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岩手医科大学歯学会 

第 87 回例会プログラム 

日時：令和元年 12 月 7 日（土）午後 1 時より 

         会場：岩手医科大学歯学部第四講義室（C 棟 6 階） 

  12：30〜            受付開始 

 13：00〜13：05            歯学会長挨拶          

13：05〜14：15         一般演題          座長 1-4 藤原 尚樹 

                                  5-7 八重柏 隆 

1. Chievitz器官（Chievitz傍口腔器官 juxta-oral organ of Chievitz）：本邦で記載の乏

しい口腔の組織構築物について 

〇武田 泰典、山田 浩之* 

（口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野、口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野*） 

2. Cadaver Surgical Trainingにおける固定液（Thiel法）の歯科的検証 －予報― 

〇藤村 朗、浅野 明子、工藤 義之、佐々木 信英*、藤原 尚樹*、三浦 廣行 

（口腔医学講座歯科医学教育学分野、解剖学講座機能形態学分野*） 

3. 根管内細菌の嫌気培養における細菌量の定量化について 

◯古玉 芳豊、下山 佑、石河 太知、佐々木 実 

（微生物学講座分子微生物学分野） 

4. Streptococcus anginosus 新規病原因子としての tyrosyl-tRNA合成酵素 

Tyrosyl-tRNA ligase from Streptococcus anginosus as the novel virulence factor 

◯下山 佑、石河 太知、古玉 芳豊、佐々木 実 

（微生物学講座分子微生物学分野） 

5. 東日本大震災被災地における口腔健康状態と口腔関連 QOLの関連と年次推移についての

検討 

〇佐藤 俊郎、大石 泰子、阿部 晶子、難波 眞記、坂田 清美*、小川 彰**、 

小林 誠一郎**、三浦 廣行***、下田 陽樹*、岸 光男 

（口腔医学講座予防歯科学分野、医学部衛生学公衆衛生学講座*、岩手医科大学**、 

口腔医学講座歯科医学教育学分野***） 

6. 歯科治療中に生じた皮下気腫の 1例 

〇武田 啓、樋野 雅文、小松 祐子、角田 直子、小野寺 慧、川井 忠、宮本 郁也、 

山田 浩之 

（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野） 

7. 診断に苦慮した小児の重度歯周炎の 1例 

〇鈴木 舟、小野寺 慧、川井 忠、佐々木 大輔*、工藤 義之**、宮本 郁也、藤村 朗***、

武田 泰典****、森川 和政*****、山田浩之 

(口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、歯科保存学講座歯周療法学分野*、歯科保存学

講座う蝕治療学分野**、口腔医学講座歯科医学教育学分野***口腔顎顔面再建学講座臨

床病理学分野****、口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野*****） 
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(休憩 会長特別賞投票) 

14：25〜14：45    研究助成成果報告(平成 27年度採択課題)     座長 岸 光男 

周術期における口腔カンジダ量と口腔粘膜炎の関連についての検討 

  〇須田 美樹  

（口腔医学講座予防歯科学分野）  

 

14：45〜15：25          優秀論文賞受賞講演           座長 石崎 明 

1. Insulin-like growth factor-I stimulates the disintegration of Hertwig’s 

epithelial root sheath and cellular cementogenesis in mouse molars in vitro.  

インスリン様成長因子はヘルトヴィッヒ上皮鞘の断裂と有細胞セメント質形成を促進

する 

〇藤原 尚樹 

（解剖学講座機能形態学分野） 

2. Toll-like receptor 4-mediated signaling activated by lipopolysaccharide 

suppresses transforming growth factor-beta-induced nerve growth factor 

expression in periodontal ligament-derived fibroblasts 

歯根膜由来線維芽細胞においてリポ多糖は Toll 様受容体 4 を介したシグナル伝達によ

りトランスフォーミング成長因子ベータにより誘導される神経成長因子の発現を抑制

する 

〇太田 麻衣子 

（口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野） 

 

15：25〜16：25                特別講演              座長 佐藤 健一 

「臨床から研究生活へ―ヒスタミン研究とのかかわり―」 

小笠原 正人 教授 (薬理学講座病態制御学分野) 

会長特別賞発表 

 

閉会 

 

（担当：歯科麻酔学分野、病態生理学分野） 
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一般演題 
 

1. Chievitz器官（Chievitz傍口腔器官 juxta-oral organ of Chievitz）：本邦で記載の乏

しい口腔の組織構築物について 

〇武田 泰典、山田 浩之* 

（口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野*） 

Chievitz 器官(CO)は頰粘膜下深部にみられる数 mm から 10mm までの小さな上皮細胞

集塊で、1855 年に Chievitz JH が最初に記載した。当初は胎生期に形成され、出生後

に退化消失すると考えられたが、その後、出生後も存在することが明らかにされた。CO

の検索結果のほとんどは欧文雑誌に掲載されており、本邦ではその存在自体があまり

知られていない。演者らは今までに 3例の CO例を経験したので、その概要を報告する。

3 例とも高齢者の悪性腫瘍例で、下顎骨を含む手術切除検体の軟組織内に CO がみられ

た。いずれも長円形～紡錘形の上皮小塊で、被膜に囲まれ、近傍には神経線維束が散在

していた。また、CO内外には melanin 含有細胞や melanin 色素沈着をみた。CO によっ

ては中央側の細胞は不規則に、辺縁側の細胞は柵状に配列し、微小な腺腔様構築もみ

られた。従来の記載と同様に CO は神経線維と密接な関係があると思われたが、機能に

まで言及できる所見は得られなかった。 

 

2. Cadaver Surgical Training における固定液（Thiel法）の歯科的検証 －予報― 

〇藤村 朗、浅野 明子、工藤 義之、佐々木 信英*、藤原 尚樹*、三浦 廣行 

（口腔医学講座歯科医学教育学分野、解剖学講座機能形態学分野*） 

わが国における CST(cadaver surgical training)は厚生労働省を中心に高度で安全

な手術治療の普及を目的として、2009 年にスタートし、2012 年に公募が開始された。

岩手医科大学でも高度臨床解剖実習として当初より参加しており、歯学部は今年から

参加となる予定であった。一般的に CST ではホルマリン固定法は用いず、関節が可動

性を維持している Thiel 固定法を用いる。この固定液は上皮が剥離するため、粘膜下

層が薄い口腔粘膜の切開や縫合の訓練に支障をきたす。また、顎関節の可動範囲が生体

とはかけ離れた動きを示す。これらの問題点をクリアする必要があり、固定液を含めた

固定法全体の見直しを考えることとした。今回はマウスによる Thiel 固定液を用いた

現状を再確認し、今後の研究の方向性を模索したいと考えている。 
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3. 根管内細菌の嫌気培養における細菌量の定量化について 

◯古玉 芳豊、下山 佑、石河 太知、佐々木 実 

（微生物学講座分子微生物学分野） 

【目的】根管内細菌の存在と根尖性歯周炎の発症には関連性があるが、根充時の根管内

細菌量と予後の関連は明確には示されていない。今回、診療室で根管内の嫌気性菌を

定量的に検出する方法を考案したので報告する。      

【方法】調査対象として自院で行われた抜髄、感染根管治療歯を用いた。本研究において

考案した k ファイルのみを用いる嫌気培養シングルファイル法と、これまでに報告が

あるカルチャースワブおよびペーパーポイントを用いた方法について、検出細菌の定

量性を比較検討した。              

【結果】本嫌気培養シングルファイル法は、従来法に比べ根管内細菌からの高い検出感

度と定量性が認められた。 

【考察】嫌気培養シングルファイル法は、根管内細菌の細菌定量化に極めて有用であり、

さらに操作が簡便なためチェアサイドでの日常臨床への導入が可能と考える。 

 

4. Streptococcus anginosus 新規病原因子としての tyrosyl-tRNA合成酵素 

Tyrosyl-tRNA ligase from Streptococcus anginosus as the novel virulence factor 

◯下山 佑、石河 太知、古玉 芳豊、佐々木 実 

（微生物学講座分子微生物学分野） 

【目的】我々はこれまでに Streptococcus anginosus が菌体外に産生する生理活性物

質 SAA を見出した。本研究では SAAを同定、組換えタンパク質を作製し、その生理

活性を検討した。 

【方法】SAAを 2D電気泳動後、LC MS/MS で同定し、リコンビナント体を作製した。rSAA

でマクロファージを刺激し、誘導型一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、TNFαの mRNA 発現

を検討した。S. anginosus と他の口腔レンサ球菌９菌種の SAA相同体について局在

を検討した。 

【結果】S. anginosus SAAは tyrosyl-tRNA合成酵素（Tyr-tRNA ligase）と同定され

た。rSAA はマクロファージからの iNOS、TNFαの mRNA 発現を誘導した。また Tyr-

tRNA ligase は S. anginosus でのみ菌体外画分に局在が認められた。 

【考察】S. anginosus の Tyr-tRNA ligase は菌体外に分泌される新規病原因子となる

可能性が示唆された。 
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5. 東日本大震災被災地における口腔健康状態と口腔関連 QOLの関連と年次推移についての

検討 

〇佐藤 俊郎、大石 泰子、阿部 晶子、難波 眞記、坂田 清美*、小川 彰**、 

小林 誠一郎**、三浦 廣行***、下田 陽樹*、岸 光男 

（口腔医学講座予防歯科学分野、医学部衛生学公衆衛生学講座*、岩手医科大学**、 

口腔医学講座歯科医学教育学分野***） 

東日本大震災津波被災地における口腔健康状態の長期的変化を調査するため、2011

年から 2018年までの被災地域住民の口腔内状況と口腔関連 QOLの推移について検討し

た。2011年当時 18歳以上の岩手県大槌町住民を対象とし、WHOの診査基準に従い、現

在歯と齲蝕及び CPIによる歯周組織の検査を行った。加えて、CPIの対象歯について動

揺度を調査した。さらに、General Oral Health Assessment Index（GOHAI）日本語版

を用いて、口腔関連 QOLを測定した。未処置歯数の平均値は 2011年で 1.08だったが、

2018 年では 0.39 まで下がった。歯周ポケットが 4 ㎜以上ある者の割合は 2011 年では

36.3％で、2018 年では 35.0％であった。動揺 2 度以上ある者の割合は 2011 年では

8.4％だったが、2018年では 2.6％まで下がった。災害後の被災地域住民の口腔関連 QOL

は 2014年まで上昇し、その後に緩徐に低下していた。これは調査対象の年代が上がっ

ていることと、震災の復興状況が影響を及ぼしていたことが要因として推察された。 

 

6. 歯科治療中に生じた皮下気腫の 1例 

〇武田 啓、樋野 雅文、小松 祐子、角田 直子、小野寺 慧、川井 忠、宮本 郁也、 

山田 浩之 

（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野） 

【緒言】われわれは 6の齲蝕治療中に生じた皮下気腫を経験したので報告する。 

【症例と経過】患者は 61 歳の女性。2019年 7 月、近在の歯科医院で 6 の齲蝕治療後

に顔面の腫脹を認め、当科を紹介され受診した。顔貌所見では右側顔面の腫脹を認

めた。口腔内所見では触診にて右側頬部に捻髪音を触知した。また、6 頬側歯肉が

軽度に剥離していた。CT所見では右側の頬部、顎下隙、オトガイ下隙、側咽頭隙に

連続する低吸収域を認めた。縦隔への進展を懸念し入院管理を行った。7 病日目に

CTを撮影し、気腫の吸収と縦隔への進展が認められないことを確認した。 

【結語】自験例では切削機器の圧縮空気が 6頬側歯肉から頬部軟組織に入り込み、下

顎下縁を経て各組織隙へと進展したと考えられた。切削機器などの使用時には常に

皮下気腫の可能性を念頭に置くことが肝要であると思われた。 

  



 6 

 

7. 診断に苦慮した小児の重度歯周炎の 1例 

〇鈴木 舟、小野寺 慧、川井 忠、佐々木 大輔*、工藤 義之**、宮本 郁也、藤村 朗***、

武田 泰典****、森川 和政*****、山田浩之 

(口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、歯科保存学講座歯周療法学分野*、歯科保存

学講座う蝕治療学分野**、口腔医学講座歯科医学教育学分野***口腔顎顔面再建学講座

臨床病理学分野****、口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野*****） 

【緒言】われわれは、小児期の重度歯周炎の 1 例を経験し診断に苦慮したしたので報

告する。 

【症例概要】患者は１2 歳の女児で、7 歯肉の腫脹を主訴として 2016 年 2 月に口腔外

科を受診した。既往歴と家族歴に特記事項を認めなかった。口腔内所見では、67 口

蓋側歯肉に瘻孔が認められた。7 は癒合歯であった。67 は電気歯髄診に陽性反応を

示した。歯科用コーンビーム CT 像では 67 の歯槽骨に著しい骨吸収を認めた。上顎

骨腫瘍を疑い生検を行ったところ、病理組織学的に慢性炎症と診断された。以上よ

り 67に限局した重度歯周炎と診断した。経過観察中に 6の根尖部の骨吸収は自然に

改善したが、６の遠心部と７の骨吸収は残存していた。2018 年 9 月 7 を抜歯したと

ころ歯周炎は治癒した。 

【結語】癒合歯の歯槽骨に限局的な骨吸収が生じたという報告はまれであり診断に苦

慮したので報告した。 
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研究助成成果報告 

 

周術期における口腔カンジダ量と口腔粘膜炎の関連についての検討 

〇須田 美樹 （口腔医学講座予防歯科学分野）  

 

【目的】岩手医科大学歯学部予防歯科学分野では同大学附属病院において周術期口腔管理

の日常診療で口腔粘膜の観察と口腔カンジダの検出を行っている。これらの臨床データ

から、１．口腔カンジダの検出状況と口腔粘膜炎発症の関連（研究１）、２．化学療法前

後の口腔カンジダの定量評価と口腔粘膜状態の関連（研究２）、を検討することを目的と

した 

【方法】研究１：平成 24年 4月から平成 27年 12月までに岩手医科大学附属病院医科診療

科から化学療法開始前の口腔ケア外来に周術期口腔管理を依頼された者 106 名（男性 89

名、女性 17名、平均年齢 67.2±8.2 歳）を対象とした。診療録から所定の手続きにより

患者情報を抽出し、口腔粘膜炎発症の要因を検討した。 

研究２：平成 30 年 8月から平成 31年 3月までに研究 1と同様の依頼された者 23名（男

性 19 名、女性 4 名、平均年齢 69.8±7.7 歳）を対象とした。研究１の患者情報に加え、

化学療法開始前後の口腔カンジダ菌量、ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL を用いた口腔粘膜

の状態（粘膜スコア）を得た。（歯学部倫理委員会承認 No. 01309） 

【結果】研究１．単相関分析で口腔粘膜炎の発症と関連が見られたのはカンジダの保有、現

在歯数、であった。これらを説明変数として投入した多重ロジスティック回帰分析では

カンジダの保有のみが有意な関連を呈した（p<0.05）。 

研究２．化学療法開始後に口腔カンジダ菌量、粘膜スコアとも開始前に比べて有意に高

い値であった（それぞれ p=0.021、0.015）。化学療法開始後のカンジダ菌量と粘膜スコア

は、カンジダ菌量が対数値で 1.0以上の場合、強い相関（r=0.872）を呈した。 

【考察】口腔カンジダの保有が化学療法開始後の口腔粘膜炎の発症に関与することに加え、

化学療法後には口腔カンジダ量が増加し、一定量を超えた場合には口腔粘膜症状の重症

度と強い関連があることが示された。今後、対象者数を増やすとともに原疾患や服薬の

状態、白血球数等の要因も加味して検討していきたい。 
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優秀論文賞受賞講演 
 

Insulin-like growth factor-I stimulates the disintegration of Hertwig’s 

epithelial root sheath and cellular cementogenesis in mouse molars in vitro.  

インスリン様成長因子はヘルトヴィッヒ上皮鞘の断裂と有細胞セメント質形成を促進

する 

〇藤原 尚樹 

（解剖学講座機能形態学分野） 

歯根形成は歯冠形成が終了したあと、エナメル器の歯頸部端のエナメル上皮から２層

の細胞層であるヘルトヴィッヒ上皮鞘（HERS）が形成され、伸長することから始まる。

我々は歯根形成の観察に特化したオリジナルの器官培養系を報告し、歯根形成初期での

成長因子の役割を報告してきた。この方法は従来の器官培養法を応用し、気相と液相の

界面で培養する試料において歯周組織を歯胚周囲に残すよう処理を施したものである。

また我々は歯根形成初期のマウス臼歯を用いて HERS に対するインスリン様成長因子

（IGF-I）の役割について検討し、IGF-Iは 2層の上皮のうち特に外層を構成する細胞の

増殖を促進し HERS を伸長させ、結果として歯根伸長を促すことを報告した。IGF-Iは歯

根形成の間 HERS に発現していることが報告されており、今回我々は歯根形成後期での

その役割を検討した。本実験系で歯根形成が in vivoとほぼ同様の発生過程をとること

を確認した後、実験を行なった。歯根形成後期での IGF-I は HERS の細胞増殖を減少さ

せ、mitotic index の減少は特に外層に強く見られた。一方 IGF-Iはこの時期にみられ

る発生過程である HERS の歯頸側でみられる断裂と有細胞セメント質形成に促進的な作

用を示した。HERS の断裂後に歯根膜へ遊走し形成される Malassez の上皮遺残の数は増

加し、歯根象牙質上に形成される有細胞セメント質の基質を増加させた。IGF-I の添加

による今回の結果は、歯根伸長からセメント質形成へと移行する後期の歯根形成を促進

したものと考えられた。 

今後は、HERS において IGF-I の作用の切り替えのタイミングやそのメカニズムについ

て、またセメント質基質の増加の原因が HERSの断裂を促進したことに付随した結果な

のか、セメント芽細胞分化を促進した結果なのかについて、さらに検討していく予定

である。 
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Toll-like receptor 4-mediated signaling activated by lipopolysaccharide 

suppresses transforming growth factor-beta-induced nerve growth factor 

expression in periodontal ligament-derived fibroblasts 

歯根膜由来線維芽細胞においてリポ多糖は Toll 様受容体 4 を介したシグナル伝達によ

りトランスフォーミング成長因子ベータにより誘導される神経成長因子の発現を抑制

する 

〇太田 麻衣子 

（口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野） 

歯周靭帯には物理的刺激を情報化して三叉神経節に送信する機能を持つ感覚神経終

末が配されている。この神経が受傷すれば、神経突起は萎縮し退行変性が進行する。

神経栄養因子 nerve growth factor (NGF)は受傷後の神経組織の再生に働くニュー

ロトロフィンである。一方、最近になり神経細胞の再生機構には周囲に存在する未

分化間葉系細胞との相互作用が存在することが明らかにされている。加えて、ラッ

トのオトガイ神経損傷モデルにおいてヒト歯周靭帯由来細胞の受傷部への投与が治

癒促進的に働いたことが報告されている。しかし、歯周靭帯中の知覚神経細胞にど

のように働いてその再生を促すのか、細胞・分子レベルでは明らかとされていない。

とくに、受傷歯周靭帯中の炎症環境に存在する様々な因子が、未分化間葉系細胞に

よる知覚神経再生機構にどのような影響を及ぼすのかについての報告はない。本研

究では、グラム陰性菌の外膜に存在しその主な構成成分となっているリポ多糖

lipopolysaccharide (LPS)ならびに炎症性サイトカインが、ラット歯根膜由来線維

芽細胞 SCDC2 の NGF産生能力にどのような影響を及ぼすかについて調査した。 

SCDC2 をマクロファージ由来組織修復性サイトカインとして知られる transforming 

growth factor-beta (TGF-β)で刺激したところ NGFの発現量ならびに分泌量は、有

意に増加した。また、TGF-β1 の刺激により Smad2/3 や p38 mitogen-activated 

protein kinase (MAPK)のリン酸化が誘導されることが示唆された。そして、炎症性

サイトカインと LPS はそれぞれ異なる作用機序で NGF 発現誘導効果を負制御するこ

とが示唆された。さらに、SCDC2 と神経突起伸長細胞モデルとしてのラット副腎褐色

細胞腫由来 PC12細胞との共培養系にて、産生される NGFが神経栄養因子としての活

性を有しているかどうかを調査した。本研究より歯周靭帯に配された感覚神経の受

傷後における神経再生機構が効率よく働くためには、歯周靭帯中の間葉系細胞に対

する炎症性サイトカインや口腔内グラム陰性菌由来 LPS による影響から逃れるため

の方策が大切であると考えられた。 
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特別講演 

 

「臨床から研究生活へ―ヒスタミン研究とのかかわり―」 

 

薬理学講座病態制御学分野 

小笠原 正人 教授 

 

大学を卒業してから本学の内科に入局し、医師としての第一歩を踏み出してからヒスタミ

ン研究に辿り着くまでの経緯と本学に赴任してからの研究の一端を紹介します。 

ヒスタミンは今から１１２年前の１９０７年ウインダウスによってはじめて合成されます。

その１０年後以降、ヒスタミン（HA）の様々な生理機能、産生細胞、体内分布が次々と明らか

にされ、今日では胃酸分泌に関わる重要な因子である他、アレルギーの原因物質としてよく

知られ、受容体の構造解析から抗ヒスタミン薬として広く臨床応用されております。 

HA受容体は現在 4種類知られ、HAは（準）必須アミノ酸である L-ヒスチジンから脱炭酸酵素

（HDC）反応によって触媒され合成されます。生体内では主に肥満細胞、好塩基球、ECL 細胞、

そして神経細胞などで産生され、細胞内小胞に蓄積し、受容体刺激を介して開口分泌されま

す。しかしながら HDC 欠損マウスの知見から、腸内細菌が産生する HAが腸管から吸収されて

いることが明らかにされ、アレルギ－原因物質としての HAの他、腸内細菌や食材からの HAの

吸収とその中毒についても紹介いたします。 

血液や組織の HAは酵素的に分解されます。HAは化学構造上アミノ基を持つため、塩基性を示

し、水溶性の高い物質で細胞内には入りません。Organic cation transporter (OCT-3) を

介して取り込まれます。OCT-3-ノックアウトマウス（KO）を用いて中大脳動脈脳虚血モデルを

作成し、KO では梗塞部位の有意な減少を示し、その機序に制御性 T 細胞が関与し、免疫系の

制御にも関連していることを明らかにして来ました。また最近の知見では腫瘍細胞にもヒス

タミン受容体が発現し、ヒスタミン H2受容体阻害薬はプロトン排泄分子を抑制することで癌

関連微小環境を改善する可能性を明らかにした。 

以上、ヒスタミン研究に関わって来た研究生活の一端を紹介する予定です。 

 


