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岩手医科大学歯学会 

第 46回総会プログラム 

日時：令和 2 年 7 月 4 日（土）午後 1 時より 

         会場：岩手医科大学歯学部 講堂（A 棟 4 階） 

12：30〜               受付開始 

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

13：05〜13：40                    総会 

13：45〜14：35            一般演題               座長 佐藤 健一 

  1.エナメル滴に関する一考察 

〇武田泰典(口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野) 

2. 加齢変化によるミトコンドリア蛋白 Prohibitin1 の翻訳後修飾と脂肪滴形成に及ぼす効果 

〇小笠原正人＊、金 将＊ ＊＊＊ 、入江太朗＊＊（薬理学講座病態制御学分野＊、病理学講座
病態解析学分野＊＊、口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野＊＊＊） 

3. 舌に生じた成人型黄色肉芽腫の１例 

〇高橋美香子＊,＊＊＊ 、中山温史＊,＊＊＊ 、小原瑞貴＊,＊＊＊ 、山谷元気＊,＊＊＊   

阿部亮輔＊＊,＊＊＊、阿部亜希＊＊,＊＊＊、八木正篤＊＊,＊＊＊、山田浩之＊＊＊  、 

武田泰典＊＊＊＊（岩手県立磐井病院歯科口腔外科＊ 、岩手県立中央病院歯科口腔外科＊＊、
口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野＊＊＊、口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野＊＊＊＊） 

4. 小唾液腺由来粘液嚢胞に対する凍結療法の臨床成績 

〇山内博仁、川井 忠、角田直子、小原瑞貴、鈴木 舟、宮本郁也、武田泰典*、山田浩之
（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野*） 

5. 上顎正中に過剰歯 3本を認めた 1 例 

〇笹村祐杜、宮本郁也、山谷元気、角田直子、小松祐子、川井 忠、藤村 朗＊、山田浩之 

（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、口腔医学講座歯科医学教育学分野＊） 

(休憩 会長特別賞投票) 

14：45〜15：25     研究助成 成果報告（平成 29年度採択課題）   座長  佐々木 実 
                                     近藤 尚知 

1.エナメル上皮腫の新規治療法開発に向けての増悪因子の分子生物学的解析 
〇石河太知（微生物学講座分子微生物学分野） 
 

2. LPSとチタン粒子を作用させた歯肉上皮細胞の生化学的応答 
〇菅原 志帆（補綴・インプラント学講座補綴・インプラント学分野） 
 

 15：25〜16：25          特別講演              座長 鬼原 英道 

「歯科理工学から考えるチタン系材料」 
武本真治 教授（医療工学講座） 

会長特別賞発表 

閉会     

（担当：機能形態学分野、口腔外科学分野）  
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一般演題 

1.エナメル滴に関する一考察 
〇武田泰典 
(口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野) 
歯根部に形成された限局性の異所性エナメル質であるエナメル滴(ED)は永久歯の上下顎大臼

歯に多く観察される。エナメル質のみからなるものは単純 ED、内部に象牙質を含むものは複
合 EDとよばれる。今回、蒐集例における EDの発現状況を非脱灰研磨標本ならびに CMRにて
観察し、考察を加えた。 

  単純 EDは約 1/3の歯で単数個あるいは複数個みられ、ときに周囲の根面に小窩を形成して
いた。また、加齢とともにセメント質に覆われ、多くは表面からの同定が困難と思われた。 

  複合 EDはいずれも一歯に単数個みられ、周囲に厚い二次セメント質が形成されており、両
者の間には深い裂溝が形成されていた。文献的には複数個の複合 ED例もあるが、このような
症例の記載はわずか 3例であった。また、複合 EDの出現状況が特異であった一症例の所見を
供覧する。 

  なお、EDはエナメル突起と同一の由来で、その形成は咬頭頂付近ではじまる近遠心の頬面
隆線の連続と思われた。 

 
2. 加齢変化によるミトコンドリア蛋白 Prohibitin1 の翻訳後修飾と脂肪滴形成に及ぼす効果 

〇小笠原正人＊、金 将＊ ＊＊＊ 、入江太朗＊＊ 
（薬理学講座病態制御学分野＊、病理学講座病態解析学分野＊＊、口腔顎顔面再建学講座口腔外

科学分野＊＊＊） 

慢性肺疾患の進行は加齢現象と関連し、ミトコンドリア蛋白質の Prohibitin1（PHB1）蛋白
質に注目し、アスパラギン残基の脱アミド化による翻訳後修飾の脂肪滴形成に対する効果を
検討した。アスパラギン残基の脱アミド化はアスパラギン酸残基に変化する。アスパラギン残
基をアスパラギン酸（N24D および N226D）に変えた PHB1 を発現する安定細胞株を樹立し、ミ
トコンドリア形態、脂肪敵の形態、脂肪滴関連蛋白質 perilipin-1~5 の遺伝子発現を検討し
た。N24D 変異を認識するモノクローナル抗体を作成し、加齢マウス肺での発現を検討した。
N24D および N226D 発現細胞では癒合拡大した脂肪滴の増加と脂肪滴形成に関与する蛋白質
perilipin-1,-2,-3発現の増加、perilipin-4, -5発現の低下を示した。加齢マウス肺では N24D
変異型 PHB1 の増加が認められ、PHB1 N24D 変異は脂肪滴形態を変化させ、加齢現象との関連
が示唆された。 

 
3. 舌に生じた成人型黄色肉芽腫の１例 

〇高橋美香子＊,＊＊＊ 、中山温史＊,＊＊＊ 、小原瑞貴＊,＊＊＊ 、山谷元気＊,＊＊＊ 阿部亮輔＊＊,＊＊＊、
阿部亜希＊＊,＊＊＊、八木正篤＊＊,＊＊＊、山田浩之＊＊＊  、武田泰典＊＊＊＊  
（岩手県立磐井病院歯科口腔外科＊ 、岩手県立中央病院歯科口腔外科＊＊、口腔顎顔面再建
学講座口腔外科学分野＊＊＊、口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野＊＊＊＊） 
黄色肉芽腫は、組織球増殖に脂質の蓄積を伴う皮膚の腫瘍で、乳幼児期、小児期に発症する。

一般的には若年性黄色肉芽腫の名称で知られているが、成人の発症例もわずかながら報告さ
れている。口腔領域での発生は非常にまれで、臨床所見から診断することは困難な場合が多い。
このため、報告例の多くは術後の病理組織学的検索で黄色肉芽腫と診断されている。今回われ
われは、成人の舌に生じた黄色肉芽腫の症例を経験したのでその概要を報告する。患者は 30
歳代の女性で、右側舌縁部の腫瘤に気付くも疼痛がないため放置していた。3か月経過後も縮
小傾向がみられないため、近在歯科医院からの紹介により当科を受診した。初診時、右側舌縁
部に直径 8mmの弾性軟、表面は正常粘膜色で内部やや黄色、可動性のある腫瘤を認めた。舌良
性腫瘍の診断のもと切除を行い、2年半経過した現在、再発を認めていない。 
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4. 小唾液腺由来粘液嚢胞に対する凍結療法の臨床成績 

〇山内博仁、川井 忠、角田直子、小原瑞貴、鈴木 舟、宮本郁也、武田泰典*、山田浩之 
（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野*） 
【緒言】小唾液腺由来粘液嚢胞に対して凍結療法を行った治療成績について報告する。 
【対象と方法】2019 年 1 月～2020 年 3 月に粘液嚢胞の臨床診断となった 47 例中、凍結療
法を希望した 24 例を対象とした。局所麻酔は行わず、病変の冷凍凝固 30秒を 1回に 2～
3 度繰り返した。病変が消失するまで経過観察し、処置は 1～2 回行った。消退傾向がみ
られない症例については摘出術し、病理検査を行った。 

【結果】患者の最少年齢は 2歳、最高年齢は 83歳、平均 21 歳であった。24例中 22例は凍
結療法で病変の消失がみられた。奏効率は 91.7％であった。術後の出血や神経障害は見
られなかった。摘出した 2例の病理標本では、囊胞周囲の慢性炎症、瘢痕組織、また小唾
液腺の萎縮が確認された。 

【結論】凍結療法は、低年齢患者でも外来で簡便に行える処置であり、粘液嚢胞に対する有
効な治療法の 1 つであることが示唆された。 

 
5. 上顎正中に過剰歯 3本を認めた 1例 

〇笹村祐杜、宮本郁也、山谷元気、角田直子、小松祐子、川井 忠、藤村 朗＊、山田浩之 
（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、口腔医学講座歯科医学教育学分野＊） 
【目的】：今回我々は、上顎正中部に 3 本の過剰歯を認めた症例を経験したのでその詳細を
報告する。 

【症例の概要】：9 歳女児、歯の萌出に疑問を感じ近在歯科医院を受診し、正中過剰歯を指
摘され当科紹介受診となった。既往歴に特記事項はなかった。CBCT にて、上顎正中に１
本が埋伏、2本が萌出した円錐状の過剰歯を認めた。歯列不正および咬合異常を認めたた
め、保護者と相談の上、全身麻酔下にて抜歯術を施行した。特に問題は認められず、現在
は紹介元にて経過観察中である。 

【考察】：全ての永久歯群における過剰歯の発生頻度は約 2～3％とされる。正中過剰歯の出
現する歯数は、1 歯が 70～80％で、3 歯以上みられるものは 1％前後と非常に稀である。
複数の過剰歯を認める場合は全身疾患や遺伝性疾患に伴い出現することが多いが、今回
の症例では全身的な問題は認められなかった。 
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研究助成 成果報告 

1. エナメル上皮腫の新規治療法開発に向けての増悪因子の分子生物学的解析 
〇石河太知 
（微生物学講座分子微生物学分野） 

[目的] エナメル上皮腫の顎骨内の侵襲的な増大や、まれに見られる悪性化・転移には、細
胞接着因子である Laminin（LM）等の発現や、サイトカインの関与が示唆されている。しか
し現在、本疾患の分子生物学的なメカニズムについては不明な点が多く残されている。また、
その増悪には歯周病原細菌の関与が疑われるものの、これまでそれら細菌の影響は全く検
討されていない。そこで本研究では 3 種の細胞株を用い、細胞接着因子、サイトカインに加
え、細菌由来因子も含めた本疾患の増悪に関するメカニズムについて明らかにすることを
目的とする。 
[方法]同一のエナメル上皮腫から分離され性状の異なる HAM1、HAM2、HAM3 を用いた。トラ
ンスウェルカルチャーインサートを LM332 でコーティングし migration assay を行った。
細胞数は 400倍の顕微鏡下で計測した。酪酸や EGFおよび TGFβで細胞を刺激後、total RNA
を抽出・精製し、quantitative reverse-transcription PCR（qRT-PCR）を行った。さらに
3次元培養法を確立し、2次元培養法との比較や酪酸の影響を qRT-PCRにより検討した。 
[結果] LM332が 3 種すべての細胞株の migrationに影響を及ぼした。酪酸の刺激により EGF
と TGFβの mRNA発現が HAM2と HAM3 で有意に増加した。さらに、LMβ3 の mRNA 発現は、EGF
および TGFβで刺激されたそれぞれの細胞株で増加した。3 次元培養法では 2次元培養法に
比べ遺伝子発現レベルが有意に高く、また酪酸に対する反応性も高い傾向にあった。 
[考察]以上より、酪酸はエナメル上皮腫からの EGF および TGFβ の産生を誘導することが
示唆された。また、それらがオートクラインに作用することにより LM332の発現が上昇しエ
ナメル上皮腫の悪性化に強く関与する可能性が示唆された。 
 

2. LPS とチタン粒子を作用させた歯肉上皮細胞の生化学的応答 
〇菅原 志帆 

（補綴・インプラント学講座補綴・インプラント学分野） 
研究背景および目的：インプラント周囲炎の原因は、歯周炎と同様に口腔内のプラーク細菌
叢である。また、歯周炎と比較して骨吸収の進行が早く難治性であることが知られており、
この違いは細菌の為害性以外にチタンより（摩耗や溶解で）脱落するサブミクロンチタンが
影響している可能性がある。本研究では、インプラント周囲炎と歯周炎に共通して多い歯周
病原細菌 Porphyromonas gingivalis のリポ多糖（LPS）（Pg-LPS）と大腸菌由来のリポ多糖
（Ec-LPS）ならびにサブミクロンチタンが、ヒト歯肉上皮細胞株(CA9-22)の産生する炎症性
サイトカイン mRNA発現に及ぼす影響を検討したので報告する。方法：本研究で使用した CA9-
22は、10％FBSおよび１％抗生剤を添加した DMEM培地に 37 ℃、5％気相下にて継代培養し
たものを用いた。24穴マイクロプレートに 1.0×105 cells/wellで播種し 48時間培養した。
その後、①10 µg/ml Pg-LPS、②1 µg/ml Ec-LPS、③10µg/ml と④100µg/ml の濃度のサブミ
クロンチタンで刺激を行い、1、3、6、 24時間後の炎症性サイトカイン（TNF-α、IL-1 、
IL-6、IL-8）の mRNA 発現量をリアルタイム RT-PCRにて測定した。 
結果および考察：Pg-LPSは Ca9-22細胞に IL-8の mRNA発現を誘導し、作用 1 時間後で、
発現量は最大となり、以降発現は低下した。同様に、他の 3つのサイトカインの mRNAの発
現も作用 1 時間後に顕著になり、以降減少した。また、 Ec-LPS とサブミクロンチタンに
よる刺激時でも Pg-LPS刺激と同様の挙動が観察された。以上より、歯肉上皮細胞の防御反
応（具体的には、活性酸素を放出する好中球の走化性等）は P. gingivalis 感染後、早期
から惹起されていると推測された。さらに IL-8 については上皮細胞がオートクラインに
産生して血管新生を誘導し、インプラント周囲炎の初期生体反応を引き起こしていると考
えられた。サブミクロンチタンは、上皮細胞には貪食能は無いので、接触することによっ
て上皮細胞に炎症性サイトカインを産生させることが示唆された。今後、Pg-LPS とサブミ
クロンチタンの重畳効果の検証も行っていく予定である。 
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特別講演 

 

「歯科理工学から考えるチタン系材料」 

医療工学講座 武本真治 教授 

 

チタンやチタン合金は金属材料の中では軽く、強度に優れる利点から歯科のみならず工業界

も含めて幅広く応用されている。歯科臨床では患者の個々に適合した修復物や補綴装置がテー

ラーメイドで製作される。そのような補綴装置には、金属材料であれば金銀パラジウム合金やコ

バルトクロム合金が歯科精密鋳造や CAD/CAM によって製作されている。近年、貴金属の高騰が著

しく、さらに COVID-19 による為替の乱高下により、歯科臨床の保険適応となっている金銀パラ

ジウム合金も高騰している。そのような情勢も相まって、本年 6 月 1日から金属製歯科補綴物の

鋳造用金属として純チタン 2種が保険収載された。 

これまでチタンおよびチタン合金は、歯科臨床ではインプラントボディや矯正線として応用さ

れている。チタンには表面に薄い不動態皮膜が形成し、この不動態皮膜が生体内での優れた耐食

性を示すとともに、インプラント材としてのオッセオインテグレーションのような生体親和性

に優れる原動力となっている。しかし、口腔内の過酷な環境では優れた耐食性を有しているチタ

ンやチタン合金も腐食や変色が生じることが報告されている。 

本講演では、チタンやチタン合金が腐食する要因としてこれまでに明らかになっているフッ化

物や過酸化物および硫化物について報告されている研究を中心に紹介する。また、その腐食を改

善するための方法としての現在の取り組みと臨床での応用を目指した今後の展望を紹介する。 

 

 


