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岩手医科大学歯学会 

第 89回例会プログラム 

日時：令和 2年 11月 28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          

13：05〜14：05         一般演題          座長 1-3 熊谷章子 

                                  4-6 武本真治 

1. 大規模災害時のデンタルチャート 

〇佐藤真歩、藤原尚樹*、浅野明子**、工藤義之**、三浦廣行**、佐々木信英*、藤村朗** 

（歯学部 3年、解剖学講座機能形態学分野*、口腔医学講座歯科医学教育学分野**） 

2. 岩手医科大学口腔外科における過去５年のインシデント・アクシデント報告の分析 

○小原瑞貴、川井 忠、山谷元気、小野寺慧、角田直子、小松祐子、齋藤勇起、小泉浩二、

平野大輔、古城慎太郎、大橋祐生、小川 淳、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） 

3. 下顎小臼歯の異所性埋伏について 

〇笹村祐杜、小川 淳、高橋徳明*、吉田結実子*、古城慎太郎、宮本郁也、山谷元気、 

藤原尚樹**、藤村 朗***、山田浩之 

（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、口腔顎顔面再建学講座歯科放射線学分野*、 

解剖学講座機能形態学分野**、口腔医学講座歯科医学教育学分野***） 

4. Digital Light Processing 方式の 3Dプリンタで製作した作業模型の精度と経時的変形 

〇柳澤基、小山田勇太郎、田邉憲昌、鬼原英道、小林琢也*、近藤尚知 

（補綴・インプラント学講座補綴・インプラント学分野、補綴・インプラント学講座摂食嚥

下・口腔リハビリテーション学分野*） 

5.上顎大臼歯部にみられた双生歯と思われる一例 

 〇平山和征、小川 淳*、古城慎太郎*、池田裕之介、高橋徳明**、泉澤 充**、藤原尚樹 ***、 

藤村 朗**** 宮本郁也*、山田浩之*  

（卒後臨床研修歯科医師、口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野*、歯科放射線学分野**  

解剖学講座機能形態学分野***、口腔医学講座歯科医学教育学分野****） 

6. 顎下部非クロストリジウム性ガス壊疽の 1例 

○齋藤勇起、川井 忠、角田直子、小松祐子、小泉浩二、山内博仁、小川 淳、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） 

 

(休憩 会長特別賞投票) 
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14：15〜14：55          優秀論文賞受賞講演           座長 1.泉澤 充 

2.鬼原英道 

 

1. Comparison of 18F-choline and 18F-FDG accumulation in PET imaging of oral squamous 

cell carcinoma 

－口腔扁平上皮癌の PETイメージングにおける 18F-choline および 18F-FDG集積の比較－ 

〇原 康文 

(堀口歯科医院(三沢市）) 

 

2．下顎運動データを用いたヴァーチャルワックスアップによる CAD/CAMクラウンの咬合接

触の評価 

〇塚谷 顕介 

（補綴・インプラント学講座） 

 

14：55〜16：55                特別講演             座長 1.原田英光 

                                                                   2.小林琢也 

1．「病理学の教え －疾病を読み、症例に学ぶ－」 

入江太朗 教授 (病理学講座病態解析学分野) 

 

2．「非侵襲的検査の画像を用いて咀嚼・嚥下機能を可視化する」 

佐原資謹 教授 (生理学講座病態生理学分野) 

 

会長特別賞発表 

 

閉会 

 

（担当：発生生物・再生医学分野、病態解析学分野、う蝕治療学分野） 
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一般演題 
 
1. 大規模災害時のデンタルチャート 

〇佐藤真歩、藤原尚樹*、浅野明子**、工藤義之**、三浦廣行**、佐々木信英*、藤村朗** 
（歯学部 3年、解剖学講座機能形態学分野*、口腔医学講座歯科医学教育学分野**） 
要旨： 2011年 3月 11日の東日本大震災での大津波で多くの方が亡くなられた。令和 2年
度の基礎科学演習で、当時、身元確認に参加された解剖学講座機能形態学分野に配属され
る機会を得、話を聞いてデンタルチャート（死後記録）が気になった。現場ごとに口腔内所
見採取の環境が異なること（特に停電と遺体安置所の構造）による記載ミス、記録者により
記載用語が異なったこと、各県ごとにデンタルチャートの様式が多少異なるため他県との
照合作業に支障をきたしたこと、などにより、生前記録と死後記録の照合作業が難しくな
ったことを知った。今回は震災当時、岩手医大から身元確認作業に積極的に参加された法
歯学・災害口腔医学分野の熊谷章子先生にお話をお聞きし、現場で実際に使いやすい、他県
とのデータの共有が可能なデンタルチャートを PC入力フォーマットとして作成したので報
告する。 

 

2. 岩手医科大学口腔外科における過去５年のインシデント・アクシデント報告の分析 
○小原瑞貴、川井 忠、山谷元気、小野寺慧、角田直子、小松祐子、齋藤勇起、小泉浩二、
平野大輔、古城慎太郎、大橋祐生、小川 淳、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） 
【目的】岩手医科大学口腔外科のインシデント・アクシデント報告を分析し，今後の医療
安全向上に役立つ情報を取集することを目的とした． 
【方法】2015‐2019 年度の過去 5年の報告を対象とした．分析項目は，発生年度，発生場
所，発生月，発生曜日，発生時間，当事者経験年数，報告内容，レベル分類とした． 
【結果】総報告数は 56 件であり，年数とともに増加傾向を示した．発生場所は外来が多
かった．発生月は夏季前後に多く，発生曜日は週末前後に多かった．発生時間は午後が多

かった．当事者の経験年数に関係性は認めなかった．内容は，処方・薬剤関連の誤り，不
要・不適切な検査や処置の施行，体内異物残存，バー破損，抜歯後歯質の残存，患者情報
確認不足が多かった．レベル分類ではレベル 1が最も多かった． 
【結語】本分析結果を参考にし，医療安全の向上に取り組みたいと考えている． 

 

3. 下顎小臼歯の異所性埋伏について 
〇笹村祐杜、小川 淳、高橋徳明*、吉田結実子*、古城慎太郎、宮本郁也、 
山谷元気、藤原尚樹**、藤村 朗***、山田浩之 
（口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野，口腔顎顔面再建学講座歯科放射線学分野*， 
解剖学講座機能形態学分野**，口腔医学講座歯科医学教育学分野***） 
【目的】：今回我々は，下顎小臼歯が異所性埋伏をきたした４症例を経験したので，その詳

細を文献的考察を含め報告する． 
【症例の概要】：当院で過去３年間にパノラマエックス線写真と歯科用コーンビーム CTを
撮影された症例において，成人の異所性埋伏状態の下顎小臼歯は４症例であった．症例
の概要としては，３３歳から６４歳の男性３例，女性１例，右側が１例，左側が３例であ
った．すべての症例が水平埋伏状態で，約 1 歯以上の移動量を有し，移動方向として近
心が 1例，遠心が３例であった． 
【考察】：下顎小臼歯の異所性埋伏に関する報告はまれである．移動量の大きい下顎小臼
歯の異所性埋伏は，歯導帯の彎曲に伴い正常な萌出経路が失われることで生じる可能性
が示唆されている． 
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4. Digital Light Processing 方式の 3Dプリンタで製作した作業模型の精度と経時的変形 
〇柳澤基、小山田勇太郎、田邉憲昌、鬼原英道、小林琢也*、近藤尚知 

（補綴・インプラント学講座補綴・インプラント学分野、補綴・インプラント学講座摂食嚥

下・口腔リハビリテーション学分野*） 

【目的】本研究では、Digital Light Processing （DLP）方式の 3Dプリンタと光学印象
用インプラントアナログを用いて製作した作業模型の精度と経時的変形を検討した。 
【方法】上顎無歯顎模型と 5本のインプラントアナログおよびボールアバットメントのス
キャンデータを用いて、基準となる CADデータ（CADref）を作成し、次にインプラントア
ナログ挿入用の穴を設計した CADデータ（CADhole）を作成した。CADrefと CADholeから
3Dプリンタで 10 個ずつ模型を造形し、それぞれを 3DPref、3DPholeとした。3DPholeに
はインプラントアナログとボールアバットメントを装着した。3DPref と 3DPhole を工業
用スキャナで、模型製作後 0日目～14日目に測定し、ボールアバットメント間距離を CAD
ソフトウェア上で計測した。 
【結果】アバットメント間距離が長くなるほど、作業模型製作時の誤差が増加する傾向が

あった。一方、作業模型の経時的変形は見られなかった。 
 
5. 上顎大臼歯部にみられた双生歯と思われる一例  

〇平山和征、小川 淳*、古城慎太郎*、池田裕之介、高橋徳明**、泉澤 充**、藤原尚樹 ***、
藤村 朗**** 宮本郁也*、山田浩之*  

（卒後臨床研修歯科医師、口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野*、歯科放射線学分野**  
解剖学講座機能形態学分野***、口腔医学講座歯科医学教育学分野****） 

  【緒言】双生歯は歯の形態異常の一種で、正常歯胚がその側に発生した過剰歯胚と合一し 
歯髄の一部が共通になった歯と定義されている。今回、われわれは上顎大臼歯部に生じ
た 双生歯と思われる症例を経験したので，その概要を報告する。  
【症例】患者は 43 歳の男性、総合歯科より、上顎右側臼歯部の過剰歯の抜歯目的に当科 

を受診した。過剰歯は二咬頭性で第二、第三大臼歯間頬側に萌出していた。過剰歯の形態 
は単純エックス線写真では判然とせず、歯科用コーンビーム CT 画像では近遠心的に扁
平 で 2 咬頭性だった。抜去歯のマイクロ CT 画像では歯髄を共有し癒合した 2 つの歯
冠が認 められ、双生歯を示唆する所見であった。  
【結語】上顎大臼歯部に生じた双生歯と思われる歯に関し、詳細な画像所見を含め報告す 
る。鑑別診断として癒合歯、癒着歯も考えられ、これらの歯の形態異常の定義についても 

考察する。 

 

6. 顎下部非クロストリジウム性ガス壊疽の 1例 
○齋藤勇起、川井 忠、角田直子、小松祐子、小泉浩二、山内博仁、小川 淳、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） 

【目的】今回、われわれは顎下部非クロストリジウム性ガス壊疽の 1 例を経験したので
報告する。 
【症例の概要】患者は 92 歳、男性。右側顎下部の腫脹を主訴に 2020 年 8 月当科受診と
なった。経口抗菌薬を投与したが、腫脹は増大した。第 7 病日に造影 CTを撮影したとこ
ろ、右側頬部から顎下部にかけて遊離ガスを伴う膿瘍形成がみられた。即日入院管理と
なり、同日全身麻酔下に気管切開術、切開・排膿術、壊死組織除去術を行った。術後は
抗菌薬の点滴静注を行い、炎症症状は軽減した。第 15病日には原因歯である 48を抜去
した。嚥下リハビリテーション目的に近医へ転院となり、経過良好である。 
【考察】ガス壊疽は深部での病変の重篤さの割に臨床所見が現れにくく、診断が遅れが
ちなため、死亡率が高い。頭頸部におけるガス産生感染症患者には、早期の診断と、必
要に応じた外科的消炎処置が重要と考えられた。 
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優秀論文賞受賞講演 
 

1. Comparison of 18F-choline and 18F-FDG accumulation in PET imaging of oral squamous 

cell carcinoma 

－口腔扁平上皮癌の PETイメージングにおける 18F-choline および 18F-FDG集積の比較－ 

 

堀口歯科医院(三沢市） 

院長 原 康文 

 

［背景］ PETは、核医学検査の１つで癌の画像診断法として広く用いられている。グルコ

ース類似体を 18Fで標識した 18F-FDGは、本邦で最も使用頻度の高い癌トレーサーであり、

半減期が長い（110分）ため、現在デリバリーとして PET施設に供給されている。一方、

cholineを 11Cで標識した 11C-cholineは、半減期が 20分と短いためデリバリーできないも

のの、その集積が血糖値に左右されず、癌細胞に短時間で集積することから脳腫瘍や前立

腺癌の癌トレーサーとして欧米を中心に広く使用されている。本研究は、デリバリー可能

な 18Fで標識した 18F-cholineを合成し、口腔癌に対する有用性を明らかにすることを目的

とした。 

［方法］口腔扁平上皮癌の患者を対象に、18F-choline PET (17 例)と 18F-FDG PET (19例)を

行った。それぞれの集積は、SUVmaxとして定量化した。計測部位は、脳・大唾液腺・肝

臓・腹部・膀胱・原発巣とした。 

［成績］ 

（１）脳と膀胱に対する 18F-cholineの平均 SUVmaxは、18F-FDGのそれと比較し極めて低か

った。 

（２）耳下腺、顎下腺、舌下腺に対する 18F-cholineの平均 SUVmax は、18F-FDGのそれより

高かった。 

（3）原発巣に対する、18F-cholineと 18F-FDGの平均 SUVmaxには、統計学的有意差はなかっ

た。 

（4）舌癌に対する各トレーサーの投与後からの経時的変化を分析したところ、18F-choline

集積は、10分以内にピークに達していた。18F-FDG集積は徐々に増大するが 50分経過しても

ピークに達しなかった。  

［考察及び結論］ 

 本研究では、主要臓器および口腔癌に対する 18F-cholineと 18F-FDG集積を比較した。18F-

cholineは脳への集積が低いため、脳の近傍に進展していることが予想される口腔癌の診断

に特に有用と思われた。しかしながら、大唾液腺への集積が 18F-FDGよりやや高いため、特

に顎下腺に接する転移性リンパ節が疑われる症例では、CTや MRIなどの複合的診断が必要

と思われる。18F-choline は、半減期が長いため 18F-FDGと同様にデリバリーとして PET施

設に供給可能であると共に、18F-FDGより検査時間の短縮が図られ、患者への負担が少な

く、口腔領域でも有用な PET用癌トレーサーであることが明らかになった。 
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2. 下顎運動データを用いたヴァーチャルワックスアップによる CAD/CAM クラウンの咬合

接触の評価 

 補綴・インプラント学講座 

塚谷 顕介 

 

従来，咬合器上では咀嚼運動を含めた曲線的な顆頭運動の再現は困難であった．一方，近年

になり下顎運動の測定データをクラウン咬合面形態に反映することの出来るシステムが開発

され，ヴァーチャル空間での理想的な咬合接触を付与したクラウン製作が可能となった．本

研究の目的は，設定する下顎運動経路の違いが，クラウンの咬合接触に与える影響について

ヴァーチャル空間で検証することである． 

本研究に同意の得られた男性 16 名，女性 5 名を被験者として上下顎の印象採得，下顎運動

測定装置を用いて偏心運動，咀嚼運動を測定した．その後，石膏模型を製作し，咬合器に装着

した．下顎右側第二大臼歯を被験歯とし，模型上で仮想支台歯形成をした．技工用スキャナー

で上下顎歯列をスキャンした後，測定した下顎運動データと模型データを統合した．これら

のデータをもとに①咬頭嵌合位での理想的な咬合接触を付与したクラウン（Base-Cr），②ヴ

ァーチャル半調節性咬合器による直線的な偏心運動経路を反映したクラウン（Se-Cr），③被

験者が実際に行った曲線的な偏心運動経路を反映したクラウン（Ec-Cr），ならびに④咀嚼運

動経路を反映したクラウン（Ch-Cr）を設計した． 

Base-Cr と Se-Cr，Ec-Cr，Ch-Cr を重ね合わせ，比較した結果，Ch-Cr の垂直的変化量の中

央値は 0.29 mmであり，Se-Crの 0.23 mmと比較し有意に大きな値を示した（p < 0.05）．Ec-

Crと Ch-Crの垂直的変化量を比較すると，被験者 21名中，Ch-Cr より Ec-Crの変化量が大き

い被験者が 6名，Ec-Cr より Ch-Crの変化量が大きい被験者が 14名，変化がなかった被験者

が 1名であり，個人差があることが認められた． 

ヴァーチャル半調節性咬合器による偏心運動，患者固有の偏心運動および咀嚼運動をもとに

クラウンを設計し，ヴァーチャル空間で比較した結果，下顎運動経路の違いが咬合接触に影

響を与えることが示唆された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

特別講演 1 

 

「病理学の教え －疾病を読み、症例に学ぶ－」 

 

病理学講座病態解析学分野 

入江 太朗 教授 

 

病理学（Pathology）の語源はギリシャ語の病気（パトス pathos）と学問（ロゴス logos）の

合成語であるとされている。健康なヒトの臓器や組織が、健康を損なう状態下においてどの

様な変化を起こすのか、それらを言語により記述し、知識として蓄積するとともに、その仕組

みを明らかにすることを目指して先人達が努力を積み重ね続けてきた学問領域である。学問

的な意味で病気の考え方がまとめられた病理学の黎明期とされるのはギリシャ時代に遡るが、

概ね現在の形となった近代病理学が Rudorf Virchow（ルドルフ・ウィルヒョウ）により確立

されたのは、19 世紀に入った 150 余年前に過ぎない。私には師と仰ぐ恩師が二人いる。一人

は新潟大学歯学部口腔病理学教室の教授であった朔 敬先生と、もう一人は大宮赤十字病院

病理部部長であった兼子 耕先生である。お二人は大学院時代の同門であり、共に鹿児島大

学医学部第２病理学教室の佐藤栄一教授の弟子である（佐藤教授の師匠は「赤崎病理学」の赤

崎兼義先生）が、私から 6 代遡ると Virchow に到達する。朔先生からは大学院時代に「あな

た方は Virchow の 7 代目の弟子である」と言われたことがある。兼子先生は「病理学は伝統

芸能である」と仰っていた。お二人とも「先人達から受け継いできた病理学」を意識され、そ

れ故に何とか次の世代に病理学を受け継がせるべく大変な努力をされていた。私が普段使っ

ている病理学の知識は先人達が経験した多くの症例から得られた教訓が伝承されてきたもの

でもあると考えられる。 

 本講演では、「先人達から受け継いできた病理学」を受け継ぐことの大切さとその必要性に

ついて実症例を例にいくつか紹介すると共に、形態学的な病的変化を核酸や蛋白質の量的変

化に置き換えて把握することへの道を拓くべく取り組んだレーザーマイクロダイセクション

法の確立とその応用、さらに現在の取り組みについて紹介する。 
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特別講演 2 

 

「非侵襲的検査の画像を用いて咀嚼・嚥下機能を可視化する」 

 

生理学講座病態生理学分野  

佐原 資謹 教授 

 

CT, MRIなどの非侵襲的検査法は、画像診断目的で臨床で広く用いられている。近年これら非

侵襲的手法の撮影（像）法や解析法の進歩が目覚ましく、多くの領域で研究目的でも使用され

るようになってきた。本講演では口腔領域での研究例として、これまでに進めてきた、CT, MRI, 

MEGによる画像データを用いて咀嚼・嚥下機能を可視化する試みを紹介する。 

咀嚼・嚥下運動は、反射、繰り返しのパターン運動、随意運動の３要素を持つ、高度に制御、

統合された一連の運動であることが知られている。動物実験により、顎反射とその制御メカ

ニズム、脳幹に存在するリズムジェネレータについて多くの知見が集積されており、MRI, CT

などの非侵襲的手法で、口腔領域の大脳皮質での機能局在（機能地図）が明らかされてきた。

そこで、fMRI により得られる咀嚼・嚥下運動時の脳活動部位をそれぞれ結びつけ、機能結合

ネットワークを明らかにすることで、その制御メカニズムを可視化した。その結果、歯のタッ

ピング運動に際して、小脳、大脳基底核、運動野が機能的ネットワークを作り、運動の計画と

遂行に関与する可能性が示唆された。しかし、“どのようにして感覚入力を運動に変換するか”

という問いには、未だ答えが得られていない。 

また、嚥下運動は関与する器官の形状が複雑ならびにその動きが複雑であるためコンピュー

タ・シミュレーションが有望な手段である。現在までに医用画像（CT,VF, MRI）と解剖の知識

を統合したモデルが構築されてはいるが、CT や嚥下造影像は 2 次元画像で、軟組織や食塊の

描出は困難で可視化が充分にできていなかった。そこで 320列面検出型 CT (320-ADCT) を使

用することで、高精度・高分解能の３次元画像を得ることを試み、嚥下時の舌骨の運動軌跡の

計測から、嚥下に関与する骨格筋の筋骨格モデルを構築、筋トルクを算出し、筋張力および筋

長の変化を推定した。さらに、咽頭壁の拳上と収縮運動のモデル化も行なった。今後、

Parkinson 病、筋ジストロフィー患者から、形態および CT/MRI 画像および自発嚥下時の機能

データ（嚥下音、筋電図、咽頭圧）、さらには脳機能データ functional MRI（fMRI）を収集、

病状の進行状況の追跡により、各々の疾患による嚥下障害の神経・筋機構の解明などが可能

になると思われる。 

 

 

 

 

 


