は症例数を増やしていくと
ともに検討を行っていきたい。
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入院中の精神科患者の口腔衛生状態に関連
する因子の検討

病院勤務を行う歯科医師の日中眠気度調査
山梨大学医学部付属病院歯科口腔外科学講座

1

愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座，2 大垣市民病院
歯科口腔外科，3 福井大学学術研究院 医学系部門医学領
域 感覚運動医学講座 歯科口腔外科学分野

馬場 菜安奈
【目的及び背景】事故の要因については Heinrich が、事故

黒川 誉志哉 1，渡邊 哲 1，宮部 悟 1，石橋 謙一郎 2，
山本 哲嗣 1,3，橋本 健吾 1，宮地 斉 1，長尾 徹 1

の因果関係における個人的変数の影響として、人的要因
であるヒューマンエラーによって引き起こされると指摘
している。ヒューマンエラーの一要因となりうる、日中眠

【背景】

気度を歯科医師がどの程度感じているのか、またその日

精神科患者は自己管理の低下や抗精神病薬の副作用な

中の眠気度と他の要因との関連性について検討すること

どによる口腔衛生状態の悪化が問題視されている。精神

が本研究の目的である。

科患者の口腔衛生状態の劣悪さについての報告はある

【方法】

が、口腔内衛生状態と関連する因子の報告は少ない。

日本国内に勤務する歯科医師を対象とした無記名式調

【目的】

査票を作成した。質問内容は年齢、性別等の個人属性に加

精神科病院に入院している精神疾患患者の口腔衛生状

え、エプワース眠気尺度表（ESS）及び週の就労状況とし

態を評価し、口腔衛生状態と関連する因子を検討して、口

た。ESS は、1991 年に John MW によって作成された 8

腔衛生管理の一助とすること。

項目からなる尺度で、主観的な日中の過度の眠気を測定

【材料及び方法】

することができ、世界各国で使われている。調査票につい

対象は 2016 年 1 月から 12 月までの間に精神科病院慢

ては山梨大学医学部倫理審査委員会の承認を受けた。承

性期病棟に入院中の患者 332 名のうち承諾を得られた

認後、国内 6 つの大学病院へ勤務する歯科医師へ本調査

298 名とした。属性は、男性 132 名、女性 166 名、平均年

票を配布した。得られた回答を集計し分析を行った。分析

齢 63.5±13.9 歳で、疾患別では、統合失調症患者 251 名、

は ESS 評価値について記述分析を行った後、平均労働時

気分障害 16 名、その他 31 名であった。口腔衛生状態の評

間及び週当たりの平均労働日数と日中眠気度のクロス集

価項目は、Debris Index
（DI）
、Calculus Index
（CI）
、DMF

計を行い、週当たりの平均労働時間及び労総日数別に平

歯率、Reversed Oral Assessment Guide（ROAG）
とした。
関連する因子として、年齢、性別および精神疾患の重症度
と し て 抗 精 神 病 薬 の 投 与 量 の 指 標 で あ る Chlorpro-

均の比較及び差の検定を行った。
【結果】調査票は 228 名に配布し、有効回答 110 名を分析
対象とした。分析対象全体の約 15％ が日中に病的領域で

mazine 換 算 値（CP 換 算 値）と ADL の 指 標 と し て

ある強い眠気を実感していることが分かった。また、クロ

Barthel Index（BI）について検討を行った。口腔衛生状態

ス集計にて週 6 日以上勤務している歯科医師のほうが週

と年齢、CP 換算値、BI との関係については相関係数を算

4〜5 日勤務する歯科医師と比較して有意に日中の眠気

出し、性別に関しては t 検定を行った。

度が高くなることが分かった（p＜0.05）
。また週当たりの

【結果】

労働時間においては労働時間が多く成程、日中の眠気度

口 腔 清 掃 状 態 は、DI：1.9±1.5、CI：0.9±1.1、DMF
歯率 77.3±25.8、ROAG：9.7±1.5 と軽度不良であった。
CP 換算値は 480.5±373.6、BI は 75.0±30.0 であった。DI

が高くなる傾向があった（p＜0.05）
。
【結論】日中病的な眠気を実感する歯科医師が 15％ 以上
認められ、日中の眠気度は週当たりの労働量を関連して

と BI は、相関係数-0.3 と弱い負の相関（p ＜0.01）を認め

いることが分かった。

た。その他の口腔清掃状態と BI および CP 換算値に相関
は認めなかった。
【結論】
入院中の精神科患者の ADL と口腔清掃状態には弱い
負の相関が認められた。ADL 低下患者では、特に口腔衛
生状態に注意が必要と考えられた。
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臨床

血液疾患/その他

16:00〜16:35
座長：中嶋 正博

1-P10-6

1-P11-1

スポーツ関連外傷歯既往の関連因子に関す
るの検討：宮城県スポーツ少年団団員の横
断調査

当科における直接経口抗凝固薬（DOAC）服
用患者 113 例の抜歯経験

1

ポ
ス
タ
ー
︵
4
月
20
日
︶

公立学校共済組合 近畿中央病院 口腔外科

2

東北福祉大学 保健看護学科， 東北大学 大学院歯学研
究科 口腔障害科学分野

高畑 惣介，石井 庄一郎，藥師寺 登

土谷 昌広 1，土谷 忍 2

超高齢社会に突入した日本において、血栓性疾患に対
する抗血栓療法を受ける患者は増加傾向にある。それに

【目的】子どもが身体を動かす機会が減少しており、少年

伴い、歯科においても抗凝固薬内服患者の抜歯に遭遇す

団やクラブでのスポーツ活動は重要である。一方、スポー

る機会は増加している。これまでビタミン K 拮抗薬は 50

ツ活動中の外傷では歯に関するものが多いことが報告さ

年近くにわたり唯一の経口抗凝固薬として使用されてき

れている。近年、スポーツ外傷の発症に関して、プレイ

たが、2011 年にダビガトランが非ビタミン K 拮抗経口抗

ヤーの身体的/環境的因子に加えて、心理的要因にも注目

凝固薬として発売されたのを皮切りに、現在 4 種類が使

が集まっている。本研究では、スポーツ少年団に所属する

用されている。抗血栓療法患者における抜歯のガイドラ

小・中学生の歯の外傷既往に関連する環境因子や指導方

インは存在するものの、DOAC 内服下での抜歯が推奨さ

法について検討を行った。

れているものの明確な指標はなく、報告が少ないことも

【方法】平成 25 年度宮城県スポーツ少年団に登録されて

現状である。今回我々は当院における DOAC 服用患者の

いる小中学生の団員（26,069 名）を対象に、郵送法による

抜歯について検討をおこなったので報告する。

無記名アンケート調査を行った。年齡、性別、BMI に加
え、スポーツ関連
（タイプ、チームレベル、経験年数、活
動日数/週、満足度、休憩の量、歯の外傷既往の有無、チー
ム内の指導における暴言や体罰の有無）、生活関連（睡眠
時間）
等を質問した。統計解析は、アンケートの回答が得
られた 7,333 名中、欠損ケースを除外した 5,735 名に対
し、統計学的検討を行った。
【結果】歯の外傷の既往は
13.3％（5,735 名中 763 名）で、男子で有意に高い傾向が認
められた
（14.3％、4,132 名中 592 名、女子：10.7％、1,603
名中 171 名）
。性別による層別化後に行った多重ロジス
ティック回帰分析の結果、男子においては歯の外傷の既
往と「休憩が少ない」、「暴言がある」、「体罰がある」の間
に相関が認められた（ORs［95％CI］
：1.35［1.03-1.77］、
p=0.032；1.31［1.05-1.62］
、p=0.015；1.36［1.06-1.75］、p
=0.016）
。その一方で、女子ではそのような傾向は認めら
れなかった。近年、スポーツ障害発症におけるストレスな
どの心理社会的要因の重要性が認識されつつある。今回
の結果からも、指導に伴うストレスが歯の外傷発症に繋
がる可能性が推察される。
【結論】
横断研究であり、最終的な因果関係は不明である。
しかしながら、指導法の改善により歯の外傷リスクを下
げる可能性について示せたことは、スポーツマネージメ
ントの視点からも重要であると考えられる。
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当科における直接経口抗凝固薬投与下の観
血的処置の現状

高齢入院患者における誤嚥性肺炎発症に関
連する口腔因子ならびに認知症の有無・種
別と年齢による同因子の変化

1

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔内科学分野，2 徳
島大学病院 口腔管理センター，3 徳島大学大学院 医歯
薬学研究部 歯科麻酔学分野

1

公立能登総合病院 歯科口腔外科，2 金沢大学大学院医
薬保健学総合研究科外科系医学領域 顎顔面口腔外科学
分野，3 金沢大学医薬保健研究域保健学系 医療科学領域
病態検査学講座

桃田 幸弘 1，高野 栄之 2，可児 耕一 1，松本 文博 1，
青田 桂子 1，益田 奈緒 1，山ノ井 朋子 3，
小野 信二 2，金川 裕子 2，東 雅之 1,2

長谷 剛志 1,2，小山 岳海 1，大矢 明日香 1,2，
本保 敦志 1,2，川尻 秀一 2，岡本 成史 3

【緒言】直接経口抗凝固薬（DOAC）投与下の観血的処置
【目的】加齢に伴い、誤嚥性肺炎発症リスクが増大するこ

の現状を調査・分析し、その安全性を考察する。
【方法】2016 年 1 月から 2018 年 10 月までに本院口腔内

とが報告されている。一方、加齢による歯の欠損や各種口

科に来院した患者のうち DOAC 投与下に観血的処置を

腔機能の低下が誤嚥性肺炎の発症リスクになり得ること

施行したものを対象とした。年齢、性別、DOAC 種、血

が考えられる。そこで我々は、65 歳以上の高齢入院患者

液検査値、 CHADS2 スコア、 HAS-BLED スコア、 部位、

を対象に誤嚥性肺炎発症リスクと関連する口腔要因につ

疾患、処置、止血操作、止血時間、止血難易度、後出血の

いて検討を行った。さらに認知症の有無ならびにその種

有無などを後ろ向きに調査した。

別・年齢に分けた場合における誤嚥性肺炎発症リスクと

【結果】
性別は男性 10 名、女性 11 名で、年齢は 56 歳から

関連する口腔要因の変化についても解析した。
【対象およ

82 歳、平均 71 歳 9 か月であった。DOAC 種はリバーロキ

び方法】2009 年 4 月〜2015 年 3 月までに公立能登総合病

サバン 12 例、アピキサバン 7 例、エドキサバン 2 例で

院に入院した 65 歳以上の 1,353 名を対象とした。その内

あった。血液検査値は平均 Plt：235000/µl、PT：20.0 秒、

訳は認知症でない患者 360 名、アルツハイマー型認知症

APTT：37.8 秒、BUN：19.0 mg/dl、Cre：0.87 mg/dl

（AD）患者 535 名、レビー小体型認知症（DLB）235 名、

であった。平均 CHADS2 スコアは 1.2、HAS-BLED スコア

血管性認知症（VaD）205 名、前頭側頭型認知症（FTD）

は 2.4 であった。部位は上顎 8 例、下顎 14 例、舌 2 例など

18 名であった。誤嚥性肺炎の診断は、NHCAP ガイドライ

であった。疾患は根尖性歯周炎 5 例、残根 4 例、歯根破折

ンに沿って医師が行い、口腔要因の評価は歯科衛生士に

3 例、辺縁性歯周炎 3 例、良性腫瘍 2 例、口腔粘膜疾患 2

よる視診により行った。また各種統計解析は、SPSS を用

例などであった。処置は抜歯術 15 例、切除術 3 例などで

い、2 項ロジスティック回帰分析にて検討した。なお、本

あった。止血操作は圧迫に縫合を併用したもの 16 例、局

研究は公立能登総合病院倫理委員会により承認されてい

所止血剤を併用したもの 13 例、止血用スプリントを併用

る（承認番号#2603）
。
【結果】対象者全体でみた場合、流

したもの 5 例、電気凝固を併用したもの 2 例であった。止

涎、粘稠痰、剥離上皮、舌苔、食物残渣、口内炎の存在が

血時間は 10 分未満のもの 20 例、20 分以上のもの 1 例で

誤嚥性肺炎発症リスクと関連する一方、歯石の存在なら

あった。止血難易度は容易 20 例、困難 1 例であった。後

びに義歯使用が発症リスクの抑制と関連した。また、認知

出血したものは 1 例であった。

症の有無ならびにその種別に分けた場合、DLB 患者が他

【結論】DOAC 投与下の観血的処置の安全性が確認され

の認知症発症者ならびに認知症でない患者より有意に誤

たが、出血性合併症のリスクを有する場合、注意を要する

嚥性肺炎発症率が高くなっていた。また、誤嚥性肺炎発症

ことが示唆された。

リスクと関連する口腔因子が認知症患者の種別により異
なり、さらに認知症でない患者と AD 患者においては、そ

本発表について申告すべき利益相反はない。

の因子が 80 歳未満の階層と 80 歳以上の階層の間で異
なっていた。
【結論】高齢入院患者において、いくつかの
口腔因子が誤嚥性肺炎発症のリスクと関連することを明
らかにした。また、その関連する因子は、認知症の有無・
種別ならびに年齢によって変化することを見出した。
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日常生活が自立し、口腔内病状の安定して
いる地域在住高齢者の口腔機能低下の現状

高解像度マノメトリーを用いた健常成人の
加齢による嚥下動態に関する評価

1

新仁会奈良春日病院 歯科口腔外科，2 奈良県立医科大
学口腔外科学講座

朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 障害者歯科学分
野

中嶋 千惠 1,2，中上 佳寿彦 2，杉浦 勉 1,2，桐田 忠昭 2

金城 舞，太田 恵未，橋本 岳英，谷口 裕重，
安田 順一，玄 景華

【緒言】
【目

平成 30 年日本歯科医学会は口腔機能に関する基本的

的】

な考え方を提示した。それをもとに平成 30 年度の保険改

近年開発された高解像度マノメトリー（HRM）は、1

訂では口腔機能評価に関する検査が新設され、ライフス

回の嚥下で上咽頭から食道までの咽頭内圧を連続的に測

テージに応じた口腔機能管理が推進されている。口腔機

定することが可能である。HRM を用いた健常高齢者の報

能低下を呈する者は、地域在住の高齢者から、施設入居者

告はほとんどない。今回、HRM を用いて、高齢者を含む

や病院入院中の患者まで幅広く分布していると想定され

健常成人男性の加齢による嚥下動態を定量的に評価し、

る。

加齢が嚥下動態に及ぼす影響を検討したので報告する。
【対象および方法】

【目的】
老化によるフレイルは緩やかに進行し本人も認識しづ

被験者は、摂食嚥下機能に問題のない健常成人男性 19

らい。症状の訴えがなく機能障害を呈する臨床所見を認

名（26〜79 歳、平均 49.1 歳）を対象とした。試料は、水

めないと、医療者も口腔機能低下症を見逃す可能性があ

3ml と 6ml、ゼリー 3g と 6g、粥 3g と 6g を使用した。検

ると予想される。そこで日常生活が自立し、口腔機能低下

査は座位にて行い、外鼻孔よりセンサーを挿入し固定し

の自覚症状がなく、口腔機能障害を呈する所見を認めな

た。被験者に唾液と各試料を 3 回ずつ指示嚥下させ、平均

い地域在住高齢者おける口腔機能低下の現状を調べた。

値を測定値とした。測定項目は、上咽頭部、舌根部、下咽

【対象・方法】

頭部の最大内圧（mmHg）と圧持続時間（msec）および

（1）対象

上部食道括約筋（UES）弛緩時間（msec）の 7 項目とし
た。本研究は朝日大学歯学部倫理委員会で承認され
（承認

当院歯科を定期受診した 65 歳以上の地域在住の高齢

番号第 30010 号）、被験者の同意を得て実施した。

者のうち、下記①〜④の条件を満たした 20 名とした。①

【結

日常生活が自立し、歯科に定期的に受診②リコールの間

果】

加齢と舌根部最大内圧、舌根部圧持続時間、UES 弛緩

隔は 4 ヶ月以上③口腔機能低下に関する自覚症状がない

時間に統計的に有意な相関があった。

④新たなう蝕の発症等認めず口腔内病状が安定している

【考

（2）方法

察】

口腔機能低下症の診断基準に従い、7 つの評価項目を

試料量が増加した時、加齢に伴い舌根部最大内圧が減

調べた。口腔衛生状態は TCI、口腔乾燥はムーカス、伵合

少する傾向があった。これは加齢とともに舌根部の筋肉

力低下は現存歯数、舌口唇運動機能低下はオーラルディ

量減少が進行し、筋力が低下したためと考えられる。舌根

アドコキネシス、低舌圧は JMS 舌圧測定器、咀嚼機能低

部圧持続時間も加齢に伴い減少する傾向があり、特に試

下はグルコセンサ、嚥下機能低下は EAT-10 で評価した。

料量が増加すると嚥下時に高い筋力が必要であり、筋力

3 項目以上が口腔機能低下に該当する場合に口腔機能低

が高いと同じ量を嚥下する時に筋の持続時間が短縮され

下症とした。

るためと考えられる。液体以外の試料は加齢とともに
UES 弛緩時間が延長する傾向があり、これも食道入口部

【結果】

周囲筋も加齢により筋力が低下したためと考えられる。

20 名の平均値では、7 項目のうち口腔粘膜湿潤度、オー
ラルディアドコキネシス、舌圧の 3 項目が基準値に該当

【結

論】

HRM を用いて健常成人の加齢による嚥下動態に及ぼ

した。10 名が口腔機能低下症と診断された。

す影響を評価した。加齢により舌根部最大内圧と舌根部

【考察・結論】

圧持続時間が減少し、UES 弛緩時間が延長する傾向がみ

老化に伴うフレイルによる口腔機能低下は、本人の自

られた。

覚を伴わず、口腔内病変を伴わないことが示唆された。高
齢者のメインテナンス時には、歯科疾患のみでなく、口腔
機能の観察も必要と考えられた。
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心臓血管外科手術における手術リスク評価 地域在住高齢一般住民大規模コホート研究
法（E-PASS）による合併症発症率と周術期 （垂水研究）における口腔機能低下症と全身
口腔機能管理の関連性
状態の関連性
1

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科

鹿児島大学病院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講
座 顎顔面疾患制御学分野，2 鹿児島大学医学部・歯学部
付属病院 口腔顎顔面センター 口腔外科

駒 綾香，坂本 洋右，小池 一幸，伊豫田 学，
中嶋 大，笠松 厚志，椎葉 正史，鵜澤 一弘，
丹沢 秀樹

有村 麻弥 1，濵田 倫史 2，西 慶太郎 1，山城 康太 1，
田中 昭彦 1，杉浦 剛 1,2

【目的】周術期口腔機能管理は心臓血管外科手術における

【目的】我が国では高齢化率の上昇に伴う介護費や医療費

重要な支持療法のひとつである。E-PASS は、患者の全身

の増大が懸念されており、健康寿命の延伸がこれらの削

状態や手術侵襲の程度から術後合併症のリスクを把握す

減に貢献できると考えられる。近年の研究では歯科的因

ることができ、消化器外科および呼吸器外科領域での有

子と脳血管障害、認知症やフレイルなどの全身状態との

用性が報告されている。今回、当院心臓血管外科で施行し

関連性が報告されており、歯科医療が健康寿命延伸に寄

た手術症例について、E-PASS による分析を含めた術後

与できると思われる。また、鹿児島大学では 2017 年度の

合併症発症率と周術期口腔機能管理との関連性について

プレ・パイロット研究を経たうえで、2018 年度から循環

報告する。
【方法】2016 年 4 月から 2017 年 3 月の 12 ヵ月

器内科を中心として医・歯・薬・理学療法・作業療法・

間に当院心臓血管外科において全身麻酔下の手術を施行

栄養・心理などの多部署による地域一般住民を対象とし

した、呼吸器疾患・糖尿病・心疾患の既往がない 50 歳以

た大規模コホート研究を開始し、25 年間の長期フォロー

上の患者 101 名を対象とし、術前リスクスコア・PRS と

を目標としている。現在の高齢者のニーズが生命予後だ

手術侵襲スコア SSS、総合リスクスコア・CRS をそれぞ

けでなく健康寿命の延伸も目的としていること、ならび

れ算出し、術後合併症発症率について評価・検討した。術

に上述の歯科的因子と全身状態との関連性を踏まえ、当

後合併症については手術後、入院期間内における 37.5 度

科では口腔機能低下症の評価を 2018 年度から開始して

以上の熱発とし、今回は発熱者率と血液培養・カテーテ

いる。そこで本研究では、歯科的因子と全身状態との関連

ル等の細菌培養検査結果に注目した。【結果】口腔機能管

性を統計学的に解析し、口腔機能が健康寿命延伸にいか

理施行群と非施行群において、CRS0.3 を境に発熱者率に
おいて優位な差を認めた。細菌培養検査結果については、
非施行群は口腔内常在菌検出率が 86.7％、施行群は 20％

に寄与しうるか検討することを目的とした。
【材料および
方法】対象者は鹿児島県垂水市在住の 40 歳以上の高齢一
般住民で、2018 年度の参加者は 1152 人であった。年齢・

であった。【結論】循環器疾患手術症例では CRS が 0.3

身長などの一般調査をはじめ、各分野の専門家が心機

以上の症例において周術期口腔機能管理の介入が術後合

能・口腔機能・フレイル・サルコペニア・栄養・心理な

併症発症率に対し有効と考えられた。また、周術期口腔機

どを評価した。歯科は一般歯科健診と口腔機能低下症
（口

能管理の介入により口腔内常在菌が原因と思われる術後

腔不潔・口腔乾燥・伵合力低下・舌口唇運動機能低下・

感染症の減少を認めた。

低舌圧・咀嚼機能低下・嚥下機能低下）を中心に評価し
た。得られた健診結果から口腔機能低下症と全身状態と
の関連性を統計学的に検討した。
【結果】2017 年度のプ
レ・パイロット研究では、残存歯数 20 本未満（p=0.004）
と義歯の未使用（p=0.003）はフレイルと統計学的に有意
な相関関係を認めた。本発表では 2018 年度の結果を併
せ、口腔機能と全身状態
（心臓血管機能・フレイル・サル
コペニア・栄養状態・認知機能）との関連性を検討し発
表する予定である。
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下顎前突症における顎矯正手術後の三次元
軟組織形態変化の解析

3D-CT 解析を用いた位置的頭蓋変形と顔
面非対称の関連に関する研究

東北大学大学院 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科
学分野

愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座

佐々木 惇，長谷川 正午，宮部 悟，渡邉 哲，
落合 栄樹，宮地 斉，長尾 徹

岡本 大吾，山口 佳宏，鈴木 飛佳理，阿部 陽子，
野上 晋之介，山内 健介，高橋 哲

【目的】位置的頭蓋変形は、胎児期や乳児期に頭蓋へ外圧
【目的】顎矯正手術の術前計画では、より正確な軟組織の

が加えられることによって発症するが、その成因は多種

手術シミュレーションを行うことが必要であり、今まで

にわたる。これまで、位置的頭蓋変形と顎変形症との関連

様々な研究が行われてきた。しかしながら、軟組織につい

性が示唆されており、特に顔面非対称においては、位置的

ては十分な予測ができないのが現状であり、術後の経時

頭蓋変形がその成因のひとつであると考えられている。

的な変化についても十分な解析はされていない。そこで、

しかし、その発症機転に関する詳細は明らかにされてい

今回われわれは下顎前突症患者のおける顎矯正手術術後

ない。今回、位置的頭蓋変形と顔面非対称との関連を明ら

の軟組織変化について検討したので報告する。
【材料およ

かにすることを目的として検討を行ったので、その概要

び方法】対象は東北大学病院歯科顎口腔外科を受診した

を報告する。

患者の内、顎変形症（下顎前突症）の診断を受け 2015

【方法】対象は 2015 年 7 月から 2018 年 9 月に愛知学院大

年 1 月〜2017 年 12 月 ま で に 両 側 下 顎 枝 矢 状 分 割 術

学歯学部附属病院顎顔面外科で顎変形症と診断され、顎

（BSSO）を施行された患者 例のうち、Le Fort I 型骨切

変形手術を施行した 140 例のうち、遺伝性疾患や先天性

り術やオトガイ形成術を施行された症例、bad fracture

疾患を除外し、必要な資料を得られた 129 例を対象とし

を呈した症例、口唇裂・口蓋裂の症例、術前より顔貌に瘢

た。初診時の正面頭部 X 線規格写真にて VRL-Me、VRL-

痕がある症例は除外した 37 例を対象とした。手術は口腔

ANS-Me を測定した。また、初診時の CT 画像を 3 次元構

外科学会認定指導医 2 名によって行われ、Epker 法によ

築ソフト（Mimics、Materialise 社）を用いて計測した。

る BSSO が施行された。軟組織形態評価は、術前、術後

Cranial vault asymmetry index（CVAI）
、Cepharic index

1 ヶ月、3 ヶ月、1 年に非接触型ハンディタイプ 3D スキャ

（CI）を位置的頭蓋変形の指標とし、同時に左右側頭筋の

ナ（Artec Eva；データデザイン社製）を用いて顔貌軟組

体積を測定した。統計解析は統計解析ソフト（JMP、SAS

織の撮影を行った。撮影したデータは STL ファイルへ変

社）を用いて行った。

換し、3 次元形態計測ソフト（3D-Rugle；メディックエン

【結果】正面頭部 X 線規格写真で、VRL-Me は 0 mm〜

ジニアリング社製）を用いて術前後の顔貌を T ゾーン領

13.29mm、VRL-ANS-Me は 0 〜10.41 であった。3D-CT

域で ICP 法を用いて重ね合わせを行い、それぞれの経時

で CVAI は 0.04〜11.81、CI は 73.55〜96.69 であった。変

的な変化様式を体積変化で計測した。
【結果】術前後では、

形性斜頭の頭頂側から見た左右偏位側 CVAI と顔面非対

オトガイ部を中心に体積が減少した。また、術後 1 か月か

称 の 左 右 偏 位 側 VRL-Me の 2 群 間 に 有 意 な 相 関（r2=

ら術後 3 か月では軽度ではあるが、頬部を中心に体積量

0.72、p＜0.0001）
を認めた。また、左右偏位側と側頭筋の

は減少していた。また、3 か月から 1 年での変化は軽微で

体積の 2 群間に有意差（p＜0.0001）を認めた。なお、CI

あった。
【結論】術後 1 ヶ月から 3 ヶ月へ経過することで

とはいずれの測定値も相関関係を認めなかった。

術後の腫脹が軽減したことで、体積は減少したと考えら

【考察】今回、変形性斜頭の左右の偏位側と顔面非対称の

れた。長期経過でも体積量の変化が少ないことから、軟組

左右の偏位側に有意な一致が認められ、また、偏位側の側

織における術後の安定性についても示唆された。さらに

頭筋に体積の増加が認められたことから、位置的頭蓋変

症例数を増やして、下顎後退症患者や骨格性非対称患者

形は側頭筋を介して、後天的に下顎骨における左右のア

の検討を行う必要があると考えられた。

ンバランスを惹起し、顔面非対称を発症させる可能性が
示唆された。
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顎矯正手術における Serrated aggres- 関節突起骨折に対する経伵筋前耳下腺法
sive knife チップの有用性の検証
（Transmasseteric anteroparotid approach）施行例の検討と経皮的術式におけ
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座
る位置付け
組織再建口腔外科学分野
齋藤 直朗，佐久間 英伸，新美 奏恵，長谷部 大地，
加藤 祐介，齋藤 大輔，竹内 涼子，遠藤 諭，
片桐 渉，小林 正治

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔病因病態制御学講座
口腔外科学第二教室

【目的】超音波骨切削器具は回転式切削器具と比較し、周

【緒言】下顎骨関節突起、特に基底部や頸部骨折に対する

囲軟組織を巻き込みにくいため、口腔外科領域でも神経

術式の選択について、明確なコンセンサスは得られてい

血管束周囲の骨削時に有用である。2018 年 5 月に本邦で

ない。従来の顎下部アプローチ（顎下部法）は、骨片整復

承認された Serrated aggressive knife チップは、Stryker

固定時の操作性と顔面神経麻痺のリスクが問題視されて

今井 智章，森田 祥弘，飯井 孝年，鵜澤 成一

Ⓡ

社製超音波骨切削器具 SONOPET 用の鋸歯状チップで

いる。一方、2005 年に Wilson らは経伵筋前耳下腺（Trans-

あり、顎矯正手術のほとんどの骨切りを行うことが可能

masseteric anteroparotid：TMAP）法を報告した。アプ

である。本研究の目的は、従来の電動ソーやバーを用いた

ローチ経路における顎下部法との主な相違点として、①

ドリルシステムとの比較検討を行い、Serrated

aggres-

切開を下顎枝後方に設定すること、②耳下腺前縁を迂回

knife チップの顎矯正手術における有用性を明らか

すること、③顔面神経頬筋枝の頭側あるいは頬筋枝間か

sive

にすることである。

ら深部へ進入することがあげられる。今回、TMAP 法適

【対象と方法】対象は 2015 年 4 月から 2018 年 10 月まで

用例について臨床的検討を加え、本法の位置づけを顎下

に新潟大学医歯学総合病院口腔再建外科で LeFortI 型骨

部法との比較により考察する。

切り術＋下顎枝矢状分割法を施行した患者とした。電動

【対象と方法】TMAP 法は 2014 年から 2018 年において

ソーやバーを主に用いた症例をドリルシステム群、Ser-

当科で 7 例（7 関節）に適用された。骨折部位は下頸部 4

rated aggressive knife チップを主に用いた症例を鋸歯状

例、基底部 3 例であり、骨折様態は全て非脱臼症例（転位

チップ群とし、手術時間、術中出血量等について統計的に

5 例、偏位 1 例、亀裂 1 例）
であった。これらの術後経過、

検討を行った。統計処理には Brunner-Munzel 検定を用

合併症の有無を評価した。比較対照は当科で顎下部法を

い、有意水準 1％ とした。

適用した非脱臼骨折 14 例（14 関節）とした。

【結果】ドリルシステム群は 89 例、鋸歯状チップ群は 12

【術式】切開線を耳前部尾側から下顎枝後方に設定した。

例であった。手術時間はドリルシステム群で 231±48 分、

顔面神経頬筋枝と耳下腺管を避けて、耳下腺前縁から伵

鋸歯状チップ群が 262±59 分であり、有意差は認めな

筋を経て骨面へ到達した。骨片を整復後、顎間固定状態に

かった。 術中出血量はドリルシステム群で 561±286ml、

して骨片をチタンプレートで固定した。

鋸歯状チップ群が 340±158ml であり、鋸歯状チップ群に

【結果】TMAP 法を適用した全例において術中顔面神経

おいて有意に減少していた。鋸歯状チップの切削効率は

頬筋枝が確認され、骨面直上からの固定操作が可能で

ドリスシステムと比較してやや劣るものの、手術時間の

あった。術後、顔面神経麻痺や唾液漏は発生せず、開口障

大幅な延長は認めなかった。また、術中出血量は鋸歯状

害、顎関節症状や伵合不全を後遺することなく良好に経

チップ群で有意に少なく、軟組織損傷の少ない器具特性

過した。一方、顎下部法では顔面神経麻痺は 5 例/14 例中

を反映しているものと考えられた。一方で、切削時にチッ

（36％）に発生した。

プが高温になるため、周囲軟組織の熱傷に注意が必要で

【考察】TMAP 法は顎下部法と比較して手技がやや煩雑

あった。

であるものの、顔面神経麻痺のリスクは低い傾向を示し

【結論】顎矯正手術において、Serrated aggressive knife

た。さらなる症例の集積とともに他のアプローチとの比

チップはドリルシステムとの比較で手術時間を延長する

較、検証を進める必要があるものの、TMAP 法は関節突

ことなく、術中出血量が減少していたことから、有用なデ

起骨折手術におけるアプローチとして有用な選択肢と考

バイスの 1 つであると考えられる。

えられた。
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Innsbruck style Retromandibualr Anterior Transparotide（RAT）アプローチ
による観血的整復固定術を行った関節突起
骨折の臨床的検討

上気道流体シミュレーションによる顎変形
症患者における気道通気状態の変化につい
て

1

新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分
野

2

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座， 東京
女子医科大学 八千代医療センター 歯科口腔外科

長谷部 大地，佐久間 英伸，片桐 渉，小林 正治

佐々木 亮 1，岡本 俊宏 2，赤城 裕一 1，三宮 範子 1，
宇田川 源 1，賀川 千瑛 1，安藤 智博 1

【緒言】今回、われわれは上気道流体シミュレーションを
用いて、顎矯正手術を施行した顎変形症患者における術
前後の鼻咽腔領域の気道通気状態の変化について検討し

【緒言】下顎骨関節突起骨折の治療は、未だに議論が分か

た。

れるところである。Innsbruck style Retromandibular AnTransparotid（RAT）アプローチは、2015 年に

【対象と方法】対象は当分野で 2014 年 4 月から 2017 年 3

Torre らによって報告された手術法である。耳垂直下か

月までに上下顎骨形成術を行った顎変形症患者のうち、

ら 25 mm の皮膚切開を行い、SMAS（表在性筋膜群）上

資料が整った患者 9 名（男性 5 名、女性 4 名、平均年齢

を前方に剥離し、関節突起直上の耳下腺および伵筋を貫

26±10 歳）とし、術前と術後 6 か月以上経過時に各計測

いて関節突起まで到達する。直視下での骨片整復が可能

項目を測定した。上下顎骨の移動量と移動方向は側面頭

であり、顔面神経麻痺の発生率も他のアプローチ方法に

部 X 線規格写真を用いて算出し、鼻咽腔容積は CT 画像

比べて低いと報告されている。また、術後の顎間固定を行

データより 3 次元画像解析ソフトを用いて下鼻道（S1）
、

terior

う必要はなく、患者の苦痛は軽減され、早期の社会復帰が

上咽頭（S2）
、中咽頭上部（S3）
、中咽頭下部（S4）
、中咽

見込まれる。今回、同アプローチによる観血的整復固定術

頭での気道最狭窄部断面積（O-NCSA）ならびに上咽頭部

を行った関節突起骨折症例を後ろ向きに調査を行った。

断面積（P-CSA）を算出した。鼻腔通気度 NAR は鼻咽腔

【対 象 お よ び 方 法】対 象 は、2016 年 5 月 か ら 2018 年 5

通気度測定器を用いて、鼻咽腔領域の気流の最高流速

月の過去 2 年間において、東京女子医科大学病院および

MV と平均速度 AV は上道流体シミュレーションを用い
て測定し、各測定項目と比較検討した。

東京警察病院で行われた RAT アプローチによる観血的
整復固定術を行った関節突起骨折症例 18 例 20 関節。電

【結果】顎骨の移動量の平均値は A 点で 2.7mm 前方、0.5

子カルテなどのデータをもとに、開口量と合併症を後ろ

mm 上方、PNS で 2.9mm 前方、1.2mm 上方、B 点で 2.9

向きに調査を行った。
【結果】
経過観察期間は、9.4±1.3 ヶ

mm 後方、1.1mm 上方であった。術前後で鼻咽腔の容積や

月であった。男女比は 1.25：1.00 であり、平均年齢は 38

面積の項目に有意差を認めなかった。また、術前後の

±3.7 歳であった。受傷原因では転倒が最も多か っ た

NAR、 MV ならびに AV にも有意差は認めなかったが、

（67％）。SORG 分類において、85％ は基底部骨折であり、

NAR 変化量と P-CSA 変化量、AV 変化量と B 点の水平

15％ は頸部骨折であった。MacLennan の骨折パターン

移動量に負の相関を認めた。鼻腔通気度が最も悪化した

において、脱臼（10％）
、内側転位
（25％）
、外側転位（25％）
、

症例は S1-4 が増大し、O-NCSA と P-CSA は減少し、一

内側傾斜（25％）、外側傾斜（15％）であった。全例にお

方、最も改善した症例は S2-4、P-CSA が増大して、S1

いて術後に伵合不全は認めず、平均最大切歯間距離は

と O-NCSA が減少していた。しかし、いずれも MV や

48.8±1.6 mm であった。開口時の偏位は 3 例（17％）にみ

AV の変化はわずかであった。

られた。術後の顔面神経麻痺は 3 関節（15％）にみられが、 【結論】本研究の結果より、顎骨の形態変化により鼻腔通
術後 3 ヶ月で全例完全回復した。唾液瘻は 1 例にみられ、

気度や気流速度には気道形態の変化に関連性があること

12 日間で治癒した。開口時痛などの顎関節症状や創部の

が示唆された。また、鼻腔通気度は気流速度よりその変化

肥厚性瘢痕は全例で認めなかった。
【結語】2 施設 2 年間

の影響を強く受けることが推測された。

での RAT アプローチによる観血的整復固定術を行った
関節突起骨折症例を後ろ向きに調査を行った。術後の伵
合・開口量は良好であり、合併症は少なかった。
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座長：龍田 恒康

1-P13-1

1-P13-2

歯性感染症から顔面頸部壊死性筋膜炎を生
じた 1 例

当科で経験した口腔内 MTX 関連リンパ増
殖症の 2 例

1

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室，2 東京女
子医科大学八千代医療センター歯科口腔外科

1

富樫 悠 1，赤城 裕一 1，宇田川 源 1，貝淵 信之 1，
岡本 俊宏 1,2，安藤 智博 1

秀 真理子 1，篠原 光代 1，山下 健太郎 1，
真下 貴之 1，上田 浩一朗 1，生木 俊輔 2

順天堂大学医学部歯科口腔外科学研究室，2 日本大学歯
学部臨床医学講座

【緒言】壊死性筋膜炎は皮膚・皮下組織・筋膜や筋肉に急

【緒言】メトトレキサート（MTX）は白血病などの悪性腫

激な壊死を伴う重症感染症である。今回、われわれは歯原

瘍や関節リウマチ（RA）の治療に用いられている。こと

性の頸部壊死性筋膜炎を経験したので報告する。

に RA における有用性が高く、RA に対する標準的な治

【症例】
患者は 75 歳男性、既往に肝硬変、慢性腎不全があ

療に頻用されている。これまでに MTX 関連リンパ増殖

り、血液透析が導入されていた。左下顎の腫脹および仏痛

性疾患（methotrexate-associated lympholife disorders、以

を主訴に当院救急外来に搬送された。初診時、左側顎下部

下 MTX-LPD）として多くの報告がなされてきたが、本邦

が著名に腫脹しており顔貌は左右非対称であった。また、

においての報告は少ない。今回我々は RA にて MTX を

左下顎歯肉の腫脹、および瘻孔からの排膿を認めていた。

服用中に発症した MTX-LPD の 2 例を経験したので報告

血液検査では WBC12450/µl、CRP17.23mg/dl、プロカル

する。

シトニン 53.94ng/ml と炎症反応の亢進を認めていた。

【症例及び経過】症例 1、70 歳女性。4 年前より RA にて

CT 撮影を行ったところ左側下顎第一大臼歯を中心に咀

MTX を服用。主訴：顎の痛みが増してきた。
【現病歴】
当

嚼筋間伱、顎下伱、惻咽頭間伱に膿瘍形成認め、気道は右

科初診の 1 か月前より下顎前歯部の口内炎を自覚。徐々

側に偏位していた。

に広がってきたため、他院にて悪性腫瘍を疑い組織診を

【処置及び経過】左側下顎第一大臼歯が原因歯と思われる

行った。MTX-LPD の診断を受け、当科に初診となった。

頸部膿瘍の診断のもと、気管挿管を行い切開排膿術を施

口腔内の衛生状態は不良。右側下顎臼歯部より前歯部に

行した。集中治療室に入室とし、連日局所洗浄とメロペネ

かけて腐骨の露出を認め、下顎前歯部口唇粘膜にかけて

ム、クリンダマイシン、バンコマイシンの投与を行った。

潰瘍を認める。両側下歯槽神経の知覚鈍麻を認めた。膠原

しかし感染の改善は認められず、歯肉切開部周囲や顔面

病内科に対診の上、MTX の休薬、血液内科的治療を優先

下顎部に壊死組織を伴う瘻孔を形成した。入院 5 日目に

し当科では局所の洗浄と動揺歯の抜歯、腐骨の除去を

再度ドレナージおよび一部壊死組織のデブリードマンを

行った。

施行した。以降は洗浄およびデブリードマンを定期的に

症例 2：69 歳女性 10 年前より RA にて MTX 服 用。主

行った。感染は改善傾向にあったが壊死部分は大きな皮

訴：歯がぐらぐらしてきた【現病歴】当科初診の 2 か月前

膚欠損を認めたため入院 28 日目に原因歯の抜歯および

より右下小臼歯部歯肉の白斑、骨の露出を認め、前医にて

デブリードマン、入院 68 日目に鼠径部からの植皮術を施

組織診の結果 MTX-LPD の診断を得あため当科に紹介と

行した。しかし、多臓器不全に伴う血圧低下から透析継続

なった。
口腔内所見：右側下顎小臼歯部に 10×5mm 大の

困難となり徐々に徐脈と血圧低下を認め入院 98 日目に

骨の露出を認め、44、45 は動揺 3 度であった。右側下歯

死亡となった。

槽神経の知覚鈍麻はなかった。膠原病内科に対診の上、

【結語】
自験例では慢性腎不全、肝硬変が基礎疾患にあり、

MTX の休薬、血液内科的治療を優先し当科では局所の洗

非常に重篤な歯性感染症であったため、加療にあたり院

浄と動揺歯の抜歯を行い、8 か月後に腐骨の分離を認め

内他科と密な連携が必要であった。基礎疾患を有する重

腐骨除去術を施行した。現在再発認めず、経過良好であ

篤な歯性の壊死性筋膜炎は治療にあたり密な医科歯科連

る。

携が必要であることが示唆された。

【結語】今回、口腔内 MTX 関連リンパ増殖性疾患の 2
例を経験したので、その概要を報告した。
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1-P13-4

薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）を発症してい
る患者に対して中咽頭癌の放射線治療で顎
骨壊死の悪化を見た 1 例

卵 巣 癌 多 発 転 移 に 対 し て Bevacizumab
投与中に顎骨壊死をきたし、休薬後に改善
をきたした 1 例

岡崎市民病院 歯科口腔外科

1

北海道大学大学院 歯学研究院口腔診断内科，2 砂川市
立病院 歯科口腔外科

大林 修文，長谷川 令賀，柏原 捷，前田 千芽，
伊藤 洋平，大隅 縁里子，齊藤 輝海

大賀 則孝 1，赤堀 永倫香 1，中村 裕介 1,2，
浅香 卓哉 1，佐藤 千晴 1，佐藤 淳 1，北川 善政 1

【緒言】骨吸収抑制剤による顎骨壊死の発症は近年多数の
症例が報告されている。一方、頭頚部悪性腫瘍に対する放

【症例】76 歳女性

射線治療においても晩期合併症の一つとして放射線性顎

【主訴】右下顎の腫脹、開口障害

骨壊死の発症が数多く報告されている。今回我々は、

【現病歴】2016 年 7 月、右下顎臼歯部の仏痛を自覚し近医

MRONJ をすでに発症している患者の中咽頭癌に対して

歯科受診した。次第に右下顎の腫脹が増悪し、精査加療目

放射線治療を行い、顎骨壊死が増悪した症例の口腔管理

的に同年同月当科紹介受診となった。
【既往歴】両側卵巣癌、左乳癌。2015 年 12 月から当院腫

を経験したのでその経過を報告する。

瘍内科にて、卵巣癌に対し、DC 療法＋Bevacizumab

【症例】
66 歳男性。 関節リウマチにてメトトレキセート、

8

ビスフォスフォネート、ステロイドの治療歴あり。かかり

コースの化学療法が施行された。その後は腫瘍の著明な

つけ歯科にて右上 7 抜歯後に骨露出が継続し当院へ紹介

縮小を認め、Bevacizumab のみ継続していた。
【経過】
当

となった。MRONJ の診断のもと、局所洗浄など保存的治

科初診時、右下顎骨周囲炎の診断で、2016 年 7 月より

療を行っていた。当科初診 3 ヶ月前に耳鼻咽喉科にて左

CTRX2g と AMPC750mg にて消炎を開始した。同時に当

中咽頭癌の診断を受けていたが、治療拒否され診療が途

院婦人科と協議の結果 2016 年 8 月に Bevacizumab が休

絶えていた。しかし、1 年後には嚥下障害など出現し、治

薬された。2016 年 9 月、局所麻酔下にて右下第 2 大臼歯

療を希望されたため化学放射線治療の予定となり、口腔

を抜歯し、同部の腐骨掻爬術を施行した。術後、抜歯窩治

管理の依頼を受けた。

癒不全と排膿を認め、11 月右下顎臼歯部の骨露出が認め

右上顎の骨露出は継続しており、放射線治療開始前に

られた。右下顎骨の薬剤関連性の顎骨壊死と診断し、洗浄

は徹底的な除石とプラークコントロール、歯科補綴物の

を継続したところ、腐骨の分離傾向を認めた。2017 年 2

除去を行った。放射線治療中は口腔粘膜炎の発症は見ら

月、右下顎骨腐骨除去術を施行した。その後より創部に肉

れたものの、骨露出は変化なく、放射線 66Gy、化学療法

芽増生を認めた。2017 年 4 月、6 月に計 5 本の抜歯を行っ

併用にて腫瘍は CR を得た。照射終了から 2 ヶ月経過し

た。術後経過は良好であった。2017 年 7 月、腐骨除去を

た頃よりに開口障害出現。10 ヶ月後の CT では左下顎枝

行った右下顎部の上皮化を認めたため、婦人科と協議の

の骨吸収と周囲の膿瘍を認めるようになった。さらに 1.5

上、Bevacizumab が再開された。2018 年 8 月以降、腐骨

年経過した頃には下顎枝後方からの骨吸収が著明にな

除去部と抜歯窩創部はいずれも骨露出なく治癒経過良好
である。

り、皮膚への瘻孔が形成され持続的な排膿が見られるよ
うになった。治療終了から 2 年 10 ヶ月、再発所見は見ら

【結語】Bevacizumab は本邦で初めて臨床応用された血

れないが開口障害と排膿は継続しているため局所洗浄を

管新生阻害薬である。Bevacizumab 関連が疑われる顎骨

繰り返し、急性増悪時には抗菌薬の投与を行っている。

壊死が少数報告されているが BP 製剤併用例等が多い。

【考察】MRONJ を発症もしくは起こす可能性のある患者

今回我々は、BP 製剤や抗 RANKL 抗体の使用歴がなく、

に対して、顎骨が照射野に含まれる放射線治療は重篤な

Bevacizumab 関連が疑われる顎骨壊死で、最終的に治癒

顎骨壊死を引き起こす可能性があるため、治療法の検討

に至った症例を経験した。今後、Bevacizumab 使用中に

や患者への説明を十分に行う必要がある。

生じた顎骨壊死に対する外科的治療の適応や Bevacizumab 休薬の必要性等について検討していく必要があると
思われる。
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口腔内細菌の関与が疑われた再発性感染性
心内膜炎の 1 例

下顎側方区域切断法を併用して下唇正中切
開を回避した副咽頭腔腫瘍摘出の 2 例

1

石川県立中央病院 歯科口腔外科，2 明海大学 歯学部
病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第2分野

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

高木 純一郎 1，宮田 勝 1，佂本 宗史 1，坂下 英明 2

福島 麻子，宮本 大模，澤村 萌香，古野 翔大，
森田 麻希，鍋田 剛志，加古 まり，加藤 伸一郎，
青木 尚史，渋谷 恭之

【目的】口腔細菌と全身疾患との関連性について密接に関
連していることが明らかにされており、口腔環境を維持
する重要性がいわれている。また、う蝕や歯周病などを放

【緒言】副咽頭腔腫瘍は自覚症状に乏しく腫瘍が増大して

置することで直接的に感染性心内膜炎などの全身感染症

いる場合が多い。手術時の視野を広く得るために下顎離

を発症することが古くから指摘されている。今回、口腔内

断法を併用する場合があるが、下唇正中切開を伴った場

細菌の関与を強く示唆した感染性心内膜炎の 1 例を経験

合には術後に審美的な問題が生じる。今回われわれは副

したのでその概要を報告する。【材料および方法】患者は

咽頭腔腫瘍の 2 例において、下唇正中切開を伴わない下

35 歳の男性。33 歳時にコントロール不良の糖尿病が背景

顎側方区域切断法により審美的問題を回避して手術を行

にあり、右踵部蜂窩織炎を発症し十分な抗菌治療を行わ

なったので報告する。
【症例】

ず感染性心内膜炎を発症。当院循環器内科緊急入院と
なった。ガイドラインに沿って抗菌薬治療をおこなった。

症例 1：40 代女性。右扁桃腫大を自覚して近医を受診し

当科も初期から介入し口腔内精査および周術期管理をお

当院へ紹介受診。画像検査にて右副咽頭腔に 60mm 大の

こなっていた。22 病日目に大動脈弁置換術をおこなっ

腫瘍性病変を認め、生検の結果、副咽頭腔腫瘍と診断され

た。その後も抗菌薬治療をおこない、36 病日目に退院と

た。

なった。当科の介入はその後の外来通院の際も併診して

症例 2：40 代女性。近医にて口蓋垂の位置異常を指摘さ

いたものの、転勤とともに途絶えた。35 歳時に発熱と全

れ当院を紹介受診。術前の画像検査で 45mm 大の腫瘍性

身倦怠感を訴え近医内科より紹介にて当科循環期内科を

病変を認め、副咽頭腔腫瘍と診断された。

紹介され再初診となる。感染性心内膜炎の再発と診断さ

2 例とも手術は全身麻酔下に耳鼻科医と共同で実施し

れた。その際、血培にて口腔内常在菌（Streptococcus or-

た。切開線は耳前部から耳下部、顎下腺前方にかけての

alis）を検出した。当科も再初診となる。口腔内は、衛生

S 字状とし、オトガイ孔前方と下顎孔後方に縦の下顎骨

状態は不良で、臼歯は残根状態となっている部位もあっ

切り線を設定し、金属プレートをあらかじめ試適した後

た。感染源の除去を要するという判断により残根の抜歯

に離断した。腫瘍切除後は下顎を整復し、プレート固定

をおこなった。現在、心内膜炎については治療継続中であ

後、顎間固定を行なった。2 例とも術直後の顔面神経下顎

り、当科も頻回に介入し口腔衛生管理の維持をおこなっ

縁枝およびオトガイ神経の軽度の麻痺を認めたが改善傾

ている。
【結果】未治療の糖尿病および行き届かない口腔

向を示し、QOL の低下はほとんど認めなかった。術 1

衛生管理によって細菌性心内膜炎を発症した症例を経験

年後にプレート除去を行ない現在も再発などを認めず経

することで、全身の健康管理および糖尿病など易感染性

過良好である。

の宿主の場合の口腔管理の重要性を再確認した。【結論】 【結語】
副咽頭腔腫瘍摘出に際して審美的問題を回避した下顎

様々な全身疾患の感染源としての口腔内感染の対策につ

側方区域切断法を併用し良好な結果を得たので報告し

いて当科としても再検討する事例である。

た。
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症例報告 粘膜疾患/嚢胞

16:35〜17:05
座長：東 みゆき

1-P14-1

1-P14-2

肺癌に対し抗 PD-1 抗体投与により発症し
たと考えられる重症免疫関連口腔粘膜炎の
2例

口蓋粘膜 Blue nevus の 1 例
福岡大学 医学部医学科 歯科口腔外科学講座

喜多 涼介，𠮷野 綾，瀬戸 美夏，野原 加奈，
近藤 誠二

1
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大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 歯科，2 大阪
大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室

石本 俊介 1，石橋 美樹 1，伊藤 章 1，横田 祐介 1,2，
古郷 幹彦 1,2

【緒言】Blue nevus（青色母斑）は、通常 10mm 以下の青
色または黒色の扁平、隆起した結節性腫瘍である。病理組
織学的には真皮中層を中心に、メラニン産生能の高い真

【目的】免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害

皮メラノサイトの腫瘍性増殖が認められる。顔面、手背、

事象（immune related Adverse Events：irAE）で、口腔

足背、背部などに好発し、皮膚以外では口腔粘膜、膣、子

粘膜炎の報告はほとんどない。肺がんに対し pembrolizu-

宮、前立腺などに生じるとされている。口腔領域での報告

mab を投与後に発症した舌から食道にかけての Grade3

例は稀で、自験例を含めてわずか 16 例である。今回われ

（CT-CAE Ver4.0）
の粘膜炎、および Nivolumab を投与後

われは、口蓋粘膜に生じた Blue nevus の 1 例を経験した

に発症した舌から咽頭にかけての Grade3 の粘膜炎を経

ので文献的考察を加え報告する。
験したので報告する。【症例の概要】症例①：34 歳女性。 【症例】
35 歳、女性。2017 年 2 月上旬頃、近在歯科医院に
既往歴：右側舌癌手術、術後化学放射線療法（66Gy、
て口蓋部の黒色斑を指摘され、精査加療目的に当科紹介
CDDP+ 5-FU）施行。現病歴：2016 年 1 月右肺癌に対し右

受診となった。初診時、右硬口蓋粘膜に 6×4mm 大のや

肺 上 葉 切 除、術 後 補 助 療 法 と し て 2017 年 5 月 ま で

や不整型で境界明瞭な黒色斑を認めた。表面は周囲組織

CBDCA+PTX4 コ ー ス、Nivolumab

1 コ ー ス、DOC+

と比較し膨隆はなく平坦で、圧痛はなかった。悪性腫瘍と

RAM 3 コース、nab-PTX6 コースを施行し、同年 6 月より

の鑑別目的に細胞診を行った所、陰性（Papanicolou clas-

pembrolizumab を開始した。2018 年 2 月、左上縦隔リン

sII）
となり悪性腫瘍は否定的であった。その後、局所麻酔

パ節転移を認め放射線治療（30Gy）施行した。同月舌に

下に切除生検を施行した。
周囲健常組織を 1mm 含め切除

Grade2 の粘膜炎を認め、アズレンスルホン酸ナトリウム

生検を行った。病理組織学的検査の結果、Blue nevus の診

水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤と Er：YAG レー

断となった。術後経過は良好で、切除部は上皮化し再発所

ザー照射にて軽快した。3 月、13 コース目投与後より粘膜

見は認めていない。

炎が再燃し、舌全体から食道粘膜まで Grade3 の粘膜炎を

【考察・結語】本邦での口腔粘膜例の報告は 16 例と少な

発症した。処置および経過：肺癌の治療上、pembrolizu-

く、その内訳は口唇 7 例（47％）
、口蓋粘膜 5 例（33％）
、

mab の休薬とステロイド製剤の全身投与は不可能であ

歯肉 3 例（20％）である。Blue nevus が口蓋粘膜に好発す

り、絶食、ステロイド含有軟膏塗布と Er：YAG レーザー

る理由は明らかではないが、口蓋の発生や色素細胞の分

照射により局所の症状緩和を図った。症例②：64 歳男

化はともに神経堤細胞由来であり、口蓋突起も両側にあ

性。既往歴：なし。現病歴：2017 年 11 月から CBDCA

る事から口蓋粘膜への発生頻度に影響していると考えら

+NabPTX を 4 コース後、2018 年 3 月腫瘍除去術、3〜5

れた。

月放射線療法（60Gy）施行し、同年 6 月より Nivolumab

治療法は一般的には切除術であるが、経過観察とし放

を開始した。7 コース目投与後の 10 月、舌に Grade3 の粘

置されている例も少なくない。切除に際して取り残しが

膜炎を認め、Nivolumab の休薬とステロイド製剤の全身

ない限り予後は良好とされているが、他の黒色色素病変

投与を開始し症状軽減するも、ステロイド漸減中に舌、口

との鑑別を考慮し、周囲健常組織を含めて切除し長期経

蓋、咽頭に Grade2〜3 の粘膜炎の再燃を認めた。処置およ

過観察を行うことが必要である。

び経過：ステロイドの増量および口内保清、含嗽、局所管
理ハイドロゲル創傷被覆・保護材にて対応した。【結語】
抗 PD-1 抗体投与による口腔、咽頭、食道にかけて発症し
た重症 irAE を経験した。
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1-P14-3

1-P14-4

口腔内多発血管腫を契機に発見された
Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome の
2例

潰瘍性大腸炎の合併症と考えられた難治性
口腔潰瘍の一例

1

徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野

2

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科， 千葉
大学大学院医学研究院 臨床腫瘍学講座，3 千葉大学大学
院医学研究院 口腔科学講座

栗尾 奈愛，鎌田 久美子，山村 佳子，工藤 景子，
宮本 洋二

宮本 勲 1，小池 一幸 1，伊豫田 学 1，中嶋 大 1，
笠松 厚志 1，坂本 洋右 1，椎葉 正史 2，
鵜澤 一弘 1,3，丹沢 秀樹 1,3

【緒言】潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜にびらん、潰瘍を形成
する原因不明の非特異的炎症性腸疾患である。様々な腸
管外合併症を伴うが、ときに口腔粘膜に現れることがあ
る。今回我々は、潰瘍性大腸炎の発症に合併したと考えら

【緒言】青色ゴムまり様母斑症候群（Blue Rubber Bleb

れる難治性口腔潰瘍で診断に苦慮した症例を経験したの

Nevus Syndrome：以下 BRBNS）は、青みを帯びたゴム

で報告する。
【症例】72 歳の男性。
【現病歴】平成 30 年 5

まり様の海綿状血管腫・毛細血管性血管腫が、皮膚や消

月上旬から左側上顎前歯部歯肉に潰瘍による仏痛を認

化管を中心に、多発するまれな疾患である。消化管病変か

め、近歯科でステロイド軟膏を投与されたが症状が改善

らの出血が予後を左右するとされており、今回、口腔内多

しないため当科紹介となった。
【現症】左側上顎前歯部歯

発血管腫より皮膚と消化管の血管腫を認め、BRBNS と診

肉に接触痛の強い辺縁不整な潰瘍性病変を認めた。
【治療

断を得た 2 例を経験したので文献的考察を加えて報告す

と経過】
細菌感染による潰瘍形成を疑い、抗菌薬と含嗽剤

る。
【症例】
1 例目：患者は 67 歳女性で、口腔内に多発性

の投与により症状は改善していたが、1 ヶ月後に左側下

の血腫を認め、当科受診となった。口腔内所見では、右側

顎臼歯部にも同様の潰瘍が出現した。血液検査の結果、

頬粘膜、舌背部、舌下面、臼歯部歯肉に、暗紫色、弾性軟

WBC：13800/µ l、CRP：9.9 mg/dl、抗 BP180 IgG 抗体：

の小豆大から大豆大の腫瘤を認めた。全身所見では、下肢

21.4 であり、炎症を伴った類天疱瘡の疑いで生検術と免

の皮膚に血管腫様病変を認めたため、皮膚科にてカラー

疫蛍光染色を行なったが否定された。抗菌薬を継続した

ドップラーを施行し、静脈奇形と診断された。術前検査に

が潰瘍は口腔内に多発し、仏痛の増悪のため経口摂取不

て、上部消化管内視鏡検査を施行し、食道に血管腫様病変
を認めた。 2 例目：患者は 35 歳女性で、 左側顎関節部、
左側顎下部の腫脹のため、当科受診となった。現病歴は

能となり、栄養管理と原因検索のため入院となった。入院
時の血液検査で Hb：6.8 g/dl と貧血を認めた。その後、血
便が現れ、Hb：4.9g/dl と貧血がさらに進行したため、消

20 歳のころに、全身麻酔下にて右側顎下部の皮膚血管腫

化器内科にて消化管内視鏡検査と生検術が施行され、重

切除術を施行されていた。口腔内所見では、左側下唇およ

度の潰瘍性大腸炎の診断を受けた。消化器内科へ転科し、

び舌背に弾性軟、青色調、圧排時に退色を認める半球状の
腫瘤を認めた。上部消化管内視鏡検査にて、舌、下咽頭、
食道入口部に血管腫を認めた。【処置および経過】口腔内

プレドニゾロン 60mg/日の点滴が開始された。投与から
50 日後に口腔内の潰瘍は消失した。下部消化管内視鏡検
査では潰瘍性大腸炎の改善が認められていた。ステロイ

の血管腫様病変に対して、2 例とも全身麻酔下にて腫瘍

ドを漸減し離脱した後も、再燃を認めていない。これらの

切除術を施行した。術後病理組織診断では、どちらも海綿

経過から口腔潰瘍と潰瘍性大腸炎の病勢は相関してお

状血管腫と診断され、口腔粘膜の海綿状血管腫、皮膚の静

り、腸管外合併症の一つと考えられた。
【結語】今回我々

脈奇形・血管腫、さらに食道の血管腫病変を認めたこと

は、潰瘍性大腸炎の合併症として生じた難治性口腔潰瘍

から、最終診断は BRBNS と診断された。
【考察】口腔内

の一例を経験したので若干の文献的考察をふまえて報告

多発性血管腫の診断に際しては、多発性血管腫を生じ得

する。

る疾患を考慮し、皮膚や多臓器の血管腫の検索も十分に
行う必要があると考えられた。
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1-P14-5

1-P14-6

両側下顎大臼歯部に発症した正角化性歯原
性嚢胞の 1 例

単純性骨嚢胞を伴う下顎に多発したセメン
ト質骨性異形成症の 1 例

名古屋市立西部医療センター

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座 形
成外科学講座

平井 辰宜，渡邉 裕之，村橋 璃香，奥村 嘉英，
土持 師，深野 英夫

伊東 慶介，栗原 淳，大隅 麻貴子，小川 将，
横尾 聡

【緒言】正角化性歯原性嚢胞（OOC）は角化嚢胞性歯原性
腫瘍の一型とされていた。しかし 2017 年の WHO 分類で

【緒言】今回われわれは、下顎骨に発生した単純性骨嚢胞

は角化嚢胞性歯原性腫瘍が歯原性角化嚢胞と変更される

（以下 SBC）を伴うセメント質骨性異形成症（以下 COD）

と同時に OOC も明確な別病変と分類された。その特徴

の 1 例を経験したのでその概要を報告する。
【症例の概

は、埋伏歯を伴うことが多く、基底細胞母斑症候群にはみ

要】患者は 43 歳女性。初診時のパノラマ X 線画像、CT

られず、再発もまれとされている。これまでの報告は単発

画像で右下 4.6、左下 6.7 根尖を含む境界明瞭な透過像と

のものが多く、複数同時に発症したものの報告はまれで

不透過像の混在病変を認めた。COD の臨床診断で経過観

ある。今回われわれは、両側下顎大臼歯部に発症した

察を行ったが、2 年後に左側下顎の病変は増大傾向を示

OOC の 1 例を経験したので考察を加え報告する。
【症例】

した。これに対し、確定診断目的に全身麻酔下で生検術を

12 歳の女性。既往歴：潰瘍性大腸炎。
【症状および経過】

施行した。病変は空洞で明らかな嚢胞壁は存在しなかっ

2017 年 8 月頃より、ときおりの左下顎の自発痛を認めて

た。内部に硬化性病変を認めたため、病理検体として採取

いた。歯列不正を主訴に近在矯正歯科受診。パノラマ X

した。骨欠損部は掻爬により腔内を血液で充満させて閉

線写真にて左下顎に X 線透過像を認め精査目的に当科

鎖創とした。病理診断は術中所見と併せて SBC を伴う

紹介受診となった。CT にて水平埋伏となった左下第二大

COD の診断となった。術後 6 か月の CT で下顎骨空洞部

臼歯周囲に下顎下縁まで広がる φ30 mm 大の単房性嚢

は骨に置換され経過は良好である。【結果・結論】COD

胞様透過像を確認した。その際に右下 7 部舌側歯槽骨内

に SBC が合併することがあり、本術式のように掻爬後に

にも φ7mm の単房性嚢胞性病変を認めた。造影 MRI で

閉鎖創とする本術式が有用であると考えられた。

は T1 強調像にて低信号、T2 強調像にて高信号をみとめ
内部不均一な嚢胞様像を示していた。臨床診断を歯原性
角化嚢胞疑いとし、2018 年 5 月、左下第二大臼歯抜歯お
よび両側下顎顎骨内病変摘出生検を行った。左側病変の
内容液は茶褐色泥状液で、両側の病変は骨との癒着はな
く剥離容易で左側は下顎神経血管束との癒着も認めな
かった。右側は一次閉創、左側は開放創とし抗菌薬軟膏付
ガーゼを充填し手術終了とした。
【病理組織学的所見およ
び診断】両側共に嚢胞壁は正角化を示す異型の乏しい重
層扁平上皮からなり、内容物は角化物を認め、このことよ
り、正角化性歯原性嚢胞と診断された。【術後経過】経過
は良好で一過性に出現した頤神経麻痺も改善、創部も上
皮化し現在画像上再発所見も認めない。今後も再発確認
のため経過観察を続けていく予定である。
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症例報告 悪性腫瘍/血液疾患/全身管理学

17:10〜17:40
座長：山下 善弘

1-P15-1

1-P15-2

舌痛を初期症状として診断された胃腺癌舌
転移の 1 例

ニボルマブ投与後のセツキシマブおよびパ
クリタキセルの併用療法にて CR を得た局
所再発進行下顎歯肉癌の一例

1

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科
学分野，2 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 画
像診断・核医学分野，3 東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科 口腔病理学分野

久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

轟 圭太，日野 聖慧，篠崎 勝美，中村 守厳，
楠川 仁悟

望月 裕美 1，釘本 琢磨 1，道 泰之 1，大山 潤 2，
坂本 啓 3，原田 浩之 1

今回我々は、術後放射線療法後に再発を来し、局所制御
困難につき、頻回のレジメン変更を余儀なくされるも、ニ

全悪性腫瘍のうち、顎口腔領域に転移するものは 1-

ボルマブ投与後の Cmab+PTX 併用療法後に CR を得た

3.2％ とされる。胃癌の口腔転移としては歯肉がもっとも

局所再発進行下顎歯肉癌の一例を経験したので、その概

多く、舌への転移はまれである。我々は、舌の自発痛を契

要に文献的考察を加え、報告する。患者は 77 歳女性、2003

機に診断された胃癌舌転移症例を経験したので報告す

年 10 月に右下顎歯肉 SCC（T4aN2bM0）にて、右下顎骨

る。患者は 60 歳女性。開業歯科医院で舌痛症の診断にて
経過観察を行っていたが、舌自発痛が増強してきたため、
精査を希望し当科に来院した。初診時、口腔粘膜は健全

区域切除術、プレート再建術、右全頸部郭清術を施行。後
治療として、放射線照射（total 60Gy）施行。2014 年 10
月に左下顎歯肉 SCC（T2N0M0）に対し、左下顎骨片縁切

で、舌背粘膜下に硬結を伴う可動性不良の腫瘍を触知し

除術施行。2015 年 8 月に術後再発（rT4aN0M0）
に対して、

た。MRI では辺縁不正な腫瘍を内舌筋に認め、PET/CT

左下顎骨区域切除術、プレート再建術、左全頸部郭清術を

での全身スクリーニングでは舌腫瘍のほか、膵臓、肝およ

施行。2016 年 6 月に両側下顎骨歯肉に再発を来し、TS-

び肺に腫瘍を認めた。上部消化管検査では胃粘膜に潰瘍

1（100 mg/day）投与開始するも、局所制御困難であった

性病変を認め生検で胃癌原発の低分化腺癌と診断され、

ため、2017 年 2 月より FPE 療法を開始、5 クール施行す

舌病変の生検では胃病変との病理組織学的類似性から胃
癌舌転移と診断された。胃、膵臓同時性癌、胃癌舌転移、
肝 お よ び 肺 転 移 性 癌 の 診 断 の も と、膵 臓 癌 に 対 し

るも PD であった。プラチナ抵抗性と判断し、2017 年 7
月よりニボルマブ投与開始、計 5 クール施行するも、PD
であった。以前に Cmab を投与した際に皮膚障害が顕著

FOLFIRINOX 療法を 9 コース施行後、舌病変と胃病変の

であったこととに鑑み、PTX 単剤の weekly 投与を開始。

増大を認めたため FLTAX 療法を施行した。舌病変の増

計 3 クール施行し、PR であった。しかしその後、腫瘍は

大により経口摂取は困難となったため、舌に緩和照射 30

除々に増大し、前頸部に及ぶまで増大を示したため、ニボ

Gy（10Fr）を行った。経口摂取は継続でき、患者の満足

ルマブ投与を再開、再開後計 15 クール施行するも、結果

度も得られた。FLTAX 療法を 2 コース施行後患者は 8

は PD であった。そこで、Cmab+PTX 投与を開始した。

か月後に死亡した。

患者都合もあり、2 週に 1 回の投与スケジュールとした。

口腔領域の転移性腫瘍は予後が悪く、平均生存期間は

投与開始後間もなく腫瘍の顕著な縮小を認めた。2018

7 か月とされ、腫瘍の増大は口腔機能障害をもたらし生

年 12 月現在 12 クール終了し、軽度の皮膚障害と神経障

活の質（QOL）を大きく低下させる。よって、症状の緩和

害を認めるものの、CR を維持している。

による患者の QOL 維持をはかるべきであるが、症例が少
数であり口腔転移性癌への緩和的治療の在り方を検討す
るうえで、今後さらなる症例の蓄積が必要と考えられた。
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巨大な腹部大動脈瘤および冠動脈 3 枝病変
を有する進行口腔癌患者の治療経験

急速に増大した口底原発紡錘細胞癌の 1 例

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・
形成外科学講座

石井 優輝，大澤 侑子，瀬田 祥平，長谷川 大悟，
青山 謙一，傳田 祐也，佐々木 剛史，青木 隆幸，
太田 嘉英，金子 明寛

東海大学医学部 外科学系 口腔外科学

山口 高広，小川 将，清水 崇寛，大隅 麻貴子，
牧口 貴哉

【緒言】紡錘細胞癌は組織学的に扁平上皮癌の組織像と紡
【緒言】高齢化に伴い、冠動脈疾患や大動脈瘤などの重篤

錘細形細胞を主とする肉腫様増殖像からなる腫瘍であ

な併存疾患を有する口腔癌患者に遭遇する機会が増えて

り、口腔領域での発生はまれである。扁平上皮癌の一亜型

いる。今回、巨大な腹部大動脈瘤および冠動脈 3 枝病変を

として分類されており、一般には予後不良とされている。

有する進行口腔癌患者に対して集学的治療を行い、良好

今回われわれは、右口底に発生し、急速に増大した紡錘細

な結果が得られた 1 例を経験したので、その概要につい

胞癌を経験したので報告する。
【症例】70 歳、男性。
【初

て報告する。
【症例】66 歳、男性。20XX 年 3 月に口底部

診】2018 年 4 月【主訴】右口底部の仏痛。
【既往歴】喘息。

の腫瘤を主訴に当科を紹介受診となった。口底癌（cT3

【現病歴】
2018 年 1 月に右口底の腫瘤を自覚した。徐々に

N1M0）の臨床診断に対して手術療法を予定したが、術前

増大し、仏痛を伴ってきたため近医歯科を受診し、当科紹

の全身検査で直径 8cm を超える巨大な腹部大動脈瘤、冠

介となった。
【初診時現症】右口底部に 39×32×23mm

動脈 3 枝病変および間質性肺炎が認められた。【治療方

大の有茎性腫瘤を認めた。腫瘤は弾性軟で、表面粘膜は平

針】口腔癌に対する手術療法を前提に治療計画を立案し

滑であったが、一部壊死を伴っていた。腫瘤により舌は軽

た。まず、破裂リスクがあることから緊急性が高い腹部大

度圧排されていたが、舌に知覚鈍麻は認めなかった。頸部

動脈瘤に対する治療（腹部大動脈人工血管置換術）を優先

に腫大したリンパ節は触知しなかった。
【臨床診断】右口

した。続いて周術期の心筋伷塞のリスクを回避するため

底悪性腫瘍【処置および経過】初診翌日生検を施行した

に、冠動脈 3 枝病変の治療（冠動脈バイパス術）を行い、

が、病理診断を得るまでに時間を要した。生検後病変は急

最後に口腔癌手術を施行する計画とした。
【処置および経

速に増大し、舌を後方へ圧排した。生検から 13 日後、気

過】20XX 年 4 月 26 日に気管切開術および腹部大動脈人

道確保のため気管切開を施行した。生検から 19 日後、病

工血管置換術、20XX 年 5 月 10 日に冠動脈バイパス術を

理組織学的に肉腫
（分類不可）
と診断された。この時点で、

施行した。手術待機期間中の腫瘍増大抑制目的および循

病変は口腔内に充満し、閉口困難であった。生検から 27

環器疾患の状態が安定せず、口腔癌手術が困難であれば

日後、全身麻酔下に、腫瘍切除、右頸部郭清術、即時再建

緩和照射に移行出来ることも考慮し 20XX 年 5 月 23 日

を施行した。切除物は病理組織学的に紡錘細胞癌と診断

より放射線治療を行った。循環器疾患の状態安定が確認

された。 術後 36 日目、 右側下顎歯肉に再発腫瘍を認め、

出来たため、30Gy の時点で放射線治療を終了し 20XX

下顎骨辺縁切除を施行した。初回手術後 50 日目、左側下

年 7 月 15 日に口底悪性腫瘍切除術、 舌側皮質骨除去術、

顎歯肉に再発腫瘍を認めた。再発様式より口腔内播種と

両側超選択的頸部郭清術および頸部島状皮弁による再建

判断した。シスプラチン併用放射線療法を施行した後、ニ

術を施行した。術後補助療法として放射線治療（総線量

ボルマブを投与したが、原発巣再発、頸部リンパ節転移、

70Gy/35Fr）を行った。現在、術後 2 年以上経過しており

肺転移、腸骨転移にて、初回手術から 5 か月後に永眠され

再発転移所見は認められず全身状態も良好である。
【結

た。
【結語】右口底に発生し、急速に増大した紡錘細胞癌

語】
今回、巨大な腹部大動脈瘤および冠動脈 3 枝病変を有

の 1 例を経験したので報告した。

する進行口腔癌患者の 1 例を経験し、治療計画上の問題
点、注意点について考察した。
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1-P15-5

1-P15-6

口腔に発生した MTX 関連リンパ増殖性疾
患の 4 例

心筋伷塞に対し冠動脈バイパス手術後早期
に舌がん再建手術を施行した 1 例

群馬大学大学院医学系研究科 顎顔面外科学講座・形成
外科学講座

筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

木村 愛理，山縣 憲司，菅野 直美，内田 文彦，
福澤 智，佐藤 牧子，柳川 徹，武川 寛樹

鈴木 啓佑，栗原 淳，小川 将，市川 未来，
清水 崇寛，武者 篤，高山 優，横尾 聡

【緒言】虚血性心疾患を有する患者に非心臓手術を施行す
【緒 言】メ ト ト レ キ サ ー ト（methotrexate：以 下

る場合、死亡率は高く、周術期心筋伷塞の発生率も高いと

MTX）は、関節痛や関節変形を伴う原因不明の自己免疫

いわれている。今回、術前検査時に心筋伷塞を指摘され、

疾患である関節リウマチ（rheumatoid

冠動脈バイパス手術 2 週間後に舌がん再建手術を施行し

arthiritis：以下

RA）に対し、有効性が確認されている治療薬で、RA

た 1 例を経験したので報告する。

薬物治療における推奨グレード A に位置づけられてい

【患者】77 歳、男性。
【主訴】左側舌の仏痛。
【現病歴】義

る。しかし一方で、MTX 投与中に発生するリンパ腫とし

歯不適合のため、近歯科医院を受診した際に左側舌縁部

て MTX 関連リンパ増殖性疾患（MTX-associated

lym-

の腫瘤を指摘され、精査加療目的で当科紹介となる。
【既

phoproliferative disorders：MTX-LPD）が注目されてお

往歴】事故で左前腕切断。
【現症】顔貌左右対称。左側頸

り、口腔領域においても報告が散見される。今回われわれ

部に腫大リンパ節を 2 個認めた。左側舌縁部に硬結を伴

は口腔に発生した Epstein-Barr ウイルスの感染を伴う

う 30mm 大の腫瘤を認めた。【胸部 X 線所見】心胸郭比

MTX-LPD の 4 例を経験したので、文献的考察を含めて

43％、両肺野に異常は認めなかった。
【心電図所見】洞調

報告する。
【対象】2012 年 1 月から 2018 年 3 月までの間

律、III・aVF 異常 Q 波。下壁心筋伷塞。
【造影 MR 所見】

に当科を受診し病理組織検査ならびに臨 床 経 過 か ら

左側舌縁部に 27×15mm 大の腫瘤を認め、
T2 強調画像で

MTX-LPD と診断された患者を対象とした。
【結果】
MTX-

高信号を呈していた。左側上内深頸、中内深頸リンパ節に

LPD と診断されたのは 4 例であり、男性は 1 例、女性は

壊死を伴うリンパ節を認めた。
【病理組織診断】中分化型

3 例、発症部位は下顎歯肉が 1 例、上顎歯肉が 2 例、舌が

扁平上皮癌。【臨床診断】左舌がん（T3N2bM0）
、心筋伷

1 例であった。全症例で RA の既往があり MTX が投与さ

塞。
【処置および経過】下壁心筋伷塞を認め、循環器内科

れていた。病理組織検査を行い、MTX-LPD の診断の得

に対診した。トレッドミル負荷試験で虚血所見を認め、カ

た。また、全症例で EBV 陽性であった、血液内科に対診

テーテル検査を施行し、左冠動脈左前下行枝と右冠動脈

し、MTX 製剤の中止や薬剤の調整を行うこととなった

に 100％ 閉塞を認め、冠動脈バイパス術の適応と診断さ

後、完全寛解が認められた。
【考察】MTX-LPD は MTX

れた。頭頸部カンファレンスおよび循環器内科と協議し

の休薬により多くの症例が寛解すると言われており、特

冠動脈病変の治療を先行し、循環器外科で冠動脈バイパ

に EBV 陽性の症例で顕著であるとされ、当科の症例にお

ス手術
（手術時間 5 時間 36 分、出血量 264mL）を施行し、

いても合致していた。MTX-LPD が口腔領域に出現した

術後 2 週間目に、舌がんに対し舌半側切除術、左根治的頸

際は休薬に限らず、腐骨除去等の外科的処置や潰瘍に対

部郭清術変法、遊離腹直筋皮弁による再建手術を施行し

する仏痛コントロールが必要となることを念頭に置き加

た（手術時間 9 時間 50 分、出血量 247mL）。病理診断で

療を行う必要があると考えられた。

は T4aN2b（pN：10 個陽性）であり、術後放射線療法を
施行した。術後経過は良好であったが、3 か月で肺転移を
認め、6 か月で死亡した。
【結論】今回、心筋伷塞に対し冠動脈バイパス手術後 2
週間で舌がん再建手術を施行し、良好な周術期管理を
行った症例を経験した。
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1-P16-1

1-P16-2

血小板減少合併の慢性肝疾患患者にルスト
ロンボパグ投与し抜歯術を施行した 3 例

舌腫瘍の手術直後に急性心筋伷塞を発症し
た症例の臨床経験

埼玉医科大学医学部 口腔外科学教室

明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分
野1

川田 由美子，遠藤 真央，礒﨑 祐太，北村 智久，
福島 洋介，佐藤 毅

森 一将，松本 安吏，藤原 敬子，嶋田 淳
【緒言】全身麻酔検査は術前に全身疾患や身体の状態を把

【緒言】ルストロンボパグは経口血小板産生促進剤で、慢
性肝疾患患者における血小板減少症に用いられる。今回

握し、手術によって起こりうる身体の変化を予想するが、

われわれは血小板減少合併の慢性肝疾患患者にルストロ

すべての把握は困難である。今回演者らは、心疾患の既往

ンボパグを投与し、抜歯術を施行し、血小板輸血を回避で

歴のない全身麻酔下、舌腫瘍切除術症例で、抜管直後に発

きた 2 例および併用した 1 例を経験したので報告する。

生した虚血性心疾患が重篤な経過をたどった 1 例を経過

【症例 1】67 歳、女性。前歯が欠けて食事がしにくいこと

したのでその概要を報告する。
【患者】
76 歳、男性。主訴：

を主訴に当院腎臓内科より当科紹介受診となった。既往

舌の治療依頼。現病歴：8 年前から舌側縁部に腫瘤が認

歴に肝硬変および糖尿病があり、慢性腎不全に対して人

められた。最近腫瘤をよく伵むようになり紹介来院した。

工透析を受けていた。右側上顎 6321 左側上顎 14 右側下

既往歴：高血圧症、大腸癌、前立腺癌、右大腿骨骨折、急

顎 43 左側下顎 34C4 で抜歯適応と診断した。術前の血小

性膵炎・アルコール性肝炎等。現在歩行器使用。術前検査

板数は 36000〜40000/µL であったためルストロンボパ

から腎機能障害が判明（クレアチニン 1.4mg/dL、蛋白尿）

グを 7 日間投与した。12 日目に血小板数は 65000/µL に

高血圧症
〈内科対診、塩分制限、術後の補液指示〉
診断名：

上昇したため、予定通り右側上顎 6321 左側上顎 14 を抜

両側舌腫瘍。処置および経過：全身麻酔下、両側舌腫瘍部

歯した。14 日目に血小板数は 52000/µL を維持しており、

分切除術施行した。手術時間 37 分、出血量は 2mL であっ

右側下顎 43 左側下顎 34 を抜歯した。

た。挿管チューブは 1 時間 51 分で抜管した。その数分後、

【症例 2】72 歳、男性。左側上顎 3 の動揺を主訴に近医歯

突然患者が左側胸部痛を訴えた。12 誘導心電図検査から

科より当科紹介受診となった。既往歴に肝硬変、肝細胞

V3、V4、V5 に ST 低下が認められた。不安定狭心症診断の

癌、高血圧症および慢性腎不全があった。左側上顎 3 歯根

もと、ニコランジル注、カルベジドール、アスピリン投与

破折で抜歯適応と診断した。初診時の血小板数は 47000/

により胸部痛、心電図異常は解消した。しかしその 5 時間

µL であったため、 ルストロンボパグを 7 日間投与した。

後 VT 波（約 20 秒間に 53 連続）が計測された。リドカイ

11 日目に血小板数は 87000/µL に上昇したため、予定通

ン 1mg/分経過によりその後発生しなかった。翌日 CPK

り左側上顎 3 を抜歯した。

681U/L から 1387U/L に上昇、エコー検査より心室中隔
の心尖部に akinesis 所見が認められ心筋伷塞と診断し心

【症例 3】56 歳、女性。伵合痛を主訴に近医歯科より当科
紹介受診となった。既往歴に SLE、特発性門脈圧亢進症、

臓内科に救急搬送した。診察の結果左前下行枝に狭窄が

巨脾および門脈血栓症があった。右側下顎 87 および右側

みとめられ、バルーン拡張試みるが高度石灰化により

上顎 764P3 で抜歯適応と診断した。術前の血小板数は

ローターブレータ施行、ステントの留置し、当科転院再入

19000〜32000/µL であったため、ルストロンボパグを 7

院となった。その後口腔内舌所見、心臓ともに良好に経過

日間投与したが、9 日目の血小板数は 30000/µL で上昇を

している。
【考察】本症例は術前のリスクファクター（高

認めなかった。10 日目に抜歯を予定していたが、白血球

血圧、脂質異常、腎疾患など）
が手術操作の刺激、麻酔に

数 13000/µL と低値のため抜歯は延期し、17 日目に右側

よる換気、低血圧時の昇圧薬などにより発生した可能性

下顎 87、右側上顎 764 を抜歯し、抜歯直後より血小板輸

を考えるがさらに発症病態について分析する予定であ

血 10 単位をおこなった。

る。

いずれの症例とも術後出血およびその他合併症は認め
なかった。
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下顎埋伏智歯抜歯時に口底に迷入した 5 例

電動工具の一部が迷入したと考えられた下
唇異物の 1 例

1

岡崎市民病院 歯科口腔外科，2 愛知学院大学 歯学部
顎顔面外科学講座

1

さくら総合病院，2 愛知学院大学歯学部附属病院 顎口
腔外科

齊藤 輝海 1，大林 修文 1，大隅 縁里子 1，
伊藤 洋平 1，柏原 捷 1，長尾 長尾 徹 2

星野 正樹 1，大脇 尚子 1，石濱 嵩統 2，石川 紅生 1，
太田 充彦 1

【目的】下顎埋伏智歯抜歯は口腔外科においては日常的に
行われる手術手技であるが、時として偶発症として口底

【緒言】顎口腔外科領域において、異物が生体内に迷入す

へ歯の迷入が生じることがある。今回われわれは、下顎埋

ることは稀ではない。迷入異物の種類は多様である。軟組

伏智歯抜歯中に歯の一部が口底に迷入した 5 例を経験し

織内異物は視診での診断が困難であり、受傷後時間が経

たので、若干の考察を加え、その概要を報告する。
【材料

過した後に発見される場合もある。また指標となる構造

および方法】
全例が他院にて下顎埋伏智歯抜歯を試み、口

物も無いため、摘出時の部位特定は困難となる場合が多

底に歯の一部が迷入したため当科を受診した症例であっ

いとされている。今回われわれは電動工具の一部が迷入

た。【結果】性別は男性 3 名、女性 2 名。年齢は 21〜42

したと考えられる下唇異物の一例を経験した。

歳で平均年齢 32.2 歳であった。迷入してから当科を受診

【症例の概要】
患者：40 代、男性。初診：2018 年 5 月。主

するまでの期間は抜歯当日〜30 日で平均 8.8 日であっ

訴：右側頬部腫脹と下唇違和感の精査治療目的にて当科

た。迷入したのはいずれも歯根の一部で、右側 2 例、左側

紹介受診。

3 例であった。CT 写真にて舌側皮質骨の骨折を認めたの

【処置および経過】精査の結果、下顎右側智歯が起因とな

が 1 例、抜歯窩が穿孔していたのが 3 例、舌側皮質骨が欠

る骨膜炎と診断。消炎処置を施行。その際 CT にて下唇に

損していたと推察されたのが 1 例であった。全例で当科

不透過像を認めた。全身麻酔下にて下顎右側智歯の抜歯

にて摘出術が行われ、摘出までの期間は受診当日〜10

術と下唇異物の部位特定が困難と予測されたため、C

日で、平均 3.8 日であった。摘出術は 3 例が外来、局所麻

アームを使用し摘出術を行った。摘出物は 2mm×3mm

酔下で行われ、2 例が入院、全身麻酔下で行われた。摘出

大の金属性異物であった。術後の経過は良好である。

は全例が口腔内から行われ、2 例が抜歯窩から、3 例が舌

【考察】今回われわれは長期違和感の原因となった下唇異

側の粘膜骨膜弁を剥離して行われた。抜歯窩から摘出し

物を摘出した。摘出した異物は工具などに使用されてい

た 1 例に術中に舌神経の露出を認めたが、舌神経麻痺は

る金属性物質であり、補綴物などで使用されている金属

全例で認めなかった。【結論】下顎埋伏智歯抜歯時の口底

と異なると考えられた。職業や成分検査より電動工具の

への迷入の原因は、頬側から過度の力が加わること、舌側

一部であると推測された。金属性異物の場合長期間無症

皮質骨が菲薄であったり欠損している場合である。抜歯

状に経過することが多いとされているが、今回われわれ

による偶発症を未然に防ぐには術前に歯や歯周組織の状

は長期違和感の原因となる金属性異物を摘出した。症状

態を十分に把握しておく必要がある。現在、下顎埋伏智歯

のない金属性異物であっても、炎症・違和感の原因とな

抜歯の術前の画像診断としては多くの施設でパノラマ X

る場合もあるので摘出も考慮すべきであると考えられ

線写真が用いられていると考えられるが、頬舌的な骨の

た。また異物が軟組織内に位置し微小であり術前より摘

評価は困難である。CT や CBCT 撮影が頬舌的な評価に

出困難が予想されたため、全身麻酔下で下顎右側智歯の

は有効であると思われるが、歯の迷入は多い偶発症では

抜歯術と同時に C アームを用いたエックス線透視下にて

なく全例で撮影するのは困難である。先ずは、術中の操作

摘出した。下唇などの軟組織に迷入した異物摘出では指

を慎重に行うように心掛ける必要がある。

標となる構造物もないため、摘出に際しては本症例のよ
うに工夫が必要と考えられた。
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メトトレキサート投与中止後、顎骨に発生
したと考えられたメトトレキサート関連リ
ンパ増殖性疾患の 1 例

水爆実験で全身被曝を受けた患者に対して
抜歯を行った 1 症例
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学
専攻 感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野
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新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学顎顔面
再建外科学講座，2 新潟大学大学院医歯学総合研究科口
腔病理学分野

森下 雄斗，中根 昇吾，福島 麻子，水谷 友美，
中西 由佳理，菱田 純代，前田 道徳，宮本 大模，
加藤 伸一郎，渋谷 恭之

河原田 壮史 1，片桐 渉 1，荻野 奈保子 1，
齋藤 大輔 1，三上 俊彦 1，船山 昭典 1，新美 奏恵 1，
山崎 学 2，田沼 順一 2，小林 正治 1

緒言
1954 年 3 月、ビキニ環礁で水爆実験が行われ、第●●

【緒言】関節リウマチ（RA）の治療においてメトトレキ

●丸乗組員は放射線による被爆を受けた。今回、われわれ

サート（MTX）は標準治療薬として広く用いられている

は水爆実験による全身被曝後の生存者に対して抜歯を

一方、MTX の長期投与によりメトトレキサート関連リン

行ったので、その概要を報告する。

パ増殖性疾患（MTX-LPD）の発生が報告されている。わ

症例

れわれは MTX 投与を 3 年前に中止したにも関わらず右

患者は 86 歳、男性。既往歴として C 型肝炎、高血圧、

側下顎骨に MTX-LPD が生じ、感染を契機に発見された

糖尿病、心房細動、前立腺肥大症、服用薬としてトリクロ

1 例を経験したので報告する。
【症例の概要】患者は 81

ルメチアジド、ダビガトラン、ドキサゾシン、アムロジン、

歳女性、右下臼歯部歯肉の仏痛を主訴に来院。現病歴は、

グリメピリドがあり、造血障害のため輸血治療の経験が

2018 年 6 月、右下顎歯肉に自発痛を伴う腫脹が出現した

ある。2018 年 4 月、左上顎 567 残根の抜歯希望で当科受

ため近医歯科にて抗菌薬の投与を受けたが症状増悪し、

診。白血球数 5,500/µL、血小板数 139,000/µL、AST 25

精査・加療目的に当科紹介となった。既往歴に RA があ

U/L、ALT 10U/L、HbA1c6.4％ であったため、通法通り

り近医で 2010 年から MTX を投与されていた。2015 年、

局所麻酔下で抜歯術を施行した。アモキシシリンの予防

胸部 X 線にて両肺野に多結節影を認め当院呼吸器内科

投与と止血シーネによる圧迫にて術後感染や出血を認め

にて生検の結果 MTX-LPD の診断を得たことから、MTX

なかった。

投与を中止し MTX-LPD は自然退縮した。さらに骨粗鬆

考察

症のため近医で 2012 年〜2015 年までビスホスホネート

水爆の爆発力は 15〜17 メガトンに達したと推定され、

製剤が投与されており、投与開始後 6 ヶ月目には右側下

今回の第●●●丸乗組員の被曝線量は全身線量で 1.7〜

顎第二大臼歯の抜歯が行われていた。初診時、右頬部〜右

6.9Gy と推定されている。この 6.9Gy は広島原爆の外部線

顎下部に自発痛を伴う瀰漫性腫脹および、右側下顎小臼

量としては爆心地から約 850m の距離に相当し、1.7Gy

歯相当部歯肉に瘻孔形成があり、同部から肉芽様組織の

でも 1,200m の距離であり、乗組員の外部被曝がいかに高

増生を認めた。CT では下顎骨正中から右側下顎枝にいた

線量であったかが分かる。また生存者の多くには肝機能

る骨硬化像と骨融解像が混在していた。消炎目的に当科

障害があると言われ、肝臓癌や慢性肝疾患による死亡や

緊急入院となり、抗菌薬の投与を開始した。肉芽様組織の

有病率が有意に高いことが認められている。全身被曝に

生検により、免疫染色で CD20、EBER 陽性のリンパ増殖

よる晩期障害としては白血病、放射線誘発性癌、白内障な

性疾患の診断を得た。MTX の治療歴より MTX-LPD の

どが考えられるが、血球減少などの抜歯のリスクとなる

再発と考えた。PET/CT では頭頸部領域に限局した集積

症状は本症例では認められず、抜歯後も良好な経過が得

像を示し、関連診療科と連携し経過観察を行っていく予

られた。

定である。【結語】MTX 中止により MTX-LPD の自然退

またビキニ環礁での水爆における主な核種としてスト

縮が認められた症例において、新たに口腔内に出現した

ロンチウム 90 が挙げられるが、これは広島原爆における

と考えられた MTX-LPD を経験した。MTX 服用歴があ

ストロンチウム 90 の総量の約 1,500 倍となっている。ス

る患者の口腔内病変に対しては、積極的に MTX-LPD を

トロンチウムは骨の中のカルシウムと置き換わって体内

疑い、関連診療科と連携していくことが重要であると思

に蓄積し長期間にわたって放射線を出し続けると考えら

われた。

れるが、本症例では抜歯後の骨壊死などは認めなかった。
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軟口蓋鼻腔側粘膜増量法による鼻咽腔閉鎖
機能向上に関する検討

下顎形成における microRNA の役割
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分
野

大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室

永井 孝宏，山田 茜，北村 厚，髙木 律男

松川 誠，磯村 恵美子，中川 記世子，三ツ井 諒，
古郷 幹彦

顎顔面は体内でも極めて複雑な構造を呈しているた
め、その発生過程における遺伝子制御も極めて複雑とな

【目的】
鼻咽腔閉鎖機能とは軟口蓋挙上や鼻咽腔狭小化により

る。先天疾患の約 1/3 に顎顔面の異常が認められること

構音や嚥下時の鼻漏出を防止する軟口蓋の重要な機能で

は、その破綻が形成異常に直結することを意味する。精密

ある。口蓋裂術後患者では軟口蓋組織の少なさ、手術瘢

な制御のためには、メッセンジャー RNA（mRNA）が、

痕、口蓋帆挙筋の再構築不良等により十分な機能を発揮

的確な時期と部位に正確な量、発現することが必要とな

できず、鼻咽腔閉鎖不全が生じることがある。その治療法

る。21-25 塩基の 1 本鎖 RNA 分子である microRNA は特

として、一般的に咽頭弁移植術が用いられるが、鼻咽腔形

定の mRNA へ結合することにより、その後の mRNA

態を非生理的な形態に変えてしまうため、外科的矯正術

の分解を誘導し mRNA 量を調節している重要な分子群

の有無に応じて手術時期を考慮する必要がある。また待

である。Dicer は microRNA 形成に不可欠な分子であり、

機期間中にはスピーチエイドの使用が必要となり、患者

その欠損により microRNA は機能を失う。Dicer を神経

の負担を強いることになる。海外ではこれに代わる方法

堤由来細胞から特異的に欠損させたマウスにおいて、顔

として鼻咽腔周囲組織へ組織または医療材料を注入し鼻

面の著しい形成不全を引き起こすことが報告され、mi-

咽腔を狭小化させることで鼻咽腔閉鎖機能を向上させる

croRNA が顎顔面発生に必須であることが明らかとなっ

試みがなされているが、術後経過において一定の見解も

ているが、顔面形成における microRNA の詳細な機能は

なく、現時点で確立されているとはいいがたい。本研究で

明らかにされていない。そこで我々は神経堤由来細胞特

は成犬を用いて、軟口蓋鼻腔側粘膜へ増量法を行い、鼻咽

異的 Dicer 欠損マウス（Dicer fl/fl/Wnt1Cre ）を作成し、

腔閉鎖機能向上効果について検討を行った。

顔面の形態学的、分子生物学的検索を行った。Dicer fl/fl/

Wnt1Cre マウスの下顎の正中の形成が抑制されている

【材料・方法】
成犬の軟口蓋鼻腔側粘膜に遊離自家脂肪組織、ヒアル

ことが確認された。microRNA の欠損は、ターゲット

ロン酸（ヒアルロン酸 Na 関節注 25mgⓇ、サワイ、大阪）
、

mRNA の 発 現 上 昇 を 引 き 起 こ す。遺 伝 子 検 索 で は、

コラーゲン
（コーケンアテロコラーゲンインプラントⓇ、

Dicer fl/fl /Wnt1Cre マウスに Shh シグナルの阻害物質で

高研、東京）
を内視鏡下で注入した。術前・術後 6.ヶ月時

ある Ptch1 の上昇と、それに伴う Shh シグナル活性の

点で軟口蓋挙上運動時の口蓋帆挙筋筋活動、鼻咽腔閉鎖

マーカーである Gli1 の低下が認められた。Shh シグナル

圧、鼻腔漏出量を測定した。

は正中形成をコントロールすることが報告されている。
以上の事から、下顎突起間葉の microRNA は、下顎の正

【結果】
術後 6 か月時点で術前と比較し、脂肪群では軟口蓋挙

中における Ptch1 の発現を抑えることにより Shh シグ

上運動時の口蓋帆挙筋筋活動および鼻咽腔閉鎖圧の有意

ナルを活性化させ、正常な正中形成を誘導している可能

な向上、鼻腔漏出量の有意な減少を認めた。ヒアルロン酸

性が示唆された。

群およびコラーゲン群においては鼻腔漏出量の有意な減
少を認めるものの、その他項目には有意差は認めなかっ
た。
【結論】
軟口蓋鼻腔側粘膜増量法において脂肪注入が鼻咽腔閉
鎖機能向上に最も有用であることが示された。
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レチノイド受容体シグナルは肥大軟骨細胞
特異的遺伝子制御に関わる

脂質異常症モデルマウスは骨量減少と切歯
の歯髄腔狭窄を発症する

1

1

北海道医療大学歯学部 組織再建口腔外科学分野，2 岡
山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分
野，3 徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野
1

2

2

昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 地域
連携歯科学部門，2 昭和大学 歯学部 歯科薬理学講座

黒滝 優太朗 1,2，坂井 信裕 2，浅井 英之 1，
小野山 薫 1，白倉 香子 1，菊池 真理子 1，
三宅 理子 1，高見 正道 2，丸岡 靖史 1

2

志茂 剛 ，奥井 達雄 ，増井 正典 ，國定 勇希 ，
伊原木 聰一郎 2，吉岡 徳枝 2，栗尾 奈愛 3，
吉田 祥子 2，佐々木 朗 2

【目 的】脂 質 異 常 症 は、血 中 の 低 比 重 リ ポ 蛋 白（low【目的】肥大軟骨細胞は、骨折や顎変形症における骨きり

density-lipoprotein：LDL）の増加を特徴とする生活習慣

術の治癒過程に発現する。レチノイド受容体シグナルは

病であるが、脂質代謝異常が骨や歯にいかなる影響を及

成長板軟骨の分化に影響を与えることがわかっている

ぼすか詳細は不明である。本研究では、LDL を細胞内に

が、レチノイド受容体 γ（RARγ）の軟骨細胞に与える

取込む役割を担う LDL 受容体（LDLR）を欠損したマウス

影響はよくわかっていない。本研究では増殖と分化に重

（ldlr -/- マウス）
に高脂肪食を摂餌させることで重度の脂質

要な役割を担う MAPK に着目し、RARγ が肥大軟骨細

異常症を誘発し骨および歯を解析した。

胞特異的遺伝子に与える影響を検討した。

【材料及び方法】8 週齢の雄性 ldlr -/- マウス（B6.Ldlr tm1Her /

【材料および方法】肥大軟骨細胞特異的遺伝子の発現は C

J）に高脂肪含有の動脈硬化誘発固形飼料（HFD）を 12

57Bl/6 mouse 胎生 17.5 日齢脛骨を in situ ハイブリダイ

週間摂餌させ、脂質異常症を発症させた（高脂肪食群）
。

ゼーション法を用いて解析した。軟骨様細胞株は ATDC

比較対象として、標準的脂質含有量の固形飼料を摂餌さ

5 細胞を用い、各種遺伝子発現は real-time RT-PCR 法を、

せた実験群を用いた（標準食群）
。摂餌期間中は定期的に

リン酸化はウエスタンブロット法を用いて解析した。

血液を採取し、総コレステロール値と中性脂肪値などの

【結果】typeII collagen（Col2）は hypertrophic chondro-

血液成分解析を行った。さらに、摂餌後 12 週目に頭部と

cytes（HC）を除くほぼすべての軟骨細胞に、type X col-

大腿骨を摘出し、Microcomputed tomography（µCT）解

lagen（Col10A1）は HC に、MMP-13 は post-HC（PHC）
、

析及び下顎切歯の組織切片を作製し、骨と歯の形態を計

骨髄側、膜性骨側の細胞に認めた。Ccn2 と RARγ の発現

測した。

は成熟軟骨細胞で発現類似性を認め、Col10A1、MMP-13

【結果】血液成分解析の結果、高脂肪食群は標準食群に比

に先行して発現することがわかった。RARγ アゴニスト

較して、総コレステロール値と中性脂肪値の著しい上昇

は Aggrecan、Col2

少、Col10A1、

を認めたため、重度の脂質異常症を発症していると判断

transglutaminase-2（Tg2）、Mmp13、Ccn2 mRNA 発現を

した。摂餌後 12 週に摘出した大腿骨の形態計測結果か

上昇させたが、RARα アゴニストではこれらの遺伝子発

ら、高脂肪食群は標準食群に比べて著明な骨量減少と皮

現に影響を与えなかった。RARγ は ERK、p38、JNK

質骨の菲薄化を発症していた。高脂肪食群の切歯と臼歯

MAPK のリン酸化を上昇させ、p38 阻害剤のみ RARγ

の形態計測を行った結果、臼歯には異常を認めなかった

で誘導された Col10A1、Tg2、Mmp13、and Ccn2 mRNA

ものの、下顎切歯の著しい歯髄狭窄と象牙芽細胞層の肥

発現を減少させることが明らかとなった。

厚、不規則な象牙芽細胞層、狭窄部における象牙前質の消

mRNA を

減

【結論】
RARγ 受容体シグナルは HC 分化に必要であり、

失を認めた。一方、標準食群の歯ではそのような異常は認

p38 MAPK の関与が示唆された。
会員外共同研究者：小山英樹（フィラデルフィア小児病

められなかった。
【結論】重度の脂質異常症を発症したマウスは骨量減少と

院整形外科）
、岩本容泰（メリーランド大学整形外科）

切歯の歯髄腔狭窄と象牙芽細胞層の肥厚を示すことが明
らかとなった。これは、血中 LDL の上昇が骨や歯の恒常
性維持機構に直接または間接的に作用し、骨や歯の異常
を誘発することを示唆する。
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次世代シークエンサー解析が紐解く、全身
性強皮症の病態における Clonal に増殖し
た CD4+T 細胞―国際共同研究―

転 写 因 子 Spi-B に よ る Interferon-a4 遺
伝子の転写活性化メカニズム
1

香川大学医学部免疫学，2 香川大学医学部歯科口腔外科
学講座

1

九州大学歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫
瘍制御学分野，2 ハーバード大学 Ragon Institute of
MGH, MIT and Harvard，3 九州大学大学院 医学研究院
形態機能病理学

前原 隆 1，Cory PERUGINO 2，金子 直樹 2，
Hamid MATTOO 2，宗村 龍祐 1，山元 英崇 3，
SHIV PILLAI 2，中村 誠司 1

宮嵜 亮 1,2，三宅 実 2，星野 克明 1
【目的】
形質細胞様樹状細胞（plasmacytoid dendritic cell、
pDC）は、ウイルスおよび宿主自身の核酸により活性化さ
れ、多量の I 型インターフェロン（IFN）を産生する。こ
れはウイルス感染に対して生体防御反応として機能する

【緒言】全身性強皮症（SSc）は、全身性の免疫異常に伴う

一方、全身性エリテマトーデスや Sjogren 症候群といっ

皮膚、肺、心臓、腎臓などの多臓器に不可逆性の線維化と

た自己免疫疾患にも関与すると考えられる。我々はこれ

それに伴う血管病変を呈する自己免疫疾患である。未だ

までに、pDC において Ets ファミリー転写因子 Spi-B が

免疫異常の原因となる疾患特異的な CD4+T（Th）細胞は

IFN regulatory factor-7（IRF-7）と協調して、IFN-a4 遺伝

不明であり、有効な治療法が無い難病である。そこで本研

子（Ifna4 ）の転写を相乗的に促進させることを明らかに

究では、シングルセル次世代シークエンス解析によりこ

した。本研究では、Ifna4 プロモーターにおける Spi-B

の病態形成に関与する Th 細胞を特定し、分子標的薬治
療の有効性を明らかとした。

の作用メカニズムについて詳細に解析を行った。
【材料および方法】

【対象・方法】SSc 患者 35 例を対象とし、比較対象として

Ifna4 プロモーターにおける Spi-B の結合部位を同定

各種疾患、健常者組織を用いた。1）SSc の末梢血におい

するため、ルシフェラーゼレポーターアッセイ、およびゲ

て CD4+細胞障害性 T 細胞（CD4+CTL）は増加 2）T cell

ルシフトアッセイを行った。また、Spi-B による Ifna4

receptor（TCR）レパトア解析にて CD4+CTL 細胞のク

プロモーターの活性化について、転写コアクチベーター

ローナリティを検索 3）多重蛍光免疫染色にて発現サイ
トカインを同定 4）SSc 患者の罹患臓器において従来考え

p300 との相互作用を検討した。
【結果】

られてきた CD4+GATA3+T 細胞ではなくて CD4+CTL

Ifna4 プロモーターでは、IRF-7 結合部位の近傍に Spi-

が増加 5）CD4+CTL を分離採取し遺伝子発 現 を 解 析

B が結合する事が明らかとなった。また、Spi-B がプロ

6）罹患臓器において血管内皮細胞にアポトーシス細胞を

モーター領域に結合する事で、
IRF-7 の結合を効率よく誘

多数確認 7）活性化 Th 細胞を標的としたアバタセプトに

導していると考えられた。さらに、転写コアクチベーター

よる分子標的薬治療の検証。

p300 が、Spi-B に結合する事で、Ifna4 の転写を強く誘導

【結果】SSc の末梢血では CD4+CTL が増加していた。SSc
の末梢血中の CD4+CTL は健常者と比較し Clonal に増

している事が示された。
【結論】

殖していた。また罹患臓器で IL-1β、Granzyme-A を産生

本研究により、Spi-B と IRF-7 による Ifna4 プロモー

し、優位な浸潤 Th 細胞サブセットであった。SSc の CD

ターの相乗的な活性化について、その分子メカニズムが

4+CTL のシングルセル RNA シークエンスにより遺伝

明らかになった。Spi-B と IRF-7 の相互作用による I 型

子発現を解析したところ、細胞障害性を強く発現した表

IFN 産生誘導は pDC の特徴である。その相互作用を制御

現系であった。SSc の罹患臓器では血管内細胞にアポ

することができれば、I 型 IFN 産生に起因する自己免疫

トーシス細胞を多く認めた。治療後に SSc の罹患臓器で

疾患の制御につながると考えられ、さらなる解析を進め

は CD4+CTL 浸潤が減少していた

たい。

【結論】全身性強皮症の病態形成には CD4+CTL が深く関
与している可能性が強く示唆された。

246

基礎

粘膜疾患/唾液腺疾患/その他

9:20〜9:55
座長：伊賀 弘起
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ベテル噛みの口腔粘膜への影響

放射線性口腔粘膜炎に対するエピシルⓇの
客観的評価

1

北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 顎顔面口
腔外科学分野，2 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機
能発育学系 保健衛生学分野，3 北海道医療大学 がん予
防研究所，4 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学
系 組織再建口腔外科学分野，5 北海道医療大学 歯学部
生体機能・病態学系 臨床口腔病理学分野

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

水谷 友美，前田 道徳，森下 雄斗，高島 裕之，
森田 麻希，廣瀬 満理奈，菱田 純代，加藤 伸一郎，
青木 尚文，渋谷 恭之

原田 文也 1，植原 治 2,3，志茂 剛 4，安彦 善裕 5，
永易 裕樹 1

【緒言】放射線治療に伴う口腔粘膜炎が重症化した場合、
激しい仏痛により治療の中断もしくは中止が余儀なくさ

【目的】

れることがある。患者の QOL 低下はもとより、治療が遅

Betel quid を噛むことの口腔粘膜への影響としてアレコリンの発が

延することで本来得られるべき治療効果が低下すること

ん性と炎症惹起作用があげられているが、その詳細は不明である。本

も予想されるため、口腔粘膜炎のコントロールは頭頸部

研究はベテル噛みの口腔粘膜への影響を解明するため、ヒト歯肉上皮

がん治療において非常に有益と考えられる。

前駆細胞（HGEP）に対するアレコリンの影響と、スリランカで採取し

2017 年に本邦で発売が承認されたエピシルⓇは、数分

た口腔粘膜サンプルの遺伝子および口腔フローラの変化を解析した。

以内に口腔内の水分を吸収してゲル状化し、物理的バリ

【材料および方法】

アを形成するため口腔粘膜炎の仏痛緩和作用が期待され

実験に際し、本学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委

ている。そこで、今回われわれは放射線性口腔粘膜炎ラッ

員会の承認を得た。

トモデルを用いてエピシルⓇ使用群（実験群）とエピシルⓇ

［実験 1］HGEP は Arecoline 50 µg/ml 添加および非添加を 3 日間毎

非使用群（コントロール群）との間で比較研究を行い、客

に繰り返し、1 ヶ月間培養を行った。RNA を抽出した後、マイクロア

観的なデータを基にエピシルⓇの仏痛軽減効果について

レイにて解析を行った。 発現変化が著明に認められた遺伝子に対し、

検討した。

qPCR および qMSP を行った。
［実験 2］Betel quid の影響を in vivo で確認するために、スリランカの

【方法】
雌性の F344 ラットを右側臥位で開口を維持し、前
方へ舌を突出させ固定した。舌以外の部位を鉛板で遮蔽

ベテル噛み習慣者（BQC）および非習慣者（NC）の口腔粘膜から DNA

し、左側面から 18Gy のエックス線を単回照射した。実験

を採取し、実験 1 で発がんに影響を与えると考えられる遺伝子に対し

群では毎日 1 回定時にエピシルⓇを口腔内へ塗布し、両群

メチル化レベルを測定した。

に対し粘膜炎の推移を冷光下で写真撮影し、体重などを

［実験 3］実験 2 で採取した DNA を用い、16s rRNA の V3-4 領域を

記録した。なお実験群、コントロール群はそれぞれ 10

PCR で増幅し、そのアンプリコンをもとに次世代シーケンサー

匹ずつとした。

MiSeq を用い、サンプル内菌種多様性、サンプル間の相関関係および
菌種組成を解析した。

【結果】粘膜炎は両群ともに照射後 4 日目以降に発生し
た。放射線照射後、体重の推移はともに減少したが、最大

【結果】

減少率は実験群では 5％、コントロール群は 11％ であ

［実験 1］コントロールと比較し、アレコリン添加群で発がんに関与す

り、コントロール群と比較し実験群では有意に小さかっ

る SIRT1 遺伝子発現が低下し、DNA メチル化レベルが上昇した（p

た。また照射後 14 日目の体重では実験群で 2％、コント

＜0.05）。

ロール群は 11％ であり、実験群ではコントロール群と比

［実験 2］NC と比較して、BQC から得られた SIRT1 遺伝子は、DNA
メチル化レベルが上昇した（p＜0.05）。

較し有意に体重が増加していた。

［実験 3］サンプル間の相関関係は、BQC および NC に異なったクラス

【結論】エピシルⓇは放射線性口腔粘膜炎による仏痛を軽

タを形成していた。属レベルでの細菌種構成は、BQC で歯周病原細菌

減し、両群間の最大体重減少率、体重回復率に差が生じた

である Prevotella、Veillonella の割合が増加する一方で、Streptococ-

と考えられた。

cus 属の割合が減少した。
【結論】
ベテル噛みは、発がんに関わる SIRT1 の発現低下と DNA の高メチ
ル化のみならず、口腔フローラを大きく変化させることが示唆され
た。
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2-P2-3

2-P2-4

シェーグレン症候群の病態形成における
CXCL10-CXCR3 の役割

口腔内細菌と多項目唾液検査システムの検
査結果に関する研究

1

徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔内科学分野，2 徳
島大学大学院医歯薬学研究部 口腔分子病態学分野

1

青森労災病院 歯科口腔外科，2 弘前大学大学院医学研
究科歯科口腔外科学講座

青田 桂子 1，山ノ井 朋子 1，可児 耕一 1，
石丸 直澄 2，東 雅之 1

野口 貴雄 1,2，石崎 博 2，田村 好拡 2，小山 俊朗 2，
長内 俊之 2，佐竹 杏奈 2，福田 はるか 2，小林 恒 2

【目的】近年の網羅的ゲノム解析により、シェーグレン症

【目的】口腔内細菌叢の健康への関与が腸内細菌叢ととも

候群（SS）唾液腺におけるケモカイン CXCL10 の過剰発

に注目されている。演者らは昨年の本学会において口腔

現が明らかとなっている。CXCL10 は免疫細胞の走化に

内環境と舌苔中の歯周病菌の中で特に Porphyromonas、

関与すると言われているが、SS 病態形成における詳細な

Treponema、Tannerella の 3 菌属（Red complex）の関係

分子機序は解明されていない。本研究の目的は、CXCL

について報告した。これらの Red complex は血中炎症性

10 とそのレセプターである CXCR3 の発現細胞を検索

サイトカインと有意に相関し全身疾患と関連している可

し、SS 病態形成における役割を解明することである。

能性があると報告されている。近年、唾液による総合的な

【材料および方法】SS 患者 22 例より採取した口唇腺を炎

口腔内検査法の確立を目指して多項目唾液検査システム

症性細胞浸潤の程度により Grade1〜4 に分類し、CXCL

（Salivary Multi Test：SMT）が開発され、その有用性が

10 および CXCR3 の発現細胞を蛍光免疫組織化学染色法

報告されている。そこで本研究では口腔内細菌の中の

+

にて検索した。CXCR3 細胞数と Grade の相関関係をス

Red complex 比と SMT 測定結果との関連について統計

ピアマン順位相関係数検定にて解析した。次に、正常ヒト

学的に検討した。
【対象および方法】
2016 年度岩木健康増

唾液腺導管細胞株と腺房細胞株を用いて、CXCL10 発現

進プロジェクト検診を受診した 1,148 人を対象とした。そ

に影響を及ぼすサイトカインを qRT-PCR および ELISA

の内訳は男性 455 人、女性 693 人であり 20 歳から 93 歳

にて探索し、シグナル伝達経路を Western blotting にて

の平均年齢は 54.4 歳であった。口腔内細菌の検出は朝食

解析した。サイトカインは SS との関連が報告されている

前に舌苔上から採取し、次世代シークエンス解析により

IFN-α、IFN-γ、TNF-α、IL-1β を用いた。サイトカイ

解析し、その総細菌数に対する Red complex 数の比を算

ン刺激を受けた各唾液腺細胞が免疫細胞の走化性に及ぼ

出した。一方 SMT ではむし歯菌、酸性度、緩衝能、白血

す影響を migration assay にて解析した。

球数、タンパク質、アンモニア、潜血の 7 項目を測定し、
各測定項目と Red

【結果】SS 口唇腺において CXCL10 は導管細胞に強く発
+

complex 比との関係を統計学的に検

討した。【結果】SMT の 7 項目の測定結果すべてが Red

現していた。CXCR3 は主に CD163 M2 マクロファージ
＋

に発現し、CXCR3 細胞数と炎症性細胞数は負の相関関

complex 比と有意に正に相関していることが明らかと

係を示した（rs=-0.777、 p＜0.001）
。 In vitro の解析では、

なった。さらに

導管細胞において IFN-γ 刺激により JAK/STAT 経路

別、BMI、アルコール摂取量、残存歯数、歯周病の程度、

および NF-κB 経路の両シグナル伝達経路を介して著明

SMT 測定結果を独立変数としてステップワイズ法で重

に CXCL10 の発現が上昇することが明らかとなった。一

回帰分析を行った結果、歯周炎の程度の他、SMT として

方、腺房細胞では TNF-α 刺激により CXCL10 発現上昇

はタンパク質と潜血が有意に相関していた。
【結論】口腔

をわずかに認めるのみであった。IFN-γ 刺激導管細胞で

内の侵襲性歯周病菌である Red

は、マクロファージの有意な集簇が確認された。

ではなく口腔内の環境に強く影響を与えている可能性が

Red complex 比を従属変数とし年齢、性

complex は歯周病のみ

示唆された。SMT は口腔内の状況を鋭敏に反映している

【結論】IFN-γ 刺激により導管細胞から著明に CXCL10
が分泌され、その結果 CXCR3+M2 マクロファージがリク

と思われ、特に細菌検査を行わなくとも Red

ルートされると考えられた。本研究より、SS 病態形成に

比を予測することが可能で口腔内検査法として有益であ

おいて CXCL10-CXCR3 は抗炎症性に作用している可能

ると考えられた。

性が示唆された。
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2-P2-5

2-P2-6

誤嚥性肺炎と口腔細菌との関連―歯周病原
菌 P. gingivalis は呼吸器上皮細胞からの
炎症性サイトカイン産生を誘導する―

カ ン ジ ダ 菌 の biofilm 形 成 に お け る mild
heat stress（熱発）応答機構の解明
1

日本大学歯学部口腔外科学講座， 日本大学歯学部細菌
学講座，3 日本大学歯学部摂食機能療法学講座，4 日本大
学歯学部歯周病学講座

福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分
野，2 福岡歯科大学 機能生物化学講座 感染生物学分
野，3 千葉大学 真菌医学研究センター 病原機能分野 カ
ンジダフェノームプロジェクト

宮 千尋 1,2，鈴木 隆太 1,2，田村 宗明 2，神尾 宣昌 2，
早田 真由美 2,3，渡辺 典久 2,4，篠塚 啓二 1，
金子 忠良 1，外木 守雄 1，今井 健一 2

池崎 晶二郎 1,2，長 環 2，永尾 潤一 2，山口 正視 3，
安松 香奈江 2，田﨑 園子 2，有田（森岡）健一 2，
成田 由香 2，田中 芳彦 2，池邉 哲郎 1

【目的】口腔細菌が誤嚥性肺炎の原因となること、口腔ケ

【目的】病原真菌 Candida albicans は、義歯やカテーテル

アがその予防に有効であることから、周術期において多

等の体内留置医療器具の表面に酵母形と糸形から構成さ

職種連携による口腔管理が行われている。特に有病者や

れるバイオフィルムを形成することでカンジダ症を引き

ガン患者は術後の摂食嚥下機能の低下により、口腔細菌

起こす。我々はこれまでに、温熱療法を想定した熱刺激条

1

2

を含んだ唾液や食物残渣を誤嚥する機会が多く、誤嚥性

件下における C.

肺炎発症のリスクが高い。しかし、口腔細菌がどのように

ての解析を行ってきた。その中で 37℃ と比較して 39℃

albicans のバイオフィルム形成につい

誤嚥性肺炎を惹起するのか、なぜその予防に口腔ケアが

（mild heat stress：熱発）培養条件下において、真菌細胞

有効なのかは解っていない。さらなる医療連携の推進に

壁の合成阻害活性を示す抗真菌剤ミカファンギンが低濃

は、分子レベルの情報提示が必須であると考える。そこ

度でバイオフィルムの形成を抑制することを明らかにし

で、誤嚥した口腔細菌が呼吸器上皮細胞に作用し、肺炎の

ている。C. albicans は mild heat stress に応答することで

発症と進展において中心的な役割を担う炎症性サイトカ

ミカファンギンに対する感受性が上昇したと考えられ

インを誘導、肺炎を惹起するのではないかと考え本研究

る。本研究では C. albicans バイオフィルム形成時におけ

を企画した。

る mild heat stress に対する応答の分子メカニズムを中
gingivalis

心に解明することを目的とする。
【材料および方法】まず

（P. g）を気管支上皮細胞に添加した結果、量と処理時間依

2 温度間（37℃ および 39℃）におけるバイオフィルム形

存的に炎症性サイトカインの遺伝子発現が強く誘導され

成時の遺伝子発現をマイクロアレイ法により網羅的に解

た。ELISA 解析から、好中球浸潤や組織破壊等に関わる

析した。さらに mild heat stress 条件下で発現に変動が

IL-8 と IL-6 の産生が顕著であった。グラム陽性菌（う蝕

あった遺伝子に関して qPCR 法により検証した。【結果】

原菌）
では誘導効果は認められなかった。P. g 以外の他の

mild heat stress により発現が上昇する遺伝子として細

歯周病原菌（F. nucleatum や T. forsythia 等）によっても

胞壁合成に関わる遺伝子などを見出した。
【結論】C. albi-

【結果】代表的な歯周病原菌 Porphyromonas

サイトカイン産生が誘導されたが、興味深いことにその

cans においてこれらの遺伝子をノックアウトした菌株

量は肺炎球菌によるものと比較し数倍以上高い値であっ

を構築しており、mild heat stress 条件下における菌糸形

た。同様の結果は、咽頭や肺胞の上皮細胞においても認め

への形態変換、バイオフィルム形成、抗真菌薬感受性を評

られた。現在マウスを使った動物実験も進めている。

価している。

【考察】病気や加齢及び手術等により、摂食嚥下障害を有
する患者は慢性的に唾液を誤嚥をしているため、歯周病
原菌が炎症性サイトカインの誘導を介して肺炎の発症に
直接関与していることが示唆された。我々は、歯周病原菌
が肺炎関連細菌のレセプター PAFR の発現を誘導する
ことも見出しており、誤嚥性肺炎発症機序、及び口腔ケア
の有効性の一端を分子レベルで提示できたと考える。
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2-P2-7

2-P3-1

M2 マ ク ロ フ ァ ー ジ は Toll 様 受 容 体 7IRAK2 シグナルを介して IgG4 関連疾患
における IL-1 誘導型の炎症を惹起する

pH の異なる疑似体液浸漬による骨補填材
のカルシウム溶出と低結晶アパタイト析出
の評価

1

日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎
顔面腫瘍制御学分野，2 九州大学大学院歯学研究院 OBT
研究センター

山口 友輔，松野 智宣，稲田 諒，里見 貴史

鎮守 晃 1，森山 雅文 1,2，石黒 乃理子 1，
古庄 克宏 1，前原 隆 1

【目的】今回我々は、骨補填材料そのものが骨誘導能を有
する新規の生体活性型骨補填材料を開発するための予備
実験として、pH の異なる疑似体液（Simulated

【目的】

body

fluid：SBF）に各種骨補填材を浸漬させ、Ca 溶出能を比

IgG4 関連疾患（IgG4-RD）は高 IgG4 血症や罹患臓器への著

較した。また、擬似体液中での低結晶アパタイト（HA）
の

明な IgG4 陽性形質細胞浸潤を特徴とする全身性の疾患であ

析出を走査型電子顕微鏡（SEM）で観察し、各骨補填材の

るが、その病態については不明な点が多い。我々は自然免疫

材料学的特徴を比較検討した。

に重要な Toll 様受容体（TLR）に注目し、TLR7 陽性 M2

【材料と方法】pH5.0、7.0、8.0 に調整した SBF 3.0 ml に対

マクロファージ（φ）が罹患臓器で発現が亢進しており、in

して、Bio-OssⓇ、OS-ferionⓇ、NEOBONEⓇ、CytransⓇ Gran-

vivo にてマウス TLR7 を欠失させ、ヒト TLR7 を強発現させ

ules の顆粒を浸漬させ、30 分、1 週後の Ca 溶出能を測定

た（huTLR7 Tg/mTLR7 KO：Tg）マウスを作成したところ、

した。また、各顆粒を 3.0 ml の SBF 中に浸漬し、1・7

顎下腺や膵臓に著明なリンパ球浸潤や線維化を認めること

日間 37℃ のインキュベーター内に静置し、室温で乾燥さ

を明らかにした。しかし、TLR7 がどのように病態に関与して

せ SEM で各顆粒表面の変化を観察した。

いるかは不明であることから、Tg マウスを用いて IgG4-RD

【結果】pH5.0 の SBF における Ca 溶出は各骨補填材から

の病態形成における TLR7 の作用機序について検討を行っ

認められたが、OS-ferionⓇからの溶出が高い傾向を示し

た。

た。また、すべての骨補填材は SBF 浸漬 30 分と 1 週後と

【材料および方法】

で有意差が認められた。ただし、pH 7.0 と 8.0 での有意差

TLR7 アゴニスト（R848）を Tg マウスの耳に塗布した刺激

は認められなかった。SEM による観察では、SBF 浸漬 1

群と無刺激群（各 3 例）の顎下腺を用いて DNA マイクロアレ

日後では、Bio-OssⓇと CytransⓇ Granule の顆粒表面を薄

イを行い、刺激群で発現上昇を認めた分子を抽出した。さら

く被覆するように低結晶性の HA が観察され、7 日後に

に TLR に関連する分子については、ヒトの唾液腺（IgG4-

は HA 結晶が成長して厚みを増しているのが確認でき

RD、シェーグレン症候群、健常者）を用いて validation を行

た。一方、OS-ferionⓇ、NEOBONEⓇおよび APACERAMⓇ-

い、さらに免疫組織学的染色にて発現細胞を検索した。

AX の顆粒表面は SBF 浸漬 7 日後も HA 結晶の析出は

【結果】

明らかではなく、表面性状の変化は確認できなかった。

DNA マイクロアレイの結果から、R848 刺激群において有

【考察および結論】炭酸アパタイトの CytransⓇGranules

意に発現上昇を認めた TLR 関連遺伝子のうち、IRAK2 およ

顆粒は、破骨細胞存在下と同様の pH 5.0 で Ca が溶出し、

び TANK に注目しヒトの唾液腺を用いた validation を行っ

pH

たところ、IgG4-RD では IRAK2 のみが有意な mRNA の発現

7.0 の SBF 浸漬により低結晶アパタイトが析出し、

Bio-OssⓇとほぼ同様の結果が得られた。このことから、骨

亢進を認めた。IgG4-RD 患者の唾液腺病変では、IRAK2 はリ

誘導能を付与する骨補填材料として有用であることが示

ンパ濾胞やその周囲の線維化の部位に強い発現を認め、CD

唆された。今後は、低結晶ナノ HA を析出させた新規骨補

163 陽性の M2φ が主な発現細胞であった。さらに、M2φ
は IL-1 ファミリーである IL-33 と局在がほぼ一致していた。
【考察】
IRAK2 は TLR ファミリーの下流分子であり、炎症性サイ
トカインである IL-1 ファミリーの産生を誘発し、炎症や線維
化に関与することが知られている。本研究の結果から、TLR
7-IRAK2 シグナルを介した M2φ が IL-1 誘導型の炎症を惹
起し、IgG4-RD の特徴的な線維化やリンパ球浸潤に関与して
いる可能性が示唆された。
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填材を開発し、in vivo での新生骨形成の評価を行ってい
く予定である。

2-P3-2

2-P3-3

ヒト骨髄間葉系幹細胞と生体活性 3 次元多
孔質 u-HA/PDLLA 複合体を用いた顎骨再
生療法

マイクロファイバーを用いた多孔質炭酸ア
パタイトの創製と骨再建

島根大学医学部歯科口腔外科学講座

秋田 和也，福田 直志，鎌田 久美子，工藤 隆治，
眞野 隆充，宮本 洋二

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔外科学分野

管野 貴浩，yunpeng Bai，Jingjing Sha，
狩野 正明，小池 尚史，秀島 克巳

【目的】
【緒言】腫瘍や外傷などによる顎骨欠損には、自家骨移植

われわれは生体内で吸収されて骨に置換する炭酸アパ

による再建が一般的である。しかしその侵襲性から、低侵

タイト（CO3Ap）顆粒を開発した。本品は 2018 年よりサ

襲かつ効率的な顎骨再生治療の開発が求められている。

イトランスグラニュールⓇ（株式会社ジーシー）として市

これまでにわれわれは、新規に開発された 3 次元多孔質

販されている。しかし、この顆粒は緻密体であるため、さ

u-HA/PDLLA 複合体（以下 3D-H/PLA）が、in vitro 実験

らなる迅速な骨形成と骨置換を目指し、改良を行ってい

系において高い生体活性力を有し、骨伝導能と機械的強

る。今回マイクロファイバーと石膏を混和し、硬化後に

度、形態付与細工性から、顎骨再生治療の足場材料として

ファイバーを焼却、除去し、硬化体内にファイバーの形の

の有用性について報告した。今回われわれは、本足場材料

空洞を作製することによって、種々の気孔径を有する

にヒト骨髄由来間葉系幹細胞（hMSC）を応用し、新規顎

CO3Ap 顆粒を作製した。さらに物理学的特性の解析と組

骨再生療法について評価検討を行った。【対象および方

織学的検討を行ったので報告する。

法】研究には SD ラット（オス、10 週齢）24 匹を用い、

【材料および方法】

下顎骨に直径 4mm 径の Critical bone defect を作製し

半水石膏とマイクロファイバー（直径；20、50、120、

た。hMSC には、選択的にソーティングを行った CD90

205µm）を、ファイバー重量比 10 wt％にて混合し、混水

（Thy-1、cluster of differentiation 90）
/CD271
（low-affinity

比 0.2 で練和後、50 MPa の圧力下で硬化させた。硬化後、

nerve growth factor receptor）両者を発現する骨再生能

700℃ で 5 時間焼成することでファイバーを除去した。

の高い細胞集団からなるヒト大腿骨骨髄由来間葉系幹細

これを粉砕、分粒し、炭酸ナトリウム水溶液およびリン酸

胞を用いた。3D-H/PLA
（直径 4mm・厚さ 2mm のディス

水素ナトリウム水溶液に浸漬し、CO3Ap へ組成変換を

4

5

ク状）に、hMSC 移植なし群、1×10 個および 1×10 個の

行った。走査型電子顕微鏡にて形態観察を行い、X 線回折

移植実験群、欠損のみの 4 群にて比較検討を行った。すべ

装置およびフーリエ変換赤外分光光度計にて組成分析を

ての実験動物は、術後免疫不全状態（FK506

1mg/Kg/

行った。次いで、日本白色ウサギ頭蓋骨に φ8 mm の骨欠

Day、ABPC 連日投与）とし、2、4 週間にて検体を採取し

損を作製し、種々の気孔径（20〜205 µm）の多孔質 CO3

形態および組織学的に評価した。
【結果】Micro-CT 検索お

Ap 顆粒を埋入し、非脱灰研磨切片を作製して組織学的に

よび組織学的検索評価から、2 週間および 4 週間におい

評価した。

て、hMSC 移植なし群では骨形成/骨再生は遅延し、既存

【結果】

骨との完全な骨癒合は見られなかった。一方、hMSC 移植

前駆体である硫酸カルシウムは炭酸ナトリウム水溶液

群では移植細胞数により、3D-H/PLA 周囲および内部へ

に 7 日間浸漬した後、リン酸水素ナトリウム水溶液に 14

の有意に高い骨再生が認められ、3D-H/PLA との骨形成

日間浸漬することで CO3Ap へ組成変換した。CO3Ap へ

により、既存骨との骨癒合が認められた。【結論】顎骨再

変換後も前駆体に形成された気孔は維持されていた。多

生足場材料としての 3D-H/PLA は、骨形成/骨再生細胞

孔質 CO3Ap 顆粒は埋入後 2 週で気孔内に骨が形成され、

の増殖および分化を活性化する生体活性能を有し、さら

優れた骨伝導性を確認した。気孔内部の新生骨量は、気孔

に選択的に CD90/CD271 の両者を発現する hMSC を移

径 120 µm の顆粒が最も多かった。

植に応用することにより、効率的な顎骨再生療法開発の

【結論】
ファイバー含有石膏を焼成し、これを組成変換するこ

可能性が示唆された。

とで、種々の気孔径を有する CO3Ap 顆粒の作製に成功し
た。多孔質 CO3Ap の気孔内には早期から骨が侵入するこ
とから、多孔質 CO3Ap 顆粒は優れた骨再建材料であるこ
とが示唆された。
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骨形成タンパク質 9（BMP9）刺激骨芽細胞
における Notch エフェクター分子 Hes1
の発現誘導機構および機能的意義

ハニカム TCP の幾何学構造による血管新
生を介した選択的骨・軟骨組織形成制御
1

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分
野，2 岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科 組織病態学
分野

1

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科
分野，2 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔生化
学分野

高畠 清文 1，辻極 秀次 2，浜田 芽衣 1，河合 穂高 1，
吉田 沙織 1，大森 悠加 1，中野 敬介 1，長塚 仁 1

成 昌奐 1，松口 徹也 2，中村 典史 1
【目的】BMP9 は特に強い骨芽細胞分化促進能を有する

【緒言】人工生体材料の幾何学構造が作り出す微小環境が

が、その特殊な作用メカニズムの詳細については不明な

硬組織形成過程に大きな影響を与えると報告されてお

点が多い。本研究では骨芽細胞の BMP9 刺激による Hes

り、ミクロオーダーの幾何学構造の付与について研究が

1 の発現誘導について、その分子メカニズムと、BMP9

行われている。我々も硬組織形成過程における微小環境

による骨芽細胞機能調節における役割について検討す

に着目し、直線的貫通孔をハニカム状に配列したハニカ
ム TCP（HTCP）を開発、その孔径を変化させることで選

る。
【材料と方法】マウス骨芽細胞株である MC3T3-E1 細胞

択的に骨・軟骨形成が可能であることを明らかにしてき

を リ コ ン ビ ナ ン ト マ ウ ス BMP9 で 刺 激 し、Hes1 の

た。しかし、HTCP の形状が選択的骨・軟骨組織形成を誘

mRNA とタンパク発現量の経時的変化を real-time PCR

導するメカニズムは不明である。一方、近年の研究では、

法と Western blotting によって調べた。Notch やそのリ

生体内の骨格系において血管新生と骨形成が連動してい

ガンドを介した間接作用の影響を見る目的で、Notch の

るなどの報告がある。そこで本研究では、HTCP の幾何学

上流シグナル阻害剤の存在下で MC3T3-E1 細胞を BMP

構造が誘導する選択的骨・軟骨組織形成メカニズムを

9 で刺激し、Hes1 の発現誘導に及ぼす影響を調べた。ま

HTCP 内に誘導される血管新生に着目して検討を行っ
た。

た、BMP の下流シグナル分子として知られる Smad 特異
的阻害剤の前処置が、BMP9 の Hes1 発現誘導に与える影

【材料および方法】
孔径 75、300、500 の直線的貫通孔を有

響を解析した。siRNA によって Hes1 をノックダウンし

す る HTCP に rhBMP-2 を 125ng ま た は 1000ng を 含 浸

た MC3T3-E1 細胞を BMP9 で刺激し、細胞内シグナル伝

させ、4 週齢 Wistar 系ラット大腿部筋中に移植した。1、

達に対する影響を調べた。

2、3 週後に摘出して HTCP 内に形成された硬組織を組織

【結果】骨芽細胞の BMP9 刺激によって、Hes1 の mRNA、

学的、定量的に解析した。また HTCP 孔内の血管形成を

タンパクの周期的な発現パターンが誘導された。Notch

免疫組織化学染色（CD34）を施し、組織学的に観察、形

の上流シグナル阻害剤および MAP キナーゼによる前処

成された硬組織との相関を検討した。

置は、MC3T3-E1 細胞の BMP9 による Hes1 発現誘導に

【結果】BMP-2（125ng）を含浸させた孔径 75µm の HTCP

有意な影響を与えなかったが、Smad 特異的阻害剤によ

において、1 週目では CD34 陽性の極めて細い血管侵入を

る前処置は BMP9 の Hes1 発現を顕著に抑制していた。

認めた。2 週目では血管内皮の CD34 染色性は減弱し、3

次に、Hes1 ノックダウンしたところ、初期分化段階にお

週目では HTCP 孔内で血管は観察されなくなったが、軟

いて Runx2,Osterix、ALP の発現も有意に上昇させたこ

骨形成を認めた。BMP-2（1000ng）を含浸させた孔径 300

とがわかった。

µm の HTCP では、経時的に網状の血管新生や HTCP

【考察】BMP9 は、Notch や固有リガンドの発現誘導を介

内壁に添加する様な硬組織形成を認め、3 週目には孔内

さずに、直接 Smad 経路を介して Hes1 の発現を発現誘導

に骨髄様組織形成が観察された。孔径 500µm の HTCP

していることが考えられる。また BMP9 により発現誘導

孔内では、経時的に直線的な太い血管新生を認め、3 週目

された Hes1 は、骨芽細胞の初期分化段階において Runx

に HTCP 孔内を充填する様に旺盛な骨形成を認めた。

2 や Osx、ALP の発現を抑制していることから、骨芽細胞

【結論】HTCP の幾何学構造が孔内に侵入する血管新生を

活性調節機構において重要な役割を果たしていることが

制御し、孔内の酸素分圧を変化させることにより、選択的

わかった。BMP9 のシグナル伝達経路および Hes1 の機能

な骨・軟骨組織形成が誘導される可能性が示唆された。

的役割を解明することで、より有効な BMP9 もしくは他
の BMP による骨再生療法の開発に繋がる。
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リン酸オクタカルシウム（OCP）により促
進された骨再生における血管新生の観察

当科での智歯抜歯時における抗菌薬適正使
用に関する取り組みについての検討

1

奈良県立医科大学 口腔外科学講座

東北大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能創建学分野，2
東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分
野，3 九州大学先導物質化学研究所 ソフトマテリアル学
際化学分野，4 東北大学大学院 歯学研究科 歯学イノ
ベーションリエゾンセンター，5 東北大学大学院 歯学研
究科 口腔診断学分野
1,2

1,4

杉浦 優希，仲川 洋介，柳生 貴裕，上田 順宏，
大澤 政裕，桐田 忠昭
【目的】
2016 年 4 月に「薬剤耐性菌」の拡大防止を目的に「薬

1,3

黒羽根 壮 ，塩飽 由香利 ，穴田 貴久 ，
濱井 瞭 1，土屋 香織 1，飯久保 正弘 5，髙橋 哲 2，
鈴木 治 1

剤耐性（AMR）対策アクションプラン」が日本政府の行
動計画として策定され、抗菌薬の適性使用に関する取り
組みが求められている。そこで、当科で行った抗菌薬適正
使用に向けた取り組みの臨床的効果について検討を行っ

【目的】
現在、ハイドロキシアパタイトや β-リン酸三カル

た。

シウムなどのリン酸カルシウム系骨代替材料が骨欠損の
治療に用いられている。私達はリン酸オクタカルシウム

【材料および方法】
2016 年 4 月以降、当 科 で は infection

（OCP）が既存のリン酸カルシウム系材料と比較し高い骨

control

team

伝導性を示すことを報告してきた。一方、骨組織再生の初

（ICT）委員が中心となり PK/PD 理論に基づく抗菌薬の

期過程においては、骨形成のみならず血管新生に関わる

投与方法や、日本化学療法学会/日本外科感染症学会「術

細胞の遊走、増殖、分化も生じる。本研究では、組織再生

後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」

の早期段階で OCP によって促進される骨形成を評価し、 （2016）に関する勉強会を毎年行い、抗菌薬適正使用に向
けた取り組みを行っている。
再生骨と新生血管の関連を研究した。
【材料および方法】OCP 顆粒はゼラチンと混合し、ディス

2015 年 10 月〜12 月と 2018 年の同期間に、当科外来に

ク状に成形し OCP/ゼラチン複合体ディスクとし、ラッ

て智歯抜歯を施行した患者（計 248 名）を対象に、抗菌薬

ト頭蓋冠に形成した臨界サイズ骨欠損に埋入した。対照

の投与開始時期および投与期間、処方した抗菌薬の種類、

群は、欠損のままの Blank 群、ゼラチン単体ディスクを埋

そして術後創部感染（SSI）を疑い追加処方を行った割合

入した Gel 群とした。埋入後 2 週および 4 週で回収し、そ

について比較検討を行った。

の際にラット頭部に造影剤を灌流し、血管を可視化した。 【結果】
投与開始時期に関 し て、術 前 投 与 開 始 が 2015 年 は
その後、EDTA で脱灰、前後で CT 撮影を行い、脱灰前後
の画像を重ね合わせて造影血管の体積を定量した。合わ

15.8％ であったが、2018 年は 45.8％ であった。投与期間

せて組織切片も作成し、対比染色およびヘマトキシリン-

は、2015 年は 5〜6 日間が最も多く 61.1％ であったが、

エオジン染色にて、造影血管および再生骨の組織学的評

2018 年は 2 日間が 81％ で最も多く、有意に投与期間の

価も行なった。一方、OCP に関連して新生された血管に

短縮を認めた。抗菌薬の種類に関しては、2015 年はセ

関し、血管内皮細胞を特異的に検出する免疫染色を実施

フェム系が 85.3％ を占めたが、2018 年はペニシリン系が

中である。以上の検討から骨再生と血管新生の関連性に

92.2％ を占めていた。また、SSI 発生を疑い抗生剤の追加

ついて検討を加えた。

投与を行った割合は、2015 年の 5.3％ に対して 2018 年は
5.2％ であり有意差は認められなかった。

【結果】ラット頭蓋冠を用いた実験において、OCP/Gel
ディスク埋入群では、Blank 群および Gel 単体ディスク

【結論】
抗菌薬適正使用に関する勉強会を定期的に開催するこ

群に比較して、術後早期の 2 週に、新生血管量と再生骨量

とで、抗菌薬使用量の減少がみられた。また、SSI の増加

が有意に増加した。
【結論】放射線学的および組織学的検討のいずれにおいて

はみられなかったことより、ガイドラインに基づいて、手

も、OCP により促進される骨再生と血管新生との関連が

術内容に応じ抗菌薬の種類や投与期間を考え、適切に使

示唆された。OCP による優れた骨再生のメカニズムとし

用する必要性が示唆された。2020 年に 2013 年の抗菌薬

て血管新生の促進がある可能性が考えられた。血管新生

使用量の 50％ の削減を達成するには、今後も継続的に抗

の時期と部位について免疫染色の結果に基づき議論を加

菌薬の適正使用に関する教育・啓発活動を行っていく必

える予定である。

要があると考えられた。
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IgE c-kit マスト細 胞 は Th2 型 サ イ ト カ 骨 吸 収 抑 制 薬 関 連 顎 骨 壊 死・骨 髄 炎
インを産生し木村氏病の病態形成に関与す （ARONJ）における画像診断学的評価を用
る
いたリスク因子の検討
1

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎
顔面腫瘍制御学分野，2 Ragon Institute of MGH, MIT
and Harvard，3 九州大学大学院歯学研究院 OBT研究セ
ンター，4 九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学
講座 口腔病理学研究分野

群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・
形成外科学講座

清水 崇寛，金 舞，栗原 淳，横尾 聡
【目的】骨粗鬆症や骨転移を有する悪性腫瘍患者に投与さ

宗村 龍祐 1，前原 隆 1，金子 直樹 2，柿添 乃理子 1，
坂本 瑞樹 1，望月 敬太 1，森山 雅文 1,3，
川野 真太郎 1，清島 保 4，中村 誠司 1

れるビスホスホネート製剤（BP）やデノスマブなどの骨
吸収抑制薬は、投与の際の合併症として顎骨壊死・骨髄
炎 を 発 症 し、骨 吸 収 抑 制 薬 関 連 顎 骨 壊 死・骨 髄 炎
（ARONJ）と呼称される。ARONJ は難治性の合併症であ

【緒言】軟部好酸球性肉芽腫症（木村氏病：KD）は、主に

るが、現在においても増悪のリスク因子の特定や、予防方

頭頸部領域の耳下腺、皮膚軟部組織、リンパ節に腫瘤を形

法や治療方法の明確な基準は定まっていない。発症すれ

成し、全身性の慢性炎症性肉芽腫を発症する稀な疾患で

ば口腔内環境の増悪や食事摂取不良など、QOL の低下を

ある。特徴としてアレルギー疾患の合併が高く、好酸球増

招く疾患であり、的確な治療方法や予防方法の確立、増悪

多や血清 IgE が高値であり、時に IgG4 産生 B 細胞の浸

のリスク因子の同定は不可欠である。本研究は患者背景

潤も認められることから、類似疾患である IgG4 関連疾患

および画像学的な評価を行うことで増悪のリスク因子を

（IgG4-RD）との鑑別が問題になる。未だ KD の病因は明

検討し、治療方法や予防方法の確立の一助とすることを

らかではないが、特に IL-4 や IL-13 が増加し Type2 CD

目的とする。
【材料および方法】
2009 年 7 月 1 日から 2017

4+T（Th2）型炎症を特徴とするアレルギー関連疾患であ

年 3 月 31 日までの間で群馬大学医学部附属病院歯科口

ると考えられている。本研究では KD の病態形成におけ
るマスト細胞と特異な CD4+T 細胞ついて検討を行った。
【材料・方法】KD 患者 11 例、IgG4-RD 患者 17 例および

腔・顎顔面外科にて骨吸収抑制薬関連顎骨壊死・骨髄炎
（以下 ARONJ）の診断の下、ARONJ 専門外来で治療を
行った 20〜99 歳の患者 81 名を対象とした。形態画像評

慢性硬化性唾液腺炎（CS）患者 5 例を対象とした。これ

価としてオルソパントモ、CT、機能代謝画像として FDG-

らの患者の腫脹した罹患臓器を用いて、多重蛍光免疫染

PET、骨シンチグラフィーを用いて ARONJ におけるリ

色にてマスト細胞、CD4+濾胞性 T 細胞
（Tfh）
、CD4+細胞

スク因子をスコア化する。スコア化した結果に対して統

障害性 T 細胞（CD4+CTL）の発現を検討した。

計学的に検討を行い、増悪因子や増悪因子の画像診断学

【結果】KD では末梢血において血清 IgE と好酸球数が優

的 cut off 値を算出する。
【結果】
これまで画像をスコア化

位に増加しており、罹患臓器には多数の好酸球浸潤と臓

し ARONJ のリスク因子を半定量的に評価した検討は稀

器線維化を認めた。さらに異所性の胚中心過形成を認め

である。そのため本研究によっても ARONJ に対する治

その胚中心 B 細胞の多くが IgE 陽性であった。罹患臓器

療において有意義なものとして今後の治療に活かすこと

における多重蛍光免疫染色により、IgG4-RD では Tfh が

が可能と考える。
【結論】本研究によって初診時点の画像

IL-4 産生に関与しているのに対して、KD では IgE 陽性

所見から経過についての予測が可能となり、経過予測に

の活性化した c-kit+マスト細胞がその主な発現細胞で

あわせた治療方法や対応方法の指針を得ることができる

あった。さらに IgE+c-kit+マスト細胞は IL-5 や IL-13 も発

と考える。

現していた。また IgG4-RD に特異的とされる CD4+CTL
の発現は KD や CS では認めなかった。
【結論】IgG4-RD と KD では罹患臓器に浸潤する免疫担当
細胞は異なり、特に KD ではマスト細胞を中心とする I
型アレルギーに関連した病態形成を生じていることが示
唆された。
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当科での高気圧酸素療法を行った下顎骨骨
髄炎患者の臨床的検討

一般地域住民における顎関節症状に関する
縦断研究

旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

1

弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座，2 みど
りがおか歯科クリニック

藤井 ふみ，矢島 優己，佐藤 栄晃，荒井 五織，
小神 順也，吉田 将亜，竹川 政範

石崎 博 1,2，野口 貴雄 1，田村 好拡 1，小山 俊朗 1，
長内 俊之 1，佐竹 杏奈 1，福田 はるか 1，
伊藤 良平 1，小林 恒 1

【目的】
近年、抗菌薬の発達に伴い急性顎骨骨髄炎においては

【目的】地域住民において顎関節症状を自覚する頻度は多

典型的な全身症状や局所症状を呈するものが減少傾向で
ある。一方、慢性顎骨骨髄炎は再燃を繰り返し、難治性と

く約 20％ 以上存在することを昨年の本学会で報告した。

なるものが少なくない。その治療において外科療法や化

顎関節症は self-limiting disease と言われ自然治癒しやす

学療法に併せて補助療法として高気圧酸素療法（以下

い疾患であり、外科治療を含め不可逆的治療は安易に行

HBO）の有用性についての報告もみられる。今回われわれ

うべきではないことは一般的に認知されている。顎関節

は、2008 年 9 月 か ら 2018 年 8 月 ま で の 期 間 に 当 科 で

症状が自然消退するとされる研究は顎関節症状を自覚し

HBO を行った下顎骨骨髄炎患者について臨床的検討を

て医療機関を受診した患者を対象とした研究が多く、受

行ったので、その概要を報告する。

領行動をしていない地域住民に関する研究はほとんどな
い。そこで本研究では地域住民における顎関節症状の変

【材料および方法】

化について調査したので報告する。【材料および方法】

対象は 2008 年 9 月から 2018 年 8 月までの期間に、当
科で HBO を行った下顎骨骨髄炎患者計 36 名で、その年

2015 年から 2017 年度岩木健康増進プロジェクト健診の

齢、性別、疾患名、HBO の回数、処置内容などについて

うち 2 回以上受診した 1067 人を対象とした。初回健診時

診療録をもとに後ろ向きに調査を行った。

年齢は 21 歳から 91 歳で平均年齢は 54.6 歳であった。健
診前に配布したアンケート調査により顎関節に関して、

【結果】
患者の年齢は 30−88 歳（平均 62.3 歳）で、性別は男性

開口時痛、顎関節雑音、開口障害について質問した。さら

17 名、女性 19 名であった。疾患の内訳としては、慢性化

に前回の報告で顎関節症状発症の寄与因子として歯ぎし

膿性骨髄炎が 13 例、慢性硬化性骨髄炎が 3 例、放射線性

りの有無が有意に関連していたことを考慮して歯ぎしり

骨髄炎が 6 例、放射線性顎骨壊死が 10 例、薬剤関連顎骨

の有無との顎関節症状の経時的変化との関係と検討し

壊死が 4 例であった。HBO は KHO‐302A 型高圧チャン

た。

バー
（川崎エンジニアリング）
を用いて 1 日 1 回 2.0 気圧、 【結果】2015 年に顎関節症状を認めた住民は 238 名であ
60 分で施行したが、平均回数は 18.7 回（2‐32 回）
であり、 り、その後 2017 年の 2 年間に症状が自然に消失したのは
化学療法に併用したものが 12 例、化学療法と外科療法に

61 名、不変が 146 名、新たに出現したのは 49 名であっ

併用したものが 22 例、HBO 単独が 2 例であった。治療効

た。 2016 年に顎関節症状を認めた住民は 265 名であり、

果は HBO 終了後に判定し、臨床症状が消失した症例を著

その後の 2017 年までの 1 年間で症状が自然消退したの

効、症状の改善がみられた症例を有効、症状の改善がみら

は 64 名、不変が 169 名、新たに症状が出現したのは 47

れない症例を無効とし、著効例は 14 例、有効例は 19 例、

名であった。顎関節症状の変化と歯ぎしりとの関係には

無効例は 2 例であった。

統計学的に有意差は認めなかった。多変量解析の結果、顎
関節症状の自然消退は年齢が有意に関連していた。
【結

【結論】
HBO は生体の循環血液や液体中の溶存酸素量を増加

論】一般地域住民において約 2 割程度の顎関節症状を自

させることで、低酸素状態を改善し、創傷治癒の促進や殺

覚する住民がおり、その中で 25％ の住民は自然消退する

菌作用の促進などの効果がある治療法である。今回の結

ものの同程度の住民に新たに顎関節症状が出現してい

果から、HBO は下顎骨骨髄炎の主治療の効果を高める補

た。年齢が高い方が有意に自然治癒しやすいことが判明

助療法として有効であると考えられた。

した。今後は顎関節症状別についても詳細に検討する予
定である。
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下顎第三大臼歯歯冠部切除術の経過観察期
間の検討

ヒト歯髄幹細胞培養上清による活性化 T 細
胞の抑制効果〜シェーグレン症候群の新規
治療薬の開発に向けて〜

愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

1

谷口 真一，栗田 賢一，安本 恵，阿知波 基信，
中山 敦史

2

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座，
OBT研究センター

松村 万由 1，森山 雅文 1,2，緒方 謙一 1，中村 誠司 1
【目的】下顎第三大臼歯の歯根が下顎管に接している場合
【目的】

には歯冠部だけを切除し、歯根部を骨内に残存させる歯
冠部切除術が 2005 年 Renton らにより報告され、2010

シェーグレン症候群（SS）は、自己反応性の T 細胞が

年に Long らによって歯冠部切除術に関してシステマ

主体となり、外分泌腺を特異的に障害される自己免疫疾

ティックレビュー・メタアナリスが行われ、その有用性

患であり、いまだ根治的な治療法は確立されていない。そ

が示された。本術式で残存させた歯根部は経時的に移動

の要因としては、多様な T 細胞サブセットから産生され

するため術後に定期的な経過観察が必要である。しかし、

る多種のサイトカインが病態形成に関与し、単一の分子

術後の経過観察期間については今まで報告がない。その

を阻害しても疾患を制御できないことが推察される。一

ため当科で歯冠部切除術を施行した症例の歯根移動量か

方、最近の基礎研究では幹細胞の培養上清（CM）中の液

ら術後経過観察期間の検討を行った。

性因子に免疫抑制作用を有することが報告されている。

【対象】対象は 2005 年 10 月から 2018 年 10 月までに当科

そこで本研究では、SS の新たな治療法の開発を目的とし

にて歯冠部切除術を施行した 568 例のうち術後 5 年間経

て、骨髄や歯髄由来の CM を用いて T 細胞に対する免疫

過観察が行えた 54 例である。 方法は術後 3 か月、 1 年、

抑制効果を検討した。

2 年、3 年、4 年、5 年の時点での歯科用 CT 画像を利用し、 【材料と方法】
ヒト骨髄由来間葉系幹細胞培養上清（BMMSC-CM）お
後藤らが報告した計測法で歯根移動量を計算した。
【結果】
手術時年齢は 23〜73 歳、平均年齢は 35.7 歳であっ

よびヒト歯髄幹細胞培養上清（DPSC-CM）中の液性分子

た。術前の埋伏深度は Winter. G. B.の分類で IA5 例、IB

を網羅的に解析するために、サイトカインアッセイを

4 例、IC1 例、IIA14 例、IIB13 例、IIC3 例、IIIA3 例、IIIB

行った。次に、ヒト末梢血単球細胞を T 細胞増殖因子で

4 例、IIIC7 例であった。また術後、前方歯に接触したた

あ る phytohemagglutinin で 刺 激 培 養 後、DPSC-CM、

めに歯根移動が停止したものは 12 例（22％）で、骨被覆

BMMSC-CM および無血清 DMEM 存在下でそれぞれ培

は全ての症例で認めた。術後歯根移動量の平均は 3 か月

養し、フローサイトメトリーにて活性化 T 細胞の割合を

までが 1.65mm、1 年 2.51mm、2 年 2.97mm、3 年 3.24mm、

算出した。

4 年 3.31mm、5 年 3.36mm で全ての症例で歯根移動を認

【結果】

め、術後 3 か月と術後 1 年の間加えて術後 1 年と 3 年の

サ イ ト カ イ ン ア ッ セ イ の 結 果 か ら、DPSC-CM は

間で有意差を認めた。全ての症例で経過良好であった。

BMMSC-CM と比較して、抗炎症作用
（IL-10 は 34 倍、IL-

【結論】歯冠部切除術術後の歯根は 3 年までは移動するも

13 は 63 倍）や細胞増殖能（Hepatocyte growth factor

のの 4 年目、5 年目はほとんど移動せず、術後経過観察期

は DPSC-CM のみ検出、Follistatin は 16 倍）
を有するサイ

間は 3 年と結論付けた。

トカイン濃度が高かった。また、フローサイトの結果か
ら、DPSC-CM 添 加 群 は、BMMSC-CM お よ び 無 血 清
DMEM 添加群と比較すると、CD3＋CD25＋細胞
（幼若活性
化 T 細胞）および CD3＋CD69＋細胞（成熟活性化 T 細胞）
の割合が有意に低かった。
【考察】
以上の結果より、DPSC-CM は BMSC-CM より免疫抑
制および細胞増殖を有する液性因子が多く含まれ、T 細
胞の活性化を抑えることが明らかになった。今後は SS
モデルマウスに DPSC-CM を腹腔内投与し、唾液腺の病
理組織像や唾液量の変化などを評価して、DPSC-CM に
よる SS の新規治療法の開発を目指す予定である。
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乳癌化学療法（FEC-DTX）における口腔内
有害事象に関する検討

M3 型ムスカリン受容体アゴニストの長期
投与による唾液分泌量の経時的変化と治療
効果に関わる因子についての検討

旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座

1

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎
顔面腫瘍制御学分野，2 九州大学大学院歯学研究院 OBT
研究センター

佐藤 栄晃，竹川 政範，矢島 優己，藤井 ふみ，
荒井 五織，小神 順也，吉田 将亜

坂本 瑞樹 1，森山 雅文 1,2，林田 淳之介 1，
大山 恵子 1，前原 隆 1，緒方 謙一 1，山内 昌樹 1，
石黒 乃理子 1，松村 万由 1，中村 誠司 1

【目的】乳癌治療で使用されるアンスラサイクリン系抗腫
瘍薬を含むレジメンの口腔粘膜炎などの口腔内有害事象
発生率は高いことが知られている。当院乳腺外科で頻繁
に行われている FEC（フルオロウラシル、エピルビシン、
シクロホスファミドを 4 コース）-DTX（ドセタキセルを

【目的】M3 型ムスカリン受容体（M3R）アゴニストは唾
液分泌を促進させ、シェーグレン症候群（SS）患者の QOL

4 コース）
療法では、前半と後半で異なる抗癌剤が使用さ

の改善に貢献しているが、M3R アゴニストの内服継続の

れており、このレジメンにおける詳細な口腔内有害事象

長期経過をみた報告は少ない。そこで本研究では、当科に

発生率や程度は明らかになっていない。乳癌化学療法

て 8 年以上の長期経過をみた SS 患者における唾液分泌

FEC-DTX における口腔内有害事象の発症状況を明らか

量の経時的変化と診断時の臨床所見との関連について検

にすることを目的とした。
【対象・方法】2016 年 9 月〜

討を行なった。

2017 年 11 月までに FEC-DTX 療法を受けた 40 名を対

【方法】当院にて SS と診断され 8 年以上経過をみた患者

象に、口腔粘膜炎、口腔内乾燥、味覚異常、抗癌剤治療中

のうち、①M3R アゴニストを内服継続した 46 例（男性 2

における歯科疾患悪化の有無、発熱の有無、治療中止・延

例、女性 44 例、平均年齢：57.0±13.1 歳）
と、②唾液分泌

期の有無に関して、カルテを用いて後ろ向きに観察し、検

量の減少を認めるものの、既往歴や副作用によって内服

討した。なお、口腔内有害事象の grade 評価は CTCEA

せずに経過をみた 13 例（女性 13 例、平均年齢：56.9±

v4.0 に基づいて判定した。
【結果】口腔粘膜炎の累積発生

12.1 歳）を対象とした。まず、各群の刺激時唾液分泌量

率は、FEC コースの 1 コース目で 42.5％、4 コース目には

（サクソンテスト）の経時的変化を測定し、さらに内服継

77.8％ に達した。DTX コースでは、それぞれ 41％、66.7％

続した症例を臨床所見
（初診時唾液分泌量、耳下腺造影検

であった。全コースの期間中に口腔粘膜炎を生じた症例

査、口唇腺におけるリンパ球浸潤程度、腺外症状）により

は 80％ と高率であったが、ほとんどが Grade1 であった。

2 群に分けて、刺激時唾液分泌量の経時的変化を比較検

口腔内乾燥、味覚障害に関してはそれぞれ、65％、72.5％
であった。また、治療期間中に発熱を認めなかった症例に
おける口腔粘膜炎発症率は 74％ であるのに対し、発熱を

討した。
【結果】M3R アゴニストを内服継続した症例では、内服開
始半年までは有意な唾液分泌量の増加を認め、8 年経過

認めた症例では 92.3％ であった。抗癌剤治療中に歯科疾

しても有意な減少は認めなかった。一方、内服のない症例

患が悪化した症例は 2 例で、2 例とも抗癌剤投与を延期

では徐々に分泌量は減少し、7 年経過以降は有意な減少

して抜歯を行った。【結論】FEC-DTX 療法における口腔

を認めた。次に、内服継続した症例のうち、初診時唾液分

内有害事象の発生率は非常に高率であった。歯科疾患の

泌量が少ない（1g/2 min 以下）
、口唇腺のリンパ球浸潤が

悪化で抗癌剤治療を延期した症例もあるため、リスクの

重度
（石川・小守の分類で++以上）
、または耳下腺造影で

ある歯は治療前に抜歯等の歯科治療を行う必要がある

重度（Rubin ＆ Holt の分類で Stage II 以上）の症例では、

が、その基準は明確でないため今後検討が必要である。

明らかに治療効果が乏しかった。さらに多変量解析を行
なうと、耳下腺造影のみがその重症度と治療効果の間に
有意な負の相関を示した。
【結論】M3R アゴニストの内服を継続することにより、唾
液分泌量は維持され、特に病態初期と考えられる症例で
は増加率は顕著であった。このことからも、SS 患者の唾
液分泌量の増加および維持には、SS の早期診断と M3R
アゴニストの早期内服・継続が重要であることが示唆さ
れた。
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歯根部利用人工角膜移植術における歯科口
腔外科の役割

味覚障害に対する亜鉛補充療法の効果

1

1

北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断
内科学教室，2 北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科
学分野高齢者歯科学教室

2

近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科， 川崎医科大
学 歯科総合口腔医療学

坂田 健一郎 1，山崎 裕 2，佐藤 淳 1，浅香 卓哉 1，
山下 映美 1，大賀 則孝 1

榎本 明史 1，助臺 美帆 1，下出 孟史 1，江原 裕基 1，
川口 美紅 1，木下 優子 1，瀧川 友佳子 1，
向井 隆雄 2，濱田 傑 1

【背景】現在、味覚障害の主因は亜鉛欠乏とされ、亜鉛製
歯根部利用人工角膜（osteo-odonto-keratoprosthesis：

剤の有効性は原因の種類に関わらず、約 70％ と報告され

OOKP）移植術とは患者自身の歯牙の歯根部にアクリル

ている。しかし、当科での亜鉛補充療法の効果は耳鼻咽喉

樹脂を固定し、光学部として利用する人工角膜治療であ

科から報告されてきた程には多くはないことを経験して

る。重症の Stevens-Johnson 症候群や眼類天疱瘡などで

きた。
【目的】そこで今回、味覚障害患者に対する亜鉛補

両眼性の高度の視力障害を生じた患者が適応となり、視

充療法の効果に関して検討を行った。対象は北海道大学

力回復の最終手段である。

病院口腔内科を受診した患者のなかで 8 週間以上にわた

手術は全身麻酔での手術にて 2 回法にて行う。1 回目

り亜鉛製剤（ポラプレジン 150mg、分 2）を単独投与した

の手術は歯科口腔外科医によって行われ、ドナーとなる

40 例（男性 17 例、女性 23 例）
。
【材料および方法】原因

歯牙の摘出とこれにアクリル樹脂製光学 部 の 固 定 し

別、効果発現までの期間、血清亜鉛値などの各項目別にお

Lamina 複合体の形成を行う。また頬粘膜を摘出し、眼窩

ける味覚障害の改善率を比較検討した。改善は治療前後

前方部への移植を行い、障害された角膜部へ母床となる

で味覚異常の VAS が 50％ 以上減少した場合とした。血

ように移植する。約 2−4 か月後に 2 回目の手術を眼科医

清亜鉛値の評価は、各 cut off 値（60、64、70、80µg/dl）

によって行われる。一時的に体内へ保存した Lamina 複

を用いた。
【結果】全体の改善率は 50％（20/40）であっ

合体を摘出し、眼窩前方に移植した頬粘膜に固定するこ

た。血清亜鉛値別の改善率は①60µg/dl 未満（n＝14）で

とで、光学部を固定し視力の回復を図る。

57％、②64µg/dl 未満（n＝19）で 58％、③60〜69µg/dL

OOKP は瘢痕性角結膜障害で涙液機能が全くなくなっ

（n＝9）で 56％、④70〜79µg/dL（n＝10）で 60％、⑤80

たような眼での適応となるが、手術の煩雑さ、外見的な問

µg/dL 以上（n＝7）で 14％ であった。改善までの日数は

題などが問題点となる。しかしながら、成功率は約 80％

1 か月以内（n＝2）が 10％、2 か月以内（n＝8）が 38％、

程度であり、角膜移植などでの経過不良症例で、他に方法

3 か月以内（n＝14）が 71％ であった。原因別では亜鉛欠

がないような症例に対する視力回復として有効な治療方

乏性（n＝16）が 63％、特発性（n＝13）が 46％ であった。

法である。OOKP は世界のいくつかの国々にて行われて

【結論】血液検査で血清亜鉛値が 80µg/dL 未満では約

いるが、本邦では当院でのみ行っている。私たちはこれま

60％ のポラブレジンクの効果を認めたが、血清亜鉛値が

でに 9 症例の OOKP を国内にて実施した。その手術方法

80µg/dL 以上の場合の有効性は認めなかった。従って、症

と成績を報告する。

例を選択して亜鉛補充療法を長期にわたり行うべきであ
る。
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症例報告 先天異常/良性腫瘍/唾液腺疾患/その他

8:45〜9:15

座長：西條 英人

2-P5-6

2-P6-1

群馬県歯科総合衛生センターで病理組織学
的検査を施行した患者の実態調査

頬部腫脹を契機に発見された血友病 A 乳
児の 1 例

1

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 歯科口腔外科

群馬県歯科総合衛生センター，2 伊勢崎市民病院歯科口
腔外科，3 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科
学講座・形成外科学講座，4 東京歯科大学小児歯科学講
座，5 茨城県歯科医師会口腔センター土浦

折山 資
【目的】先天性血友病 A は第 VIII 因子の凝固活性の先天

五味 暁憲 1,2,3，辻野 啓一郎 1,4，武者 篤 1,3，
吉田 みずき 1，大串 圭太 5，柳澤 さくら 1,3，
新谷 誠康 4，横尾 聡 3

的な欠乏により出血傾向をきたす遺伝性疾患である。顎
口腔領域において、関節内出血や筋肉内出血、鼻出血、口
腔内出血等を初発症状に発見される。特に口腔内出血で
は、口唇、上唇小帯、舌の創傷出血、乳歯交換期の歯肉出

【緒言】病理組織学的検査（以下、病理検査）は腫瘍や嚢

血や抜歯後出血等を契機に診断されることがある。今回

胞、粘膜疾患の診断の確定に必須であり、障害者歯科領域

われわれは、頬部の腫脹を契機に発見された血友病 A

においても疾患に応じて適応となる。当施設には障害者

乳児の 1 例を経験したので報告する。
【症例の概要】患者

歯科のほか小児歯科、歯科麻酔科、口腔外科を専門とする

は 8 ヶ月の男児。家族歴、既往歴に特記事項なし。左頬部

歯科医師が在籍し、病理検査が必要な疾患には連携して

の腫脹を主訴に当院小児科を受診。頬粘膜の発赤と、血液

診療に当たる。今回、当施設で病理検査を施行した患者に

検査所見にて白血球高値（23,800/µl）を認めたことから左

ついて実態調査を行った。【対象と方法】対象は 2011 年

頬部蜂窩織炎と診断、同日より入院し CEZ93mg/kg/day

1 月から 2017 年 12 月までの 6 年間に摘出術や組織採取

を開始した。翌日から左頬部腫脹の増強を認め CLDM 37

などの観血的処置が施行され、検体の病理検査が行われ
た患者 17 名
（男 7 名、女 10 名、平均年齢 42.8 歳）
である。
診療録をもとに患者の障害、病理検査を行った疾患の臨

mg/kg/day を追加、その後左頬部の腫脹は軽快したため
投与を継続した。第 6 病日より発熱、頬部の再腫脹を認め
膿瘍形成を疑い、精査加療目的に当科紹介となった。左頬

床診断、病理組織学的診断（以下、病理診断）、処置時の

部の発赤と圧痛を伴わない腫脹と頬粘膜の紫斑を認め

体動制御法について調査した。【結果】患者の障害は知的

た。造影 CT では左咀嚼筋間伱に不均一な造影効果を呈

能力障害が最多であった。摘出物の病理診断を目的とし

する病変を認めた。血液検査では CRP 上昇、白血球高値、

た病理検査は 15 件行われた。術前の臨床診断は主に線維

Hb 低下を認めたが、急性感染病巣にしては周囲脂肪組織

腫、乳頭腫、粘液嚢胞、歯根嚢胞であった。臨床診断と病

の反応に乏しく、また臨床所見に対し CRP 上昇が低いこ

理診断が異なったものが 5 例認められたが、悪性の診断

とを考慮し血腫形成を疑い、凝固検査を施行、凝固時間延

はみられなかった。Biopsy を行った 2 件の臨床診断はい

長、第 VIII 因子活性低下を認め、vWF 活性は正常であっ

ずれも白板症であった。2 例ともに上皮の肥厚と錯角化

た。また MRI 撮影を施行し、腫脹部位は T1WI 等信号、

がみられたが、上皮異形成にみられる細胞や上皮構成の

T2WI 低信号を認め、亜急性血腫の所見と一致、血友病 A

異常はみられず、hyperparakeratosis と診断された。観血

による頬部血腫と診断した。
【結果】治療は小児科に依頼

的処置に伴う体動制御法は介助者の徒手的抑制が多かっ

し、凝固因子製剤補充療法を行なった。その後、頬部腫脹

た。
【考察】障害者歯科診療においても摘出・切除が適応

の改善を認め第 12 病日に退院となった。
【結論】
家族歴や

となる疾患を治療する機会は多い。本調査において臨床

出血歴を認めない乳児において頬部腫脹を認めた際に血

診断と病理診断が異なった症例が認められたことから、

友病等の可能性も念頭に置き、必要に応じ凝固系検査等

摘出病変に対する診断の確定、鑑別に病理検査は重要と

を行うべきである。

思われる。白板症の病理検査では、上皮異型を呈する dysplasia と鑑別する必要があるため、白色病変は病理検査
を行い、診断を確定させておく必要がある。組織採取は鋭
利な器具を使用するため、処置時の体動制御は事故防止
のために重要である。
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まれな先天歯の一例

臼後部に生じた嚢胞腺腫の 1 例

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座

愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学

三宮 範子，佐々木 亮，安藤 智博

近藤 さゆり，古橋 明文，近藤 崇之，加藤 三香子，
風岡 宜暁

【緒言】乳歯萌出は通常生後 6 ヵ月とされているがそれ以
前に萌出した歯を先先天歯と言い、先天歯は出生時に既

【緒言】嚢胞腺腫は嚢胞形成が増殖の主体をなす腺組織由

に萌出している出産歯と生後 1 ヵ月以内に萌出する新生

来の良性腫瘍であり、卵巣、精巣、膵臓、甲状腺などの腺

歯に分類される。2000 人から 3000 人に 1 人に発現し、下

組織に発生する。頭頸部領域では唾液腺に発生する報告

顎の乳中切歯前が主とされている。今回われわれは、出生

があるが、その頻度は全唾液腺腫瘍の 1％ 以下と非常に

時に認めたまれな先天歯の 1 例を経験したので報告す

少ない。今回われわれは臼後腺に生じた嚢胞腺腫の 1 例

る。
【症例】症例は、生後 1 日目の女児。現病歴：正常分

を経験したので報告する。

娩にて出生。在胎 39 週 出生体重 3424g、顎顔面および

【症例】
40 歳、女性。主訴：下顎左側臼後部の腫瘤。既往

全身的な先天異常は認めなかった。左側下顎乳切歯相当

歴：特記事項無し。現病歴：2017 年 10 月、近在歯科にて

部の歯槽堤に約 1mm 幅で半透明な有茎性の軟組織を伴

左側臼後部の腫瘤を指摘、精査加療依頼にて当科紹介受

う 3×4mm の黄色硬組織を認めた。先天歯の疑いにて、

診となった。口腔外所見：顔貌は左右対称で、所属リンパ

翌日の小児科医の診察後の切除を計画したが、夜間に自

節の腫大は認めなかった。口腔内所見：左側臼後部に類

然脱落し、便の中から脱落した硬組織を発見した。硬組織

円形で弾性軟の無痛性膨隆を認めた。周囲組織との境界

のヘマトキシリン・エオジン染色では、大きな歯髄腔を

は明瞭であり、被覆粘膜は正常粘膜色を呈していた。画像

伴った薄い象牙質による歯冠構造が観察された。軟組織

所見：MRI にて 14×10mm 大の結節性病変を認め、辺縁

は確認できず、洗浄の際に消失したものとも思われた。最

平滑・境界明瞭で、内部は T2 強調像にて低〜等信号、T

終的に、先天歯と診断したが、有茎性の軟組織は診断不能

1 強調像にて淡い高信号を示し、Gd.造影後脂肪抑制併用

であった。その後の 1 年 6 ヶ月の経過観察において、左側

T1 強調像では辺縁にのみ増強信号を伴う画像を呈して
いた。

下顎乳切歯の萌出は認めなかった。【結語】本症例は、胎
生期に左側下顎乳切歯が萌出・脱落して、有茎性の軟組

【経過】唾液腺腫瘍を疑い、細胞診、生検を施行。細胞診

織により歯槽堤に繋がった状態で出生したまれな先天歯

にて淡緑色の内容液を認め、生検にて小唾液腺組織を認

であったことが示唆されたが、その軟組織に血管や神経

めたが、ともに腫瘍性病変や悪性所見は認めなかった。そ

が含まれていたかは解明できなかった。

の後徐々に膨隆を認めたため、切除術を計画。2018 年 3
月に全身麻酔下にて腫瘍切除術施行。病理組織検査では
線維性結合組織内に嚢胞腔様の形成がみられ、嚢胞内は
好酸性円柱上皮の乳頭状増殖を認めた。分泌腔内には
PAS 陽性分泌物が存在しており、個々の細胞に悪性を示
唆する高度な異型性は認めず、嚢胞腺腫との診断を得た。
術後 8 か月経過したが、再発は認めず経過良好である。
【結語】唾液腺腫瘍は種類が多く、またその組織像は多様
性に富むために診断に苦慮する場合がある。今回われわ
れは、臼後腺由来の嚢胞腺腫に対して手術療法を施行し
た 1 例を経験したので、その概要を報告する。
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下顎骨 1/2 以上を占める巨大な腺性歯原
性嚢胞を経験した 1 例

広島大学病院顎・口腔外科における唾液腺
腫瘍の臨床的検討

和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座

1

広島大学病院顎・口腔外科，2 広島大学 大学院医歯薬
保健学研究科 分子口腔医学・顎顔面外科学

上田 眞道，鈴木 滋，東條 格，藤田 茂之

中峠 洋隆 1，吉岡 幸男 2，坂上 泰士 1，
浜名 浜名智昭 2，神田 拓 1，小泉 浩一 2，谷 亮治 1，
林堂 安貴 1，虎谷 茂昭 1，岡本 哲治 1,2

【緒言】腺性歯原性嚢胞（Glandular odontogenic cyst）は
1988 年に Gardner らによって提唱され、1992 年に改訂さ
れた WHO の歯原性腫瘍の組織分類において歯原性発育
性嚢胞の独立した 1 型として新たに分類された。本邦で

【緒言】唾液腺腫瘍の発生率は、全頭頸部腫瘍の約 5％ を

は数十例しか報告されておらず、希な歯原性嚢胞である。

占め、比較的稀な腫瘍であるが、多様な組織像を示し、臨

今回われわれは下顎骨 1/2 以上を占める巨大な腺性歯原

床的にも多彩な病態や経過を示すことから、その治療に

性嚢胞の 1 例を経験したので報告する。

苦慮することが多い。
【対象と方法】
1997 年 4 月 1 日から

【症例の概要】
82 歳女性。主訴：左側下顎歯肉の腫脹。既

2018 年 5 月 31 日までの 21 年間に、広島大学病院顎・口

往歴：高血圧、虫垂炎手術。現病歴：2015 年頃、左側下

腔外科を受診し、病理組織学的に唾液腺腫瘍と診断され

顎臼歯部の仏痛は無いが腫脹を自覚し、近歯科医院受診

た 77 例を対象とし、年齢、性別、発生部位、組織型、病

したが経過観察となっていた。2018 年 3 月、歯科治療目

期、治療法、治療成績について統計学的に検討した。
【結

的に他院受診。パノラマ XP にて下顎骨内の病変を指摘

果】
男性 31 例、女性 46 例で女性に多く発症し、その年齢

され、精査目的に 4 月某市立病院歯科口腔外科紹介受診。

分布は 17 歳から 90 歳（平均年齢：56 歳）であった。良

当院での精査・加療を勧められ当科紹介。現症：パノラ

性 腫 瘍 35 例 の 発 生 部 位 は 口 蓋（57.1％、
）
、耳 下 腺

マ、CT、MRI にて下顎骨体部の左下 7 から右下 4 まで至

（20.0％）
、口唇腺（11.4％）
、顎下腺（5.7％）で、組織型は

る境界明瞭で類円形の巨大な多房性病変を認めた。同部

多形腺腫 30 例、Warthin 腫瘍 3 例、筋上皮腫 2 例であっ

の骨膨隆を認め、左下 7 から右下 2 の歯肉頬移行部付近

た。悪性腫瘍は 42 例の発生部位は口蓋（35.7％）
、口底・

に羊皮紙様感も認めた。自覚症状は無く、下歯槽神経領域

舌下腺（16.7％）
、顎下腺（16.7％）
、頬粘膜（7.1％）
、口唇

の知覚鈍麻も認めなかった。経過：下顎骨良性腫瘍の診

（7.1％）で、組織型は腺様嚢胞癌 19 例、粘表皮癌 12 例、

断にて局所麻酔下に生検を行ったところ、腺性歯原性嚢

多形腺腫由来癌腫 6 例、筋上皮癌 2 例、腺癌（NOS）2

胞の診断。10 月全身麻酔下にて口腔内から摘出・開窓術

例悪性上皮性唾液腺腫瘍 1 例であった。病期は stageI12

施行。術後病理結果でも腺性歯原性嚢胞の診断。術後経

例、stageII9 例、stageIII5 例、stageIV12 例（不明 4 例）

過：ガーゼ交換を数回行い創部の安定を確認後、経過良

であった。肺転移は 13 例に認めた。良性腫瘍に対しては

好につき術後 17 日目に退院。現在も病的骨折なく経過良

全例に手術が施行され、再発 2 例（6.2％）であった。悪性

好である。

腫瘍の治療は、手術 25 例、手術・放射線 4 例、手術・放
射線・化学療法 4 例、重粒子線治療 2 例、放射線 3 例、

【結語】下顎骨に生じた巨大な腺性歯原性嚢胞を経験した

BNCT・LAK・化学免疫放射 線 治 療 1 例、化 学・LAK

ので報告した。

療法 1 例、無治療 2 例であった。全唾液腺悪性腫瘍の累積
5 年及び 10 年生存率は、それぞれ 50.0％、及び 31.6％ で
あった。
【結論】当科の唾液腺腫瘍は、良性は口蓋発生の
多形腺腫が多く、外科処置により予後良好であった。悪性
は腺様嚢胞癌が多く、肺転移により予後は不良であった。
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2-P7-1

下顎骨に生じたアミロイドーシスの 2 例

舌下面に発生した神経鞘腫の 1 例

1

1

埼玉県立がんセンター 口腔外科，2 埼玉県立がんセン
ター 病理診断科，3 蓮田病院 歯科口腔外科

岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学
分野，2 岩手医科大学歯学部顎顔面再建学講座臨床病理
学分野
1

1

柴田 真里 1，八木原 一博 1，桂野 美貴 1，炭野 淳 1，
石井 純一 1，岡村 武志 1，田中 憲一 3，石川 文隆 2

1

高橋 美香子 ，阿部 亮輔 ，古城 慎太郎 ，
宮本 郁也 1，武田 泰典 2，山田 浩之 1

【目的】
神経鞘腫は全身の良性軟部腫瘍の約 10％ を占め、
アミロイドーシスは、アミロイドと呼ばれる異常蛋白

有髄神経の分布領域にはいずれの部位にも発現する。顎

が臓器の細胞外に沈着することで機能障害を引き起こす

口腔領域に発生する神経鞘腫はそのうちの 1.5％ 程度で

病態の総称である。今回われわれは下顎骨に生じたアミ

あり、比較的稀である。口腔内で、本腫瘍は臨床的な特徴

ロイドーシスの 2 症例を経験したのでその概要を報告す

が乏しいことから診断に苦慮することも多い。今回、われ

る。

われは舌下面に生じた神経鞘種の一例を経験したので、

症例 1：患者は 51 歳の女性で、右側下顎臼歯部の腫脹と

文献的考察を加えて報告する。

排膿を主訴に当科を受診した。CT 所見では、同部に 35

【症例】
28 歳、女性。主訴：右側舌の腫瘤精査。現病歴：

×22×19mm の透過像と不透過像が混在する腫瘤が認め

2014 年頃、通院中の近歯科にて右側舌の病変を指摘され

られ、石灰化上皮性歯原性腫瘍を疑った。生検ではアミロ

た。自覚症状が乏しく経過観察としていたが、患者の希望

イド沈着を伴う骨髄炎と診断されたが、画像所見と病理

により当科へ紹介となった。現症：口腔内所見として、右

組織学的所見が合致しないため、病変をすべて切除して

側可動部舌下面後方に径 25mm 大、表面平滑で弾性軟の

診断することにした。全身麻酔下で切除した腫瘤の病理

有茎性腫瘤を認めた。仏痛や麻痺症状は認めなかった。頚

組織学的診断はアミロイドーシスであった。その後、全身

部リンパ節に明らかな異常はなかった。MRI 像は、右側

精査を行ったが、下顎骨以外の部位にアミロイド沈着を

舌に 18mm 程度の T2WI および拡散強調像で高信号を

示唆する所見を認めなかったため、限局性アミロイド−

呈する充実性腫瘍を認めた。頸部リンパ節転移所見はな

シスと診断した。臨床症状は消失したが、現在も経過観察
中である。

かった。臨床診断：右側舌小唾液腺腫瘍疑い。
【治療および経過】治療方針として、生検なしで切除とし

症例 2：患者は 80 歳の男性で、左側下顎の腫脹とオトガ

た。2018 年 7 月、右側舌腫瘍切除術を施行した。術後経

イ部の知覚鈍麻を主訴に来院した。口腔内所見では、左側

過は良好であり、現在も定期経過観察中である。切除材料

下顎小臼歯部の歯肉に発赤と腫脹を認めた。MRI では下

の病理組織像および病理組織診断：上皮下に Antoni

顎骨内が T1 強調像で低信号、T2 強調像でわずかな高信

型を主体とする神経鞘種がみられ、観兵式様配列や Vero-

号を示した。腫瘍性病変を否定する目的で下顎骨の生検

A

cay 体が認められた。

を行った。骨髄は黄色に変化しており、病理組織学的にア

【考察】完全に摘出された本腫瘍の予後は良好で再発の報

ミロイド―シスと診断された。全身精査では大腸のアミ

告は稀である。しかし、本腫瘍のうち悪性型の神経鞘腫も

ロイドーシスと回腸の MALT リンパ腫が明らかとなっ

ごく少数だが報告されている。過去の舌神経鞘腫の報告

た。現在、MALT リンパ腫と大腸アミロイドーシスは無

と同様に本症例においても発生母地となりうる明らかな

症状のため経過観察している。また、下顎にはオトガイ部

末梢神経の存在は認めず、術後も神経支配領域の脱落症

の知覚鈍麻が残存している。

状の発現は認めなかった。

考察：症例 1 は下顎骨に限局したアミロイドーシスで歯

【結語】舌下面に発生した神経鞘種の一例を経験したので

原性腫瘍に類似する境界明瞭な画像所見を呈した。症例

その概要を報告した。

2 の MRI 所見は骨髄炎と類似していた。また、術中所見
では黄色に変化した骨髄が観察され、全身性アミロイ
ドーシスの顎骨病変に特有の所見である可能性が示唆さ
れた。
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口蓋に発生した血管平滑筋腫の 1 例

顎下・舌下間伱に生じた類上皮血管腫の 1
例

1

日本大学松戸歯学部口腔外科学講座，2 日本大学松戸歯
学部病理学講座
1

1

1

高知医療センター 歯科口腔外科

2

石澤 近思 ，大島 麻耶 ，田中 茂男 ，末光 正昌 ，
久山 佳代 2，小宮 正道 1
【緒言】血管平滑筋腫とは末梢血管壁の平滑筋が増殖した

銅前 昇平，原 慎吾，立石 善久，福留 麗実，
立本 行宏
【緒言】

良性腫瘍で、おもに成人の四肢の皮下または皮内に発生

類上皮血管腫は頭頸部皮下に生ずる血管性病変である

し仏痛を生じることが特徴である。口腔領域に生じるこ

が、軟部組織や血管、実質臓器にも発生する稀な良性腫瘍

とは比較的まれである。今回われわれは、口蓋に発生した

である。特徴的な画像所見は報告されておらず、臨床経過

血管平滑筋腫の 1 症例を経験したので、文献的渉猟を加

や病理組織所見から診断につながることが多い。組織学

えて報告する。

的には未熟な毛細血管の増生、上皮様の血管内皮細胞の

【症例および経過】患者は 45 歳男性。2017 年 11 月より口

腫大と間質へのリンパ球、形質細胞や好酸球の浸潤を特

蓋粘膜の腫瘤を自覚。口内炎と思い放置していたが、2

徴とする。今回類上皮血管腫の 1 例を経験したのでその

か月経過しても消失しないため近隣歯科医院を受診。当
院への精査を勧められ、2018 年 1 月に紹介来院した。初

概要を報告する。
【症例】

診時の口腔内所見では正中やや左側寄りの硬口蓋粘膜に

54 歳男性。2018 年 7 月、左側舌下部から左側オトガイ

青紫色の弾性軟腫瘤を触知。MRI 画像（T2 強調画像）で

部の無痛性腫脹を主訴に当科を受診した。CT にて左側舌

は口蓋骨とは連続しない 7×7mm 大の高信号領域を認め

下部を中心に 30mm 大の周囲と造影効果が同程度の病変

た。PET-CT では FDG 集積像はなく、積極的に悪性腫瘍

を認めた。抗菌薬による消炎を行い口腔内症状は軽快し

を疑う所見はなかった。同年 3 月に全身麻酔下にて口蓋

ていたが、左側オトガイ部の硬結は残存していた。MRI

腫瘍切除術を実施。病理組織学的検査（HE 所見）では粘

所見では、左側オトガイ部に 50mm 大の腫瘤とその辺縁

膜上皮下に紡錘形間葉系細胞が渦巻き状かつ不規則束状

に分葉状の嚢胞形成が示唆されたため、同部位より暗赤

に密に存在しており、血管周囲性に結節性をなす構造を

色の内容液を穿刺・吸引し ClassV の診断を得た。同年 9

みとめる血管平滑筋腫であった。術後 8 か月経過した現

月、診断目的にて生検を施行したところ、Benign cystic

在、再発所見はなく経過は良好である。

lesion との診断で悪性所見は認めなかった。 同年 10 月、

【結論】血管平滑筋腫は口腔内に生じることはまれな疾患

全身麻酔下に舌下腺、顎下腺を含め病変を全摘出した。病

である。口蓋に生じる腫瘍で血管平滑筋腫との鑑別が必

理組織学的には、類上皮血管肉腫や類上皮血管内皮腫に

要なものに、線維腫・血管腫・平滑筋肉腫・唾液腺腫瘍

特徴的な所見はなく、嚢胞周囲の毛細血管集簇部中に上

などがあるが、病態によっては臨床的鑑別が困難な場合

皮様の内皮細胞（CD31 陽性、CD34 陰性、CK 一部陽性）

もある。血管平滑筋腫は良性の間葉性腫瘍であるため一

を認めており、良性の類上皮血管腫との診断を得た。現在

般的には予後は良好であるが、局所再発の報告もあるた

外来にて経過観察を行っているが再発は認めていない。
め慎重な術後の経過観察が必要である。今回われわれは、 【結語】
口腔内に発症した血管平滑筋腫の 1 例を経験したので報
今回われわれは顎下・舌下間伱に生じ、病理組織学的
告する。

に類上皮血管腫と診断された 1 例を経験した。
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生下時より認めた下顎乳臼歯部エナメル上
皮線維腫の 1 例

下顎角部に生じた結節性筋膜炎の 1 例
〜顎骨内に及ぶ診断に苦慮した症例〜

鶴見大学歯学部口腔内科学講座

1

愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2 愛知学院大学
歯学部口腔病理学講座

佐藤 杏奈，竹部 祐生亮，片岡 志基，舘原 誠晃，
佐藤 徹，里村 一人

安本 恵 1，中山 敦史 1，谷口 真一 1，小木 信美 1，
杉田 好彦 2，前田 初彦 2，栗田 賢一 1

【緒言】
エナメル上皮線維腫は歯原性上皮と間葉系組織の両成

【緒言】結節性筋膜炎は、血管や線維芽細胞の反応性増殖

分の増殖からなり、硬組織形成を伴わないことを特徴と

を来す良性の腫瘍様病変であり、若年成人の上肢に好発

するまれな腫瘍である。20 歳未満の若年者に多くみら

し、頭頸部領域での発症は本邦では比較的まれとされて

れ、また、下顎臼歯部に好発し、未萌出歯に関連すること

いる。今回、右側下顎角部に増大する腫瘤を認め、切除後

もある。生下時より認めた女児の下顎乳臼歯部エナメル

の病理組織診断にて結節性筋膜炎の結果を得た 1 例を経

上皮線維腫の 1 例を経験したので文献的考察を含めて報

験したので、その概要を報告する。【症例】患者：9 歳女

告する。

児。 主訴：右側下顎角部の腫脹。 初診日：2014 年 7 月。
現病歴：1 か月前に右側下顎角部の無痛性腫脹に気づき

【症例】
患者：1 歳 9 か月の女児。主訴：下顎左側第一乳臼歯部

近在歯科を受診。パノラマ X 線写真にて同部の透過像を

歯肉の腫脹。既往歴：特記事項なし。現病歴：生下時から

指摘され、当科を紹介受診した。既往歴：特記事項なし。

下顎左側乳臼歯部歯槽頂の腫脹に母親が気づき、近歯科

現症：右側下顎角部に 20mm 大の非可動性腫瘤を認めた

にて経過観察していたが変化がないため 201X 年 2 月に

が、圧痛はなく、顎下リンパ節の腫大も認めなかった。画

当科紹介来院。現症：下顎左側乳臼歯部歯槽頂に表面滑

像所見：パノラマ X 線写真では右側下顎角部に類円形、

沢で発赤を伴う小指大の境界明瞭な腫脹を認める。デン

境界明瞭な透過像を認めた。CT 画像にて同部に骨吸収像

タルエックス線写真では、未萌出の下顎左側第一、第二乳

を認め、MR 画像で骨内外に連続する mass を認め、T1

臼歯歯冠を取り囲む多房性の透過像を認める。

強調像にて低信号、T2 強調像にて不均一な中〜高信号を
呈した。臨床診断：下顎骨悪性腫瘍疑い。
【処置および経

【処置及び経過】
定期的な経過観察を続けていたが腫脹の縮小傾向を認

過】8 月に全身麻酔下、口腔外アプローチによる腫瘍切除

めず、2 歳 11 か月時には下顎右側第一、第二乳臼歯は萌

術を施行した。腫瘍は下顎骨の内外に連続しており、分割

出していたが左側同名歯は未萌出であった。CT にて下顎

して切除した。術後 4 年経過し、再発所見は認めていな

左側第一、第二乳臼歯と第一大臼歯の歯胚を取り囲む透

い。【診断】切除した病変は、下顎骨外部が 18×15×15

過像を認め、併せて歯槽頂部の骨欠損がみられた。良性歯

mm、下顎骨内部が 9×5×5mm 大の結節性、弾性硬で横

原性腫瘍を疑い、全身麻酔下で生検を兼ねて歯胚を保存

紋筋の筋膜に接していた。組織学的には血管の増生や結

しつつ腫瘤の可及的な摘出を行った。病理組織学所見で

合組織を伴う線維芽細胞を主体としていた。病理組織学

は、歯乳頭に類似した間葉性細胞の増殖と濾胞状、索状を

的診断は結節性筋膜炎であった。【結語】顎骨内に及ぶ結

呈するエナメル器類似の歯原性上皮を散在性に認めた。

節性筋膜炎の報告はまれであり、診断において顎骨腫瘍、

病理組織学的診断：エナメル上皮線維腫。術後 1 年で第

特に悪性腫瘍を鑑別疾患として念頭におくべき疾患であ

一乳臼歯、2 年で第二乳臼歯の萌出を確認した。術後 2

ると考えられた。

年 7 か月（5 歳 8 か月）で顎骨の変形なく再発兆候を認め
ないが、後継永久歯胚は欠如していた。
【結語】
生下時より認めた女児の下顎乳臼歯部エナメル上皮線
維腫の 1 例を経験した。第一、第二小臼歯が欠損している
ため、今後長期にわたる伵合の管理が必要と思われた。
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下顎骨に発生した象牙質形成性幻影細胞腫
の1例
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1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 組織再建口腔外科学
分野，2 新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線
学分野，3 新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子・診断
病理学分野，4 新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病
理学分野

船山 昭典 1，三上 俊彦 1，新美 奏恵 1，片桐 渉 1，
金丸 祥平 1，西山 秀昌 2，林 孝文 2，阿部 達也 3，
山崎 学 4，小林 正治 1
【緒言】象牙質形成性幻影細胞腫（DGCT）は、エナメル
上皮腫様の上皮の増殖、幻影細胞、類象牙質の形成を伴い
充実性に増殖する、歯原性腫瘍である。今回、下顎骨に発
生した DGCT を経験したので報告する。【症例】20 歳男
性。数年前より右側下顎前歯部の膨隆を自覚し徐々に増
大するため 2016 年 5 月に当科を受診した。右側下顎側切
歯および犬歯部の歯槽部に正常粘膜で被覆された骨様硬
の膨隆を認めた。パノラマでは右側下顎第一大臼歯から
左側下顎第二小臼歯にかけて多房様の骨吸収病変を認
め、右側下顎側切歯および犬歯は歯根離開し、同部に歯様
の X 線不透過像を多数認めた。CT で、筋よりやや高濃度
で斑紋状に造影され、歯槽頂上縁から下顎下縁に及ぶ頬
舌的な下顎骨の膨隆を伴った多房様の骨吸収病変を認
め、隔壁様構造による大小多数の胞巣状を呈していた。以
上よりエナメル上皮線維歯牙腫が最も考えられた。生検
では大部分が集合性歯牙腫の所見で、一部に歯原性上皮
の重層化が見られ悪性所見は認めず、診断は歯原性腫瘍
であった。同年 10 月に腫瘍摘出術と周囲骨削除を施行し
た。病理所見はエナメル上皮様の上皮組織、象牙質様硬組
織、幻影細胞を認め DGCT の診断であった。その後、CT
で腫瘍の再発（残存）の疑いあり、2017 年 4 月と 10 月に
再度摘出術を施行し、現在まで再発は指摘されていない。
【考察】DGCT の手術法は発生頻度が低いため、摘出でよ
いのか、安全域を設定した顎骨切除が必要なのかは統一
した見解がない。局所侵襲性があり再発率が高いため、顎
骨切除を推奨する報告も多いが、2018 年の de

Arruda

JAA らのレビューでは、55 例の DGCT のうち、摘出した
のは 39 例と半数以上であり、エナメル上皮腫で推奨され
るような顎骨切除は、再発の危険性が高い症例に施行す
るべきであると報告している。本症例は摘出術を 3 回施
行しており、また、再発を繰り返す過程で悪性転化もある
ことから、今後も長期的で厳重な経過観察が必要である。
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Thinking ahead. Focused on life.

Veraview
X800
New Frontier of the X-ray
ベラビュー

X800 は、CT 撮影に加えパノラマ/ セファロ

撮 影 を 1 台で 可 能 にした All-in-one タイプ の X 線 診 断
装 置。高 解 像 度、ボクセ ル サイズ 80μm の CT 撮 影 を
実現。CT 撮影は、水平に X 線を照射することで、アーチ
ファクトの少ない画像を取得できます。

Debut

さらに、高 精細な 360 度 CT 撮 影モードとハイスピード
で低照射線量の 180 度 CT 撮影モードを搭載し、診断目
的に合わせた撮影を行うことができます。

発売
大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ: お客様相談センター 歯科医療従事者様専用 T 0800. 222 8020（フリーコール） 製造販売・製造
京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 T 075. 611 2141
販売名: ベラビュー X800 標準価格: 9,600,000円〜（消費税別途）2016年10月21日現在 一般的名称: デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
機器の分類: 管理医療機器（クラスⅡ） 特定保守管理医療機器 医療機器承認番号: 228ACBZX00008000
詳細な製品情報につきましては、こちらを参照ください。 http://www.dental-plaza.com/article/veraview_x800
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高橋美香子

2-P6-6

古株彰一郎

1-D-1-1

清水

崇寛

2-P4-3

高畑

惣介

1-P11-1

小嶋

郁穂

サテライト 3

志茂

剛

2-P1-3

高畠

清文

2-P3-5

後藤

明彦

1-D-4-4

下岡

拓矢

2-D-3-5

高柳

広

小林

正治

SY-4-4

定梶

嶺

1-D-4-5

瀧澤

将太

2-D-1-6

小林

夏子

2-D-3-3

白井

悠貴

1-P6-3

田口

円裕

特別講演

小林

泰

1-D-1-2

代田

達夫

SY-4-3

竹内

孝仁

SY-5-1

駒

綾香

1-P11-6

新垣

元基

2-C-1-4

竹内

寿志

1-P5-3

小松

享祐

2-C-3-5

武田

斉子

1-E-2-6

小松

万理

1-P2-4

俊彦

サテライト 2

五味

暁憲

2-P5-6

す

竹信
田下

雄一

2-C-5-6

近藤さゆり

2-P6-3

末永

英之

指名報告 1

立浪

秀剛

1-B-2-4

近藤

崇之

2-E-1-4

須賀

隆行

2-E-4-1

田中

文恵

1-P2-2

近藤

佑亮

2-E-2-3

菅野

武彦

1-P6-1

谷口

真一

2-P4-6

杉浦

優希

2-P4-1

丹下

和久

1-D-3-4

杉田

好彦

1-P6-2

丹沢

秀樹

理事長講演

杉山

悟郎

1-D-1-6

檀上

敦

サテライト 2

丹保

彩子

さ
西條

英人

サテライト 1

齊藤

輝海

1-P16-3

齋藤

直朗

1-P12-3

助川信太郎

2-D-3-1
鈴木あずさ

1-P4-5
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教育研修会

1-E-2-1
1-P9-2

中山

サテライト 6

平井

辰宜

1-P14-5

1-P6-4

平出

諒太

1-P6-6

2-E-3-1

平島

惣一

1-E-4-5

2-P2-7

平田

雅人

教育研修会

廣田

誠

2-C-4-1

福島

麻子

1-P13-6

1-D-1-4

福嶋

玲雄

1-P8-5

ち

奈良井

近石

壮登

鎮守

晃

辻

節

に
新田

つ

英二

哲也

2-E-2-6

ふ

要

1-P10-2

津島

康司

2-D-3-8

の

土谷

昌広

1-P10-6

野海

堤

千明

1-P7-4

野上晋之介

W-3-1

福田

謙一

SY-1-1

野口

貴雄

2-P2-4

福田

晃

1-P3-3

野島

瞳

学会受賞講演

福田 正勝

1-B-2-5

信本

忠義

1-B-2-2

福谷 知士

1-E-4-3

福原紫津子

1-E-3-2

て
傳田

祐也

健太

1-P8-4

1-E-3-3

は

と

藤井

ふみ

2-P4-4

藤田

茂之

SY-1-2

萩野

貴磨

2-D-1-5

2-P7-3

朴

真実

1-E-1-1

1-P13-1

橋本智恵子

2-C-4-2

藤田

佑貴

2-E-2-1

戸田（徳山）麗子

1-P1-6

長谷

剛志

1-P11-3

藤原

久子

1-E-3-6

轟

圭太

1-P15-2

長谷川佑磨

1-D-3-3

藤本

愉莉

1-P9-1

外木

守雄

SY-4-1

長谷部大地

1-P12-6

麸谷

圭昭

2-C-4-7

戸谷

収二

学術セミナー 2

服部

多市

1-P3-2

船山

昭典

2-P7-6

花城

佳志

2-C-5-2

古川

雅英

サテライト 1

馬場菜安奈

1-P10-5

不破

信和

SY-3-3

濱田

充子

1-B-1-2

銅前

昇平

富樫

悠

な

学術セミナー 1

内藤

宗孝

2-C-4-8

浜田

倫史

1-P1-2

永井

孝宏

2-P1-2

林

靖也

2-C-5-5

ほ

永江

和佳

2-C-2-2

林

孝文

宿題報告

星野

正樹

1-P16-4

中岡

一敏

サテライト 2

サテライト 6

本間

桂

2-D-2-4

長坂

浩

本間

義崇

SY-3-4

中嶋

前原

隆

2-P1-5

牧口

貴哉

1-P8-3

正岡

鷹

1-E-1-3

SY-4-2

林

宏泰

1-D-1-5

千惠

1-P11-4

林

文彦

学会受賞講演

中瀬

洋司

1-E-1-2

原田

耕志

1-P8-2

中峠

洋隆

2-P6-5

原田

文也

2-P2-1

中谷

嶺

2-D-1-3

永原

國央

2-D-4-3

中村

康大

1-D-3-7

ひ

中村

友保

2-E-4-3

檜垣

美雷

1-P3-5

増田

桜子

2-D-1-8

中村

英玄

1-D-3-5

菱田

純代

2-D-3-4

松井

健作

2-C-5-4

中村

博幸

指名報告 2

秀 真理子

1-P13-2

松川

誠

中村

友梨

1-P1-1

兵頭

1-D-2-3

松末友美子

克弥
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ま

2-P1-1
2-E-3-5

松村

万由

2-P5-1

山口

高広

1-P15-3

松本

安吏

1-P9-5

山口

友輔

2-P3-1

丸山

礼

2-E-2-5

山崎

雅人

2-C-1-2

丸山

裕

2-C-3-4

山下

佳雄

1-D-4-2

山下

涼平

学術セミナー 3

山田

憲司

1-E-3-4

山田

朋弘

サテライト 1

龍平

2-E-2-4

み
三浦

雅彦

SY-3-1

山田

三島

健史

1-D-2-7

山本淳一郎

1-P9-6

水谷

友美

2-P2-2

山本

信祐

2-D-2-2

溝端

直樹

2-C-2-3

山本

大介

1-B-2-1

見立

英史

2-E-3-2

光藤

健司

SY-3-2

宮

千尋

2-P2-5

よ

三宅

言輝

1-D-2-8

養田

稔

1-P4-3

宮崎

英隆

1-D-3-1

横須賀

忠

SY-2-2

宮嵜

亮

2-P1-6

吉岡

洋祐

1-P4-1

宮島

久

2-E-1-3

吉開

義弘

2-E-1-2

宮田

秀政

1-D-2-6

吉田

和功

1-E-2-2

宮本

勲

1-P14-3

吉田

完

2-D-1-2

宮本

大模

2-D-4-4

吉留

良太

2-C-2-6

明見

能成

1-E-4-6

拓磨

2-D-2-3

わ

む
宗村

渡邉
龍祐

2-P4-2

望月

裕美

1-P15-1

桃田

幸弘

1-P11-2

森

一将

1-P16-2

森口

智史

1-E-4-7

森下

雄斗

1-P16-6

森田

麻希

1-P3-6

茂呂

和世

SY-2-1

柳沼

樹

1-P3-1

安本

恵

2-P7-5

も

や
藪田奈菜子

1-D-4-6
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