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第75回日本矯正歯科学会大会の開催にあたり

公益社団法人日本矯正歯科学会 理事長
清水 典佳

第75回日本矯正歯科学会大会は、田中栄二大会長、堀内信也事務局長、黒田晋吾名誉事務局長のもと、
平成28年11月7日（月）から9日（水）の3日間にわたり、徳島市のアスティとくしま及び徳島文理大学
むらさきホールにて開催される運びとなりました。主管校である徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔
面矯正学分野の先生方には多大なるご尽力をいただき、深く感謝いたします。徳島での開催は昭和62年の
第46回大会以来28年ぶりで、昭和60年に開通したばかりの大鳴門橋を渡り、徳島に入ったのが懐かしく
思い出されます。

これまでの多くの大会は大きなイベント会場を有する場所で開催されておりましたが、第71回大会は
岩手県盛岡市にて、第72回大会は長野県松本市にて開催され、盛会に終わりました。今回も徳島市という
ことで交通の便や宿泊施設の心配もありましたが、主管校の先生方のご努力と会員皆様の協力のもと、素晴
らしい大会が開催されるものと確信しております。

本大会は「矯正歯科治療の安定性と効率バランスを追及する」をメインテーマとして開催されます。11月
7日夕方の生涯研修セミナー、サテライトセミナーから始まり、8日、9日には本大会のメインテーマに準
じた「歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療後の長期安定性」「理学療法と矯正歯科治療」「マルチ
ブラケットシステム治療の効率性と安定性」という3つの興味深い臨床セミナーが開催されます。特別講演
ではノーベル物理学賞を受賞した中村修二先生による青色LED発明についてご講演をいただくことになっ
ており、きっと会員の皆様は講演を楽しみにしていることと思います。また、「女性の社会進出―医療現場
で働く女性へのメッセージ」と題して矯正医のみならず各方面で活躍している女性による討論形式のシン
ポジウムが開催され、今後一層の活躍が期待される仕事を持つ女性に関し有意義なメッセージが得られる
ものと思います。

大会最後のJOSフォーラムでは、各委員会からのJOSアップデートと共に「2020年開催の9th IOC
大会の成功のために」と「埋伏歯牽引の保険導入」に関するホットトピックスを用意しております。JOS
フォーラムでは会員にとって重要な情報を提供するようにしておりますので、帰りを急ぐ気持ちを少し抑
えて、是非ご参加いただければ幸いです。

本大会が会員の皆様にとって実り多くご満足いただけるものとなりますことを心から祈念しております。
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第75回日本矯正歯科学会大会開催のご挨拶

第 75回日本矯正歯科学会大会 大会長
田中 栄二

このたび、第75回日本矯正歯科学会大会を徳島市で開催させて頂くことになり、大変光栄に存じますと
ともに、 このような機会を与えて下さいました石川博之前理事長ならびに清水典佳理事長はじめ本学会役
員および日本矯正歯科学会会員の皆様に深く感謝を申し上げます。

本大会では、メインテーマを「矯正歯科治療の安定性と効率バランスを追求する－Seeking the best 
balance between stability and efficiency in orthodontics－」とさせていただきました。近年、医療の
世界では、生命科学が目覚ましい進歩を遂げ、さまざまな新しい医療技術が導入され、さらに安心・安全な
医療に向けての制度が日々進歩普及しております。矯正歯科治療の安定性と効率バランスの追求すること
は、新しい時代の発展に向けて重要且つ不可欠であると考えます。そこで、本大会では新しい時代の発展に
向けて、矯正歯科医療の大きな革新となるような機会となることを期待しております。

特別講演では、2014年度ノーベル物理学賞受賞者であり、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授で
ある、中村修二先生に「高効率青色LEDの発明と将来の固体発光光源」について、青色LEDの発明に至った
経緯とノーベル賞をはじめとする権威ある数々の賞を受賞するに至った歩みを、今後の時代を担う若手研究
者への熱いメッセージとともに、お話ししていただきます。教育講演では、徳島大学藤井節郎記念医科学セ
ンター顧問・徳島大学名誉教授の松本俊夫先生に「メカニカルストレスと骨」についてお話をいただきます。
お二人ともに、世界に先駆けた発明・発見を果たした高名な研究者ですので、若手研究者の方々にとっては
最先端研究に触れる良い機会となると思います。

シンポジウムでは、テーマを「女性の社会進出-医療現場で働く女性へのメッセージ」とし、女性医師・歯
科医師としてご活躍されている4名の先生方に「働く女性の立場」からご講演いただきます。さらに、矯正歯
科治療経験者代表として女優・水野真紀さんを招いてのパネルディスカッションも企画しています。臨床セ
ミナーでは「歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療後の長期安定性」、「理学療法と矯正歯科治療」、「マ
ルチブラケットシステム治療の効率性と安定性」と題して、矯正臨床に関する温故知新について、会員の皆
様とともに考える機会になるものと期待しております。その他、スタッフ&ドクターセミナー、JOSフォー
ラム等、興味深い内容を企画致します。

会場は徳島市の「アスティとくしま」「むらさきホール」で、懇親会は特別に、鳴門市の「大塚国際美術館」
にて行う予定です。秋の徳島は、豊かな海・山・川・里の幸に恵まれ、県全体の8割を占める自然の紅葉も
見事です。どうぞ3日間の大会期間を存分に楽しんでいただければ幸いです。
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6. 年会費の受付
年会費未納の方は総合受付の「年会費受付」で納入して下さい。
11月8日（火）  9：00～17：00
11月9日（水）  9：00～14：30

7. 生涯研修カード
日本歯科医師会の生涯研修につきましては、日本歯科医師会の会員 IC カードによる読み取りを致しますので、必ず
会員カードをご持参の上、総合受付までおいで下さい。

8. 認定医研修ポイントカード
日本矯正歯科学会の認定医研修ポイントは、ID カードで機械・事務処理を行いますので、認定医の先生は必ず ID カー
ドをご持参の上、「認定医研修ポイント登録受付」にてポイントの登録を行って下さい。

第75回学術大会（10ポイント）
受付日時： 11月8日（火）  9：00～17：00
 11月9日（水）  9：00～14：30
受付場所：総合受付

生涯研修セミナー（5 ポイント）
受付日時： 11月7日（月）  16：00～18：15
受付場所：講演会場入口

JOS フォーラム（5 ポイント）
受付日時： 11月9日（水）  13：45～16：00
受付場所：講演会場入口

9. カメラ ･ ビデオ撮影について
全ての講演においてカメラ・ビデオ撮影は禁止致します。学術・症例展示および症例報告において「撮影可」の表示
がある演題のみ撮影可能です。

10. クローク
会場入口付近にございます。9 日午前は混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお預け下さい。

11. 呼び出し
会場内での呼び出し、メッセージは緊急の場合のみ「総合案内」で受け付けます。

12. 駐車場
大会中は混雑の原因となりますので、車でのご来場はご遠慮下さい。

その他、IDカード登録が必要なプログラム
（※認定医研修ポイントは加算されません）

指導者講習会
受付日時：11月9日（水）10：45～12：00
受付場所：講演会場入口
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13. 宿泊案内
総合受付付近に近畿日本ツーリスト㈱がサービスカウンターを設けます。
宿泊・交通・観光などの手配にご利用下さい。

14．「矯正保険診療に関する相談コーナー」医療問題検討委員会
矯正保険診療に関する相談コーナーを11月9日（水）9：30～11：00、多目的ホール2内に設けます。 
ご質問などがございましたら、お気軽にお立ち寄り下さい。

15．「専門医に関する相談コーナー」専門医委員会
専門医審査の新規及び更新に関するコーナーを11月８日（火）12：00～13：00、９日（水）12：00～13：00、
多目的ホール2内に設けます。
ご質問などございましたら、お気軽にお立ち寄り下さい。
相談コーナーは事前予約制ではございませんので会場へ直接お越し下さい。

16．専門医更新症例審査に関するお知らせ
11月８日（火）10：00に合否を発表し、10：00～10：30に合否保留症例の修正を認めます。

2. 発表される方へ

共通事項
1） 患者さんのプライバシー保護のためカメラ・ビデオ撮影は原則禁止です。「撮影可」の表示のあるもののみ撮影可能と

いたしますので、必要な発表者は、「撮影可」の表示をパネルまたは机に掲示して下さい。患者さんのプライバシー保護
には十分ご配慮下さい。

2） 展示物はすべて複製したものを展示して下さい。展示物の紛失、破損が生じても責任は負いかねます。

1. 学術展示
（1） 展示は11月8日（火）、9日（水）で、1日ごとの入れ替えは行いません。
（2） 11月8日（火）9：00～10：00に搬入し、11月9日（水）16：00～17：00に撤去して下さい。
 搬入時の受付はございません。
 画鋲は各展示パネルに用意します。粘着テープ類は使用できません。
 また、定刻以降に展示物が残っている場合は大会事務局で処分します。

（3） 展示は下図の要領に従って下さい。
 A. 演題番号は大会本部で用意します。
 B. 展示発表には貼り付け可能面が幅120cm×高さ180cmのパネルを用意します。右上部の幅90cm×高さ

26cmの範囲に演題名、所属、発表者氏名をご自分で用意の上、掲示して下さい。また、演者の顔写真2L 版（カ
ラー）をパネル上部の演題名の左に添付して下さい。（詳細図参照）

 C. 展示には申請にしたがって机（幅120cm×奥行45cm×高さ70cm）を用意してあります。机使用の場合、
貼り付け面はタイトルも含めて幅120cm×高さ140cm になりますのでご注意下さい。なお当日、机の追
加はできませんのでご了承下さい。
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無料シャトルバス時刻表

乗降場所

徳島駅
（ホテルクレメント）

⇩
会 場

（アスティとくしま）

鳴門駅
⇩
会 場

（アスティとくしま）

会 場
（アスティとくしま）

⇩
徳島駅

（ホテルクレメント）

会 場
（アスティとくしま）

⇩
大塚国際美術館

大塚国際
美術館
⇩

徳島駅
（ホテルクレメント）

運 賃 無 料

乗車時間 約20分 約40分 約20分 約40分

バス停
から
会場まで

約1分

時 間 8日、9日 8日 9日 8日

7 30、45 40

8 00、15、30、45 15、30

9 00、15、30、45

10

11

12

13 30

14 00、30

15 00、30

16 00、30 00、30、45 00

17 00、30、45 15、20、25、30、35

18 00

19

20 30

※上記スケジュールは目安となります。当日の天候・交通事情により、随時運行となる場合がございます。
※バス乗り場はP.10をご確認下さい。なお、鳴門駅発のバスはJR鳴門駅前バスロータリーから出発いたします。
※ シャトルバスの運行本数には限りがございます。定員に達した場合、次の便または路線バスをご案内することがございますので、

予めご了承の程お願い申し上げます。
※大塚国際美術館から徳島駅行のバスは同時に複数本運行予定です。

バス時刻表
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バス時刻表

路線バス時刻表

乗降場所

徳島駅（③番乗り場）
⇩
会 場

（文理大学前）

徳島駅
（⑤番乗り場）

⇩
会 場

（文理大学西口）

会 場
（文理大学前）

⇩
徳島駅

会 場
（文理大学西口）

⇩
徳島駅

バス名/
路線番号

山城町
（ふれあい健康館）行 南部循環線

（左回り）
R55バイパス線
（あいさい広場）行

徳島駅前行 南部循環線
（右回り）

R55バイパス線
（徳島駅前）行

9、22、23 9、22

運 賃 210円

乗車時間 約15分

バス停
から
会場まで

約5分 約15分 約5分 約15分

時 間 平日

6 55

7 25、45 02、22、52

8 15、50 12、47 7

9 20ア 10、55 40 22

10 30 40 07、47

11 5、40 27、57 22

12 15、50 37 22

13 25 10 12、47

14 00、35 22、57 52

15 10、45 00 17、42 32

16 00、35 20、55 32 07、42 42

17 5、55 35 50 07、37 17

18 35 10 27 02、42

19 15 47 17

20 10 37

21 00

※徳島駅9：20発のバスはアスティとくしま行となります。
※上記スケジュールは目安となります。当日の天候・交通事情により、随時運行となる場合がございます。
※臨時路線バスを運行予定です。詳しくは大会HPをご確認下さい。
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11月7日（月）

16:15-18:15 生涯研修セミナー� 講演会場Ⅱ（徳島文理大学�むらさきホール） p105

矯正歯科医療における歯科衛生士の役割・アップデート

矯正治療時の患者さんと術者の予防意識を一致させる�
～矯正治療期間は、予防の絶好のチャンス～
小森 朋栄 日本歯科大学東京短期大学非常勤講師、井荻歯科医院、ふじた矯正歯科クリニック

MFT指導における歯科衛生士の役割
橋本 律子 大野矯正クリニック歯科衛生士

座長 新井 一仁 公益社団法人日本矯正歯科学会卒後教育委員会委員長
末石 研二 公益社団法人日本矯正歯科学会卒後教育委員会委員

18:15-20:15 サテライトセミナー 2� 講演会場Ⅱ（徳島文理大学�むらさきホール） p113

先天性多数歯欠如症例について基礎的・臨床的観点から考察する

先天性多数歯欠如症例への集学的アプローチ
須田 直人 明海大学歯学部歯科矯正学分野教授

多数歯欠損症 ―原因遺伝子探索とin�vivo機能解析―
泰江 章博 徳島大学病院矯正歯科講師

先天性多数歯欠損症例への歯科矯正用アンカースクリューの応用
横関 雅彦 横関矯正歯科クリニック院長

座長 吉田 教明 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会副委員長
川元 龍夫 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員

18:30-20:30 サテライトセミナー 1� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p109

咬合の長期安定性について

8020�達成者の咬合調査から矯正治療後の長期安定のために生かせること
茂木 悦子 東京歯科大学歯科矯正学講座客員教授

“Stability”のために治療開始前に考えること
高橋 滋樹 高橋矯正歯科医院副院長

オキシタラン線維の咬合の安定性における役割を考察する
中島 一記 福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野助教

座長 末石 研二 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員
黒江 和斗 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員

大
会
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ロ
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11月7日（月）

10:00-18:00 専門医更新用�症例審査� 多目的ホール3（アスティとくしま�１階）�

10:00-19:00 認定医新規申請者症例審査� 第4・5・6会議室（アスティとくしま�２階）�

10:00-19:00 指導医更新用�症例審査� 第 2特別会議室（アスティとくしま�３階）�

14:00-16:00 社員総会� 第 1特別会議室（アスティとくしま�3 階）

11
月
7
日
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プ
ロ
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11月8日（火）

9:15-9:25 開会式� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1）

9:25-11:25 臨床セミナー 1� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p85

歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療後の長期安定性

開咬と反対咬合の治療を通して考える垂直と水平的限界点
本吉 満 日本大学歯学部歯科矯正学講座総合歯学研究所臨床研究部門准教授

歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯の圧下における安定性、�
およびその留意点について
加来 真人 広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科准教授

歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯の水平的移動とその安定性�
～臼歯遠心移動に関して～
渡邉佳一郎 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野助教

ガミースマイルを伴う上顎前突症における歯科矯正用アンカースクリューによる改善と
その安定性について
宮澤 健 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座成人矯正歯科特殊診療科教授

座長 宮澤 健 公益社団法人日本矯正歯科学会理事、愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座成人矯正歯科特殊診療科教授
上岡 寛 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員、岡山大学大学院医薬学総合研究科歯科矯正学分野教授

9:30-11:25 臨床セミナー 2� 講演会場Ⅱ（徳島文理大学�むらさきホール） p91

理学療法と矯正歯科治療

歯科矯正治療における低出力レーザー応用の可能性
清水 典佳 日本大学歯学部歯科矯正学講座教授

振動刺激による歯周組織の賦活化 ～矯正学的歯の移動の促進効果に関する研究～
千葉 美麗 東北大学大学院歯学研究科口腔機能形態学講座口腔生理学分野講師

高周波・電磁波照射の歯周組織再生療法への応用
湯本 浩通 徳島大学病院歯科講師

Acceleration�of�tooth�movement�and�prevention�of�root�resorption�by�
ultrasound
TarekEl-Bialy,BDs,MSc,PhD,ABO,FRCD（C） 
Professor,DepartmentofDentistry,UniversityofAlberta

座長 清水 典佳 公益社団法人日本矯正歯科学会理事長、日本大学歯学部歯科矯正学講座教授
谷本幸太郎 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員、

広島大学大学院医歯薬保健学研究科応用生命科学部門（歯科矯正学）教授
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11月8日（火）

11:40-13:10 ラウンド・テーブル・ディスカッション� RTD�会場（アスティとくしま�3 階�第1特別会議室） p117

1.� 3Dバーチャルモデルの有用性
久保田隆朗 ユアーズ矯正歯科

2.� 口蓋型歯科矯正用アンカースクリューを用いた臨床
斉宮 康寛 神宮前矯正歯科

3.� 矯正医、口腔外科医の連携をさらに深めるために
山口 芳功 草津総合病院

4.� 健診で得られる疫学データの歯科矯正医療への応用を考える
里見 優 さとみ矯正歯科クリニック

5.� 痛みの心理学�-こころの痛みとからだの痛み-
龍野 耕一 たつの矯正歯科クリニック

6.� 矯正用ブラケット撤去方法について
佐藤 俊仁 さとう矯正歯科

7.� ブラキシズムと上部消化管疾患等との関連性
永山 邦宏 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院矯正歯科

8.� 矯正患者における永久歯先天性欠如について
関谷 利子 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

11:45-13:15 日本歯科矯正器材協議会共催企画� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p131

企業プレゼンテーション （お弁当付 先着 350 名）

13:25-15:15 シンポジウム� 講演会場Ⅱ（徳島文理大学�むらさきホール） p79

女性の社会進出−医療現場で働く女性へのメッセージ

輝いて美しく －�女性医療人へのエール�－
水田 祥代 学校法人福岡学園理事長、第23回日本歯科医学会総会会頭、九州大学名誉教授

女性歯科医師の活躍について
高田 淳子 厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健専門官

矯正治療に、女性らしさを活かして・・・
田渕 雅子 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座准教授

女性矯正歯科医の開業を阻む２つの壁
野村 泰世 のむら矯正歯科院長
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11月8日（火）

パネリスト 水野 真紀 女優

座長 野村 泰世 公益社団法人日本矯正歯科学会常務理事、のむら矯正歯科院長

15:30-17:00 特別講演� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p75

高効率青色LEDの発明と将来の固体発光光源
中村 修二 カリフォルニア大学サンタバーバラ校材料物性工学科教授

座長 田中 栄二 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野教授

9:00-17:00 認定医新規申請者�症例展示� 第 4・6会議室（アスティとくしま�2 階）

10:00-17:00 認定医更新用�症例報告� 第 5会議室（アスティとくしま�2 階） p305

10:00-17:00 専門医新規申請者�症例審査� 第 2特別会議室（アスティとくしま�３階）�

10:00-17:00 学術展示／症例展示� 多目的ホール 2（アスティとくしま�1 階） p139 ／ p281

10:00-17:00 商社展示� アスティとくしま�1 階～3階

11:00-17:00 専門医更新用�症例展示� 多目的ホール3（アスティとくしま�１階）

11:00-17:00 指導医更新用�症例審査� 第 2特別会議室（アスティとくしま�３階）�

19:00-20:30 懇親会� 大塚国際美術館�システィーナ・ホール
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11月9日（水）

9:00-11:00 臨床セミナー 3� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p97

マルチブラケットシステム治療の効率性と安定性

スタンダードエッジワイズ装置を基本に据えた矯正歯科治療と臨床教育
齋藤 功 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野教授

アレキサンダーディシプリンに基づいた矯正臨床の安定性と効率バランス
小川 晴也 小川矯正歯科院長

ストレートワイヤーエッジワイズシステムーMcLaughlinシステムのエッセンスと臨床
二宮 隆 医療法人アイデアルアーチ二宮矯正歯科医院院長

ゼロベース・バイオプログレッシブ法における治療の効率性と安定性
石山 隆文 石山矯正歯科クリニック院長

座長 齋藤 功 公益社団法人日本矯正歯科学会常務理事、新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野教授
二宮 隆 医療法人アイデアルアーチ二宮矯正歯科医院院長

9:00-11:00 口演� 口演会場（アスティとくしま�3 階�第 1特別会議室） p134

座長 谷本幸太郎 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員
高橋 一郎 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員
上岡 寛 公益社団法人日本矯正歯科学会学術委員会委員

11:00-12:00 スタッフ�&�ドクターセミナー� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p103

個人の強みを活かした組織づくりと接遇
福永由里子 一般社団法人信頼される企業育成代表理事

座長 居波 徹 公益社団法人日本矯正歯科学会認定医・専門医制度改革検討委員会委員、いなみ矯正歯科院長

11:00-12:00 指導者講習会� 指導者講習会会場（アスティとくしま�3 階�第 1特別会議室） p123

認定医の取得、更新を目指す方、また、その指導者へ
山田 一尋 公益社団法人日本矯正歯科学会認定医委員会委員長

基本研修および臨床研修におけるアウトカム
末石 研二 公益社団法人日本矯正歯科学会管理指導医委員会委員長

臨床研修施設の新規申請、研修機関からの実態報告、および実地調査
新井 一仁 公益社団法人日本矯正歯科学会卒後教育委員会・（兼務）研修機関検討委員会委員長
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11月9日（水）
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13:00-14:00 教育講演� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p77

メカニカルストレスと骨
松本 俊夫 徳島大学藤井節郎記念医科学センター顧問

座長 森山 啓司 公益社団法人日本矯正歯科学会常務理事、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野教授

14:00-16:00 JOS�フォーラム� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1） p129

Ⅰ.�理事長挨拶
清水 典佳 公益社団法人日本矯正歯科学会理事長

Ⅱ.�各賞表彰式
清水 典佳 公益社団法人日本矯正歯科学会理事長

Ⅲ.�JOSインフォメーション・アップデート
（１）  学術委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 学術委員会委員長 齋藤 功

（２）  認定医委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医委員会委員長 山田 一尋

（３）  専門医委員会： 公益社団法人日本矯正歯科学会 専門医委員会委員長 府川 俊彦

（４）  認定医 ・専門医制度改革検討委員会：
      公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医・専門医委員会委員長 澤 秀一郎

（５）  編集委員会：公益社団法人日本矯正歯科学会 編集委員会委員長 宮脇 正一

（６）  倫理裁定委員会： 公益社団法人日本矯正歯科学会 倫理裁定委員会委員長 中村 芳樹

（７）  国際渉外委員会： 公益社団法人日本矯正歯科学会 国際渉外委員会委員長 森山 啓司

Ⅳ.�JOSホット・トピックス
（１）  第９回国際矯正歯科会議（9th IOC）  2020 大会  その成功に向けての道程
 小野 卓史 9thIOC2020大会準備委員会委員長

（２）  医療問題検討委員会報告
 宮澤 健 公益社団法人日本矯正歯科学会 医療問題検討委員会委員長

 司会：森山 啓司 公益社団法人日本矯正歯科学会常務理事

16:00 閉会式� 講演会場Ⅰ（アスティとくしま�1 階�多目的ホール 1）
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11月9日（水）

9:00-16:00 専門医更新用�症例展示� 多目的ホール3（アスティとくしま�１階）�

9:00-16:00 専門医新規申請�症例展示� 第 2特別会議室（アスティとくしま�３階）�

9:00-16:00 認定医新規申請�症例展示� 第 4・6会議室（アスティとくしま�2 階）

9:00-16:00 認定医更新用�症例報告� 第 5会議室（アスティとくしま�2 階）

9:00-16:00 指導医更新用�症例展示� 第 2特別会議室（アスティとくしま�３階）�

9:00-16:00 学術展示／症例展示� 多目的ホール 2（アスティとくしま�1 階） p139 ／ p281

9:00-16:00 商社展示� アスティとくしま�1 階～3階
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AE-004 Effect of unilateral nasal obstruction on morphology of jaw-closing 
muscles in growing rat
TANG Huan1, YONEMITSU Ikuo1, IKEDA Yuhei1, MIYAZAKI Mutsumi1, SHIBATA Shunichi2, 
ONO Takashi1
1Department of Orthodontic Science, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University, Tokyo, Japan, 
2Department of Maxillofacial Anatomy, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University, Tokyo, Japan

AE-005 Comparison of micro-osteoperforation and corticision on the rate of 
orthodontic tooth movement in rats
TSAI Chi-Yang1, HSIEH Hsueh-Yin1, YANG Teng-Kai2, CHONG See-Yen2

1Department of Orthodontics, Taipei Medical University, 
2Department of Dentistry, Taipei Medical University Hospital

AE-006 Analysis of force on brackets generated by NiTi archwires in leveling 
phase using FEM
TUAN Nguyen Anh, HAMANAKA Ryo, YAMAOKA Satoshi, SUMI Mayumi, OZAKI Hiroya, 
TOMINAGA Junya, KOGA Yoshiyuki, YOSHIDA Noriaki
Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

AE-007 Investigation of anchorage condition in orthodontics by three-dimensional 
finite element analysis
LIN Ting-Sheng1, CHEN Chih-Yu2, CHEN Jui-Hsieh1

1Department of Biomedical Engineering, I-Shou University, 
2Department of Dentistry, E-Da Hospital 

AE-008 Effectiveness of myostatin targeting siRNA and ActRIIB-Fc fusion protein in 
skeletal muscle mass
BAYARSAIKHAN Od1, KAWAI Nobuhiko2, MORI Hiroyo2, KINOUCHI Nao2, TANAKA Eiji2
1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Tokushima University Graduate School of Oral Sciences, 
2Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University 
Graduate School

AE-009 Fluoride release/recharge ability and cytotoxity of a layered double 
hydroxide contained restorative system
HUNG Chih-Ying1,2, LIN Dan-Jae2,3, YU Jian-Hong1,2, UAN Jun-Yen4

1Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taichung, Taiwan, 
2School of Dentistry, China Medical University,Taichung, Taiwan, 
3Department of dental hygiene, China Medical University, Taichung, Taiwan, 
4Department of Material Science and Engineering, National Chung Hsing University, Hsinshu, Taiwan

AE-010 Antimicrobial and physical characteristics of orthodontic primers 
containing antimicrobial agents
AHN Sug-Joon, CHUNG Shin-Hye, LIM Bum-Soon
Department of Orthodontics, Seoul National University
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特別講演
11月8日（火）15：30～17：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

高効率青色LEDの発明と将来の固体発光光源
 
中村 修二 （カリフォルニア大学サンタバーバラ校材料物性工学科教授）

略 歴
1973年 徳島大学工学部電子工学科入学
1979年 徳島大学大学院工学部修士課程卒業 同年 日亜化学工業（株）入社

受 賞
1996年 仁科記念賞
1997年 大河内記念賞
1998年 ランク賞（英国）C＆C賞 IEEE ジャックモートン賞（米国）
2000年 本田賞 カールツアイス賞 （ドイツ）
2002年 ベンジャミンフランクリンメダル（米国）
2006年 ミレニアム技術賞 （フィンランド）
2008年 プリンスアストオリアス賞（スぺイン）
2009年 ハーヴェイ賞 （イスラエル）
2014年 ノーベル物理学賞 （スウェーデン） 文化勲章
2015年 チャールズスタークドレイパー賞�（米国） グローバルエネルギー賞（ロシア）

ノーベル物理学賞受賞発表後の翌日から一斉に、日本のほぼ全てのマスメデイアの報道（新聞、テレビ）は、「赤崎・ 
天野氏、青色 LED の開発」、「中村氏、その量産化技術の開発」と紹介してきた。ノーベル賞発表直後の10月8日のテレ
ビ放送は、全部そのように紹介して、私は怒り、TV のデイレクターに文句を言った。私は、これはマスメデイアだけの
問題だと思っていたが、そうではなかった。今年の2月ぐらいに、ある新聞社の記者が、独立行政法人新エネルギー技術
総合開発機構（NEDO）、独立行政法人科学技術振興機構（JST）のウェブサイトも同様だよと、連絡を受けた。調べてみる
とそのようになっていた。そこで他を調べると、日本学術会議、文部科学省のウェブサイト、応用物理学会誌の誌も同
様であった。全て直接、文句を言って、3 ～ 4月ぐらいには全て、変更していただいた。ただ応用物理学会誌だけはその
ままである。応用物理学会誌では東大の偉い先生方がそのように三人の業績を述べ、お祝い文を載せている。

このように、日本の産官学の方たちは、ノーベル物理学賞がどのような業績に授与されるか、全く理解されてない。
ノーベル物理学賞とは「物理学における発見、あるいは発明に授与する」とアルフレッドノーベルの遺志によりはっきり、 
定義されているのである。また、このような、間違った三人の業績の紹介は、新聞社の記者に言わせると、2005 ～
2006年ぐらいに、そのような、通達がどこからか来て、広まってきたとのことである。それ以来、ノーベル賞発表まで
そのように、報道し、扱ってきたとのことである。その通達を広めた根源は、誰なのか？ぜひ新聞社の方に解明してい
ただきたい。私の力には限界がある。

私は1993年11月の高効率青色発光ダイオード発明以来、今日まで、数々の国際的権威のある賞を受賞しているが、
受賞理由は、全て「青色 LED の発明あるいは開発」である。一度も「量産化技術の開発」では受賞してない。日本の産官学
の主張が正しいなら、私はノーベル物理学賞で初めて「量産化技術の開発」で受賞したことになる。しかも過去、誰もその
ような受賞理由でノーベル物理学賞を受賞した人はいない。今回のノーベル物理学賞の発表以来、連日連夜、マスメデ
イアを筆頭に学術関係者等がそのように広めたので、日本の隅々まで私の業績は「量産化技術の開発」になってしまった。
例えば、最近、中学、高校の教科書、あるいは、科学のポスターを作っている業者がそのように、連絡してきて、それ
を訂正させるのに一か月間もメールのやり取りをしなければならなかったのである。このような間違った報道に関して、
上記の産官学の人たちは一切責任を取らず、やりっぱなしである。

参照科学論文付きで、どうやって、青色 LED が開発されてきたか述べるので、「赤崎・天野氏、青色 LED の開発」、 
「中村氏、その量産化技術の開発」が正しいかどうか、皆さん自身で判断していただきたい。

また、青色 LED を用いた白色照明は、睡眠障害を起こすことが指摘され、日本では青色 LED の光が直接、目に入る
のを防ぐ眼鏡がはやった。最近、紫色 LED を用いた白色照明が開発された。これは、青色光は、蛍光体の発光から来る
ので、ブロードなスペクトルの光で、光のピーク強度が弱く、青色光による、健康への障害が、大きく軽減される。最近
では青色半導体レーザーを使用した、白色光源も自動車のヘッドランプに使用されている。青色半導体レーザーを光源に
使用すると、方向性を持った非常に光密度の高い光源を作れる。これら、最近の白色照明についても、述べたいと思う。
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教育講演
11月9日（水）13：00～14：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

メカニカルストレスと骨
 
松本 俊夫 （徳島大学藤井節郎記念医科学センター顧問）

略 歴
1974年 東京大学医学部卒業� 1977年 東京大学医学部第 1内科 医員
1978年 アメリカ合衆国エール大学内科内分泌部門 研究員
1982年 東京大学医学部第 4内科 助手� 1987年 東京厚生年金病院内科 医長
1988年 東京大学医学部第 4内科 講師
1996年 徳島大学医学部第 1内科 教授
2004年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 生体情報内科学 教授（〜 2014年）
2006年 徳島大学医学部長・大学院医科学教育部長（〜 2009年）
2012年 徳島大学 副理事（〜 2016年）
2014年 徳島大学藤井節郎記念医科学センター長
2016年 徳島大学先端酵素学研究所 藤井節郎記念医科学センター 顧問

受 賞
2008年 日本内分泌学会 学会賞� 2011年 日本骨代謝学会 尾形賞
2013年 日本骨粗鬆症学会 学術振興賞� 2014年 日本骨代謝学会 学会賞

骨は活発な再構築を繰り返しており、力学的負荷は骨吸収と骨形成の平衡関係を維持する上で重要である。
宇宙の微小重力環境ではこの骨代謝平衡が壊れ、骨形成が抑制されると共に骨吸収は亢進する。その結果、
宇宙では6 ヶ月で10％近くという閉経後女性の10倍以上の速度で骨量が失われる。この宇宙での骨量減少
を防止するため、JAXA と NASA の共同でビスホスホネート（アレンドロネート）の週1回服用製剤を用い、
宇宙での骨量減少の防止効果を検討したところ、大腿骨近位部や腰椎での骨密度の減少が防止された。同時
に、骨カルシウムの動員増加による尿中カルシウムの増加も抑制された。しかし、骨吸収抑制薬による骨吸
収の抑制だけでは長期的な力学的負荷の低減による骨形成の低下に基づく骨量減少・骨強度低下は防止でき
ない。

力学的負荷は、Wnt シグナル抑制因子であるスクレロスチンや Dkk-1,2などの発現を抑制し Wnt シグ
ナルの促進を介して骨形成を促進することが明らかとなっている。しかしこれらの Wnt 抑制因子の発現が
力学的負荷で抑制される機序は明らかでなかった。力学的負荷に反応して骨芽細胞系細胞での IL-11発現が
急峻かつ一過性に増加する。そして IL-11がスクレロスチン、Dkk-1,2の発現を何れも強力に抑制すること
が明らかとなった。さらに IL-11欠損マウスでは、全身の負荷骨の骨量が減少すると共に、力学的負荷に対
する骨形成反応が低下していた。IL-11は前駆細胞からの骨芽細胞分化を促進する一方、脂肪細胞分化を抑
制する。そして IL-11欠損マウスでは骨髄の脂肪髄化に加え、全身の脂肪組織が増大しインスリン抵抗性の
増大や耐糖能の低下も伴っていた。したがって、骨の力学的負荷に反応して発現が変化する IL-11が、骨量
のみならず全身の脂肪量にも影響を及ぼしエネルギー代謝の制御にも関与する可能性が明らかとなった。
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シンポジウム
11月8日（火）13：15～15：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

輝いて美しく －  女性医療人へのエール  －
 
水田 祥代 （学校法人福岡学園理事長、第 23回日本歯科医学会総会会頭

九州大学名誉教授）

略 歴
1966年 九州大学医学部卒業
1974年 九州大学大学院修了・医学博士取得（九州大学甲第 474号）
1989年 九州大学教授
2004年 九州大学病院長
2008年 九州大学理事・副学長
2011年 学校法人福岡学園・福岡歯科大学常務理事
2015年 学校法人福岡学園・福岡歯科大学理事長

受 賞
1995年 財団法人日本女医会 吉岡 弥生賞
2014年 西日本文化賞
2016年 �世界小児外科学会連合（WOFAPS） The�Lifetime�Achievement�Awards

著 書
“Complications�in�neonates�with�short�bowel�syndrome�and�long-term�parenteral�nutrition”�/�Suita�S,�Masumoto�K,�
Yamanouchi�T,�Nagano�M,��Nakamura�M�/�JPEN�/�23（5）:106-109,1999�
“Changing�profile�of�parenteral�nutrition�in�pediatric�surgery:�a�30-year�experience�at�one�institute.”�/�Suita�S,�
Yamanouchi�T,�Masumoto�K,�Ogita�K,�Nakamura�M,�Taguchi�S�/�Surgery�/�131:S275-82,2002

国を始め、社会的全体として女性医療人の離職を防ぐための環境整備への関心が高まっている。しかし、
依然として女性医療人の働く環境は厳しく、このような支援のエンドポイントは何かということや、その方
法などに支援する側とされる側の想いに「ずれ」があることも事実であり、両立支援は迷走している面も多い。
保育園の開設や当直の免除等で少しでも働くことで女性医療人支援を達成しているという錯覚はさけるべき
であり、本当の意味での女性医療人支援は意思決定の場に女性が参加することであろう。

女性は男性に比べて決断力に劣るためにチームのリーダーとしては無理だという意見がある。しかし、こ
れは個人の能力・資質の問題であろう。多くの国々で大統領や首相、企業や大学のトップとして女性が活躍
している。男女雇用機会均等法が施行されて25年以上経た我が国においても「女子力」が注目され、行政や
企業における女性の進出は進んではいるが、2015年の日本企業の管理職の女性比率を階級別に見ると課長
級9.8％、部長級6.2％であり、欧米先進国と比べてその水準は低い。学術の分野でも、女性研究者の全研究
者に占める比率は近年微増しているものの（平成6年8.6％、平成27年14.7％）、米国34.3％、英国38.1％
に比べると国際的にはかなり低い。また大学教員の職位でも平成27年度で女性教員は教員全体の23.2％で
あるが、教授職は15.0％である。なぜこのように女性のトップが少ないのかということを考える時期に来て
いる。

上司や男性同僚たちには女性の部下や同僚に対して常にフェアーであってほしい。チャンスもフェアーに
与え、評価もフェアーにしてほしいと願う。一方女性は本当に望むことであれば、育児や就業支援などの制
度設定のみをエンドポイントとして満足することなく、意思決定の場への参加をめざすことを躊躇しないで
ほしい。確かにそういう立場につくと仕事量も増え、責任も増えるが、一方では自分の世界が広がり、視野
も広がり、能力もさらにアップし、人生が豊かになる。その素晴らしい醍醐味を十分味わってほしい。

美女、才女、猛女の DNA を持つ女性医療人たちよ、”Stay strong, better days will come!”
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シンポジウム
11月8日（火）13：15～15：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

女性歯科医師の活躍について
 
高田 淳子 （厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健専門官）

略 歴
2003年 3月 東北大学歯学部 卒業
2003年 4月 厚生労働省 医政局 歯科保健課
2006年 4月 厚生労働省 関東信越厚生局 医事課
2008年 4月 厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室
2010年 4月 山口県 健康増進課
2012年 8月 厚生労働省 医政局 歯科保健課
2015年 10月〜現在 厚生労働省 医政局 歯科保健課 歯科口腔保健推進室

（2013年 11月〜2014年 3月 大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課併任）
（2011年 8月〜2015年 3月 医政局 経済課併任）
（2015年 4月〜現在 健康局 健康課併任）

現在、あらゆる分野で女性の活躍の重要性及びその支援の在り方等について議論されているところである。
歯科界においては、全年齢に占める女性歯科医師の割合は約2割であるが、20歳代では既に4割を占めてい
る。これをうけ、厚生労働省においても、歯科医師の資質向上検討会に女性歯科医師の活躍に関するワーキ
ンググループを設置し、社会的背景を踏まえた上で、女性歯科医師の活躍の場所や働き方について、御議論
を頂いているところである。

医師・歯科医師・薬剤師調査及び医療施設調査によると、我が国の歯科医師の約9割は歯科診療所におい
て診療に従事しており、多くの男性歯科医師が診療所を開設・管理するのに対し、女性歯科医師は勤務する
者が多い。また、歯科診療所の平均職員数は5名以下と小規模な事業所であること等から、新たに歯科医師
の雇用や、復職支援等の取組は活発とはいえない。

女性歯科医師の働きやすい環境づくりとして、出産、育児、介護等のライフイベントにあわせたフレキシ
ブルな勤務形態の設定、仕事と家庭の両立支援制度の活用、復職等に際しての技術研修の実施、就労環境の
向上等を図ることは、すべての歯科医師の働きやすい環境づくりとなることに鑑み、大学、歯科医師会、学会、
行政等の関係者が協力のうえ、当該取組を推進することが期待される。

なお、女性歯科医師の活躍のためには、周囲の理解、関係者の支援等ももちろんだが、本人の努力も非常
に重要であることも忘れてはならない。
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シンポジウム
11月8日（火）13：15～15：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

矯正治療に、女性らしさを活かして・・・
 
田渕 雅子 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座准教授）

略 歴
1999年 愛知学院大学歯学部歯学科�卒業、歯科矯正学講座�専科専攻生
2001年 愛知学院大学大学院歯学研究科�入学（歯科矯正学）
2005年 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座�助手
2007年 同�助教
2008年 同�講師
2012年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校�歯学部�先端補綴学講座
� ワイントロープセンター�客員研究員
2015年 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座�准教授
公益社団法人日本矯正歯科学会 認定医・指導医・専門医

当講座で女性がしめる割合は、私が入局した頃よりも格段に増え、今では半数以上となりました。診療室
を見渡すと、女性ばかりという光景も珍しくありません。

矯正学講座に入局後の２-３年の間は、良い矯正歯科医になるための基礎となる大切な時期です。毎日忙
しく、女性にとっては、体力面において多少不利かもしれません。しかし、その基礎研修を終え、臨床の場
に出ると状況が一転します。矯正歯科に受診する患者さんの多くは、女性と子供です。女性特有の優しい雰
囲気、きめ細やかさ、バランスの良さ、美意識の高さは、矯正歯科治療に適していると思います。男性には
負けない！男女平等！ではなく、そんな女性らしさを長所として活かし、伸ばしていくことが、女性歯科医
師の強みだと思います。その一つとして、矯正治療で良好な咬合を獲得する事はもちろんですが、女性の視
点から見た、審美的な側面を配慮した治療の選択も、とても大切だと考えています。

本シンポジウムでは、女性矯正歯科医のメリットやデメリット、また、現在当講座で行っている、より良
いスマイルを獲得するための歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療法について、お話させていただけ
ればと考えています。
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シンポジウム
11月8日（火）13：15～15：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

女性矯正歯科医の開業を阻む２つの壁
 
野村 泰世 （のむら矯正歯科院長）

略 歴
1982年 東京医科歯科大学歯学部�卒業�同大学院歯学研究科入学
1986年 東京医科歯科大学大学院�修了�博士号�取得
1986年 東京医科歯科大学矯正科�勤務
1991年 大学を退職�狛江市にのむら矯正歯科�開設

��現在に至る

全国68,000軒の歯科医院の内、矯正歯科専門開業医は1500から1800軒です。そのうち女性の専門開業
医はほぼ５％の100軒。女性の矯正専門開業医を代表し、大学で研修を受けた女性の矯正歯科医に専門開業
をお勧めします。

その開業を阻む２つの壁として 以下に挙げます。
1．「開業」までの壁

① 金融機関の融資を求める
② 自分に適した開業場所を選択する
③ 自分の目的にあった診療所を作る

2．「開業」からの壁
① 院長としてスタッフを教育する
② 経営をマネージメントする
③ 専門医として治療を提供する

男性であれ、女性であれ開業に際して乗り越えるべき壁は同じかもしれません。現代では、ことに医療に
おいて、プロフェッショナルであれば、女性の活躍が大きく求められている時代であり、歯科それも矯正歯
科は女性の特性が充分に活かせる医療現場であるといえます。さらに、我々女性に求められる「家庭」「子育
て」「介護」を乗り越えるためには、1日、年間、人生の時間軸が非常に大切です。その時間をコントロール
するのに矯正歯科専門開業は適していることをお話しさせていただきます。
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シンポジウム
11月8日（火）13：15～15：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

パネリスト
 
水野 真紀 （女優）

略 歴
（1987年）第 2回「東宝シンデレラ」審査員特別賞を受賞後、NHK朝の連続テレビ小説『凛凛と』への出演
から本格的に女優デビュー。

初代、パナソニック電工「きれいなおねえさん」として人気を博し、その後、ドラマやCM、映画、バラエ
ティーなど幅広く活躍。

2001年から、司会も務めるグルメ情報番組『水野真紀の魔法のレストラン R』（毎日放送）は 16年目を迎える。

調理については、98年にお菓子つくりの為、ロンドンに短期留学。レシピ集も多数出版され、料理は調理師免許を取得されるほどの
腕前である。
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臨床セミナー 1
11月8日（火）9：25～11：25 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

開咬と反対咬合の治療を通して考える垂直と水平的限界点
 
本吉 満 （日本大学歯学部歯科矯正学講座総合歯学研究所臨床研究部門准教授）

略 歴
1984年 日本大学松戸歯学部卒業
1990年 歯学博士（日本大学）
1992年 日本大学歯学部歯科矯正学講座助手
1996年 米国アラバマ州立大学歯学部客員研究員
2004年 日本大学歯学部歯科矯正学講座講師
2008年 日本大学矯正歯科学会専門医
2009年 日本大学歯学部歯科矯正学講座准教授

受 賞
2014,�2015年 日本矯正歯科学会大会優秀発表賞受賞

主な著書
「新矯正歯科治療論」、「歯科矯正用アンカースクリューの基礎と実践−安全な植立と臨床応用例−」、「テンポラリーアンカレッジデバイ
ス（TAD）による矯正歯科治療」など

近年、歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）を固定源として利用した矯正歯科治療が広く行わ
れている。これを口蓋や唇頬側歯槽骨に設置することにより、絶対不動の固定源が得られ、患者の協力性に
依存することなく、良好な治療結果を容易に得ることが可能となった。

これに伴い、従来は骨格的な改善を行うために外科的矯正治療を適応せざるを得なかった症例が、スク
リューの応用により外科処置を併用せずとも、ある程度の骨格的改善が行えるようになり、患者の負担を顕
著に低減することが可能となった。これは従来困難であった大臼歯の効率的な移動が可能になったことに依
るが、次なる課題として、この大臼歯の移動に限界はあるのか？あるとしたらその限界量はどの程度なの
か？という点を考えていく必要がある。過度な歯の移動は後戻りを誘発し、術後の安定性を低下させる要因
となるかもしれない。歯の移動に際しては口腔周囲筋の機能的な問題等も十分に考慮する必要があると考え
られる。従来使用されてきたヘッドギアなどの顎外固定装置や舌側弧線装置などの口腔内装置に代わり、ス
クリューが利用されるようになり、治療結果の予知性は極めて高くはなってきたが、これからは術後10年、
20年の長期予後安定性までを含めた予知性を高めていく必要性がある。

今回供覧する第１症例は開咬症例で繰り返し後戻りを生じ、術後10年以上に渡り、経過を診た症例であり、
この症例を通して垂直的なコントロールの限界と長期安定性について考察する。第２症例は反対咬合症例で
改善に長期間を要した症例である。これら２つの難症例を通して、垂直的および水平的な限界、ならびに効
率的な治療法と術後の安定に関わる要因について、会員の皆様とともに議論できれば幸いである。
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臨床セミナー 1
11月8日（火）9：25～11：25 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯の圧下における 
安定性、およびその留意点について
 
加来 真人 （広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科准教授）

略 歴
1995年 岡山大学歯学部卒業
1995年 広島大学大学院歯学研究系歯学研究科（歯科矯正学）入学
1999年 同上修了
2000年 広島大学歯学部附属病院矯正科助手
2003年 フロリダ大学歯学部矯正科留学 （文部科学省在外研究員）
2013年 広島大学歯学部附属病院矯正科講師
2015年 広島大学歯学部附属病院矯正科准教授

受 賞
2003年 第 36回広島大学歯学会総会奨励賞
2003年 Hatton�Travel�Award�of�the�81st�International�Association�for�Dental�Research

著 書
2005年��包括歯科医療対応の矯正歯科治療−基本的手技と展開−（東京臨床出版）
2014年��Skeletal�Anchorage�in�Orthodontic�Treatment�of�Class�II�Malocclusion�（Mosby�Elsevier,�London）

歯科矯正用アンカースクリューの使用により、これまで困難であった大臼歯の圧下や遠心移動が可能とな
り、患者の協力を必要としないことから、歯の移動が効率よく行われるようになった。しかしながら、スク
リューを用いて歯の移動を行った後の咬合の安定性についての報告は多いとは言えず、特に歯の圧下後の安
定性に関してはほとんど報告がないのが現状である。そこで今回の報告では、歯科矯正用アンカースクリュー
を用いて歯の圧下を行った症例について、その安定性を検討するため、上顎骨切り術による大臼歯圧下との
比較を行なうとともに、大臼歯圧下後の後戻りに影響を与える因子について検索を行う。また、歯の移動に
伴う歯根吸収や歯髄壊死といった偶発症にも焦点を当て、矯正用アンカースクリューを用いた歯の移動の留
意点について述べる。

対象は広島大学病院矯正科を受診し、矯正用アンカースクリューを用いて上顎大臼歯の圧下を行い、保定
期間が４年以上である症例をスクリュー群、上顎大臼歯部を LeFort Ⅰ型骨切り術により圧下を行った症例
をオペ群とした。それぞれの群についてにおける矯正歯科治療前後における大臼歯圧下量を計測し、次に動
的治療終了時と保定観察期間中における大臼歯後戻り量を計測した。また、それぞれの群の動的治療終了時
と保定観察期間中における大臼歯後戻り率を算出した。さらに、スクリュー群の大臼歯の後戻りに影響を与
える因子として①保定時年齢 ②保定期間 ③大臼歯圧下量 ④初診時ＡＮＢ ⑤初診時ＦＭＡ ⑥初診時
Ｕ６- ＮＦ ⑦初診時オーバージェット ⑧初診時オーバーバイトの計8つの項目と大臼歯後戻り量につい
て相関分析を行った。

歯の移動に伴う歯根吸収、および歯髄壊死については広島大学で現在行っている基礎研究、および臨床研
究の紹介を行うとともに、実際の症例を交えながら、その対応策について詳述する。
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臨床セミナー 1
11月8日（火）9：25～11：25 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯の水平的移動と 
その安定性～臼歯遠心移動に関して～
 
渡邉 佳一郎 （徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野助教）

略 歴
2007年 3月� 徳島大学歯学部歯学科卒業
2012年 3月� 徳島大学大学院口腔科学教育部修了（歯学博士）
2012年 4月� 徳島大学病院矯正歯科 助教
2013年 10月� 日本矯正歯科学会 認定医
2014年 4月〜現在� 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野 助教

受 賞
2010年 10月� ASBMR2010�Young�Investigator�Award

歯科矯正用アンカースクリューが絶対的固定源として広く普及し、患者の協力性に依存することなく、臼
歯および歯列全体の遠心移動や、前歯および臼歯の圧下など、水平的・垂直的に自由度の高い三次元的な歯
の移動が行えるようになり、矯正歯科診療のパラダイムシフトが生じている。

絶対的固定源の使用により、従来の治療メカニクスでは困難であった歯の移動をシンプルかつ効率的に行
えるようになったが、この “ 従来は困難であった歯の移動に対する予後 ”、すなわち移動後の安定性に関す
る報告は未だ少なく、特に水平的な歯の移動（臼歯遠心移動）の長期安定性に関しては不明な点が多い。

我々は歯科矯正用アンカースクリュー導入当初から、臼歯および歯列全体（en masse で歯列全体を一塊
として）の遠心移動の概念を診断ならびに治療計画の立案に取り入れてきた。それにより、動的治療期間の
短縮やクオリティの高い治療結果を獲得できるようになった。しかしながら、実際の治療例においては、臼
歯および歯列全体の遠心移動が困難であったり、後戻りが散見されるのが現状である。

本講演では、歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯の水平的移動（遠心移動）の移動限界に関する臨床
研究データを示すとともに、水平的移動後の安定性について、治療経過、治療および保定前後の比較から得
られた知見をもとに考察し、長期に亘る安定を得るためにどうすべきかをお話させていただきたい。本講演
が、歯科矯正用アンカースクリューを用いた水平方向への歯の移動を含む治療体系の確立のための一助とな
ることを期待する。
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臨床セミナー 1
11月8日（火）9：25～11：25 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

ガミースマイルを伴う上顎前突症における歯科矯正用 
アンカースクリューによる改善とその安定性について
 
宮澤 健 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座成人矯正歯科特殊診療科教授）

略 歴
1988年 愛知学院大学歯学部卒業、愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座入局
1994年 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 医学部整形外科、外科留学
1996年 愛知学院大学大学院歯学研究科卒業（歯科矯正学）
1997年 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 助手
2001年 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 講師
2004年 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 准教授
2010年 愛知学院大学成人矯正歯科 特殊診療科教授
日本矯正歯科学会 認定医、指導医、専門医

歯科矯正用アンカースクリュー（以下 OAS）が薬事承認されてから、OAS が矯正歯科治療の現場で多用
されてきている。その効果はきわめて有効で、近年では絶対的固定源の概念が、これから矯正治療を学ぼう
としている若い先生方の中においてもしっかりと確立されてきていると感じている。

我々は、以前より OAS が可能な限り安心安全に使用できるように、正中口蓋部への植立と付加装置の併
用による治療を行ってきた。これによってマルチブラケット治療法による上顎前突に対する水平的な絶対的
固定源として用いるだけでなく、上顎大臼歯部の垂直的な要素である、いわゆるバーティカルコントロール
のために積極的に応用することが可能となった。このことは、四半世紀以上前に Dr. Root がレベルアンカ
レッジシステム（LAS）の概念と治療の中で既に提唱していた、『成人症例においても必要に応じて下顎の “ 成
長 ” を増加させること』という達成項目を、予知性を持って具現化できることを意味している。さらに、我々
は、上顎大臼歯の圧下が上顎前突におけるガミースマイルの改善にも有効であることを報告してきた。そこ
で今回は、マルチブラケット法を用いた上顎前突症の治療における積極的なバーティカルコントロールの有
効な方法やその開始時期、また、安定性について日々の臨床より感じていることを述べてみたい。
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臨床セミナー 2
11月8日（火）9：30～11：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

歯科矯正治療における低出力レーザー応用の可能性
 
清水 典佳 （日本大学歯学部歯科矯正学講座教授）

略 歴
1977� 日本大学歯学部卒業
1982� 日本大学松戸歯学研究科修了
1985� 日本大学講師 松戸歯学部勤務
1986 － 1988 カナダトロント大学MRC�group�in�periodontal�physiology�研究員
1999� 日本大学助教授 歯学部勤務
2003� 日本大学教授 歯学部勤務
2004� 日本大学歯学部付属歯科病院副病院長
2007� 日本大学歯学部付属歯科病院病院長
2012� 日本大学歯学部次長
2014� 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校校長
2015� 日本大学歯学部研究担当
日本矯正歯科学会認定医、指導医（1990）、専門医（2006）

歯科領域では骨修復関連治療が数多くあり、骨修復を促進できれば治療効果を顕著に向上できると考えら
れる。近年、低出力レーザーの生体組織に対する光刺激作用が注目され種々の生物学的効果が報告されてい
るが、その効果の十分なコンセンサスは得られていない。低出力レーザーの効果を科学的に証明し、その発
現機序を解明できれば、効果的な臨床応用が可能になるであろう。我々は低出力レーザーの骨形成促進作用
に着目し、in vivo 、in vitro の研究からいくつかの興味ある結果を得たので紹介する。
   上顎劣成長患者に正中口蓋縫合の急速拡大を行い、縫合部の骨修復をはかる。そこでラット正中口蓋縫合
急速拡大モデルを用い、レーザー照射が縫合部骨形成に与える影響を検討したところ、照射群では縫合部骨
形成量が有意に促進され、拡大初期に反復照射することが有効であることがわかった。また、歯の移動時の
レーザー照射では、歯の移動量や牽引側骨形成量および圧迫側破骨細数が有意に増大していた。また、成長
期ラット脛骨に植立したアンカースクリュー周囲への照射は、スクリュー周囲の骨形成促進作用を伴うスク
リュー動揺度の減少がみられた。
   一方、骨芽細胞を用いたin vitro の実験では、培養初期のレーザー照射で細胞の分化、増殖促進を伴った、
bone nodule 形成促進作用が見られ、レーザーの標的細胞は未分化細胞であることが示唆された。さらに
これらの現象は、骨形成関連の局所因子や転写因子発現亢進を介してしていることもわかった。これらの結
果より、低出力レーザー照射は骨形成促進作用を有しており、種々の骨修復関連治療に応用できる可能性が
あると考えられた。
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臨床セミナー 2
11月8日（火）9：30～11：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

振動刺激による歯周組織の賦活化  
～矯正学的歯の移動の促進効果に関する研究～
 
千葉 美麗 （東北大学大学院歯学研究科口腔機能形態学講座口腔生理学分野講師）

略 歴
1987年� 東北大学歯学部卒業
1991年� 東北大学大学院歯学研究科博士課程（歯科矯正学講座）修了
1991年� 東北大学歯学部（歯科矯正学講座）助手
1991年〜1993年� 米国ワシントン大学（セントルイス）�Postdoctoral�fellow
1993年� 東北大学歯学部 助手
2006年� 東北大学大学院歯学研究科 講師
現在に至る

受 賞
IADR/AADR Journal�of�Dental�Research 最優秀論文賞�2011�William�J.�Gies�Award

著書・学術論文
Nishimura�M,�Chiba�M,�Ohashi�T,�Sato�M,�Shimizu�Y,�Igarashi�K,�Mitani�H.：Periodontal�tissue�activation�by�vibration:�
intermittent�stimulation�by�resonance�vibration�accelerates�experimental�tooth�movement�in�rats.�Am�J�Orthod�
Dentofacial�Orthop.�2008�133（4）:572-83.，歯の移動の臨床バイオメカニクス 骨と歯根膜のダイナミズム（下野正基、前田健康、
溝口到 編）.�医歯薬出版、pp.�237-244,�2006.

歯科矯正治療による歯の移動は、負荷した矯正力に対して歯周組織が反応し、圧迫側の破骨細胞による歯
槽骨の吸収と牽引側の骨芽細胞による新生骨の形成により生じる。

ラットを用いた動物実験により、共振振動を歯周組織に与える手法によって歯科矯正学的歯の移動速度
を促進することが明らかとなった。米国においては、2011年に歯科矯正用振動装置が FDA の承認を得て
商品化された。また、歯科領域以外では、Rubinらにより全身性に与えられた高周波・低振幅の振動刺激 

（Low-Magnitude High-Frequency （LMHF） vibration）が、海綿骨密度を増加させることを報告し、微小
な振動刺激による適度なメカニカルストレスが骨形成促進作用を有することを示し、骨粗鬆症治療にも適用
されて効果を上げている。

振動刺激に対する歯の移動時の歯周組織の生体反応のメカニズムとしては、歯周組織圧迫側における
RANKL（Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand）発現が増加し、破骨細胞が増加・活性
化し、歯根吸収などの為害作用を増大させることなく、破骨細胞による骨吸収が促進され、その結果として
歯の移動が促進することを報告した。また、振動刺激はアポトーシス誘導機構や血管新生機構に対しても優
れた調節効果を有している可能性がある。さらに、粘弾性体である歯周組織は、物理エネルギーを一定時間
保持できるため、間欠的刺激でも効果があると考えられる。しかし、どの程度保持できるのか、どのような
変化が起きるのかについての十分な知見は無く、これらのエビデンスは不足しており今後の臨床応用におい
て、振動刺激による歯周組織改造／再生の賦活化メカニズムの解明が求められている。

本セミナーにおいては振動刺激による歯の移動促進効果に関する最近の知見と、今後の可能性について述
べたいと思います。
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臨床セミナー 2
11月8日（火）9：30～11：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

高周波・電磁波照射の歯周組織再生療法への応用
 
湯本 浩通 （徳島大学病院歯科講師）

略 歴
1992年 徳島大学歯学部卒業
1996年 徳島大学大学院歯学研究科卒業（歯学博士）
1996年 徳島大学歯学部附属病院第一保存科 助手
1997年 徳島大学歯学部歯科保存学第一講座 助手
2002年 ボストン大学医学部感染症部門�博士研究員（Post-Doctoral�Fellow）�（�-2005年）
2005年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発達予防医歯学部門

健康長寿歯科学講座歯科保存学分野 助教
2012年 徳島大学病院・歯科（第一保存科） 講師

咀嚼などの口腔機能を維持する為には、歯槽骨や歯根膜等の歯周組織は極めて重要である。歯周組織が破
壊・崩壊すると、歯牙の動揺、歯列不正、歯肉形態の変化等により、咀嚼機能に加えて、審美的な問題も生
じ、患者の QOL の著しい低下を招く。現在では、歯周病などで破壊された歯周組織を修復・再生する治療
法として、Emdogain、GTR 膜や骨補填剤等を応用した外科的歯周組織再生療法が盛んに行なわれている。
しかしながら、超高齢化社会を迎えた現在、高齢者や有病者に対する治療、さらに術直後の審美性や不快感
等の患者の負担の観点から、非外科的治療法が望まれているが、残念ながらこれまでには確立されていない。
そこで我々は、歯周組織の治癒・修復力を増強する新規の非外科的治療法の開発を目指して、理学療法の中
で、電磁エネルギ－により発生するジュール熱を応用したジアテルミー療法である高周波・電磁波照射法に
着目して、その歯周組織の治癒促進や再生に対する効果を検討した。

in vitro での基礎研究の結果、高周波・電磁波照射は、口腔病原細菌に対して顕著な殺菌効果を有し、さ
らに骨芽細胞様細胞を活性化して Growth Factor 等の遺伝子発現や蛋白産生を誘導する事が認められ、非
外科的歯周組織再生療法として応用できる可能性が示された。2010年1月より徳島大学病院臨床研究倫理
審査委員会の承認を得て、“ 高周波・電磁波治療に関する臨床試験 ” を開始しており、根尖や歯根周囲に病
変を有する歯の根尖孔外及び根尖部根管内に高周波・電磁波照射を行う事により、良好な骨再生治癒を認め
た。この事から、高周波・電磁波照射を用いた根管あるいは歯周治療が、新たな非外科的歯周組織再生療法
となり得る可能性が示唆され、今後、矯正治療への応用も期待された。

本講演では、これまでの基礎研究結果と高周波・電磁波照射を行った臨床試験の症例について報告し、今
後の更なる応用法についても考察したい。
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臨床セミナー 2
11月8日（火）9：30～11：25 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

Acceleration of tooth movement and prevention of 
root resorption by ultrasound
 
Tarek El-Bialy, BDs, MSc, PhD, ABO, FRCD（C）
（Professor,DepartmentofDentistry,UniversityofAlberta）

Career�History
In�1987 Graduated�from�Tanta�University,�Egypt�（Bachelor�of�Dentistry）�
In�1993 Graduated�from�Tanta�University,�Egypt�（Masters�in�Orthodontics）
In�1994 Graduated�from�Tanta�University,�Egypt�（Law�Degree）
In�2000 Graduated�from�The�University�of�Illinois�at�Chicago�（MSc�Oral�Sciences）
In�2001 Graduated�from�The�University�of�Illinois�at�Chicago�（PhD,�Bioengineering）
In�2001 Graduated�from�The�University�of�Illinois�at�Chicago�（Certificate�of�Specialty�in�Orthodontics）
In�2012 �Graduated�from�The�University�of�Alberta,�School�of�Business�（Executive�Masters�of�Business�and�

Administration）

Academic�Awards�Received
In�2012 Received�Alexander�von�Humboldt�Award�for�senior�researcher,�Germany.

Writings
1.��Effect�of�ultrasound�on�rabbit�mandibular�incisor�formation�and�eruption�after�mandibular�osteodistraction.�Am�J�

Orthod�Dentofacial�Orthop.�2003;�Oct.�（124）,�427-434.
2.��Repair�of�orthodontically�induced�root�resorption�by�ultrasound�in�humans.�Am�J�Orthod�Dentofacial�Orthop.�2004,�

Aug.�126�（2）:�186-93.
3.��The�effect�of�low�intensity�pulsed�ultrasound�in�a�3D�ex-vivo�orthodontic�model,�Journal�of�Dentistry,�（39）�693-699,�

2011.�
4.��Effect�of�low�intensity�pulsed�ultrasound�on�orthodontically�induced�root�resorption�caused�by�torque:�A�prospective�

double�blind�controlled�clinical�trial.�The�Angle�Orthod.�2016�Feb;35（2）:349-58

  Extended orthodontic treatment time has many drawbacks like root resorption, white spot 
lesions/dental caries, periodontal disease and related unwanted consequences. Low Intensity 
Pulsed Ultrasound （LIPUS） has been discovered during my PhD course as a potential 
therapy to prevent orthodontically induced tooth root resorption as well as accelerating tooth 
movement. Based on the current scientific evidence, LIPUS has been evaluated in a randomized, 
double blinded, prospective clinical trial to evaluates its possible therapeutic use to prevent 
orthodontically induced tooth root resorption and to accelerate tooth movement. The first 
clinical trial included 12 patients that were randomly assigned to active LIPUS or placebo LIPUS 
transducers. Premolars to be extracted for orthodontic purpose were moved by buccal root 
torque to induce root resorption. After 4 weeks, the premolars were extracted and evaluated 
by MicroCT. There was significant decrease of root resorption in the LIPUS treated premolars 
compared to placebo premolars （P<0.05）. In the second clinical trial, 19 orthodontic patients 
who required premolars to be removed for their regular orthodontic treatment were recruited. 
After premolar removal, patients randomly received LIPUS on one side while the other side was 
control. Canines were retracted using segmented arch technique. Space closure was faster in the 
LIPUS treated extraction sides compared to control sides （P<0.05）. The scientific evidence of the 
role of LIPUS in accelerating tooth movement and minimizing root resorption at the same time 
will be presented.
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臨床セミナー 3
11月9日（水）9：00～11：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

スタンダードエッジワイズ装置を基本に据えた矯正歯科治療
と臨床教育
 
齋藤 功 （新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野教授）

略 歴
1984年��３月� 新潟大学歯学部卒業
1988年��３月� 新潟大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）
1988年��４月� 新潟大学歯学部助手
1992年��１月〜1992年 12月� オハイオ州立大学客員講師
1996年��４月� 新潟大学歯学部附属病院講師（矯正科）
2004年 10月〜� 新潟大学大学院医歯学総合研究科�教授（歯科矯正学分野）
2016年��４月〜� 新潟大学大学院医歯学総合研究科�副研究科長
� 日本矯正歯科学会認定医（1522号）・指導医（443号）
2008年��２月〜� 日本矯正歯科学会理事
2009年��６月〜� 日本口蓋裂学会理事
2012年��３月〜� 日本矯正歯科学会常務理事
2012年��７月〜� 日本顎変形症学会理事、同副理事長（2016年 7月〜）

エッジワイズ装置が考案されてからおよそ90年が経過した。この間、歯科矯正学・矯正臨床は様々な視
点からの基礎研究、臨床研究によって進展を続けている。しかし、矯正歯科治療の目的が、治療対象者にお
ける歯列・咬合の適正化と安定化、硬組織と軟組織の調和、口腔機能の回復・改善、心理社会的障害の排除
であることに変わりはない。矯正歯科医として果たすべき最低限の役割は三次元的に歯を適切に位置づけ緊
密な咬頭嵌合を確立させることであり、それを達成するための手段として不可欠なのがマルチブラケット装
置である。装置が持つべき要件は、適確な分析、診断に基づいた治療方針に従って歯の移動を具現化し、安
全・確実に治療目標を達成することにある。

スタンダードエッジワイズ装置をはじめとしたマルチブラケット装置は、治療システム、治療効率あるい
は患者の負担軽減に配慮して様々なタイプが考案されてきたが、どのタイプを使用するにせよまずは歯の移
動における生物学的反応の理解と物理学的作用機序、すなわち治療メカニクスの習得が欠かせない。装置は
あくまでも治療目標達成のための手段であり、妥当性ある生物学的・物理学的基本概念に立脚していれば治
療システムや装置の変更はある程度可能である。

一方、診療機関かつ教育研修機関でもある大学では、指導医を含む経験ある矯正歯科医が初学者や若手の
経験値を高めるべく臨床教育を提供している。大学において教鞭を執る者として、初学者にエッジワイズ装
置の基本原理を習得してもらうにはスタンダードエッジワイズ装置が適していると考え、これまで使用して
きた。本臨床セミナーでは、スタンダードエッジワイズ装置を中心に据えた矯正歯科治療の基本的考え方、
長期安定性、研修概要などについて臨床例を交えお話し、マルチブラケット装置による治療の在り方を議論
したい。



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

99

臨床セミナー 3
11月9日（水）9：00～11：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

アレキサンダーディシプリンに基づいた矯正臨床の安定性と
効率バランス
 
小川 晴也 （小川矯正歯科院長）

略 歴
1986年 大阪歯科大学卒業 ,�大阪歯科大学歯科補綴学第二講座入局
1987年 同退局 , 大阪歯科大学大学院入学 歯科矯正学専攻
1991年 同修了（学位取得）
1991年 広島県福山市に小川矯正歯科を開設
2006年 日本矯正歯科学会（JOS）専門医

著 書
小児期における顎偏位症例への咬合挙上と態癖指導 ,�デンタルダイヤモンド増刊号 ,�第 32巻第 14号 :124-139,�2007.
態癖—力のコントロール ,�東京 ,�2010,�クインテッセンス出版（共著）
機能的下顎偏位を伴う症例の下顎位についての一考察 ,�Orthodontic�Waves-Japanese�Edition�第 72巻 第 1号 ,�35-59,�2013.
成長期における上顎前突の長期術後経過から考える第一期治療の意義 , 臨床家のための矯正 YEAR�BOOK�2015, クインテッセンス�
出版 ,�10-17,�2015.

矯正歯科治療の目的は、審美的にも機能的にも良好で長期に安定し得る治療結果を得ることです。矯正治
療後の長期安定性を高めるためには、それを見通した治療のポイントがある一方で、成長発育、口腔に関わ
る機能、習癖、患者の協力など、いずれも術者の念いだけでは制御できない困難な問題が存在します。その
ことが矯正治療が単純に科学のみでは説明できない理由であり、それゆえに術者の感性と経験が重要視され
てきました。アレキサンダーディシプリンにおいては、20の治療原則に基づいてそれらの問題の解決に役
立てようとしています。

また R.G.Wick Alexander は彼の著書の中で、治療後の長期安定性を高めるために、治療目標を立案す
る際に欠かせない15の項目を挙げています。これらの原則は、35年以上前から変わらない彼の治療哲学で
もあります。このように、「質の高い治療結果」と「患者さんとの良好な関係構築」を得るために実践すべきこ
との集約がアレキサンダーディシプリンであり、その結果として「治療後の長期安定」が得られるのです。
「アレキサンダー研究会」に所属する個人開業歯科医院23施設の25名の矯正医が、良好なプロファイルと

咬合が治療後10年以上維持されている200以上の症例を持ち寄り精査を行った結果、長期安定するために
必要ないくつかのことがらが明らかとなり、その詳細を第73回本大会において報告致しました。この研究
の結果が、長期安定のために Alexander が掲げる治療目標と合致したことから、アレキサンダーディシプ
リンは日本人を対象とした矯正治療にも適用できることが示されました。

今回は、矯正治療の効率と長期安定性を高めるためのアレキサンダーディシプリンが、他のマルチブラケッ
トシステムの技法と比べてどのような共通点があるのか、あるいはどのような差異があるのかについて意見
交換ができましたら幸いです。
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臨床セミナー 3
11月9日（水）9：00～11：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

ストレートワイヤーエッジワイズシステム 
ーMcLaughlinシステムのエッセンスと臨床
 
二宮 隆 （医療法人アイデアルアーチ二宮矯正歯科医院院長）

略 歴
1979年� 東京歯科大学卒業 , 同矯正歯科学講座入局
1984年� 東京歯科大学大学院修了（歯科矯正学専攻）
� 東京歯科大学矯正学教室 助手
1990年� 愛媛県松山市にて二宮矯正歯科医院 開業
1990年〜� 東京歯科大学非常勤講師（歯科矯正学）
2000年〜� 米国アングル学会正会員（南カリフォルニアコンポーネント）
2009年〜2012年� 日本矯正歯科学会 理事
� 中四国矯正歯科学会会長
2010年〜� 愛媛大学医学部教育協力者（歯科口腔外科）
日本矯正歯科学会 専門医、指導医

Andrews の STRAIGHT-WIRE（日本語監訳、古賀正忠）が1989年に上梓され27年が経過している。
1972年、Andrews が正常咬合の6つの鍵という論文（AJO1972）を発表後、ブラケットスロットの3平面
が歯冠の3平面を間接的に代表する装置を開発した。Andrews を起源とするこの治療システムは , Roth, 
McLaughlin-Bennett-Trevisi, McLaughlin-Bennett 4.0と30年以上の長い歴史の中で、改良と進化を続
け、第4世代（矯正治療のメカニクスの基本、渡辺和也他翻訳、永末書店、2015）を進行中である。現在ま
でこれら一連のシステムを表す商標でない用語が無かったが、最近では慣用的にストレートワイヤーエッジ
ワイズシステム（古賀正忠他共著 永末書店、2014）という用語が用いられている。

演者はほぼ30年、歴史に沿ってそれぞれの治療システムを経験してきた。医療は時系列で進歩しており、
より優れたものを選択すべきであると思う。もちろん完全なものは無く、また、診断・治療システムは優れ
たアイデア、長い労力や改良の上に構築されたものである。したがって教育的、臨床的立場からの取捨選択
や、検討がなされるべきである。今回、McLaughlin システムにおける診断ツールの重要性（Arnett 分析、
Dental VTO と成長予測 , CR 志向、テトラゴン、切歯決定の基準等）、治療目標へのメカニクスの選択と
実践方法（ブラケットの処方箋、固定、スライディングメカニクス等々）について、効率性と安定性の両面で
考察する。診断と治療計画、実際の治療メカニクスと歯の移動、さらに治療結果とそれぞれに効率と安定性
が問われることになる。微力であるができるだけ検討し、シンポジウムの主旨に沿えればと思う。
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臨床セミナー 3
11月9日（水）9：00～11：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

ゼロベース・バイオプログレッシブ法における治療の効率性
と安定性
 
石山 隆文 （石山矯正歯科クリニック院長）

略 歴
1989年 神奈川歯科大学卒業
1989年 神奈川歯科大学矯正科研修生
1991年 根津矯正歯科クリニック勤務
1997年 石山矯正歯科クリニック開設

著 書
ゼロベース・バイオプログレッシブ法による成長期の上顎前突の診断と治療，共著，
矯正 YEARBOOK�2015,�クインテッセンス出版，2015．

ゼロベース・バイオプログレッシブ法は、単に歯列弓分割化による治療テクニックを表現するもので
はなく、症例の難易度に応じた診断・治療計画の個別化、治療目標の視覚化（VTP：Visual Treatment 
Planning）、段階的な治療術式と不正咬合のアンロッキング、保定、咬合理論などを包含する広汎な臨床体
系である。中でも機能的諸問題（機能不全）の改善を診断、治療体系へ組み込むとともに、成長という可変的
要素を VTP の作成と治療計画に関連付けることにより、生物学的な変異を許容する。これは、どのような
治療目標に向けて歯を移動し、骨格系に対してどの程度の整形的な変化を求めるかというような基本的な問
題に、具体的かつ大きな指針を与えるものである。

これに対して、エッジワイズブラケットの内部に3次元的構造を設計することにより治療体系のシンプル
化を図るストレートワイヤー法は、理想的なフィニッシング・オクルージョンの獲得を目指す装置であり、
現在、エッジワイズ法の主流をなす。しかし、個々の症例に最適で理想的な3次元ブラケットが開発された
今日にあってもなお、それだけで種々の不正咬合をどのように取り扱い、形態的、機能的、審美的な最終咬
合をいかに獲得するかについて十分な解答を得るものではない。

バイオプログレッシブ法は、言うまでもなくエッジワイズ法の一つであり、治療の究極においてストレー
トワイヤー法と目的を一にするものであるが、本法における3次元ブラケットの使用はフィニッシングディ
バイスとしての機能に重きを置く。ユーティリティーアーチとセクショナルアーチによる歯列弓分割化のテ
クニックは、歯の移動の効率化と咬合の安定、下顎骨の回転のコントロール、咬合挙上と咬合閉鎖、必要な
オーバーコレクションなどの達成を容易とすると同時に、種々の補助装置や機能的装置の適用をも包含する
幅広い柔軟性を有するものである。

今回の発表を機に、実症例を通して、その効率性と安定性について考えたい。
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スタッフ&ドクターセミナー
11月9日（水）11：00～12：00 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

個人の強みを活かした組織づくりと接遇
 
福永 由里子 （一般社団法人信頼される企業育成代表理事）

略 歴
1984年� 徳島文理大学短期大学部商科電子経営コース卒業
� 第百生命保険相互会社入社 事務職・教育職を担当 15年間勤務
2005年〜 2007年� 社団法人日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
� �NHKにて「衣食住の効果的な色彩の使い方」を解説
2006年� カラープロデュース ユリ主宰
2013年� 一般社団法人信頼される企業育成�代表理事就任
2015年� 徳島歯科学院専門学校�接遇マナー非常勤講師

強みを活かした組織をつくり、一人一人が強みを活かした接遇を行うことが最も大切です。それは、個人
と組織が共に成長することにつながるからです。

まず、自分の強みと弱み、メンバーの強みと弱みを確認しましょう。お互いが相手を認め、尊重し、助け
合うことで信頼関係が築けます。

次に、院長の想いや考え、経営理念をメンバー全員で共有し基準を明確にしましょう。そして、その理念
や想いに沿った接遇を行います。「おはようございます」の挨拶も、声のトーン、大きさ、スピード、笑顔、
アイコンタクトなどで印象が変わってきます。言語と非言語の両方で、メッセージを相手に伝えることが大
事なのです。

今日の服装を選ぶ時、あなたは色を意識しましたか？ 私たちに名前と個性があるように、色にも名前と
個性があります。伝えたいメッセージと色使いが一致しているかどうか。意図をもって色を選びましょう。

個人の強みを確認し、理念に沿った接遇を行う。重要なのは、この順番で行うことです。接遇ができてい
ない理由は、次の二つが考えられます。一つは方法を知らない。もう一つは、方法は知っているが継続でき
ない。この二つの問題を、強みを活かした組織をつくることで解決しましょう。

接遇の正解は、あなたの職場にあります。仕事の中に楽しさを見つける、価値を提供して周りの人から信
頼を得る。どの医院に行けばいいのか、迷っている患者さんは大勢います。「あなたの医院に来る理由」を作
りましょう。そして今のメンバーで、ワンランク上の接遇を目指しましょう。

さあ、今日からスタート。「あなたが、今できること」は何ですか？ 具体的に考えてみて下さい。
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生涯研修セミナー
11月7日（月）16：15~18：15 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

矯正治療時の患者さんと術者の予防意識を一致させる 
～矯正治療期間は、予防の絶好のチャンス～
 
小森 朋栄 （日本歯科大学東京短期大学非常勤講師、井荻歯科医院、

ふじた矯正歯科クリニック）

略 歴
1981年� 日本歯科大学付属歯科専門学校歯科衛生士科卒業
1981年� 日本歯科大学附属病院勤務
1989年� SWEDEN�VÄRMLAND 州 KARLSTAD予防歯科センター
1993〜8年� フィリピン大学歯学部 歯周病科インストラクター
2000年〜� 井荻歯科勤務
2004年〜� ふじた矯正歯科クリニック勤務
2007年� 日本大学商業学部卒業
2009年〜� 日本歯科大学東京短期大学専攻科歯科衛生学専攻非常勤講師

著 書
「歯科衛生士のためのインスツルメンテーション」
「目で見るペリオドンタルインスツルメンテーション」Ⅰ〜Ⅳ原著第６版 Jill�S.�Nield-�Gehrig 著 監訳
「歯科衛生士の仕事」

矯正治療を希望した患者さんが、矯正歯科では「歯並びをなおしてくれる」と考えるのは当然ですが、近年
では「虫歯や歯周病の予防もしてくれる」と考えている場合も多いようです。患者さんは、矯正専門医である
前に歯科医師なのだから、矯正治療に際して予防処置も当然のようにしてくれるだろうと考えるのです。さ
らに矯正歯科で働く歯科衛生士に対してもやはり口腔衛生の専門家であることを念頭に置いています。

以上は比較的意識の高い患者さんの話であり、予防に対する患者さんの意識は様々です。この点で、患者
さんサイドと歯科医院サイドの矯正治療中の予防についての認識の差がどの程度あるかを知っておくことが
必要です。この意識の差を無視して治療だけに集中してしまうと、相互信頼関係が崩れ、その後の治療が円
滑に進まなくなる可能性があります。そのようなことが起きないようにするためには、どのような予防教育
や予防処置が必要であるか、例を挙げて説明したいと思います。

歯科衛生士学校の学生に聞くと、自身が矯正治療を受診することで歯科衛生士の仕事を知り、自らも歯科
衛生士を目指したという学生が毎年何人かいます。これは矯正治療で長期間にわたり歯科衛生士と接し、そ
の際に円滑なコミュニケーションがとられているからであると考えますし、その影響力の大きさを常々感じ
ています。このことからも動的治療期間および保定期間を含めるとかなり長期にわたり定期的な来院が約束
されている矯正治療は、う蝕や歯周病予防の絶好のチャンスなのです。
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生涯研修セミナー
11月7日（月）16：15~18：15 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

MFT指導における歯科衛生士の役割
 
橋本 律子 （大野矯正クリニック歯科衛生士）

略 歴
1990年 昭和医療技術専門学校歯科衛生士科卒業
1990年 大野矯正クリニック勤務
1999年〜 横浜市立小中学校難聴言語通級指導教室臨床診断指導
2002年〜 日本口腔筋機能療法学会理事

著 書
MFT入門−初歩から学ぶ口腔筋機能療法 共著
MFT臨床−指導力アップ・アドバンス編 共著
やさしくわかるMFT 共著
はじめる・深めるMFT−お口の筋トレ実践ガイド 共著

歯科衛生士学校で使用されている歯科矯正学の教科書では、口腔筋機能療法（Oral myofunctional 
therapy：MFT）の項目で MFT の基礎知識や指導法などが記載されるようになりました（2011年：医歯薬
出版、2015年：クインテッセンス出版）。

矯正歯科治療に携わる歯科衛生士の役割として、診療補助、口腔衛生指導管理に加えて MFT の指導とい
う新たな活躍の場が広がっています。

MFT は舌や口腔周囲筋の不調和を改善する指導法であり、矯正歯科分野において歯列・咬合に影響を与
える要因となる口腔習癖に対して行う機会が多いと思われます。近年では、小児期における「口腔機能の育
成」から高齢期における「オーラル・フレイルの予防」まで様々な分野で活用されています。咀嚼、嚥下、発音、
呼吸などの口腔機能に対する関心が高まるなかで、日本口腔筋機能療法学会学術大会には毎年多くの歯科衛
生士が参加しています。

今回、日本口腔筋機能療法学会に寄せられた MFT に関する質問も含めて、矯正歯科医院に勤務する歯科
衛生士の立場から、MFT 指導の進め方についてご紹介いたします。
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サテライトセミナー 1
11月7日（月）18：30～20：30 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

8020 達成者の咬合調査から矯正治療後の長期安定のために
生かせること
 
茂木 悦子 （東京歯科大学歯科矯正学講座客員教授）

略 歴
1975年 東京歯科大学卒業
1980年 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科矯正学専攻）修了、歯学博士
1981年 東京歯科大学�助手�歯科矯正学講座
1997年 東京歯科大学�講師�歯科矯正学講座
2002年 米国テキサス大学サンアントニオ校Visiting�Research�Professor
2004年 東京歯科大学�助教授�歯科矯正学講座
2007年 東京歯科大学�准教授�（職名変更）歯科矯正学講座
2013年 東京歯科大学�病院教授
2016年 東京歯科大学退職
2016年 東京歯科大学�客員教授
日本矯正歯科学会認定医、指導医、専門医
臨床修練指導医

今大会のテーマ「矯正歯科治療の安定性と効率バランスを追及する」に基づき、サテライトセミナーでは
「咬合の長期安定性について」と題し、私は「加齢における咬合の変化」という命題をいただきました。そこで、
90年代の後半より、延べ400人ほどの8020達成者に対し様々な角度から調査を行っておりますので、その
中の咬合の調査結果を中心に組み立てました。咬合の観察からは、前歯部は正被蓋、臼歯部は緊密な咬合を
呈し、典型的な反対咬合や開咬、極端な骨格的不正や非対称者はみられないことなどはすでにいくつかの雑
誌に報告しています。これらはいわゆる個性正常咬合と考えられます。中には、歯性（軽度）上顎前突傾向や
下顎前歯の叢生は比較的多くみられますが、そうしてみると、前者は矯正治療のゴール、後者は歯や咬合の
加齢変化と捉えることができます。そこで、8020達成者の咬合について、矯正治療のゴールとして見た場
合の咬合の様相すなわち overjet、overbite、molar relation 等をはじめとする観察結果の分析、加齢変化
として見た数々の様相や同一方法で計測した矯正治療を受けていない20歳代いわゆる個性正常咬合者との
Angulation 、Inclination のそれぞれの値の比較、さらに cervical lesion に着目し8020達成者と矯正治
療後20年以上の長期経過例との比較検討した結果を述べ、矯正治療後の長期安定に生かせるのではないか
と考察したことをお話し致します。
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サテライトセミナー 1
11月7日（月）18：30～20：30 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

“Stability”のために治療開始前に考えること
 
高橋 滋樹 （高橋矯正歯科医院副院長）

略 歴
1995年 東京医科歯科大学歯学部卒業 同大学大学院歯学研究科入学（顎顔面矯正学分野）
1999年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科卒業
2000年 日本矯正歯科学会認定医資格取得
2008年 Charles�H.�Tweed�Foundation�Fellowship�member
2015年 東京医科歯科大学非常勤講師
2015年 Charles�H.�Tweed�Foundation�Fellowship�instructor
2015年 日本矯正歯科学会専門医資格取得

著 書
「やさしくわかるMFT」「はじめる・深めるMFT」共著
Effect�of�changes�in�the�breathing�mode�and�body�position�on�tongue�pressure�with�respiratory-related�oscillations.�（1999�
AJODO）
Modulation�of�masticatory�muscle�activity�by�tongue�position�（2005�The�Angle�Orthodontist）
A�high�angle�class�I�bimaxillary�protrusion�improved�by�mandibular�response�（2011�Tweed�Profile）

我々矯正歯科医は患者の主訴を聞き、頭部 X 線規格写真を始めとした資料に基づき治療目標を決定する。
その際抜歯をするかどうかやどのような装置を使うかは治療の目標ではなく手段であり、安定性を含めたよ
り良い治療結果を提供することが矯正歯科医として行うべき最善の努力であると信じている。私は卒後20
年余を経て、その後半10年は Tweed-Merrifield philosophy にもとづいて治療を行ってきたが、最近は
いわゆる後戻りが少なくなってきたと感じている。これには治療目標の設定によるところが大きいのではな
いかと考えている。

下顎前歯の唇側傾斜をどの程度許容するかについては様々な意見があるが、術後の安定性を考えると過度
の唇側傾斜は許容できないという意見は多い。下顎前歯の直立はいわゆるバクシネーターメカニズムにおけ
る均衡をとる上でも重要であり、後戻りの好発するこの部位での長期安定性に寄与していると考えている。
舌房の変化や呼吸機能への影響を不安視する意見もあるが、歯軸の長期安定性を示す報告もある。

また治療後の咬合の安定性には咀嚼筋機能の影響も大きいと考える。良好な咬頭嵌合は重要であるが、ハ
イアングル症例においてはいわゆる vertical control も大きな課題であると思われる。ハイアングル症例で
は咀嚼筋筋力が弱いという報告もあり、容易に臼歯が挺出しやすい。下顎下縁平面が開大した状態からうま
くそれをカモフラージュするように咬合を完成させても、咬合の安定およびセトリングという観点からは不
利ではないかと考える。優れた vertical control は咀嚼筋機能を充分に発揮できる良好な咬合を付与し術後
安定性に寄与するのではないだろうか。

今回は症例の供覧ならびに関連研究の例示を行いながら、治療開始の段階で我々ができることである「治
療目標の設定が長期予後に関与する」ということを再確認したい。
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サテライトセミナー 1
11月7日（月）18：30～20：30 講演会場Ⅰ（アスティとくしま 1階 多目的ホール1）

オキシタラン線維の咬合の安定性における役割を考察する
 
中島 一記 （福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野助教）

略 歴
平成 17年 福岡歯科大学歯学部歯学科卒業
平成 23年 福岡歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了
平成 23年 福岡歯科大学大学院卒後助教
平成 26年 福岡歯科大学助教

受 賞
平成 24年 第 71回 日本矯正歯科学会大会 優秀発表賞

歯周組織の生体力学的特性を理解することは、矯正治療後の咬合の安定性を考える上できわめて重要であ
る。これまでは、歯周組織の主な研究対象はコラーゲン線維であったが、いくつかの報告では、弾性系線維
に属するオキシタラン線維もまた、その安定性に関与していることを示唆している。

オキシタラン線維は、1958年に米国 NIDR の Harold M. Fullmer によって発見され、歯根膜、腱、靭
帯、血管外膜、真皮など生体外力が加わる部位に分布している。弾性系線維の異常は大動脈解離や肺気腫な
どの疾患と密接に関係していることが報告されている。歯根膜でのオキシタラン線維は、歯軸に対して平行
に走行して歯根を三次元的に囲んでおり、コラーゲン線維と直交あるいは交叉し存在することから、歯根膜
に弾性と柔軟性を与え、脈管の機械的支持や血流調節作用などの機能を担っていると考えられている。しか
し、その機能についての詳細は不明である。

これまで我々は、細胞培養における研究で、オキシタラン線維の形成機構を明らかにしてきた。細胞伸展
装置を用いた mechanical stress 付与により、歯根膜線維芽細胞から形成されたオキシタラン線維束は太
くなり、その調節には Fibulin-5 や EMILIN-1 が関与することを明らかにした。また、mechanical stress 
付与により細胞が再配列しオキシタラン線維が細胞の長軸に直交するようになった。これらの結果は、オキ
シタラン線維が外力に対して線維束の太さを増大させるだけでなく、ある方向性をもって凝集することを示
しており、これは生体における歯根膜組織の機能維持に関連していることが考えられる。

本講演では、これまで報告されてきた矯正治療におけるオキシタラン線維の動態と、我々の研究結果を照
らし合わせながら、咬合の安定性に関して考察していきたい。
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サテライトセミナー 2
11月7日（月）18：15～20：15 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

先天性多数歯欠如症例への集学的アプローチ
 
須田 直人 （明海大学歯学部歯科矯正学分野教授）

略 歴
1988年 北海道大学歯学部卒業
1992年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（歯学博士取得）
1993年 メルボルン大学附属�セントビンセント医学研究所�Visiting�Academics
1995年 日本学術振興会�特別研究員
1998年 東京医科歯科大学大学院�顎顔面矯正学分野�助教
2005年 東京医科歯科大学大学院�顎顔面矯正学分野�講師
2010年 明海大学歯学部�歯科矯正学分野�教授（現在に至る）

受 賞
1995年 アメリカ骨代謝学会�Young�Investigator�Award
1998年 日本矯正歯科学会�学術奨励賞
2002年 歯科基礎医学会賞

1歯から数歯程度の先天性欠如は一般集団の10.1％と比較的高頻度でみられるが、智歯を除く6歯以上の
先天性多数歯欠如の発症は0.1-0.3％程度と報告されている。このような多数歯欠如は、咬合、咀嚼、審美、
発音など多岐にわたる障害の原因となる。治療においては、矯正歯科、口腔外科、補綴科などによる集学的
アプローチが必要となり、2012年の診療報酬の改定に伴う6歯以上の先天性部分（性）無歯症の保険収載以降、
矯正歯科が果たす役割が大きくなっている。

先天性多数歯欠如症例に対する集学的アプローチでは、連携治療を経て最終的に確立される咬合や歯列に、
矯正歯科治療による歯の移動をどのように活用するかが重要となる。そのため治療方針の決定や治療計画の
立案の段階から、矯正歯科医は他科の担当医と綿密な話し合いを通じて、治療のゴールを共有していくこと
が重要である。この時 anchor screw をはじめとした最新の歯の移動技術に基づいた治療計画を他科の担当
医に理解してもらう必要がある。また同時に、矯正歯科医は他科で行われている cutting edge な歯科治療
を十分理解し、治療計画に生かしていく必要がある。

本シンポジウムでは、先天性多数歯欠如症例における歯の欠如に起因した顎態パターン、顎骨・歯槽骨の
特徴、口腔内で欠如を免れた歯の特徴などを踏まえながら、集学的アプローチの実例を基に矯正歯科医が果
たすべき役割について考えたい。
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サテライトセミナー 2
11月7日（月）18：15～20：15 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

多数歯欠損症 ―原因遺伝子探索とin vivo機能解析―
 
泰江 章博 （徳島大学病院矯正歯科講師）

略 歴
1998年 徳島大学歯学部卒業
2002年 徳島大学大学院歯学研究科博士課程終了
2002年 徳島大学歯学部附属病院 研修医
2004年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部顎口腔再建医学講座 助手
2005年 テキサス大学歯学部ヒューストン校 研究員
2008年 ベイラー歯科大学 研究員
2008年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部口腔顎顔面矯正学分野 助教
2014年 徳島大学病院 講師

歯牙欠損症は矯正歯科臨床において頻繁に遭遇するが、その原因遺伝子に関しては、ノックアウトマウス
の解析や家族例の連鎖解析などから、6歯以上の多数歯欠損症では MSX1や PAX9、EDA 等いくつかの原
因遺伝子が同定されてきた。一方、次世代シーケンサーの登場からかなり経過したものの、6歯未満の少数
歯欠損症においては未だ原因遺伝子不明の歯牙欠損症を有する家系あるいは散発例も非常に多い。近年、少
数歯欠損症患者の半数以上で WNT10A の異常が認められるとの報告が機能解析無しに複数なされている
が、統計学的また家系の規模からも疾患責任性の真偽不明のものが散見される。その他、既知遺伝子内の変
異でありながら、発症に関与するのかあるいは単なる多型なのかが不明であるといった事態も頻繁に見受け
られる。これは検出した変異が統計学的アプローチとこれまでの培養細胞レベルでの機能解析のみでは、疾
患に関与すると断定するのが困難であることを意味している。

これらのことから、未知・既知の原因遺伝子変異の同定とその機能解析は、疾患の診断、患者の受け入れ
や予後、次世代への伝達についての理解の助けとなりうる。

演者らは従来のサンガー法による遺伝子変異検出といった古典的手法に加え、次世代シーケンサーの活用
や CRISPR/Cas システムといったゲノム編集技術を用いた疾患関連変異の同定やその変異の疾患責任性の
証明を行っている。

本セミナーでは、歯牙欠損症で解明されている遺伝的・生物学的背景を過去の報告ならびに演者らの解析
結果を踏まえながらご理解・把握いただけるよう提示致します。
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サテライトセミナー 2
11月7日（月）18：15～20：15 講演会場Ⅱ（徳島文理大学 むらさきホール）

先天性多数歯欠損症例への歯科矯正用アンカースクリューの応用
 
横関 雅彦 （横関矯正歯科クリニック院長）

略 歴
1991年 北海道大学歯学部卒業
� 東京医科歯科大学歯学部専攻生（歯科矯正学第二講座）
1993年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科入学
1997年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了
1998年 徳島大学歯学部助手（歯科矯正学講座）
1999年 徳島大学歯学部附属病院講師（歯科矯正学講座）
2002年 徳島大学歯学部助教授（歯科矯正学講座）
2003年 横関矯正歯科クリニック開設
2004年 東京医科歯科大学非常勤講師
� （現在に至る）

先天性多数歯欠如症例は、その欠如歯の部位・本数は様々であるため、矯正治療単独での治療が難しい場合、
補綴治療を含めた包括的な治療計画の立案が必要になる。日常臨床で多くみられる側切歯や第2小臼歯の先
天性欠如は補綴治療を行うか、矯正治療でその空隙を閉鎖するかが問題となることが多い。また、第１、第
2小臼歯の連続した欠損を伴う症例では、矯正治療のみで2歯分の欠損部位の閉鎖を行うことは困難なため、
ブリッジ、デンタルインプラント、自家歯牙移植を含めた補綴治療が必要になる。さらに、第3大臼歯が存
在する場合、先天性欠如歯の代用として第3大臼歯の有効活用を検討することも重要になる。多くの症例で、
先天性欠如歯が存在する部位の空隙閉鎖には大臼歯の近心移動が必要になるが、multi bracket appliance
では、その反作用として前歯の舌側傾斜が生じるため、固定源を含めたフォースシステムの検討が重要にな
る。一方、歯科矯正用アンカースクリューは2012年に薬事承認、2014年には保険導入され、現在、矯正
歯科臨床に様々な目的で使用されるようになってきている。特に大臼歯の圧下・近遠心移動には、矯正歯科
臨床の様々な局面で絶対的固定源として有用な場合が多い。本サテライトセミナーでは、先天性多数歯欠如
症例に歯科矯正用アンカースクリューを用いて大臼歯近心移動を行い、空隙閉鎖を行った症例を中心に、デ
ンタルインプラントや自家歯牙移植を含めた補綴治療を併用した症例も供覧し、多数歯欠損症例の治療計画
立案の難しさおよびその多様性について会員の先生とともに考えてみたい。
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ラウンド・テーブル・ディスカッション
11月8日（火）11：40～13：10 RTD 会場（アスティとくしま3階第1特別会議室）

1.久保田 隆朗（ユアーズ矯正歯科）
略 歴� 1985年 神奈川歯科大学大学院修了 歯学博士
� 1998年 神奈川歯科大学矯正学教室講師
� �2001年 ユアーズ矯正歯科、認定医、指導医

著書や研究発表の実績
訳書「歯科矯正メカニクス−その普遍性と臨床応用Ⅱ−最新バイオメカニクス」東京臨床出版 2009年
著書「効率的歯の移動による矯正歯科治療」東京臨床出版 2012年
� 「バイオデジタル矯正」東京臨床出版 2014年

『3Dバーチャルモデルの有用性』
近年、デジタルを利用した歯科治療が急速に発展してきている。矯正においても CBCT、光学スキャナー、
ベンディングロボット、3D プリンターを応用した治療がすでに導入されつつある。これら最先端機器を導
入することで、従来の2次元診断から3D バーチャルモデルを応用した診断が可能になり、先を見越した、
患者さんの安全性も考慮した具体的な診断が可能となって来ている。今回このような応用法について話し
合ってみたい。

2.斉宮 康寛（神宮前矯正歯科）
略 歴� 1991年 東北大学歯学部卒業
� 1992年 鶴見大学歯学部矯正学教室
� 2001年 神宮前矯正歯科開設

著書や研究発表の実績
著書「A�new�palatal�implant�with�interchangeable�upper�units」�J.�Clin.�Orthod.�2009年
� 「��Temporary�anchorage�device�with�interchangeable�superstructure�for�mandibular�tooth�movement」�

J.World.Fed.Orthod�2013年

『口蓋型歯科矯正用アンカースクリューを用いた臨床』
歯科矯正用アンカースクリューの出現により矯正治療の幅は大いに広がった。しかしながら確実な結果を残
すためには決められた位置に正確に動かすことができることが重要で、そのような精度が出せるアンカース
クリューが求められて来た。そこで我々は2003年から開発をスタートし完成に至った、口蓋型歯科矯正用
アンカースクリューの 特徴とそれを用いた臨床症例を紹介する。
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3.山口 芳功（草津総合病院）
略 歴� 1979年 3月 大阪歯科大学卒業��
� 1980年 3月 滋賀医科大学付属病院歯科口腔外科 医員
� 1982年 1月 滋賀医科大学付属病院 歯科口腔外科助手
� 1988年 U.T.�Southwestern�Medical�Center（文部省在外研究員）
� 1991年 11月 滋賀医科大学歯科口腔外科学講座 助教授�
� 2006年 4月 草津総合病院 歯科口腔外科 部長

著書や研究発表の実績
口腔外科ハンドマニュアル 06：「下顎枝垂直骨切り術」クインテッセンス�2006 ��
歯科医師臨床研修ハンドブック：「不正咬合・顎変形症に対する処置」金芳堂 2008���
「あなたならどうしますか？」第 17回日本顎変形症学会総会ワークショップ 2007
「顎変形症の標準術式：下顎枝垂直骨切り術�」第 56回日本口腔外科学会総会学術大会 . シンポジウム 3.�2011年

『矯正医、口腔外科医の連携をさらに深めるために』
顎矯正手術、抜歯、埋伏歯の開窓など、矯正歯科医と口腔外科医が連携して行われる治療は少なくない。こ
れらの治療においては、時に術後に問題を生じることがある。その要因として、治療前に十分な意見交換が
行われなかったり、互いの治療に対しての認識不足が原因となっている可能性が、昨年同様のテーマで行っ
た RTD で推測された。今回は、問題解決に向けての方策を討議するとともに、様々な連携治療についての
相互理解を深める場としたい。

4.里見 優（さとみ矯正歯科クリニック）
略 歴� 1988年 鶴見大学大学院歯学研究科（歯科矯正学） 修了
� 2009年 東北矯正歯科学会理事
� 2011年 日本矯正歯科学会専門医

著書や研究発表の実績
著書「やさしくわかるMFT」 日本口腔筋機能療法学会編 わかば出版 2014年
研究発表「舌挙上を図る低位舌リンガルアーチの考案」 第 67回日本矯正歯科学会大会 学術展示No.0197�2010年
講演「障害者と矯正治療」 第 64回日本矯正歯科学会大会 スタッフ＆ドクターセミナー 2005年

『健診で得られる疫学データの歯科矯正医療への応用を考える』
口腔機能に関する客観的数値評価がこれまでは充分でなかった。また、EBM を語るとき、集団を扱う疫学
データが一番正確なデータともいわれる。健診を通じて収集した歯科矯正医療に関与するデータを会員で共
有、探求すれば口腔機能の科学的根拠付けに寄与し、真理究明に役立つであろう。今回は、健診を利用して
採得可能な疫学データについて、話し合ってみたい。



第75回日本矯正歯科学会大会         

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

120

5.龍野 耕一（たつの矯正歯科クリニック）
略 歴� 2014年 厚労科研�慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究班��
� 2015年 岡山大学�医学部�非常勤講師�（整形外科学）��
� 2016年 岡山大学�歯学部�非常勤講師�（実践歯科医療学�/�歯科臨床心理学）

著書や研究発表の実績
思春期における心理行動特性と睡眠時の呼吸循環動態の関係��兵庫教育大学大学院修士論文 2014年�
臨床心理学から “歯科臨床 ”心理学へ 第 74回日本矯正歯科学会大会 RTD 2015年�
疼痛と記憶�- 般化形成と記憶再形成過程の役割 -���Locomotive�Pain�Frontier�メディカルレビュー社 2016年

『痛みの心理学 -こころの痛みとからだの痛み-』
人々の悩みや苦しみに向き合う医療は、古くから身体が感じる “ 痛み ” に関わってきた。しかし、西洋で痛
みを罰と捉えて pain（罰）ish（する）を punish としたように、こころの苦悩と疼痛は表裏を成している。顎
口腔の痛みを扱う歯科領域で特に矯正歯科臨床では、一般に治療機序自体に随伴する痛みや違和感が、歯周
組織の侵害受容性の問題と受け止められている。それは、ほんとうだろうか。治療の安定や効率を支えるそ
の “ 意味 ” を、ご一緒に読み解いて行きたい。

6.佐藤 俊仁（さとう矯正歯科）
略 歴� 1978 東京医科歯科大学�歯学部卒業
� 1984 文部教官
� 1988 退官、高田馬場にて専門開業、現在に至る

著書や研究発表の実績
ラット臼歯去圧下移動時にみられる歯周組織変化の非脱灰標本による観察配案 日矯誌 1986
舌側矯正―ゴーマンテクニック 訳共著 医歯薬出版 1966
超音波スケーラーの矯正用メタルおよびセラミックブラケット撤去への応用 第 74回日矯福岡大会 2015

『矯正用ブラケット撤去方法について』
動揺歯、移動したばかりの歯、あるいは動揺が認められる乳歯に装着されたブラケットを撤去する際、力の
加え方に苦労することを多く経験する。特にセラミックブラケットであればなおさらである。そのような場
合先生方はいろいろ工夫されていることと思われる。柔らかい材質など接着剤に対するもの、ブラケットベー
スに対するもの、あるいは撤去用プライヤーや器具に対するものなど、今回そのような工夫について皆さん
と話し合いたい。
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7.永山 邦宏（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院矯正歯科）
略 歴� 2005年 九州歯科大学歯学部歯学科 卒業
� 2006年 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科（矯正歯科）入学
� 2010年 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 矯正歯科 助教

著書や研究発表の実績
第 72回日本矯正歯科学会大会（2013年） 優秀発表賞受賞
第 74回日本矯正歯科学会大会（2015年） 優秀発表賞受賞

『ブラキシズムと上部消化管疾患等との関連性』
国民の QOL 向上のため、最近、全身疾患と口腔疾患との関連への注目が高まっている。近年では、ブラキ
シズムと胃食道逆流等の上部消化管疾患との関連が報告されてきており、当科においても、それらの疾患の
関連性について検討している。そこで、今回の RTD では、ブラキシズムをはじめとした口腔疾患と上部消
化管疾患等との関連性について話し合ってみたい。

8.関谷 利子（鶴見大学歯学部歯科矯正学講座）
略 歴� 1986年 鶴見大学歯学部卒業
� 1991年 鶴見大学歯学部矯正学教室 助手
� 2012年 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座 講師

著書や研究発表の実績
「Elimination�of�transverse�dental�compensation�is�critical�for�treatment�of�patients�with�severe�facial�
asymmetry」Am�J�Orthod�Dentofac�Ortop�137:552-62,�2010.（�CDABO�2011�Case�Report�of�the�Year�
Award）
「Oligodontia�における永久歯先天性欠如の発現パターンに関する検討」第 74回日本矯正歯科学会大会 2015年�
（優秀発表賞受賞）

『矯正患者における永久歯先天性欠如について』
平成24年度より、第三大臼歯を除く6歯以上の永久歯先天性欠如を有する患者 -oligodontia- への矯正治療
に保険が適用されたため、多くの施設において永久歯の多数歯先天欠如患者の受診が増加していると考えら
れる。今回、oligodontia を含む永久歯先天性欠如患者の受診状況や臨床的特徴について、ご出席される先
生方と意見を交換し、さらに多数歯欠如症例への対応について、皆さんと一緒に考えていきたい。
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市民公開講座
11月6日（日）13：00～16：00 あわぎんホール

リハビリメイク
 
かづき れいこ （公益社団法人顔と心と体研究会理事長、フェイシャルセラピスト、

歯学博士、REIKOKAZKI主宰）

略 歴
1973年 金蘭短期大学英文科卒業
2000年 新潟大学歯学部非常勤講師となる。
2004年 東京女子医科大学にて非常勤講師となる。
2005年 新潟大学大学院医歯学総合研究科修了
2006年 大阪市立大学医学部、広島大学歯学部、日本医科大学形成外科にて非常勤講師となる。
2008年 大阪大学歯学部招聘教員となる。
2014年 「公益社団法人顔と心と体研究会」を発足させる。順天堂大学大学院医学研究科協力研究員となる。

著 書
リハビリメイク−生きるための技−（岩波アクティブ新書）
リハビリメイク−見えてくるメイクアップセラピーと選択肢−（克誠堂出版）
2010年 Make-Up�Therapy�for�Burn�Scar/�PatientsColor�Atlas�of�Burn�Reconstructive�Surgery/�Springer 他多数

リハビリメイクとは外傷や皮膚疾患などを隠すだけでなく、患部を受け入れ精神面も含め社会復帰するこ
とを最終目標としており、隠すことに主眼を置いたカモフラージュメイクとは異なる。リハビリメイクは①
簡単（短時間）②崩れない（水や汗に強い）③べたつかない④一般と同じ化粧品を使用するなどの特徴を有す
る。

またカモフラージュメイクでは、患者が患部を厚塗りのメイクで隠していることでネガティブな心理に陥
りやすく、それが社会復帰の妨げとなる場合も少なくない。リハビリメイクでは、患部の完全な被覆を必ず
しも必要とはせず、あくまでも患者の主観評価で満足しうる美をもたらして、患者の社会復帰を促す。とき
には、患部を隠すことだけに砕身してきた患者に対し、個々の長所を強調する、若々しく健康的な印象のメ
イクをすることにより、患部へのとらわれを解消させる。このように、メイクを導入することで自己のボディ
イメージを変容させる、あるいは受容させることが社会復帰の近道であると考えている。これは精神医学に
おける一種の行動療法・認知療法に通ずる部分が少なくないであろう。

近年、客観的には理解し難い外観の悩みを有する患者も増えてきている。その中には醜形恐怖症や摂食障
害などに属する患者も含まれており、それらの患者にリハビリメイクを適用する際には、可能な限り精神科
医・臨床心理士と連携をとりながら行う。対象は外傷・皮膚疾患・内科疾患治療による副作用・精神疾患の
みに限らず多岐に亘り、それらを複合的に有する場合もあり、医療従事者との連携は必須になる。医学的治
療の前段階、最終段階、中途段階のいずれにおいても、適用することは可能である。従来の医療と競合す
るものではなく、医療と実社会との境界部分に位置するものであり、これは現代社会において Quality of 
Life（＝生活の質）向上のために大きく寄与すると考えている。
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市民公開講座
11月6日（日）13：00～16：00 あわぎんホール

よく噛むことは楽しく生きること
 
田中 栄二 （徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野教授）

略 歴
1988年� 大阪大学歯学部卒業
1993年� 大阪大学大学院歯学研究科歯学臨床系専攻修了
1995年� 大阪大学助手歯学部（歯科矯正学）
1997年� 医療法人小室会天王寺ステーションビル歯科診療所
1998年� 広島大学助手歯学部（歯科矯正学）
1999年� 広島大学講師歯学部附属病院
2001年� 広島大学助教授歯学部口腔健康発育学講座
2001年〜2002年� 文部科学省在外研究員（オランダ・アムステルダム大学歯学部）
2008年� 徳島大学大学院教授ヘルスバイオサイエンス研究部（口腔顎顔面矯正学分野）
2011年� スペイン・オビエド大学工学部客員教授
2015年� サウジアラビア・King�Abdulaziz�University 特任教授
2015年� 徳島大学大学院教授医歯薬学研究部（口腔顎顔面矯正学分野）（名称変更）

ヒトは生まれてすぐにお乳を飲み（哺乳）はじめます。この哺乳は唇に何かが触れたことに対して反射的に
吸おうとするもので、母胎にいるときにすでに持っている本能です。一方、咀嚼とは食物を噛み、味わって、
飲み込むまでのすべての動作を意味し、からだに必要な栄養を摂取するための重要な行為です。しかし、こ
の咀嚼は哺乳と違って、生まれた後の学習によって習得される行為です。

哺乳と咀嚼はともに必要な栄養をとるための行為ですが、哺乳がほとんどすべてのヒトに共通したほぼ同
一の動作であるのに対し、咀嚼は生まれた後の食習慣などによって大きく異なります。また、毎日の咀嚼が
あごの成長発育、ひいては全身健康に影響を及ぼすことが知られています。さらに、よく噛むことが脳に良
い影響を与えることも報告されています。例えば、噛むことが老人性痴呆の発症や進行を抑えたりすること
が報告されています。

子供たちが心身ともに健全に育っていくためには、よく噛んで、食べることが必要です。口は食物の入口
で、生きていくためのスタート点ですが、同時に食生活は心の安らぎをもたらしストレスを解消するうえで
も大切な生活の一環となっていることから、口は身体発達、精神発達の基盤と考えられています。本講演は
良い咬み合わせでよく噛むこと、よく食べること、そして楽しく生きることの重要性を再認識していただく
良い機会と考えております。最後に、我々が日ごろ行っている矯正歯科臨床について、治療例を供覧させて
いただき、矯正歯科治療への理解を深めていただければ幸いです。
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日本歯科矯正器材協議会共催企画

『企業プレゼンテーション』（お弁当付 先着 350 名）

進行：宮島 勝（日本歯科矯正器材協議会）
（プレゼンテーション順）

 1. 株式会社 松風
  歯質にやさしい矯正用接着材「ビューティオーソボンドⅡ」

 2. カボデンタルシステムズシャパン株式会社 オームコジャパン
  アリアス・スクエアスロットリンガルストレートワイヤーシステム

 3. 株式会社 A.S.O
  ADS（アソデジタルスタディモデル）について

 4. 有限会社 ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
  PersonalizedColor-Matching

 5. スリーエム ジャパン 株式会社
  APCFlash-Free接着材システムのご紹介

 6. デンツプライ三金 株式会社
  白さが持続するワイヤー「ナノホワイト」の新展開

 7. 有限会社 オーソデントラム
  ～二級、三級是正装置の可能性～

 8. 株式会社 オーティカ・インターナショナル
  Myobrace の紹介とMRCClinics について
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口演 -001 口唇トレーニング方法別にみた口唇閉鎖力の影響
Effect of lip closure force in another method of lip training

松田 浩和1、原 あい2、百瀬 由華2、金沢 昌律1、山田 一尋1

MATSUDA H.1, HARA A.2, MOMOSE Y.2, KANAZAWA M.1, YAMADA K.1

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学病院歯科衛生士室

【目的】口唇圧と舌圧は歯および顎顔面形態に関連し、口唇トレーニングは歯科矯正治療後の安定性のために臨床でも
取り入れられている。しかし、口唇トレーニングの効果については不明な点が多い。本研究では、口唇トレーニング
による口唇閉鎖力および舌圧の変化を3種類の測定器を用いて測定し、トレーニングの効果を評価することを目的と
した。【資料および方法】被験者は風船を用い口唇トレーニングを行った群（風船トレーニング群；女性8名 19.0±1.5歳）
とボタンを用い口唇トレーニングを行った群（ボタンプルトレーニング群；女性8名19.0±1.5歳）に分類した。風船トレー
ニング群は、毎日風船を10秒間膨らませた状態を維持するように指示し、一日3回、4週間継続を指示した。ボタン
プルトレーニング群は、ひも付きのボタンを使用し、まっすぐ前方へ10秒間引っ張るよう指示し、1日10回5セット
を4週間継続して行うよう指示した。2群の垂直的口唇閉鎖力を口唇閉鎖力測定器（LIP DE CUM®）で測定し、舌側
方向の口唇閉鎖力をtension gageで測定した。舌圧は舌圧測定器（TON DE OSU®）で測定した。計測はトレーニング
開始前、トレーニング開始2週間後と4週間後に測定した。統計処理は、2群間の口唇閉鎖力と舌圧の経時的変化につ
いて2元配置分散分析を用い解析を行った。【結果および考察】口唇トレーニング開始4週後、風船トレーニング群と
ボタンプルトレーニング群はともに、口唇閉鎖力測定器による測定、tension gageによる測定で、トレーニング4週
後に有意な増加を認めた。舌圧は、4週間のトレーニングで減少傾向を示したが、有意差は見られなかった。【結論】
風船トレーニングとボタンプルトレーニングは、垂直方向および舌側方向の口唇閉鎖力を増大させることが示唆され
た。

口演 -002 小児期における舌圧と顎顔面形態の関連性について：第2報～骨格系分類によ
る比較～
Relationship between tongue pressure and dentofacial morphology in mixed dentition:2nd 
report-Comparison with skeletal pattern

双石 博之1、竜 立雄2、根津 允1、福井 和徳2

KURABEISHI H.1, RYU T.2, NEZU M.1, FUKUI K.2

1奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能学領域顎顔面口腔矯正学専攻、2奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】バルーン式舌圧測定器を用いて、小児の舌の機能を客観的に評価し、小児期における舌の機能と顎顔面形態と
の関連性を明らかにすることを目的とした。【資料および方法】奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科を受診した患児81名

（男児28名、女児53名）、平均年齢9.09±1.46歳、Hellmanの咬合発育段階によるIIIAからIIICを対象とし、Skeletal I
群（2°≦ＡＮＢ≦4°）、Skeletal II群（ＡＮＢ>4°）、Skeletal III群（ＡＮＢ<2°）に群分けした。バルーン式舌圧測定器を
用いて最大舌圧および嚥下時舌圧を測定した。また、口唇閉鎖力測定器を用いて最大口唇閉鎖力を測定した。これ
らの舌圧および口唇閉鎖力は座位、自然頭位で測定した。顎顔面形態は、側面頭部X線規格写真によるセファロ分
析、および歯列模型から非接触三次元形状計測器により口腔容積を算出し、舌圧や口唇閉鎖力との関連性を評価した。

【結果】Skeletal I群は、最大舌圧においてSkeletal II群より有意に大きく、最大口唇閉鎖力においてSkeletal III群よ
り有意に小さかった。また、Skeletal II群は、最大舌圧、嚥下時舌圧、および最大口唇閉鎖力においてSkeletal III群
より有意に小さかった。さらに嚥下時舌圧と口腔容積に正の相関が認められた。【考察】小児期における最大舌圧、嚥
下時舌圧および最大口唇閉鎖力は、上顎骨および下顎骨の前後的位置に関係することが示唆された。また、嚥下時舌
圧と口腔容積とに正の相関を示した。これらのことから、舌の機能評価に、最大舌圧および嚥下時舌測定の有用性が
示唆された。【結論】バルーン式舌圧測定器は、簡便かつ非侵襲性であり定量的評価が可能なことから、小児期におけ
る舌の機能の有用な診断ツールとなりうることが示された。
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口演 -003 音声を用いた発音時舌位の新たな評価法の開発
Development of a new acoustic evaluation method of tongue position at pronunciation with 
voice

山下 公子1、石井 かおり1、根岸 慎一1、斎藤 勝彦1、中山 仁史3、石光 俊介3、堀畑 聡2、葛西 一貴1

YAMASHITA K.1, ISHII K.1, NEGISHI S.1, SAITOH K.1, NAKAYAMA M.3, ISHIMITSU S.3, HORIHATA S.2, KASAI K.1

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学松戸歯学部教養学数理科学講座、
3広島市立大学大学院情報科学研究科サウンドデザイン研究室

【目的】低位舌や舌突出癖などの口腔習癖は開咬、狭窄歯列および下顎前突などの不正咬合を生じる要因であり、また矯正治
療後の後戻りの原因ともなっている。これまで我々はフォルマント周波数を用いた音声分析により舌位の客観的評価を試
みてきた。しかし、フォルマント周波数を用いた音声分析では舌先の位置評価に限定され、詳細な舌の位置評価や音声の聴
覚的評価は行うこができない。そこで本研究は音声分析として舌癖や不正咬合の患者に特徴的な子音に対し零交差数分析と
MFCC解析（Mel-Freqency Ceptrum Coefficients）を行い、音響学的評価の可能性を検討した。【資料および方法】被験者は
口腔習癖のない2名（男女各1名）とした。2名の被験者に、正常発音（以下、正常群）、舌を前方へ突出させた発音（以下、突
出群）、舌尖を下顎前歯舌側面に置いた状態での発音（以下、低位群）、下顎を前方に出した発音（以下、下顎前突群）、下顎
を前方へ出し、舌尖を下顎前歯舌側面に置いた状態での発音（以下、下顎前突低位群）の5つの条件とした。使用した音声は
/i∫i/を9回発音させ、子音部の零交差数分析およびMFCC解析を行った。【結果】正常群、突出群、低位群、下顎前突群、
下顎前突低位群それぞれの零交差数平均値は突出群が最も高く、下顎前突低位群が最も低い値であった。零交差数平均分析
とMFCC解析を用いた分布図では各群が明瞭に分離された。【考察】正常群、突出群、低位群、下顎前突群、下顎前突低位
群の各群が明瞭に分離されたことから、零交差数分析およびMFCC解析により各群の音響学的判別が可能であると考えら
れる。低位群と下顎前突低位群は共に低位舌を呈しており、分布図においても近くに分布していた。このことから零交差数
分析およびMFCC解析は、舌位の特徴を表していると考えられる。【結論】零交差数分析およびMFCC解析により舌癖や不
正咬合を有する患者の発音時舌位の評価の可能性が示唆された。

口演 -004 正貌の非対称性に関する審美的認識と外科的治療の必要性
The influence of facial asymmetry on esthetic preference and perceived need for orthognathic 
surgery

村上 隆1、吉川 祐介2、石田 昌也3、上岡 寛2

MURAKAMI T.1, YOSHIKAWA Y.2, ISHIDA M.3, KAMIOKA H.2

1岡山大学病院矯正歯科、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野、3岡山大学歯学部

【目的】顎変形症患者に対する治療は、口腔機能の回復だけでなく、顔貌の審美的回復も重要となる。これまでに、側
貌における審美的認識や治療の必要性に関する報告は多くなされているが、正貌については未だ詳細な検討はなされ
ていない。本研究は、一般人および矯正歯科医を対象に、正貌の非対称性に対する審美的認識と外科的矯正治療の必
要性について調査・検討を行った。【資料および方法】岡山大学歯学部生37名（男性21名、女性16名）の正貌写真を用いて、
男女それぞれの平均顔を、専用アプリケーションを用いて作成した。それら平均顔において、画像編集ソフトウェア
を用いて、口角を左右に3°、6°、9°歪ませた正貌を作成した。また、下顔面または中下顔面を一塊として、頤を左右
に5mm、10mm、15mm偏位させた正貌も作成した。これら正貌を矯正歯科医29名と一般人107名に提示し、審美的
認識ならびに外科的矯正治療の必要性についてアンケートを実施した。【結果および考察】一般人ならびに矯正歯科医
ともに、男女それぞれの顔について、口角は3°以上、下顔面または中下顔面の歪みは頤が5mm以上左右に偏位した
時点から有意に審美的認識が悪化し、その歪みや偏位量が大きくなるほど段階的に審美的認識は悪化した。また、一
般人は、頤を15mm偏位させた中下顔面の歪みのある男性の顔に対してのみ有意に治療の必要性を示し、矯正歯科医
は、口角を9°、下顔面または中下顔面の歪みは頤を15mm偏位させた男女の顔に対して治療の必要性を示した。【結論】
正貌の非対称性に対する審美的認識は、その歪みや偏位量、ならびにその範囲が大きくなるにつれて悪化し、外科的
矯正治療の必要性の認識が高まる。さらに、口角で6°以上の歪み、頤で10mm以上の偏位を伴う顔面の非対称性があ
る場合、一般人と矯正歯科医で審美的認識や外科的矯正治療の必要性の認識に差が生じる可能性が示唆された。



第75回日本矯正歯科学会大会         

136

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

口演 -005 クラスター分析による骨格性下顎前突症例における正貌パターンの分類
Classification of frontal facial patterns in patients with mandibular prognathism using cluster 
analysis

新島 綾子1、森田 修一1、高橋 功次朗1、丹原 惇1、池田 順行2、小林 正治3、齋藤 功1

NIIJIMA A.1, MORITA S.1, TAKAHASHI K.1, NIHARA J.1, IKEDA N.2, KOBAYASI T.3, SAITO I.1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2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、
3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

【目的】本研究の目的は、骨格性下顎前突症例の正貌について顔面パーツと輪郭形態をもとにクラスター分析を行い、共通し
た特徴を示すもの同士をグループ化することで、骨格性下顎前突症例の正貌の分類を試みることである。【資料および方法】
対象は、新潟大学医歯学総合病院矯正歯科にて骨格性下顎前突症と診断された100例（男性41例、女性59例）である。初診
時にイヤーロッドを挿入して撮影した正貌規格写真を用いて、計測点を設定後、基準線を設け、角度計測を行った。計測項
目は、顔面パーツの位置の非対称性については鼻下点偏位度、鼻翼傾斜度、口裂傾斜度、上唇偏位度を用いて計測を行い、
顔面輪郭については下顔面傾斜度、軟組織オトガイ偏位度、頬部最大豊隆点傾斜度を用いて計測を行った。これらの計測項
目を元にWard法によるクラスター分析を行い、デンドログラムを作成した。【結果】分析の結果、対象は以下の4つのクラ
スター、A群（12例）：顔面パーツの位置の非対称および顔面輪郭の非対称が強い、B群（19例）：顔面輪郭の非対称は強いが顔
面パーツの位置の非対称が軽度、C群（39例）：顔面輪郭の非対称は軽度だが顔面パーツにおいて鼻下点および上唇の非対称
が強い、D群（30例）：顔面パーツの位置の非対称と顔面輪郭の非対称の両方が軽度、に分類された。【考察】各群の特徴につ
いて比較すると、A群では上下顎骨とも偏位していることが推測された。B群では上顎よりも下顎骨の偏位が強い症例が含
まれ、一方でC群は下顎よりも上顎の偏位が強い症例が含まれていると考えられた。D群は正貌における顎変位が軽度で前
後的不調のみを持つ骨格性下顎前突症例が含まれているものと推察された。【結論】骨格性下顎前突症例の初診時正貌につい
てクラスター分析を用いて分類を行った結果、顔面パーツの位置の非対称と顔面輪郭形態の特徴から4つの群に分類するこ
とができた。

口演 -006 歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬合平面の水平的傾斜の改善が顎顔面
形態に及ぼす影響について
Effects of the occlusal plane cant treatment with miniscrew on the craniofacial morphology 

宮下 俊郎、清流 正弘、真山 敦、山本 照子
MIYASHITA S., SEIRYU M., MAYAMA A., TAKANO-YAMAMOTO T.

東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座顎口腔矯正学分野

【目的】歯科矯正用アンカースクリューは、咬合平面の水平的傾斜の改善において有効であることが知られている。しか
し、歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬合平面の水平的傾斜の改善が顎顔面形態に及ぼす影響についての詳細は
明らかになっていない。本研究では、咬合平面の水平的傾斜および下顎骨の偏位を有する症例に対して、歯科矯正用ア
ンカースクリューを用いた咬合平面の水平的傾斜の改善が下顎骨の偏位や歯系の補償に及ぼす影響について報告する。

【試料および方法】東北大学病院矯正歯科を受診し、咬合平面の水平的傾斜および下顎骨の偏位を有する骨格性II級の7
症例に対し、マルチブラケット装置、パラタルアーチ、歯科矯正用アンカースクリューを用いて、挺出側の上顎臼歯を
圧下した後に咬合の緊密化を図り保定へ移行した。初診時および治療終了時の頭部X線規格写真、3DCTから、咬合平
面の水平的傾斜、下顎骨の偏位、歯系の補償などの形態的変化について評価を行った。咬合平面の水平傾斜および下顎
骨の偏位の比較にはt検定（p>0.05）を用いた。【結果および考察】正面頭部X線規格写真分析の結果から、咬合平面の水
平的傾斜は、2.24±0.77mmから0.36±0.67mmに有意に減少し、下顎骨の偏位量は3.14±1.55 mmから1.07±0.36 mmに有
意に減少した。3DCTにおける第一大臼歯の頬舌的傾斜の変化については、偏位側の上顎第一大臼歯においては 2.5±2.7°、
下顎第一大臼歯においては、11.5±20.9°、非偏位側の上顎第一大臼歯においては1.0±4.4°、下顎第一大臼歯においては1.2
±3.3°歯系の補償が軽減する方向への移動が認められた。以上の結果から、歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬
合平面の水平的傾斜の改善は、下顎骨の偏位や歯系の補償の軽減など顎顔面形態の改善に有効であることが明らかと
なった。【結論】歯科矯正用アンカースクリューは、水平的な顎顔面形態の改善に有効であることが示唆された。
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口演 -007 歯の矯正学的移動における歯槽骨リモデリング制御機構の解明
Elucidation of the mechanism on alveolar bone remodeling during orthodontic tooth movement

庄司 あゆみ1,2、小野 岳人2、中島 友紀2,3,4、森山 啓司1

SHOJI A.1,2, ONO T.2, NAKASHIMA T.2,3,4, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野、2東京医科歯科大学分子情報伝達学分野、3科学技術振興機構さきがけ、
4日本医療研究開発機構革新的先端研究開発支援事業

【目的】矯正力に伴う歯の移動は、圧迫側と牽引側における歯槽骨のリモデリングによって起こる。特に圧迫側での歯
槽骨吸収には破骨細胞が必須であることから、矯正力による破骨細胞分化促進因子（RANKL）の発現誘導が歯の移動
の鍵となると考えられている。生体においては、骨芽細胞、骨細胞など様々な細胞がRANKLを発現し、破骨細胞分
化を支持していることが明らかになっているが、矯正力負荷時のRANKL発現細胞については、いまだ十分には解明
されていない。本報告では、矯正力負荷に応答してRANKLを産生し、破骨細胞による骨吸収とそれに伴う歯の移動
を制御する主要な細胞とその分子機構について検討した。【試料および方法】歯根周囲のRANKLの発現は、12週齢雄
性野生型マウス（C57BL6/J）顎骨（n=5）から、歯周組織の構成細胞を分画し、RT-qPCR法にて解析を行った。骨細胞
にて高いRANKL発現が認められたため、骨細胞特異的RANKL欠損マウス（Tnfsf11flox/Δ Dmp1-Cre）を作出した。
マウスの上顎切歯と左側第一大臼歯間にNiTiクローズドコイルスプリングを装着し、歯の移動を行った。8日後、マ
イクロCTにて歯の移動量を測定し（各群n≧6）、TRAP染色にて破骨細胞形成を検討した（各群n=3）。【結果および考察】
野生型マウス歯周組織の構成細胞の分画により、RANKLの発現は、骨芽細胞や歯根膜細胞と比較して骨細胞で有意
に高いことが見出された。骨細胞特異的RANKL欠損マウスでは、対照群（Tnfsf11flox/+ Dmp1-Cre）と比較して、移
動量が有意に低下し、圧迫側におけるTRAP陽性細胞数が減少していた。【結論】以上の結果から、矯正力に伴う骨吸
収において、骨細胞が、歯槽骨のリモデリングを制御するRANKLの主要な発現細胞であることが明らかになった。

口演 -008 前歯の en masse retraction における最適なコンペンセーティングカーブの
大きさの検討
Optimal degree of a compensating curve incorporated into an archwire during en masse 
retraction

濱中 僚、山岡 智、住 真由美、尾崎 博弥、富永 淳也、古賀 義之、吉田 教明
HAMANAKA R., YAMAOKA S., SUMI M., OZAKI H., TOMINAGA J., KOGA Y., YOSHIDA N.

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】抜歯空隙閉鎖時に生じる抜歯窩への歯の傾斜と切歯のトルクロスは治療期間延長の原因の一つである。前歯の舌側
歯冠傾斜を抑制する為、スライディングメカニクスを用いる際にはアーチワイヤーに逆向きのカーブ（コンペンセーティン
グカーブ）が付与される事が多い。しかし、この時付与されるカーブの大きさは術者の経験により決定されているのが現
状である。本研究は歯の長期的な移動シミュレーションシステムを用いて、前歯のトルクコントロールあるいは挺出方向
への垂れ下がり防止に必要なコンペンセーティングカーブの大きさを求めることを目的として行った。【資料および方法】
CTデータから第一小臼歯を抜歯した上顎歯列のモデルを作成した。モデルには.018 inchのブラケットと.016×.016 inchの
アーチワイヤーを追加した。コンペンセーティングカーブの大きさは、アーチワイヤー遠心を大臼歯チューブに挿入した
際に前歯部のワイヤーの高さがブラケットレベルから5mm、10mm、15mmとなるような3種類を設定した。スライディン
グメカニクスの牽引力は200gとした。このモデルを用いて有限要素法に基づく長期的な移動シミュレーションを行った。

【結果および考察】前歯部牽引により抜歯空隙は完全に閉鎖した。5mm、10mmのコンペンセーティングカーブを付与したモ
デルでは空隙閉鎖完了時に中切歯は舌側傾斜した。15mmのコンペンセーティングカーブを付与したモデルでは中切歯は僅
かに唇側傾斜した。【結論】長期的な移動シミュレーションを行う事で空隙閉鎖時のコンペンセーティングカーブの必要量の
目安を得ることが出来た。.016×.016 inchアーチワイヤーと200gの牽引力を用いたスライディングメカニクスにおいて切
歯のトルクコントロールやボーイングエフェクトを防止するには、前歯部において少なくともブラケットレベルから10mm
以上彎曲する大きさのコンペンセーティングカーブを付与する必要性が示唆された。
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口演 -009 MMP12は矯正学的歯の移動時の牽引側歯根膜組織における血管網再構築に
重要な役割を果たしている
MMP12-mediated vascular remodeling in the periodontal tissue of tensile side during 
experimental tooth movement

成宮 毅、和田 悟史、菅崎 弘幸、中村 芳樹
NARIMIYA T., WADA S., KANZAKI H., NAKAMURA Y.

鶴見大学歯学部矯正学講座

【目的】我々は以前、ラットの歯の移動時の牽引側歯根膜組織でマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）ファミリーで
あるMMP12が強発現していることを報告した。MMP12の機能として血管の基底膜を構成するIV型コラーゲン（ColIV）
を分解することが知られている。本研究の目的は、歯の移動時に発現が上昇するMMP12がColIVを分解し、牽引側
歯根膜組織の血管網再構築に関与するか調べることである。【試料および方法】9週齢雄性Wistar系ラット（n=18）の上
顎両側第一臼歯を舌側移動し、4％paraformaldehyde灌流固定後に、パラフィン切片を作製し、MMP12およびColIV
の蛍光免疫染色を行った。また血管造影剤を用いてμCT撮影を行い、牽引側歯根膜組織の血管網の変化を解析した。
細胞培養実験では、不死化ヒト歯根膜線維芽細胞株（広島大学高田隆教授より御供与頂く）を15％伸展率で負荷し、リ
アルタイムPCRおよびWestern blottingを行い、MMP12のmRNAおよびタンパク発現変化を検討した。また歯根膜
線維芽細胞が分泌するMMP12のColIV分解能を調べるために、培養上清にリコンビナントColIVを添加し、Western 
blottingを用いてColIVの分解について検討を行った。【結果および考察】歯の移動開始3、5日後に牽引側歯根膜組織
でMMP12発現が上昇した。またこのMMP12発現上昇部位は血管周囲に存在するColIVに近接していた。μCT解
析では経時的に牽引側歯根膜組織において血管領域の増加が認められた。細胞培養実験では伸展負荷後、MMP12の
mRNAおよびタンパク発現の上昇が認められた。ColIV添加実験では、対照群に比べて実験群でColIVの分解が認め
られた。【結論】牽引側歯根膜組織で発現するMMP12が血管網の再構築に関与している可能性が示唆された。

口演 -010 根尖部セメント質の物性および化学組成が歯根吸収の発生に及ぼす影響
Effects of physical properties and chemical composition in apical cementum on occurrence of 
root resorption

梅澤 恵梨子1、山口 大1、清水 真美1、吉野 智一1、菊田 純1、鈴木 久仁博2、葛西 一貴1

UMEZAWA E.1, YAMAGUCHI M.1, SHIMIZU M.1, YOSHINO T.1, KIKUTA J.1, SUZUKI K.2, KASAI K.1

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学松戸歯学部生物学講座

【目的】矯正歯科治療において患者によって個人差はあるものの多かれ少なかれ歯根吸収が生じることが知られてお
り、歯根長の1/4を超える重度の歯根吸収は上顎中切歯では全体の3％に認められると報告されている。歯根吸収は
根尖から起こることが多く、歯根吸収の発現には多因子が関与しているとされているが、大別すると矯正歯科治療
にかかわる外因子と患者自身に関わる内因子に分けられる。本研究では、内因子である根尖部セメント質の物性と
化学組成に着目し、根尖部セメント質のビッカース硬さおよび化学組成が歯根吸収の発生に及ぼす影響を検討した。

【試料および方法】矯正歯科治療のため抜歯を要した患者（mean: 19.51 years、range: 12-35 years）から上顎第一小臼歯
を50本採取し（日本大学松戸歯学部倫理委員会承認番号第 EC15-001号）、根尖部セメント質のビッカース硬さ（HV）
をダイナミック超微小硬度計（DUH-211、島津）を用い測定した。根尖部セメント質のCa、Pの定量分析は、走査型
電子顕微鏡（S3400、日立）にて行い、HVとCa/P比の相関について検討した。また、根尖部セメント質にヒト破骨前
駆細胞を104 cell/wellで播種し、14日間培養した。その後電子顕微鏡を用い、根尖部セメント質の吸収窩面積を測定
し、HVとの関連を調べた。【結果および考察】50本の根尖部セメント質のHVは個体差が認められた（mean：19.0±5.62、
range：10.69-30.91）。また、根尖部セメント質のHVとCa/P比に有意な相関が認められた。Pit formation assayでは、
HVが低い根尖部セメント質はHVが高い根尖部セメント質と比較し吸収窩面積は有意に大きい値を示した。以上の
ことから、セメント質の硬さは歯根吸収発生のリスクファクターの一つである可能性が示唆された。【結論】根尖部セ
メント質の物性および化学組成が歯根吸収の発生に影響を及ぼすことが考えられた。
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学展 -001 上下顎中切歯における歯の長軸と Facial Axis of the Clinical Crown との
角度について
The angle between long axis of central incisors and Facial Axis of the Clinical Crown

梶谷 美紗、下島 隆志、渡辺 和也
KAJITANI M., SHIMOJIMA R., WATANABE K.

渡辺矯正歯科（ 東京 ）

【目的】矯正歯科の診断において上下顎中切歯の位置は重要な分析項目の一つである。Arnett分析では上下顎の咬合平面を
それぞれ別に捉え、咬合平面に対する中切歯の歯軸評価を行っている。今回は側面頭部エックス線規格写真で計測される上
下顎中切歯長軸の咬合平面に対する角度と、口腔内模型上で計測するFacial Axis of the Clinical Crown（FACC）との差につ
いて調査を行い、それらの関連性について検討した。【資料および方法】当院にて矯正診断を行った永久歯列期の不正咬合者
のうち、上下顎ともに第一大臼歯および中切歯に歯冠形態を大きく変える補綴処置が施されておらず、中切歯の左右側ど
ちらか一方が著しく歯列弓から逸脱していない283名の治療前の診断用側面頭部エックス線規格写真と口腔内模型とを資料
とした。側面頭部エックス線規格写真分析にはQuick Ceph Studio （Quick Ceph Systems社）を用い、口腔内模型の計測に
はKim's Model Checker（IV-Tech社）を使用した。【結果および考察】側面頭部エックス線規格写真より求めた上下顎咬合平
面に対する中切歯長軸の角度と、口腔内模型から得た中切歯のFACCの唇舌的傾斜との角度差は、上顎で平均24.9°、下顎
で平均21.9°であった。一方、Watanabeらによる、好ましい側貌をもつ日本人のArnett分析の平均値（Orthodontic Waves 
2014;73:69-79）では、上下顎咬合平面と中切歯長軸との角度は上顎で男性56.8°、女性58.8°、下顎で男性64.8°、女性65.5°とい
う値が示されている。本研究で得られた値をこれらの平均値と共に検討すると、日本人の上下顎中切歯におけるFACCの唇
舌的傾斜は上顎で男性81.7°、女性83.7°、下顎で男性86.7°、女性87.4°であることが推定できる。【結論】側面頭部エックス線
規格写真より求められる上下顎中切歯の長軸の角度と、口腔内模型から求められる上下顎咬合平面に対する中切歯のFACC
との間には一定の関連性があることが確認された。

学展 -002 CBCT 画像による蝶後頭軟骨結合部皮質骨間隙の評価
Evaluation of spheno-occipital synchondrosis using cone-beam CT image

岡田 渉1、関谷 利子1、中山 貴洋1、郷家 秀昭2、中村 芳樹1

OKADA W.1, SEKIYA T.1, NAKAYAMA T.1, GOKE H.2, NAKAMURA Y.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2ごうけ矯正歯科クリニック（ 東京 ）

【目的】頭蓋底の成長発育は、顎顔面骨の成長発育と深い関わりを持っている。特に、矯正治療対象年齢の頃に旺盛な
成長を示す蝶後頭軟骨結合の閉鎖状態を把握することは、矯正治療方針を決定する上で有用な情報となりうる。蝶後
頭軟骨結合部は左右に15~18mm程度の幅があるため、軟骨結合部をCTにより観察する場合は複数のスライス面で
評価を行う必要があると考えられる。今回、我々は、cone-beam CT（CBCT）から得られた複数のスライス画像を用
いて蝶後頭軟骨結合の状態を評価した。【資料および方法】ごうけ矯正歯科クリニックを受診した初診時8~9歳の42名

（男子19名、女子23名）のCBCT画像を用いた。CBCT画像をボリュームレンダリング上で頭蓋底部の矢状断におけ
る中心のスライス面と左右両端のスライス面を設定した。さらに、中心から左右両端間を3分割したスライス面を加
えた9スライス面で、脳側（内側）、咽頭側（外側）での蝶後頭軟骨結合部皮質骨間隙を計測した。【結果】蝶後頭軟骨結
合部皮質骨間隙は、男女間の比較では脳側の平均値が女子において有意に短かった。また、脳側と咽頭側の比較では
中心部において脳側の皮質骨間隙が有意に長かった。【考察】今回の研究で、8~9歳では蝶後頭軟骨結合部皮質骨間隙
が男子より女子において短い傾向を示したことから、すでに思春期前から軟骨結合の間隙に性差がみられることが示
された。この結果は、女子は男子より蝶後頭軟骨結合が早く閉鎖することと関与しているのではないかと推察された。

【結論】8~9歳では、女子は男子より蝶後頭軟骨結合部皮質骨間隙が有意に短いことが示唆された。
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学展 -003 頭蓋顔面先天異常患者における平均顎顔面形態3D モデル作成法の開発
Development of the fabrication system for average maxillo-facial 3D models in patients with 
craniofacial anomalies

内野 夏子、須佐美 隆史、井口 隆人、岡安 麻里、大久保 和美、上床 喜和子、高橋 直子、松林 幸枝、
高戸 毅
UCHINO N., SUSAMI T., INOKUCHI T., OKAYASU M., OHKUBO K., UWATOKO K., TAKAHASHI N., MATSUBAYASHI Y., 
TAKATO T.

東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科

【目的】頭蓋顔面の先天異常では疾患特有の顎顔面形態が見られる。この種の患者では変形が大きいことから一般的な顎顔面
形態分析方法を適用しにくく、形態の特徴を3次元的なイメージとして捉えることが重要である。しかし、近年個人情報保
護が強く求められ、患者の顔写真や骨格モデルを患者への説明や教育に用いることが困難となってきている。そこで今回わ
れわれは、ヘリカル CTデータを元にした硬・軟組織の平均顎顔面形態3Dモデル作成法の開発を試みた。【資料および方法】
平均3Dモデル作成は、診療に際し撮影したhemifacial microsomia3名のヘリカルCT画像 のDICOMデータを基に、硬・軟
組織顔面形態の原型となるジェネリックデータを3名の平均形態に変形させ行った。手順は、DICOMデータのノイズを除
去した後、CT値（閾値: 硬組織80、軟組織40）に基づき硬・軟組織の形態を抽出してサーフェスデータ（バイナリーSTLデータ）
を作成した。次に、TDRデータに変換した後、FH平面を基準にした座標変換により頭位を規格化した。その後、ジェネリッ
クデータと各症例に硬組織37点、軟組織18点の変形基準点を設定し、3症例の平均形態となるよう硬・軟組織のジェネリッ
クデータを変形させた。最後に得られた平均形態を3Dプリンターにて立体造形した。一連のデータ変換操作には相同モデ
ル作成ソフトmHBM（産総研製）、Rugle シリーズ（メディックエンジニアリング製）、プリンターはSCOOVO X9H（アビー
社製）を用いた。【結果および考察】プロトタイプではあるが、疾患の特徴をとらえた平均顎顔面3Dモデルを作成することが
できた。平均立体モデル化することで疾患の特徴が視覚的に解りやすくなり、個人情報保護の問題も解消された。【結論】ヘ
リカル CTデータを元に作成した先天異常患者の硬・軟組織の平均顎顔面3Dモデルは、患者説明および教育に有用となる
と思われた。

学展 -004 顔面非対称を伴う不正咬合の統計学的分類
The statistical classification of malocclusions with facial asymmetry

今野 正裕1、上地 潤1、松岡 紘史2、笹本 さえら1、富田 侑希1、溝口 到1

KONNO M.1, UECHI J.1, MATSUOKA H.2, SASAMOTO S.1, TOMITA Y.1, MIZOGUCHI I.1

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野、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

【目的】顔面非対称を伴う不正咬合症例では、脳頭蓋上顎複合体に対して下顎骨が側方に偏位した左右的顎間関係の不
調和、水平面上で回転した前後的顎間関係の左右差および前頭面上で回転した垂直的顎間関係の左右差などが生じて
おり、この状態は、水平偏位（sway）、体軸面傾斜（yaw）および前頭面傾斜（roll）の3変量を用いて幾何学的に分類す
ることが出来る。しかしそれらは、単独に存在するだけでなく複数混在することもあることから、顔面非対称を伴う
症例を統計的に類型化しその特徴を理解することは有意義である。本研究の目的は、三次元的に変形をきたした顔面
非対称を伴う不正咬合症例を統計学的に分類することである。【資料および方法】対象には、初診時の正面セファロ分
析においてMeの偏位量が3.0mm以上であった患者（47名）の三次元データを用い、以下の手順で分析した。（1）CTデー
タと歯列のスキャンデータからの仮想患者モデルの作成（2）脳頭蓋上顎複合体座標系と下顎骨座標系の構築（3）脳頭蓋
上顎複合体座標系に対する下顎骨座標系におけるsway、yaw、rollの計測（4）（3）の特徴量を基にしたクラスター分析
による分類【結果および考察】クラスター分析より以下の5群に分類された。1群: swayとrollで構成され偏位量が大き
く方向が同じ群、2群: sway、yaw、rollで構成されyawのみ偏位方向が逆を示す群、3群: swayとrollで構成され偏
位量が小さく方向が同じ群、4群: sway、yaw、rollで構成され偏位方向が全て同じ群、5群: sway、yaw、rollで構成
され、偏位方向がswayに対してyaw、rollが逆を示す群。本分類により、顔面非対称を伴う症例がどの群に属するの
かを瞬時に判断することが可能となることから治療計画立案の一助となると考えられる。【結論】顔面非対称を伴う不
正咬合症例について、クラスター分析を用いて統計学的に分類し、その特徴を三次元的にとらえることが出来た。
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学展 -005 上下顎移動術を行った顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症患者における上下口
唇の対称性の評価
Evaluation of lip asymmetry in two jaw surgery patients with mandibular protrusion and facial 
asymmetry

青山 依儒1、及川 崇1、藤澤 靖子1、馬杉 亮彦2、園山 智生2、中岡 一敏2、関谷 利子1、濱田 良樹2、
中村 芳樹1

AOYAMA I.1, OIKAWA T.1, FUJISAWA N.1, BASUGI A.2, SONOYAMA T.2, NAKAOKA K.2, SEKIYA T.1, HAMADA Y.2, 
NAKAMURA Y.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

【目的】顔面非対称を伴う顎変形症患者の場合、顔貌において口唇部の非対称が顕著である。過去に、我々は上下顎移動術を
施行した顔面非対称患者（ANB: 0°~4°）の、口唇の非対称はほぼ対称に改善できるということを報告した。今回、顔面非対
称を伴う骨格性下顎前突症患者（ANB<0°）での、口唇の非対称について治療前後の形態を比較検討し、さらに顎骨形態の変
化との関連性についても検討した。【資料および方法】正面頭部エックス線規格写真においてMeが正中矢状面に対して5mm
以上の偏位、上顎骨が水平基準線に対し3°以上の傾斜を有する骨格性下顎前突（ANB<0°）で上下顎移動術を施行した12名の
治療前後の正面顔面写真を研究資料とした。顔面写真上での分析法に基づき設定した各計測点からの垂直的距離および角度
を画像処理ソフトを用いて計測した。また、上下口唇を四分画して面積を計測し、偏位側／非偏位側の対称性についても検
討した。硬組織については、Ricketts analysisに基づき計測した。【結果】治療前後の口唇部では、距離及び角度計測におい
て有意な変化が認められた。面積計測では、上下口唇の偏位側／非偏位側の比率は1.0に近い値となり、有意に変化していた。
また、これら口唇形態の変化と顎骨形態の変化はMeと口角部のみに有意な相関がみられた。【考察】上下顎に非対称のある
骨格性下顎前突症患者の口唇部の非対称は上唇部、下唇部ともにみられたが、治療後における左右の面積比ではほぼ対称に
改善していた。顎骨形態の変化に関連して、口角部の変化は顕著であったが、大部分の項目で関連が認められず、口唇形態
の改善には顎骨の位置、形態変化だけでなく口腔周囲筋等、多数の要因が複雑に関与しているものと思われた。【結論】顔面
非対称を伴う骨格性下顎前突症患者に上下顎移動術を行うことにより、口唇の左右非対称が改善されることが示された。

学展 -006 顎位とセファロ分析値の関係
Relationships between the maxillo-mandibular position and cephalometric analysis values

大音 智惠1、近藤 成智2、玉利 和彦1、一ノ瀬 元史3

OHTO C.1, KONDOU S.2, TAMARI K.1, ICHINOSE M.3

1大島歯科医院（ 福岡 ）、2こんどう矯正歯科（ 佐賀 ）、3筑紫女学園大学英語メディア学科

【目的】Downs法の骨格型の分析の目的は顔のタイプと上下顎の前後的関係の評価とされる。しかし顎骨は上下方向
にも偏位している。そこで、側面頭部エックス線規格写真の角度計測値と上下顎骨の前後方向および上下方向の偏
位との関係を調べた。【資料】成人男女44名（アングル分類のI級17名、II級1類7名、II級2類5名、III級8名と開咬
7名、平均年齢27歳）の側面頭部エックス線規格写真を対象とした。【方法】Ｎ点を基準点としてFHに平行な線をX
軸、N垂線をY軸とした座標系で上下顎のA点とB点の座標値A（x、y）、B（x、y）およびDowns-Northwestern法
とKim分析の角度計測項目を測定した。分析は角度計測値を従属変数に、A点とB点の座標値A（x）、A（y）、B（x）、
B（y）を独立変数として重回帰分析を行った。寄与率に対する個々の独立変数の占める割合（％）を算出し検討した。

【結果および考察】各種角度分析項目に関与する上下顎前方点A、Bの前後的要因と上下的要因の割合が分った。例え
ばA-B plane angleはA（x）25%、A（y）12%、B（x）46%、B（y）12%で未知の要因5%の割合であった。上下顎の前後的
要因の合計は25+46=71%、上下的要因の合計は12+12=24%で、前後的要因に加え上下的要因も関与していた。ANB 
angleはA（x）34%、A（y）1%、B（x）62%、B（y）3%の割合でありA（y）は有意でなかった。上下顎の前後的要因の合計
は34+62=96%で強く関与し下顎の上下的要因は3%と低い。ANB angleは最も強く上下顎の前後方向の偏位に関与し
た計測項目であった。ODIはA（x）12%、A（y）17%、B（x）23%、B（y）27%で未知要因21%の割合であった。ODIは上
下顎の前後的要因の合計が12+23=35%で上下的要因の合計は17+27=44%を示し上下顎の上下方向の偏位に強く関与
した。【結論】対象とした角度分析は頭蓋に対する上下顎の前後方向の偏位と関係の強い項目が多く認められたが上下
方向の偏位とも関係していた。また分析項目は上顎よりも下顎の偏位との関係が強かった。
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学展 -007 口腔内の光学印象より再構成した咬合時の三次元画像と CT データの統合正確度
Integration accuracy of CT data and 3 dimensional occlusion image using optical impression

三條 恵介、大塚 雄一郎、鈴木 瑛郷、須田 直人
SANJO K., OTSUKA Y., SUZUKI E., SUDA N.

明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

【目的】CTデータを用いた正確度の高い顎顔面頭蓋三次元モデルの再構成では、歯や歯列形態は矯正装置によるアー
チファクトや咬合接触により大きな影響を受ける。これまで我々は、上顎歯列石膏模型のSTLデータを基に、口蓋粘
膜形態をリファレンスとしてCTデータと統合し、正確度の高い再構成を行ってきた。しかしながら、石膏模型作製
には煩雑な工程が含まれる為、簡略化が望まれる。さらに、臨床応用を踏まえると、片顎単独ではなく上下顎咬合時
の正確な再構成が求められる。そこで、歯列模型を用いず口腔内スキャンより取得した咬合時の上下顎歯列STLデー
タとCTデータの画像統合の正確度を検証した。【資料および方法】明海大学病院矯正歯科を受診した患者（33歳0か月、
男性）の資料を用いた。X線CT撮影装置 （SOMATOM Emotion6, SIEMENS） より顎顔面頭蓋CTデータ、口腔内ス
キャナ （True Definition Scanner, 3M） より上下顎咬合時の歯列STLデータを取得した。対照として、アルジネート
印象採得後、作製した上下顎歯列模型のSTLデータを卓上レーザスキャナ（R-900, 3shape）より取得した。全ての資料
採得はワックスバイトを介在させ、同日に行なった。これら2つの方法で得られた上下顎歯列STLデータとCTデー
タの画像統合を行い、その統合正確度を検証した。【結果および考察】口腔内スキャナを用いた上下顎歯列STLデータ
とCTデータの統合の誤差平均は、上顎と下顎で各々 282μmと346μmであった。一方、石膏模型を用いた統合の誤差
平均は、上顎と下顎で各々 298μmと397μmであった。このように口腔内スキャナを用いた統合の正確度は、卓上スキャ
ナの場合と同程度の正確度であり、いずれも誤差平均は上顎より下顎で大きかった。以上より、口腔内の光学印象に
より上下顎歯列咬合時の正確な三次元画像再構成が可能と考えられる。【結論】口腔内の光学印象により、歯列模型作
製の煩雑さは改善され、正確度の高い再構成が行えた。

学展 -008 CBCT を用いた上顎洞底および歯根の位置関係の3次元的評価
Three-dimensional relationship between maxillary sinus floor and teeth roots using CBCT

大石 修史1、石田 雄之1,2、川辺 綾子1、今村 俊博1、松村 智成1、池田 侑平1、坂口 智美1、小野 卓史1

OISHI S.1, ISHIDA Y.1,2, KAWABE A.1, IMAMURA T.1, MATSUMURA T.1, IKEDA Y.1, SAKAGUCHI-KUMA T.1, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門

【目的】近年、歯科用computed tomography（CT）の普及が進み、特に空間分解能が高く被曝線量が少ないcone beam 
CT（CBCT）の歯科治療への有用性が期待されている。一方、矯正歯科治療における上顎臼歯の移動において、上顎臼
歯歯根と上顎洞底の関係は治療計画に影響を与える要因である。しかし、日本人における上顎洞底と歯根尖の関係に
ついて、CBCTを用い体系的に評価した報告はない。そこで本研究では、上顎洞底と歯根の関係の変化を評価する基
盤として、CBCTを用い治療前における両者の位置関係を3次元的に評価することを目的とした。【資料および方法】
被験者は東京医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来を受診し、診断用資料としてCBCTの撮影を行った患者89名

（平均年齢32.9歳、男: 22名、女: 67名）を対象とした。CBCT画像の前頭断および水平断から、上顎第一大臼歯および
上顎第二大臼歯歯根が上顎洞底と1.接しない、2.接している、3.歯根片側が突出している、4.歯根両側が突出している、
の4項目で分類し上顎洞底歯根尖間の距離を測定した。なお、本研究は東京医科歯科大学歯学部附属病院倫理診査委
員会の承認（第1254号）を得て実施した。【結果および考察】上顎洞に突出している歯根の割合は、上顎第一大臼歯では
口蓋根、上顎第二大臼歯においては近心頬側根が最も多い傾向を示した。また上顎洞に突出している歯根の長さは、
上顎第一大臼歯口蓋根が平均3.19mm、上顎第二大臼歯近心頬側根が平均2.30mmであった。【結論】上顎臼歯歯根と上
顎洞底との関係に関して歯種および歯根について異なる傾向が示唆された。また、矯正歯科治療において上顎洞に突
出している歯根の長さは歯の移動に影響を与える要因であるため、診断用資料としてCBCTの有用性が示唆された。
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学展 -009 CBCT を用いた骨格性要因に伴う歯槽骨 compensation の３次元的解析
Three-dimensional analyses of alveolar compensation in association with skeletal patterns

石田 雄之1,2、川辺 綾子2、今村 俊博2、松村 智成2、池田 侑平2、大石 修史2、坂口 智美2、小野 卓史2

ISHIDA Y.1,2, KAWABE A.2, IMAMURA T.2, MATSUMURA T.2, IKEDA Y.2, OISHI S.2, SAKAGUCHI-KUMA T.2, ONO T.2

1東京医科歯科大学統合国際機構グローバル推進企画部門、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野

【目的】矯正歯科治療における治療目標の設定および効率的な治療計画立案に際し、cone beam computed tomography
（CBCT）を用いた3次元的な情報の有用性について多くの報告がある。一方、歯の移動を計画する際に支持組織であ
る歯槽骨の形態を3次元的に把握することは非常に重要であるが、CBCTを用いた報告はいまだ少ない。そこで我々
は、顎顔面形態に伴う歯性補償と同様の補償性変化が歯槽骨に起こりうるかを明らかにすることを目的に、矯正治療
前に撮影した側面頭部X線規格写真（側面セファロ）およびCBCT画像を用いて調査を行った。【資料および方法】東京
医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来を受診し、診断資料としてCBCTを撮影した18歳以上の女性不正咬合患者
25名（平均年齢29.8才）を対象とした。除外要件として、矯正治療既往、オトガイ正中の3mm以上の側方偏位、上顎
咬合平面の2度以上の傾斜、欠損歯（第三大臼歯を除く）および先天性疾患を有するものとした。治療前に撮影した側
面セファロおよびCBCT画像を用いて、顎顔面形態および前歯部・小臼歯部・大臼歯部の歯槽骨傾斜度について計測
を行い、その相関を検討した。なお、本研究は東京医科歯科大学歯学部附属病院倫理審査委員会の承認（第1254号）を
得て実施した。【結果および考察】前歯部では、ANBと下顎前歯部の歯槽骨傾斜度は有意な正の相関を認めたが、上
顎前歯部では認められなかった。一方、臼歯部ではANBと下顎小臼歯部の歯槽骨傾斜度は正の相関を認めたが、上
顎臼歯部と下顎大臼歯部では認められなかった。また、FMAと下顎小臼歯部・大臼歯部の歯槽骨傾斜度は正の相関
を認めたが、上顎では認められなかった。【結論】顎顔面形態に伴う補償性変化は、下顎歯槽骨には認められたが、上
顎歯槽骨にはあまり認められなかった。以上のことから、上下顎で異なる歯槽骨の補償性変化が存在することを勘案
した治療計画の立案の重要性が示唆された。

学展 -010 CBCT を用いた顎顔面骨格と下顎骨歯槽部の形態的関連についての３次元的解析
Three dimensional analyses of relationship between skeletal pattern and shape of mandibular 
alveolar bone

坂口 智美1、石田 雄之1,2、川辺 綾子1、今村 俊博1、池田 侑平1、大石 修史1、松村 智成1、小野 卓史1

SAKAGUCHI-KUMA T.1, ISHIDA Y.1,2, KAWABE A.1, IMAMURA T.1, IKEDA Y.1, OISHI S.1, MATSUMURA T.1, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門

【目的】矯正歯科臨床において、歯槽部の骨形態により、歯の移動が制限される場合がある。過去に、側面頭部Ｘ線規
格写真（側面セファロ）を用い、下顎骨体正中歯槽部と顎顔面骨格の形態的関連を示した報告があるが、犬歯部や臼歯
部の下顎骨歯槽部については明らかでない。一方、近年では、歯科領域においてcone beam computed tomography 

（CBCT）が用いられる。本研究では、CBCTを用いて下顎骨歯槽部の形態解析を行い、顎顔面骨格との関連を明ら
かにすることを目的とした。【資料および方法】東京医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来を受診し、治療前に
CBCTを撮影した18歳以上の不正咬合患者35名を対象とした。除外要件は、矯正治療既往、オトガイ正中の3mm以
上の側方偏位、上顎咬合平面の2度以上の傾斜、欠損歯（第三大臼歯を除く）および先天性疾患を有するものとした。
それぞれの患者において、側面セファロを用い、ANBおよびFMAを求めた。また、CBCT画像を用い、両側下顎犬
歯、第一小臼歯、第一大臼歯における下顎骨歯槽部幅径を計測した。なお、本研究は東京医科歯科大学歯学部附属病
院倫理審査委員会の承認（第1254号）を得て実施した。【結果および考察】下顎骨幅径は、犬歯部および小臼歯部におい
て、FMAが大きくなるほど小さな値となった。また、ANBが小さくなるほど小さな値となる傾向を示し、大臼歯部
でよりこの傾向がみられた。【結論】下顎骨形態は顎態により異なることが明らかとなり、このような差異に配慮した
治療計画の立案の重要性が示唆された。
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学展 -011 骨格性下顎前突症における上顎前方牽引装置の効果と安定性の検討
Examination of effects and stability of maxillary protraction appliance in skeletal mandibular 
prognathism

中村 竜也、中村 恵実、川上 響子、川上 映子
NAKAMURA T., NAKAMURA E., KAWAKAMI K., KAWAKAMI E.

川上矯正歯科医院（ 香川 ）

【目的】成長期の骨格性下顎前突症の改善を目的として、上顎前方牽引装置を使用することが多いが、上下の顎間関係
改善後の安定性についての検討は少ない。今回、I期治療に上顎前方牽引装置を使用し、II期治療としてマルチブラ
ケット治療にて咬合の獲得を行った際の効果と術後の安定性について検討したので報告する。【資料および方法】対象
はI期治療に上顎前方牽引装置を使用し、その後II期治療を行った骨格性下顎前突の患者（男子3人、女子3人、平均
年齢8歳2か月）とした。口腔内装置には上顎第二乳臼歯または第一大臼歯にバンドを装着したNanceのホールディン
グアーチを固定として使用した。上顎前方牽引装置にはフェイスマスクタイプを使用した。マルチブラケット装置に
は、ストレートワイヤーブラケットを使用した。初診時、I期治療終了時、II期治療開始時、II期治療終了時の側方頭
部エックス線規格写真において、顎顔面形態と軟組織に関する9項目（SNA角、SNB角、ANB角、Wits値、FH-Mp、
FH-Pp、FH-Occ.pl、Nasolabial angle、Nasomental angle）を測定した。【結果および考察】今回の結果では、全ての対
象においてANB角、Wits値は増加し、FH-Pp、FH-Occ.plは減少したことで上下顎骨の前後的位置関係の改善が認め
られた。その後のII期治療において咬合の獲得を行った後も、前後的位置関係は比較的安定していることが認められた。

【結論】上顎前方牽引装置使用により改善された上下顎関係は、その後のマルチブラケット装置による咬合の獲得後も
安定していることが確認できた。このことから、上顎前方牽引装置の成長期の骨格性下顎前突症に対する治療の有効
性を示すと考えられた。

学展 -012 アイトラッキングを用いた口唇口蓋裂患者への注視点変化の観測
Observation of the gaze point change to cleft lip and palate patient using the eye-tracking

關戸 大紀、大塚 剛郎、河田 俊嗣
SEKIDO D., OTSUKA T., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学

【目的】口唇口蓋裂等の先天性疾患を有する患者の抱える問題の一つに、顎顔面の裂隙部における審美的問題が挙
げられる。本研究では、口唇口蓋裂患者に対する第三者の視線を客観的に検討するために、顔貌に対する第三者
の注視点に着目し、口唇形成術前と術後とにおける注視点の変化と、健常者顔貌の注視点との比較検討を行った。

【資料および方法】歯科医師5名と一般人5名を被験者とし、口唇形成術前の画像、口唇形成術後の画像、口唇口蓋裂
を有しない健常者の3種類の画像を1枚につき10秒間、それぞれ供覧した際の視線運動をアイトラッキングにて記録
した。画像の提示順序はカウンターバランスを採用し、ランダムに供覧した。【結果および考察】口唇形成術前の画像
では口元目元への注視が多く、口唇形成術後の画像では術前と比較して口元への注視が極めて減少し、髪型や輪郭な
どその他の部位への視線運動の拡散が観察できた。口唇口蓋裂を有しない健常者画像では目元への注視が最も多く、
口元への注視は少なく髪型や輪郭などその他の特徴を探るような視線運動が観察され、これは口唇形成術後に対する
データと近似していた。形成術前後の画像を比較すると、術後においては口元以外の髪型や輪郭などへの注視が増加
し、患部以外の個人の特徴を印象付けるように変化したものと考えられる。また、歯科医師と一般人との注視点の差
として、歯科医師では口唇形成術後の口元への注視の増加が認められた。この結果は職業による注視点の偏重が生じ
たものと思われる。【結論】本研究の結果より、第三者からの注視点において口唇形成術後の口元への注視時間は減少
し、広範囲な個人の特徴を探る注視時間が延長することが客観的に示された。
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学展 -013 歯科矯正学の知識の有無が歯列不正の認知に及ぼす影響
Influences of the knowledge of the orthodontics on odontoparallaxis perception

中村 文彦1、坂井 信之2、硲 哲崇3、黒柳 ふみ1、留 和香子1、北井 則行1

NAKAMURA F.1, SAKAI N.2, SAKO N.3, KUROYANAGI F.1, TOME W.1, KITAI N.1

1朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野、2東北大学大学院文学研究科心理学研究室、
3朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野

【目的】矯正歯科医と患者との間で正常咬合に関する認識が異なっていることに遭遇することがある。本研究の目的は、
歯科矯正学の知識を有する者と有しない者との間で、矯正歯科治療を必要と感じるオーバージェットの値に違いがあ
るかを明らかにすることである。【資料および方法】被験者は、某歯科衛生士専門学校入学直後の1年生（n=96）と同校
の3年生（n=34）とし、1年生を「歯科矯正学の知識のない者」、3年生を「歯科矯正学の知識のある者」とした。オーバー
ジェットを-2mmから+7mmに変化させた11種類の模型を、被験者に無作為（無作為閲覧）あるいはオーバージェッ
ト値の順（順番固定閲覧）に並べて提示し、（1）模型を他人と仮定した場合（他人仮定時）および（2）模型を自分と仮定し
た場合（自分仮定時）に矯正歯科治療を必要と感じるかを回答させた。矯正歯科治療を必要と回答した被験者の割合を
模型ごとに算出し、1年生と3年生で割合に違いがあるかFisherフィッシャーの正確確率検定を用いて分析を行った。

【結果】1年生と3年生の結果を比較した結果、無作為閲覧・他人仮定時、無作為閲覧・自分仮定時、順番固定閲覧・
他人仮定時において、オーバージェット0mmについて、1年生よりも3年生の方が矯正歯科治療を必要と考える割合
が有意に高かった。順番固定閲覧・自分仮定時では同様の傾向は見られたが、有意な差は認められなかった（p<0.063）。

【考察】本研究結果では、切端咬合について、歯科矯正学の知識がある者はない者と比較して治療を必要と感じていた。
このことから切端咬合について、歯科矯正学の知識のない者は、矯正歯科治療を必要とは考えず、矯正歯科医との間
に認識のずれが生じる可能性があり、患者に対して適切に説明する必要があると考えられる。【結論】歯科矯正学の知
識がある者はない者と比較して、切端咬合について、矯正歯科治療を必要と考える傾向が高いことが明らかになった。

学展 -014 成長ホルモン受容体（GHR）遺伝子多型と三次元的な下顎骨形態との関連
Contribution of the growth hormone receptor gene variants to the mandibular morphology 
using CBCT

中脇 貴俊1、山口 徹太郎1、冨田 大介1、疋田 悠1、鈴木 洋子1、MOHAMED Adel1、木村 亮介2、
槇 宏太郎1

NAKAWAKI T.1, YAMAGUCHI T.1, TOMITA D.1, HIKITA Y.1, SUZUKI Y.1, MOHAMED A.1, KIMURA R.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2琉球大学大学院医学研究科人体解剖学講座

【目的】過去の成長ホルモン受容体（GHR）遺伝子と下顎骨形態の関連を調べた報告は、いずれも側面頭部Ｘ線規格写
真（セファロ）分析法における線分析・角度分析が用いられている。しかし、複雑な構造物である下顎骨形態の評価
にセファロから得られる二次元的な情報からでは限界がある。本研究では三次元的解析を行った下顎骨形態とGHR
遺伝子のexon 10におけるSNP（Single Nucleotide Polymorphism）rs6180とrs6184との関連を検討することを目的
とした。【資料および方法】昭和大学歯科病院矯正歯科を受診した日本人成人178人を対象とした。GHR遺伝子の
2つのSNP rs6180、rs6184についてタックマンのジェノタイピングアッセイによりタイピングした。CBCT（cone-
beam computed tomography）画像は歯・顎顔面用コーンビームX線CT装置 （KaVo 3DeXam、カボデンタルシ
ステムズジャパン）にて撮影した。下顎骨の5つの距離、1つの角度計測ならびに体積測定は画像処理ソフトウェア

（AnalyzeTM、Biomedical Imaging Resource）を用い、歯頸部にて歯冠部と下顎骨体を分離し、三次元構築を行い計
測した。【結果および考察】これまでのセファロを用い二次元的に解析した下顎骨形態とGHR遺伝子多型の関連の報
告では、下顎枝の長さ（CD-GO）との関連がみられた。しかし、三次元的に解析を行った本研究結果では同様の結果を
再現することはできなかった。一方、興味深いことに、過去のセファロを用いた報告では観察することの出来なかっ
た左右の筋突起間距離（RCP-LCP）とrs6180との関連を見出した。【結論】GHR遺伝子多型rs6180は左右の筋突起間距
離と関連する。
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学展 -015 小臼歯抜去により治療した Angle Class III 下顎前突における矯正治療前後
の赤唇形態の変化
Changes in vermillion lip morphology after premolars extraction treatment in Angle Class III 
mandibular protrusion

大森 裕子1、丹原 惇1、高橋 功次朗2、森田 修一1、齋藤 功1

OOMORI Y.1, NIHARA J.1, TAKAHASHI K.2, MORITA S.1, SAITO I.1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2新潟大学医歯学総合病院矯正歯科

【目的】我々は第73、74回本学会大会において、上下顎前突症例および上顎前突症例における治療前後の赤唇形態変化
について報告した。そこで今回は、矯正歯科治療によって下赤唇形態の変化が大きいと考えられる下顎前突症例を対
象として赤唇形態変化について分析を行ったので報告する。【資料および方法】対象は、新潟大学医歯学総合病院矯正
歯科を受診し、Angle Class III 下顎前突と診断された症例のうち、overjet 0mm以下の症例で、小臼歯抜去を適用し
矯正単独で治療を行った成人女性15例（20歳~37歳）とした。口唇形態の計測には、初診時および動的治療終了時にイ
ヤーロッドを挿入して撮影した側貌規格写真を用いた。規格写真上で、FH平面をX軸、鼻翼基部最側方点を通りFH
平面に直交する直線をY軸とする座標系を設定し、赤唇形態に関する距離計測および角度計測を行った。治療前後の
赤唇形態の変化について、Wilcoxon符号付き順位検定を用いて統計学的に解析を行った。【結果】側貌規格写真分析に
おいて、治療前後で下赤唇前方部は2.6mm有意な減少を認めたのに対し、上赤唇前方部においては有意な変化を認め
なかった。赤唇前後径については下赤唇で1.5mmの減少を認めたが、上赤唇では有意な変化を認めなかった。また、
赤唇高径および赤唇展開角については、いずれも有意な変化を認めなかった。【考察】矯正歯科治療によりおもに下顎
前歯を後退させた結果、下赤唇の後退を認めたが、上赤唇では有意な変化は認められなかった。これは、前歯部被蓋
の改善によって下顎前歯が上顎前歯よりも後方へ移動することで、下赤唇の後退量が有意に大きくなったと考えられ
た。【結論】矯正単独治療により改善を図った下顎前突では、下顎前歯の舌側移動に伴って下赤唇が後退する。

学展 -016 上下顎骨の前後的位置が正貌軟組織垂直比に与える影響について
Examination of the influence for maxillary and/or mandibular position in a facial proportion

福本 葵、岩田 敏男、市川 博文、村松 郁朗、河田 俊嗣
FUKUMOTO A., IWATA T., ICHIKAWA H., MURAMATU I., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】日本人は証明写真等に例えられるように正貌に対する評価を重視している。しかし、矯正歯科臨床において行
なっている軟組織の分析は側貌に対するものが多く、正貌に関するものはほとんどみられない。我々は日本人不正咬
合者に関して軟組織下顔面高比が上下顎骨の前後的位置に影響を受けることを報告した。そこで、上下顎骨の前後的
位置が正貌垂直比に与える影響をより詳細に検討する事とした。【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正科に
来院した成人患者のうち、最近のものから連続して遡り、Skeletal Class I（ANB 0°-5°）（Class I群: 男性10名、女性20名、
平均年齢27歳1か月）、Class II（ANB>5°）（Class II群: 男性2名、女性28名、平均年齢30歳3か月）およびClass III（ANB<0°）

（Class 群: 男性14名、女性16名、平均年齢27歳9か月）症例をそれぞれ30症例選択した。これら症例の正貌顔面写真
（咬頭嵌合時）を用い、顎顔面垂直距離をWincef9（ライズ株式会社）用いて計測した。それぞれの計測値から、瞳孔-鼻
下点間（B）と鼻下点-オトガイ間（C）距離比、頭頂-瞳孔間（F）と瞳孔-オトガイ間（G）距離比、鼻下点-口裂（D）と口裂-
オトガイ間（E）距離比および顎顔面頭蓋部の縦／横比を算出し、Class I、II、III群におけるそれぞれの比率を比較した。
統計分析はクラスカル・ワーリス検定を用い危険率5%以下を有意差ありとした。【結果および考察】D/E比において、
ClassII群がClass I、III群に比べ有意に大きく、Class III 群はClass I、II群に比べ有意に小さかった。縦横比におい
てClass II群がClass I、III群に比べ有意に小さく、Class III群はClass I、II群に比べ有意に大きかった。顎顔面垂直
距離、特に下顔面垂直距離比は上下顎骨の前後的位置にも影響を受ける事が示唆された。【結論】矯正歯科治療におい
て正貌の調和にも配慮した治療計画を考慮すべきであると考える。
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学展 -017 後天的な頭位の変化による顔面非対称性への影響
Influence of postnatal head position change to asymmetry of face in strabismus patients 

西川 嘉明1、村木 一規2、石山 隆文3

NISHIKAWA Y.1, MURAKI K.2, ISHIYAMA T.3

1ソフィア矯正歯科クリニック（ 鹿児島 ）、2村木矯正歯科クリニック（ 愛知 ）、3石山矯正歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】バイオネーターなどの機能的顎矯正装置は後天的な下顎位である構成咬合により、顎整形的な変化や歯の移動
をもたらす装置である。一方その理論的根拠となる顎顔面の発育には、遺伝的な影響と後天的な影響が関与するとさ
れているが、時として区別するのは困難な場合が多い。今回我々は後天的な頭位変化が顔面頭蓋の非対称性に与える
変化の影響を評価すべく研究を行った。斜視（strabismus）は小児において1.5~2.0％存在するといわれ、視覚の補正を
行うために二次的に頭位の変化を伴うことがある。本研究では両親に非対称が認められず、他疾患が無いことを問診
で確認できた斜視による二次的な頭位の偏移を伴った患者を対象（以下: 患者群）に、正貌セファログラムを用いてリ
ケッツ分析を行い、日本人標準データ（根津ら）との比較を行い検討した。【資料】斜視により頭位の変化を示す患者の
中でインフォームドコンセントを経て研究への賛同を得た8名（男児; 5名、女児; 3名: 平均年齢9歳5か月）。【方法】患
者群の正貌頭部X線規格写真を用い、リケッツ分析により計測した。平均値、標準偏差などを算出し、日本人9歳児
での平均値と比較し、患者群の特徴を検討した。【結果および考察】日本人標準値と比較してオトガイの偏移に関する
計測項目であるMax-Mand midline、postural symmetry、そして咬合平面の傾斜を示すOcclusal plane tiltにおいて
1.S.D.を超える差が認められた。これより斜視による後天的な頭位の変化が筋などの軟組織に変化をもたらすことで
顎顔面部に力を及ぼし、非対称性に影響を与えている可能性が考えられた。【結論】後天的な頭位変化を示す患者群に
おいては標準的な日本人のデータと比して非対称性が増加していることが示された。

学展 -018 片顎に局在する先天性欠如歯が顎顔面形態に与える影響
Effects of congenitial missing teeth coming into each jaw on maxillofacial morphology

佐藤 瑶子、宇塚 聡、坂梨 公亮、鈴木 晴香、水谷 匡佑、吉田 陽子、宮下 渉、小森 成
SATO Y., UZUKA S., SAKANASHI K., SUZUKI H., MIZUTANI K., YOSHIDA Y., MIYASHITA W., KOMORI A.

日本歯科大学附属病院矯正歯科

【目的】先天性欠如歯（先欠）の部位が顎顔面形態に与える影響については不明な点が多い。そこで、片顎に局在する先
欠が顎顔面形態に与える影響について検討した。【資料および方法】日本歯科大学附属病院矯正歯科に来院した、第三
大臼歯以外の先欠が片顎的に4歯以下で、パノラマＸ線写真で第二大臼歯の存在が確認できる混合歯列期後期以降の
者のうち、症候群の疾病を有する者や顎骨の不調和が歯の先欠以外の因子によると推察される症例を除外した男性9
名、女性19名、計28名（1歯欠損12名、2歯欠損12名、4歯欠損4名）を調査対象とした。さらに、被験者を混合歯列
期後期（S1）、永久歯列期初期（S2）、永久歯列期（S3）の3群に分類し、群ごとに口腔模型や頭部Ｘ線規格写真の分析結
果を標準値と比較して、片顎に局在する先欠と顎顔面形態との関連について調査した。【結果】先欠が上顎に限局する
者は11名、下顎に限局する者は17名であった。性別では、上顎のみの先欠において、S1群とS3群の女性でL1-MPの
過小、S2群の男性でU1-SNの過大が認められたが、少数歯欠損の存在が上下顎骨の近遠心的あるいは垂直的な発育を
抑制する所見は認められなかった。なお、上顎欠損のうち3症例にNF-MPの過大（32.6~42.4）、3症例にANS-Meの過
小（62.1~63.2）が、下顎欠損では5症例にSNBの過小（71.9~75.4）、3症例にWitsの過大（1.1~4.4）が存在した。【考察】今
回の調査により、群ごとの評価では片顎に局在した先欠が顎骨の近遠心的な発育を妨げる現象は認められなかったも
のの、個々の症例は多様性が高いことが示唆された。【結論】今回の調査では、片顎に局在する先欠が顎顔面形態の成
長を抑制する傾向は認められなかったが、症例ごとの多様性が高いことから今後も症例数を増やし、さらに十分な検
討を重ねる必要がある。
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学展 -019 成長期ラットの鼻呼吸障害に伴う血中酸素飽和度の低下は下顎骨形態に影響を与える
Decrease in blood oxygen saturation associated with nasal obstruction influences mandibular 
morphology in growing rats

渡壁 賢三、米満 郁男、池田 侑平、宮崎 睦、小野 卓史
WATAKABE K., YONEMITSU I., IKEDA Y., MIYAZAKI M., ONO T.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野

【目的】慢性的な鼻呼吸障害に伴い血中酸素飽和度 （SpO2） が低下することが知られている。なかでも鼻閉に伴う口呼
吸は、バクシネーターメカニズムの変調を招き、下顎が時計回りの回転を生じることにより相対的上顎前突を惹起す
る。しかしながら、鼻閉に伴う下顎骨の詳細な骨形態変化に関する報告は認められない。そこで今回我々は、成長期
ラットにおいて鼻閉モデルを作製し、鼻呼吸障害に伴うSpO2低下が下顎骨に与える影響を骨形態学的解析法を用い
て比較検討した。【資料および方法】8日齢のWistar系雄性ラット30匹を無作為に対照群と実験群に分けた。実験群は
8日齢において片側鼻腔を焼灼することで閉塞し、鼻閉モデルを作製した。実験小動物用パルスオキシメータを用い
て1週間ごとにSpO2を計測し、9週齢まで飼育した後に屠殺した。Soft X線を用いて側面頭部X線規格写真を撮影し、
下顎骨の骨形態学的解析を行った。また、顎関節micro CTを撮影し、下顎頭の骨微細構造解析を行った。統計学的
解析にはStudentのt-検定を用いた （p<0.05） 。【結果および考察】実験期間中、両群間の体重に有意差は認められなかっ
た。実験群におけるSpO2は、対照群と比較して3週齢以降有意に減少した。また、実験群における下顎枝長および下
顎下縁長は、対照群と比較して有意に減少した。さらに、実験群における骨密度、骨体積密度およびTissue骨密度は、
対照群と比較して有意に減少した。【結論】成長期における鼻呼吸障害に伴うSpO2の低下は、下顎枝長および下顎下
縁長の短縮をもたらすとともに、骨微細構造にも変化をもたらすことが示唆された。

学展 -020 非症候性部分無歯症患者の矯正学的調査ー顎顔面形態についての検討ー
Orthodontic study of non syndromic oligodontia: Examination of dentofacial morphology

平井 三峰子、宮崎 晴代、田鶴濱 泰子、安村 祐香、石井 武展、坂本 輝雄、末石 研二
HIRAI M., MIYAZAKI H., TAZUHAMA Y., YASUMURA Y., ISHII T., SAKAMOTO T., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】非症候性部分無歯症（NSO）は6歯以上の永久歯先天欠如を有する非症侯性疾患である。筆者らは昨年、東京歯
科大学矯正歯科のNSO患者の来院動向および臨床的特徴を発表したが、今回は成人NSO患者の顎顔面形態を検討し
たので報告する。【資料および方法】本学矯正歯科の初診時年齢16才以上の女性NSO患者17名の側面頭部エックス線
規格写真分析を行い飯塚の正常咬合者と比較した。【結果および考察】セファロ分析では、SNAは80.0±2.9°と有意に
小さく（p<0.05）頭蓋底に対して上顎歯槽基底部は後方位であった。SNBは79.0±4.8°で有意差は認めなかったが、A-B 
平面角は-2.2±6.0°と有意に大きく（p<0.05）、convexityは0.6±9.4°と有意に小さい（p<0.01）ことから、上下顎の前後的
位置関係においてNSOは頭蓋底に対して下顎歯槽基底部の位置に問題はないがオトガイ部が突出していることが示
された。下顎下縁平面角は28.0±5.4°と有意差は認めなかったが、Facial angleは89.1±5.3°と有意に大きく（p<0.001）、
Y-axisは60.6±4.5°と有意に小さく（p<0.01）、オトガイ部の前方位を認めた。歯軸に関してはU1toFHが109.7±7.4°で有
意差はなかったがL1toMPは83.1±9.0°で有意に小さく（p<0.001）下顎切歯は舌側傾斜していた。上顎歯槽基底部の後退、
および下顎前歯の舌側傾斜については過去の報告と類似していたが、下顎の突出についてはオトガイ部が突出してい
るが下顎歯槽部は突出していないことが示され、多数歯欠如による上下顎歯槽基底部の発育不全が関連していると推
察された。【結論】NSO患者の顎顔面形態は、頭蓋底に対して上顎歯槽基底部は後退しオトガイ部が突出し下顎前歯が
舌側傾斜していた。



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

149

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -021 食餌性状がマウス下顎骨の三次元形態に及ぼす影響
Three-dimensional evaluation that diet property influences the characteristics of mandibular 
morphology 

河野 加奈1、谷川 千尋2、柳田 剛志3、上岡 寛4、山城 隆2

KONO K.1, TANIKAWA C.2, YANAGITA T.3, KAMIOKA H.4, YAMASHIRO T.2

1岡山大学病院矯正歯科、2大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、3柳田矯正歯科かなこ小児歯科クリニック（ 兵庫 ）、
4岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】過去に我々は、粉末餌を与えたマウスと固形餌を与えたマウス下顎骨の形態の差異を、X線マイクロコンピュー
タトモグラフィ（CT）を用いて検討し、食餌の性状の違いがマウス下顎骨の形態に影響することを角度や距離を計測す
ることで明らかにした。今回、新たな画像解析手法を用いることで、下顎骨三次元表面形態のより詳細な形態の差異
を明らかにしたので報告する。【試料および方法】生後3週齢のICRマウスに粉餌（S群; n=7）、固形餌（H群; n=7）をそ
れぞれ与え生後9週齢まで飼育した。生後9週で屠殺したマウスの頭部をX線CT装置にて撮影し、サーフェスレンダ
リングにより下顎骨の表面形態を抽出した。咬合平面を基準として座標系を決定した後、解剖学的計測点に基づいて
メッシュフィッティングを行った。前記のメッシュの12186結節点のXYZ座標値について、significance probability 
mapを生成し、二群に有意の差を認める下顎骨表面形態の部位を検討した（p<0.05）。【結果および考察】咬合平面を基
準とした場合、S群の下顎頭部、咬筋付着部、下顎角部はH群と比較して垂直的に上方に位置した。S群の下顎頭部
および下顎角部は、H群と比較して前後的に小さかった。S群の下顎頭および筋突起はH群と比較して水平的に内側
に位置した。さらにS群の下顎骨の舌側面はH群と比較して外側に位置したことから、下顎骨体の水平的な厚みが薄く、
また舌側の隆起が小さいことが明らかとなった。【結論】新たな解析手法を用いることで、食餌の性状の違いがマウス
下顎骨の表面形態に及ぼす影響をより詳細に解析することができた。粉餌を与えたマウスと固形餌を与えたマウスで
は、下顎頭部、咬筋付着部、筋突起、下顎角部、下顎骨体舌側面、切歯の形態に有意な差が生じることが明らかとなった。

学展 -022 顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症患者の左右対称性に関する検討
Investigation on symmetry for mandibular prognathism patients with facial asymmetry

小泉 友里子1、金 亨俊2、水野 高夫2、野嶋 邦彦2、西井 康2、末石 研二2

KOIZUMI Y.1, KIM H.2, MIZUNO T.2, NOJIMA K.2, NISHII Y.2, SUEISHI K.2

1こいずみ矯正歯科クリニック（ 埼玉 ）、2東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】顔面非対称を伴う顎変形症患者に対し外科的矯正治療を行う際、正貌の対称性の獲得は治療の質の向上、患
者の満足度を得るために大変重要である。そこで、我々は顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症患者の正面頭部X
線規格写真と正貌顔面規格写真を用いて、左右対称性と下顎の側方偏位との関連について検討したので報告する。

【資料および方法】Me偏位量が4.0mm以上の骨格性下顎前突症患者70名を対象とした。正面頭部X線規格写真を用
いて計測点14点を設定し、正中垂直基準線に対する下顎骨偏位角、上顎骨傾斜角、咬合平面傾斜角、下顎下縁傾斜
角の角度計測4項目、咬合平面傾斜距離、下顎骨偏位距離の距離計測2項目を計測した。さらに、正貌顔面規格写真
を用いて計測点10点を設定し、正中垂直基準線に対する軟組織オトガイ偏位角、口角傾斜角、頬部最大豊隆傾斜角、
Cupid傾斜角の角度計測4項目、軟組織オトガイ偏位距離の距離計測1項目を計測した。なお、符号は偏位側への側方
偏位を（+）、上方偏位を（+）とした。【結果および考察】正面頭部X線規格写真では、下顎骨偏位角は他の計測項目よ
り有意に偏位は大きく、正の相関を認めた。正貌顔面規格写真では、軟組織オトガイ偏位角は他の計測項目より有意
に偏位は大きく、正の相関を認めた。以上のことより、オトガイの偏位と上顎骨・咬合平面との間に関連性があるこ
とが明らかになり、成長期における下顎骨の偏位が上顎骨、咬合平面の偏位に適応することによって傾斜していたと
考えられた。また、軟組織オトガイの偏位も下顔面との間に関連性があることが明らかになり、口腔周囲、頬部の軟
組織に影響を与えていたと考えられた。【結論】外科的矯正治療において対称性を得るためには非対称性の要因を明確
にし、軟組織との関連性を考慮して診断、治療方針を立案する必要性が示唆された。
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学展 -023 スマイルの分類と機能時における口唇の位置との関連
Relationship of functional lip posture and classification of smile

早乙女 美緒、藤巻 良、佐藤 瑶子、宮城島 笑、小森 成
SAOTOME M., FUJIMAKI R., SATO Y., MIYAGISHIMA E., KOMORI A.

日本歯科大学附属病院矯正歯科

【目的】スマイルの評価として、前歯部露出量より3つに分類する方法があるが、露出量に影響する要因との関連性は
明らかになっていない。本研究は、その要因のなかでLip length、Lip mobility、Maxillary heightについてスマイル
の分類との関連性を明らかにすることを目的とし比較検討を行ったので報告する。【資料および方法】被験者は日本歯
科大学附属病院矯正歯科を受診し、資料として安静時、full smile時の顔面写真、側面頭部Ｘ線規格写真がある44名

（男性8名、女性36名、平均年齢23.1±5.9歳）を対象とした。なお口唇裂をはじめとする先天奇形、顔面神経麻痺、上
顎前歯部に補綴処置をしている者は除外した。full smile時に上顎前歯部露出が75％未満をLow smile （Lo群）、75％
から100％をAverage smile （Ave群）、歯肉露出を認めるものをHigh smile （Hi群） とした。安静時における鼻下点
より上唇下縁までの長さ（Lip length）、安静時Lip lengthとfull smile時のLip lengthの差（Lip mobility）、および上顎
骨の高さ（Maxillary height）を計測しスマイルとの関連を検討するため分散分析（p<0.05）を行った。【結果および考察】
full smile時の分類はLo群20.45%、Ave群40.90%、Hi群38.63%であった。Lip lengthにおいてLo群はAve群に比
較し有意に小さい結果となった。Lip mobilityにおいてLo群はAve群、Hi群と比較し有意に小さい結果となった。
Maxillary heightにおいては全ての群と比較し有意差は認められなかった。結果より今後さらなる検討が必要と考え
られた。【結論】Lo群はLip mobility以外の指標において整合性を伴う特徴を示さなかった。

学展 -024 偏側性口唇口蓋裂を有する患者の顔面軟組織の粘弾性
Viscoelasticity of the face in adult patients with a repaired unilateral cleft lip/palate

イ ドンフン1、谷川 千尋1、古郷 幹彦2、山城 隆1

LEE D.1, TANIKAWA C.1, KOGO M.2, YAMASHIRO T.1

1大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、2大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室

【目的】口唇裂を有する患者において、口唇裂閉鎖術後の瘢痕が表情表出運動時の可動域制限をおこしている可能性が
示唆されている。各患者について瘢痕を含む顔面軟組織の物性を定量的に調べることができれば、将来、表情表出
機能の改善を考慮した治療計画立案の参考とすることができる。そこで、本研究の目的は、顔面軟組織の物性につい
て、1）健常人における誤差の程度をあきらかにすること、2）口唇口蓋裂を有する患者について、健側と患側では異
なるのか否かを検討することにある。【資料および方法】実験1: 健常な成人男女5名について無線携帯式粘弾性測定機

（Vesmeter-E100Hs）を用いて、Crista philtri inferior（Cphi）、Crista philtri superior（Cphs）、口角、頬部の4カ所に
ついて、軟組織の硬度、弾性、粘性係数をそれぞれ3回ずつ計測し、それぞれのMean （M）およびRelative error （E）
を求め、誤差率E/Mを求めた。実験2: 大阪大学歯学部附属病院にて矯正歯科治療を行い、動的治療が終了した片側
性口唇裂を有する患者42名（男性21名、女性21名、平均年齢＝21.46±4.27歳）を被験者とした。実験1と同様に皮膚
の物性を3回計測し、その平均を各患者の代表値とした場合、前記変数が健側と患側では異なるのか否かについて、
paired t-testを用いて検討した（p<0.05）。【結果および考察】実験1: 誤差率は9.0％（硬度）、10.7%（弾性）、6.7％（粘性
係数）であり、臨床上有用な再現性が得られた。実験2: 健側と比較して患側では、Cphi、Cphs、口角の硬度は有意に
高く、粘性係数はCphsで有意に高かった。 口角およびCphsの弾性は健側と比較して患側で有意に高かった。また、
頬部の硬度・粘性・弾性に有意の差を認めなかった。【結論】瘢痕のあるCphsだけではなく口角についても、軟組織
の硬度、粘性および弾性は高いことが明らかとなった。これは口唇の瘢痕が、Cphsおよび口角の瘢痕周囲の皮膚を
緊張させている可能性があることが示唆された。
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学展 -025 ライブイメージングを用いた二次口蓋癒合時の medial edge epithelial 
cell：MEE 細胞 の動態についての研究
Investigation of medial edge epithelial cell behavior during palate fusion by using live imaging 
technology

青山 剛三、サルペル サフィエ エスラ、三原 聖美、岡 綾香、黒坂 寛、山城 隆
AOYAMA G., SARPER S., MIHARA K., OKA A., KUROSAKA H., YAMASHIRO T.

大阪大学歯学部顎顔面口腔矯正学教室

口蓋裂は頭蓋顔面領域における最も頻度の高い先天性疾患であり、二次口蓋の癒合不全により生じる。二次口蓋が癒
合する過程において、口蓋突起の先端に存在するmedial edge epithelial cell（MEE 細胞）の消失は必須であり、その
過程で、アポトーシスによる細胞死、細胞移動や上皮間葉転換などの様々な生物学的イベントがおこることが知られ
ている。しかし、どのイベントがMEE細胞の消失にどの程度関与しているかの詳細は未だ解明されていない。【目的】
本研究では、二次口蓋癒合中のMEE細胞消失過程をライブイメージング蛍光顕微鏡を用いて、リアルタイムで観察
することを目的とする。【資料および方法】胎生14.5日の上皮細胞特異的にGFPを発現するマウス（K-14 GFP）を用い、
口蓋突起の器官培養を72時間行った。また、同様のサンプルを用いてタイムラプスを行うことにより、二次口蓋の癒
合部に存在するMEE細胞動態の詳細な観察を行った。【結果および考察】72時間の観察で、二次口蓋の癒合部に存在
する上皮細胞が硬口蓋から軟口蓋前方にかけて失われることが観察された。また二次口蓋の癒合部に存在する上皮細
胞がダイナミックに移動し、他の部位の口蓋上皮と比較して、鼻腔側と口腔側の両方向に移動することが観察された。
また、鼻腔側に存在した細胞と口腔側に存在した細胞の、GFPシグナルが消失するまでの間に移動した距離を比較し
た場合、鼻側に存在した細胞の移動距離が口腔側に存在した細胞の移動距離に比べ、有意に短かった。【結論】細胞移
動の動態をライブイメージングで観察した結果、細胞の局在により、特異的な移動方向および移動距離を有すること
が示唆された。

学展 -026 骨格性下顎前突の早期治療に対する拡大ネジ付き上顎前方牽引装置の効果
Effects of early Class III treatment by maxillary protractive appliance with transverse 
expansion

玉置 幸雄、高村 雄太郎、安永 まどか、阿部 朗子、石川 博之
TAMAOKI S., TAKAMURA Y., YASUNAGA M., ABE A., ISHIKAWA H.

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】成長期の骨格性下顎前突では、上顎骨の前方成長促進のため上顎前方牽引装置（以下、MPA）を装着し、上顎
歯列弓の側方拡大を目的に拡大ネジを組込むことがある。その際、上顎歯列弓の拡大に伴う下顎歯列弓の拡大を示す
いくつかの報告がみられるが、上顎歯列弓を混合歯列期の早期に拡大した場合の報告は少なく、下顎歯列弓や顎顔面
骨格への影響について不明な点が多い。そこで本研究では、MPAの拡大ネジの有無による歯列弓と顎顔面形態に対
する早期治療の効果の違いを調べた。【資料および方法】本学医科歯科総合病院矯正歯科に来院し、骨格性下顎前突の
診断のもとMPAを装着し被蓋改善した23名（平均7.4歳±1.8）を対象とし、MPA使用前後の上下顎歯列模型および側
面セファログラムを資料とした。これらのうち、MPAに拡大ネジを加えた11名を拡大群、MPAのみを装着した12
名を非拡大群とし、治療前後の上下顎歯列弓幅についてD、E、6の歯種間の幅径を咬頭頂間で計測した。さらに、両
群のセファロ分析を行い骨格系の角度計測とその変化量を求め、これらを統計学的に比較した。【結果および考察】
MPA拡大群では、上顎のD、E、6間の幅径の変化量は非拡大群に比べ有意に大きく、下顎のD、E、6間の変化量に
おいても拡大群では有意に大きいことから、舌を含む周囲軟組織圧の変化が考えられた（P<0.01）。さらに、セファロ
分析から、両群の初診時はSNA、SNB、ANBにおいて有意差がみられず、Y軸角、FMAは拡大群で有意に大きかっ
たが（P<0.05）、MPA終了時には顎顔面形態に大きな違いはみられず、MPAの拡大ネジの効果により垂直的な成長が
変化し下顎下縁平面がフラット化したと考えられた。【結論】混合歯列期の早期に用いるMPAに側方拡大成分を組込
むことで安静空隙が変化し、顎顔面の垂直的な成長をコントロールできる可能性が示唆された。
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学展 -027 顔面非対称例における歯列の非対称
Dental asymmetry in facial asymmetry cases

萩原 俊一1、小林 優2、佐藤 允俊1、安井 正紀3、不島 健持1

HAGIWARA S.1, KOBAYASHI M.2, SATOU C.1, YASUI M.3, FUSHIMA K.1

1神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座歯科矯正学分野、2神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面口腔外科学講座、
3宮崎台やすい矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）

【目的】顔面非対称症例における歯列の非対称を知ることを目的に、歯列骨格統合モデルを用いた三次元形態分析を試
みた。【資料および方法】顔面非対称症例23名（女性16名、男性7名;平均年齢25.43歳）から得た、初診時の3D-CTモデ
ルと歯列石膏模型の3D-Scanモデルを研究資料とした。CTモデルの歯列上でメタルアーチファクトが認められない
部位を関心領域とし、局所的位置合わせによりCTモデルの歯列部をScanモデルの歯列部に置換し、歯列骨格統合モ
デルを得た。頭蓋基準（左右眼窩を参照し、前頭面、矢状面を決定）、下顎下縁弓基準において、顎骨と歯列の非対称
を検討した。【結果および考察】頭蓋基準の分析より、下顎骨の非対称は下顎枝高径の左右差（平均6.26 mm;0.44~13.51 
mm）と、オトガイの側方偏位（平均7.11mm;0.51~14.08mm）により特徴づけられた。オトガイの側方偏位に伴い下顎歯
列正中は同側へと偏位し（平均3.37mm;0.01~7.42mm）、正面咬合平面はオトガイ偏位側へ平均2.40 度（0.11~5.71度）上
方傾斜していた。下顎下縁弓基準の分析より、下顎歯列正中はオトガイ偏位に伴い平均2.15mm（0.11~7.95mm）反対側
に偏位し、下顎両側中切歯の平均角度は平均4.74度（0.25~14.26度）反対側に傾斜した。また下顎第一大臼歯の頬舌的
傾斜は、オトガイ偏位側が反対側と比べ平均7.46度（0.51~19.01度）舌側傾斜していた。第一大臼歯間の幅径は偏位側
が反対側より平均 8.3mm（1.39~18.93mm）小さく、オトガイ偏位側の側方歯が舌側傾斜し歯列弓が狭窄していること
が示された。【結論】歯列骨格統合モデルを作製し、アーチファクトなど画質の低下が認められる領域を3D-Scan画像
に置換することで、デンタルコンペンセーションを明確に診断できた。

学展 -028 審美的な正貌スマイルを獲得した矯正歯科患者のセファロ分析による顎顔面形
態の特徴
Cephalometric analysis of maxillofacial morphology in patients with attractive frontal smile 
after orthodontic treatments

川嶋 優花、松村 嘉子、秦 響子、新井 一仁
KAWASHIMA Y., MATSUMURA Y., HATA K., ARAI K.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正歯科治療の目標の一つにバランスの良いスマイルが挙げられ、患者の関心も高い。矯正歯科治療後に第三
者の審美的評価が高い正貌スマイルは、低かったものと比較して歯肉や前歯の露出量が少ないことが報告されている
が、正貌スマイルの審美的評価と歯や顎顔面の形態的特徴については不明な点が多い。本研究の目的は、矯正歯科治
療後の女性患者の正貌スマイルについて第三者による審美的評価を行い、側面セファロの分析結果との関連性を明ら
かにすることである。【資料および方法】マルチブラケット法による矯正歯科治療後の女性患者100名の正貌スマイル写
真を20名の評価者（男女各10名の歯学部学生、平均年齢20.7±2.4歳）がVisual Analog Scaleを用いて審美的評価を行った。
審美的評価の上位15名（平均年齢23.1±4.2歳）と下位16名（平均年齢22.2±4.9歳）を選択してそれぞれ側面セファロ分析
を行い、58項目について平均値と標準偏差を求めて両群間で比較した（対応のないt検定、P<0.05）。【結果および考察】
58項目中8項目の側面セファロ分析の平均値に両群間で有意差が認められた。骨格性の項目では、上位の群で下顎が前
方位かつ反時計回りの回転を示して前顔面高が小さく、歯槽性の項目では咬合平面の傾きが小さかった。また、軟組
織の分析では下顔面高の割合が小さかった。これらのことから矯正治療後に審美的評価が高い正貌スマイルを有する
患者の側面セファロ分析はローアングルの傾向を示し、治療後に審美的な正貌スマイルを獲得するためには患者の顎
顔面形態の特徴に考慮する必要があることが示唆された。【結論】矯正歯科治療後に審美的評価の高い正貌スマイルを
有する女性患者の側面セファロ分析では、上位の群は下位の群と比較してローアングル傾向を示すことが示唆された。
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学展 -029 成長期における間欠的低酸素曝露はラット鼻腔気道の炎症亢進を介した形態変
化をもたらす
Intermittent hypoxia alters the growth of rat nasal cavity via the inflammatory pathway 
activation

隈 陽一郎1、臼見 莉沙1、細道 純1、大石 修史1、山口 博之1、沖藤 明日香1、清水 康弘1、渋谷 直樹1、
石田 雄之1,4、金香 佐和1、鈴木 淳一2、吉田 謙一3、小野 卓史1

KUMA Y.1, USUMI-FUJITA R.1, HOSOMICHI J.1, OISHI S.1, YAMAGUCHI H.1, OKITO A.1, SHIMIZU Y.1, SHIBUTANI N.1, 
ISHIDA Y.1,4, KANEKO S.1, SUZUKI J.2, YOSHIDA K.3, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京大学大学院医学系研究科先端臨床医学開発講座、
3東京医科大学大学院医学系研究科法医学講座、4東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸は、睡眠中における上部気道の反復性閉塞に伴う間欠的低酸素（Intermittent hypoxia: IH）状態
を主徴とする。我々は、過去の本大会においてIH曝露に伴う成長期ラット鼻腔気道の劣成長とそれによる呼吸障害の増悪
の可能性を示唆してきた。一方、呼吸器疾患においては気道リモデリングの病態に対する炎症の関与が知られているが、
IH曝露下における鼻腔気道の形態成長障害と炎症との関連は不明である。そこで本研究では、成長期IH曝露ラットモデル
を用いて、鼻腔を中心とした上部気道における炎症代謝の変調について検討することを目的とした。【資料および方法】7週
齢Sprague-Dawley雄性ラット（n=12）を、無作為に実験群（n=6）および対照群（n=6）の2群に分け、各群をそれぞれIH曝露
下および大気下で3週間飼育した。3週後に屠殺し、鼻腔前頭断の凍結切片を作成し、HE染色および免疫染色を用いて組織
学的評価を行った。さらに、鼻腔粘膜を採取し、炎症性マーカーであるTNFαおよびIL1β、ならびに線維化マーカーであ
るTGFβのmRNA発現レベルを定量PCR法を用いて比較検討した。統計学的解析には、Mann-WhitneyのU検定を用いた 

（p<0.05） 。【結果および考察】組織学的・免疫組織学的解析において、対照群と比較して実験群で炎症性マーカーの発現上
昇が観察された。定量PCR法により、対照群と比較して、実験群において炎症性マーカーおよび繊維化マーカーの発現レ
ベルが有意に増加した。【結論】成長期におけるIH暴露は、鼻腔粘膜における炎症性反応を活性化し、上部気道の形態変化
をもたらす可能性が示唆された。

学展 -030 下顎 Indicator Line の年齢的変化について
Growing changes of lower indicator line in young patients

北總 征男、北總 博之
KITAFUSA Y., KITAFUSA H.

北總矯正歯科医院（ 千葉 ）

【目的】オーソトロピクス治療では、上顎Indicator Line（UILと略）と同様下顎Indicator Line（LILと略）の計測は診断
上意義あることと考えられる。LILは下顎中切歯切縁と軟組織下顎下縁間の距離で、咬合平面に対して90°の角度で測
定される。Mew1） はバランスのとれた顔貌ではUILより2mm少ないと述べ、さらにUILは小児の場合1年間で1mm
ずつ増加するとしているのでLILも関連していると考えられる。そこで各年齢における増加を調査するため本研究を
行った。【資料および方法】北總矯正歯科医院所蔵患者資料から6歳~15歳の患者データを抽出し各年齢群別にLIL値
の平均値及び標準偏差値を算出した。各年齢群の人数は6歳児群 24名、7歳児群36名、8歳児群32名、9歳児群37名、
10歳児群27名、11歳児群23名、12歳児群22名、13歳児群24名、14歳児群23名、15歳児群23名であった。【結果】
LIL値の算出結果（単位mm）は、6歳児群 34.32±2.55、7歳児群35.72±2.69、8歳児群37.69±3.17、9歳児群37.70±2.82、
10歳児群38.41±3.58、11歳児群40.74±3.33、12歳児群39.22±2.11、13歳児群41.77±2.29、14歳児群42.07±2.42、15歳児
群43.62±3.85であった。【考察】LILはMewの提唱の通り成長期にある小児では年齢毎に増加し各年毎にほぼ1mmの
増加があった。また彼の理想値ではLILの方がUILに比し2mm大きくなるということであるが、それはなくほぼ同
様もしくはLILの方が大きい年齢群もあり、必ずしもそうではなかった。不正咬合者の多くは下方への垂直的成長
傾向が大きいと推察され、今後の研究が必要であると考察される。【結論】LILは成長に伴い年齢的に増加すること
が確認された。1） Mew J. Suggestions for forecasting and monitoring facial growth. Am J Orthod Dentfac Orthop 
1993;104:105-20
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学展 -031 上顎骨の成長発育に関する一考察 （III）
A consideration on growth and development of the maxilla

小田 博雄、小泉 創、大塚 剛郎、岩田 敏男、黒木 宏一、河田 俊嗣
ODA H., KOIZUMI S., OTSUKA T., IWATA T., KUROKI K., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学

【目的】歯科矯正臨床においては、個体のより正確な顎顔面頭蓋の成長発育様相の把握が必要となる。しかし上顎骨の
成長についてはその量が僅かで、個体差の大きい部位とされている。昨年の本学会において、演者らは日本人学童の
上顎骨成長のピーク発現時期について報告した。そこで本研究では、経年的縦断資料を用い、上顎骨歯槽基底部の成
長量について個成長の観点から追究した。【資料および方法】資料は、神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学
分野が、横須賀市在住の昭和40年度就学児童を被験者として、中学校3年になるまで9年間に亘って経年的に蒐集し
た資料のうち、女子32名の側面頭部エックス線規格写真および同時期に採得された石膏歯列模型と身長の測定記録で
ある。各個体における各年度の側面頭部エックス線規格写真の透写図上で、上顎骨歯槽基底部前後径を距離的計測し
た。各個体の年間成長増加量を求め、年間成長増加量の変化からPeak発現時期を捉え、前思春期性および思春期性
年間最大成長量について、永久歯の咬合発育および身長成長との関連から検討した。【結果および考察】上顎骨歯槽基
底部の水平的成長発育について、1）各年度間における年間最大成長時期は小学3、4年生で、その成長増加量は、平均1.18 
mmであった。2）個成長最大速度を基準にして求めた年間成長量、すなわち最大個成長平均速度（Peak velocity）は1.89 
mmであった。3）前思春期性と思春期性最大成長時期とその量には、共に著明な個体差が認められた。4）前思春期性
最大個成長平均速度は1.56 mm。5）思春期性最大個成長平均速度は1.29mmであった。【結論】学童期における上顎骨
歯槽基底部の成長について、前思春期性と思春期性年間最大成長時期との2相性のPeakの存在とその量が示された。

学展 -032 混合歯列前期における上顎第一大臼歯遠心移動に伴う小臼歯歯胚への影響
Effects of molar distalization on premolars in the early mixed dentition period

宮野 純一、嘉ノ海 龍三、藤代 篤
MIYANO J., KANOMI R., FUJISHIRO A.

カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】歯列矯正の臨床において、Facebow Headgear（F-HG）は上顎第一大臼歯の遠心移動や加強固定、上顎複合体に
おける顎整形力の制御を目的として使用されている。混合歯列前期において、上顎第一大臼歯への直接的な作用は明
らかであるが顎骨内の歯胚に与える影響は明らかとは言えない。今回混合歯列前期におけるF-HGの使用に伴う顎骨
内の上顎小臼歯歯胚の位置変化について検討を行ったので報告する。【資料および方法】対象は混合歯列前期で、F-HG

（High-pull type）を用いて上顎第一大臼歯遠心移動を行った上顎前突の患児20名（治療群）とF-HGを使用せずに拡大装
置のみを使用した患児20名（対照群）とし、治療前後に撮影した歯科用CT画像を資料として用いた。前鼻棘と左右大
口蓋孔開口部前縁の三点を用い、基準点と基準平面を規定した。小臼歯と大臼歯それぞれにおいて計測基準点を設定
し、各計測基準点から基準平面までの距離を計測し治療前後の距離の差を水平移動量とした。治療群、対照群間の移
動量をstudentのt検定を用い比較しF-HGの効果を検討した。【結果および考察】治療群は第一大臼歯が遠心に移動し
ており、それに伴い多くの小臼歯も遠心に移動していた。対照群は第一大臼歯は主に近心への移動が認められ、小臼
歯は遠心へ移動するものも認めたが、多くは近心への移動を認めた。治療群と対照群間の移動量の差において統計学
的な有意差を認めた。今回の結果から混合歯列前期のF-HGによる第一大臼歯の遠心移動は、それに伴う歯列弓長の
増大だけではなく顎骨内の永久歯歯胚の位置にも影響を与え、側方歯群の交換に有利に働くことだけでなくII期治療
におけるアンカーの獲得という点でも有利であることが示唆された。【結論】今回の結果より、混合歯列前期における
上顎第一大臼歯遠心移動により小臼歯歯胚へ影響を与えることが示唆された。
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学展 -033 咬合異常に伴うストレスはマウス椎骨・長管骨骨密度の低下をもたらす
Occlusal disharmony-induced stress causes osteopenia of the lumbar vertebrae and long 
bones in mice

清水 康弘1、青木 和広2、加藤 玄樹2、小野 卓史1

SHIMIZU Y.1, AOKI K.2, KATO G.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科硬組織薬理学分野

【目的】咬合異常に伴い、げっ歯類の血中ストレスホルモン（糖質コルチコイド）濃度は増大することが報告されている。
一方、ヒトにおいて、成長期の過剰な糖質コルチコイドの投与は骨密度低下を引き起こすことが知られている。歯の
交換期である小児期は咬合状態がダイナミックに変化する時期であるため、咬合異常を引き起こしやすい環境下にあ
るが、咬合異常が全身骨に与える影響については未だ報告がない。そこで本研究は、咬合異常に伴うストレスが全身
の骨代謝に与える影響を明らかにすることを目的とした。【試料および方法】5週齢雄性 C57BL/6J マウスを用い、先
行研究を参考に上下顎切歯にレジンを築盛することで咬合異常群を作成した。装置装着の翌日および1週間後に屠殺
を行い、ストレスの指標として血中corticosterone濃度をEIA法により測定した。末梢骨用定量的CTを用いて装置
装着の1週間後に脛骨近心端および大腿骨遠心端における骨密度の測定、また、μCTを用いた腰椎の骨微細構造解析
を行った。組織学的解析として、脛骨近心2次海綿骨部において骨形態計測を行った。さらに、血清中のosteocalcin、
TRACP-5bおよび尿中のCTX濃度をEIA法により測定した。統計学的解析にはunpaired-t検定を用いた（p<0.05）。

【結果および考察】対照群と比較して咬合異常群の血中corticosterone濃度は有意に増大した。脛骨および大腿骨の骨
密度は有意に減少し、椎骨の骨微細構造も脆弱性を示した。一方、脛骨の骨形成指標は有意に減少していたが、骨吸
収指標の増大は認めず、血清中および尿中の骨代謝マーカーはその結果をほぼ裏付けていた。なお、屠殺時に両群間
の体重に有意差は認められなかった。【結論】成長期における咬合異常に伴い血中ストレスホルモン濃度は増大し、全
身骨密度は低下することが示唆された。

学展 -034 マウスへの myo-inositol 栄養補充による下顎骨の成長促進
Nutrition-supplement of myo-inositol induces endochondral mandibular growth in mice

山口 祐希、菅崎 弘幸、宮本 豊、糸日谷 佳菜子、深谷 紗吏、勝俣 裕太、中村 芳樹
YAMAGUCHI Y., KANZAKI H., MIYAMOTO Y., ITOHIYA K., FUKAYA S., KATUMATA Y., NAKAMURA Y.

鶴見大学歯学部矯正学講座

【目的】ビタミンB群の1種とされるmyo-inositolの補充は実験動物の成長期体重増加を促進すると報告されている。
さらにmyo-inositol変換酵素欠損マウスでは小下顎症が惹起されること、また同マウスへのmyo-inositol補充により
小下顎症が回避できることが報告されている。したがって本研究課題では、成長期マウスへのmyo-inositol補充は
下顎骨の成長促進が行えると仮説を立て、その検証およびメカニズム解明を動物実験及び細胞培養実験で行った。

【資料および方法】3週齢BALB/c雄性マウス（n=27）を、通常食餌群（n=13）とmyo-inositol添加食餌群（n=14）（20また
は200 mg/day/mouse）に分けて飼育した。実験開始12週で屠殺し頭部マイクロCTを撮影した。マイクロCT画像
で下顎骨計測基準点を設定し、下顎頭での軟骨内骨化に伴う下顎骨の成長量を測定・比較した。細胞培養実験にはマ
ウス軟骨細胞セルライン（ATDC5）を用い、myo-inositol添加の細胞増殖能および軟骨分化能への影響を比較解析し
た。すなわち培養開始1、3、5日目の細胞数計測、MTT assay・フローサイトメトリーによる増殖能評価、および軟
骨関連遺伝子発現をreal-time RT-PCRで解析した。【結果および考察】マイクロCT分析から、マウス食餌へのmyo-
inositol添加は濃度依存的に下顎骨を増大させた。ATDC5培養系へのmyo-inositol添加は細胞増殖を促進したが、軟
骨関連遺伝子発現は群間で差が見られなかった。【結論】myo-inositol栄養補充は、軟骨細胞の増殖を促進させること
で下顎頭での軟骨内骨化が亢進し下顎骨成長の促進ができた。このことからmyo-inositol栄養補充は、成長期小下顎
症患児の新たな内科的治療法として将来的に臨床応用できる可能性が示唆された。
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学展 -035 日本人男児における蝶後頭軟骨結合の癒合時期と頸椎骨年齢との関係
Relationship between closure of the spheno-occipital synchondrosis and cervical vertebral 
maturation

石井 瞳、嘉ノ海 龍三
ISHII H., KANOMI R.

カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】蝶後頭軟骨結合（SOS）は顔面頭蓋において重要な成長中心と考えられている。しかし、今までの研究において、
SOSの癒合時期に関する統一した報告はない。今回、日本人男児において、コーンビームCT（CBCT）を用いて、SOS
の癒合時期と頸椎の成熟度との関連を調べたので報告する。【資料および方法】矯正治療目的に来院した8歳から18歳
男児118名を対象とし、動的治療前に撮影したCBCTを用いてSOSの癒合度、頸椎の成熟度を調査した。SOSは癒合
度を4段階に分類 （stageI:結合部が離開II:一部癒合III:完全癒合、骨硬化部残存IV:完全癒合）した。また、頸椎の成
熟度は、cervical vertebral maturation method （CVM index; 1-6） を用いて評価した。【結果】11歳から13歳の約半
数の男児において、SOSの一部癒合が認められた。SOSの癒合 （stage III）が認められた最も早い年齢が14歳で、15
歳になると約半数でSOSが癒合（stage III、IV）しており、16歳以上になるとほとんどのSOSが癒合していた。また、
SOSの癒合時期と頸椎の成熟度に関して、相関関係が認められた。【考察】頸椎の成熟度から考慮すると、下顎骨の成
長ピークを過ぎ、成長がほぼ終了した段階で、SOSが癒合すると考えられる。SOS部の成長が下顎窩の位置に影響を
及ぼすとの報告もあるが、それらを総合的に判断すると、何らかの異常によりSOSが早期に癒合した場合、もしく
は、SOS癒合後に下顎骨の晩期成長が起こった場合等は、骨格的不調和を生み出す可能性があると考えられた。【結論】
SOSは男児において、11歳頃よりCBCT上に現れる骨化が始まり、16歳以上になるとほとんどの症例で癒合が認めら
れた。また、SOSの癒合時期と頸椎の成熟度に関連が認められた。

学展 -036 下歯槽神経切断によるラット下顎切歯の形態形成と歯原性間葉系幹細胞の減少
Reduced mesenchymal stem cell and incisal malformation after inferior alveolar nerve 
neurectomy in rats

早野 暁、川邉 紀章、福井 裕子、上岡 寛
HAYANO S., KAWANABE N., FUKUI Y., KAMIOKA H.

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

【目的】間葉系幹細胞は間質に局在し、組織の成長や修復に必要な細胞の供給を行う。この間葉系幹細胞の由来につい
ては、多くの議論が交わされており、近年血管周囲細胞が間葉系幹細胞の源となること、グリア細胞を含む末梢神経
系が間葉系幹細胞の供給に深く関与することが報告されている。しかし、末梢神経組織と組織の成長および修復との
関連についての組織学的な報告は未だ少ない。齧歯類の切歯は間断なく成長を続けることから、間葉系幹細胞の由来
を考察するには最適の組織である。歯の発生において、象牙質と歯髄組織は歯原性間葉系細胞から形成され、ラット
切歯では、この歯原性間葉系の幹細胞は根尖付近に局在することが知られている。そこで今回我々は、ラットの下歯
槽神経の切断が、下顎切歯の成長に与える影響について検討した。【資料および方法】生後8週齢雄性SDラット（N=25）
の右側下顎神経を下顎枝外側から剖出・切断し、1週から4週間飼育した後、マイクロCTを用いた硬組織の解析を行っ
た。さらに、下顎骨の凍結切片を作製し下顎切歯の形態変化、幹細胞分布の時間空間的な変化を観察した。対照とし
て、同週齢ラットの右側下顎神経の剖出のみを行った。【結果および考察】実験群では、神経切断から1週後において
下顎切歯に基質的な変化は見られなかったが、4週後では象牙芽細胞の消失と歯髄腔内の骨様硬組織形成が見られた。
さらに、神経切断後段階的に幹細胞分布が減少していることがわかった。一方、対照群ではわずかな骨様硬組織の形
成が認められたものの、歯髄組織の大きな変化は見られなかった。これらのことから、ラット下顎切歯において下顎
神経の切断が幹細胞の減少を引き起こすことが示された。【結論】歯の成長や修復に必要な間葉系幹細胞は神経により
維持される可能性が示唆された。
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学展 -037 フェイスボウ治療が顎顔面成長およびポステリオールディスクレパンシーに与
える影響
The effects of face-bow treatment on maxillofacial growth and posterior discrepancy

横田 俊明、江口 康久万
YOKOTA T., EGUCHI Y.

医療法人社団恒久会江口歯科医院（ 神奈川 ）

【目的】骨格性II級症例に対するフェイスボウ治療は上顎の成長抑制効果を得られるが、一方でポステリオールディスクレパ
ンシーを増大させる可能性がある。側面頭部X線規格写真分析におけるPTV-6は上顎大臼歯の位置を表す分析項目であり、
この値が小さいと上顎第二・第三大臼歯の萌出余地が小さいことになりポステリオールディスクレパンシーが懸念される。
PTV-6は年間約1mm増加すると言われているが、フェイスボウ治療によってPTV-6の増加量がどの程度影響を受けるのか
把握できれば、適切な診断の一助となると考えられる。本研究では成長期の骨格性II級症例にフェイスボウ治療を行った結
果起こる顎態およびPTV-6の変化を調べることにより、ポステリオールディスクレパンシーに影響を与える因子について
検討することを目的とした。【資料および方法】被験者は当院にてフェイスボウおよびマルチブラケットによる非抜歯矯正治
療を受けた患者12名（男性：7名、女性：5名）。いずれも初診時ANBが4度以上の骨格性II級症例で、初診時平均年齢は8歳
7か月であった。初診時および保定時の側面頭部X線規格写真を用いて分析を行った。求められた計測項目間においてスピ
アマンの順位相関係数を求め、有意性の検定を行った。【結果および考察】初診時SNAとSNAの減少量に正の相関、SNAの
減少量とPTV-6の増加量および、SNAの減少量とSNBの増加量に負の相関が認められた。これらの結果から、初診時SNA
が大きい症例ほど、フェイスボウ治療によるSNAの減少量が大きくなり、PTV-6の増加量は少なくなる傾向にあることが
示唆された。またSNAの減少量が大きいほど、SNBの増加量は少なくなることが示唆されたことから、上顎成長抑制治療
の下顎成長に対する影響が考えられた。【結論】フェイスボウによる上顎成長抑制治療を行う際にはポステリオールディスク
レパンシーの評価のためにPTV-6とともにSNAの値を考慮することが重要であると考えられる。

学展 -038 不正咬合における鼻腔機能と顎顔面形態の関連性について
Relationship between craniofacial morphology and nasal function in malocclusion 

岡 志央理1、山野辺 晋也2、川鍋 仁2、福井 和徳2

OKA S.1, YAMANOBE S.2, KAWANABE H.2, FUKUI K.2

1奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能学領域顎顔面口腔矯正学専攻、2奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】不正咬合と呼吸機能に関する報告は数多く行われているが、嗅覚との関連性についての報告はない。本研究で
は、成長発育期における不正咬合者の鼻腔機能と顎顔面形態について検討した。【資料】奥羽大学歯学部附属病院矯正
歯科を受診し、検査の同意が得られた39名（平均年齢9.4±1.6歳、男児16名、女児23名）のSkeletal I群（2°≦ΑΝΒ≦4°）、
Skeletal II群（ΑΝΒ>4°）およびSkeletal III群（ΑΝΒ<2°）不正咬合者を対象とする。鼻疾患に関する診察は耳鼻咽喉
科の専門医に依頼し、鼻疾患がある者は除外した。【方法】顎顔面形態は側面・正面セファログラムの計測、鼻腔通気
度検査は、鼻腔通気度測定器を用いて鼻腔抵抗の測定をアンテリオール法にて行い、嗅覚は基準嗅覚検査を用いて嗅
覚感度の評価をする。基準嗅覚検査では、低い濃度から上昇法によって提示した。ニオイを感じた値（検知閾値）とそ
れがどのような感じのニオイか（認知閾値）を測定した。嗅覚の結果を5段階で評価し、比較検討した。統計処理につ
いてMann-Whitney U-testを用い、有意水準は5%以下とした。【結果および考察】Skeletal II群はSkeletal I群と比較
して有意な差は認められ、Skeletal III群は、Skeletal I群と比較してSNA角、上顎骨の幅径が相対的に小さいと考え
られた。嗅覚検査結果より、検知閾値と認知閾値に有意な差が認められた（<.05）。鼻腔通気度検査では、右側鼻腔抵
抗と両側鼻腔抵抗の変化率に有意な差を認めた（<.05）。この結果よりSkeletal III群の嗅覚低下が考えられた。さらに、
Skeletal III群内において、SNA角が小さい症例は嗅覚が低下する傾向がみられ、上顎骨劣成長と嗅覚閾値の上昇に
関連性があると考えられた。【結論】成長発育期における不正咬合と鼻腔機能と顎顔面形態との関連性が示唆された。
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学展 -039 頬骨突起および下顎管でのトレースの重ね合わせを用いた上顎前方牽引装置の
治療効果の評価
Evaluation of effects of facial mask using cephalometric superimposition on zygomatic 
processes and mandibular canal

坂口 結、梶井 貴史、熊野 千恵、玉置 幸雄、石川 博之
SAKAGUCHI Y., KAJII T., KUMANO C., TAMAOKI S., ISHIKAWA H.

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】成長期の骨格系の改善を目的とした矯正治療の効果を評価するにあたり、通常のセファロ分析では骨膜性の成長
も含まれた評価であるため、縫合性成長や軟骨性成長を明確に評価することはできない。そこで今回Björkら（1977）と
Harazonetisら（1998）が考案した縫合性成長や軟骨性成長を分離する分析方法を改変して用い、上顎前方牽引装置の治
療効果を明らかにすることを目的とした。【資料および方法】上顎前方牽引装置を用いて治療を行った女児28名（平均年
齢8.0歳）を対象とし、治療開始時および治療終了時のセファログラムを資料とした。また、対照群として機能性反対咬
合の女児8名（平均年齢8.0歳）を用いた。通常のセファロ分析に加えて、治療前後のセファログラムのトレースを頬骨
突起および下顎管、歯根形成前の歯胚、下顎結合部の内縁、下顎結合部の唇側外縁で重ね合わせて上顎の縫合性成長、
下顎頭の軟骨性成長、下顎の回転を分離しベクトルとして表した。治療群と対照群のベクトルの平均値の差の検定を行っ
た。また、治療群において、ベクトルと一般的なセファロ計測項目の変化量および頬骨突起の重ね合わせにより算出し
た上顎骨の回転量との相関分析を行った。【結果および考察】治療群では対照群より上顎の縫合性成長の水平成分が有意
に大きく、下顎の回転が有意に小さく、上顎の前方成長の促進効果および下顎の前上方への回転の抑制効果が得られて
いると示唆された。治療群において上顎の縫合性成長の水平成分と上顎の反時計回りの回転とに有意な相関を認めた。
下顎の回転と、下顎の前後的位置関係を示す項目および上下顎関係を示す項目とに有意な相関を認めた。【結論】上顎前
方牽引装置の治療効果は上顎の縫合性成長の促進と、下顎の前上方への回転の抑制によるものであることが示唆された。

学展 -040 フルバスタチン応用による軟骨分化制御メカニズムの解明
Elucidation of the cartilage differentiation control mechanism by fluvastatin application

石川 宗理、石井 武展、崔 大煥、大竹 智久、坂本 輝雄、末石 研二
ISHIKAWA M., ISHII T., CHOI D., OTAKE T., SAKAMOTO T., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】近年FGFR3遺伝子変異による骨系統疾患である軟骨無形成症とタナトフォリック骨異形成症に対してスタチ
ンが 治療に有効である可能性が示された。しかしながら、FGFR3だけでなく軟骨性分化に関わる因子は複雑に関連
し合うことが予測される。本研究はマウスEC（Embryonal Carcinoma）由来クローン化細胞株ATDC5細胞を用いて、
フルバスタチン（以後、スタチン）が軟骨細胞の多段階分化プログラムの自律的進行をどのように調節しているかを検
討した。【試料および方法】ATDC5培養に際しては、石灰化誘導メディウムにて培養したものと通常メディウムで培
養したものの2群に分けて検討した。ATDC5におけるスタチンの至適濃度を知るために、細胞増殖試験を行った。また、
軟骨細胞分化および石灰化へのスタチンの影響を知るために培養7日目でALP染色、21日目でAlizarin染色を行っ
た。さらに軟骨分化制御マーカーのmRNA発現量を知るためにreal-time PCRによるBMP、Ihh経路、FGFR経路な
どを解析した。【結果および考察】10nMスタチン添加により対照群に比べ最も細胞増殖が活性化された。石灰化誘導
メディウムとスタチンの添加による石灰化能の実験においては、100nMと1000nMスタチン添加により石灰化を抑制
した。real-time PCRによる軟骨分化制御マーカー定量の結果、Ihh、smoなどの遺伝子が対照群に比べ有意に増加し
たことがわかった。【結論】スタチンは軟骨の分化に関して成熟させるものの石灰化させることを抑制する可能性があ
り、Ihh経路を介して内軟骨性成長による長さを管理できる可能性が考えられた。
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学展 -041 混合歯列期におけるバイオネーターの有効性について
Effectiveness of the bionator treatment in mixed denttion stage

橋本 和俊
HASHIMOTO K.

橋本矯正歯科（ 京都 ）

【目的】混合歯列期の上顎前突の治療において顎骨の成長発育を促進、或いは抑制し上下顎骨間のバランスを整える事
が重要であり、機能的矯正力を利用した様々な装置が用いられている。今回アングル2級の不正咬合と診断した混合
歯列期の症例のうち、バイオネーターを使用して咬合の挙上と下顎位の前方誘導を行い、良好な結果が得られた症例
の顎顔面治療による変化を比較し、その相関を分析した。【資料および方法】本研究ではバイオネーターを1日平均8
時間使用した9~10歳の男女のうち、ANBが5°以上で、未萌出状態も含む永久歯28本を確認できる11人（平均9.3歳）
を対象とし、その治療前後を比較した。調査方法は側面頭部エックス線規格写真を用いてセファロ分析を行い、全症
例の治療前後の計測結果に対してt検定を行った。また、Jarabak分析法より、術前のThe three angleが396°以上の
5症例を時計回りの成長パターン群、術前のThe three angleが396°以下の6症例を反時計回りの成長パターン群とし、
それぞれの群の計測結果に対してもt検定を行った。【結果】t検定の結果、全症例において治療前後のSNB、ANBに5％
以下の危険率で有意差が認められた。また術前の計測結果において時計回りの成長パターンを示した群ではArticle 
angle、Gonion angle、SN to GoGn、U1 to SN において5％以下の危険率で有意差が認められた。【考察】バイオネーター
を用いる事によって下顎の形態又は位置を示す計測値に著しい変化が認められた。又、時計回りの成長パターンを示
した群では下顎枝や下顎下縁平面と成長方向に関わる計測値に変化が認められ、成長パターンの改善にも効果的であ
る事が本研究で示唆された。【結論】本研究においてバイオネーターは混合歯列期の上顎前突の治療において特に下顎
骨の成長を誘導させ、上下顎の前後的不調和の解消に効果があることが示唆された。さらなる応用も含めて今後も検
討していきたい。

学展 -042 小児における上下顎骨の位置関係と鼻腔通気度および睡眠呼吸障害に対する考察
Examination of the nasal registration and the SDB from maxillomandibular position in children

村上 彩乃1、細谷 尚史2、川鍋 仁2、西村 幸恵2、福井 和徳2

MURAKAMI A.1, HOSOYA H.2, KAWANABE H.2, NISHIMURA Y.2, FUKUI K.2

1奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能学領域顎顔面口腔矯正学専攻、2奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】近年、小児睡眠時呼吸障害と鼻腔通気度との間に関連性があるとの報告が行われてきた一方、小児において上
顎骨や下顎骨の位置関係による鼻腔通気度の差異が報告されている。これらのことから、小児における上下顎骨の前
後的な骨格形態が睡眠時呼吸障害を惹起する可能性が示唆されている。しかしながら、そのメカニズムは未だ不明確
である。そこで本研究では、小児における上下顎骨の前後的な位置関係と、鼻腔通気度および睡眠時呼吸障害との関
連性について検討した。【資料および方法】奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科を受診し、調査の目的および趣旨の説明
を行い同意が得られた患者のうち、鼻腔閉鎖や鼻炎といった感冒症状がない小児7名（男児4名、女児3名 平均年齢 9.71
±1.27歳）を対象とした。いずれも初回検査時に側面頭部X線規格写真の採得ならびに鼻腔通気度計を用い、アンテリ
オール法にて鼻腔通気度の計測を行った。また、睡眠時呼吸障害の検査には簡易睡眠モニターを用い、患児宅にて1
晩の睡眠検査を行った。睡眠イベントは睡眠障害国際分類に基づき、マニュアル解析により一人の術者が解析を行っ
た。【結果および考察】Spearmanの順位相関検定の結果、SNA角と無呼吸低呼吸指数との間に弱い負の相関がみられ、
さらに右鼻腔通気度の吸気および呼気においては正の相関がみられた。SNB角に対しても同様に、無呼吸低呼吸指数
とは負の相関が、鼻腔通気度に関しては正の相関がみられた。これらの結果より、上下顎骨が前方にあるほど鼻通気
度は良好な値を示していることが考えられ、そのことは睡眠呼吸障害に対しても治療の一助となることが思われる。

【結論】上下顎骨の前後的な改善を図ることで、鼻腔通気度および睡眠時呼吸障害の改善が見込まれる可能性が考えら
れた。
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学展 -043 口唇・口蓋裂患児における睡眠呼吸障害の発現に関する考察
Examination of the sleep disordered in breathing in children with cleft lip and plate

細谷 尚史1、村上 彩乃2、川鍋 仁1、渡辺 敦1、黒田 栄子1、福井 和徳1

HOSOYA H.1, MURAKAMI A.2, KAWANABE H.1, WATANABE A.1, KURODA E.1, FUKUI K.1

1奥羽大学歯学部成長発育学講座歯科矯正学分野、2奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能学領域顎顔面口腔矯正学専攻

【目的】口唇・口蓋裂は上顎骨の劣成長や上顎歯列弓の狭窄により、骨格性反対咬合などの不正咬合がみられる。一方、
呼吸器内科学分野においては、鼻腔および上気道の抵抗が上昇し、睡眠時呼吸障害（SDB）が発現する事が示唆されて
いる。しかしながら、口唇・口蓋裂による上顎骨の劣成長と小児における睡眠時呼吸疾患の関連性を調べた報告は少
ない。そこで本研究では、口唇・口蓋裂を有する患児において睡眠呼吸障害の発現を調査し、口唇・口蓋裂と睡眠呼
吸障害との関連性について評価することを目的とした。【資料および方法】奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科を受診し、
口唇・口蓋裂患児8名を口唇・口蓋裂群（男児5名、女児3名 平均年齢10.00±1.83歳）とし、対象群は口唇・口蓋裂等
の疾患のない5名（男児2名、女児3名 平均年齢9.25±0.83歳）とした。睡眠時無呼吸の検査には簡易睡眠モニターを用
い、患児宅にて1晩の睡眠検査を行った。睡眠イベントは睡眠障害国際分類に基づき、マニュアル解析により一人の
術者が解析を行った。口唇・口蓋裂群と対象群間の有意差についてはt検定を用いた。【結果および考察】検査の結果、
口唇・口蓋裂群では無呼吸低呼吸指数（AHI） 5.18±1.90回/h、閉塞性無呼吸指数1.55 ±0.68回/h、低呼吸指数2.92±1.75
回/h。対象群はAHI 2.22±1.79回/h、閉塞性無呼吸指数0.92±0.58回/h、低呼吸指数0.97±1.21回/hであった。口唇・
口蓋裂群は対象群に比べ、AHIおよび低呼吸指数が有意に高かった。今回の結果より、口唇・口蓋裂患児ではAHIが
健常児よりも高く、特に低呼吸指数が高頻度に発現していたことから、上気道および鼻腔の抵抗が高い事が示唆され
た。【結論】口唇・口蓋裂を持つ患児では睡眠時のAHI、特に低呼吸指数が上昇し睡眠呼吸障害の発現率が高くなるこ
とが示唆された。

学展 -044 咬合様式と生理的口腔機能の関連性
Relationship between occlusion and physiological oral function

藏満 幸子1、人見 涼露2、小野 堅太郎2、郡司掛 香織1、黒石 加代子1、川元 龍夫1

KURAMITSU S.1, HITOMI S.2, ONO K.2, GUNJIGAKE K.1, KUROISHI K.1, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学生理学分野

【目的】矯正治療の目的の一つは口腔機能の改善であるが、咬合様式による口腔機能への影響を多角的に評価した
調査はない。よって、咬合様式と最大咬合力、嚥下閾、咀嚼能率、唾液分泌量、歯並びの認識との関連を調べた。

【資料および方法】被験者は九州歯科大学歯学部2年生187人で、本研究の主旨を説明し同意を得た。また、九州歯科
大学研究倫理委員会の承認を受けた。口腔内診査で個性正常咬合群（以下、正常咬合群）と不正咬合群（Angle Class I、
Angle Class II、Angle Class III）に分類した。最大咬合力は、咬合力測定装置で計測した。嚥下閾は、ピーナッツ5g
を自然咀嚼し、嚥下までの時間を計測した。咀嚼能率は、Manlyの咀嚼能率計測方法で算出した。唾液分泌量は、吐
唾法で計測した。歯並びの認識は、アンケート調査を行った。【結果および考察】正常咬合群は98名（男性62名、女性
36名）、不正咬合群は63名[Angle Class I群15名（男性10名、女性5名）、Angle Class II群26名（男性14名、女性12名）、
Angle Class III群22名（男性11名、女性11名）]であった。第一大臼歯の最大咬合力は、男性はAngle Class III群が、
女性は不正咬合の各群が、正常咬合群に対して有意に小さかった。嚥下閾は、Angle Class I群、Angle Class III群が
正常咬合群に比べて有意に長かった。咀嚼能率は、不正咬合群が正常咬合群に比べて有意に低かった。無刺激唾液分
泌量は、正常咬合群と不正咬合群に有意差はなかったが、咀嚼時唾液分泌増加量は、不正咬合群が正常咬合群に対し
て有意に少なかった。咬合状態と歯並びの認識は必ずしも一致しなかった。【結論】矯正治療による咬合状態の改善が、
口腔機能の改善へと繋がること、及び、不正咬合に対する正しい認識を広める必要性が示唆された。
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学展 -045 矯正ワイヤー誘発口内炎における疼痛発症メカニズム
Mechanism underlying oral ulcer-induced pain following orthodontic wire appliance

伊藤 美紗1、小野 堅太郎2、人見 涼露2、郡司掛 香織1、黒石 加代子1、川元 龍夫1

ITO M.1, ONO K.2, HITOMI S.2, GUNJIGAKE K.1, KUROISHI K.1, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学生理学分野

【目的】矯正治療中、疼痛を伴う口内炎が発症することはよく知られている。しかしながら、矯正ワイヤーにより
引き起こされた口内炎モデルはなく、その口内炎の疼痛メカニズムについての報告はない。そこで我々は矯正ワ
イヤーを用いた口内炎発症ラットを新規に開発し、様々な薬物を用いて疼痛発生メカニズムについて検討した。

【試料および方法】ペントバルビタール麻酔下にて、8週齢雄性Wistar系ラットを用い、長さ10mmの角ワイヤーを下
顎切歯に装着し、角ワイヤーの先端を粘膜に接触させた（n=6）。コントロールとして、長さ4mmの角ワイヤーを粘膜
に接触させないように装着した（n=5）。装着1日後、装置を除去し、口内炎の肉眼的評価、組織学的評価および炎症
性メディエーターの評価を行った。自発痛の評価に自発ラビング時間を、接触痛の評価に、我々が最近開発した安定
開口法を用いて機械逃閾値を測定した。統計学的検定には、one-way、two-way ANOVAおよびStudent's t -testを用
いた。【結果および考察】ワイヤー装着翌日に10mm角ワイヤーでは膿瘍を伴う潰瘍性口内炎が発症し、5日目までに
完全に治癒した。一方、コントロール群では口内炎は生じなかった。口内炎部ではCOX-2およびPGE2の産生が増加
していた。コントロール群と比較して、自発ラビング時間は装着翌日に有意に延長し、機械逃避閾値は装着翌日から
3日目まで有意に低下しており、自発痛と接触痛の発症が示唆された。自発痛と接触痛の発症は抗菌薬前処置により
影響を受けなかった。一方、インドメタシンの前処置により自発痛は抑制されたが、接触痛は影響を受けなかった。
矯正ワイヤーにより医原性に引き起こされる口内炎は、非感染性炎症により自発痛を発症し、非炎症性機序により接
触痛を発症することが示唆された。【結論】矯正ワイヤーによる新規口内炎発症モデルは、今後、歯科矯正治療中にお
ける口内炎疼痛の治療法開発に寄与できるかもしれない。

学展 -046 口唇閉鎖不全に対する hypoxic lip training の有効性
Effectiveness of hypoxic lip training for improving lip incompetence

吉沢 早織1、大塚 麻衣1、金子 知生1,2、飯田 順一郎1

YOSHIZAWA S.1, OHTSUKA M.1, KANEKO T.1,2, IIDA J.1

1北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室、2北海道大学病院高次口腔医療センター

【目的】日常生活における口唇閉鎖不全は不正咬合の誘発や口腔乾燥などを併発するという報告があり、口唇閉鎖不全
状態の改善が必要であると考えられる。これまでに我々は口輪筋のトレーニング法として筋力と持久力の異なる2種
類の増強法を明らかにしてきた。今回は、日常生活における口唇閉鎖不全を有する被験者に対し、筋力増強を目的と
したhypoxic lip training（口輪筋最大筋力の80%負荷5秒間+安静5秒間を5回反復）が口唇閉鎖状態の獲得に有効であ
るかについて検討を行った。【資料および方法】正常被蓋で口唇閉鎖不全を有する成人20名（男性10名、女性10名）を
被験者とした。トレーニング開始直前をT1、開始2週間後をT2、開始4週間後をT3、トレーニング終了時をT4、終
了後4週間後をT5とし、各時点で被験者の口輪筋の筋力、持久力および口唇閉鎖時間率（安静時・知的作業時）を測定
した。T1からT3間にhypoxic lip trainingを毎日1回4週間行わせた。各項目について、トレーニング期間（T1-T3）お
よびトレーニング後観察期間（T3-T5）において統計学的検討を行った。【結果および考察】トレーニング期間では口輪
筋筋力、持久力、安静時・知的作業時口唇閉鎖時間率すべてで有意な増加が認められ、トレーニング後観察期間では
各計測項目で有意な減少は認められなかった。口輪筋の筋組成は28.2％が遅筋で持久力に関与するI型筋線維、71.8％
が速筋で筋力に関与するII型筋線維であるという報告があり、以前の研究で、持久力強化トレーニング（50%負荷5
秒間+安静5秒間を20回反復）により口輪筋持久力と口唇閉鎖時間率が有意に上昇することがわかっている。今回、
hypoxic lip trainingによって口輪筋筋力と持久力が上昇し、両者が、あるいはそのどちらかが鍛えられた事で口唇閉
鎖時間率が増加したと考える。【結論】Hypoxic lip trainingは口唇閉鎖状態の改善に有効であり、トレーニング終了後
も良好に維持される事が示唆された。
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学展 -047 不正咬合者における口唇圧および舌圧と咀嚼能力との関連性について
Relationship between lip pressure, tongue pressure and masticatory performance in patients 
with malocculusion

大場 純、中尾 誠
OBA J., NAKAO M.

中尾矯正歯科医院（ 東京 ）

【目的】口唇および舌は歯列とともに咀嚼時に重要な役割を担っている。本研究では、不正咬合者における口唇圧およ
び舌圧と咀嚼能力との関連性を明らかにすることを目的とした。【資料】当院を受診した永久歯列の不正咬合者30名

（男性10名、女性20名: 平均年齢26.9歳）を対象とした。【方法】歯列、歯槽部に加わる上唇圧、下唇圧および舌圧を個
別に計測可能な口唇圧舌圧測定器を用いて、それぞれの最大圧を計測した。咀嚼能力は咀嚼能力判定グミを30秒間咀
嚼し、グミの細片を取り出し、スケールを用いて、粗い順に1から4まで4段階に評価し、その値を咀嚼値とした。口
唇圧および舌圧と咀嚼値との関連を調べるために、計測値の統計処理を行い、Spearmanの順位相関係数により関連
性を検討した。本研究に使用した口唇圧舌圧測定器は未承認機器であるが、患者の同意があり、自己責任のもとで使
用した。【結果および考察】各計測値の平均は、上唇圧676.7g、下唇圧853.7g、上唇圧＋下唇圧1530.4g、舌圧1449.4g、
咀嚼値2.47であった。上唇圧と咀嚼値、下唇圧と咀嚼値、上唇圧＋下唇圧と咀嚼値、舌圧と咀嚼値との間にそれぞれ
有意な正の相関がみられ、口唇圧および舌圧が高いほど、咀嚼値も高くなっていた。咀嚼時には唇側では口唇閉鎖に
よる唇圧、舌側では舌運動による舌圧によって食塊を歯列上に維持することにより咀嚼能力が発揮されるものと考え
られる。これらのことから、口唇圧および舌圧と咀嚼能力との間には明らかな関連性があり、矯正歯科治療においては、
矯正装置による咬合の改善に加えて、口唇圧および舌圧、咀嚼能力を診査診断し、筋機能療法などを応用して、口唇
および舌の機能の回復を図ることが重要であると考えられる。【結論】不正咬合者において、口唇圧および舌圧と咀嚼
能力との間には関連性がみられ、口唇圧および舌圧が高い者ほど、咀嚼能力も高いことが明らかになった。

学展 -048 歯根膜領域刺激の情報処理における体性感覚野および島皮質の役割
Roles of somatosensory and insular cortices on signal processing evoked by stimulation 
around periodontal ligament

箕田 碧1、溝口 尚子2、村本 和世2、須田 直人1

MINODA A.1, MIZOGUCHI N.2, MURAMOTO K.2, SUDA N.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、2明海大学歯学部形態機能成育学講座生理学分野

【目的】矯正歯科治療中の発痛は、矯正力が歯根膜領域で受容されることが主な原因と考えられる。既報のようにラッ
トの歯根膜に電気刺激を行うと、刺激強度等を認知する大脳皮質一次体性感覚野（S1）と感覚の質的評価に関わる二次
体性感覚野（S2）および島皮質口腔領域（IOR）に応答が観察される。本研究では、ほぼ同潜時で現れるS1とS2/IOR応
答の関連性や生理学的意義を解明するため、in vivo光学イメージング法と逆行性トレーサーを用いた組織化学染色
により解析した。【試料および方法】ウレタン麻酔下のSDラットの下顎切歯部、S1、S2/IORを電気刺激し、膜電位
感受性色素を用いて大脳皮質における神経応答を光学計測した。加えて、S1-S2/IOR間の皮質領域に電位依存性ナト
リウムチャネル阻害薬であるテトロドトキシン（TTX）を注入後、S1またはS2/IORに刺激を行い、刺激応答への皮質
間連絡の影響についても検討した。さらに、逆行性トレーサーFluorogoldをS1内に注入し、組織化学染色を行った。

【結果および考察】下顎切歯部への電気刺激により、S1とS2/IOR領域に初期応答が得られた。S1内初期応答部位を刺
激するとS2/IORに、S2/IOR内を刺激するとS1に応答が認められた。さらにTTX注入後に両領域の一方を刺激する
と、刺激していない領域での応答のみが有意に減少した。また、S1内に注入した逆行性蛍光トレーサーが組織化学的
にS2/IOR領域でも検出された。以上の結果から、S1からS2/IORへの伝達だけでなく、S2/IORからS1へも情報伝達
が行われていることが示唆された。【結論】歯根膜領域からの痛覚情報は、S1とS2/IORに直列的または並列的に伝わ
るだけでなく、これらの両領域間で情報の効率化や統合化が行われている可能性が考えられる。
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学展 -049 矯正治療に伴う疼痛に対する動物モデルを用いた評価系の開発―第3報―：
種々の疼痛制御物質の評価
Development of a pain evaluation system using animal model -III-: Evaluation of various 
analgesic agents

長谷川 尚哉1、佐々木 会1、土屋 隆子1、坂上 宏2、安達 一典2、須田 直人1

HASEGAWA N.1, SASAKI A.1, TSUCHIYA T.1, SAKAGAMI H.2, ADACHI K.2, SUDA N.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、2明海大学歯学部病態診断治療学講座薬理学分野

【目的】我々は本学会において、歯の移動に伴って誘発される疼痛が、電気刺激で誘発される開口反射誘発閾値（TH）により
定量評価できることを報告してきた。今回、酸性非ステロイド性抗炎症薬（アスピリン:Asp）と、非ピリン系解熱性鎮痛薬

（アセトアミノフェン:Acet）、ならびにTRPV1受容体拮抗薬（A-889425: A-8）の鎮痛効果を歯の移動量と併せて検討した。
【試料および方法】Wistar系雄性ラットの上顎両側切歯と上顎右側第一臼歯（M1）間にコイルスプリングを装着した。矯正力
負荷直後より、vehicle、Asp（25、50、100 mg/kg）、Acet（100 mg/kg）、A-8（1.25、2.5、5.0 μmol/kg）を腹腔内投与（3回/
day）した（各群n=5）。矯正力負荷1日後に麻酔下にて筋電図（顎二腹筋）採取用ワイヤーと、電気刺激用電極を両側M1部歯
肉に留置した。歯の移動側である右側と対照側である左側M1部刺激時のTHを比較し、各薬物の鎮痛効果を評価した。歯
の移動量は、上顎のシリコーン印象から石膏模型を作製し計測した。【結果および考察】Vehicle投与群では、対照側と比較
して移動側のTHが有意に低下した。100 mg/kgのAsp、あるいは5.0 μmol/kgのA-8の投与は、移動側のTH低下を有意に
抑制した。Acetの投与は、vehicle投与群と比較しこのようなTHの低下に影響を与えなかった。矯正力負荷1日後の歯の移
動量は、いずれの薬物の投与によっても有意な影響を受けなかった。以上より、本モデルにおいて、AspならびにA-8の投
与により鎮痛効果がみられ、シクロオキシゲナーゼ（COX）の阻害ならびにTRPV1受容体の拮抗は、歯の移動に伴う疼痛に
対して有効と考えられた。【結論】TRPV1受容体は矯正治療に伴う疼痛制御の標的分子と考えられる。しかしながら、COX
ならびにTRPV1受容体は破骨細胞活性を制御することも知られている。今後は、投与期間を延長し歯の移動量ならびに多
核破骨細胞の出現への影響をさらに検討する必要性があると考えられる。

学展 -050 矯正治療中の患者と矯正治療後の患者の噛み癖と頬圧に関する検討
A clinical examination about cheek pressure and biting habit of orthodontic patients

吉岡 基子1、芝崎 龍典1、江口 俊子2、野本 健作2、浅見 勲1、津賀 一弘3

YOSHIOKA M.1, SHIBAZAKI T.1, EGUCHI T.2, NOMOTO K.2, ASAMI I.1, TSUGA K.3

1浅見矯正歯科クリニック（ 愛知 ）、2ニコニコ歯科（ 大阪 ）、3広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学

【目的】矯正歯科治療を成功に導く要因の一つとして、口腔周囲筋のバランスを整えることがあり、口唇圧や舌圧に関
する報告が多く見られる。今回我々は、噛み癖と頬圧に関して、治療中と治療後の患者のデータを採取し分析、検討
を行った。【資料および方法】被験者は当院に通院中の患者のうち、矯正治療中の患者（治療群: マルチブラケット装置
導入前動的処置中、15名、平均年齢21歳11か月）および治療終了後の患者（保定群：クリアリテーナー使用中、17名、
平均年齢35歳1か月）計32名（平均年齢28歳11か月）を無作為に選択した。直径3.4mm長さ4mmのストッピングを
噛みやすい部位で1回噛みしめを行わせ、主機能部位とし、主機能部位のある側を主機能側とした。主機能側を確認
後、舌圧測定器（JMS舌圧測定器、GC）を用いて主機能側と反対側の頬圧測定を各5回ずつ行った。統計にはt検定と
Mann-WhitneyのU検定を用いた。【結果および考察】両群の頬圧の平均値は、両側で15.4kPa、主機能側は15.5kPa、
反対側は15.5kPaであった。治療群の両側平均は16.7kPa、主機能側で16.8kPa、反対側で16.5kPa、保定群の両側平均
は14.3kPa、主機能側で14.2kPa、反対側で14.5kPaであり、治療群の方が有意に大きい値を示した（Mann-Whitneyの
U検定）。また、各被験者の主機能側と反対側の頬圧に有意差が認められる症例は、治療群で40%、保定群で11.8%で
あった。今回の被験者では両群とも主機能部位が右側に多く見られ、主機能側で標準偏差が大きいケースが治療群で
は40%、保定群では70.6%の割合で認められた。以上の結果より、保定中の方が頬圧は安定しかつ左右差が比較的少
ないと考えられた。今後はデータをさらに集積し、男女差や舌圧、口唇圧との関連性等についても検討を行いたい。

【結論】矯正治療中の患者に比べて、矯正治療後の患者の頬圧は少し低下し、主機能側と反対側とが等しくなることが
示唆された。
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学展 -051 近赤外分光法を応用した前頭前野の味覚刺激時評価法の検討
Evaluation method of taste stimuli focus on prefrontal cortex activity: A NIRS study

井本 泰樹、大塚 剛郎、二宮 卓也、河田 俊嗣
IMOTO Y., OTSUKA T., NINOMIYA T., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】ものを食べるとき、まず目で見て食物を認識し、触って臭いを嗅ぎ、異臭がなければ口腔に挿入し、味覚に異
常が無ければ咀嚼嚥下を行う。つまり、味覚とは食物かそうでないかを判断する上で最後の鋭敏なセンサーとしての
役割を果たすと考えられる。味覚情報は舌上の味蕾から入力され、舌前方2/3では舌神経から鼓索・顔面神経の支配
領域で、舌後方1/3では舌咽神経からそれぞれ延髄の孤束核に入り大脳に投射される。近年、味覚刺激時の脳活動を
調べた研究より、大脳の前頭前野に比較的固有の活性領域が発見されている。そこで、本研究ではヒトの脳活動状態
を非侵襲的に計測できる近赤外分光法（NIRS: near-infrared spectroscopy）を用いて味覚検査試薬テーストディスク

（株式会社三和化学研究所製）の基本4味（甘味、塩味、酸味、苦味）の各味覚刺激時に前頭前野でどのような活性に差
が起きているのかを調査することにより、味覚検査の客観的評価方法の可能性を検討した。【資料および方法】被験者
は、研究主旨説明に同意が得られた健康な成人20名とした。被験者にNIRSを装着した状態で味溶液とコントロール
として蒸留水を一定量スポイトで口腔内に滴下した。溶液を口腔内に20秒間保持した後、10秒間蒸留水により含嗽し、
レストとして次の溶液まで50秒安静にするよう指示した。被験者には味覚刺激後にVASにて不快度の評価をするよ
うに指示した。【結果および考察】基本4味の刺激時において脳活動に変化があり、酸味と苦味においてはより顕著な
変化が認められた。特に二次味覚野がある前頭眼窩野直上のCHに特異的な反応が認められた。次いで、VASでの不
快度が大きいほど、NIRSでの反応も大きくなる傾向を示した。【結論】NIRSを用い前頭前野活動を調べることで、味
覚刺激に対する客観的な評価法を検討できる可能性が強く示唆された。

学展 -052 咀嚼刺激低下は顎口腔組織の成長抑制と海馬転写因子発現の減少に伴う認知学
習障害を誘発する
Reduced mastication impairs mandibular growth and memory through the reduced expression 
of hippocampal transcription factor

福島 由香乃1,2、井上 維1,2、小野 岳人2、中島 友紀2,3,4、小野 卓史1

FUKUSHIMA Y.1,2, INOUE M.1,2, ONO T.2, NAKASHIMA T.2,3,4, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学分野、
3科学技術振興機構さきがけ、4日本医療研究開発機構 AMED-CREST

【目的】咀嚼行動は効率的な消化吸収に重要なだけでなく、認知学習機能低下の予防にも効果的であると考えられてい
る。近年、咀嚼刺激の低下が海馬をはじめとする脳神経系の発達を妨げ、認知機能や学習障害を引き起こすことが報
告された。しかしながら、その詳細な神経回路や分子機構は不明な点が多い。我々は成長期における咀嚼刺激の低下
がどのようなメカニズムで脳機能の発達に影響を与えるかを解明することを目的とした。【試料および方法】C57BL6/
J雄性マウス（n=60）を3週齢より11週間、粉末食摂取により咀嚼刺激を低下させたマウス（実験群）と通常固形食を摂
取したマウス（対照群）に分け毎週体重を測定した。飼育開始より11週間後に明暗箱試験・物体位置認識試験を用い
てマウスの個体行動解析を行った。行動実験後、咀嚼筋・顎骨・大腿骨・脳を摘出し組織学的解析と遺伝子発現の検
討を行った。統計学的解析にはStudentのt検定およびANOVA法を用いた（p<0.05）。【結果および考察】実験群では、
対照群と比較して体重の差は認められなかったが、顎骨と咀嚼筋、特に閉口筋の成長が抑制されていた。顎骨では骨
量の低下も認められた。行動解析の結果、実験群において認知学習機能の低下が見出された。これらのマウスでは、
海馬において記憶に関わるBdnfなどの遺伝子発現が低下していた。さらに海馬の神経細胞数の減少と細胞増殖の低下、
記憶に関わる初期反応因子c-Fos陽性細胞数の減少も認められた。【結論】成長期における咀嚼刺激の低下は、顎骨お
よび咀嚼筋の成長を抑制し、海馬や脳神経系の発達を妨げることで認知学習機能を障害することが明らかとなった。
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学展 -053 急速および緩徐拡大の舌と舌骨の位置に対する影響
Changes in mandibular plane and hyoid bone position following rapid maxillary expansionin 
adolescents

畠中 玲奈1、岩田 敏男1、吉田 佳奈2、大貫 真美1、河田 俊嗣1

HATANAKA R.1, IWATA T.1, YOSIDA K.2, ONUKI M.1, KAWATA T.1

1神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野、2アイ矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）

【目的】急速拡大装置（RPE）による上顎歯列弓の側方拡大は呼吸障害が改善すると言われている。一方、緩徐拡大によ
る睡眠時呼吸障害の改善も報告されている。しかし、両装置の呼吸障害に対する効果を比較した報告はない。そこで
RPEと緩徐拡大装置（QH）による上顎歯列の拡大前後における舌骨の位置変化と下顎位の関係を検討することで両装
置の呼吸障害に対する影響を検討した。【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正科に来院し、RPEによる上顎
歯列の側方拡大が必要であると診断された患者20名（RPE群）と同年齢層のQHを適用した患者20名（QH群）の初診時

（T1）と急速拡大後（T2）の側面および正面頭部エックス線規格写真（セファロ）を用いた。上記2群のT1、T2時の正・
側面セファロについて以下の計測項目を計測した。1）下顎下縁平面-舌骨間距離（H-MP）2）舌骨の垂直的位置（Hv）3）
舌骨の水平的位置 （Hh）4）下顎下縁平面-舌背最高頂距離（MP-TT）5）舌長（TL）6）下顎下縁平面角（FMA）7）鼻腔幅径

（NW）8）上下顎臼歯間幅径（U、L 6W）9）上下顎犬歯間幅径（U、L 3W）それぞれの計測値に対して1. RPE群とQH群各々
でT1とT2の計測値を比較した。2. RPE群の変化量とQH群の変化量を比較した。【結果および考察】1. RPE群のT1、
T2における比較：H-MPは有意に減少し、Hhが有意に増加した。2. QH群におけるT1、T2の比較: TLが有意に増加した。
3. RPE群の変化量とQH群の変化量の比較: QH群に比べRPE群のH-MP、Hh、NW、U6Wの変化量が有意に大きかっ
た。RPEは鼻腔、上咽頭部への影響がより大きいものと推察された。【結論】急速および緩徐拡大のどちらも呼吸障害
の改善を望めるものの、急速拡大が上咽頭部の通気抵抗の減少を期待できることが示唆された。

学展 -054 骨格性上顎前突症患者における主機能部位の調査
A study on main occluding area in maxillary protrusion

黒川 真1、菅崎 弘幸1、山田 祐子1、半田 秀穂2、青木 紀昭3、加藤 均4、中村 芳樹1

KUROKAWA M.1, KANZAKI H.1, YAMADA Y.1, HANDA H.2, AOKI N.3, KATO H.4, NAKAMURA Y.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2はんだ矯正歯科（ 神奈川 ）、3済生会横浜市南部病院、4東京証券業健康保険組合診療所

【目的】主機能部位は食物粉砕時に機能する部位とされ、正常咬合者では上下顎第一大臼歯に存在する。我々は外科手
術適用の骨格性下顎前突症患者にも主機能部位の概念が適用されることを報告した。すなわち、主機能部位は常に下
顎では手術前後ともに第一大臼歯に位置していた。しかし、上顎では手術前は第二小臼歯、手術後では第一・第二大
臼歯と上顎は不安定であった。また正常咬合者でも、下顎は第一大臼歯遠心頬側咬頭に集中したが、上顎では第一大
臼歯咬頭間でばらつきがみられた。これまでに外科手術適用の骨格性上顎前突症患者における主機能部位についての
報告はない。よって本研究の目的は、正常咬合者と外科手術適用の骨格性上顎前突症患者の主機能部位を比較検討す
ることである。【資料および方法】被験者は正常咬合者（overjet（oj）2.0~3.5mm）19名、外科手術（下顎前方移動術、上下
顎同時移動術）適用の骨格性上顎前突症患者、初診時7名（oj7.0~10.0mm）および術前矯正治療終了時4名（oj4.0~6.0mm）
とした。主機能部位の同定には、過去の報告に従いストッピングを用いて3回行った。ストッピングは被験者の歯列
模型に戻し、歯種を特定し、各歯種における咬頭の一致率を比較検討した。【結果および考察】主機能部位は正常咬合
者では上顎第一大臼歯近心舌側咬頭に52.6％、下顎第一大臼歯遠心頬側咬頭に100％であった。外科手術適用の骨格
性上顎前突症患者群では、初診時は上顎第一大臼歯遠心舌側咬頭に100％、下顎第一大臼歯遠心頬側咬頭に85.7％で
あり、術前矯正治療終了後では上顎第一大臼歯遠心舌側咬頭は50％、下顎第一大臼歯遠心頬側咬頭に100％であった。
これらのことから、上顎の主機能部位は群間でばらつきがみられたのに対し、下顎のそれは第一大臼歯遠心頬側咬頭
に安定していた。【結論】外科手術適用の骨格性上顎前突症患者の主機能部位は上下顎第一大臼歯に存在し、下顎の方
がより安定していた。
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学展 -055 瞳孔反応を指標とした下顎位の変化が自律神経系に与える影響－第２報－
The evaluation of the autonomic nervous system by pupillographical on mandibular deviation 
-The 2nd report-

三宅 真次郎1、小泉 創1、原 直人2、河田 俊嗣1

MIYAKE S.1, KOIZUMI S.1, HARA N.2, KAWATA T.1

1神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野、2国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】第70回の本学会において、演者らは下顎位の変化が自立神経系に影響し、その評価には対光刺激による瞳孔運
動が有用であることを示唆する報告をした。本研究はその続報として、瞳孔反応の有用性をさらに詳細に検討すること
を目的として、瞳孔運動の計測項目を交感神経、副交感神経の両パラメーターとも増やし、下顎位が自律神経系に与え
る影響について検討をした。【資料および方法】実験内容を説明し、同意が得られた成人被験者12名（男性10: 28~33歳、
女性2名: 29~30歳）に対して厚さ0.5mmポリビニール製の上顎歯列スプリントにレジンを築盛し、アキシオグラフから
決定された治療顎位 （TRP: Therapeutic Reference Position） にて保持可能なスプリントをSAM咬合器上で作製した。
さらに、下顎を後方偏位させた状態で保持されるようにレジン築盛した後方位スプリント、レジン築盛なしのコントロー
ルスプリント、スプリントなしの咬頭嵌合位の合計4種類の下顎位にて赤外線電子瞳孔計で瞳孔運動を測定した。瞳孔
計から得られる11種類のパラメーターと各スプリントの不快度を0~5のVAS （Visual Analogue Scale） 値で評価した。

【結果および考察】後方位スプリントはVAS値において他の下顎位に比べ有意に不快度が増加し、咬頭嵌合位に比べ縮
瞳率が有意に低下した。TRPスプリントはVAS値において有意に不快度が低く、最大縮瞳速度が有意に亢進した。以
上の所見より、第一報で報告した患者が不快に感じる下顎後方位は交換神経系が亢進し、TRPでは副交換神経系が優
位であることに加え、下顎後方位では副交感神経系の抑制することが確認された。【結論】瞳孔運動から得られる11種
類のパラメーターを利用することで下顎位の変化が自立神経系へ与える影響をより詳細に評価することが可能であり、
下顎の過度な後方位への誘導は患者に不快感を与えると同時に副交感神経系が抑制されることが示唆された。

学展 -056 咀嚼によるストレス性昇圧反応に対する軽減効果
Chewing ameliorates effect of stress induced increased blood pressure in rat

小泉 創、三宅 真次郎、河田 俊嗣
KOIZUMI S., MIYAKE S., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔機能修復学講座歯科矯正学

【目的】咀嚼の効能は今や健康増進のための有用なツールとしてストレス減弱効果や認知機能の改善など多方面から研
究が進められている。そこで本研究では、ストレスと密接に関連する高血圧に対する咀嚼の効果について遠隔操作型
血圧モニターを利用して検討した。【資料および方法】10週齢の雄性SDラットを、仰臥位拘束ストレスを1時間負荷
したStress群（ST群n=14）、拘束ストレスの間、木の棒を咬ませたStress chewing群（SC群n=10）、拘束ストレスを
与えないControl群（CT群n=5）の3群に分けた。テレメトリー装置による継続的な血圧測定により、ストレス性の昇
圧反応に対する咀嚼刺激の効果を検討した。【結果および考察】拘束ストレス負荷によりST群では血圧は増加し、ス
トレス解放後3時間に渡って有意に高値を示した。一方SC群では、ストレス負荷中の昇圧は認めたものの、ストレス
解放後は直ちに減少しコントロールレベルに戻った。この結果より、咀嚼刺激がストレスに対する昇圧の遷延化を防
ぎ、ストレスコーピングとして有効に作用することが確認された。【結論】咀嚼刺激はストレス性昇圧反応の遷延化を
防ぐ可能性が示唆された。
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学展 -057 成長期における鼻呼吸障害はラット大脳皮質一次運動野顎顔面領域の発達に影
響を与える
Nasal obstruction affects development of the representation within the orofacial primary motor 
cortex in rats

阿部 泰典、加藤 千帆、UCHIMA KOECKLIN KARIN Harumi、沖原 秀政、石田 宝義、藪下 忠親、
小海 暁、小野 卓史
ABE Y., KATO C., UCHIMA KOECKLIN KARIN H., OKIHARA H., ISHIDA T., YABUSHITA T., KOKAI S., ONO T.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野

【目的】近年、アレルギー性鼻炎や口蓋扁桃肥大に伴う鼻呼吸障害を有する子供は増加傾向にある。成長期における鼻呼吸
障害が顎顔面領域の形態や機能に与える影響は数多く報告されているが、咀嚼や嚥下などの機能を司る中枢神経系に与え
る影響は未だ明らかでない。そこで本研究では、成長期における鼻呼吸障害が顎顔面領域の運動制御に関与する大脳皮質
一次運動野顎顔面領域（face-M1）に与える影響について電気生理学的手法を用いて検討した。【試料および方法】生後8日齢
のWistar系雄性ラットを用い、片側鼻閉（NO）群と対照群の2群（各n=36）に分けた。NO群は低温麻酔下で左側外鼻孔を
焼灼し片側鼻閉塞を行った。両群とも5、7、9および11週齢（各n=9）で塩酸ケタミンを用い麻酔し、右側face-M1に皮質
内微小電気刺激を加えた際に誘発されるオトガイ舌筋（GG）および左右顎二腹筋前腹（LADおよびRAD）の筋活動を記録し
た。 また、鼻閉塞に伴う呼吸動態の変化を検討するため、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定した。統計学的解析に
はSidak法を用いた（p<0.05）。【結果および考察】NO群のSpO2は対照群に比べすべての週齢で有意に小さかった。NO群
および対照群ともにGG、LADおよびRADに筋活動を誘発する領域は9週齢まで有意に増大し、9週齢と11週齢で有意な
変化は認められなかった。NO群のGG、LADおよびRADに筋活動を誘発する領域は、対照群に比べすべての週齢で有意
に小さかった。以上のことから、片側鼻閉はface-M1の成熟過程には影響を与えないが、機能低下を引き起こすと考えら
れた。【結論】成長期における鼻呼吸障害は大脳皮質一次運動野顎顔面領域の発達に影響を与えることが示唆された。

学展 -058 顎偏位症例の咀嚼側と口唇閉鎖力バランスの関連
Relationship between mastication and balance of lip-closing force in patients with mandibular 
deviation

岡崎 瑠莉香、村上 円郁、楓 公士朗、竹花 快恵、山田 一尋
OKAZAKI R., MURAKAMI M., KAEDE K., TAKEHANA Y., YAMADA K.

松本歯科大学歯科矯正学講座

【目的】咀嚼などの機能運動時には、硬組織や軟組織の機能のバランスが重要である。顎偏位症例では、下顎偏位側と上
顎非偏位側で大きい口唇閉鎖力を示すことを多方位口唇閉鎖力測定装置を用いて我々は報告してきた。一方、顎偏位症
例では、非対称な顎運動を示すことが明らかにされているが、口唇の機能と咀嚼との関係は不明な点が多い。そこで、
本研究では口唇の上下左右およびそれぞれの中間の8方向の口唇閉鎖力を測定できる多方位口唇閉鎖力測定装置を用い
て顎偏位症例における口唇閉鎖力のバランスと咀嚼側の関連性を調べた。【資料および方法】被験者は、松本歯科大学病
院の矯正歯科に受診し、矯正治療の既往を認めず、先天異常を除く下顎骨偏位量が4mm以上の成人不正咬合患者21名（男:5
人、女:16人、平均年齢:22.8歳）を無作為に抽出した。正面頭部X線規格写真測定から、下顎骨偏位量を計測した。また、
被験者に初診時に咀嚼側を確認し、偏位側と同じ側で咀嚼している一致群（平均ANB:+2.5°、平均overbite:+0.9mm、平
均overjet:+1.8mm、平均下顎偏位量:6.3mm）と偏位側と反対側もしくは両側で咀嚼している不一致群（平均ANB:+2.3°、
平均overbite:+0.6mm、平均overjet:+1.9mm、平均下顎偏位量:5.7mm）の2群に分けた。2群の上下口唇閉鎖力のバラン
スをマン・ホイットニーのU検定を用いて検討した。【結果および考察】口唇閉鎖力全体は、一致群が不一致群と比べ有
意に大きい値を示した。また、偏位側上唇、偏位側下唇、非偏位側下唇の口唇閉鎖力は、一致群が不一致群に比べて有
意に大きい値を示した。すなわち、顎偏位症例の偏位側と咀嚼側が一致している症例で、口唇閉鎖力全体、下唇閉鎖力、
偏位側上唇閉鎖力が大きいことが示され、咀嚼側と口唇機能バランスが関連していることが示された。【結論】下顎骨偏
位症例では、偏位側と咀嚼側の一致の有無により口唇閉鎖力および口唇閉鎖力のバランスが異なること示された。



第75回日本矯正歯科学会大会         

168

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -059 チューイングはラット島皮質における拘束ストレス誘導性 pERK 免疫陽性細
胞の増加を抑制する
Chewing suppressed the increase of immobilization stress-induced pERK immunoreactive 
neurons in the rat insular cortex

大貫 真美1、笹栗 健一2、山本 利春3、山田 健太朗3、河田 俊嗣1

ONUKI M.1, SASAGURI K.2, YAMAMOTO T.3, YAMADA K.3, KAWATA T.1

1神奈川歯科大学口腔機能修復学講座歯科矯正学分野、2自治医科大学歯科口腔外科、3神奈川歯科大学口腔科学講座高次脳機能学分野

【目的】ストレスはうつ病、学習・記憶能力の低下だけでなく、心疾患や胃潰瘍など全身性に悪影響を及ぼすことが知
られている。これまでの研究から、ストレスによって引き起こされる様々な現象に対し、咬むことがストレス軽減効
果やストレス性疾患の緩和に効果があるということが解明されている。本研究では扁桃体からの強い入力があるとさ
れる島皮質に着目し、ストレス中にチューイングを行うことで起こるストレス軽減効果の脳内メカニズムの解明を
目的とした。【資料および方法】本研究には、SDラット10週齢（n=12）を用いた。コントロール群、拘束ストレス群、
拘束ストレス中に木の棒を咬ませたストレスチューイング群を作製した。チューイングによるストレス軽減効果の
判定は、ストレス応答性神経細胞のマーカーとしてpERK（phosphorylated extracellular signal-regulated kinase）を
用い、島皮質を免疫染色して行った。なお本研究は神奈川歯科大学動物実験倫理委員会の承認（番号15-046）を得た。

【結果および考察】ラットに対するストレスは、島皮質のpERK免疫陽性細胞数を増加させたが、ストレス中のチュー
イングは、島皮質のストレス誘導性のpERK免疫陽性細胞数の増加を抑制した。これはストレスによる島皮質賦活を
チューイングが抑制すると考えられ、島皮質から神経連絡のある視床下部（ストレス応答領域の一つ）に何らかの影響
を与えているものと推察される。【結論】ストレス中にチューイングを行うことで島皮質でのストレス応答を軽減して
いることが明らかになった。このことは島皮質機能に及ぼすストレスの軽減にチューイングが有用であることが示唆
される。

学展 -060 NIRS を用いた歯科治療のニオイが引き起こす脳内Ｈｂ量の局所変化
Local changes in brain Hb levels caused by smells of dental treatment; an NIRS study

二宮 卓也、大塚 剛郎、井本 泰樹、河田 俊嗣
NINOMIYA T., OTSUKA T., IMOTO Y., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】歯科治療にはフェノール・カンフル、ユージノール、レジンなど様々な揮発臭を発する材料が使用されている。
それらは嗅覚から歯科治療に対する負の想起に繋がることから患者の精神的苦痛や嘔吐反射を引き起こす可能性があ
るという報告もされている。本研究は歯科治療での揮発臭を客観的に評価することを目的にヒトの脳活動に着目した。
本実験では、非侵襲的脳機能計測装置である近赤外線分光法（NIRS: near-infrared spectroscopy）を用いて、精神状
態（ストレス反応）と密接な結びつきが指摘される脳部位である前頭前野の脳活動に着目し、歯科治療特有の揮発臭と
脳活動状態およびその時の精神状態（ストレス状態）との関係性を検討した。【資料および方法】同意の得られた被験者
は、事前の問診で嗅覚障害のないと思われる10名とした。被験者にフェノール・カンフル、レジン、ユージノールと、
比較検討のためT＆TオルファクトメーターのC5、D5を嗅いでもらい、視覚アナログ尺度（VAS: Visual analogue 
scale）を用いて評価した。さらに、NIRS装着状態で各ニオイ刺激を与えた際の前頭前野の活動について計測し、アン
ケート結果と併せて検討した。【結果および考察】アンケート結果では、実験で用いた材料の全てが不快なニオイとし
て評価された。また、NIRSを用いた脳活動計測の結果、実験で用いた材料の全てにおいて前頭前野の活動が認められ、
VASによる不快値が高いほど前頭前野活動も高くなる傾向が認められた。これらの結果から、歯科医院における揮発
臭はストレス反応を惹起させる可能性があるため、換気や空気清浄、アロマテラピーによる歯科医院特有のニオイの
防御が歯科治療室での患者が受ける精神的ストレスの軽減に繋がる可能性が考えられた。【結論】歯科医院内のニオイ
防御が歯科治療室での精神的ストレスの軽減に繋がる可能性が考えられた。
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学展 -061 舌小帯切除術を施行した舌強直症 4 例における舌機能の定量的評価
Quantitative evaluation of tongue function in four cases with ankyloglossia after lingual 
frenotomy

大貫 那未、森脇 由華、金子 優、加藤 悠歩、大塚 雄一郎、須田 直人
ONUKI T., MORIWAKI Y., KANEKO Y., KATO Y., OTSUKA Y., SUDA N.

明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

【目的】舌強直症では舌の可動域が制限され、構音・嚥下などの機能や、歯列形態へ悪影響が起こりうる。このような
例では舌小帯切除術により可動域の改善を図る事があるが、術後の舌機能の変化を客観的に評価した報告はない。そ
こで今回、舌強直症と診断された患者に対し、舌小帯切除術施行前後の舌挙上圧、舌の随意運動、および舌位の術後
変化について定量的評価を行った。【資料および方法】明海大学病院を受診し、舌強直症の診断のもと舌小帯切除術を
施行した4例（症例1: 10歳男児、症例2: 7歳男児、症例3: 10歳男児、症例4: 10歳女児）を対象とした。舌挙上圧および
舌の随意運動の評価は、術直前・術直後・術3か月後・術1年後に行った。舌位の評価は、術直前と術後（術2か月後
~術9か月後）に行った。舌挙上圧の評価には、舌圧測定器（JMS舌圧測定器、J・M・S社製）を用い、評価項目として、
最大瞬間舌圧と最大舌圧持続率を検討した。舌の随意運動の評価は、石野ら1）の報告を参考に行った。また、舌位の
評価は、側面頭部X線規格写真における術前後の舌背の変化により行った。【結果および考察】最大瞬間舌圧は、いず
れの症例においても舌小帯切除術直後から増加し、その後も経時的に徐々に増加する傾向がみられた。舌の随意運動
も、術直後に明らかな改善を認めた。一方、最大舌圧持続率は、4例とも術3か月後に改善がみられたものの、最大
瞬間舌圧の改善と比較して症例間の差が大きく、術後の変化にも日数を要した。また、4例とも術後に舌位の挙上が
みられた。このように術直後より、最大瞬間舌圧と舌の随意運動は速やかに改善するものの、最大舌圧持続率の変化
は経日的な舌の筋力増加が必要であると考えられる。【結論】舌機能の定量的評価により、舌小帯切除術の舌機能の改
善が明らかとなった。【参考文献】1）石野由美子（口科誌、2001）

学展 -062 咬筋運動ニューロンのシナプス入力のセロトニンによる調節
Effects of serotonin on the synaptic inputs to masseter motoneurons 

永田 愛1,2、中山 希世美2、山口 徹太郎1、槇 宏太郎1、井上 富雄2

NAGATA A.1,2, NAKAYAMA K.2, YAMAGUCHI T.1, MAKI K.1, INOUE T.2

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2昭和大学歯学部口腔生理学講座

【目的】咀嚼筋運動ニューロンの細胞体が存在する三叉神経運動核には、セロトニン受容体が豊富に発現していること
が報告されている。このことから、咀嚼運動へのセロトニン（5–HT）の関与が示唆されているが、その詳細は不明で
ある。我々は、ラット脳幹スライス標本を用いて、三叉神経中脳路核（MesV）や三叉神経上核（SupV）、顔面神経背側
網様体（RdVII）から咬筋運動ニューロン（MMN）へのシナプス入力に対する5–HTの効果を電気生理学的に検討した。

【資料および方法】生後8–11日齢のWistar系ラットを用いて、厚さ400–500 µmの前頭断もしくは矢状断のスライス標
本を作製し、MMNからホールセルパッチクランプ記録を行った。MesVニューロンの軸索が通る三叉神経線維（5N）
を同心円微小電極を用いて電気刺激し、MesVニューロンからMMNへのシナプス入力による応答であるシナプス後
電流（PSC）を記録した。5–HT （1および10 µM）を灌流投与し、PSCに与える影響を調べた。同様の方法で、SupV、
RdVIIの電気刺激によるPSCをMMNで記録し、5–HT （10 µM）投与がPSCに与える影響を調べた。【結果および考察】
5N刺激では、MMNに誘発されたPSCの振幅は、1 µMと10 µMの5–HTの投与で、それぞれ67.8 ± 9.1％（n = 4）、
51.9 ± 6.4％（n = 7）に減少した。SupV刺激では、MMNに誘発されたPSCの振幅は、10 µMの5–HTにより55.7 ± 4.6％

（n = 6）に、RdVII刺激では、62.3 ± 5.3％（n = 6）に減少した。【結論】5–HTは、MesV、SupV、RdVIIから咬筋運動ニュー
ロンへの興奮性シナプス入力を抑制することにより、閉口筋活動の調節に関与していることが示唆される。
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学展 -063 口唇閉鎖調節運動における方向別難易度の特徴
Characteristic of directional difficulty during lip-pursing movement

竹花 快恵1、増田 裕次2、影山 徹1、山田 一尋1

TAKEHANA Y.1, MASUDA Y.2, KAGEYAMA T.1, YAMADA K.1

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学総合歯科医学研究所顎口腔機能制御学部門

【目的】口唇機能は、摂食嚥下、会話、呼吸、感情表出などの口腔が営む生理的機能に大変重要な役割を持っている。
さらに近年では、顎顔面形態および歯列弓形態に、口唇をはじめとする口腔周囲筋のバランスの関与も示唆されてい
る。これまでに我々は、当研究室で開発した口唇8方向からの測定が可能な多方位口唇閉鎖力測定装置とそれを同時
に表示するビジュアルフィードバックシステムを用いて口唇閉鎖調節運動について研究を行っており、1方向の口唇
閉鎖調節について報告してきた。そこで本研究では、2方向の口唇閉鎖調節について、方向別難易度と組み合わせに
よる特徴を調べることを目的とした。【資料および方法】垂直被蓋・水平被蓋がマイナスのもの、臼歯部に連続した反
対咬合や鋏状咬合のあるもの、重度叢生を認めるものを除く成人男性9名を対象とした。口唇閉鎖調節運動は、多方
位口唇閉鎖力測定装置とビジュアルフィードバックシステムを用いて記録した。被験者には、目前のディスプレイ
に表示されるシグナルに従い口すぼめ運動を行わせた。本研究では、正確率を算出して、調節能力の分析に用いた。

【結果および考察】上下方向を含む隣接した組み合わせと、それ以外の組み合わせの結果を比較したところ、正確率に
有意差を認めた（p<0.05: paired-t test）。すなわち、一方向で調節が容易な上もしくは下方向を含む隣接した組み合わ
せの正確率が高くなることが明らかとなった。また、個人内比較をしたところ、上唇内組み合わせの正確率が高い被
験者の75％が上唇の最大口唇閉鎖力が下唇よりも大きく、同様に下唇内組み合わせの正確率が高い被験者の75％が
下唇の最大口唇閉鎖力が大きい値を示した。【結論】本研究の結果より、2方向の口唇閉鎖力の調節能力は組み合わせ
の複雑さにより正確率は相違し、個人の方向別最大口唇閉鎖力の特徴により正確率の難易度も異なることが明らかと
なった。

学展 -064 超音波マイクロバブル法を応用した歯周組織に対する新規 NF-κB デコイ導入
法の開発
New approach to transfect NF-kappaB decoy oligonucleotides into the periodontal tissue using 
ultrasound-microbubble technique

山口 博之1、石田 雄之1,2、細道 純1、畑野 香澄1、笠原 由紀1、大石 修史1、隈 陽一郎1、沖藤 明日香1、
臼見 莉沙1、清水 康弘1、渋谷 直樹1、金香 佐和1、渡邊 亮3、鈴木 淳一4、小野 卓史1

YAMAGUCHI H.1, ISHIDA Y.1,2, HOSOMICHI J.1, HATANO K.1, KASAHARA Y.1, OISHI S.1, KUMA Y.1, OKITO A.1, 
USUMI-FUJITA R.1, SHIMIZU Y.1, SHIBUTANI N.1, KANEKO S.1, WATANABE R.3, SUZUKI J.4, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門、
3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科疾患多様性遺伝学分野、4東京大学大学院医学系研究科先端臨床医学開発講座

【目的】矯正歯科治療で用いる固定装置は歯肉の炎症の原因となる場合があり、治療中の歯肉炎に対する配慮が必要である。
そこで我々は歯肉の炎症をコントロールするため、炎症に関わる核内転写因子であるNuclear Factor-kappa B（NF-κB）の作
用を阻害するNF-κBデコイに着目し、歯周組織への新規導入方法の開発を目的として本実験を行った。【資料および方法】
8週齢のC57BL/6J雄性マウス30匹の上顎第二臼歯周囲の口蓋側歯肉に対し、超音波マイクロバブル法を用いてNF-κBデ
コイおよび蛍光標識を行ったスクランブルデコイを導入した。導入効率の検証のため、スクランブルデコイ含有ゲル塗布
後に超音波の照射を行った群（HUM-Sc）、ゲルの塗布のみ行った群（A-Sc）および無処置の対照群（C）について、導入後2時
間における蛍光強度を共焦点顕微鏡を用いて測定した。また導入部位の炎症性タンパク質発現に与える影響を検証するた
め、NF-κBデコイ含有ゲル塗布後に超音波を照射した群（HUM-NF）とHUM-Sc群およびC群について、導入2時間後の導
入部歯周組織におけるInterleukin-1β（IL-1β）、Interleukin-6（IL-6）およびIntercellular adhesion molecule-1（ICAM-1）のタン
パク量の解析を、Western blotting法を用いて行った。統計学的手法として、一元配置分散分析とテューキーの検定を用い
た（p<0.05）。【結果および考察】HUM-Sc群における蛍光強度がA群およびC群と比べ有意に強いことが認められた。また、
NF-κBデコイの導入実験では、HUM-Sc群やC群と比較して、HUM-NF群におけるIL-1β、IL-6およびICAM-1のタンパク
量が有意に減少していた。したがって、超音波マイクロバブル法を用いたデコイの導入とその効果が示唆された。【結論】歯
周組織へのNF-κBデコイの新規導入方法として超音波マイクロバブル法の有用性が示唆された。
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学展 -065 唾液分泌および嚥下反射の誘発に内臓感覚の賦活化が及ぼす影響
The effect of visceral sensation on salivation and swallowing reflex

植田 紘貴、菅 真有、八木 孝和、宮脇 正一
UEDA H., SUGA M., YAGI T., MIYAWAKI S.

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】本研究の目的は、胸焼けや悪心に代表される内臓感覚が唾液分泌と嚥下運動に及ぼす影響を明らかにするこ
とである。唾液分泌は味覚や咀嚼など、口腔領域の感覚によって誘発される反射活動の一部と考えられてきた。し
かし、私共の人を対象とした研究から、胃食道逆流により誘発される胸焼け等の内臓感覚が、唾液やその嚥下反射
に関与することが疑われる。そこで本研究では「胃食道逆流等により生じる不快感は、内臓感覚を脳に伝達する迷走
神経を賦活化し、唾液分泌や嚥下運動を誘発する」との仮説を立て検証した。【資料および方法】Wistar系雄性ラット

（n=29）を用いた。全身麻酔下に頚部で左側迷走神経を切断し、迷走神経の末梢側に記録電極を留置した。次に、実験
群では内臓不快物質である塩化リチウムを腹腔内投与し、経時的な迷走神経活動を記録した。対照群では生理的食塩
水の腹腔内投与を行った。次に、同様の方法で左側迷走神経を切断後、迷走神経の中枢側に刺激電極を留置し、顎舌
骨筋から筋電図の記録を行い、迷走神経刺激前後の唾液分泌量と嚥下反射の回数を記録した。電気刺激の条件は5V、
5、10、20、40Hzとした。嚥下運動が唾液分泌に与える影響を検証するため、筋弛緩薬投与下に同様の記録を行った。

【結果および考察】塩化リチウムの腹腔内投与は、有意に高い唾液分泌量を誘発した。また、塩化リチウムの腹腔内投
与は、生理的食塩水の投与と比較して、有意に高い迷走神経活動を示した。迷走神経の電気刺激は、刺激頻度依存的
に有意に高い唾液分泌量と嚥下運動を誘発した。唾液分泌量は筋弛緩薬投与前後で変化しなかった。以上から、内臓
感覚は迷走神経求心路を介して唾液分泌と嚥下運動の神経性調節に関与することが示唆された。【結論】内臓感覚は迷
走神経求心路を介して唾液分泌や嚥下運動の神経性調節に関与する。

学展 -066 機能的顎矯正装置を適用した上顎前突症例における口腔周囲筋の圧力変化
Changes of perioral muscle pressure in Class II cases using functional appliances

根津 允1、竜 立雄2、双石 博之1、福井 和徳2

NEZU M.1, RYU T.2, KURABEISHI H.1, FUKUI K.2

1奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能学領域顎顔面口腔矯正学専攻、2奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】機能的顎矯正装置は、筋環境を変化させ、調和のとれた成長を促す顎顔面整形治療である。しかしながら、機
能的顎矯正装置における口腔周囲筋の機能改善については、未だ不明な点が多い。そこで、我々は機能的顎矯正装
置を用いて治療を行なっている患児の舌圧および口唇閉鎖力を経時的に測定し、顎顔面整形治療における口腔周囲
筋の機能変化について定量的に評価を行うことを目的とした。【資料および方法】奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科
を受診し、上顎前突と診断されたHellmanの咬合発育段階によるIIIAからIIICの患児14名（平均年齢9.87±1.00歳）を
選択した。フレンケル装置使用群（以下FR II群 ）7名、およびTwin-block appliance使用群（以下TBA群）7名を用い
た。初回検査時（T0）、装置装着から6か月経過時（T1）、1年経過時（T2）において、バルーン式舌圧測定器を用いて最
大舌圧および嚥下時舌圧を測定し、口唇閉鎖力測定器により最大口唇閉鎖力を測定した。顎顔面形態は、側面頭部X
線規格写真によるセファロ分析を行い、最大舌圧、嚥下時舌圧および最大口唇閉鎖力の経時的変化ついて評価した。

【結果および考察】口腔周囲筋の変化は、FR II 群の最大舌圧はT2 でT0より有意に増加を示し、嚥下時舌圧において
T1でT0より有意に増加した。TBA群では、最大舌圧はT0、T1およびT2において経時的に有意な増加を示した。
嚥下時舌圧には有意差は認められなかった。機能的顎矯正装置は、最大舌圧および嚥下時舌圧への影響を与えること
が示唆された。【結論】機能的顎矯正装置を用いた顎顔面整形治療は、口腔周囲筋の機能変化を与えることから、口腔
周囲筋の圧力に関して経時的評価を行うことは治療効果を明らかにするうえで有用と考えられた。
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学展 -067 エックス線透視動画を用いた下顎運動の軌跡描画 - その２
Locus tracing of mandibular movement using fluoroscopic video-second

荒木 元英1、平澤 佑太2

ARAKI M.1, HIRASAWA Y.2

1荒木矯正歯科（ 大阪 ）、2朝日レントゲン工業（ 京都 ）

【目的】前回我々は、下顎骨の機能的運動を調べるために、容易に計測出来る頭部固定装置をもつX線透視動画像撮影
装置を作製し、下顎骨運動を分析できる条件設定をした。今回は、正貌からの運動を加えデータの解析を行ったので
報告する。【資料および方法】撮影は、前回同様の専用の頭部固定装置にて、最大開口運動と咀嚼運動の計測を行った。
資料は、被験者（筆頭著者）の正貌・側貌からの下顎骨の運動のデータを採取した。撮影方法は、撮影装置Alphard 
3030（朝日レントゲン社製）にて画像サイズを1024×768[pixel]（ビニングあり）（有効エリア768×768）とし、フレーム
レートを30fpsにした。撮影線量は、正貌100kV2mA、側貌80kV2mAとした。X線照射時間は3秒 （約3咀嚼分）。計
測点につて、正貌は、（1）下顎切歯中央先端（2）下顎頭最頂部（左）（3）下顎頭最頂部（右）。側貌は、（1）下顎歯先端（2）
下顎骨最下点（3）下顎頭最上部（4）上顎歯先端とした。 動画30枚（1咀嚼）分取得した座標を、エクセルに入力グラフ化
し、運動中の速度も解析した。【結果および考察】下顎骨の運動全体を軌跡描画でき、計測部位を自由に選択できた。
正貌では、偏移量を計測可能であった。側貌では、運動速度軌跡描画が記録できた。 速度計測について、咀嚼時では
開口時と閉口時において大きな差はなかったが、最大開口運動では、閉口時の速度が倍近く速かった。偏移の部位に
合わせ運動速度を計測出来、不正咬合の原因の解析に役立つ事が分かった。正貌と側貌を同時に撮影出来ない問題が
あり今後の改善点である。【結論】透視動画の軌跡描画することにより、下顎骨開閉口運動が計測でき運動量、運動速
度を計測できた。

学展 -068 多方位口唇閉鎖力測定装置で評価したリップエクササイズの効果
Effect of lip exercise assessed by measurement system for multi-directional lip-closing force 

金沢 昌律1、原 あい2、百瀬 由華2、松田 浩和1、山田 一尋1

KANAZAWA M.1, HARA A.2, MOMOSE Y.2, MATSUDA H.1, YAMADA K.1

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学病院歯科衛生士室

【目的】リップエクササイズは筋機能療法として歯科矯正治療に取り入れられ、その重要性は認知されているが、その
効果を定量的に評価した研究は少なく不明な部分も多い。そこで、本研究では異なるリップエクササイズを実施した。
風船を用いたトレーニングとボタンプルを用いたトレーニングの、トレーニング前後の多方位口唇閉鎖力（方向別の
口唇閉鎖力）を測定し、方向別の口唇閉鎖力を定量評価した。【資料および方法】被験者は全身疾患がない成人女性バ
ルーン群（平均年齢21.0歳、8名）と成人女性ボタンプル群（平均年齢21.9歳、7名）とした。バルーン群は、膨らませた
状態を10秒間キープすることを1日3回行うよう指示した。ボタンプル群は10秒ひも付きボタンをまっすぐに引くこ
とを1日5回行うよう指示した。口唇閉鎖力の測定には多方位口唇閉鎖力測定装置を用いトレーニング前後およびト
レーニング終了4週間後に測定した。【結果および考察】バルーン群は口唇閉鎖力全体および上唇と下唇の口唇閉鎖力
でトレーニング後に有意な増加を認めた。一方、ボタン群の口唇閉鎖力全体、下唇の口唇閉鎖力はトレーニング前後
で有意な増加を認めたが、上唇の閉鎖力において変化は認められなかった。バルーン群とボタン群の分散分析による
比較ではトレーニング終了4週後にバルーン群の上唇閉鎖力がボタン群に対して有意に大きい値を示した。これは風
船を保持しながら膨らませるためには上唇の力がより必要になり、また口唇でボタンを保持するためには主に下唇を
持ち上げることにより口輪筋の下部の筋肉が主に鍛えられていると推察された。【結論】リップエクササイズは口唇閉
鎖力を増大させ、またトレーニング方法により方向別口唇閉鎖力に対する効果が異なることが示唆された。
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学展 -069 学童期における鼻閉塞は口腔機能の発達に影響を与える
Nasal obstruction in children will affect the development of their oral function

小松 昌平、斎藤 勝彦、齋藤 奈月、根岸 慎一、葛西 一貴
KOMATSU S., SAITOH K., SAITOH N., NEGISHI S., KASAI K.

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座

【目的】鼻閉塞は正常な鼻呼吸を阻害することで口呼吸を惹起し、口呼吸は低位舌や口唇閉鎖不全を誘発する。それに
伴い学童期では顎顔面および歯列の形態変化を引き起こす。しかしながら、鼻閉塞の明確な診断基準がないため、ど
の程度の鼻閉塞が口腔機能発達に影響を与えるか明らかではない。本研究では児童を対象とした鼻呼吸に関するアン
ケートおよび鼻腔抵抗値を評価し、最大咬合力、口唇閉鎖力ならびに舌挙上力の口腔機能との関連性について調査し
た。【資料および方法】9~11歳の児童85名（男児51名 女児34名）を対象として1年間の追跡調査を行った。調査開始時
をT0、1年後をT1とした。アンケート調査および鼻腔通気度計による鼻腔抵抗値から、鼻閉塞を自覚し鼻腔抵抗値
が0.75Pa/cm3/s以上の高度鼻閉を認めるものを鼻閉群、鼻腔抵抗値が0.25Pa/cm3/s未満で鼻閉塞や鼻疾患の既往を有
さないものを正常群とした。その結果、鼻閉群9名（男児7名 女児2名）正常群9名（男児5名 女児4名）を抽出した。口
腔機能として最大咬合力、口唇閉鎖力、舌挙上力を計測し、群間比較およびT0からT1の変化量について検討した。

【結果および考察】T0およびT1における最大咬合力、口唇閉鎖力ならびに舌挙上力に有意差は認めなかったが、いず
れの項目においても鼻閉群は正常群と比較して小さい値を示した。T0からT1における1年間の成長変化については、
鼻閉群の舌挙上力が正常群と比較し有意に小さい値を示した。口唇閉鎖力および最大咬合力では有意差は認められな
かったが、鼻閉群の値は正常群と比較して小さい値であった。以上のことから、1年間の追跡調査ではあるが9~11歳
の学童期における鼻閉塞は口腔機能の発達に影響を及ぼす可能性が示唆され、今後さらに追跡が必要と考えられた。

【結論】9~11歳の学童期における鼻閉塞は口腔機能の発達に影響を及ぼす可能性が示唆された。

学展 -070 モーションキャプチャーを応用した6自由度顎運動計測システムを用いた多点
同時解析
Simultaneous analysis of jaw movement in six degrees-of-freedom on multiple points using 
motion capture system

森内 絵美、吉見 知子、藤下 あゆみ、中村 文、小原 悠、濱中 僚、古賀 義之、吉田 教明
MORIUCHI E., YOSHIMI T., FUJISHITA A., NAKAMURA A., KOHARA H., HAMANAKA R., KOGA Y., YOSHIDA N.

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】これまでに、マウスを用いた形態機能研究は多くあるが、顎運動計測などの生理学的機能解析を行っているものは少
ない。我々は以前、高精度ハイスピードカメラ（以下HSC）と動物実験用3DマイクロX線CT（以下mCT）を組み合わせた6
自由度顎運動解析システムについて報告した。今回、そのシステムを用いてマウス顎運動における下顎骨各点の運動を可視
化し、マウスにおけるより詳細な顎運動の解析を行った。【資料および方法】15週齢雄性ICRマウス10匹に対し、頭部拘束
下にて下顎に装着した3標点の咀嚼時の運動をHSCを用いて撮影した。撮影後、mCTを用いてマウス下顎骨内の各解析点（下
顎頭、第一臼歯、下顎切歯）と3標点との解剖学的位置計測を行い、3標点のモーションキャプチャーを行った咀嚼運動デー
タとの座標変換にて、各解析点における三次元顎運動解析を行った。【結果および考察】下顎に装着した3標点の動きより、
下顎骨上の任意の点の三次元的な運動を算出することができた。矢状面における各解析点の軌跡は、切歯から下顎頭に近づ
くにつれ前後成分が大きくなっている。これは切歯においては下顎骨の蝶番運動を軌跡に大きく反映しており、切歯より後
方の解析点においては下顎頭の前後方向の滑走運動を反映しているためと考えられた。このことより、下顎頭の滑走運動に
基づいた臼歯部での食物粉砕臼磨が行われていると推察された。【結論】本システムを用いて、これまで計測できなかった下
顎頭などの下顎骨上の解析点の三次元顎運動計測が可能となった。マウスではヒトと比較し関節窩形態が緩やかなため、下
顎頭の前後方向への可動性が大きいことが推察された。形態と機能は密接に関連していることから、マウス顎運動をより詳
細に解明するために、本システムを用いて、より形態とリンクした顎運動解析が可能となると考えられた。
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学展 -071 矯正力は歯根膜電気刺激に対する大脳皮質神経応答を変化させる
Experimental tooth movement changes spatiotemporal profiles of cortical responses to 
electrical periodontal stimulation

堀貫 恵利1,2,3、小林 真之2、越川 憲明2、清水 典佳1,3

HORINUKI E.1,2,3, KOBAYASHI M.2, KOSHIKAWA N.2, SHIMIZU N.1,3

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部薬理学講座、3日本大学大学院歯学研究科歯学専攻口腔構造機能学分野

【目的】矯正治療による歯の移動に伴う痛みはしばしば遭遇する愁訴である。我々は以前の研究で、矯正力負荷1日後の
大脳皮質感覚野において歯根膜電気刺激によって誘発される神経応答が著しく増大することを明らかにした。しかし、
その増大した応答が持続する期間を明らかにした報告はなかった。もしその影響が持続的なものだとすると臨床上問題
となる可能性がある。また、痛みの発生に歯根膜周囲の炎症が関与することが指摘されているが、大脳皮質神経活動と
の相関については不明な点が多い。そこで本研究は、ラット上顎臼歯に実験的矯正力を加え、歯根膜刺激に対する大脳
皮質での神経活動の経時的変化を明らかにするとともに、大脳皮質の神経活動と歯根膜周囲の炎症との相関性を検討し
た。【試料および方法】SDラットの右側上顎第一臼歯と上顎切歯に50gの矯正力を負荷したモデル動物を作製した。麻酔
下にて上顎臼歯歯根膜に双極電極を挿入後、左側大脳皮質に膜電位感受性色素を負荷して、歯根膜の電気刺激に対する
大脳皮質神経活動を光学計測システムで記録した。矯正力負荷群は処置1日後（n=9）、3日後（n=7）および7日後（n=9）に
光学的に計測した。さらに歯根膜のIL-1βおよびTNF-αの発現を免疫組織化学的に調べた。【結果および考察】矯正力負荷
1日後では、対照群（n=12）と比較して上顎臼歯刺激に対する大脳皮質神経応答の振幅と応答領域が有意に増大する一方、
3日後には応答が減少し、7日後には対照群と同程度に回復した。歯根膜周囲の炎症性サイトカインの発現は、矯正力負
荷1日後に上昇し、3日後には減少し、皮質応答性との間に相関が認められた。【結論】矯正力負荷後の大脳皮質神経活動
の増大は一時的なものであり、長期にわたる可塑的変化は生じないことが明らかとなった。さらに炎症性サイトカイン
の発現が大脳皮質神経応答と相関をもつことから、歯根膜での炎症に伴って皮質の応答が増大する可能性が示された。

学展 -072 ビジュアルフィードバックを用いた高齢者における随意的口唇閉鎖調整能力
Control ability of the voluntary lip-closing force in elderly using the visual feedback

土屋 恵子1、楓 公士朗1、宮本 剛至1、増田 裕次2、山田 一尋1

HIJIYA K.1, KAEDE K.1, MIYAMOTO T.1, MASUDA Y.2, YAMADA K.1

1松本歯科大学病院矯正歯科、2松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座

【目的】口唇閉鎖機能は様々な口腔機能を営む上で重要な役割を持つ。随意的な口唇閉鎖力の特性については不明な部
分が多い。さらに、加齢により随意的な口唇閉鎖力の調節機能が変化するかどうかも明らかにされていない。そこで、
本研究では高齢者における随意的口唇閉鎖力の調節能力の特性を明らかにすることを目的とした。【資料および方法】
実験は、個性正常咬合を有する健常高齢者30人（平均年齢69.4歳 男性 12名 女性18名）を対象に行った。比較対照と
して40人（平均年齢24.2歳 男性20名 女性20名）の健常成人の結果を用いた。測定は8方向からの力が、バーの長さと
してリアルタイムで表示できるディスプレイを被験者の前方に配置した。口唇の出力している力を視覚的に確認する
ことができるようにした。各方向別に最大努力で発揮された力の50％の値をターゲット値として表示し、口唇閉鎖力
をターゲット上に5秒間維持するように指示した。口唇閉鎖力が発揮されにくいことが明らかになっている左右の2
方向を除いた6方向について測定を行った。口唇閉鎖力が発揮されてからの3秒間で、ターゲットとした値の±8％内
に維持できた時間の割合を正確率とした。【結果および考察】高齢者と成人を比べた結果、成人では男女ともに上下方
向が斜め方向よりも高い値を示したが、高齢者では男女ともに方向特異性は認められなかった。すなわち、調節能力
が加齢による影響を受けることが示唆された。また、世代別での方向別正確率では男性の高齢者は上方向、左下、下、
右下方向で有意に小さい値を示した。【結論】加齢による調節能力の低下は、男性の方が起こりやすいことが示唆され
た。
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学展 -073 3軸触覚センサーを用いた Myofunctional Therapy （MFT） の評価方法の検討
Examination of effect of myofunctional therapy （ MFT ） by use of three axis sensor

小野崎 純、小林 大、金田 用将、不島 健持
ONOZAKI J., KOBAYASHI D., KANEDA Y., FUSHIMA K.

神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座歯科矯正学分野

【目的】筋機能療法（myofunctional therapy、MFT）は、適正な嚥下機能の獲得、円滑な矯正治療の進行、矯正治療後
の安定性の維持等を目的として広く日常臨床で行われているが、MFT指導中、指導後の効果判定について、客観的
な評価法は未だ確立されていない。本研究の目的は、一つのセンサーで3軸方向の力を直接測定できる3軸触覚センサー
を用いて、口蓋に対する舌の接触圧、舌圧の方向を測定し、MFTによって得られた効果の客観的な評価法を確立す
ることである。【資料および方法】当講座のスタッフに本研究の目的、意義を説明し、了解を得られたボランティア成
人男性5名を被験者とした。上顎模型に熱可塑性材料を加圧成形して作成した口蓋床に3軸触覚センサーを埋入した。
この口蓋床を口腔内に装着し、「スポット」、「タングドラッグ」を行い、舌の接触圧、舌圧の方向を測定した。センサー
は最大測定圧力2N（せん断力±2N）と40N（せん断力±8 N）の2種を用いた。【結果および考察】「スポット」を行った際の
5名の被験者の舌圧の最大値は、いずれも2N以下であった。このことから最大測定圧力2Nのセンサーを用いて測定
することが適正であると考えられた。また「タングドラック」を行った際の舌圧の方向は、いずれも後上方へ向かって
いることが確認できた。【結論】3軸触覚センサーによって、「スポット」、「タングドラッグ」における舌圧、舌圧の方
向を術者のみならず、被験者もリアルタイムで視覚的に確認できることが明らかとなった。3軸触覚センサーを用い
た本評価法は、測定値が時間軸に沿って記録できること、舌圧、舌圧の方向の変化をMFT指導後のみならず、指導
中にも比較検討できること、などの点からMFTの効果判定の客観的評価にきわめて有用であることが示唆された。

学展 -074 歯根膜機械刺激によって誘発される大脳皮質体性感覚野および島皮質の応答特性
Cortical excitation properties induced by mechanical stimulation of the periodontal ligament

金子 茉莉1,2,3、堀貫 恵利1,2,3、小林 真之2、清水 典佳1,3

KANEKO M.1,2,3, HORINUKI E.1,2,3, KOBAYASHI M.2, SHIMIZU N.1,3

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部薬理学講座、3日本大学大学院歯学研究科歯学専攻

【目的】我々は、歯根膜の電気刺激による感覚情報が体性感覚野および島皮質で処理されること、さらに矯正力が歯
根膜電気刺激による大脳皮質における神経応答に及ぼす影響について明らかにしてきた。しかし、歯根膜の機械刺
激に対する大脳皮質の応答については不明な点が多い。そこで我々は、ラットの上顎切歯および臼歯歯根膜に機械刺
激を与える手法を開発し、大脳皮質で生じる神経活動の時空間的特性について、電気刺激による応答と比較検討し
た。【試料および方法】実験にはSDラット（6-7週齢）を使用した。ウレタン麻酔下にて右側上顎切歯および臼歯歯頸部
にそれぞれ結紮線を巻き付け固定した。左側頭部を開頭し、体性感覚野および島皮質を露出させ、膜電位感受性色素
RH1691を負荷して皮質表面を染色した。牽引時間の制御にはデジタル・スティムレーターを用いた。歯根膜の機械
刺激は、上顎切歯および臼歯歯頸部に固定した結紮線をモーターで牽引して行った。歯根膜の機械刺激に対する大脳
皮質神経活動は、実体顕微鏡にCCDカメラを搭載した光学計測システムを用いて記録した。【結果および考察】上顎
切歯の機械刺激に対する大脳皮質の応答は、電気刺激と同様に二次体性感覚野および島皮質（S2/IOR）に認められた。
一方、上顎臼歯歯根膜の電気刺激に対する大脳皮質の応答はS2/IORにみられたが、上顎臼歯に対する機械刺激では、
尾側S1および電気刺激より背尾側に相当するS2に応答が認められた。また機械刺激の特徴として、刺激終了時にも
rebound応答が認められ、この応答は牽引時間を延長するにつれて有意に増大した。【結論】これらの結果は、電気刺
激と機械刺激によって活性化される受容器が異なり、それらを処理する大脳皮質の部位も異なっている可能性を示唆
する。
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学展 -075 顎顔面形態とガム咀嚼運動時の歯の接触状態に関する研究
Research of relation between maxillofacial morphology and occlusal contact during gum-
chewing motion

峯村 英一郎1、竹内 陽平1、木村 仁2、伊能 教夫2、槇 宏太郎1

MINEMURA E.1, TAKEUCHI Y.1, KIMURA H.2, INOU N.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2東京工業大学工学院機械科

【目的】顎顔面領域の軟骨性成長を主とする形態形成は咀嚼や咬合状態などの顎口腔機能の発達と密接に関連し合
い、相互に影響を及ぼすと考えられる。しかしながら、顎顔面形態と顎運動等の顎口腔機能との関連性に言及する
研究報告は少ない。そこで本研究では患者別に詳細な顎運動が観察可能な顎運動解析システムを利用し、上下顎歯
列の接触に焦点を当てた際の顎顔面形態と顎口腔機能、主に顎運動との関連性について検討することを目的とした。

【資料および方法】対象は昭和大学歯科病院矯正歯科に来院した著明なパラファンクションを有さない永久歯列期の患
者5名とした。計測には、患者別顎運動表示が可能な顎運動解析システムを用い、ガム咀嚼運動中の主機能部位にお
ける顎運動路、咀嚼筋の起始停止相当部の二点間距離、上下顎の歯の接触状態の解析を行った。【結果および考察】被
験者5名の主機能部位はいずれも下顎第一大臼歯であったが、同部の顎運動路の軌跡と顎顔面形態には関連性を見出
せなかった。一方、すべての被験者でガム咀嚼運動時に作業側で咬合接触が生じる前後もしくはそれと同時期に平衡
側臼歯部に咬合接触が認められた。また、その際の咀嚼筋の起始停止相当部の二点間距離の変化は顎顔面形態により、
特に外側翼突筋相当部において異なっていた。したがって、食物咀嚼時の作業側を支点とした下顎の回転およびその
際の平衡側の咬合接触と顆頭への力学的影響が推察された。【結論】ガム咀嚼運動時の食物粉砕の際には適切な咬合接
触を得るために顎顔面形態に適した顎運動を行っている可能性がある。また、咀嚼運動の咬合接触、顆頭運動は作業
側に比して平衡側がより影響を受ける可能性がある。加えて、本研究に用いた顎運動解析システムは生体における機
能時の咬合接触解析、顎運動解析に有用であることが示された。

学展 -076 奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科における Oligodontia に関する研究
A study of oligodontia at Department of orthodontics Ohu University Dental Hospital

佐藤 直生、竜 立雄、黒田 栄子、福井 和徳
SATOU N., RYU T., KURODA E., FUKUI K.

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】平成28年度診療報酬改訂により健康保険制度の歯科矯正適応症の拡大及び整理がなされ、6歯以上の先天性部
分（性）無歯症への関心が高まってきていると考えられる。昨年、当科では永久歯先天性欠如に関する調査を発表した。
そこで、今回は当科におけるOligodontia（第三大臼歯を除く6歯以上の先天性欠如）の実態を明らかにすることを目的
とした。【資料および方法】2000年4月から2016年3月までに奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科を受診し、oligodontia
と診断された症例を対象とし、発現頻度、欠如歯数、欠如部位について検討を行った。【結果および考察】対象2097名（男
782名、女1315名）のうち、第三大臼歯を除く一歯以上の先天性欠如歯保有患者は241名（男78名、女163名）であった。
そのうちOligodontia患者は27名（男5名、女22名）であり、1歯以上の先天性欠如歯保有患者の発現頻度は、11.49%（男
9.97%、女12.39%）であった。Oligodontia患者の発現頻度は調査対象2097名を母集団とした場合は1.28%、先天性欠如
症例241名を母集団とした場合は11.20%であった。Oligodontia患者の先天性欠如総歯数は226本、1人平均欠如歯数は8.4
本であった。歯種別では、上顎第二小臼歯、下顎第二小臼歯、上顎側切歯と上顎第一小臼歯の順で多かった。歯種別
発現頻度の結果はこれまでの報告とほぼ一致していた。【結論】現在のところ、他施設からの紹介を含めて、先天性欠
如歯を主訴に矯正歯科を受診するOligodontia患者は多くはないが、今後保険導入により増加すると考えられる。中
間歯欠損を主とする様々な欠如様態を示すため、これまでの包括的歯科治療以上に咀嚼、発音といった機能面と審美
面を回復する手段として矯正歯科分野が担う役割が増加する可能性を示唆された。
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学展 -077 モンゴル国の思春期児童における不正咬合と口腔関連 QoL との関連について
Association between malocclusion and oral health-related quality of life in Mongolian 
adolescents

荒木 美祐1、駒崎 裕子1、小川 卓也1、トムルホー ツァサン1、ガンブルゲド ガンジャルガル2、
バザル アマルサイハン3、藤原 武男4、森山 啓司1

ARAKI M.1, KOMAZAKI Y.1, OGAWA T.1, TUMURKHUU T.1, GANBURGED G.2, BAZAR A.3, FUJIWARA T.4, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、2モンゴル国立医科大学歯学部補綴矯正科モンゴル国、
3モンゴル国立医科大学研究・発展分野モンゴル国、4東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野

【目的】近年、不正咬合と口腔関連Quality of Life （QoL） の関連について多くの報告が認められるが、対象とする地域や年齢
が異なるため一定の見解が得られていない。今回我々は、昨今経済発展が著しく、社会環境が急激に変化しているモンゴル
国において、一般集団における思春期児童を対象に、不正咬合が口腔関連QoLに与える影響について統計学的検討を加えた
ので報告する。【資料および方法】モンゴル国ウランバートル市における2つの公立の学校に在籍する児童449名 [男子: 208
名、女子: 241名、平均年齢: 12.8歳 （9.9-16.3歳） ] を対象に口腔内診査を行い、矯正治療必要度指標 （Index of Orthodontic 
Treatment Need: IOTN） に準じて不正咬合の診査を行った。また、口腔関連QoLについては、4つの質問領域 （口腔内症状、
機能障害、精神面への影響、社会面への影響） から構成されているChild Perception Questionnaire （CPQ） を用いて評価を
行った。解析については、多変量解析を行い、年齢、性別、齲蝕歯数、ブラッシング回数、親の収入を交絡因子として調整
した。【結果および考察】不正咬合と口腔関連QoLの関連性について、CPQの各4項目いずれも有意差は認められなかった （口
腔内症状: P=0.87、機能障害: P=0.63、精神面への影響: P=0.61、社会面への影響: P=0.53） 。しかしながら、不正咬合の種類
別に検討したところ、上顎前突では口腔内症状 （P=0.014）、機能障害 （P=0.007）、社会面への影響 （P=0.025） それぞれに、
また過蓋咬合では口腔内症状 （P=0.005） との間に有意な関連性が認められた。【結論】モンゴル人思春期児童を対象とした
実態調査により、ウランバートル市においては、不正咬合のなかで上顎前突と過蓋咬合において口腔関連QoLの低下との
関連性が認められるという結果を得ることができた。以上より、不正咬合の種類によって口腔関連QoLに及ぼす影響が異
なる可能性が示唆された。

学展 -078 保育園児の習癖と不正咬合の関係について（第２報）
Relationships between the habits and the malocclusion in nursery school children （part2）

大坪 邦彦1,2、岩崎 祐子1、菅 眞一2、大竹 美嶺子2、兼松 由美子2、渡邉 司理2

OTSUBO K.1,2, IWASAKI Y.1, SUGA S.2, OTAKE M.2, KANEMATSHU Y.2, WATANABE M.2

1大坪矯正歯科医院（ 東京 ）、2港区麻布赤坂保育園歯科医会（ 東京 ）

【目的】小学校入学前に悪習癖を改善し、不正咬合の発生を防ぐことを目的に、第69回大会において保育園児の習癖と
不正咬合の関係について報告した。港区麻布赤坂保育園歯科医会では、園児の歯の健康を保つために歯科健診を行っ
てきたが、近年、さらに咬合に関する健診・指導にも力を入れている。今回、咬合と悪習癖の関係及びその指導後の
変化を検討するため、調査を行ったので報告する。【資料および方法】港区の10ヶ所の保育園において、平成26~27年
度の年中・年長児（4~6歳：総計576人）を対象に診査を行った。咬合については歯科医師による診査を行い、園児の習
癖の有無については各保育園の職員に協力していただき、調査を行った。診査項目は、咬合異常では、反対咬合、上
顎前突、叢生、開咬、過蓋咬合、鋏状咬合、交叉咬合、正中離開の8項目、悪習癖では指しゃぶり、咬唇癖、咬爪癖、
口呼吸、歯ぎしりの5項目とした。また、前回の発表の結果と比較検討を行った。【結果および考察】咬合異常では、男・
女児ともに、反対咬合の発生率が最も高かった。ついで、年中で開咬・過蓋咬合、年長では、過蓋咬合が最も多くみ
られた。習癖では、年中で指しゃぶり、年長では指しゃぶり・歯ぎしりが多く見られた。前回の結果との比較においては、
咬合異常の項目で上顎前突、開咬が減少し、悪習癖で、すべての項目で減少傾向がみられた。これは、年2回の健診前に、
保育士に園児の習癖の観察をお願いすることにより、「保育士が習癖と不正咬合の関係を良く理解したこと」が理由と
して考えられた。【結論】幼児期に適切な歯科保健指導を行うことにより、悪習癖の改善がみられ、上顎前突・開咬の
発生を防ぐ可能性が示唆された。
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学展 -079 大臼歯遠心移動メカニクスを用いた大臼歯移動動態の評価－三次元歯列模型形
状計測装置を用いて－
Evaluation of molar movement pattern using distalization mechanics by means of three-
dimensional surface scanning system

六反田 裕美1、尾崎 博弥1、富永 淳也1、藤村 裕治1、古賀 義之1、池上 富雄2、吉田 教明1

ROKUTANDA H.1, OZAKI H.1, TOMINAGA J.1, FUJIMURA Y.1, KOGA Y.1, IKEGAMI T.2, YOSHIDA N.1

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野、2医療法人熊本歯列矯正センター池上矯正歯科クリニック（ 熊本 ）

【目的】われわれはこれまでの研究で、三次元有限要素モデルにおいて歯科矯正用アンカースクリューを併用した装置を用
いて上顎大臼歯遠心移動を行った際の移動動態を解析した。そこで、本発表では三次元歯列模型形状計測装置を用い、実
際に矯正治療を行った患者の歯列模型を利用して、治療前後の上顎大臼歯の移動動態を評価し、三次元有限要素法を用い
た歯の移動シュミレーションの結果を比較することを目的とした。【資料および方法】資料は上顎両側大臼歯部口蓋側歯
肉に埋入された歯科矯正用アンカースクリューとリンガルアーチに装着されたフックを利用した上顎歯列遠心移動装置

（Lingual Distalizer）を用いて矯正治療を行った成人女性8名の治療前後の上顎歯列模型を使用した。歯列模型を光学式三
次元形状計測装置（VMD-25、UNISN、Osaka、Japan）を用いて、表面形状データとして取り込み、3D-CGソフトウェア

（Imageware9、UGS PLM Solutions）により、三次元画像構築を行った。さらに、治療前後の歯列模型三次元形状データの
口蓋部を用いて重ね合わせ、上顎大臼歯の移動動態を評価した。【結果および考察】本研究の治療メカニクスは、リンガルアー
チに装着されたフックの長さを6ｍｍとし、上顎大臼歯の抵抗中心に近い位置に設定した。計測した結果によると、大臼歯
は遠心移動と同時に側方への拡大、ならびに近心回転する傾向が認められた。これは、リンガルアーチのたわみによる拡
大と口蓋側への遠心力が加わることにより発生したためと考えられる。本結果は三次元有限要素モデルでの解析における
歯の移動動態を裏付けるものであった。【結論】本研究の遠心移動装置を用いて大臼歯遠心移動を行う際には、遠心力だけ
でなく、頬側への拡大、および近心回転に留意し、副作用を打ち消すようにリンガルアーチを調整する必要性が示唆された。

学展 -080 有限要素解析を用いた下顎枝垂直骨切り術施行後の術後変化予測
The prediction of postoperative changes after intraoral vertical ramus osteotomy using finite 
element analysis

丹原 惇1、藤田 瑛1、池 真樹子2、児玉 泰光3、齋藤 功1

NIHARA J.1, FUJITA A.1, IKE M.2, KODAMA Y.3, SAITO I.1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、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新潟大学医歯学総合病院顎顔面口腔外科

【目的】本研究の目的は、下顎枝垂直骨切り術（以下、IVRO）を施行した骨格性下顎前突症例における術後変化につい
て、有限要素法を用いて顎骨内応力分布と骨片の変位について解析を行い、術後の顎顔面形態を予測することである。

【資料および方法】解析用モデル作成にあたり、当科にて骨格性下顎前突症例と診断されIVROによる下顎単独後退術を施行
した成人女性1例を選択した。初診時に撮影したCT画像からモデリングソフトウェアSimplewareTMを用いて、術前3次元
モデルを作成した。作成した術前モデルの下顎枝を実際の顎矯正手術を想定して前後に分割し、遠位骨片を手術で予定した
位置へ移動させ、術後予測モデルを作成した。術後予測モデルは、4面体要素としてメッシュモデルへ変換し、有限要素解
析ソフトウェアAutodesk Simulation MechanicalTMへインポートした。拘束条件は、上顎骨上縁および関節円板上面を完全
拘束とした。また、荷重条件として片側250Nfの最大咬合力を想定し、筋の断面積の比率から推定した各咀嚼筋の筋力を、
解剖学的な起始停止部間のベクトルとして荷重した。【結果】解析の結果、近位骨片は下方部が上前方へ持ち上がるように変
位した。遠位骨片は後方部が上方へ持ち上がると同時に、前方のオトガイ部は後下方へ変位していた。【考察】本研究で認め
られた骨片の位置変化は、過去に報告されているIVRO施行後に起こる変化と類似していた。特に、術後3か月までに起こ
るとされる遠位骨片のadaptive rotationが認められたことから、この回転変化が咀嚼筋の作用によって引き起こされること
が明らかとなった。しかし、変化様相の再現は可能でも、変化量の予測には至っておらず、今後さらに術後変化に影響を与
えるパラメータの追加が必要であると考えられた。【結論】IVRO施行後の骨格性下顎前突症例の術後変化の予測には有限要
素法による顎骨内応力解析が有用である可能性が示唆された。
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学展 -081 マウスピース型矯正装置におけるアタッチメントの効果 : 三次元有限要素法に
よる解析
Mechanical effects of additional attachments in mouthpiece type of orthodontic appliance: 
Three-dimensional finite element analysis

後藤 真理子1、柳澤 若菜1、木村 仁2、伊能 教夫2、槇 宏太郎1

GOTO M.1, YANAGISAWA W.1, KIMURA H.2, INOU N.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2東京工業大学工学院機械系

【目的】近年、審美的な矯正装置を希望する患者数は増加しており、マウスピース型の熱可塑性樹脂製歯列矯正装置（以下、
アライナーとする） は広く用いられている。術者はコンピューターシミュレーションにより治療の予知が可能となったが、
症例によっては予期せぬ移動が生じることがある。そのため、いくつかのアタッチメント（アライナーの維持力を強化し矯
正力を効果的に機能させる目的で、コンポジットレジンにて歯面に設置される突起物）が用いられているが、アタッチメン
トの効果を力学的に解析した研究は非常に少ない。そこで本研究では、アタッチメントの有無が矯正力に及ぼす影響につい
て有限要素解析を用いて検討した。【資料および方法】犬歯と第二小臼歯の有限要素モデルを作製し、アライナーによる矯正
力で犬歯を遠心移動させるシミュレーションを行った。アタッチメントを犬歯にも第二小臼歯にも設置しないモデル、犬歯
のみに設置するモデル、犬歯と第二小臼歯の両方に設置するモデルの計3パターンを設定し、アタッチメントは縦長長方形
の縦4mm×横1mmとした。アタッチメントの有無の違いが矯正力のコントロールにどの程度関与するのかを有限要素解析
を行い比較した。【結果および考察】接触圧分布図より、アタッチメントを付与した方がアライナーと歯牙の接触面積は広く
なり、引きつけ力が増大する。また、アタッチメントがある歯牙は、アライナー引き付け力、転倒モーメントともに増大す
る傾向がある。これらの比「転倒モーメント/引き付け力」（この値が小さいほど歯牙の倒れ込みが小さいと考えられる）は、
アタッチメントを付与した方が減少し、その効果はアタッチメントの付与条件により4~20％である。【結論】アタッチメン
ト付きの矯正装置の効果について三次元有限要素解析を行った。解析結果からアタッチメントの付与は、矯正力のコントロー
ルに有効に作用することが示唆された。

学展 -082 傾斜移動と歯体移動における抵抗中心の移動量と歯槽骨吸収量の解析 - ラット
を用いた動物実験モデルでの解析 -
Analysis of center of resistance and alveolar bone resorption in tipping and bodily tooth 
momvement

近藤 崇伸、佛坂 斉祉、富永 淳也、橋本 恵、田島 昂子、有田 光太郎、黒濱 武士、井野 愛理、濱中 僚、
吉田 教明
KONDO T., HOTOKEZAKA H., TOMINAGA J., HASHIMOTO M., TAJIMA T., ARITA K., KUROHAMA T., INO A., 
HAMANAKA R., YOSHIDA N.

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】矯正治療における歯の移動様式（歯体移動と傾斜移動）についてはさまざまな報告があるが、生体モデルで抵抗中心の
移動と歯槽骨吸収量を計測した報告はない。今回、ラットに傾斜移動と歯体移動させる装置を装着し、抵抗中心の移動と歯
槽骨吸収量を計測し比較検討したので報告する。【資料および方法】10週齢ウィスター系雌のラットにおいて、上顎右側臼
歯から上顎左側臼歯（第一臼歯を除く）の咬合面を016 ”CoCrワイヤーにて連結固定した。さらに、上顎左側第一臼歯に2ミ
リ長、直径016”のレジンのチューブを咬合面に接着しワイヤーをスライディングさせ、NiTiコイルスプリングにて牽引し
たものを歯体移動群 （n=20）、チューブを装着せずそのままコイルスプリングで牽引したものを傾斜移動群 （n=20） とした。
さらに牽引力を10 g、25 g、50 g、100 gのサブグループ（n=5）に分けた。移動開始から0日、28日にマイクロCT撮影を行っ
た。CTデータからラットの上顎第一臼歯の3次元モデルを作成し、有限要素解析により抵抗中心の位置を求めた。移動前
後のCT画像を第二第三臼歯で重ね合わせ、抵抗中心の移動距離を測定した。また、近心根周囲の歯槽骨吸収量、歯頚部に
限局した骨吸収量を計測した。統計は、牽引力と移動様式の2つの因子に分けtwo-way ANOVAにより検定した。有意水準（p）
は0.05とした。【結果および考察】歯体移動群と傾斜移動群の間で抵抗中心の移動距離に有意差は認めなかった。また、歯槽
骨吸収量は歯頚部に限局した範囲のみで傾斜移動群が有意に大きかった。傾斜移動は傾斜の改善のため治療期間がより長期
になり、移動後に歯槽骨高さの減少を引き起こす可能性が考えられる。【結論】歯体移動は、治療期間・歯槽骨維持に関して
傾斜移動より有利である。
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学展 -083 塩化リチウム投与による歯の移動と歯根吸収への影響―ラットを用いた実験―
Effects of Lithium chloride on tooth movement and root resorption in rats

井野 愛理、佛坂 斉祉、橋本 恵、有田 光太郎、黒濱 武士、近藤 崇伸、有薗 ケイラ、森田 幸子、
吉田 教明
INO A., HOTOKEZAKA H., HASHIMOTO M., ARITA K., KUROHAMA T., KONDO T., ARIZONO K., MORITA Y., YOSHIDA N.

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】リチウム塩は、二極性躁鬱病の治療薬として古くから臨床的に使われているが、その作用機序はよくわかって
いない。一方で、リチウムの作用の一つとして、GSK-3βを阻害し、Wnt/βカテニン経路喚起による骨芽細胞の分化促
進および破骨細胞の分化抑制が報告されている。しかしながらその作用の矯正治療への影響は未だ明らかではないの
で、動物実験モデルにて、リチウムが歯の移動と歯根吸収に及ぼす影響を検討した。【資料および方法】10週齢SD系
雌のラットを用い、LiCl群（各群N＝9）には1日毎に塩化リチウム水溶液を0.32・0.65mM/kg腹腔内投与した。上顎
第1臼歯と切歯間にNiTiコイルスプリングを装着し、1日目と14日目にmicro－CTを撮影した。14日目に、第1臼歯
を取り出し、走査型電子顕微鏡および走査型レーザー顕微鏡で歯根吸収体積を測定した。【結果】コンタクト間距離は、
コントロール群の平均0.56mmと比較し、LiCl 0.32mM/kg投与群で平均0.46mm、0.65mM/kg投与群で0.35mmと濃
度依存的に小さくなった。歯根吸収体積もまた同様にコントロール群の平均62×106μm3、と比較し、LiCl 0.32mM/
kg投与群で平均51×106μm3、0.65mM/kg投与群で20×106μm3、と濃度依存的に小さくなった。この結果から、リチ
ウム投与により、歯の移動と歯根吸収が抑制されることが示された。【考察】本研究では、リチウムは矯正力による歯
の移動と歯根吸収の両方を抑制した。その機序として、矯正力による歯根膜の硝子様変成を抑制したこと、あるいは
破骨細胞と破歯細胞の分化の抑制したことなどが考えられる。【結論】ラットにおいて、塩化リチウム投与は濃度依存
的に、矯正力による歯の移動および歯根吸収を抑制した。そして、リチウム服用患者には留意を要することが示唆さ
れた。

学展 -084 下顎骨変形に起因した水平的偏位を伴う骨格性下顎前突症における SSRO 前
後の下顎骨応力解析
Mandibular stress analysis after SSRO in a mandibular protrusion with transverse deviation by 
mandibular deformation

上里 忠成1、松井 成幸1、梅崎 栄作2、須田 直人1

UESATO T.1, MATSUI S.1, UMEZAKI E.2, SUDA N.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、2日本工業大学工学部機械工学科

【目的】下顎骨の水平的偏位には様々な要因があるものの、左右非対称な下顎骨形態が関与する例が多い。このような例
に対し対称性獲得を目的として、下顎枝矢状分割術 （SSRO）が行われることがある。SSRO後の骨離断部を含む下顎骨
における力学的変化は、術後安定性を考える上で極めて重要である。そこで、下顎骨体長の左右差に起因した水平的偏
位を伴う骨格性下顎前突症例を対象として、DICOMデータより初診時（T0）と SSRO 施行1年後（T1）の下顎骨モデルを
作成し、三次元有限要素法により応力・歪分布解析を行った。【資料および方法】下顎の左方偏位と前突を主訴として明
海大学病院矯正歯科を受診した顎変形症症例 （24歳女性） の資料を用いた。両側SSRO 施行後、右側と左側で各々 6.0mm
と1.0mm 遠位骨片を後方移動した。DICOM データの取得は、X線CT撮影装置 （SIEMENS社製SOMATOM Emotion 6） 
によりT0とT1に行った。これらのデータを基に、骨強度評価ソフト （計算力学センター社製MECHANICAL FINDER 
ver7.0） を用いて、両時点の下顎骨の三次元有限要素モデルを作成した。拘束条件は、下顎頭を完全拘束、咬合面は部
分拘束とした。荷重条件は、筋の付着部位や走行を基に設定し、術前後とも偏位側（左側）は非偏位側（右側）より荷重を
大きくした。【結果および考察】T0 では下顎骨全体が左側と前方へわずかに変位した。T1では下顎骨は前方と外側に変
位し、その変形量は骨離断部に近いほど大きかった。また、外側への変位量は荷重の大きな左側で大きかった。両側で
同一の荷重条件にした結果、外側変位は両側同程度となり、術後の筋力の均衡が重要と考えられた。【結論】水平的偏位
を伴う症例における両側下顎骨の力学的左右差は術後1年を経ても改善せず、不均衡な筋力の改善が重要と考えられる。
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学展 -085 急速拡大装置を用いた上顎前方牽引時の骨切り術の違いによる応力分布の差異
Stress distribution due to the difference in the osteotomy maxillary protraction with rapid 
expansion

駒澤 大悟1、梅崎 栄作2、渡部 茂1

KOMAZAWA D.1, UMEZAKI E.2, WATANABE S.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野、2日本工業大学工学部機械工学科

【目的】成長発達期において、上顎骨劣成長による反対咬合治療は重要である。治療方法の一つとして急速拡大装置を
併用した上顎前方牽引が最近では多く用いられている。しかし12歳以降の患児では、前方牽引装置において良好な
結果は得られにくい。そこで近年上顎骨切り術の併用が選択されるようになっている。本研究は歯科矯正用アンカー
スクリュー（以下スクリュー）を用いた上顎前方牽引時の骨切り術の違いが与える応力分布の差異を考察することを目
的とした。【資料および方法】顎頭蓋顔面の三次元有限要素モデルを乾燥頭蓋のCTデータより構築した。有限要素モ
デルは1）コントロールグループ（骨切りなし）、2）Le Fort I型骨切り術、3）正中傍骨切り術、4）Le Fort I型骨切り術
と正中傍骨切り術の併用を想定して作製した。荷重条件は上顎側方拡大荷重として歯科矯正用アンカースクリュー埋
入を想定し、上顎骨口蓋側前方部左右2か所と上顎左右第1大臼歯歯冠部中央に頬側方向へそれぞれ5.O N、前方牽
引力として上顎左右第1大臼歯頬側に咬合平面に対して前下方へ20°、4.0Nで設定した。一連のモデル作製、解析は
MECHANICAL FINDER version 6.2E.E（計算力学研究センター、東京）を用いた。【結果および考察】上顎の変位は
コントロールグループモデルと比較してLe Fort I型骨切り術モデルと正中傍骨切り術の併用モデルでより上昇した。
またコントロールグループモデルと正中傍骨切り術モデルを比較すると正中傍骨切り術を併用したモデルにおいて、
蝶形骨部、上顎骨頬側面により大きな応力分布を認めた。【結論】上顎前方牽引時におけるLe Fort I型骨切りと正中
傍骨切り術の併用は応力解析の観点から変位量を増加させることを示した。

学展 -086 4種類のアーチフォームのプリフォームド・ステンレスチール・アーチワイヤー
の矯正力の比較
Comparison of the orthodontic force created by four archforms of preformed stainless steel 
archwire

幸田 隆史、新井 一仁、栃木 啓佑、佐是 奈織美、加藤 万紀子
KODA T., ARAI K., TOCHIGI K., SAZE N., KATO M.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】ステンレススチール・アーチワイヤーはマルチブラケット法による矯正治療中に個人の歯列弓形態を維持する
ために調整して使用されているが、そのアーチワイヤーから発揮される力については不明な点が多い。本研究では、
正常咬合者の下顎歯列弓を再現下で、4種類の0.016inchのプリフォームド・ステンレススチール・アーチワイヤー

（0.016-in SSワイヤー）を装着した時の各歯のブラケットに加わる唇頬舌方向の力を比較検討する。【資料および方法】
日本人正常咬合者の下顎歯列弓を再現した三次元矯正力測定シミュレーションシステムを用い、4種類 （NF 1、NF2、
OF1、OF2）の0.016-in SSワイヤーを装着したときの矯正力が犬歯と第一大臼歯のセルフライゲーションブラケット
に加える唇頬舌方向の力をそれぞれ5回計測し、平均値と標準偏差を算出した。その後、二元配置分散分析を行い、
Bonferroni検定を用いて多重比較を行った（P<0.05）。【結果および考察】0.016-in SSワイヤーが各歯のブラケットに加
える力の最大値は、NF2による犬歯部での舌側方向への力で38.13ｍN、NF2による第一大臼歯部での唇頬側方向の
力で125.24mNであった。犬歯部において、4種類のアーチワイヤーから発揮される力の違いに有意差は認めず、第一
大臼歯部において、4種類のアーチワイヤーから発揮される力は有意に異なっていた。本研究で用いた4種類のアー
チワイヤーは、第一大臼歯部に異なる方向の力が発揮されており、アーチワイヤーを歯列弓形態に合った形態に調整
する必要性が示唆された。【結論】4種類の0.016-in SSワイヤーは第一大臼歯部に異なる方向の力が発揮され、歯列弓
形態に合うように調整が必要であることが示唆された。



第75回日本矯正歯科学会大会         

182

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -087 Space closing の際に生じる矯正力についての検討
A study of orthodontic force during space closing

西 恭一1、中嶋 昭2,3、多部田 敦己4、小作 一仁2、清水 典佳2,3、高橋 進5

NISHI Y.1, NAKAJIMA A.2,3, TABETA A.4, KOSAKU K.2, SHIMIZU N.2,3, TAKAHASHI S.5

1日本大学生産工学部創生デザイン学科、2日本大学歯学部歯科矯正学講座、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門、
4日本大学大学院生産工学研究科機械工学専攻、5日本大学生産工学部機械工学科

【目的】抜歯症例において、vertical controlを考慮しながら効率よく前歯を移動するには、上顎前歯部への適切なトルク
およびsecond order bendを付与しなければならない。Tweed法では、closing loopを屈曲したアーチワイヤーを使用し、
上顎前歯部にlingual root torque、小・大臼歯部にsecond order bendを付与するが、これらの量は矯正医の経験によ
り決定されている。本研究では、有限要素解析（FEA）にてclosing arch wireがブラケットを介しての矯正力を求める手
法を確立し、得られた矯正力を用いたFEAにより、歯周組織に生じる応力を解析し効率の良いarch wireについて考察
することを目的としている。【試料および方法】上顎歯列・歯槽骨モデルは頭蓋骨モデル（ニッシン社製）のCT画像より
構築し、実際に作製したワイヤーを3D-CADにてモデル化した。第一小臼歯を抜歯した症例を想定し、0.020”X0.025”の
arch wire（loopの高さ：7.5mm、位置：2-3間）を用い、活性化量を1mmとした。作製したarch wireに対して強制変位を
与え、ブラケットへ装着後のワイヤー形状に一致させ、FEAにより各ブラケットスロット部に発生している反力を求
める。この反力がワイヤーからの矯正力となり、歯周組織に生じる応力をFEA（総要素数：330,825、総節点数：235,651）
により求めた。【結果および考察】ブラケットのスロット部に生じる応力をσ、そのスロット部の面積をAとすると、σ
×Aにより荷重P（=反力）を求めることができる。したがって本手法によりワイヤーから各ブラケットのスロット部に
生じる矯正力が明らかとなり、arch wireを用いた場合の歯槽骨を含めた歯周組織周に生じる応力を求めることが可能
となった。【結論】反力計算による矯正力を求める手法を確立できた。その結果、前歯舌側移動を行う際、個々の患者に
適応した最適形状のarch wireを設計できvertical controlを考慮した歯の移動が行える可能性が示唆された。

学展 -088 圧迫した歯根膜線維芽細胞における Asporin と SOST/sclerostin の発現変化
Expression changes of Asporin and SOST/sclerostin in compressed periodontal ligament cells

上田 雅恵、黒石 加代子、郡司掛 香織、池田 恵理奈、川元 龍夫
UEDA M., KUROISHI K., GUNJIGAKE K., IKEDA E., KAWAMOTO T.

九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野

【目的】矯正的歯の移動時の圧迫側における骨吸収は骨吸収促進と同時に、骨形成抑制が起こっていることが考え
られる。その中でも、圧迫側のヒト歯根膜線維芽細胞（hPDL細胞）では骨形成抑制因子が発現していると予想され
る。骨形成抑制因子であるAsporin（ASPN）はTGFβシグナル伝達を阻害し、SOST/sclerostinはWntシグナル伝達
を阻害することにより、骨形成阻害作用を示すことが報告されている。そこで、圧迫側のhPDL細胞ではASPNお
よびSOST/sclerostinのような骨形成阻害因子が発現、放出していると考えられる。今回、我々は圧迫側を想定し、
PDL細胞へ遠心力による機械的圧迫力を付与した際のASPNとSOST/sclerostinの発現、放出変化について調べた。

【試料および方法】In vitroでは、hPDL細胞に遠心力（40/90/135/160xg）を24時間付与し、ASPNとSOST/sclerostin
の発現変化を半定量的RT-PCR、real-time PCR、ELISAおよび免疫蛍光染色で調べた。さらに、骨形成への影響を確
認するため、遠心力を付与した際に放出されたタンパクと同量のASPNまたはsclerostinタンパクを添加してヒト歯
槽骨由来骨芽細胞（hOBs）を培養した。In vivoでは、ラット臼歯にWaldo法を用いて矯正力を与え、凍結切片を作製後、
ASPNおよびsclerostinの分布を免疫染色にて調べた。【結果および考察】In vitroでは、至適矯正力である90xgの遠
心力の付与でASPNの発現が、40xgの遠心力の付与でSOST/sclerostinの発現が有意に増加した。また、ASPNまた
はsclerostinタンパクを添加して培養したhOBsでは石灰化組織の形成が有意に阻害された。In vivoでは、圧迫側の
ラットPDL細胞、破骨細胞に強いASPN免疫陽性反応が認められたが、sclerostin免疫陽性反応はほとんど認められ
なかった。【結論】矯正的歯の移動時の圧迫側のPDL細胞において、至適矯正力ではASPN、弱い圧迫力ではSOST/
sclerostinの発現、放出が誘導され、骨形成抑制に関与していることが示唆された。
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学展 -089 歯根膜細胞の凍結保存と損傷歯根膜の再生について
Cryopreservation of the periodontal membrane cell and reproduction of the periodontal 
membrane

河田 俊嗣
KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学

【目的】抜去歯の即時自家移植は、一般的に行われてきた歯科医療行為である。本研究は、β-リン酸カルシウムが歯根
膜培養による歯周組織再生へ与える影響を明らかにすることを目的とし、抜歯されたラット切歯に微少磁場を加えな
がらCASプログラムフリージングを行い、冷凍保存および解凍した後、歯根膜培養をおこなった。【資料および方法】
抜去した歯（n=10）をただちにCAS凍結を行い、-150度の気相超低温フリーザー内に3~4日間保存した。解凍後、抜
歯時に生じた歯根膜の損傷に対し、細胞培養法によりその再生を促した後に移植を行った。培養時には歯槽骨に見
立てたβ-リン酸カルシウムブロックおよび顆粒をスキャホールドとして用いた。【結果および考察】β-リン酸カルシウ
ムブロックが培養床に使用可能であることを確認した。さらに、0.1-0.3mmのβ-リン酸カルシウム顆粒を使用した際
に歯根膜再生が加速した（β-リン酸カルシウム顆粒使用: 0.25±0.05 n=5、β-リン酸カルシウム顆粒なし: 0.19±0.04 n=5、
P<0.05）。一方、無血清培地での歯根膜再生速度は3日で1mm強とわずかな増殖であった。即時自家歯牙移植は、ドナー
歯の状態が極端に悪くない限り移植まで貫徹する。抜歯したドナー歯の歯根膜付着の割合が多い程、成績が向上する
ため、抜去歯の歯根膜をin vitroで再生することは移植の成績向上につながることが示唆された。【結論】β-リン酸カ
ルシウムのブロックおよび顆粒をスキャホールドとして使用することが、凍結歯牙の損傷歯根膜の再生に有効である
ことが示唆された。

学展 -090 滅菌歯根表面上のヒト歯根膜細胞の接着
Proliferation of human periodontal ligament cells on the sterilized root surface

三野 智恵子、岩田 敏男、河田 俊嗣
MINO C., IWATA T., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座矯正学分野

【目的】自家歯牙移植の予後に影響する因子として、ドナー歯に付着する歯根膜量とセメント質のダメージの少なさが
予後に強く影響すると考えられている。我々はドナー歯の歯根膜を再生させることにより自家歯牙移植の予後成績が
向上するのではないかと考え、抜去歯を二本重ね共培養することで歯根膜を生体外（in vitro）で再生させることを試
みた。しかし抜去歯に残存する細菌の感染を起こしてしまう事から、今回ドナー歯を高圧蒸気滅菌し、感染のリスク
を下げ、滅菌歯と完全埋伏智歯とを共培養した。滅菌歯根表面に対する歯根膜細胞の接着及び増殖を組織学的、生化
学的に検討した。【試料および方法】試料は神奈川歯科大学倫理委員会（第252号）の規定に基づき矯正的理由のため抜
歯された健康な第一、第二小臼歯（n=24）、完全埋伏智歯を用いた。試料はランダムに未滅菌群（n=8）、滅菌群（n=8）、
滅菌共培養群（n=8）に分類した。歯根中央部をタービンにて切削し象牙質を露出させ、121℃ 2気圧20分高圧蒸気滅
菌後、DMEM培地で2週間、その後石灰化誘導培地にて2週間共培養したものを滅菌共培養群とした。各群をALP染
色し、ALP活性の有無、歯根膜細胞の付着の範囲を確認した。さらに各群歯根表面を走査型電子顕微鏡にて観察した。

【結果および考察】滅菌共培養群をALP染色した結果、歯根全体が青く濃染色され、タービンで切削した部位も薄く染
色された。走査型電子顕微鏡写真にて高圧蒸気滅菌により変性した歯根表面上に新たに付着した歯根膜細胞が突起を
伸ばし付着、増殖しているのが確認できた。歯根膜細胞は石灰化及びセメント質形成能を有していることから、本方
法でも滅菌歯根表面に新たなセメント質様構造物を再生できる可能性が示唆された。【結論】滅菌歯根表面への歯根膜
細胞の付着増殖は可能であり、石灰化培地で共培養させることにより石灰化能を有する歯根膜細胞への分化の可能性
が示唆された。
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学展 -091 Sclerostin 中和抗体は宇宙飛行による骨量減少と骨細胞性骨溶解を防ぐ - 骨
細胞の Sclerostin 自己分泌の新事実 -
Sclerostin antibody treatment prevents spaceflight-induced osteocytic osteolysis and skeletal 
bone loss in mice

石原 嘉人1,2、ボクサイン メアリー3,4、バロン ローランド1,3,4

ISHIHARA Y.1,2, BOUXSEIN M.3,4, BARON R.1,3,4

1ハーバード大学歯学部骨代謝分野口腔医科感染免疫学講座、2岡山大学病院矯正歯科、3ハーバード大学医学部、
4マサチューセッツ総合病院内分泌部門

【目的】宇宙滞在による無重量環境曝露は著明な骨量減少を来す。骨細胞は力学刺激を感知し骨代謝調節を司る主要細胞であ
ると考えられているが、宇宙飛行による骨量減少への関与は不明である。そこで我々は、骨細胞が産生する骨形成阻害因子
Sclerostinに着目し、骨細胞が果たす役割について検討を行った。【試料および方法】9週齢雌性C57BL/6Nマウス（n=16）を
用い、スペースシャトルAtlantis号（STS-135）搭乗後13日間に及ぶ宇宙空間での飼育を行った。対照群（n=16）は同様の期間
地上で飼育した。両群ともに実験開始前日にSclerostin中和抗体（Scl-Ab; n=8）もしくは生理食塩水（n=8）の単回投与を施し
た。解析は骨形態計測法を用い、骨小腔の定量は走査型電子顕微鏡反射電子像を用いて行った。【結果および考察】宇宙飛行
によって皮質骨の骨小腔は31.1μm2 から 37.3μm2へと拡大した（P<0.05）。しかしながら、Scl-Ab投与群ではこの拡大を認め
なかった（29.6μm2、P<0.01）。一方で、海綿骨量は宇宙飛行に伴い著明な減少を認め、それは骨形成速度及び骨石灰化速度
の顕著な低下と、破骨細胞の増加に起因していた。Scl-Ab投与群では、これらの数値についても力学刺激の有無に関わらず
地上飼育群と同様の値にまで回復した。しかしながら、宇宙飛行を行ったScl-Ab投与群における骨石灰化速度および骨芽
細胞の活動に関する値は、地上飼育を行ったScl-Ab投与群と比べ有意に低下したままであった。【結論】宇宙飛行による無
重量環境曝露は骨細胞性骨溶解を惹起し、それはSclerostinの自己分泌機構によって調節を受ける可能性が強く示唆された。
従って、Sclerostin中和抗体は骨芽細胞を介した骨形成および破骨細胞、骨細胞を介した骨吸収に作用し、宇宙飛行によっ
て生じる骨格への望ましくない影響を防ぐ事が明らかとなった。

学展 -092 骨折治癒におけるビスホスホネートの効果
Effect of bisphosphonate in healing of fractures

鳥井 康義1,2、宮澤 健1、田渕 雅子1、吉廻 守1、源 千里1、玉岡 佑将1、浅野 雄一郎1、加古 駿輔1、
前田 初彦2、後藤 滋巳1

TORII Y.1,2, MIYAZAWA K.1, TABUCHI M.1, YOSHIZAKO M.1, MINAMOTO C.1, TAMAOKA Y.1, ASANO Y.1, KAKO S.1, 
MAEDA H.2, GOTO S.1

1愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2愛知学院大学歯学部口腔病理学講座

【目的】下顎骨の成長には軟骨内骨化の様式が大きく関わっていると言われている。その他、軟骨内骨化が起こるものとして、
骨折治癒の過程が報告されている。骨折後には成長軟骨板に認められるような軟骨が形成され、その後、軟骨部は骨へ置
換していく。現在、骨粗鬆症の骨折予防のために、ビスホスホネート製剤（BP）が第一選択薬として頻用されている。これ
までに骨代謝疾患動物に対し、骨折前からBPが投与された状況下で、BPが骨折後の骨癒合に影響を与えるか否かの研究
については、様々な報告がなされている。しかし、骨折直後からのBP投与が骨癒合を促進するのか遅延するのかを検索し
た研究はほとんどなされていない。そこで本研究では、骨折治癒を軟骨内骨化のモデルとして、マウス脛骨を骨折直後から、
BPを投与し、その効果を検討することとした。【試料および方法】生後8週齢の雄性マウスを用い、生理食塩水を投与する
群（以下control群）とBPを投与する群（以下BP群）の2群（各N=4）に対し、脛骨を実験的閉鎖性横骨折させた。骨折直後よ
り1日に1回の割合でアレンドロネート（1.25mg/kg of weight） を21日間、腹腔内投与した。屠殺後、骨形態的、組織学的
変化について検討した。【結果および考察】21日後の軟X線写真所見から、BP群はcontrol群に比べ化骨の面積が有意に大
きくなった。また、骨折線の残存が確認された。組織学的所見では、BP群において軟骨の残存が確認された。骨粗鬆症な
ど骨代謝疾患がある場合において、骨折予防のためにBPは頻用されているが、今回の結果より、骨折直後からのBP投与
は軟骨内骨化を遅延し、骨折の治癒所見の遅延が認められたことから、骨折治癒過程におけるBPの投与は細心の注意が必
要であると示唆された。【結論】ビスホスホネート投与は骨折治癒の軟骨内骨化に抑制的な効果があることが示唆された。
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学展 -093 高血圧自然発症ラット（SHR）の歯の移動におけるβ1遮断薬の効果
Effects of Β -blocker on experimental tooth movement in spontaneously hypertensive rats

内堀 志保1、佐藤 琢麻1、戸苅 彰史2、宮澤 健1、後藤 滋巳1

UCHIBORI S.1, SATO T.1, TOGARI A.2, MIYAZAWA K.1, GOTO S.1

1愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2愛知学院大学歯学部薬理学講座

【目的】矯正治療を希望する成人患者は年々増加しており、その中には生活習慣病に罹患している患者も少なくない。
代表的な生活習慣病である高血圧は骨粗鬆症と高い関連性があることがわかってきており、その一つの因子として、
交感神経系の関わりが指摘されている。我々はこれまでに高血圧のモデルラットであるSHRが骨粗鬆症を併発するこ
と、β2アドレナリン受容体遮断薬（β2遮断薬）が破骨細胞に作用し歯の移動を抑制し上顎歯槽骨骨量を回復させるこ
とを明らかにした。しかし、β1アドレナリン受容体の影響についてはいまだ不明である。本研究では、SHRの歯の移
動時におけるβ1アドレナリン受容体遮断薬（β1遮断薬）の効果を検討した。【資料および方法】8週齢の雄性SHR（各群
n=6）に、アテノロール（β1遮断薬）を6週間経口投与した。対照群としてWister-kyotoラット（WKY）（n=6）を用いた。
投与2週間後よりクローズドコイルを用い歯の牽引を開始し、4週間後に大動脈血を採取し、上顎骨を摘出した。その後、
マイクロCTによる骨構造解析、組織学的解析、血液生化学検査を行った。【結果および考察】SHRβ1遮断薬投与群で
は、歯の移動距離が減少し、上顎骨歯槽骨骨量の回復が認められた。組織学的解析では、SHRβ1遮断薬投与群において、
骨吸収に変化は認めず、骨形成量の増加が認められた。その要因として、骨細胞から産生される骨芽細胞機能を抑制
するスクレロスチン（Sost）の発現量がβ1遮断薬投与により抑制されることが認められた。【結論】歯の移動時における
交感神経系を介した歯槽骨の骨量減少においてβ1遮断薬は骨細胞のSostの発現量を抑制し、骨形成量を増加させ、歯
の移動量を減少させることが示された。以上より、歯の移動時の骨量改善効果において、β1遮断薬はβ2遮断薬とは違
う経路をもつ可能性が示された。

学展 -094 上顎の形態発生における Wnt/β-catenin signaling の役割
The role of Wnt/β-catenin signaling pathway in upper jaw development

下村 忠弘1,2、川上 正良1、辰巳 晃子3、和中 明生3、桐田 忠昭1

SHIMOMURA T.1,2, KAWAKAMI M.1, TATSUMI K.3, WANAKA A.3, KIRITA T.1

1奈良県立医科大学口腔外科学講座、2平成記念病院歯科口腔外科、3奈良県立医科大学解剖学第2講座

【目的】Wnt/β-cateninシグナルは、発生・形態形成をコントロールし、その発現異常は唇顎口蓋裂の発症に関与する
と考えられている。本研究では、Wntシグナルの顎顔面形成へのメカニズムを明らかにするため、Wntシグナルが制
御する遺伝子発現について検討した。【資料および方法】上顎突起と前頭鼻突起が癒合する前 （Stage 20HH） のchick 
embryoの上顎突起に、DKK-1（β-catenin inhibitor）およびAlsterpaullone（GSK-3βinhibitor）を浸潤させたAffigel blue 
beadsを埋入した。6時間後beads周辺の上顎突起からtotal RNAを抽出して、real-time RT-PCRを行い、Bmp4、
Bmp7、Tbx22、Wnt-3a、Fgf-8b、Sox9の 遺 伝 子 を 定 量 し た。Dkk-1投 与6、24、48時 間 後 に、BrdUを 用 い て
embryoをラベルし、BrdU陽性細胞数を計測した。【結果】Dkk-1を投与するとStage 38のembryoの上顎に骨欠損が
認められた。real-time RT-PCRの結果、Dkk-1を投与した上顎突起組織におけるBmp4、Tbx22、Sox-9の発現量が有
意に減少した。Bmp7、Fgf-8b、Wnt-3aでは有意差は認めなかった。また、Dkk-1を投与した後、Alsterpaulloneを投
与するとBmp4、Tbx22でrescue効果を認めた。Dkk-1投与後、24、48時間後のBrdU陽性細胞の割合が有意に減少し、
細胞増殖が減少していることが認められた。【考察】Dkk-1は、Wnt/β-cateninシグナルをブロックし、Alsterpaullone
によってrescueすることが認められた。Dkk-1 によりBmp4、Tbx22の発現を抑制したことから、Wntシグナルは
Bmp4あるいはTbx22遺伝子発現を制御して骨格の形成に関与していることが考えられた。【結論】Wnt/β-cateninシ
グナルは上顎の形成を調節することが示唆された。
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学展 -095 SDF-1/CXCR4シグナル阻害はラット臼歯の矯正的移動を遅延する
The inhibition of SDF-1/CXCR4 signaling interrupts experimental tooth movement in rats

畑野 香澄1、石田 雄之1,2、山口 博之1、細道 純1、鈴木 淳一3、笠原 由紀1、大石 修史1、隈 陽一郎1、
沖藤 明日香1、臼見 莉沙1、清水 康弘1、渋谷 直樹1、金香 佐和1、小野 卓史1

HATANO K.1, ISHIDA Y.1,2, YAMAGUCHI H.1, HOSOMICHI J.1, SUZUKI J.3, KASAHARA Y.1, OISHI S.1, KUMA Y.1, OKITO A.1, 
USUMI-FUJITA R.1, SHIMIZU Y.1, SIBUTANI N.1, KANEKO S.1, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門、
3東京大学大学院医学系研究科先端臨床医学開発講座

【目的】間質細胞由来因子1（Stromal cell-derived factor 1: SDF-1）とその受容体であるCXCR4によるSDF-1/CXCR4シグナ
ルは、組織発生・骨髄造血・免疫制御および血管新生において重要な役割を有することが知られている。また近年、生理
的骨代謝や骨折治癒に深く関わるだけでなく、歯周組織治癒の関与も明らかとなった。しかし、歯の矯正的移動時における
SDF-1/CXCR4シグナルの役割についてはいまだ解明されていない。そこで本研究では、歯の矯正的移動におけるSDF-1/
CXCR4シグナルの影響を明らかにすることを目的とした。【試料および方法】5週齢のWistar/ST系雄性ラット（n=8）を用い
て、上顎切歯から右側第1臼歯にニッケルチタン製コイルスプリングを装着し、10gfの力で第1臼歯を1週間近心方向へ牽
引した。矯正装置装着直後において、SDF-1/CXCR4シグナル阻害剤であるAMD3100 （5mg/kg） を投与した群を実験群、
生理食塩水を用いた群を対照群とした。移動開始から0、1、3、7日目にてラット頭部のmicro-CT撮影を行い、移動量を測
定した。統計学的解析にはMann-Whitney U検定を用いた（p<0.05）。【結果】歯の移動量に関しては、移動開始1、3 および
7日目において実験群と対照群で有意差が認められた。また、1日あたりの歯の平均移動量では、移動開始0-1日目では有意
差が認められたが、1-3、3-7日目では認められなかった。【考察】移動開始直後において実験群ではAMD3100により、矯正
力を付与した歯の周囲歯槽骨において骨代謝が抑制され、歯の移動が妨げられたと考えられる。一方、平均移動量において
1日目以降では有意差が認められなかったことから、AMD3100が代謝および排泄されることにより骨代謝の抑制が解除さ
れたものと考えられる。【結論】SDF-1/CXCR4シグナルは、歯の矯正的移動時においても重要な役割を有することが示唆さ
れた。

学展 -096 メカニカルストレス下における骨細胞アポトーシスと p53、CCN2の関与
Possible role of p53 and CCN2 in mechanical stress-induced osteocyte apoptosis

吉澤 光弘1、福永 智広1、松原 琢磨2、佐々木 紀代1、坂本 麻由里1、山本 照子1

YOSHIZAWA M.1, FUKUNAGA T.1, MATSUBARA T.2, SASAKI K.1, SAKAMOTO M.1, TAKANO-YAMAMOTO T.1

1東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座顎口腔矯正学分野、2九州歯科大学歯学部健康増進学講座分子情報生化学分野

【目的】骨組織に最も多く存在する骨細胞はメカノセンサーとして骨リモデリングに関与しており、さらに骨細胞の
アポトーシスが骨吸収に重要な役割を果たしている可能性が示唆されている。しかしながら、これらの関係の詳細
については不明な点が多い。今回、マウス頭蓋骨および骨細胞様細胞株MLO-Y4細胞に圧縮力を負荷し、メカニカ
ルストレス下における骨細胞のアポトーシスに対するp53、CCN2の関与を検討した。【試料および方法】6週齢の雄
性ICRマウスの頭蓋骨にスプリングを挿入し、in vivoにおける骨圧縮力負荷群とコントロール群を4匹ずつ作成し
た。圧縮力負荷後の骨組織におけるp53、CCN2の発現を免疫組織学的に検索した。また、アポトーシス細胞の検出
をTUNEL染色により行った。さらに、骨細胞様細胞株MLO-Y4細胞をシリコンチャンバーに播種後、圧縮力を負荷
し、in vitroにおいて、メカニカルストレスが誘導する骨細胞のアポトーシスに対するp53とCCN2の影響を検討し
た。【結果および考察】In vivoでは、p53およびCCN2はマウス頭蓋骨骨細胞において同様な発現パターンを示し、圧
縮力負荷0時間後（対照群）と比較して、圧縮力負荷3時間後で有意に上昇した後、6時間後には減少し対照群と同レ
ベルへと変化した。TUNEL陽性骨細胞は、圧縮力負荷後に増加し、6時間後では対照群と比較して有意に増加した。
In vitroでは、MLO-Y4細胞に圧縮力を負荷すると、p53およびその活性型であるPhospho-p53（Ser15）、CCN2の発
現量は増加傾向を示した。また、アポトーシス関連因子であるCaspase-3の発現量も増加傾向を示した。さらに、p53
のインヒビターを用いてp53の活性を抑制すると、圧縮力負荷により増加したp53、Phospho-p53（Ser15）、CCN2、
Caspase-3の発現量は抑制された。【結論】骨細胞への圧縮力負荷はp53の発現および活性化、CCN2の発現を誘導し、
アポトーシスを促進するカスパーゼシグナルを活性化する可能性が示唆された。
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学展 -097 歯科矯正学的メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜における HSP70
の免疫組織化学的発現推移
Immunohistochemical trend of HSP70 expression in mouse periodontal ligament cells by 
orthodontic mechanical stress

村岡 理奈1、中野 敬介2、川上 敏行3、山田 一尋1

MURAOKA R.1, NAKANO K.2, KAWAKAMI T.3, YAMADA K.1

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理病態学講座、3松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学

【目的】歯科矯正学的メカニカルストレスはタンパクの構造変化をもたらし種々の分子を誘導する。我々はこれまで各種組織
において細胞傷害に対する回復反応に関与すると言われているHSP70がマウス歯根膜においても同様に発現し、細胞傷害
を受けた歯根膜組織の回復のごく初期から働いているということを報告した。今回我々は、歯根膜の回復機転を一定時間の
みストレスを負荷した後のマウス歯根膜におけるHSP70の発現推移を免疫組織化学的視点から追究した。【試料および方法】
実験動物には8週齢雄性マウス40匹を使用し、Waldo法にて歯根膜にメカニカルストレスを3時間負荷した。負荷の解
除後、最長1週間後までのマウス上顎臼歯部歯周組織を経時的に摘出し標本作製を行い、免疫組織化学的検討を行った。

【結果および考察】メカニカルストレス解除直後すでに歯根膜におけるHSP70の局在変化がみられ、牽引側にて発現が増強
していた。これはHSP70が歯根膜組織の細胞傷害に対し早期から回復反応に寄与しているという事である。ストレス解除
から20分後には圧迫側にもHSP70の発現があり、歯根膜面積の回復とともに経時的に発現増強がみられた。解除3時間後
では圧迫側、牽引側ともにHSP70の発現増強が認められ、さらに3日後では圧迫側での発現の方が強く、1週間後では発現
は減弱していたが同じ傾向を示した。HSP70の発現時間軸を検討すると、歯根膜線維芽細胞のコラーゲンタンパク修復に働
くHSP47と同時期に発現していたことから、HSP70もマウス歯根膜にてタンパク修復に機能すると考えられ、同様に骨形
成系タンパクの発現時期にHSP70の発現があったことから、骨形成におけるタンパク発現時に機能する分子シャペロンで
あることが示唆された。【結論】以上より本研究にて追究したHSP70は、発現時間軸によって異なる働きを担うことが示唆
された。

学展 -098 矯正学的歯の側方移動に対する低出力超音波パルス（LIPUS）照射の効果
Effect of low-intensity pulsed ultrasound （LIPUS） during lateral tooth movement

新井 千博1、川合 暢彦2、下田 信治3、田中 栄二2、中村 芳樹1

ARAI C.1, KAWAI N.2, SHIMODA S.3, TANAKA E.2, NAKAMURA Y.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野、3鶴見大学歯学部口腔解剖学講座

【目的】矯正治療では、上下顎歯列弓の幅径の不調和を有する患者に対し、しばしば歯列を拡大する装置が用いられ
る。拡大に伴い、頬側の皮質骨は代償性の骨添加が生じることが知られている。低出力超音波パルス（LIPUS）は、非
侵襲性の物理刺激により骨の治癒を促進することが知られており、整形外科の領域では超音波骨折治療法として、既
に保険での診療に適用されている。そこで本研究の目的は、側方への矯正学的歯の移動において、LIPUS照射が歯槽
骨ならびに頬側皮質骨の形成と歯の移動にどのような影響を及ぼすか検討することである。【試料および方法】12週齢
のWistar系雄性ラット（n=12）の上顎切歯に歯の移動装置を装着し、約10gの矯正力で右側第一臼歯を頬側方向に移
動した。LIPUS照射群と非照射群に分け、30mW/平方センチメートル、1000Hzを毎日20分間、2週間照射した。実
験開始前日にカルセイン、終了前日にキシノールオレンジをそれぞれ腹腔内に投与して骨標識を行った。実験終了後
にμCTを撮影し、三次元解析ソフトを用いて歯の移動量ならびに上顎第一臼歯相当部歯槽骨および頬側歯槽骨の骨密
度の計測を行った。さらに、非脱灰凍結切片を作製し、組織学的検討を行った。【結果および考察】LIPUS照射群は非
照射群に比べ、歯の移動距離が有意に大きかった。上顎第一臼歯相当部の歯槽骨の骨密度に差は認められなかったが、
頬側歯槽骨の骨密度はLIPUS照射群で亢進した。組織学的所見より、上顎第一臼歯頬側皮質骨の形成量が促進する所
見が得られた。【結論】歯を側方に移動した際のLIPUS照射が歯の移動量ならびに頬側皮質骨の形成に促進的に作用す
る可能性が示唆された。
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学展 -099 LIPUS 照射は咬合刺激低下歯の歯周組織を回復する
Low-intensity pulsed ultrasound recovers the periodontal tissues in occlusal hypofunctional 
teeth

笠原 由紀1、臼見 莉沙1、隈 陽一郎1、大石 修史1、沖藤 明日香1、清水 康弘1、渋谷 直樹1、
石田 雄之1,2、金香 佐和1、細道 純1、小野 卓史1

KASAHARA Y.1, USUMI-FUJITA R.1, KUMA Y.1, OISHI S.1, OKITO A.1, SHIMIZU Y.1, SHIBUTANI N.1, ISHIDA Y.1,2, 
KANEKO S.1, HOSOMICHI J.1, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門

【目的】矯正歯科治療において、低位犬歯あるいは埋伏歯のような咬合刺激低下歯に頻繁に遭遇する。咬合刺激の低下は歯根
膜や歯槽骨の廃用性萎縮をもたらし、これらの歯の移動を行う際に、歯肉退縮や歯根吸収などを随伴することが知られてい
る。近年、整形外科領域において低出力パルス超音波（LIPUS）が骨折治癒を促すとされ臨床応用されている。本研究では、
LIPUSが咬合刺激低下歯歯周組織の回復を促すと仮定し、その回復効果の測定を目的とした。【試料および方法】12週齢の
SD系雄性ラットを対照群（N群: n=5）、咬合刺激低下群（H群: n=5）および咬合刺激低下・LIPUS照射群（HL群: N=5）の3群
に分類した。H群およびHL群においては4週間咬合挙上板を装着し、HL群にのみ咬合挙上板装着2週間後から毎日20分間
LIPUSを照射した。マイクロCT解析により、上顎第一大臼歯（M1）領域における根管中隔部歯槽骨の骨形態計測を行った。
計測項目は、骨密度（BV/TV）、骨梁幅（Tb.Th）、骨梁数（Tb.N）、骨梁間隙（Tb.Sp）、骨構造の異方性（MIL）とした。統計
学的解析にはTukeyの多重比較検定を用いた（p<0.05）。【結果】BV/TVは、N群と比較しH群において有意な減少を示した
が、HL群においては有意差を認めなかった。Tb.ThとTb.Nについて、群間で有意差は認められなかった。Tb.Spは、N群
と比較しH群において有意な増加を示したが、HL群においては有意差を認めなかった。また、MILについて、N群と比較
しH群において有意な減少を示した。【考察】H群においてBV/TVの減少およびTb.Spの増加を示した一方、HL群において
は有意差を認めなかったことから、LIPUS照射によって骨形態の回復が促されたことが示唆された。【結論】LIPUSの照射
が咬合刺激低下歯周囲歯槽骨の回復を促進することが示唆された。

学展 -100 実験的歯の移動に関する病理組織学的研究－糖尿病（2型）モデルラット
Histopathological study of experimental tooth movement-a rat model of diabetes mellitus（type 2）

松下 浩子1、冨永 和也2、田中 照男2、松本 尚之1

MATSUSHITA H.1, TOMINAGA K.2, TANAKA A.2, MATSUMOTO N.1

1大坂歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学歯科口腔病講座

【目的】糖尿病患者に対する矯正歯科治療については易感染性や歯周病の重症化などの観点から避けたほうが良いと
されている。しかし罹患患者が増えている現在、矯正治療の対象となる可能性がある。本研究では、2型糖尿病のモ
デルであるGoto-Kakizaki（GK）ラットの歯を移動させ、その変化を病理組織学的に観察した。【試料および方法】8週
齢のGKラット（実験群）とWistar系ラット（対照群）を各20匹用いた。歯の移動はWaldo法によって行い、両群の上
顎右側の第一臼歯（M1）と第二臼歯 （M2）との間に、一定の大きさに切ったエラスティックゴムを挿入して、上顎臼
歯の傾斜移動を行った。両群の上顎左側にはゴムを挿入せず、各群における対照とした。実験群と対照群のラット
の心臓から血液を採取し、メディセーフを用いて血糖値を測定した。ゴム挿入1、3、5および7日後に、10％中性ホ
ルマリンで灌流固定を行い、3臼歯を含む上顎骨を一塊として切除した。M1とM2間の移動距離の測定はthickness 
guageを挿入して行った。また、第一臼歯の近心端から第三臼歯の遠心端までの長さをノギスで計測した。顎骨の脱
灰後、通法に従ってパラフィン包埋を行い、切片を作製した。H-E染色と鍍銀染色を行い、病理組織学的に観察した。

【結果および考察】GKラットでは血糖値の平均は145 mg/dLで、Wistar系ラットの健常値である110±1 mg/dLよりも
高血糖状態であった。M1・M2間の歯冠距離は対照群では1日目に、実験群では7日目に最大長を示した。実験群で
は対照群より広範な歯周ポケットが形成され、歯周組織は強く破壊されていた。鍍銀染色では、7日目の実験群の細
網繊維は対照群より多く観察された。すなわち、GKラットでは、代謝機能と血液供給量とが低下し、結合組織にお
ける細網線維の量が増し、膠原線維の量が減少していると考えられた。【結論】糖尿病患者の歯の移動に関しては時間
を要し、歯周組織の顕著な破壊が起こることが示唆される。
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学展 -101 TGF-βシグナリングを介した瘢痕収縮を評価するためのラット皮膚創傷治癒モ
デルの作成
Preparation of skin wound healing model to evaluate the scar contraction through the TGF-
beta signaling

石井 太郎1、秦 省三郎1、中島 一記1、山崎 純2、石川 博之1

ISHII T.1, HATA S.1, NAKASHIMA K.1, YAMASAKI J.2, ISHIKAWA H.1

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2 福岡歯科大学細胞分子生物学講座分子機能制御学分野

【目的】唇顎口蓋裂患者において、口唇形成術、口蓋形成術の術後に瘢痕収縮が生じ、上顎骨の劣成長や上顎歯列弓の狭窄を
引き起こすことが知られている。また、創傷治癒過程においてTGF-β1を介した線維芽細胞の筋線維芽細胞への分化が瘢痕
の収縮をきたし、その分化には上皮－結合組織の細胞間相互作用が関与していると報告されている。本研究ではラット皮膚
創傷治癒モデルを用いて、α-SMA mRNA、タンパク発現の評価に加えてゲルの収縮を経時的に観察することで、瘢痕収縮
の評価系を確立することを目的とした。【資料および方法】2日齢Wistarラット真皮由来線維芽細胞をコラーゲンゲル中に包
埋し、表皮より単離したケラチノサイトをゲル上に播種して三次元培養モデルを作成した。筋線維芽細胞の分化マーカーで
あるα-SMAの発現を免疫染色法、real-time PCR法により検討した。また、コラーゲンゲルの収縮率を経時的に評価した。

【結果および考察】免疫染色法およびreal-time PCR法によって、ケラチノサイト播種後10日目の真皮線維芽細胞にα-SMAの
発現が認められ、TGF-βタイプI受容体の阻害薬であるLY364947（3μM）の添加で抑制された。このことから、内在性TGF-
βの産生によって、線維芽細胞から筋線維芽細胞へ分化すると考えられた。このα-SMAの発現は、外来性にTGF-β1（20ng/
ml） を添加することで増強され、LY364947によって抑制された。他方、コラーゲンゲルの収縮率はケラチノサイト播種後
4日~10日で増加したが、TGF-β1処置は更に亢進させた。ケラチノサイト播種後の収縮増強ならびに外来性TGF-β1による
収縮増強はLY364947によって抑制された。【結論】線維芽細胞の筋線維芽細胞への分化と瘢痕収縮にTGF-β1 signaling が関
与していることが示唆された。本実験系は、TGF-β1 signalingを介した瘢痕収縮の解明と薬物療法の評価をする上で有効な
モデルとなると考えられた。

学展 -102 マウス味蕾における膜表面分子の発現
Expression pattern of cell membrane molecules in mouse taste bud cells

松山 佳永1、瀬田 祐司2、川元 龍夫1

MATSUYAMA K.1, SETA Y.2, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学歯学部健康増進学講座顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学歯学部健康増進学講座解剖学分野

【目的】味蕾では特定の味質を受容する味細胞と、その味情報を伝達する味神経の間で選択的な神経回路を形成して
いる。味細胞は約10日で更新されており、常に味の識別を正しく行うためには、味細胞と味神経が正確に再接続す
る必要がある。これを担う分子機構として、cadherin familyを中心とする膜表面分子を介した相互認識が推測され
る。本研究では、味蕾における選択的な神経回路形成機序の解明を目的として、味細胞の膜表面分子の検索を行っ
た。【試料および方法】ICR系マウスの味蕾において、神経系細胞間接着分子N-cadherinの発現をRT-PCR、in situ 
Hybridizationを用いて検索した。また、N-cadherinがどの細胞型の味細胞に発現しているかを検索するため、味細
胞のマーカーとの2重染色を行った。さらに、各細胞型におけるN-cadherinの発現パターンを解析するため、陽性
細胞数をカウントした。【結果および考察】N-cadherinはII型細胞とIII型細胞に局在を認めた。cadherinは、同じ
cadherin同士で結合するという結合特異性を持つため、各細胞型の味細胞と接続する味神経にもN-cadherinの発現が
推測される。また、N-cadherinを発現している細胞の割合は、II型細胞 （gustducin:98.5％、PLCβ2:93.9％） およびIII
型細胞（AADC:84.9％、CA4:98.6％） において極めて高く、N-cadherinが味細胞と味神経の選択的な神経回路形成にお
ける重要な役割を担っている可能性が示唆された。今後、N-cadherinが味細胞のマーカーとして利用できる可能性が
示された。【結論】常に味細胞が更新される味蕾において、II型細胞とIII型細胞はN-cadherinを発現し、N-cadherin
を介した選択的な神経回路の形成が行われている可能性が示唆された。
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学展 -103 Cre-loxP システムを利用した味蕾3型細胞分化における Mash1の機能解析
The function analysis of Mash1 in mouse taste bud cell differentiation using Cre-loxP system

高木 拓樹1、瀬田 祐司2、川元 龍夫1

TAKAGI H.1, SETA Y.2, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学歯学部健康増進学講座顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学歯学部健康増進学講座解剖学分野

【目的】Mash1は前駆細胞から神経細胞の分化決定に関与する転写制御因子で、味蕾においても発現が認められている。
我々はこれまでにMash1ノックアウトマウスを用いて、Mash1が味蕾の3型細胞におけるAADCとGAD67の発現に
必須であることを報告した。しかしこのマウスは生後24時間以内に死亡してしまうため成体の味蕾におけるMash1
の機能については不明であった。本研究の目的は、Cre-loxPリコンビナーゼ系を使用して、成体マウス味蕾におけ
るMash1の機能を検討することである。【資料および方法】遺伝子改変マウス（Mash1-CreERT2、GAD67-eGFP、CAG 
floxed Neo-DTA）を使用して、Mash1発現細胞にGFPを発現させ味蕾細胞のマーカーとの共発現の有無を確認した。
またタモキシフェン（100mg/kg）の投薬によりMash1発現細胞に細胞死を生じるマウスを実験群、細胞死を生じない
マウスを対照群とし、味蕾におけるMash1発現細胞の細胞系譜と2型細胞マーカー（gustducin）と3型細胞マーカー

（GAD67、AADC、CA-4とSNAP25）の発現の変化を検討した。統計的解析には一元配置分散分析法を用いて群間比
較を行った（P<0.05）。【結果および考察】GFP発現細胞は味蕾の3型細胞マーカーとは局在が一致したが、2型細胞マー
カーとは一致しなかった。また対照群と比べ実験群において3型細胞マーカー数は有意に減少した。2型細胞マーカー
数の差も多くの場合認めなかった。今回の実験結果から、Mash1は成体マウス味蕾においてGAD67、AADC、CA-4
とSNAP25の発現に必須である可能性が示唆された。【結論】Mash1は成体味蕾においてGAD67、AADC、CA-4と
SNAP25の発現に必須で、味蕾の一部の3型細胞の分化に関与し、2型細胞の分化には関与しない可能性が示唆された。

学展 -104 破骨細胞形成および骨吸収に対する IL-37の作用の検討
Analysis of inhibitory effect of osteeolastogenesis and bone resorption by IL-37

木村 桂介、北浦 英樹、石田 匡彦、杉澤 晴紀、越智 由美子、岸川 明子、セイ カイ、ジャファリ サイード、
山本 照子
KIMURA K., KITAURA H., ISHIDA M., SUGISAWA H., OCHI Y., KISHIKAWA A., QI J., JAFARI S., TAKANO-YAMAMOTO T.

東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

【目的】矯正学的歯の移動において破骨細胞が重要な働きをしていることが知られている。また歯の移動の際、歯周組
織からTNF-αやインターロイキンなどの様々なサイトカインが産生され破骨細胞形成および骨吸収に関与していると
考えられている。インターロイキンは現在までに30種類以上が同定され、発見された順番に番号が付与されており近
年新しくIL-37が同定された。しかしながら、IL-37の生体内での作用はあまり詳しく解明されていないのが現状である。
そこで本報告では免疫反応を誘導するLPSによって引き起こされる破骨細胞形成に対しIL-37を作用させ、どのよう
な効果があるか検討することにした。【資料および方法】マウスの頭蓋部にLPSおよびIL-37を注入し屠殺後、TRAP
染色により破骨細胞形成を評価した。さらに血清を採取し、破骨細胞マーカーである血中のTRACP 5b濃度を測定し
た。またreal time-PCRを行い破骨細胞マーカーであるTRAPとカテプシンKのmRNAレベルを測定した。骨髄細胞
を用いてin vitroでの破骨細胞形成への作用を検討した。また、間質系細胞への影響を検討した。【結果および考察】
LPS単独で作用させた場合、破骨細胞が形成された。しかし同時にIL-37を作用させた場合、破骨細胞数が減少した。
また、IL-37の作用でTRACP 5b濃度が減少した。さらにTRAPおよびカテプシンKの発現が抑制された。In vitroに
おいては、IL-37は破骨細胞形成を直接抑制はなかった。間質系細胞に対しては、破骨細胞関連サイトカインの発現
を抑制した。【結論】これらの結果からIL-37はin vivoにおいて破骨細胞形成および骨吸収に対し抑制効果を示すこと
がわかった。この作用は、直接破骨細胞形成を抑制するのではなく間質系細胞の破骨細胞関連サイトカインの発現を
抑制することにより起こることが示唆された。
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学展 -105 モデリング期骨組織における骨細胞ネットワーク形成とコラーゲン線維集束化の関与
The relationship between osteocyte network formation and thick collagen bundle formation 
during bone modeling

橋本 真奈1、長岡 紀幸2、原 徹3、上岡 寛1

HASHIMOTO M.1, NAGAOKA N.2, HARA T.3, KAMIOKA H.1

1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科、2岡山大学歯学部歯学先端領域研究センター、3国立研究開発法人物質・材料研究機構

【目的】骨細胞は細く長い突起で細胞性ネットワークを形成し、メカニカルストレスの感知といった重要な役割を担っ
ていると考えられているが、この細胞性ネットワークがどのように形成されているのかは不明である。一方、直交配
置型FIB-SEMは一度の撮影で三次元情報をマルチスケールで捉えることが可能である。そこで今回我々は、直交配
置型FIB-SEMを用いてモデリング期の骨組織における骨系細胞ならびにコラーゲン細線維の三次元構築を行い、骨
細胞ネットワーク形成に与えるコラーゲン細線維集束化の影響を解析した。【資料および方法】コラーゲン合成への
影響が少なく、コラーゲン線維集束に必要な架橋を阻害するβ-Aminopropionitrile （BAPN）をニワトリ胚に投与し、
BAPN投与群と対照群との骨細胞ネットワーク形成を解析、比較した。より高倍かつ高解像度での観察を行うため、
ニワトリ胚頭蓋骨を固定、電子染色後、直交配置型FIB-SEMを用いて成長端の成長方向を規定した1辺25μmの立
方体領域を25 nm/pixelの解像度で約1000枚の連続画像を取得した。取得した画像はAmiraソフトウェアを用いて
コラーゲン線維の解析を行った。また骨系細胞とコラーゲン細線維の三次元構築を行い両者の位置関係を解析した。

【結果および考察】コラーゲン線維の集束が阻害されたBAPN群は対照群と比較して、著しく極性に乏しい骨細胞ネッ
トワークを形成していた。モデリング期骨組織におけるコラーゲン線維の多くが骨の成長方向に沿って走向していた。
直交配置型FIB-SEMで観察された骨細胞の突起は、架橋により集束したコラーゲン線維束を抱え込むように伸びて
いた。【結論】コラーゲン線維集束化、すなわち基質主導による骨細胞ネットワーク形成の可能性が示唆された。

学展 -106 矯正学的歯の移動における破歯細胞形成および歯根吸収への TNF-αの関与について
Analysis of relationship between TNF-α and odontoclastogenesis or root resorption during 
orthodontic tooth movement 

北浦 英樹、木村 桂介、石田 匡彦、杉澤 晴紀、越智 由美子、岸川 明子、セイ カイ、山本 照子
KITAURA H., KIMURA K., ISHIDA M., SUGISAWA H., OCHI Y., KISHIKAWA A., QI J., TAKANO-YAMAMOTO T.

東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

【目的】矯正治療に伴う歯根吸収は大きな問題点の1つである。しかしながら、歯根吸収のメカニズムは未だ不明な点が多い。
我々は、矯正学的歯の移動時の破骨細胞形成にTNF-αが関与していることを報告した。そのことから歯根吸収を引き起こ
す破歯細胞形成は、TNF-αが関与していることが考えられる。破骨細胞形成には、破骨細胞前駆細胞であるマクロファージ、
間質系細胞およびT細胞が関与していると言われている。しかし矯正学的歯の移動時の破歯細胞を誘導する細胞の働きは
よくわかっていない。本報告では矯正学的歯の移動時のTNF-αの破歯細胞形成および歯根吸収への関与および破骨細胞関
連細胞の関連性について検討した。【資料および方法】5-6週齢雄C57BL6/J野生型マウス（Wild Type: WT）およびTNFレ
セプター欠損マウス（TNFR-/-）マウスの上顎切歯と左側第一臼歯間に10gfのNiTi クローズドコイルスプリングを装着し、
近心移動を行い破歯細胞形成および歯根吸収を検討した。さらにラジエーションを行い、それぞれのマウスに骨髄移植を
行い、造血系細胞はTNFRがあるが間質系細胞にはなく（WT>TNFR-/-）、逆に造血系細胞はTNFRがないが間質系細胞
にはある（TNFR-/->WT）キメラマウスを作製し、抗 CD4抗体および抗 CD8抗体を投与しT細胞を除去したマウスで破歯
細胞形成および歯根吸収を検討した。【結果および考察】TNFR-/-マウスではWTマウスより破歯細胞形成および歯根吸収
が少なかった。間質系細胞にTNFRがあるTNFR-/->WTキメラマウスが、間質系細胞にTNFRがないWT>TNFR-/-よ
り破歯細胞形成および歯根吸収が有意に多かった。【結論】TNFR-/-マウスで破歯細胞形成が少なかったことから、破歯細
胞形成はTNF-αが関与していることがわかった。また、間質系細胞にTNFRがある場合に破歯細胞が多く現れ、歯根吸
収が多かった。このことから歯根吸収は、TNF-αが反応する間質系細胞が重要な働きをしていることが示唆された。
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学展 -107 RelB は古典的 NF-κB 経路の活性化を阻害し骨癒合不全と偽関節形成を予防する
RelB prevents ununited fracture and pseudoarthrosis via suppression of NF-κB classical 
pathway

日浅 雅博1、天知 良太1、天真 寛文2、堀内 信也1、安倍 正博3、石丸 直澄4、田中 栄二1

HIASA M.1, AMACHI R.1, TENSHIN H.2, HORIUCHI S.1, ABE M.3, ISHIMARU N.4, TANAKA E.1

1徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野、2徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野、
3徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野、4徳島大学大学院医歯薬学研究部血液・内分泌代謝内科学分野

【目的】外傷骨折や顎離断術後の骨癒合不全や偽関節形成は、矯正治療の長期化や咬合不全の原因となる。古典的NF-κB経
路p65/p50の活性化は骨芽細胞分化の抑制により骨の脆弱化を惹起するが、非古典的経路であるp52/RelBの骨代謝におけ
る役割は不明な部分が多い。そこで本研究では、骨芽細胞分化および骨折後の骨修復に及ぼすRelBの役割を明らかにする
ことを目的とした。【試料および方法】野生型マウス、RelB KOマウスの脛骨骨幹部中央を骨折させ、ワイヤーにて髄内固定
した骨折治癒マウスモデルを作成し、解析した。【結果】野生型マウスでは脛骨骨折後骨折部位でp50、p65、p52遺伝子の発
現に変化はみられなかったが、RelBの発現は骨折後14日をピークに増加し、骨折が治癒した。一方、RelB KOマウスでは
骨癒合が認められず、偽関節を形成した。RelB KOマウスは骨密度が減少し、骨形成パラメータの低下を認めた。古典的
NF-κB経路の主要な活性化因子であるTNF-αは、野生型マウス由来骨芽細胞の石灰化結節形成を100 pg/mlから抑制したが、
RelB KOマウス由来骨芽細胞では1 pg/mlにより石灰化結節形成を抑制し、10 pg/mlでほぼ完全に抑制した。骨芽細胞に
RelB siRNAによる発現抑制を行うと、TNF-αによるp65/p50の核内移行と活性化がcontrolに比べ増強した。さらに、p65
およびp50の阻害により古典的NF-κB経路を抑制すると、10 pg/ml TNF-αによるRelB KO由来骨芽細胞の石灰化結節形成
抑制作用はみられなくなった。また、RelB KOマウスにおいてp65およびp50を阻害すると骨形成率は増加を示し、骨折治
癒が回復し骨癒合がみられた。【考察】RelBは非古典的NF-κB経路の構成因子であるが、古典的NF-κB経路の過剰な活性化
を抑制し、骨芽細胞分化と正常な骨折治癒を導くものと考えられた。【結論】本研究により、骨癒合不全と偽関節形成を予防
するというRelBの新たな機能が明らかとなった。

学展 -108 矯正力負荷による Autophagy の活性は破骨細胞分化を誘導する
Orthodontic force-induced autophagy activation is required in RANKL-mediated osteoclast 
differentiation

荒井 敦1、宇田川 信之2、キム ルーベン3、山田 一尋1

ARAI A.1, UDAGAWA N.2, KIM R.3, YAMADA K.1

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学口腔生化学講座、3カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部

【目的】Autophagyは細胞成分を代謝する主要分解機構であり、細胞の恒常性維持において重要な役割を担っている。
近年、細胞の分化、活性の過程においてAutophagyが関与することが報告されている。我々は破骨細胞分化におけ
るAutophagyの役割および、歯の移動に伴う歯槽骨改造現象におけるAutopagy活性の変動について解析を行った。

【資料および方法】野生型マウス（n=15）由来の骨髄マクロファージ（MΦ）へRANKLを投与し、Autophagy活性の変
動を解析した。MΦの細胞株であるRaw264.7細胞にBeclin 1を過剰発現させ、破骨細胞分化を確認した。Beclin 1の
活性を誘導するとされるTRAF6をノックダウンした細胞を作成し解析した。野生型マウス上顎大臼歯（n=10）にメカ
ニカルストレスを加え、Autphagy活性について免疫組織学的検討を行った。【結果および考察】1.MΦへのRANKL
刺激は、オートファゴソームの主要成分の一つLC3B、またAutophagy活性の初期段階に必要なBeclin 1の発現を増
加させた。2.Beclin1の過剰発現はRaw264.7細胞の破骨細胞分化を亢進した。次に、RANKL刺激によるBeclin 1の
発現上昇のメカニズム解析を行なった。3.RANKL刺激によりBeclin 1へのUbiquitinチェーンの結合量が上昇した。
4.マウス大臼歯へのメカニカルストレス負荷は歯槽骨のLC3B、RANK発現を上昇させた。【結論】今回の結果より、
RANKL刺激によるAutophagyの活性化は、Beclin 1へのubiquitinチェーンの結合により生じることが明らかになった。
矯正力や RANKLにより刺激されたAutophagyの活性化は、破骨細胞の分化誘導因子の一つであることが示唆された。
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学展 -109 がん抑制遺伝子 BRCA1は口蓋形成に必須である
BRCA1 is critical for palate development

北見 公平1,2、北見 恩美2、齋藤 功1、小松 義広2

KITAMI K.1,2, KITAMI M.2, SAITO I.1, KOMATSU Y.2

1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2テキサス大学医学部ヒューストン校小児科学分野

【目的】出生児の約3％-5％で何らかの先天異常がみられ、その約3割の疾患において、頭蓋顎顔面領域に症状が発現す
る。口唇裂・口蓋裂は、先天異常の中で最も高頻度に顎顔面の形成障害を生じる疾患で、口唇裂・口蓋裂患児は、授
乳の困難や言語発達の遅れを伴う。口唇裂・口蓋裂は遺伝学的要因に加え、様々な環境要因との複合作用によって生
じると考えられているが、詳細な口唇裂・口蓋裂の病因論については依然として不明な点が多い。近年の大規模なプ
ロテオーム解析により、DNA損傷修復機構が胎児発生過程において重要な役割を演じていることが報告されている。
しかしながら、頭蓋顎顔面の形成過程において、DNA損傷修復や相同組み換え修復がどのように機能しているのか
は未だ明らかではない。そこで今回我々は、DNA損傷修復の際に重要な役割を果たすことが知られているBRCA1の
機能を、頭蓋顎顔面形成過程において明らかにすることを目的とした。【試料および方法】遺伝学的にBRCA1の機能
を解析するため、Cre-loxPマウスシステムを用いた。頭蓋顎顔面発生においては上皮間葉相互作用が必須であること
から、BRCA1を上皮細胞特異的（K14-Cre:Brca1）、神経堤由来間葉細胞特異的（Wnt1-Cre:Brca1）に欠損させた（n>3）。

【結果および考察】K14-Cre:Brca1マウスは正常な口蓋発生を示したものの、Wnt1-Cre:Brca1マウスは口蓋裂を発症
した。さらに、大変興味深い現象として、神経堤細胞においてがん抑制遺伝子であるp53を遺伝学的に欠損させると、
Wnt1-Cre:Brca1マウスに見受けられた口蓋裂は回復した。【結論】BRCA1とp53は神経堤細胞由来の間葉細胞におい
て、両者の相互作用により口蓋発生を制御する可能性が示唆された。

学展 -110 Asporin は咬合機能低下に伴う新生歯槽骨添加における制御因子である
Asporin regulates occlusal hypofunction-mediated alveolar bone apposition

糸日谷 佳菜子1、菅崎 弘幸1、石川 美佐緒2、下田 信治2、中村 芳樹1

ITOHIYA K.1, KANZAKI H.1, ISHIKAWA M.2, SHIMODA S.2, NAKAMURA Y.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2鶴見大学歯学部口腔解剖学講座

【目的】歯科矯正において、開咬症や埋伏等により、対合接触のない状態がみうけられる。咬合機能低下により歯根
膜の廃用性萎縮変化が生じ、それに伴い歯槽骨表層に新生骨が添加されるが、その制御機構は不明である。新生骨
の形成はTGF-βスーパーファミリーのシグナル伝達が関与している。歯根膜にはそのシグナル伝達を競合的に阻害
するAsporinが発現し、恒常性維持に関与している。しかし、咬合機能低下時のAsporin発現と歯槽骨新生との関連
について報告はない。本研究では、咬合機能低下に伴いAsporin発現が低下し、その結果としてTGF-βスーパーファ
ミリーのシグナル伝達が増強され、歯槽骨新生が生じると仮説を立て、その検証を目的とする。【試料および方法】咬
合機能低下モデルとして、12週齢Wistar系雄性ラット（n=55）の下顎右側第一臼歯歯冠を除去し、上顎骨について組
織学的に検討した。右側を実験群、左側を対照群とした。対合歯除去後1、3、7日目の上顎骨非脱灰凍結切片より、
Laser capture microdissectionにて歯根膜組織を採取し、real-time PCRにてAsporin、TGF-βシグナル伝達分子の
Smad3、骨分化マーカーのOsteocalcinの発現を解析した。1、3、7、14日目の上顎骨パラフィン切片を作製し、免疫
染色にてAsporin、リン酸化Smad3、Osteocalcinのタンパク発現を観察した。カルセイン、キシレノールオレンジを
用いて骨標識を行い、14日目の骨形成を観察した。【結果および考察】実験群1、3、7日でAsporin遺伝子発現が減少
し、3、7日ではタンパクレベルで発現が低下した。実験群7日でSmad3、Osteocalcin遺伝子及び、リン酸化Smad3、
Osteocalcinタンパク発現の増加を認めた。実験群14日で新生歯槽骨の形成が亢進した。【結論】咬合機能低下により
歯根膜におけるAsporin発現が低下し、その結果としてTGF-βスーパーファミリーのシグナル伝達が増強され、新生
歯槽骨の形成が促進されることが示唆された。
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学展 -111 頭蓋縫合早期癒合症発症および頭蓋骨縫合部発生に関与する micro RNA の同定
Identification of micro RNA responsible for the onset of craniosynostosis and cranial sutural 
development 

小林 起穂、森山 啓司
KOBAYASHI Y., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】アペール症候群（Ap）は、頭蓋縫合早期癒合症（Cs）および中顔面部の劣成長を伴う重篤な不正咬合、四肢の合指症を
主徴とする。原因遺伝子として、線維芽細胞増殖因子受容体（FGFR）2における点突然変異が報告されているが、詳細な病
態成立機序は不明である。近年、microRNA（miRNA）という新しい遺伝子発現調節機構が骨の発生に重要な役割を果たす
ことが報告されている。本研究はCs発症に関与するmicroRNAを同定することを目的とした。【試料および方法】当分野で
飼育するASモデルマウス（Ap-FGFR2+/S252W）及び同腹コントロールマウス（Ct）（胎生15.5日齢）の頭蓋冠状縫合を摘出し、
全RNAを抽出後、DNAアレイ（3D-Gene Mouse Oligo chip 24K、東レ）およびmiRNAアレイ（3D-Gene mouse miRNA 
Oligo chip、東レ）にて解析を行った。両群間で有意な発現の差が認められたmiRNAは、縫合部における発現量をリアル
タイムPCR法（qPCR）にて確認した（各群n=3）。またmiRNAの発現比から変動miRNAを抽出し、データベースTarget 
Scan Mouseを利用して各種変動miRNAの標的候補遺伝子の検索を行った後、DNAアレイデータと統合解析を行い発現関
係が相反する遺伝子候補を抽出した。【結果および考察】1265種類のmiRNAについて発現を検索したところ、CtおよびAp-
FGFR2+/S252Wの冠状縫合部において511種類のmiRNA発現が確認された。Ctと比較してAp-FGFR2+/S252Wでは19種類の
miRNA発現が有意に亢進し、5種類のmiRNA発現が抑制されていた。qPCRによりCtと比較して、Ap-FGFR2 +/S252W
ではmmu-miR-182-5p、mmu-miR-205-5p、mmu-miR-206-3pが有意に高発現していた。統合解析の結果これらmiRNAの標
的候補としてMast4、Satb2を同定した。【結論】頭蓋縫合におけるmiRNAの役割は全く不明であったが、500種類以上の
miRNAが発生中の頭蓋冠縫合部に発現することが明らかとなり、何らかの制御機能を果たす可能性が示唆された。

学展 -112 Gallotannin は NFATc1の発現を抑制し破骨細胞分化を負に制御する
Gallotannin inhibits osteoclast differentiation through suppressing the induction of 
osteoclastogenic transcription factors

細山 有規子1、堂前 英資2、合田 征司3、松本 尚之1

HOSOYAMA Y.1, DOMAE E.2, GODA S.3, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学大学院歯学研究科歯科矯正学講座、2大阪歯科大学生化学講座、3神奈川歯科大学口腔科学講座

【目的】矯正歯科治療時の歯の移動時に圧迫側歯槽骨に起こる骨吸収反応は、破骨細胞によって引き起こされ、破骨細胞前
駆細胞がRANKLの刺激を受け、シグナル伝達を介し破骨細胞に分化することが知られている。しかしRANKL 刺激によ
るマクロファージのシグナル伝達には未だ不明点が多い。そこで今回われわれは、ウルシ科カイノキ属の樹木の葉から抽
出されるGallotanninに着目した。Gallotanninは、破骨細胞分化に影響することが近年報告されているが、骨代謝におけ
るメカニズムについては未だ解明されていないため、破骨細胞の分化に及ぼすGallotanninの影響について確認し、その
制御機構を明らかにすることで、矯正歯科治療における歯の移動のメカニズムについて検討を行う。【試料および方法】実
験には、破骨細胞前駆細胞であるマウスのBone marrow macrophage （BMM）を使用した。まず、破骨細胞分化に及ぼす
Gallotanninの影響を確認するためTRAP染色による分化実験を行い、次に、GallotanninがBMMの細胞増殖や細胞死に
影響を及ぼさないことを確認するためにFACS実験を行った。さらに、破骨細胞分化に重要な転写因子への影響、及び破
骨細胞分化のシグナルにおける影響を調べるため、Western Blot法により実験を行った。【結果および考察】Gallotannin
は濃度依存的に破骨細胞分化を抑制した。実験に使用した濃度のGallotanninは、細胞増殖や、アポトーシスに影響を及
ぼさなかった。また、Gallotanninは濃度依存的に破骨細胞分化に重要な転写因子であるNFATc1、c-fos、MITFの発現
を抑制した。さらに、Gallotanninは、NFATc1の核移行に重要なカルシウムシグナルに関与するPLCγ-2のリン酸化を抑
制した。以上のことより、破骨細胞分化機構にGallotanninが影響することが示唆された。【結論】これらの実験結果より、
Gallotanninは破骨細胞分化を抑制し、そのシグナル伝達経路にNFATc1が関与している可能性が示唆された。
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学展 -113 なぜヒト骨髄から培養した破骨細胞形成に個体差が生じるのか？
Why individual differences occur in the osteoclast formation from human bone marrow?

関谷 健夫1,2、青山 峰芳3、永谷 祐子4、後藤 洋1,2、宮澤 健1、浅井 清文2、後藤 滋巳1

SEKIYA T.1,2, AOYAMA M.3, NAGAYA Y.4, GOTO Y.1,2, MIYAZAWA K.1, ASAI K.2, GOTO S.1

1愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2名古屋市立大学大学院薬学研究科病態解析学分野、
3名古屋市立大学大学院医学研究科分子神経生物学分野、4名古屋市立大学大学院医学研究科関節リウマチ制御・機能再建外科学分野

【目的】矯正歯科治療では、多数の患者に同様の治療を行っても、歯の移動速度が異なったり、歯根吸収や歯槽骨吸収
などの副作用の頻度や程度に大きな個人差が起こったりすることが知られている。これらは、生体内の骨代謝におい
て破骨細胞が大きく関連しているといわれている。そこで、本研究では、破骨細胞形成により生じる個体差の要因を
解析することとした。【試料および方法】大腿骨頭置換術を受けた患者より骨髄を得た。ヒト骨髄を培養後、TRAP陽
性の細胞総数、大型細胞数、小型細胞数を計測した。また、骨髄採取直後に、qRT-PCRを用いて、破骨細胞の増殖・
分化に関わる遺伝子であるRANK、CSF1R、TNFR1、TNFR2、CD14、c-KIT、Sca-1のmRNA発現量を解析した。
これらの遺伝子発現量と細胞総数、大型細胞数、小型細胞数との相関を調べた。【結果および考察】骨髄提供者別に
TRAP陽性の細胞総数、大型細胞数、小型細胞数を計測したが、一定の傾向はなく非常に個体差が大きい結果となっ
た。次に、骨代謝に関連するといわれている遺伝子発現量を計測し、細胞総数、大型細胞数、小型細胞数との相関を
調べた結果、大型細胞数とRANK、CSF1R、TNFR2、CD14の4つの遺伝子発現量とは有意な相関が確認できた。ヒ
ト骨髄から回収したリンパ球層内にRANK、CSF1R、TNFR2、CD14の高発現が認められると、大型破骨細胞が形成
されやすい、すなわち、成熟破骨細胞への分化が促進しやすい状況にあることを意味していると考えられた。【結論】
ヒト骨髄から採取した細胞集団には、個人により含まれている遺伝子発現の差が存在し、このことが破骨細胞形成の
個体差に影響を及ぼしていることが推測された。矯正歯科治療を行う際に、破骨細胞形成能を把握することができれ
ば、オーダーメイド治療が可能になると考えられた。

学展 -114 二次口蓋癒合時における TGF-βs および BMPs 間の cross talk の解明
Identification of cross talk between TGF-βs and BMPs during secondary palatal fusion

中嶋 昭1,2、鈴木 淑美1、佐野 麗美1、前野 正夫3,4、清水 典佳1,2

NAKAJIMA A.1,2, SUZUKI Y.1, SANO R.1, MAENO M.3,4, SHIMIZU N.1,2

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部総合歯学研究所 臨床研究部門、3日本大学歯学部衛生学講座、
4日本大学大学院歯学研究科 口腔機能構造学分野

【目的】TGF-β Super familyは、TGF-β、Activin/Inhibin、BMP familyがあり、二次口蓋の癒合については、正中癒合上皮
（MEE）の癒合もしくはcranial neural crest 由来の間葉組織の成長に強い関係を示すことが明らかとなってきている。しか
し、TGF-βのdownstream であるSmad-2/3経路、および BMP pathwayであるSmad1/5経路との関連性については明らか
となっていない。したがって、TGF-β receptorのinhibitorを二次口蓋に作用させた際に生じるそれぞれのdownstreamで
あるSmadのphosphorylationへの影響について明らかにし、TGF-βs と BMPs との cross talk について解明することを目
的とする。【試料および方法】胎生13日のマウス口蓋の器官培養にて、50 nmM receptorのinhibitor （LY2109761）を添加し、
72時間まで培養した。二次口蓋の切片を作製した後、BMP2/4の免疫染色を行った。また、胎生13日マウス口蓋を採取後、
Western blot法にて、BMP2/4およびSmad1/2/3/5のphosphorylationについて調べた。【結果および考察】二次口蓋癒合に
ついて、72時間後のcontrol群では癒合していたが、inhibitor 添加群においては癒合不全を生じていた。免疫染色の結果、
24時間後の二次口蓋にBMP2/4の発現を認めた。タンパク発現については、二次口蓋癒合時にBMP2/4およびreceptorの
強い発現が認められ、すべてのSmadのphosphorylationを認めた。Inhibitor添加群では、control群と比較し、Smad2/3の
phosphorylation発現は約90％減少し、一方BMPのdown streamであるSmad1およびSmad5のphosphorylationについて
もそれぞれ約40％減少していたことから、TGF--βのシグナルを抑制することでBMPシグナルへも影響を与えている可能
性が示唆された。【結論】TGF-βのシグナル伝達を抑制するとSmad1/5のphosphorylationにも影響していたことから、二次
口蓋癒合時においてTGF-βs と BMPs との cross talk が行われている可能性が示唆された。
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学展 -115 CCN2/CTGF は牽引力が負荷された頭蓋縫合における骨および血管の形成を
制御する
CCN2/CTGF regulates bone formation and vascularization in tensile force-applied cranial 
sutures

竹下 信郎、佐々木 紀代、関 大輔、清流 正弘、宮下 俊郎、高野 郁子、大柳 俊仁、長谷川 正和、
山本 照子
TAKESHITA N., SASAKI K., SEKI D., SEIRYU M., MIYASHITA S., TAKANO I., OYANAGI T., HASEGAWA M., 
TAKANO-YAMAMOTO T.

東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座顎口腔矯正学分野

【目的】縫合は頭蓋顔面骨格の成長中心であり、また頭蓋顔面に負荷される機械的刺激を受容する。矯正歯科治療において、
成長期患者の縫合に牽引力を負荷して骨形成を促し、頭蓋顔面骨格の不調和を改善する。CCN2/CTGFは骨形成を制御する
が、牽引力が促す縫合性骨形成におけるCCN2/CTGFの機能は明らかでない。そこで、牽引力が負荷された縫合における
CCN2/CTGFの機能解析を行った。【試料および方法】6週齢ICRマウス矢状縫合に牽引力を負荷した。矢状縫合を含む頭蓋
骨を採取し、マイクロCT解析、免疫組織化学、およびリアルタイムPCRにより、骨と血管の形成を解析した（各群n=4）。【結果】
牽引力は持続的に縫合を拡大し、7日目にピークに達した。その後、縫合性骨形成が進行し、拡大した縫合領域の面積は経
時的に減少した。CCN2/CTGF中和抗体を投与しながら縫合に牽引力を負荷した結果、縫合性骨形成が抑制された。牽引力
により誘導される縫合性骨形成過程において、血管内皮細胞マーカーvon Willebrand factorの発現は、牽引力負荷後1日目
に亢進した後、経時的に減少した。牽引力負荷後3時間に、縫合におけるCCN2/CTGF、VEGF、およびHif1αの発現上昇
が認められた。CCN2/CTGF中和抗体投与により、牽引力による縫合でのVEGFおよびHif1α発現上昇は抑制された。【考察】
CCN2/CTGFは、牽引力により誘導される縫合性骨形成を促すことが示された。牽引力が負荷された縫合の初期反応におい
て、CCN2/CTGFはVEGFとHif1α発現を促すことにより、血管形成を誘導することが示唆された。CCN2/CTGFによる血
管形成は、後の縫合性骨形成を誘導すると考えられる。【結論】CCN2/CTGFは牽引力が負荷された頭蓋縫合における骨およ
び血管の形成を促すことが明らかとなった。

学展 -116 歯の移動による歯根吸収とセメント細胞のアポトーシスの関与
The relationship between root resorption and apoptosis in cementocytes during tooth 
movement

湊 友香里、山口 大、清水 真美、菊田 純、疋田 拓史、高橋 桃子、吉野 智一、葛西 一貴
MINATO Y., YAMAGUCHI M., SHIMIZU M., KIKUTA J., HIKIDA T., TAKAHASHI M., YOSHINO T., KASAI K.

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正歯科治療における歯の移動時に生じる偶発症の一つとして歯根吸収があるが、原因は様々であり、未だそ
の発生メカニズムは解明されていない。セメント質は歯根膜線維を埋入することにより歯槽骨と共に歯の支持に働く
重要な組織である。過度の矯正力により歯根表面にあるセメント質に損傷や欠如が生じると、破歯細胞による歯根吸収
が生じると報告され、またラットの実験的歯の移動に、圧迫側歯根膜に生じた硝子様変性組織に隣接する有細胞セメン
ト質のセメント細胞にアポトーシスが示されたとの報告がある。しかし歯根吸収とアポトーシスの関連性については
未だ不明である。そこで本研究は、歯根吸収部組織の破歯細胞形成とアポトーシスの発現について、tratrate-resistant 
acid phosphatase（TRAP）、Caspase-3、8の免疫組織化学染色により検討を行った。【資料および方法】6週齢のWistar
系雄性ラット40頭を用い、実験群（40頭）を強い矯正力群（20頭）及び至適矯正力群（20頭）の2群に分類した。実験群に
は上顎切歯を固定源に上顎右側第一大臼歯を近心方向に移動する装置を装着し、Controlは上顎左側第一大臼歯とした。
強い矯正力群及び至適矯正力群は、それぞれ50gと10gの矯正力を負荷した （日本大学松戸歯学部動物実験委員会承
認番号第 AP15MD006 号） 。ラットは実験開始から1、3、5、7日後にそれぞれ灌流固定し薄切切片を作成、HE染色、
TRAP、Caspase-3、8抗体を用いて免疫組織化学染色を行った。【結果および考察】強い矯正力群にて3日目にCaspase-3
陽性細胞が認められ、3、5日目にCaspase-8陽性細胞が認められた。7日目にTRAP陽性細胞が出現し歯根吸収が生じた。
このことからアポトーシスの発現は破歯細胞の発現より前に認められ、セメント細胞のアポトーシスが破歯細胞を誘導
している可能性が示唆された。【結論】強い矯正力によりアポトーシスの発現後に破歯細胞が出現し、歯根吸収が生じる。
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学展 -117 持続的機械ストレス環境下での podoplanin 発現
The expression of podoplanin after the continuous mechanical stress

竹縄 智紘1、金 壮律1、高草木 祐理1、北村 哲也2、佐藤 嘉晃1、沢 禎彦3、飯田 順一郎1

TAKENAWA T.1, KIM T.1, TAKAKUSAKI Y.1, KITAMURA T.2, SATO Y.1, SAWA Y.3, IIDA J.1

1北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室、2北海道大学大学院歯学研究科口腔病理病態学教室、
3福岡歯科大学生体構造学講座機能構造学分野

【目的】矯正治療患者において、歯の後戻りと動揺が問題になっている。骨芽細胞と骨細胞が産生するpodoplanin 
（PDPN）は極めて粘性の高いシアル酸結合型のムチン型タンパクで、骨の強度を維持すること、また血小板膜蛋白
C-type lectin-like receptor2（CLEC2）のリガンドとして血小板を凝集することが報告されている。そこで矯正治療に
おけるPDPN標品の応用は、歯の後戻りと動揺の予防に有用である可能性があり、またPDPNはその特性から、顎骨
骨折や抜歯窩における骨の補強材および血餅形成による治癒促進にも適用可能ではないかと考えられる。本研究では、
マウス骨芽細胞様細胞株（MC3T3-E1細胞）へ持続的機械ストレスを負荷するin vitro実験系を用いることで、PDPN
の発現動態を検討した。【試料および方法】MC3T3-E1細胞をBio Flex plateにて培養した後に、FX-3000 Flexercell 
strain unitを使用して、持続的機械ストレスを5日間作用させた。非刺激と持続的機械ストレス後の細胞形態および
産生するPDPN、osteocalcin（OC）、osteopontin（OPN）を免疫染色を用いて比較検討を行った。更に、mRNA発現量
の変化をReal Time PCR法にて定量した。【結果および考察】MC3T3-E1細胞は、持続的機械ストレス環境下におい
て、OC mRNAが3daysと3.5daysで、PDPN mRNAが3.5daysと4daysで有意に増加した後に減少した。また、OPN 
mRNAが3.5daysで有意に増加した。持続的機械ストレス環境下のMC3T3-E1細胞はOC産生の増加に伴いPDPN産
生も増加したことから、PDPNがOCと協働して骨形成に働くことで機械ストレスに対抗している可能性が示された。

【結論】持続的機械ストレス環境下のMC3T3-E1細胞はPDPN産生がOCと同期的に亢進する。

学展 -118 骨組織の3次元タイムラプスイメージングによる流体せん断応力に対する細胞
内カルシウム応答の解析
Analysis of fluid shear stress-induced intracellular Ca2+ mobilization by 3D time-lapse imaging 
in bone

田中 智代1、星島 光博2、西田 崇3、上岡 寛1

TANAKA T.1, HOSHIJIMA M.2, NISHIDA T.3, KAMIOKA H.1

1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野、2岡山大学歯学部先端領域研究センター、
3岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔生化学分野

【目的】骨細胞は3次元ネットワークを形成し、機械的刺激を受容し、骨代謝を調節すると考えられている。機械的刺激は細
胞内カルシウム（Ca2+）を上昇することが知られているが、3次元的な伝達機序には不明な点が多い。今回我々は石灰化過程
の骨組織を用いて、細胞内Ca2+応答の3次元タイムラプスイメージングを行った。さらに幼若骨細胞と成熟骨細胞の機械
的刺激に対する反応の違いを検討し、その機序を解析した。【試料および方法】3次元タイムラプスイメージングは、ニワト
リ胚頭蓋冠の細胞にCa2+蛍光指示薬を取り込ませ、多光子励起レーザ走査型顕微鏡を用いてリアルタイム解析した。機械
的刺激として流体せん断応力を用いた。骨細胞の成熟に伴って細胞内Ca2+の上昇率が変化するメカニズムを解明するため、
コラーゲンゲル内で骨細胞様細胞株MLO-Y4を3次元培養した。培養開始7日目と15日目にRNAを回収し、骨細胞関連遺
伝子の発現変化をreal-time PCRにより評価した。【結果および考察】定常状態で幼若骨細胞、成熟骨細胞ともに細胞内Ca2+

オシレーションを認めた。機械的刺激を負荷した結果、幼弱骨細胞と比較して成熟骨細胞では、細胞内Ca2+の上昇率が有
意に高い値を示した。また、MLO-Y4を15日間培養した群では、幼若骨細胞で高発現するDentin Matrix Protein 1の発現
量が7日間培養した群に比べ有意に減少し、一方で成熟骨細胞に高発現するスクレロスチンの発現量が有意に上昇した。骨
細胞の細胞伝達機能や骨代謝に関与する因子として、コネキシン43、c-Fos、I型コラーゲン等の発現を両群で比較すると、
15日間培養した群では7日間培養した群と比較し、コネキシン43、c-Fos、I型コラーゲン等の発現量が有意に上昇していた。

【結論】骨細胞ではその成熟に伴ってCa2+応答、コネキシン43の発現が亢進され、機械的刺激に対する反応が増強することで、
骨化の進行した深部骨組織の骨代謝能が高められている可能性が示唆された。
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学展 -119 歯の移動速度は皮質骨切除術により歯根膜細胞周期の活性化を介して促進する
Orthodontic tooth movement is accelerated by corticotomy through activation of periodontal 
ligament cell cycles

杉森 匡、山口 大、清水 真美、菊田 純、疋田 拓史、高橋 桃子、村上 嘉規、吉野 智一、葛西 一貴
SUGIMORI T., YAMAGUCHI M., SHIMIZU M., KIKUTA J., HIKIDA T., TAKAHASHI M., MURAKAMI Y., YOSHINO T., KASAI K.

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座

【目的】これまで我々は皮質骨切除術による歯の移動速度促進のメカニズムを解明するため、in vitroにおいて圧迫さ
れた歯根膜細胞では細胞周期の G1アレストを通じアポトーシス細胞が発現すると報告した。また第74回本大会で、
歯の移動時に皮質骨切除術を施すと歯根膜において細胞周期進行に関与する遺伝子発現量が2倍以上増加すると報告
した。しかし皮質骨切除術による歯の移動速度促進には歯根膜細胞周期とアポトーシスの関与が考えられるが、作用
機序については未だ十分に検討されていない。そこで本研究では実験的歯の移動時に皮質骨切除術を施し、細胞増殖
関連タンパク質PCNAの免疫組織化学染色、アポトーシス細胞検出のTUNEL染色を行い検討した。【資料および方法】
11週齢Wistar系雄性ラットを用い、実験群を歯の移動＋皮質骨切除群と歯の移動群に分類した。実験群には上顎切
歯を固定源に上顎左側第一臼歯をコイルスプリングにて10g の矯正力で牽引し、歯の移動＋皮質骨切除群は牽引する
第一臼歯近心頬側の臼歯近心面から5mmの位置の歯槽骨3部位に直径0.25mmのラウンドバーで皮質骨0.25mmの深
さまで切削した。牽引14日後にマイクロCTにて牽引歯の移動距離を測定した（n=5）。また牽引1、4、7、10、14日
後に灌流固定し薄切切片を作成、抗PCNA抗体を用いた免疫組織化学染色とTUNEL染色を行った。【結果および考察】
歯の移動＋皮質骨切除群は、歯の移動群と比較し移動距離は約1.8倍に増加した。また圧迫側歯根膜にてPCNA陽性
細胞、アポトーシス細胞が増加した。このことから、皮質骨切除術は歯の移動時に歯根膜の細胞増殖とアポトーシス
を活発化し、骨リモデリングを促進する可能性が考えられる。【結論】歯の移動時に皮質骨切除術を行うことで、圧迫
側歯根膜の細胞増殖、アポトーシスが活発になり細胞周期が活性化し移動速度が促進される可能性が示唆された。

学展 -120 顎関節炎症に伴う顎関節組織の変化を細胞・分子レベルで明らかにする研究
Cellular and molecular mechanisms in fibrous stromal deposition of temporomandibular joint 
tissue accompanied by inflammation

横田 聖司1、帖佐 直幸2、菊池 恵美子1、木村 仁迪1、石崎 明2、三浦 廣行3、佐藤 和朗1

YOKOTA S.1, CHOUSA N.2, KIKUCHI E.1, KIMURA H.1, ISHISAKI A.2, MIURA H.3, SATOH K.1

1岩手医科大学口腔保健育成学講座歯科矯正学分野、2岩手医科大学生化学講座細胞情報科学分野、
3岩手医科大学歯学部口腔医学講座歯科医学教育分野

【目的】不正咬合やパラファンクション等により顎関節に加わる機械的ストレスは、顎関節の軟組織の構成成分である
滑膜細胞からの細胞外基質の分泌に影響することが報告されている。とくに、この細胞によるI型コラーゲンの分泌
過多は顎関節運動の妨げになると考えられるが、この滑膜細胞からのI型コラーゲン分泌メカニズムについての報告
は少ない。そこで、fibrosisの病因に深く関わるサイトカインとされているtransforming growth factor-β （TGF-β）に
注目し、TGF-βが顎関節滑膜細胞のI型コラーゲン産生能にどのように影響するか細胞・分子レベルで明らかにしたい。

【試料および方法】（1）マウス顎関節滑膜より採取した初代培養細胞にSV40LTを過剰発現させることにより、線維芽
細胞様滑膜細胞（FLS）の不死化を試みた。（2）TGF-βがFLS細胞の増殖能にどのように影響するかをWST1法により
調査した。（3）TGF-βがこの細胞株の筋線維芽細胞（MF）分化マーカーの発現にどのように影響するかについてqRT-
PCR法を用いて調査した。【結果および考察】（1）SV40LT抗原の強発現により間葉系細胞マーカーが陽性のFLS細胞
株の樹立に成功した。（2）TGF-βはこの細胞の増殖能力を濃度依存的に抑制した。（3）旺盛な線維産生能を持つMFの
分化マーカーとして知られるα-SMAの発現はTGF-βの刺激に関わらず強く発現していた。またTGF-βはこの細胞のI
型コラーゲンの発現量を増大した。これらの結果より、TGF-βはFLS細胞の増殖を抑制する一方、この細胞のI型コ
ラーゲンの産生を増強することが判明した。【結論】FLS細胞による線維産生量がTGF-βにより調節されうることから、
TGF-βが顎関節部の運動性に関わる可能性が示唆された。
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学展 -121 ヒト培養セメント芽細胞の代謝に対するフラボノイド類化合物バイカリンの影響
Effects of baicalin on the metabolism of human cementoblasts lineage cells

木村 綾1、國松 亮1、吉見 友希1、柄 優至1、粟田 哲也1、郡司 秀美1、中島 健吾1、宮内 睦美2、
高田 隆2、谷本 幸太郎1

KIMURA A.1, KUNIMATSU R.1, YOSHIMI Y.1, TSUKA Y.1, AWADA T.1, GUNJI H.1, NAKAJIMA K.1, MIYAUCHI M.2, 
TAKATA T.2, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門歯科矯正学講座、
2広島大学大学院医歯薬保健学研究院基礎生命科学部門口腔顎顔面病理病態学講座

【目的】バイカリンは、生薬の黄岑（オウゴン）に含まれるフラボノイド類化合物で、抗菌、抗炎症作用、骨添加活性などの生
理活性を有する。近年、バイカリンが培養骨芽細胞の石灰化能を促進させることが報告されている。しかしながら、セメン
ト芽細胞において同様の効果を検討した報告は皆無である。そこで本研究は、フラボノイド類化合物バイカリンの生理活性
に着目し、バイカリンがヒト培養セメント芽細胞の代謝に及ぼす影響について検討することとした。【資料および方法】実験
には、ヒト培養セメント芽細胞 （以下; HCEM） を用いた。バイカリン添加を行った際の細胞増殖能への影響について明ら
かにするため、ELISA BrdU assay を用いてDNA合成量を検討した。基質代謝能についての検討では、骨代謝マーカーで
あるアルカリフォスファターゼ （以下; ALP）、I型コラーゲン （以下; Coll-1）、オステオプロテジェリン （以下; OPG） およ
びセメント質基質マーカーであるCementum protein 1 （以下; CEMP1） の発現レベルについて定量PCRによる遺伝子解析
を行った。さらに、アリザリンレッド染色法を用いて石灰化能の検討を行った。【結果および考察】細胞増殖期においてバイ
カリン添加群では非添加群と比べ、細胞増殖能の有意な変化は認められなかった。基質形成期では、バイカリン添加群は非
添加群と比較して、ALP、Coll-1、OPG等の骨代謝関連遺伝子の発現の亢進が認められた。また、バイカリン添加群は非添
加群と比較して、セメント質基質マーカーであるCEMP1の遺伝子発現の有意な亢進が明らかとなった。さらに、アリザリ
ンレッド染色法において、バイカリン添加群は非添加群と比較して、石灰化沈着物の増加が認められた。以上の結果より、
バイカリンがHCEMの石灰化能を亢進させることが明らかとなった。【結論】本研究により、バイカリンによるセメント質
再生の可能性が強く示唆された。

学展 -122 疾患特異的 iPS 細胞を用いた原発性萌出不全発症機序の解析
Study on the pathogenic mechanism of primary failure of eruption using the disease-specific 
iPS cells

泉田 恵理1、宮本 洋一2、山口 徹太郎1、須澤 徹夫2、上條 竜太郎2、槇 宏太郎1

IZUMIDA E.1, MIYAMOTO Y.2, YAMAGUCHI T.1, SUZAWA T.2, KAMIJO R.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2昭和大学歯学部口腔生化学講座

【目的】原発性萌出不全（PFE）は側方歯開咬を特徴とする成長障害で、発症機序は不明である。山口らは、昭和大学歯科
病院矯正歯科を受診した4名のPFE患者のエクソーム解析を行い、副甲状腺ホルモン（PTH）/PTH関連ペプチド受容体

（PTH1R）遺伝子にそれぞれ356C>T （P119L）、395C>T （P132L）、439C>T （R147C）、1148G>A （R383Q）のミスセンス変
異を同定した。そこで、上記変異PTH1Rを強制発現させた細胞および今回新たに樹立したPFE患者由来のiPS細胞を用い
てPFE発症機序の解明を目指した。【試料および方法】PTH1Rを発現していないHeLa細胞にレンチウイルスベクターを用
いて野生型および4種の変異PTH1R遺伝子を導入した。PTH1Rタンパク質の発現をWestern blot法で確認し、PTH刺激
後のcAMP産生をELISA法で定量した。また、395C>Tの変異PTH1R遺伝子を持つPFE患者の末梢血単核細胞にセンダ
イウイルスを用いて山中4因子を導入し、PFE特異的iPS細胞を樹立した。正常対照iPS細胞とPFE特異的iPS細胞から骨
芽細胞への分化を比較した。【結果および考察】野生型および4種類の変異PTH1R遺伝子を導入したHeLa細胞でPTH1Rタ
ンパク質の発現が確認されたが、P119LあるいはP132Lのアミノ酸置換を持つPTH1RではN-グリコシル化が抑制されてい
た。P119LあるいはP132Lの変異PTH1Rを発現した細胞では、PTH刺激後のcAMP産生が野生型PTH1R発現細胞に比べ
低下していた。一方、PFE特異的iPS細胞を骨芽細胞分化培地で培養したところ、対照iPS細胞と同様に石灰化結節を形成
したことから、骨芽細胞への分化能に顕著な違いはないと考えられた。PFE特異的iPS細胞から誘導した骨芽細胞のPTH
刺激後の破骨細胞分化支持活性等について併せて報告する。【結論】PFE患者で見出されたPTH1Rの変異の一部はPTH下
流のシグナルを直接低下させた。疾患特異的iPS細胞の利用は歯科矯正学的に有用な研究手段であることが示唆された。
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学展 -123 培養後期の破骨細胞の分化・融合は圧縮力により抑制される
Osteoclast differentiation and fusion in the late stage are suppressed by compressive force

宮上 雄希1,2、吉村 善隆2、鈴木 邦明2、飯田 順一郎1

MIYAKAMI Y.1,2, YOSHIMURA Y.2, SUZUKI K.2, IIDA J.1

1北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室、2北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座細胞分子薬理学教室

【目的】至適圧縮力の作用後、破骨細胞の分化誘導は促進すると報告されているが、その後、長期的に培養した場合の
動態については報告がない。本研究では、圧縮力作用後、破骨細胞を長期的に培養して分化誘導系に与える影響を検
討した。【資料および方法】圧縮力の作用後、破骨細胞数の変化を検索するため、培養3日目に圧縮力をRAW264.7細
胞から誘導された破骨細胞に作用させ、その後24、48および72時間培養した。24時間の圧縮力作用後それを解放し
て培養したものを解放群、圧縮力を作用したまま培養したものを圧縮群とした。対照群は圧縮力を作用していないも
のとして、これらの破骨細胞数を計測した。また、これらの破骨細胞関連遺伝子のmRNA発現量の変化を定量した。

【結果および考察】培養4日目の時点では破骨細胞数は圧縮群では対照群と比較して増加した。培養5日目の時点では
解放群および圧縮群では対照群と比較して増加した。しかし、前2者の間に有意な差を認めなかった。培養6日目の
時点では、解放群および圧縮群では対照群と比較して破骨細胞数が減少した。また培養5~6日目の間において破骨細
胞数が解放群および圧縮群では減少したが、対照群では増加した。以上の結果より、培養後期における破骨細胞の分化・
融合は圧縮力により抑制される可能性が示唆された。破骨細胞関連遺伝子であるNFATc1、TRAP、RANK、DC-
STAMPおよびOC-STAMPについてmRNA発現量を対照群と圧縮群で比較すると、培養4日目の時点では有意な差
を認めなかったが、培養5日目の時点では圧縮群ではそれらの発現が有意に抑制された。【結論】圧縮力の作用により
培養4日目までは破骨細胞の分化・融合が促進するが、培養後期では破骨細胞関連遺伝子の発現が低下することで破
骨細胞の分化・融合が抑制されることが示唆された。

学展 -124 骨形成因子4は脱分化脂肪細胞の軟骨分化を促進する
Bone morphogenetic protein 4 promotes chondrogenic differentiation of dedifferentiated fat 
cell 

安積 瑛子1、本田 義知2、岸本 直隆3、橋本 典也4、松本 尚之1

AZUMI E.1, HONDA Y.2, KISHIMOTO N.3, HASHIMOTO Y.4, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学中央歯学研究所、3大阪歯科大学歯科麻酔学講座、4大阪歯科大学歯科理工学講座

【目的】口唇口蓋裂などの鼻部軟骨欠損に対して軟骨細胞を用いた再生療法が試みられている。脂肪組織を起源に持つ
脱分化脂肪細胞（DFAT細胞）は、多分化能を有し、軟骨細胞調達への優れた細胞資源と考えられている。しかし、同
細胞を高効率で軟骨分化誘導させる手法はほとんど明らかになっていない。一方、Bone morphogenetic protein（BMP）
は、間葉系幹細胞などの軟骨分化を促すことが報告されているものの、DFAT細胞に対する影響は明らかになってい
ない。本研究では、DFAT細胞の高効率な軟骨分化誘導法の開発を目指し、BMP含有軟骨分化培地およびBMP＋ス
トロンチウム（Sr）含有軟骨分化培地が同細胞の軟骨分化に及ぼす影響を検討した。【試料および方法】DFAT細胞は、
口腔外科手術時に頚部皮下組織より採取した脂肪組織から天井培養法を用いて取得した。これらの細胞を、1.5x104/
cm2で播種後、下記の培地で最長14日間軟骨分化誘導した。培地としては（1）基本培地、（2）軟骨分化誘導培地、（3）（2）
の培地にBMP-2、BMP-4、BMP-7を添加した培地、（4）（3）のBMP-4含有培地にSrを添加した培地、を用いた。軟骨
分化誘導能は、定量PCR解析を用いて種々の軟骨分化マーカー等の発現について調査した。【結果および考察】BMP-4

（100 ng/mL）含有軟骨誘導培地が最も早くSOX9の発現を上昇させた。同培地で14日間培養されたDFAT細胞にお
いて、アグリカン、2型コラーゲン（COL2A1）の著しい発現上昇が認められた。BMP-4とSrの併用培地は、BMP-4単
独添加の培地に比べCOL2A1の発現を上昇させた。以上の結果より、BMP-4はDFAT細胞の軟骨分化誘導因子であ
ると考えられる。【結論】軟骨分化誘導培地へのBMP-4、またはBMP-4とSrの添加は、DFAT細胞の軟骨分化を促進
する。
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学展 -125 フェニトインによる Matrix Metalloprotease-3産生への影響
Effect of the Matrix Metalloprotease-3 production by phenytoin

香川 真貴子1、合田 征司2、堂前 英資3、池尾 隆3、松本 尚之1

KAGAWA M.1, GODA S.2, DOMAE E.3, IKEO T.3, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯学研究科歯科矯正学講座、2神奈川歯科大学口腔科学講座、3大阪歯科大学生化学講座

【目的】抗てんかん薬フェニトイン（PHT）服用の副作用として歯肉増殖が誘発されることが知られている。歯肉増殖
の要因として、細胞外マトリックスタンパク質の蓄積が要因の一つとして考えられている。本研究では歯肉増殖の発
症機序について検討するために、歯周炎組織に認められるTNF-α刺激したヒト歯肉線維芽細胞における、PHTの細
胞外マトリックスタンパク質に及ぼす影響を検討した。【試料および方法】3人の患者より健常な歯肉を採取。初代培
養後、ヒト歯肉線維芽細胞を1.0×105 cells/mlで96 well plateに播種。PHTにより刺激し、細胞増殖について検討
した。また、flow cytometryを行い、1型コラーゲン産生能を検討した。ヒト歯肉線維芽細胞を24 well plateに5.0×
105 cells/wellになるよう播種し、24時間培養後、TNF-α・PHTを各条件下で加え、MMPsの産生をwestern blotting
にて検討した。最後に、TNF-α刺激にPHTを添加した際のNF-κBのリン酸化についてwestern blottingにて検討し
た。【結果および考察】ヒト歯肉線維芽細胞においてPHT刺激による1型コラーゲン、MMP-3産生および細胞増殖に
は有意な差を認めなかった。TNF-α刺激によりMMP-3産生能の増強を認めた。TNF-α刺激により産生したMMP-3は、
PHT濃度依存的に抑制された。MMPsの転写因子であるNF-κB は、TNF-α刺激により活性化されたがPHTにより抑
制された。歯周炎モデルとしてTNF-α刺激したヒト歯肉線維芽細胞においてPHTはMMP-3産生能を抑制し、この抑
制には NF-κBの活性抑制が関与することが示唆された。歯周炎組織ではPHTはMMP-3産生を抑制し、細胞外マトリッ
クスの蓄積を増強する可能性が示唆された。【結論】矯正装置を口腔内に装着することで、口腔内清掃が困難となる。
そのため歯肉炎・歯周炎が惹起されやすくなることから、PHT服用患者における矯正歯科治療を行う際には、適切な
口腔内清掃が重要であることが考えられる。

学展 -126 副甲状腺ホルモンの間欠投与による骨形成促進作用について
Effect of intermittent administration of parathyroid hormone on osteogenesis

小倉 健司1,2、飯村 忠浩3、山口 朗2,4、森山 啓司1

OGURA K.1,2, IIMURA T.3, YAMAGUCHI A.2,4, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野、
3愛媛大学プロテオサイエンスセンター（ PROS ）バイオイメージング部門、4東京歯科大学口腔科学研究センター

【目的】副甲状腺ホルモン（PTH）は骨代謝を亢進し、歯の移動を促進することが報告されているが、PTHによる骨形成
促進作用のメカニズムは十分に明らかにされていない。本研究ではラットにPTHを投与し、大腿骨におけるosterixお
よびsclerostin発現細胞の動態を解析することで、PTHの骨形成促進作用における標的細胞を明らかにすることを目的
とした。【試料および方法】実験には12週齢雌性SDラットを用いた。hPTH（1-34）（30 μg/kg）を毎日投与後、1、3、5日
目に灌流固定を施し（各群 n=8）、大腿骨の脱灰パラフィン切片を作成した。その後、抗osterix抗体、抗sclerostin抗体
を用いた蛍光免疫染色において陽性細胞の分布を計測し、生理食塩水のみを投与した対照群と比較した。また、大腿骨
の非脱灰切片を作成し骨形態計測を行った。さらに、各群の血清osteocalcin、sclerostin値を定量した。【結果および考察】
PTH投与後1、3日目に、海綿骨領域骨髄内のosterix陽性細胞数が有意に増加し、5日目には対照群と有意な差はなくなっ
た。海綿骨および皮質骨表面のosterix陽性細胞数においてはPTH投与による有意な差が認められなかった。また、皮
質骨ではPTH投与によるsclerostin陽性骨細胞数の有意な減少を認めたが、海綿骨ではPTH投与による変動を認めなかっ
た。骨形態計測より、PTH投与後5日目では海綿骨の骨芽細胞面、骨芽細胞数、類骨幅、類骨面が有意に増加し、皮質
骨の類骨幅が有意に減少した。さらにPTH投与後5日目では、血清osteocalcin値の有意な上昇、および血清sclerostin
値の有意な低下を認めた。以上の結果より、PTH投与初期の骨形成促進作用において、海綿骨では骨髄中のosterix陽
性細胞数の増加が、皮質骨ではsclerostin陽性骨細胞数の減少がそれぞれ重要な役割を担っている可能性が示唆された。

【結論】PTHによる骨形成促進作用のメカニズムは海綿骨と皮質骨で異なることが明らかとなった。
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学展 -127 アメロゲニンペプチドが由来の異なる間葉系幹細胞に及ぼす影響について
Effects of amelogenin on proliferation of mesenchymal stem cells derived from different 
tissues

安藤 和代1、鷲見 圭輔2、國松 亮2、吉見 友希2、粟田 哲也2、中島 健吾1、阿部 崇晴1、谷本 幸太郎2

ANDO K.1, SUMI K.2, KUNIMATSU R.2, YOSHIMI Y.2, AWADA T.2, NAKAJIMA K.1, ABE T.1, TANIMOTO K.2

1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（ 歯科矯正学 ）、
2広島大学大学院医歯薬保健学研究室応用生命科学部門（ 歯科矯正学 ）

【目的】口唇裂・口蓋裂患者における顎裂閉鎖には腸骨移植が広く行われているが、外科的侵襲が大きいため、顎裂
部への未分化間葉系幹細胞（MSCs）を用いて骨再生医療が期待されている。幹細胞移植に際しては、移植部に生理活
性物質の供給を行うことで、より効率の良い組織再生が可能となる。我々は、エナメルタンパクであるアメロゲニ
ンに着目し、活性部位を有するアメロゲニンペプチド（AmgP）の精製を行うとともに、セメント芽細胞の増殖能お
よび分化能を亢進させる作用を明らかにした。本研究では、ヒトリコンビナント完全長アメロゲニン（rh174）および
AmgPが、由来の異なるMSCsの代謝活性に及ぼす影響を比較検討することとした。【試料および方法】ヒト骨髄由来
MSCs（BMMSCs）およびヒト脂肪由来MSCs（ADMSCs）について、rh174、AmgPを添加した際の細胞増殖能をMTS 
assay、BrdU assayを用いて解析した。また、両細胞の初期接着能についてCell Migration Assayを用いて検討した。

【結果および考察】MTS assayでは、BMMSCsへのrh174あるいはAmgP添加により、対照群と比較して培養4日目、
6日目に有意な亢進が認められた。また、ADMSCsにおいてもrh174あるいはAmgP添加により対照群と比較して培
養6日目に有意な亢進が認められた。BrdU assayでは、BMMSCsにおいて、rh174、AmgP添加により、対照群と比
較して有意な亢進が認められた。また、ADMSCsにおいてもrh174、AmgP添加によりそれぞれ対照群と比較して有
意な亢進が認められた。【結論】本結果によりアメロゲニンによるMSCsの細胞増殖能の亢進作用が明らかとなった。

学展 -128 鎖骨頭蓋骨異形成症患者由来細胞を用いた疾患特異的 iPS 細胞の樹立と機能解析
Generation of disease-specific induced pluripotent stem cells from patients with cleidocranial 
dysplasia and functional analysis

大木 章生1、斎藤 暁子2、坂本 輝雄1、東 俊文2、末石 研二1

OKI A.1, SAITO A.2, SAKAMOTO T.1, AZUMA T.2, SUEISHI K.1

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2東京歯科大学生化学講座

【目的】鎖骨頭蓋骨異形成症はRUNX2の遺伝子変異により鎖骨低形成、頭蓋骨縫合部の骨化遅延を特徴とする症候群であ
る。本研究では遺伝子型が異なる患者由来のiPS細胞を作製し、機能解析の比較検討を行った。【資料および方法】本研究
に参加同意した4症例の口腔粘膜由来線維芽細胞を用いた。Sendai Virus Vectorを用い山中4因子を線維芽細胞に導入し、
CCD-iPS細胞を作製した。CRISPR法を用いRUNX2遺伝子変異を修復したReversed-iPS細胞を作製した。iPS細胞の未
分化性をRT-PCRで、多能性をRT-PCRおよびテラトーマ形成にて確認した。骨芽細胞分化誘導はShinoらの方法に従い、
iPS細胞から胚様体を形成し酵素処理により単離後、bFGF、IGF1、TGFβ1を添加したOBM培地にて培養した。分化誘
導0、3、6、9、12日目の細胞に対し、ALP染色およびReal-time PCRにより骨分化マーカーの発現量の変化を観察した。0,9
日目の細胞に対しRNA-seqトランスクリプトーム解析を行い、分化誘導前後および各症例間での遺伝子発現を比較した。

【結果および考察】次世代シークエンスエキソーム解析により4症例のRUNX2変異を同定した。患者由来口腔粘膜から培
養した線維芽細胞は形態的に均一、かつ増殖能は正常ヒト線維芽細胞と同等であった。作製したCCD-iPS細胞はES細胞
と同様の形態であった。品質チェックでは未分化マーカーと胚様体形成後の三胚葉への分化マーカーの発現を確認した。
また、SCIDマウス精巣移植部でのテラトーマの形成を認めた。骨芽細胞分化誘導時のCCD-iPS細胞群のALP活性染色
およびOsx、OCなどの骨分化マーカーの発現はRevコントロール群と比べ明らかに減少し、骨分化能の低下が考えられ
た。【結論】RNA-seqトランスクリプトーム解析により、骨分化誘導による遺伝子発現の変化、各症例間で共通する特異
的な遺伝子発現を観察することで本症候群の病態解明および骨形成メカニズムの新たな見解に有効であると考えられた。
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学展 -129 ニッケルアレルギー発症過程におけるヒスタミンの関与
Involvement of histamine in the process of Ni allergy

金原 正敬1、菅原 俊二2、遠藤 康男2、山本 照子1

KINBARA M.1, SUGAWARA S.2, ENDO Y.2, TAKANO-YAMAMOTO T.1

1東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野、2東北大学大学院歯学研究科口腔分子制御学分野

【目的】金属アレルギー発症機構は不明な点が多く、効果的な治療法は未だ充実していない。近年、私達は
lipopolysaccharide（LPS）をadjuvantとするNiアレルギーマウスモデルの作製に成功し、Niアレルギーはヒスタミン
合成酵素（HDC）-KOマウスでは極めて弱いことを報告した。このことから、Niアレルギーへのヒスタミンの関与が示
唆されたが、Niアレルギー発症過程にいかにヒスタミンが関わるかは未だ不明であった。本研究では、Niアレルギー
へのヒスタミンの関与について詳細に検討した。【試料および方法】Ni溶液をマウス耳介に皮内注射し（challenge）、以
後の腫脹を測定した（n=6）。Ni感作は、Ni＋LPS溶液の腹腔内投与により誘導した（challenge 10日前）。H1受容体（H1R）
拮抗薬およびマスト細胞膜安定化薬は、感作またはchallengeの1h前または6h後に静脈内投与した。細胞移入実験で
は、ドナーマウス脾細胞を尾静脈より移入し、24h後にchallengeした。マウス耳介は採取後、ギムザ染色を行った。

【結果および考察】WTマウスでは、感作の有無に関わらず、1mM以上のNi自体が投与初期にマスト細胞脱顆粒を伴
う一過性炎症（transient inflammation:TI）を誘導した。H1R拮抗薬またはマスト細胞膜安定化薬のchallenge前での投
与は、TIを抑制し、以後のNiアレルギーも抑制した。このNiアレルギー抑制効果はこれらの薬物の感作前投与でも
みられたが、TI鎮静後（challenge 6h後）に投与した場合は観察されなかった。HDC-KO・H1R-KOマウスでは、TIお
よびNiアレルギーは殆ど観察されず、HDC-KO・H1R-KO・WTマウス間での細胞移入実験では、感作・惹起の両過
程へのヒスタミンの関与が確認された。【結論】Ni自体が、マスト細胞ヒスタミンが関わる非アレルギー性の一過性炎
症を誘導し、この炎症はNiアレルギー発症を促進することが示唆された。抗ヒスタミン薬等によるこの一過性炎症の
抑制は、金属アレルギーの予防・治療に有効であると思われる。

学展 -130 実験的歯の移動時におけるラット臼歯歯髄内 prostaglandin I2合成酵素と IP
受容体の発現解析
Expressional analysis of prostaglandin I2 synthase and IP-receptor in rat molar pulp during 
experimental tooth-movement

大倉 麻里子1、大倉 直人2、野杁 由一郎2、齋藤 功1

OHKURA M.1, OHKURA N.2, NOIRI Y.2, SAITO I.1

1新潟大学医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2新潟大学医歯学総合研究科う蝕学分野

【目的】歯の移動時に歯髄で生じる組織変化や痛みとの関連については知見に乏しい。我々は今回、炎症や痛みの調節
因子の一つであるprostaglandin （PG） I2に着目し、ラット上顎臼歯歯髄内のPGI2合成酵素（PGIS）、PGI2受容体（IP） 
およびIPを介して疼痛伝達へ関与するtransient receptor potential cation channel、subfamily V、member 1 （TRPV1） 
の経時的発現様相について解析した。【試料および方法】8週齢Wistar系雄性ラット（n=32）の上顎右側第一、第二臼歯
間にエラスティック片を挿入し、6、12、24、72時間後に両歯の歯冠部歯髄を試料としてPGIS、IPおよびTRPV1の
mRNA発現変化をreal-time PCRを用いて解析した。さらにHE染色による組織学的解析と酵素抗体法を用いた免疫
組織化学的解析によりPGISの局在を検索した。【結果および考察】PGIS、IPおよびTRPV1のmRNA発現量は正常
歯髄と比較して実験的歯の移動12時間後、あるいは24時間後まで有意に増加し、72時間後にはすべての遺伝子にお
いて減少傾向を示した（Student's t-test: P<0.01あるいは0.05）。正常歯髄では象牙芽細胞のみにPGIS免疫陽性反応を
示したが、実験的歯の移動24時間後では線維芽細胞にも陽性反応を認め、72時間後では消退した。組織学的解析では、
24時間後に象牙芽細胞の空胞変性を認めた。以上の結果から、ラット臼歯歯髄では歯の移動時による力学的負荷によっ
てPGIS、IPおよびTRPV1が24時間以内に発現が亢進し、炎症反応や疼痛に関与する可能性を示した。【結論】ラット
臼歯歯髄では実験的な歯の移動によりPGIS、IP、およびTRPV1のmRNAが経時的に増減し、PGISの局在が変化
することを解明した。
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学展 -131 持続的圧迫力がヒト歯根膜線維芽細胞の Wnt5a 発現に及ぼす影響について
Effect of compression force on expression of Wnt5a for human periodontal ligament cells

齋藤 瞳、山口 大、菊田 純、疋田 拓史、高橋 桃子、清水 真美、村上 嘉規、吉野 智一、葛西 一貴
SAITO H., YAMAGUCHI M., KIKUTA J., HIKIDA T., TAKAHASHI M., SHIMIZU M., MURAKAMI Y., YOSHINO T., KASAI K.

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正学的歯の移動は、機械的刺激に対する歯周組織の一連の生物学的反応であり、歯根膜及び歯槽骨のリモデ
リングによってもたらされる現象である。歯の移動時圧迫側において弱い矯正力では歯槽骨の直接性骨吸収を引き
起こし、強い矯正力では歯根膜組織の細胞死、細胞外基質の硝子様変性、歯槽骨の穿下性骨吸収を誘発する。近年
Wntシグナルによる骨形成と骨吸収の制御機構の解明が急速に進んでいる。Wntファミリーの一つであるWnt5aは
receptor activator of NF-kappaB ligand（RANKL）の発現を亢進し破骨前駆細胞の分化を促進すると報告されている。
これまで我々はラット実験的歯の移動実験において、牽引側にWnt5aが発現することを報告してきた。しかしながら、
矯正治療による歯の移動の際の圧迫側におけるWntシグナルの役割は解明されていない。そこで本研究ではin vitro
における圧迫モデルにおいてヒト歯根膜線維芽細胞（hPDL cells）のWnt5aの発現について検討した。（日本大学松戸
歯学部倫理委員会 承認番号EC15-027号）【試料および方法】矯正治療に伴い便宜抜歯を行った患者からhPDL cellsを
採取し、5~6代目まで継代培養した後に、至適な矯正力として1.0g/cm²の荷重（compression forces: CF）を各0、1、3、6、
9、12、24時間作用させReal-time PCR法にてWnt5aの遺伝子発現量を検討した。【結果および考察】CFを負荷した
hPDL cellsにおいてWnt5aは圧迫後9時間から増加をはじめ、12時間でピークになった。その時のWnt5aの遺伝子発
現量はCFを負荷しない対照群に比べて2倍になった。以上のことから、至適矯正力を加えた圧迫側ではWnt5aの発
現を介して、骨吸収が活性化し、歯の移動が行われていることが示唆された。【結論】Wnt5aは矯正学的歯の移動にお
いて、歯が効率よく移動するために重要な役割を演じている。

学展 -132 iPS 細胞由来間葉系幹細胞様細胞と骨形成タンパク質を用いた骨芽細胞分化
Osteoblast differentiation using mesenchymal stem cells derived from iPS cells and bone 
morphogenetic protein

中山 雄司1、松本 尚之1、橋本 典也2

NAKAYAMA Y.1, MATUMOTO N.1, HASHIMOTO Y.2

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学歯科理工学講座

【目的】間葉系幹細胞（MSC）は組織工学における自己治療のための有用な細胞ソースであるが、増殖能力に制限があ
り、必要量を採取するには侵襲が大きい。そこで、我々は増殖能の高いMSC細胞を作製するためiPS細胞からMSC
様細胞（iMP細胞）を誘導することに成功した。本研究ではさらに骨芽細胞様細胞へと分化することを目的とした。

【試料および方法】樹立したiMP細胞を、フローサイトメトリー（FCM）解析にてMSC特異的マーカーの発現を解析し
た。iMP細胞を牛胎児血清と10 ng/mL塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）を含むダルベッコ改変イーグル培地で培養
を行った。その培地を基礎培地とし、さらに、50 μMアスコルビン酸-2-リン酸、10 mM βグリセロリン酸、100 nM 
デキサメタゾン、100 ng/ml BMP-2を加えた培地と交換し、BMP-2の有無ならびに基礎培地の3群で骨芽細胞への分
化誘導を比較した。骨芽細胞への分化の評価は、リアルタイム定量ポリメラーゼ連鎖反応（qRT-PCR）、アルカリホス
ファターゼ（ALP）活性にて行った。【結果および考察】FCM解析の結果、誘導したiMP細胞はCD73、CD90、CD105
の発現を示しておりMSC様細胞であることがわかった。iMP細胞から分化誘導した細胞は骨芽細胞様の形態を呈し
ていた。BMP-2添加群でのqRT-PCRで骨芽細胞特異的マーカー（ALP、オステオカルシン、RUNX-2、コラーゲンタ
イプ1）の発現が上昇した。さらに、ALP活性も上昇した。【結論】BMP-2を含む骨芽細胞分化培地を用いることで、
iMP細胞が骨芽細胞様細胞へ分化することが明らかとなった。iMP細胞はMSCより増殖能力が高く、MSC同様の分
化能があるため、iMP細胞から分化させた骨芽細胞は、骨再生のための新規の細胞治療の新しいセルソースになる可
能性が示唆された。
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学展 -133 局所的フルバスタチン応用による新たな矯正歯科治療の検討
The study of a new orthodontic treatment by the local fluvastatin application

石井 武展、石川 宗理、崔 大煥、大竹 智久、坂本 輝雄、末石 研二
ISHII T., ISHIKAWA M., CHOI D., OTAKE T., SAKAMOTO T., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】本研究では、骨誘導能を持つフルバスタチン（以後、スタチン）の局所応用により、矯正歯科治療における歯根
面露出予防の可能性について検討する。【資料および方法】in vitroとしてMC3T3-E1細胞を用いて細胞増殖能試験、
骨分化マーカーの評価、アルカリフォスファターゼ染色およびAlizarin red S染色による石灰化能などによりスタチ
ンの至適濃度を検討した。in vivoでは10週齢雄性C57BL6/Jマウスに対して矯正用線による上顎側方拡大装置を装
着後、7日後、13日後に骨ラベリングを行い14日目の屠殺後、スタチン投与群と対照群の第一臼歯頬側歯槽骨の非脱
灰標本を作製し骨のリモデリングを評価した。さらに上顎拡大後の骨標本を作製し、根面露出程度および側方拡大
量を評価した。スタチン投与群では100nMの濃度で48時間毎に10μl歯肉へ注入した。【結果および考察】細胞増殖能
は、スタチンの投与により有意差を認めず、mRNA発現は100nMスタチン投与群で対照群に比較し、Day3のBMP2、
Runx2の上昇、Day14においてOPN、BSP、OCNの上昇を認めた。また、100nMスタチンによりALP活性および石
灰化能は対照群に比較し上昇傾向にあった。この結果より、実験動物に100nMスタチンを局所応用したところ拡大量
に有意差を認めなかったが、歯根露出面積はスタチン投与群で対照群に対して有意に小さく、頬側歯槽骨の骨添加量
はスタチン投与群で対照群に比較し有意に大きい値を示した。これは、スタチンの上顎側方拡大における頬側歯槽突
起部への局所応用によりBMP2を介した骨芽細胞分化を促進させ、拡大量は従来と変わらないものの、頬側の骨添加
量が増加したと考えた。【結論】上顎側方拡大時における頬側歯槽突起部へのスタチンの局所応用は、頬側歯槽骨吸収
による根面露出を予防し、側方拡大限界量を増加させる可能性を示唆した。

学展 -134 軽度低酸素状態がラット NK 細胞活性に及ぼす影響
Effects of mild experimental hypoxia on rat natural killer cell activity

佐藤 友紀1、山口 大1、村上 嘉規1、小林 良喜2、根岸 慎一1、葛西 一貴1

SATO T.1, YAMAGUCHI M.1, MURAKAMI Y.1, KOBAYASHI R.2, NEGISHI S.1, KASAI K.1

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学松戸歯学部微生物免疫学講座

【目的】近年、矯正歯科臨床においてアレルギー性鼻炎・扁桃肥大等による鼻閉塞や口呼吸を有する小児患者は多く見
受けられ、成長期における鼻呼吸障害が顎顔面領域に及ぼす影響ついての報告が散見される。一方、扁桃肥大を持つ
小児患者は健常児に比べ経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）が低下し換気障害を引き起こすとされているが、鼻咽腔疾
患が引き起こす換気障害が全身の健康に与える影響についての報告は少ない。第74回の本大会にて鼻閉塞による軽度
低酸素状態で、ラット脾臓リンパ球中のナチュラルキラー（NK）細胞比率を低下させると報告したが、免疫機能に対
する影響については未だ不明な点が多い。レセプターNKG2D（CD314＋）は細胞質内の構造により抑制または活性化
のシグナルを伝達する因子であり、NK細胞活性の指標と考えられている。そこで、低酸素状態が免疫機能に与える
影響を調べる目的で、低酸素モデルラットを用いて NK細胞活性を示す分子CD314＋の発現について検討を行った。

【試料および方法】5週齢のWistar系雄性ラットを用いた。飼育チャンバー内の酸素濃度を18%に設定して実験的に低
酸素状態を再現し、軽度低酸素モデルラット（n=16）を作製した。また、軽度低酸素状態での恒常性を防止するため、
3時間おきに酸素コントローラーの電源を切り替えた。対照群（n=16）は通常大気化で飼育した。実験期間は1、3、7
日間とし、炭酸ガスで安楽死後、脾臓を摘出した。脾臓からリンパ球成分を分離、蛍光免疫染色を行い、脾臓リンパ
球中NK細胞比率、NK細胞活性の変化について、フローサイトメーターを用いて解析を行った。【結果および考察】
低酸素群は対照群と比較しNK細胞活性が3、7日目で有意に減少していた。以上のことから、成長期における軽度低
酸素状態はNK細胞活性を減少させ、生体の免疫機能を低下させる可能性が示唆された。【結論】軽度低酸素状態はラッ
トの免疫機能を低下させる可能性が示唆された。
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学展 -135 Cdc42は PTH シグナルを介し骨軟骨形成を制御している
Cdc42 is critical for bone and cartilage development through PTH-mediated signaling

長濱 諒1、山田 篤2、上條 竜太郎2、槇 宏太郎1

NAGAHAMA R.1, YAMADA A.2, KAMIJO R.2, MAKI K.1

1昭和大学歯科矯正学講座、2昭和大学歯学部口腔生化学講座

【目的】Rhoファミリー低分子量Gタンパク質は細胞内シグナル伝達因子の一つで、細胞内にシグナルを伝達し、細胞
骨格の再編成、細胞内小胞輸送など、細胞の機能にとって重要な役割を果たすことが知られている。Cdc42は生体の
全ての細胞で発現していることから、様々な組織におけるアクチン細胞骨格を介した細胞機能に関する研究がされ
てきた。生体におけるCdc42の機能を検討するため作製された、全身でCdc42を欠損させたマウスは胎生初期に致
死となり、また軟骨組織特異的にCdc42遺伝子を欠損させたマウス（Cdc42fl/fl; Col2Cre）は、生後数日で致死となるた
め、Cdc42の生後成長期の軟骨形成における機能は不明な点が残されていた。本研究は生後成長期の軟骨形成におけ
るCdc42遺伝子の機能解析を行うことを目的とした。【資料および方法】時期特異的に軟骨細胞でCdc42遺伝子を欠
損させるコンディショナルノックアウトマウス（Cdc42fl/fl;Col2-CreERT：Cdc42 cKO）を作製し、生後成長期における
Cdc42の機能を検討した。【結果および考察】Cdc42 cKOはコントロールマウス（Cdc42fl/fl）と比較し、体重および体長
の顕著な低下が認められた。また、長管骨成長板における肥大軟骨細胞層の肥厚、柱状配列の乱れが認められた。さ
らに、軟骨形成に重要な役割を果たしているPTH/PTHrP受容体を介する制御におけるCdc42の機能を検討するため、
肋軟骨由来初代軟骨細胞にPTHを処理した際のcAMP産生量を測定したところ、Cdc42 cKOでは有意にcAMP産生
量が減少した。【結論】Cdc42は胎生期および生後成長期の軟骨形成において、PTH/PTHrP受容体を介して重要な役
割を果たしていることが示唆された。

学展 -136 リソソーム酵素カテプシン S は Porphyromonas gingivalis 由来 LPS による
Th17細胞の分化を促進する
Cathepsin S involves Th17 Cell differentiation by Porphyromonas gingivalis Lipopolysaccharide

出来田 雅人1,2、武 洲2、中西 博2、高橋 一郎1

DEKITA M.1,2, TAKE H.2, NAKANISHI H.2, TAKAHASHI I.1

1九州大学大学院歯科矯正学分野、2九州大学大学院口腔機能分子科学分野

【目的】近年、成人の矯正治療が急増しているが、成人の全身免疫状態は治療効果を大きく左右すると考えられる。同
時に、歯周病菌のPorphyromonas gingivalis（Pg）が過剰な全身免疫反応を引き起こすことが知られるようになった。
一方、我々はリソソーム酵素のカテプシンS（CatS）がT細胞分化に関わることを見出した（J Neuronsci, 2014）。本研
究では、Pgの菌体内毒素（PgLPS）のCD4陽性T細胞分化に対するCatSの役割について検討した。【資料および方法】
12週齢の野生型DBAマウスならびにCatS欠損マウスに精製PgLPSを5mg/kgに調整したPgLPS溶液を7日間連続腹
腔内投与後、脾臓を摘出した。脾臓における樹状細胞（CD11c陽性）ならびにCD4細胞サブセット発現と関連因子を検
討した。また、野生型DBAマウスならびにCatS欠損マウスから脾臓を摘出し、MACS法によって樹状細胞を単離し
たのち、PgLPS溶液によって刺激し24時間後にサイトカイン産生について検討した。【結果および考察】PgLPS7日間
慢性感染した野生型DBAマウスでは、脾臓肥大、樹状細胞（CD11c陽性）におけるCatS発現増加とTh17細胞への分
化が認められた。一方、CatS欠損マウスにおいてはこのような変化は認められなかった。さらに、PgLPSは野生型
マウスの脾臓より単離した樹状細胞においてIL-6産生を誘導したが、CatSの特異的阻害剤（Z-Phe-Leu-COCHO）存在
下では検出できなかった。また、CatS欠損マウスの脾臓より単離した樹状細胞においてもIL-6産生は認められなかっ
た。【結論】PgLPSの全身投与に伴い樹状細胞において増大したCatSはIL-6の産生を誘導することで、CD4陽性T細
胞のTh17細胞への過剰な分化を促進する可能性が示唆された。
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学展 -137 CCN2と Rab14の相互作用が軟骨細胞の小胞輸送に及ぼす役割
Roles of interaction between CCN2 and Rab14 in vesicle trafficking in chondrocytes

星島 光博1,2、服部 高子3、滝川 正春2、上岡 寛1

HOSHIJIMA M.1,2, HATTORI T.3, TAKIGAWA M.2, KAMIOKA H.1

1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野、2岡山大学歯学部先端領域研究センター、
3岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔生化学分野

【目的】CCN2は軟骨に強い発現を示し、基質の合成促進能を有する分泌性の液性因子とされてきた。昨年までに我々
は、軟骨細胞様細胞株HCS-2/8由来のcDNAライブラリーから、CCN2と結合する因子として小胞の細胞内輸送に関
与するRab14を単離し、両者が相互作用することを報告してきた。今回、Rab14とCCN2の結合様式を明らかにし、
両者の相互作用が小胞輸送に及ぼす影響や、軟骨細胞に与える生理的作用を検証する。【試料および方法】Rab14と
CCN2の結合様式は、生育アッセイにより確認した。また、CCN2とRab14をCOS7細胞中で異所性に発現させ、両者
の細胞内局在を調べた。HCS-2/8細胞でCCN2およびRab14の発現をsiRNAによりノックダウンし、小胞体ストレス
に関与する因子のmRNA発現レベルを、real time PCR法により解析した。さらに、Rab14およびその変異体をHCS-
2/8細胞に過剰発現させ、プロテオグリカンの蓄積をトルイジンブルーおよびアルシアンブルー染色により調べた。

【結果および考察】CCN2はIGFBPドメインを介してRab14と結合した。Rab14 はCCN2非存在下で細胞質全体に均一
な分散を示したが、CCN2とRab14 を共発現させることで、その分布はドット状に変化した。また、HCS-2/8細胞で
rab14およびccn2のmRNAをノックダウンさせることで、小胞体ストレス下で誘導されるbipおよびchopのmRNA
の発現レベルが有意に上昇した。さらに、不活性型Rab14をHCS-2/8細胞に過剰発現させると、プロテオグリカンの
蓄積が野生型と比較して75%以下に低下した。【結論】今回の結果から、軟骨細胞内でCCN2はRab14とIGFBPドメイ
ンを介して相互作用し、分泌蛋白質を含む小胞の輸送に関与している可能性が示唆された。

学展 -138 歯の移動後の daidzein の後戻り抑制効果の検討
Investigation of inhibitory effect of daidzein after tooth movement

中山 瑛加、山口 大、高橋 桃子、疋田 拓史、清水 真美、菊田 純、村上 嘉規、吉野 智一、葛西 一貴
NAKAYAMA E., YAMAGUCHI M., TAKAHASHI M., HIKIDA T., SHIMIZU M., KIKUTA J., MURAKAMI Y., YOSHINO T., 
KASAI K.

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正歯科臨床で保定終了後に後戻りがみられることが多く、特に捻転歯は長期保定しても後戻りがみられること
が多い。後戻りの局所的原因として、治療により圧迫や伸展された歯根膜のコラーゲン線維が充分にリモデリングされ
ていないことが原因であるとの報告がある。Daidzeinは、イソフラボンの1種で大豆から抽出された化合物であり、構
造は女性ホルモンの1種のエストロゲンと似ている。骨粗鬆症等の疾患に応用されたり、また美容領域では、抗皺材料
として皮膚線維芽細胞のコラーゲン代謝を促進する重要な因子であるとの報告がある。そこで、矯正治療の後戻り抑制
効果の研究の一環として、in vitroおよびin vivoにてdaidzein処理によるコラーゲン代謝に及ぼす影響について検討した。

【資料および方法】矯正治療に伴い便宜抜歯を行った第一小臼歯のヒト歯根膜から採取した細胞を初代とした（日本大学
松戸歯学部倫理委員会第EC15-002号）。本実験は4~7継代培養したものを播種した。ヒト歯根膜細胞にdaizein処理（ 
0~48時間 ）を行い、Real-time-PCRにて COL-1とMMP-1の遺伝子発現量を検討した。さらに6週齢のWistar系雄性ラッ
ト（日本大学松戸歯学部動物実験委員会第AP15MD017号）の上顎第一臼歯に10ｇの矯正力を14日間加えたのち装置を
除去し、実験群にはdaizeinを対照群にはPBSを7日間歯肉注射し、後戻り量をμCTにて測定した。【結果および考察】
in vitroではヒト歯根膜細胞にdaidzein処理をしたところ、24時間でCOL-1、MMP-1の遺伝子発現の増大が認められた。
in vivoでは除去後7日目においてdaidzein 50ng/mlで75.3％、500ng/mlで75.1％後戻りを有意に抑制した。以上のこと
からdaidzeinはコラーゲン代謝の促進を介して後戻りを抑制することが示唆された。【結論】Daidzeinはヒト歯根膜のコ
ラーゲン線維のリモデリングを促進し、矯正治療後の後戻り抑制に有効である可能性が示唆された。
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学展 -139 顎顔面発生過程におけるヒストンメチル化酵素 Setdb1の役割
The roles of histone methyltransferase Setdb1 during craniofacial development

八尋 浩平、東堀 紀尚、森山 啓司
YAHIRO K., HIGASHIHORI N., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Setdb1はエピジェネティクス機構を司るヒストンメチル化酵素の一つである。Setdb1のノックアウトマウ
スは、胎生5.5日までに致死に至るため局所での役割は不明な点が多い。本研究では、神経堤細胞にのみSetdb1を
ノックアウトさせたマウスを作製し、発生過程での顎顔面領域におけるSetdb1の役割を検討することを目的とした。

【資料および方法】神経堤細胞由来の細胞にのみSetdb1をノックアウトさせたSetdb1コンディショナルノックアウト
マウス（Setdb1 CKO）を作製した。妊娠マウスを用いて、安楽死させる2時間前にBrdUを腹腔内投与した胎生13.5-
18.5日齢の胎仔を採取し、パラフィン組織切片、透明標本を作製後、ヘマトキシリン・エオジン染色、透明標本によ
る表現型解析、BrdU標識による細胞増殖解析を行った。またsiRNAによりSetdb1をノックダウンさせたマウス軟骨
前駆細胞ATDC5からRNAを抽出し、定量的RT-PCRにて軟骨分化マーカーの発現量を検討した。【結果および考察】
Setdb1 CKOは、小下顎症および口蓋裂を呈していた。Setdb1 CKOの口蓋突起の挙上は認めたものの、その大き
さは小さかった。また舌、歯胚、前頭骨の低形成を認め、特に舌の低形成は顕著であり、さらにその結合組織・筋
組織は疎な構造を呈していた。一方、メッケル軟骨は、対照群においては成長に伴って消退傾向を示したのに対し、
Setdb1 CKOでは胎生18.5日齢においても縮小することなく、下顎に対し占める割合が有意に大きかった。Setdb1 
CKOの口蓋における細胞増殖能は有意に低下していたのに対し、メッケル軟骨では有意に増加していた（p<0.05）。ま
た、Setdb1をノックダウンさせたATDC5において、Aggrecan、Col2a1、Mmp13のmRNA発現量は有意に減少して
いた（p<0.05）。Setdb1 CKOは神経堤細胞由来の組織において異常を認め、細胞増殖の異常がその一因として考えら
れた。【結論】Setdb1が顎顔面の発生過程に関与する可能性が示唆された。

学展 -140 MC3T3-E1細胞にメカニカルストレスを与えた際の TGF- β2シグナル伝達の解明
Effect of compressive force on TGF- β2 signaling pathway in MC3T3-E1 cells

佐野 麗美1,2、中嶋 昭2,3、川戸 貴之4,5、前野 正夫4,5、清水 典佳2,3

SANO R.1,2, NAKAJIMA A.2,3, KAWATO T.4,5, MAENO M.4,5, SHIMIZU N.2,3

1日本大学大学院歯学研究科歯学専攻、2日本大学歯学部歯科矯正学講座、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門、
4日本大学歯学部衛生学講座、5日本大学大学院歯学研究科口腔機能構造学分野

【目的】TGF-βは、細胞の分化や形質転換等の機能を有することが報告されているが、骨芽細胞におけるTGF-β2のシグナ
ル伝達についての詳細は明らかとなっていない。そこで、compressive force （CF）を骨芽細胞様細胞に負荷した際、TGF-
β2、TGF-β受容体 （I型、II型）、および下流因子の発現の変化ついても検討した。さらに、受容体のinhibitorを用い、CF
を負荷した際の影響について検討した。【資料および方法】マウス頭蓋冠由来株化骨芽細胞（MC3T3-E1細胞）におもりを乗
せることで1.0 g/ cm2または2.0 g/cm2 のCFを、1、3、6および 9時間与えた。TGF-β2、受容体、骨形成関連転写因子
としてRunx2およびOsterixについてReal-time RT-PCR法で調べた。下流因子としてp-Smad2/3およびp-p38については、
Western blot法で調べた。また、TGF-β 受容体の Inhibitor （LY2157299）を25 nM含む培養液に、CFを加えた際の伝達経
路への影響についても検討した。【結果および考察】TGF-β2の発現は、時間の経過とともに増加し3時間CFを与えた際発
現のピークを認め、1.0 g/cm2 CFにおいてコントロールおよび2.0 g/cm2 CFに比較し有意に増加した。受容体については、
CF負荷後1時間で発現のピークを認めた。下流因子であるSmad2/3およびp38のリン酸化は1.0 g/cm2 CFを6時間与えた
場合、コントロールおよび2.0 g/cm2 CFに比較し有意に増加した。骨形成関連転写因子であるRunx2およびOxterixの遺
伝子発現についても1.0 g/cm2 CFを負荷させた際、遺伝子およびタンパク発現が有意に増加した。また、inhibitorを添加
することでSmad2/3およびp38のリン酸化、さらにRunx2およびOsterixの遺伝子発現も有意に発現が減少した。【結論】
骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）に1.0 g/cm2 CFを負荷するとTGF-β2の発現が増加し、2.0g/cmでは減少し、Runx2および
Osterixの骨形成関連転写因子の増加を介して最適なCFにより骨形成が促進的に作用していることが示唆された。
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学展 -141 電動歯ブラシが発生する超低周波電磁界はフッ素による金属製矯正装置の腐食
を増進しない
ELF EMF from electric toothbrushes do not increase fluoride-promoted corrosion in orthodontic 
metallic appliances

亀田 剛1、織田 洋武2、大熊 一夫3、佐藤 聡2、遠藤 敏哉1

KAMEDA T.1, ODA H.2, OHKUMA K.3, SATO S.2, ENDO T.1

1日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座、2日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座、
3日本歯科大学新潟生命歯学部歯科理工学講座

【目的】矯正治療中の口腔衛生管理は特に重要であり、フッ素含有の歯磨剤や洗口剤がよく使われる。そこで、金属の腐食
への関与が報告されている電動歯ブラシが発生する超低周波電磁界の、フッ素存在下における装置に対する影響を調べる。

【試料および方法】以前の報告から、超低周波磁界を最も発生した電動歯ブラシ（SonicareHX9340/2、フィリップス）を用い、
人工唾液およびフッ素溶液（450、900ppm）に浸漬したマルチブラケット装置（ステンレススチール製エッジワイズブラケッ
ト＋.017”×.025”βチタンまたはニッケルチタンワイヤ＋ポリウレタン製モジュール）に磁界を曝露させた（n=8）。装置内の
誘導電流はデジタルマルチメーターにて計測した。また、誘導結合プラズマ発光分光分析（ICP-AES）にて人工唾液およびフッ
素溶液中に溶出した元素の定量（Fe、Ni、Ti）を行い、表面粗さについては装置表面を3次元レーザー顕微鏡にて測定した。

【結果および考察】スペクトラムアナライザーにて電動歯ブラシ由来の超低周波磁界（1-2000Hz）を調べたところ、以前の報告
と同様に検出された。人工唾液およびフッ素溶液中の装置に磁界を曝露させたところ、誘導電流が計測された。浸漬した人
工唾液においては磁界曝露時にFe、Niが、フッ素溶液では非曝露時においても曝露時と同等のFe、Ni、Tiが検出された。
このフッ素による腐食は濃度依存的であった。装置の表面粗さもこれらの結果を支持するものであった。浸漬した人工唾液
およびフッ素溶液のpHは磁界曝露により変化しないか、変化しても各金属の脱不動態化pHに達しなかった。以上の結果
から、金属製矯正用装置はフッ素により腐食されるが、その腐食は電動歯ブラシが発生する超低周波磁界によって増進され
ることはないと考えられる。【結論】電動歯ブラシが発生する超低周波電磁界はフッ素による金属製矯正装置の腐食を増進し
ない。

学展 -142 GFRP 矯正ワイヤーの in vivo による歯の移動量の検討
Examination of the amount of tooth movement by in vivo of GFRP orthodontic wire

南 奈緒美1、谷本 安浩2、荒井 清司3、山口 大1、葛西 一貴1

MINAMI N.1, TANIMOTO Y.2, ARAI K.3, YAMAGUCHI M.1, KASAI K.1

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学松戸歯学部歯科生体材料学講座、3日本大学松戸歯学部小児歯科学講座

【目的】本研究は金属を用いることなく優れた審美性と弾性を有するメタルフリータイプの矯正用ワイヤーの開発を目
的として、強化プラスチック（Glass fiber-reinforced plastic、以後GFRP）ワイヤーを作製し、第74回本大会において
機械的性質について評価し、初期段階に用いる市販ニッケルチタン合金ワイヤー（以後Ni-Ti）と同様の優れた曲げ弾
性を有することを報告した。そこで今回は今後臨床応用するため、in vivoにおいて歯の移動を行い、Ni-Tiワイヤー
との移動量について比較検討した。【資料および方法】ビーグル雌成犬を5頭用いて、上顎左右側の犬歯から第四前臼
歯にブラケットを装着し、右側にNi-Tiワイヤーを、左側にGFRPワイヤーを使用し個体差に配慮した。両ワイヤー
は直径0.018inch（0.45mm）のラウンドとした。歯の移動は5週間とし、移動開始後の1週間ごとに印象採得ならびに第
二前臼歯と第三前臼歯部にかかる矯正力および移動距離の測定を行った。また、歯の移動動態評価のために三次元画
像計測ソフト（BODY-RUGLE，Japan）を用いて重ね合わせを行った。統計分析は測定値の平均値と標準偏差を算出し、
Mann-whitney U検定で比較した（P≧0.05）。【結果および考察】Ni-Ti群およびGFRP群ともに第二前臼歯には約50g
の矯正力が負荷されており、GFRPワイヤーの移動量は0.54mm、NiTiワイヤーでは0.55mmであった。また、第三前
臼歯では約75gの矯正力が負荷されており、GFRPワイヤーでは0.92mm、NiTiワイヤーでは0.91mmであった。負荷
される矯正力、移動量ともに両者の値に有意差は認められなかった（P≧0.05）。重ね合わせにより、移動方向は両者
とも頬側傾斜を認めた。以上のことから、試作のGFRPワイヤーはNi-Tiワイヤーと近似した三次元的な歯の移動が
可能であると考えられる。【結論】試作GFRPワイヤーは、超弾性を有したメタルフリータイプの審美矯正用ワイヤー
としての臨床応用が可能であることが示唆された。
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学展 -143 歯科矯正用骨膜下デバイスの形状および新生骨形態が骨接合強度に及ぼす影響
の有限要素解析
Finite element analysis of bone bonding strength for the orthodontic subperiosteal devices

小笠原 毅1、上園 将慶1,4、高久田 和夫2、菊池 正紀3、平塚 泰三1,2、鈴木 聖一1、森山 啓司1

OGASAWARA T.1, UEZONO M.1,4, TAKAKUDA K.2, KIKUCHI M.3, HIRATSUKA T.1,2, SUZUKI S.1, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、2東京医科歯科大学生体材料工学研究所バイオデザイン分野、
3物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点ナノライフ分野、4日本学術振興会特別研究員 PD

【目的】安全かつ有効性の高い歯科矯正用骨膜下アンカレッジデバイスの実現を目指し、我々はハイドロキシアパタイトコ
ラーゲンナノ複合体コーティングを行ったチタンロッドを骨の表面に短期間で接合させる方法を開発した。今後の臨床応用
を目指し、第73回大会では有限要素法（FEM）を用いて円形断面のチタンロッドと骨の接合状態ついて応力解析を行ったが、
チタンロッドの断面形状の差異が骨接合強度に及ぼす影響に関しては未だ十分な検討がなされていなかった。そこで今回
我々は、FEMによる応力解析を行い、チタンロッドの断面形状の差異およびチタンロッド周囲の新生骨高さが、骨接合強
度に及ぼす影響について検討したので報告する。【試料および方法】有限要素解析ソフトウェア（Femap with NX Nastran）
を用い、チタンロッド、新生骨、頭蓋骨からなる解析モデルを作製した。チタンロッドの断面形状は高さ0.5mm、幅1.0mm
で統一した半円形（Semicircle; Sc群）、楕円形（Ellipse; El群）および長方形（Rectangle; Rc群）とし、新生骨、頭蓋骨の形態
は円形断面の解析モデルを基に作製した。拘束条件として頭蓋骨底面を固定し、荷重条件としてチタンロッドの長軸に対し
垂直方向に破壊荷重を加えた。新生骨のvon Mises応力を算出し、断面形状ごとの比較を行った。次に各群の新生骨高さを
減少させ、新生骨の応力値の変化を観察した。なお、骨接合強度に関しては、新生骨の応力値が低い程、高い値を示すもの
と仮定した。【結果および考察】新生骨高さが等しい条件下では、骨接合強度はRc群で最も高く、次いでSc群、El群の順であっ
た。また新生骨高さの減少に伴い、El群では骨接合強度も共に減少したが、Sc群およびRc群では骨接合強度に顕著な減少
はみられなかった。【結論】FEMによる応力解析において、半円形、楕円形、長方形の断面形状のうち、長方形断面は新生
骨高さに影響されず、最も高い骨接合強度が得られることが示された。

学展 -144 白色コーティング処理を用いた審美性の高い金属矯正材料の開発
Development of high correction material of aesthetics with a white coating processing

薄井 崇、岩田 敏男、三宅 真次郎、大塚 剛郎、小泉 創、白川 敦万、河田 俊嗣
USUI T., IWATA T., MIYAKE S., OTSUKA T., KOIZUMI S., SHIRAKAWA N., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医学講座歯科矯正学

【目的】近年、矯正歯科臨床において審美的材料が使われる機会が増加してきた。特にアーチワイヤーは、樹脂やレジ
ンコーティングを施したワイヤーが多く使用され始めた。本研究では超薄被膜の銀めっき法を用いた白色ステンレス
スチールワイヤーを開発し、市販されている他社のワイヤーとの測色値を客観的に評価・検討を行った。また、銀めっ
きのワイヤーを口腔内に装着し、耐久性試験を行った。【試料および方法】我々が開発した銀めっきのワイヤーと他社
のメーカーの審美的アーチワイヤーとを測色器（松風社、京都、日本Shade Eye NCC）を用いて測色を行った。歯冠
色の基準を設定するためVITAシェードA1（VA1）を基準の色として設定した。色パラメータはL*a*b*表色空間系を
用いた。VA1とそれぞれのワイヤーの色差（ΔE*ab）は色差式で算出した。口腔内装着試験では被験者1人の上下左右
の小臼歯部に金属ブラケットをボンディングし、セクショナルにワイヤーを装着した。ワイヤーの装着期間は1か月
とした。【結果および考察】各ワイヤーとVA1の色差値ΔE*abで比較すると、色差値が最も低いのは銀めっきの2.32で
あった。口腔内装着試験では2週間目でワイヤーのスロット部分の黒色への変色が認められた。次いで、変色部分の
ＣＶ測定で解析を行い、銀の硫化が原因であった。硫化防止のために、銀の含有量を低下させためっきのワイヤーを
追加作製し、再度口腔内装着試験を行ったが1か月で硫化が認められた。銀めっきのワイヤーは、他の市販されてい
る白色コーティングワイヤーよりも天然歯に近似した色であることが示されたが、口腔内で1か月以上の期間で硫化
を防ぐことはできなかった。【結論】銀めっきは歯科矯正ワイヤーの審美的な色調再現を得やすいが、硫化による変色
のため銀以外の材料で審美ワイヤーの開発をしなければならないことが示唆された。
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学展 -145 PEEK チューブを用いた審美的矯正ワイヤーの開発
Development of aesthetic orthodontic archwire with PEEK tube

白川 敦万、岩田 敏男、三宅 真次郎、大塚 剛郎、小泉 創、薄井 崇、河田 俊嗣
SHIRAKAWA N., IWATA T., MIYAKE S., OTUKA T., KOIZUMI S., USUI T., KAWATA T.

神奈川歯科大学歯学部口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】近年、臨床歯科矯正におけるブラケットとアーチワイヤー間の摩擦力が歯の移動に及ぼす影響が多数報告され
ている。本研究は我々が設定した規格のPEEK（ポリエーテルエーテルケトン）樹脂を使用したチューブ（PEEKチュー
ブ）で矯正ワイヤーを薄くカバーし、ブラケットに装着した際の摩擦力の比較検討を行った。【資料および方法】使用
したブラケットはスロットサイズ0.022''のセラミックブラケット、アーチワイヤーは0.016''および0.018''のニッケルチ
タニウム（Ni-Ti）ワイヤー、0.016×0.022''のステンレススチール（SS）ワイヤー。PEEKチューブの規格は内径0.5mm、
外形0.6mm、厚さ0.05mmとした。実験方法としては正常咬合配列のタイポドント模型を使用した。結紮力の偏りを
避けるためエラスティック・モジュールにて結紮された。実験はそれぞれのワイヤーに対してPEEKチューブをカバー
した場合とカバーしなかった場合とで分け引張試験を行い、ワイヤーの滑り出し時摩擦力（最大静摩擦力）の測定を
行った。測定には引張試験荷重測定器（デジタルフォースゲージ IMADA社製 愛知）を使用した。ワイヤーの最大静
摩擦力測定は、各ワイヤー 3回行いその平均を測定値とした。【結果および考察】Ni-TiワイヤーにおいてはPEEKチュー
ブでカバーした方がわずかに摩擦力は高い値を示した。次いでSSワイヤーにおいてはPEEKチューブでカバーした
方が著しく低い摩擦力の値を示した（p<0.01）。これらの結果から、PEEKチューブを用いることでSSワイヤーとブラ
ケット間における摩擦は大幅に軽減可能であることが確認された。すなわち、ブラケットとワイヤーとの摩擦による
歯の移動をより効率的に行えることが示唆された。【結論】PEEKチューブでワイヤーをカバーすることで特にSSワイ
ヤーの場合、ブラケットとワイヤー間の摩擦力を大幅に軽減可能であることが確認された。

学展 -146 蛍光性セラミックスナノ粒子の細胞への適合性の評価
Cytocompatibility of photoluminescence ceramic nanoparticles 

木山 望1、阿部 薫明2、山方 秀一1、吉田 靖弘2、飯田 順一郎1

KIYAMA N.1, ABE S.2, YAMAGATA S.1, YOSHIDA Y.2, IIDA J.1

1北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室、2北海道大学大学院口腔健康科学講座生体材料工学教室

【目的】歯科診療時には切削粉が治療環境へと飛散し、術者・患者は日常的にナノ粒子に曝される。我々は、ボンディ
ング材の適確な除去を目的として蛍光性セラミックスナノ粒子を配合したボンディング材について検討している。本
研究では、ユーロピウム（Eu）含有セラミックスナノ粒子を肺上皮由来細胞（A549）へと曝露し、粒子の細胞への取り
込みの有無や細胞活性や増殖率への影響を評価した。【試料および方法】37℃、5％ CO2環境下でDMEMを用いて細
胞を培養し、Eu含有TiO2、SiO2、Y2O3ナノ粒子（以下、TiO2:Eu3+、SiO2:Eu3+、Y2O3:Eu3+）を曝露した。細胞への影響
を調べるため、上記の蛍光性ナノ粒子、およびCuOナノ粒子曝露下の細胞の形態をSEMで観察した。また、様々な
粒子濃度（0.1、1、10、20、30 ppm）や曝露時間（24、48、72ｈ）で培養した細胞の活性および増殖率を測定した。さら
に、当該粒子の細胞内への取り込みを確認するため共焦点レーザー顕微鏡（CFLS）観察を行った。【結果】TiO2:Eu3+、
SiO2:Eu3+、Y2O3:Eu 3+ナノ粒子を曝露した場合、粒子濃度・曝露時間の増加による細胞活性・増殖率の有意な低下は
見られなかった。一方、CuOナノ粒子を曝露した場合、濃度・曝露時間の増加に伴う、細胞の活性および増殖率の著
しい低下が見られた。CFLS観察の結果からは、Eu含有粒子の細胞内への取り込みが確認された。【考察】曝露された
蛍光性ナノ粒子の一部は細胞内部で観察され、ナノ粒子の細胞への取り込みが確認された。一方、ナノ粒子の濃度を
上昇させた場合でも活性や増殖率の顕著な低下は見られず、これらの粒子のA549に対する細胞刺激性が低いことが
示された。【結論】以上より、蛍光性セラミックスナノ粒子は歯科領域や医療工学への応用の際にも低刺激性を示す事
が示唆された。



第75回日本矯正歯科学会大会         

212

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -147 ステンレス基板上に形成した TiO2コーティング層の改良ゾルゲル法による結
晶相制御
Crystal phase control of TiO2 coated on stainless steel substrate via modified sol-gel method

粟田 麻祐子1、岡田 正弘2、南部 隆之3、松本 尚之1

AWATA M.1, OKADA M.2, NAMBU T.3, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野、3大阪歯科大学細菌学講座

【目的】我々は、矯正歯科治療中の口腔内環境を改善することを目標とし、光触媒抗菌性を組み込んだ矯正歯科用ブラケット
の開発を目指している。本研究では、ルチル型TiO2粒子を混合したゾル-ゲル法を行うことで、ステンレスSUS316L表面
に形成されるTiO2の結晶相の制御を試み、さらにその光触媒活性について検討を行った。また、コーティング回数による
光触媒作用の比較も行った。【試料および方法】ルチル型あるいはアナターゼ型TiO2粒子は市販のものを分級し、チタンゾ
ル液に分散させて使用した。同分散液をディスク状のステンレスSUS316L基材に塗布し、乾燥後、600℃にて30分間熱処理
することでTiO2コーティング層を形成した。コーティング層の結晶構造はX線回折法（XRD）を用いて評価し、深さ方向の
元素分布はX線光電子分光分析法（XPS）を用いて評価した。光触媒活性はメチレンブルー水溶液の退色速度から評価した。

【結果および考察】ルチル型TiO2粒子を添加したTiO2前駆体ゾル液を用いた結果、二相性TiO2コーティング層を得ることが
できた。この際、仕込みのルチル型TiO2粒子の割合から計算したルチル/アナターゼ比に比較して、実際に得られた同比は
大きくなることが明らかとなった。また、前駆体ゾル液に加える粒子としてアナターゼ粒子を用いた場合、アナターゼ単相
のコーティング層が得られたことから、前駆体ゾルに添加するルチル型TiO2粒子/アナターゼ型TiO2粒子の混合比を変化
させることで、最終的に得られるコーティング層の組成を簡便に制御できることが示唆された。コーティング回数の比較で
は、コーティング3回のものが最も分解速度が早くなった。【結論】前駆体ゾル液にルチル型TiO2粒子を添加してゾルゲル法
を行うことで、最終的に得られる二相性TiO2コーティング層の組成を簡便に制御できることを示した。また、コーティン
グ回数の増加は高い光触媒活性の発現に有効であることを明らかにした。

学展 -148 レジン系コーティング材料の耐摩耗性とエナメル質脱灰抑制作用
Wear characteristics and inhibition of enamel demineralization of resin-based coating materials

川村 尚彦1、飯嶋 雅弘1、河口 馨太朗1、伊藤 修一2、六車 武史1、斎藤 隆史2、溝口 到1

KAWAMURA N.1, IIJIMA M.1, KAWAGUCHI K.1, ITO S.2, MUGURUMA T.1, SAITO T.2, MIZOGUCHI I.1

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野、2北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野

【目的】レジン系コーティング材料の利用により、矯正治療中のエナメル質脱灰を抑制できる可能性があるが、長期的
な効果を期待するためには、塗布を繰り返す必要がある。本研究ではコーティング材料の耐摩耗性とう蝕抑制能につ
いて、材料科学的な手法を用いて調べた。【試料および方法】試験には、7種類の市販コーティング材料を用いた。こ
のうち6種類はフィラーを含有し、4種類はフッ素等のイオン徐放機能を有するものであった。各材料の摩耗特性は、
ナノインデンテーション試験（ENT-1100A、エリオニクス）、機械的摩耗試験および走査型電子顕微鏡観察（JMS-6610、
JEOL）により調べた。脱灰抑制能の評価については、各材料を塗布したヒト抜去歯エナメル質を脱灰液と再石灰化液
中にサイクル浸漬後、ナノインデンテーション試験によりコーティングが施された辺縁から2.5μm間隔でエナメル質
の機械的特性を分析した。検定には、一元分散分析とTukey検定（P<0.05）を用いた。本研究は、北海道医療大学倫
理審査委員会の承認を得ている。【結果および考察】フィラー含有コーティング材料は、有意に高い硬さ値、高い弾性
係数および低い摩耗率を示した。摩耗試験後のSEM像では、異なるサイズ、形状および量のフィラーが観察された。
その形態や量にかかわらず、フィラーの添加が材料の耐摩耗性向上に有効であることが考えられた。イオン除放機能
を有する2種類の材料では、他の材料と比較して、コーティング辺縁から300μm未満の領域のエナメル質について、
より高い硬さ値と弾性係数を示した。これは、含有フィラーに起因する溶出イオンが周囲のpH低下を抑制し、エナ
メル質の脱灰が抑制されたためと考えられた。【結論】イオン徐放機能を有するフィラーを配合することは、レジン系
コーティング材料の耐摩耗性とエナメル質脱灰抑制作用を向上させる。
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学展 -149 セファロ専用手指固定用エックス線撮影補助具の開発と応用について
Development and application of the finger fixation device for hand-wrist radiography using 
cephalo radiographic apparatus

高宮 留美子1、山地 加奈1、上里 聡1、小川 尊明2

TAKAMIYA R.1, YAMAJI K.1, KOZATO S.1, OGAWA T.2

1医療法人社団ゆずか こうざと矯正歯科クリニック（ 香川 ）、2香川大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】混合歯列期の矯正歯科治療において、骨の成長予測を行うことは非常に重要であり、従来から成長発育と最
も関連性が高い手根骨をセファロX線撮影装置にて撮影し、成熟度を評価している。しかし、患者が単独で密室の
撮影室にて、同一姿勢を保持するのは難しい。また、X線センサーの構造上、撮影時間が長いセファロX線撮影装置
も多く、再撮影を避け鮮明な画像を得るためには、手指の固定が非常に重要である。われわれは、藤田保健衛生大学
病院放射線科と株式会社アーク（大阪府大阪市、以下アーク社）により開発された小児手指固定用X線撮影補助具を
応用し、セファロ専用手指固定用X線撮影補助具を新規に作製、導入した。今回その利点や使用方法について報告
する。【試料および方法】X線撮影補助具はアーク社にて作製し、撮影はVeraviewepocs（モリタ）を、X線センサーは
NAOMI-DPX（アールエフ）を用いた。X線撮影補助具の構造は、ラミネート材で袋を作り、手を広げた状態でX線透
過性に優れたCFRP板に固定し、専用ポンプで20~30mmHgにて袋を膨らまして手指を固定し、アタッチメントにて
X線撮影補助具をX線センサーに固定できるように作製した。【結果および考察】X線撮影補助具導入後、再撮影とな
る症例は認めなかった。また、撮影に要する時間が短縮されることで、被ばく量の軽減のみならず、診療時間の短縮や、
ストレス軽減にもつながった。なお、手指の疼痛や神経症状等の副作用は認めなかった。さらに、手根骨X線写真に
規格性を得ることができたため、今後経年的な重ね合わせが可能になると考えた。また、センサー表面に皮膚面を接
触させる必要がなくなったため、汗などの体液の付着を防ぎ、センサーの劣化予防につながると考えた。【結論】セファ
ロ専用手指固定用X線撮影補助具は、手根骨X線写真を撮影する上で非常に有用である。

学展 -150 多孔性シリカ添加グラスアイオノマーセメントのイオン放出能の検討
Evaluation of ion release ability of glass ionomer cement containing nanoporous silica particles

中西 康1、坂東 洋祐1、阿部 薫明2、山方 秀一1、吉田 靖弘2、飯田 順一郎1

NAKANISHI K.1, BANDO Y.1, ABE S.2, YAMAGATA S.1, YOSHIDA Y.2, IIDA J.1

1北海道大学大学院歯学研究科歯学部口腔機能学講座歯科矯正学教室、2北海道大学院歯学研究科口腔健康科学講座生体材料工学教室

【目的】グラスアイオノマーセメント（GIC）はフッ素徐放能をもつ。我々は更なる他イオンの放出能を持つ多機能性
GICを開発するために、イオンを担持させた多孔性材料の添加に着目した。本研究では多孔性シリカ（NPS）の生成か
ら、NPS添加GICへの電荷の異なる色素イオンの取り込みと放出量に関する知見を報告する。【試料および方法】蒸留
水に界面活性剤を添加して80℃で30分撹拌後、テトラエトキシシランを添加し、さらに2時間撹拌した。懸濁液を濾過、
洗浄、乾燥して、得られた粉末を550℃で4時間焼成することでNPSを生成した。NPSの微細構造の観察には走査型
電子顕微鏡（SEM）を用いた。NPSを含むGICのイオン取り込み能、放出能を評価する試験片として5 wt％NPSで置
換したGIC粉末をメーカー指定の方法で混和し、φ10 mm×1.0 mm の円盤状に成型した。色素にはカチオン性のロー
ダミンB、アニオン性のフルオレセイン、中性のローズベンガル3種の有機色素を用いた。各色素の1 wt％水溶液の
中に24時間浸漬した後、37℃で蒸留水中に静置し、吸光光度計による、各色素の放出量を1日毎に測定した。なお、
1日ごとに蒸留水を交換した。さらに、NPSを含まないGIC試験片をコントロールとして用いた。【結果および考察】
SEM観察の結果より、得られたNPSは直径約0.3μmの球形であった。溶出挙動の経時観測より、どの色素において
もコントロールは3日目で放出しなくなったが、NPS添加GICはカチオン性分子で、1週間以上にわたる長期の放出
が見られた。アニオン性・中性分子では、放出期間はコントロールとほぼ同等であった。【結論】NPS添加GICは優れ
た陽イオンの取り込み、放出能をもつ事がわかった。
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学展 -151 バイオアクティブガラスを添加した4-META/MMA-TBB レジン接着材料の
エナメル質再石灰化能
Enamel remineralization ability of bioactive glass containing 4-META/MMA-TBB-based resin 
adhesive

河口 馨太朗、飯嶋 雅弘、川村 尚彦、六車 武史、溝口 到
KAWAGUCHI K., IIJIMA M., KAWAMURA N., MUGURUMA T., MIZOGUCHI I.

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

【目的】ブラケット周囲のエナメル質は脱灰しやすく、この領域の再石灰化促進が望まれる。本研究ではブラケット接着
用レジンにバイオアクティブガラスを配合した場合のエナメル質再石灰化促進効果を調べた。【試料および方法】バイオ
アクティブガラス（BG）とストロンチウム配合バイオアクティブガラス（SrBG）を10%含有する4-META/MMA-TBBポ
リマー粉末を試作し、モノマー液およびキャタリストと混和し円盤状試料を作製した。比較のために、フッ化物配合お
よび未配合ポリマーを用いた。ヒト抜去歯をエポキシ包埋後に頬側エナメル質表層を研磨し、35%リン酸でエッチング
処理を行い、人工唾液中にBGあるいはSrBG試料とともに3か月間浸漬した。同試料について、経時的なナノインデン
テーション試験を行い、エナメル質の機械的特性（硬さ、弾性係数）の変化を調べた（n=15）（ENT-1100a、Elionix）。浸
漬後の試料表面を走査電子顕微鏡（SEM）により観察した（JMS-6610LA、JEOL）。検定には、一元分散分析とTukey検
定（P<0.05）を用いた。本研究は、北海道医療大学歯学部・大学院歯学部歯学研究科倫理審査委員会の承認を得ている。

【結果および考察】BGとSrBGと共に浸漬したエナメル質試料は、他の円盤状試料と共に浸漬した試料と比較して有意な
機械的特性の回復を示した。浸漬後のSEM観察において、未添加の円盤状試料と共に浸漬したエナメル質試料は、多
孔質な表面性状を示した。一方、F、BGおよびSrBGと共に浸漬したエナメル質試料は、より平滑な表面性状を示した。
以上より、BGやSrBGから溶出する各種イオンが、脱灰エナメル質の再石灰化を促進したことが考えられる。【結論】
4-META/MMA-TBBレジン系接着材料へのBGやSrBGの配合は、エナメル質の再石灰化能を向上させる。

学展 -152 光重合型接着材で接着したセラミックブラケット撤去時における熱膨張マイク
ロカプセルと CO2レーザーの応用
Ceramic brackets debonding bonded by light-cured orthodontic adhesive containing 
microcapsules with CO2 laser

有馬 詩織1、納村 泰弘1,2、清水 典佳1,2

ARIMA S.1, NAMURA Y.1,2, SHIMIZU N.1,2

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

【目的】セラミックブラケットは審美性に優れるが、撤去する際強い荷重を歯やブラケットに加えるため、エナメル質の破損
や歯の疼痛を引き起こす。当講座では既存の4-META/MMA-TBBレジン接着材に熱膨張性マイクロカプセルを混入し、加
熱することでブラケットを弱い荷重で撤去する方法を報告してきた。近年、光重合型接着材が便利で広く使用されているた
め、これとマイクロカプセルを用い、CO2レーザーとの併用によるブラケット撤去効果について検討した。【試料および方法】
セラミックブラケット（Coby、Biodent）直下に熱電対を接触させた状態で、照射出力3W~7WでCO2レーザー（オペレー
ザーPRO、YOSHIDA） を3~6秒照射し、ブラケットベース温度を測定した。次にブラケットを光重合レジン接着材

（TransbondXT、3M Unitek）でヒト小臼歯頬側面に接着し、レーザー照射した後の歯髄腔内温度（室温23℃）を計測した。
また、37%リン酸エッチング処理を施したウシ下顎前歯歯冠にマイクロカプセル25wt%含有プライマーと光重合型接着材
を用いブラケットを接着し（実験群）、弱い撤去力とされている剪断力の報告を参考に、3kgまたは 4kgの荷重を加えたまま
レーザー照射し、脱落時間を測定して非含有プライマー群（対照群）と比較した。さらに、同様の条件で5秒間レーザー照射し、
5分後の剪断接着強さを、歯科材料万能試験機にて測定した。【結果および考察】照射出力7Wにて3kg、4kg荷重時における
脱落時間は実験群では対照群に対して、軽度に減少した。また、実験群では、レーザー照射前の剪断接着強さが11.7MPaで
あったが、レーザー照射後5分後においては4.3MPaと顕著に低下していた。また、5秒間のレーザー照射により、歯髄腔内
温度上昇は平均5.4℃だった。【結論】光重合型接着材においても、マイクロカプセルとCO2レーザーを適切な条件で併用す
ることでセラミックブラケットを効果的で安全に撤去できることが示された。
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学展 -153 都道府県別の矯正歯科標榜歯科診療所数と日本矯正歯科学会認定医数について
Distribution of advocated orthodontic offices and certified practitioners of the JOS

郡司掛 香織1、木尾 哲朗2、黒石 加代子1、森田 淳平1、川元 龍夫1

GUNJIGAKE K.1, KONOO T.2, KUROISHI K.1, MORITA J.1, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学総合診療学分野

【目的】米欧内科4学会が2002年に提唱した「新ミレニアムにおける医療プロフェッショナリズム: 医師憲章」では10の
責務のひとつとして医療へのアクセス向上の責務が唱えられている。しかし本邦における矯正歯科医療施設へのアク
セスの実態については不明な点が多い。そこで今回矯正歯科医療へのアクセスを明らかにするため、その基礎資料と
して矯正歯科医療提供体制の現状の把握を目的として調査研究を行ったので報告する。【資料および方法】各都道府県
と八地方区分（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州）による各地方の、平成27年国勢調査から得た人口、
平成26年医療施設調査から得た歯科診療所数と矯正歯科標榜歯科診療所数、および日本矯正歯科学会ウェブサイトよ
り得た認定医数を基に、歯科診療所数に対する矯正歯科標榜歯科診療所数の割合、人口10万人対矯正歯科標榜歯科診
療所数、人口10万人対認定医数、矯正歯科標榜歯科診療所100件あたりの認定医数を算出した。【結果】歯科診療所数
に対する矯正歯科標榜歯科診療所数の割合は、鹿児島県と関東地方が最も多く、山形県と北海道地方が最も少なかっ
た。人口10万人対矯正歯科標榜歯科診療所数は、東京都と関東地方が最も多く、山形県と東北地方が最も少なかった。
人口10万人対認定医数は、東京都と関東地方が最も多く、鳥取県と東北地方が最も少なかった。矯正歯科標榜歯科診
療所100件あたりの認定医数は、京都府と北海道地方が最も多く、山口県と九州地方が最も少なかった。【考察】都道
府県間比較で人口10万人対矯正歯科標榜歯科診療所数は最大3.5倍、人口10万人対認定医数は最大5.0倍の差があり、
著しい地域差が認められた。地方間では関東地方は矯正歯科医療へのアクセスが良好で、東北地方は良好ではない傾
向が認められた。【結論】これらの地域差は、患者に対して矯正歯科医療へのアクセスに影響をもたらしている可能性
を示唆する。

学展 -154 蓄積されたデジタル歯列モデルを用いた歯冠形態のクラスタリング
Cluster analysis of tooth shape using large number of digital dental models

中納 治久1、大竹 亮介2、梅川 克己2、槇 宏太郎1

NAKANO H.1, OHTAKE R.2, UMEKAWA K.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2デジタルプロセス株式会社デンタル事業室（ 神奈川 ）

【目的】昭和大学歯科病院では、2011年4月より全ての矯正歯科に来院する患者の平行模型を3Dスキャンし形状デー
タを集積している。その数は、2016年1月31日現在で4,947例である。一方、近年矯正歯科領域ではCAD/CAMで作
製した矯正装置による治療が実用化されている。CADデータを作成する為には、デジタル歯列模型から個々の歯を
分割する必要がある。しかし、デジタル歯列模型から歯を自動分割することは難しく、依然としてある程度の手作業
が必要となる。そこで本研究は、これらの莫大なデータを活用し、各患者の歯冠類似性から歯の自動分割法を考案す
ることを目的として、デジタル歯列模型の各歯冠形態を分析する新たな手法を開発し、患者間の歯冠類似度からクラ
スター分析を試みたので報告する。【資料および方法】100μmピッチでスキャンされたデジタル歯列モデルから、成人
患者のデータを無作為に500件抽出し、それらの3Dサーフェスメッシュデータから各歯種の歯冠を切り出した。各歯
種の歯冠の平均形状を表すデータを作成し、平均の形状からの差異を各歯冠のデータ毎に計算し、その差異を各歯冠
のデータ間で比較することで類似度を計算した。この類似度に基づき、Ward法により歯冠のデータの形態をクラス
タリングし樹形図を描いた。【結果および考察】上顎第1大臼歯のクラスタリング結果を観察すると、歯冠形態は、菱
形の歯冠が集まるクラスター、カラベリー結節を持つ歯冠が集まるクラスター、3咬頭の歯冠が集まるクラスター等
が観察された。大量のスキャンデータへ統計的な分析を行うことにより、恣意性の無い歯冠形態のクラスタリングが
可能であると示唆された。【結論】本法の学習を継続することで、歯冠のクラスタリング精度が向上され、デジタル歯
列模型から高精度に歯冠自動分割が可能になると考えられる。今後、精度検証を含めて臨床応用を目指したい。
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学展 -155 頭部 X 線規格画像の品質管理に用いる人工骨格頭部ファントムの改良
Improvement of an artificial skull phantom control of cephalography

四手井 宣昭1、村井 修磨2、村林 学2、北井 則行2、勝又 明敏3

SHITEI N.1, MURAI S.2, MURABAYASHI M.2, KITAI N.2, KATSUMATA A.3

1してい矯正歯科（ 大阪 ）、2朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野、
3朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

【目的】我々は、頭部X線規格撮影（セファログラム）の品質管理のため、生体の解剖構造とX線吸収を再現した人工骨格
を持つ頭部ファントムを開発し第70回大会で報告した。同ファントムのセファログラムには主要な解剖構造が描出され、
人工硬組織のCT値も生体組織に近似していた。しかし、解剖構造の再現を重視したため、画像の空間分解能、濃度階調、
拡大率の定量的な評価が難しかった。そこで今回我々は、ファントムを分解可能にし、画像の定量的な評価ができるよ
う改良した。【資料および方法】ファントムは、生体組織と同等のX線吸収を示すよう調節したアクリル樹脂（硬組織）と
シリコン（軟組織）製で、京都科学（株）の標準的成人頭部骨格の原型を用いて作成した。右側の下顎骨には、1mmあたり
5LP（ラインペア）まで空間分解能を評価可能なチャートが、左側の下顎骨には、画像の濃度階調を評価するためのCT値

（HU）を300、840、1380、1920、2460、3000 の6ステップに調節した骨密度評価用ブロック、および拡大率と画像の歪
みを検出するための金属製メッシュとワイヤーを埋め込んだ。側面X線撮影において左右の下顎骨や計測器の重複を避
けるため、下顎骨は正中から左右に分けて撮影できるようになっている。この改良型人工骨格頭部ファントムの側面セ
ファログラムを、イメージングプレート（IP）および半導体フラットパネル（FPD）検出器のデジタルX線システムで撮影
し、画像の評価を試みた。【結果および考察】ファントムの撮影により、画像の定量評価が可能な側面セファログラムが
得られた。空間分解能はIP、FPDともに3.0LP/mmで同等であった。濃度階調はIP画像をガンマ1とした場合、FPD画
像のガンマは1.01となった。左下顎角部における画像の拡大率はIP、FPD画像ともに1.11倍であった。【結論】頭部X線
規格画像の品質管理に利用可能な人工骨格による頭部ファントムを、画質が定量評価できる様に改良することができた。

学展 -156 東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程修了者の矯正歯科臨床に関する調査
A report on orthodontic treatment of orthodontists who have completed the postgraduate 
course

宮崎 晴代、茂木 悦子、末石 研二
MIYAZAKI H., MOTEGI E., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】1974年4月に発足した東京歯科大学歯科矯正学講座における3年間の卒後研修課程は、2014年に40周年を迎え
現在に至っている。本研究の目的は調査票を用いて卒後研修課程修了者の矯正歯科臨床との関わりを調べることであ
る。【資料および方法】調査対象者は2015年4月までに卒後研修課程を修了した1期から38期までの310名である。は
じめに各期の平均人数と男女数を調べた。次に36期までの留学生・逝去者などを除く264名に郵送による調査票調
査を行った。調査票は無記名で矯正歯科に返信されることで匿名化した。【結果および考察】各期の平均人数は8.2名

（3~12名）、男性57.4%、女性42.6%であった。女性は1~10期は23.3%、11~20期は30.7%、21~30期は52.6%、31~38
期は61.2%と経年的に増加していた。調査票回答者は176名、返信率は66.7%であった。認定医は82.4%が取得し性差
はなかったが、専門医の取得は17.9%で、男性の22.2%、女性の11.3%であった。現在の就業状況は専門開業が37.5%、
一般開業が14.8%、一般歯科医院勤務で矯正担当が12.5%、矯正専門医院勤務が11.9%であった。診療は矯正のみ行う
が82.4%、矯正が主だが一般診療も行うが5.1%、一般を主とし矯正も行うが9.7%、一般のみ行うが1.1%、診療しない
が1.7%であった。【結論】当研修課程修了者は女性人数の増加が著しかった。調査票回答者のうち、認定医取得率は
82.4%と高かったが専門医取得率は17.9%で、男性の方が専門医取得率が高かった。専門開業者においても専門医取
得率は26.2%にとどまっていた。本調査により当研修課程修了者の矯正歯科臨床との関わりが示され矯正歯科医育成
における実績が確認された。
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学展 -157 セラミック製ブラケットのデザインに関する研究
A study for the effective design of orthodontic ceramic brackets

西 恭一1、中嶋 昭2,3、野島 悠4、清水 典佳2,3、高橋 進5

NISHI Y.1, NAKAJIMA A.2,3, NOJIMA Y.4, SHIMIZU N.2,3, TAKAHASHI S.5

1日本大学生産工学部創生デザイン学科、2日本大学歯学部歯科矯正学講座、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門、
4日本大学大学院生産工学研究科機械工学専攻、5日本大学生産工学部機械工学科

【目的】セラミック製ブラケット（以下CB）は、ステンレス製ブラケット（以下SB）と比べ審美性に優れ、歯科矯正治療にお
いて近年CBを選択する患者が多い。同様の審美ブラケットでは、他に樹脂製ブラケットがあるが、矯正力の伝達につい
てSBおよびCBより弱く、治療中にウイング部が摩耗し再装着を余儀なくされるデメリットがある。一方、下顎前歯の
CBは、SBや樹脂製ブラケットより比較的幅が広く厚みもあるため、叢生症例では装着しにくく、さらに過蓋咬合の症例
では、上顎舌測歯面との接触があった場合、エナメル質を損傷する問題がある。そこで本研究では、下顎前歯のCBの各
部の強度を算出し形状をスリム化することが可能かどうかについて検討した。【試料および方法】方法として、SBおよび
既存のCB（T社製）の有限要素モデルを作製し、各種単一方向荷重ならびに複合荷重を付与した有限要素解析（FEA）を行
い、各部位の強度を明らかにする。さらに、SBの形状にCBの材料特性にて安全率を算出しオーバースペック部がある
かどうかについて明らかにし、治療に影響のない程度に形状を小型化できる箇所について検討した。【結果および考察】
FEAの結果、SBに2 [N] の負荷をかけた場合の最小安全率は68であり、既存のCBでは700であった。さらに、SBにCB
の材料定数を用いた場合では、最小安全率は70であった。このことから、既存のCBよりSBの形状までスリム化できる
こと明らかとなった。さらに、新形状のCBに対し、既存のCBで行った各種荷重でのFEAを実施した結果、強度にも問
題がないことが明らかとなった。【結論】過蓋咬合や叢生症例においてもCBを用いた治療範囲が拡大する形状であること
が示唆された。今後、さらなるCBのデザインの見直しを行い、実際の口腔内へ応用できるように検討を進める予定であ
るが、本研究結果から、強度も十分得られ、スリム化した下顎前歯のCBのデザインが可能であることが示唆された。

学展 -158 口蓋関心領域による歯の三次元移動評価
Three-dimensional analysis of tooth movements using the palatal reference area

小林 大1、不島 健持1、小林 優2

KOBAYASHI D.1, FUSHIMA K.1, KOBAYASHI M.2

1神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座歯科矯正学分野、2神奈川歯科大学顎顔面外科学講座

【目的】歯列模型を用いた個人識別を検討とした先行研究より、口蓋第三横口蓋ヒダとそれより後方の正中口蓋縫線側
方の水平領域（口蓋関心領域）が経年的に非常に安定しており、歯の修復や喪失等に影響されない安定領域として個人
識別に利用できる可能性を報告した。口蓋関心領域が矯正治療による歯の移動解析のため利用できると考えられるこ
とより、本研究では、症例を積み重ね経年的安定性を再検証すること、実際の矯正治療例へ応用し評価を試みること、
を目的とした。【資料および方法】歯列矯正治療を終了した患者15人（初診時平均年齢 30.3歳: 17歳2か月~47歳8か
月）の、初診時（T1）および五年以上経過した時点（T2）の治療終了後の歯列石膏模型を三次元スキャナーにより計測し、
歯列模型表面形状モデルを得た。治療後の歯列モデルより口蓋関心領域を抽出し、治療前の歯列モデルの対応領域と
ICP法 （Iterative Closest Point Alignment）により重ね合わせ、両者間の距離の平均と標準偏差を求め、個人におけ
る口蓋形態の経年的安定性を評価した。次いで、歯の三次元移動様相を検討した。治療前後の模型を口蓋関心領域に
より重ね合わせ後、治療前の対象歯の歯冠を抽出し治療後の同歯の歯冠にICP法を用い局所的位置合わせを行い、歯
の移動の変換行列を得た。【結果および考察】矯正治療前後の口蓋関心領域の差は、平均0.246mm（0.19mm~0.39mm）
で平均標準偏差は0.115mm（0.08mm~0.22mm）であった。口蓋関心領域を用い治療前後の模型を重ね合わせすること
で、歯冠部の計測点や歯軸の三次元的変化を適確に評価することができた。【結論】矯正力による歯周組織の生体力学
的応答を知るためには、歯の三次元的移動の計測が不可欠と考えられる。口蓋関心領域は経年的に非常に安定してお
り、歯の移動の評価に有用である。
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学展 -159 歯科矯正用アンカースクリューを用いた上顎臼歯の遠心移動と下顎骨の変化について
The change of mandibular related to upper molar distal movement with anchor screw

芝崎 龍典、吉岡 基子、浅見 勲
SHIBAZAKI T., YOSHIOKA M., ASAMI I.

浅見矯正歯科クリニック（ 愛知 ）

【目的】歯科矯正用アンカースクリュー（A.S.）を用いた矯正歯科治療において遠心移動や圧下の利点は大きいが、初診
時の習慣性顎位と下顎安静位の状態に差があると、治療後の顎位の予想と実際の結果が異なる場合もあり治療計画に
影響が及ぶ。そこで本調査では、歯科矯正用A.S.を用いて上顎大臼歯（U6）の遠心移動および圧下を行った10名の患
者の、初診時の下顎安静位と大臼歯移動後の下顎位の比較検討を行った。【資料および方法】当院で治療を行った患者
のうち、上顎両側口蓋部に歯科矯正用A.S.を埋入しマルチブラケット装置及びパラタルアーチを用いてU6の遠心移
動および圧下を行った患者10名に関して、U6移動前後で側面頭部X線規格写真を撮影しセファロ分析を行い、U6の
遠心移動および圧下と各項目（A to McNamara line、Pog to McNamara line、Occlusal pl. to SN、U1-APO、Facial 
axis、FMA）との間の相関関係について散布図から相関係数を算出し検討を行った。尚、U6移動前のセファロ分析
にはCO-CRコンバージョンを行ったものを用いた。【結果および考察】U6の遠心移動量とPogの前方変化量との間に
有意な正の相関（y=1.0x-0.6）が認められた。A点の前方変化量との間にも有意な正の相関が認められたが、他の項目
Occlusal pl. to SN、U1-APO、Facial axis、FMAの変化量に関して相関は認められなかった。また、U6の圧下量と
各項目との間には、上記すべての項目に関して相関は認められなかった。大臼歯の遠心移動は、わずか1mmでも顎
位の変化＝初診時の下顎安静位に誘導されていく可能性が高く、特に遠心移動を図ることは、最終的な顎位を決定す
るには不十分であっても、圧下よりも治療途中の安定を早期に獲得するのに有効であると考えられる。【結論】U6の
遠心移動を行うことにより下顎は安静位に誘導されていく可能性があり、遠心移動を効率よく行う手段として口蓋側
の歯科矯正用A.S.埋入は効果的であると考える。

学展 -160 下顎骨単独骨切り術と上下顎同時移動術を行った骨格性下顎前突症例の顎顔面
形態の比較
Comparison of maxillofacial morphology between mandibular prognathisms treated with one-
jaw surgery and two-jaw surgery

白井 愛実1、川合 暢彦2、BAYARSAIKHAN Od1、七條 なつ子2、森 博世2、泰江 章博2、堀内 信也2、
田中 栄二2

SHIRAI M.1, KAWAI N.2, BAYARSAIKHAN O.1, HICHIJO N.2, MORI H.2, YASUE A.2, HORIUCHI S.2, TANAKA E.2

1徳島大学大学院口腔科学教育部口腔科学専攻口腔顎顔面矯正学分野、2徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

【目的】近年、顎矯正手術を希望する顎変形症患者が増加する中、患者のニーズも多様化し、その患者のニーズに応えるべ
く、顎矯正手術の術式も多様化を強いられている。本研究では、下顎骨単独骨切り術あるいは上下顎同時移動術を施行した
骨格性下顎前突症の顎顔面形態の特徴を比較検討し、各術式の選択基準をレトロスペクティブに見いだすことを目的とする。

【資料および方法】2005年1月から2015年12月の10年間に当科にて顎変形症の診断のもと、外科的矯正治療を受けた骨格性
下顎前突症患者のうち、唇顎口蓋裂や症候群などの先天異常を除く、57名を研究対象とした。調査資料として術前に撮影し
た頭部エックス線規格写真を用いた。【結果および考察】57症例のうち、下顎骨単独骨切り術（以下one-jaw群）を行った症例
は44症例、上下顎同時移動術（以下two-jaw群）を行った症例は13症例であった。男女比は、one-jaw群が1:2.4で、two-jaw
群が1:2.3であった。two-jaw群13症例のうち7名が開咬を、5名が顎偏位をそれぞれ伴っていた。頭部エックス線規格写真
分析所見として、ANB角はone-jaw群とtwo-jaw群の間に有意差は認められなかった。一方、垂直的成分として、FMAは
one-jaw群（27.8±7.9°）と比較して、two-jaw群（33.9±5.2°）が有意に大きな値を示し（p<0.05）、Gonial angleにおいても、one-
jaw群（127.8±8.9°）と比較して、two-jaw群（136.5±8.2°）が有意に大きな値を示した（p<0.05）また、overbiteは、one-jaw群（1.2
±1.9 mm）に対し、two-jaw群（-0.6±2.9 mm）が有意に小さな値を示した（p<0.05）。以上の結果より、上下顎同時移動術は垂
直的不正が大きい症例において施行されていた。【結論】骨格性下顎前突症に対する顎矯正手術術式の選択においては、上下
顎骨の前後的な位置関係の不正よりも、垂直的な不正を指標とする傾向が示唆された。
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学展 -161 矯正患者にみられた永久歯の歯数異常に関する調査
Clinico-statistical investigation on abnormalities in the number of permanent teeth in 
orthodontic patients

中川 麻里、宮崎 孝明
NAKAGAWA M., MIYAZAKI T.

みやざき矯正歯科医院（ 群馬 ）

【目的】永久歯の歯数異常には歯数過剰や先天性欠如があり、どちらも不正咬合の原因となることが多い。今回、矯正
歯科専門医院である当院に最近3年間に受診した患者における永久歯の歯数異常について調査を行ったので報告する。

【資料および方法】対象は2013年4月から2016年3月までに、当院にて資料採得・登録された患者のうち歯数異常を起
こす可能性の高い先天性疾患を持つものを除いた5歳以上30歳未満の529名とした。調査にはパノラマＸ線写真、デ
ンタルＸ線写真、模型、問診票、紹介状などを用いた。なお、先天性欠如歯（以下、先欠歯とする）に第三大臼歯は含
めなかった。【結果および考察】過剰歯は29名にみられ、発現率は5.5％（男性8.4％、女性4.0％）であった。発現数では、
1歯が72.4％、2歯以上は27.6％であった。先欠歯は48名にみられ、発現率は9.1％（男性6.7％、女性10.3％）であった。
発現数では、1歯が47.9％、2歯は41.7％、3歯以上では10.4％であり、6歯以上の欠如は0.8％（男性1.7％、女性0.3％）
に認められた。発現状況を調査したところ、過剰歯の72.4％が上顎切歯部にみられ、次いで13.8％が上顎大臼歯部に
みられた。先欠歯では、下顎切歯部が32.0％と最も多く、下顎側方歯群が29.9％、上顎側方歯群が21.8％、上顎切歯
部では14.4％であった。歯数異常を認めた患者のうち、過剰歯では58.6％、先欠歯では60.4％が他歯科医院からの紹
介であり、かかりつけ医の指摘・提案が矯正治療を行う動機となったことが示唆された。【結論】過剰歯は、過去の一
般集団、小児患者を対象とした報告（発現率1.56~2.3％）よりも僅かに多い結果となった。先欠歯に関しては、過去の
報告と同様に約10％の発現率であった。歯数異常を認めた患者の約60％が他歯科医院からの紹介による患者であった。

学展 -162 総合大学新入生における矯正歯科治療経験者の矯正治療に対する認識度の検討
An evaluation of recognizability for orthodontic treatment in university freshmen who 
experienced orthodontic correction

佐藤 知弥子1、丹原 惇1、八巻 正樹1、渡辺 和子1、八木 稔2、齋藤 功1

SATO C.1, NIHARA J.1, YAMAKI M.1, WATANABE K.1, YAGI M.2, SAITO I.1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻摂食環境制御学講座歯科矯正学分野、
2新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野

【目的】矯正歯科治療（以下、矯正治療）経験の有無によって、外見に対する満足度や矯正治療に対する認識度に違いがあるか
どうか検討することを本研究の目的とした。【資料および方法】2014年度または2015年度の「新潟大学新入生口腔健康診断」
を受診した新入生3,515名を対象に、歯列や顔貌に対する満足度と、矯正装置の審美性、治療時の疼痛、治療期間あるいは
治療費用等、矯正治療に対する認識度について質問紙調査を行った。矯正治療の経験の有無については、歯科医師らが口
頭にて確認した。矯正治療経験の有無を目的変数、質問紙調査項目を説明変数とし、両者の関連性を統計学的に分析した。

【結果および考察】矯正治療経験者は626名（17.8％）であった。また、矯正治療経験者の男女比は1:1.6であり、男性と比較し
て女性の方が高い割合を示した。矯正治療経験の有無によって、外見に対する満足度や矯正治療に対する認識度に統計的な
有意性（Ｐ<0.05）を認めた項目は、歯列への満足度、治療時の疼痛、抜歯への抵抗、治療期間、治療費用であった。矯正治
療経験者は治療未経験者と比較して、歯列への満足度が高い傾向を示した。矯正治療に対する認識度については、矯正治療
経験者は治療未経験者と比較して、治療時の疼痛に対しての認識度が高く、抜歯に対する抵抗感が低い傾向を示した。また、
両者ともに約7割が治療期間、治療費用について「長い」「高い」と回答したが、「わからない」と回答した割合は、治療経験者
では少数であるのに対し、治療未経験者は約2割を占めていた。このことより、矯正治療に対する十分な情報が浸透してい
ない可能性も示唆された。【結論】矯正治療経験の有無により、外見に対する満足度や矯正治療に対する認識度に相違を認め
た。今後は矯正治療経験者の経年的なデータ変動や、治療開始時期や治療期間等、より詳細な情報について検討する必要が
ある。
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学展 -163 矯正歯科医による主観的な治療難易度分類についての検討―第１報模型計測と
の関連性―
Subjective classification of treatment difficulty by orthodontists Part1

干川 透子1、渡辺 壽子2、渡邉 清香3

HOSHIKAWA T.1, WATANABE H.2, WATANABE S.3

1千田歯科クリニック（ 岩手 ）、2セントラル歯科矯正歯科クリニック（ 長野 ）、3さんデンタルクリニック（ 福島 ）

【目的】患者の矯正治療難易度や必要性を知るために、PAR index、OGS、DIなどの評価方法が用いられるが、患者の歯列
模型やパノラマX線写真、専用のスケール等が必要となり、計測方法が煩雑なため、即日で評価することが困難である。し
かしながら、臨床の場面においては、矯正相談に来院した患者の口腔内所見のみでおおまかな治療方針や、期間についての
説明を求められることが多い。よって、矯正歯科医が歯列のみを見て主観的に判断した治療難易度分類が、実際の計測模型
の結果と比較してどの程度信頼性があるか検討した。【資料および方法】2013年9月~2015年12月の間に3軒の歯科医院に来
院した矯正治療未経験患者、男性4名女性26名計30名（25.9±8.2歳）の歯列模型を対象とした。9年以上の矯正歯科臨床経験
を有する歯科医師3名が、それぞれの歯列模型について治療難易度を主観的にA（易）~E（難）の5段階に分類（以下これを治
療難易度分類とする）し、すべての歯列模型についてPAR indexを計測した。【結果および考察】矯正歯科医の治療難易度分
類には、3名の間で有意な差は認められなかった。そこで、うち1名の治療難易度分類を無作為に抽出し検討に用いた。治
療難易度分類とPAR indexの計測値の間には、強い相関が認められた。PAR indexの計測における重み付けには、UKと
USの2種類があるが、対USでより強い相関が認められた。PAR indexにおいては、スコア18以上で［矯正治療の必要性有
り］の判断になるが、スコア18以上に対応する治療難易度分類はC以上であった。今回の調査においての評価は歯列のみの
判断であるため、上下顎前突の場合など顔貌に関する主訴がある場合は、難易度分類は必ずしもこれには当てはめられない。

【結論】一定の臨床経験を有する矯正歯科医間では、治療難易度分類に有意な差は無く、また、客観的な模型計測と比較して
も、その主観的な分類には信頼性があることが示された。

学展 -164 矯正歯科医による主観的な治療難易度分類についての検討－第2報 歯並びに
関する意識調査との関連性－
Subjective classification of treatment difficulty by orthodontists Part 2

渡辺 壽子1、干川 透子2、渡邉 清香3

WATANABE H.1, HOSHIKAWA T.2, WATANABE S.3

1セントラル歯科矯正歯科クリニック（ 長野 ）、2千田歯科クリニック（ 岩手 ）、3さんデンタルクリニック（ 福島 ）

【目的】日本において矯正治療は未だ身近に感じていない人も多く、矯正治療が必要でありながら自覚していない患者も
存在する。そこで、矯正治療を希望している患者としていない患者の間で、自身の歯並びに関する自己評価に差はある
のかを、矯正歯科医による主観的な治療難易度分類（その1参照）を用いて比較検討した。【資料および方法】2016年4月8
日~5月17日の間に2件の歯科医院に来院した、矯正治療を希望している患者（以下矯正患者）44名（男性8名女性36名計
44名29.4±9.0歳）及び、希望していない患者（以下一般患者）43名（男性11名女性32名計43名35.2±8.4歳）を対象に歯並び
に関するアンケートに回答してもらい、それを点数化した。同時に矯正歯科医2名が対象患者の歯列を見て、主観的に
A（易）~E（難）の5段階の治療難易度にすべての患者を分類した（以下これを治療難易度分類とする）。【結果および考察】
治療難易度分類においては、矯正患者が一般患者より有意に難易度が高かった。また、アンケートの点数においても、
矯正患者が有意に歯並びに関する自己評価が悪かった。矯正、一般両患者において性別による有意な差は認められなかっ
た。治療難易度分類D、Eの高難易度に分類された患者においては、矯正患者と比較して一般患者は有意に自己評価が
良く、自身の不正咬合を認識していない可能性が示唆された。前歯部crossbite、臼歯部crossbite、scissors-biteの存在で、
矯正歯科医による治療難易度分類は有意に高くなるが、患者の自己評価では、一般患者において前歯部crossbiteの存
在によってのみ有意に自己評価が悪くなり、その他では有意な差は認められなかった。【結論】矯正治療を希望していな
い患者の中には、重度の不正咬合を有していながらも、そのことを認識していない患者が存在することが分かった。歯
並びの悪さとしては、前歯部crossbiteの存在のみが自己認識しやすい要因であると考えられる。
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学展 -165 歯周病を伴う矯正治療患者に対する実態調査
A survey of the orthodontic patients with periodontal disease

鍛代 秀人、小幡 智子、有泉 大、末石 研二
KITAI S., OBATA T., ARIIZUMI D., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】近年少子高齢化が進行し、成人の歯科矯正治療が増加している。しかしながら、歯周病を有する患者の大学病
院矯正歯科への来院状況や治療内容の統計報告は少ない。本研究では矯正治療検査時における、歯周病有病者の割合、
性差、矯正治療計画の特徴を明らかにすることで矯正治療が歯および歯周組織に与える影響を評価し、少子高齢化社
会の中における歯科矯正治療の計画立案の一助とすることを目的とした。【資料および方法】対象は東京歯科大学千葉
病院矯正歯科を2005年1月~2014年12月に来院した当科初診の患者8930人の内、診断時に歯周病と診断がついた患
者175人を対象とした。調査項目は、診療録より歯周疾患の状態、矯正治療方針、またデンタルX線写真より歯槽骨
レベル、歯根吸収の程度について、治療前後の比較を行った。【結果および考察】歯周病患者の割合は2.9%でそのうち
男性20.8% 女性79.2%、年齢別では30代35.0%と一番多かった。また、来院動機としては矯正目的が82%と大半をし
めた。矯正治療に関しては、歯周病の有無で術式に差はなかった。歯根吸収は平均2.2mm±1.9mmで下顎前歯部での
吸収が多いが、矯正単独と外科矯正では大差はなかった。歯槽骨レベルでは平均0.7mm±1.1mmの低下であった。ブ
ラックトライアングルの発現に関しては38.9%の人に認められた。歯周病の進行は軽度であったが、これは他科との
連携による管理・治療を行えたこと、矯正治療期間を通して患者への口腔環境に対する意識づけが行えたためと考え
る。また、歯周病患者では歯槽骨低下による歯冠歯根比の変化で、矯正力を与えた際の歯根にかかる負担が多くなる
ことにより歯根の吸収が起きたと考える。【結論】歯周病を有する患者に関して、他科との連携をとり良好な口腔衛生
状態を保つことで矯正治療が行える事を確認した。また、歯根吸収の量が増加する傾向があるため、歯周病患者の矯
正治療の際には注意する必要があると言える。

学展 -166 唇側または舌側ブラケットを経験した患者に対するアンケート調査
Questionnaire study on experience of using labial or lingual brackets

平池 正人1、神原 学2、高柳 譲司3、山田 亨4

HIRAIKE M.1, KOHARA M.2, TAKAYANAGI J.3, YAMADA T.4

1わかば台デンタルクリニック（ 東京 ）、2神原矯正歯科（ 東京 ）、3表参道高柳矯正歯科（ 東京 ）、4アーチ矯正（ 東京 ）

【目的】唇側または舌側ブラケットによって、矯正治療期間中における感じ方の違いなどがあるか調べることを目的に
アンケート調査を行った。【資料および方法】対象は、動的治療が終了し、永久歯列で現存するすべての歯に唇側ブラ
ケットを装着した患者39名、舌側ブラケットを装着した患者18名とした。調査項目は装置を選んだ理由、最も違和
感や痛みを覚えた部位、日常生活でストレスを感じた時、装置に慣れた期間、もう一度治療する場合どの装置を選択
するか、等とした。【結果および考察】「装置を選んだ理由は何か」の問いでは、唇側では特に考えていないが最も多かっ
たが、舌側では見た目と答えたものが最も多く、審美的に舌側を選択する患者が多いと考えられた。「違和感もしく
は痛みを最も感じた部位はどこか」の問いでは、唇側では唇、頬がほぼ同じ割合で多く、舌側では舌が最も多かった
ことから、装着部位による違いと考えられた。「日常生活でストレスを感じたのはどのようなときか」の問いでは、唇側、
舌側ともに食事の時、人と話をする時が多く、「装置に慣れた期間は」の問いでは、唇側、舌側ともに1週間以内が最
も多かったことから、唇側、舌側どちらであっても日常生活における違いはほとんどなく、装置に対する慣れにも差
はないものと考えられた。「もう一度治療する場合、どの装置を選ぶか」の問いでは、唇側、舌側ともにほぼすべての
人がまた同じ装置を選択すると回答し、「矯正治療をしてよかったと思うか」の問いでは、唇側、舌側どちらもほぼす
べての人が良かったと回答したことから、装置に対する満足度にも差はないものと考えられた。【結論】唇側および舌
側ブラケットでは痛みの発現部位に違いは認めるものの、日常生活におけるストレスや選んだ装置に対しての満足度
に大きな違いはないことが示唆された。またこれらは矯正臨床における患者の装置選択の参考になるものと思われる。
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学展 -167 九州歯科大学附属病院矯正歯科外来における永久歯先天性欠如に関する検討
Survey of subjects with tooth genesis in orthodontics of Kyushu Dental University

森田 淳平、渡邊 司、郡司掛 香織、黒石 加代子、川元 龍夫
MORITA J., WATANABE T., GUNJIGAKE K., KUROISHI K., KAWAMOTO T.

九州歯科大学歯学部歯学科健康増進学講座顎口腔機能矯正学分野

【目的】永久歯の先天性欠如は、その発現部位や欠如歯数によって様々な不正咬合の要因となり、矯正歯科治療により
適切な口腔機能を獲得するうえで問題となる。先天性欠如の発現頻度は、多くの施設、診療科、地域から報告されて
いるが、対象集団の相違により差異があるとされる。今回、地域中核病院の矯正歯科を受診する患者集団の永久歯先
天性欠如に関する特徴を把握することを目的に統計的調査を行った。【資料および方法】資料は2011年から2015年の5
年間に九州歯科大学附属病院矯正歯科外来を受診し、資料採得を行った初診時年齢5歳以上の患者492名（男性156名、
女性336名、初診時年齢中央値16.8歳）から得られた、診療記録、パノラマX線写真、口腔内写真、顎態模型を用い、
第三大臼歯を除く永久歯先天性欠如を判定した。なお、唇顎口蓋裂患者は除外した。検討項目は、性別、初診時年齢、
歯種別欠如歯数、欠如歯数別発現頻度とした。統計学的解析は性別についてχ二乗検定、初診時年齢についてMann-
Whitney検定を用いた。【結果および考察】永久歯先天性欠如を発現した患者は57名（男性19名、女性38名）、11.6 %
であり、有意な性別差は認めず、矯正歯科からの過去の報告（9.0~10.2 %）と比較し若干頻度が高かった。永久歯先天
性欠如を発現した患者の初診時年齢（中央値14.3歳）は、該当しない患者の初診時年齢（中央値17.3歳）と比較し、有意
に低年齢であった（P=0.039）。歯種別欠如歯数は下顎第二小臼歯が30歯と最も多く、次いで下顎側切歯（28歯）、上顎
側切歯（17歯）、上顎第二小臼歯（13歯）の順であった。欠如歯数別発現頻度は1歯欠如が5.49 %、2歯欠如が4.67 %、3歯、
4歯、5歯、および6歯以上欠如はいずれも1%以下で、それぞれ0.2 %、0.2 %、0.6 %、0.4 %であった。【結論】地域中
核病院の矯正歯科において永久歯先天性欠如を発現する患者は比較的低年齢で受診することが分かった。

学展 -168 広島大学病院患者における矯正歯科治療に関する意識調査について
Awareness survery concering orthodontic treatment for the patients in Hiroshima University 
Hospital

高野 真実1、國松 亮2、木村 綾1、吉見 友希2、沖 奈苗2、郡司 秀美1、山田 桜1、光吉 智美2、
麻川 由起2、谷本 幸太郎2

TAKANO M.1, KUNIMATSU R.2, KIMURA A.1, YOSHIMI Y.2, OKI N.2, GUNJI H.1, YAMADA S.1, MITSUYOSHI T.2, 
ASAKAWA Y.2, TANIMOTO K.2

1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（ 歯科矯正学 ）、
2広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命学部門（ 歯科矯正学 ）

【目的】近年、患者意識の高まりにより、咬み合わせの不正や顎の変形などの改善を目的として、矯正歯科治療のニーズが高
まり、矯正患者は増加傾向にあると言われている。そこで本研究では広島大学病院矯正歯科を受診した患者を対象として矯
正歯科治療に関する意識調査を行うことを目的とした。【資料および方法】被験者は広島大学病院矯正歯科を受診した患者で
年齢 22.9歳 ± 4.9歳の89名（男性 20名女性 69名）とした。調査内容は、矯正歯科治療時の不満、矯正歯科治療時の疼痛、歯
科矯正用アンカースクリューを含む矯正装置の違和感についてアンケート調査を実施した。なお、本調査は、広島大学病院
疫学研究に関する規定を遵守した（広島大学疫学研究承認第1359号）。【結果および考察】多くの矯正患者は、矯正歯科治療
を通じて、自信の向上、笑顔の印象改善等を自覚していた。また、デンタルケアに対する意識の向上が認められた。また、
矯正歯科治療時に感じている不満として多く挙げられたのは歯の疼痛、治療期間、審美性、および口腔衛生であった。矯正
歯科治療時に生じる疼痛は調整3日以内が最も多いことが明らかとなった。歯科矯正用アンカースクリュー植立の際に生じ
る疼痛は、24時間以内までが最も多く、89%の患者が歯科矯正用アンカースクリュー植立後1週間以内に違和感が消失する
ことが明らかとなった。さらに、マルチブラケット装置装着後に生じた違和感については、82%の患者において1か月以内
に消失することが示唆された。【結論】本調査結果より、広島大学病院矯正歯科の患者における矯正歯科治療に関する意識や
不満が明らかとなった。本結果を参考にして、今後これらに配慮した治療法の確立が必要であると考えられた。



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

223

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -169 歯並びと矯正歯科治療に関する意識調査について
A wareness survery concering teeth alignment and orthodontic treatment

山田 桜1、國松 亮2、吉見 友希2、光吉 智美2、沖 奈苗2、郡司 秀美1、岡本 友希2、木村 綾1、
高野 真美1、谷本 幸太郎2

YAMADA S.1, KUNIMATSU R.2, YOSHIMI Y.2, MITSUYOSHI T.2, OKI N.2, GUNJI H.1, OKAMOTO Y.2, KIMURA A.1, 
TAKANO M.1, TANIMOTO K.2

1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（ 歯科矯正学 ）、
2広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命学部門（ 歯科矯正学 ）

【目的】近年、口腔への意識の高まりとともに口腔組織の機能を維持・改善することの重要性が示唆されている。歯や咬合
の状態と全身の健康が密接に関連していることは、専門家のみならず、国民の間でも広く認識されつつある。それに伴い、
歯並びや顎の変形などの改善を目的とした矯正歯科治療のニーズが高まり、矯正患者は増加傾向にあると言われている。
しかしながら、歯並びと矯正歯科治療に関する実態調査は、ほとんど報告されていない。そこで、本研究は、歯並び・矯
正歯科治療に関する意識の現状を把握することを目的とした。【資料および方法】被験者は、12歳から33歳までの医薬保
健学の学生を含む一般人 （平均年齢22.5歳） 332人とし、歯並び・矯正歯科治療に関するアンケート調査を実施した。なお、
本調査は、広島大学病院疫学研究に関する規定を遵守し行った （広島大学疫学研究承認第1359号）。【結果および考察】対
象者の52%が、自身のかみ合わせが悪いと自覚していた。また、対象者の約80%が、歯並びを改善させることにより、自
信が向上し、笑顔の印象が改善することに加えて、口腔内環境や身体全体の健康に影響を及ぼすことを認識していた。し
かしながら、矯正歯科治療の既往歴を有する者は31％であった。矯正歯科治療に対する懸念は、高額な治療費が54％と最
も多く、次いで治療期間の長さが46％、見た目が39％、歯の痛みが33％、特にないと答えたものは15％であった。【結論】
今回の調査で、歯並びと咬合を改善させることの重要性が広く認識されていることが明らかとなった。その一方で、矯正
歯科治療の未経験者が多数を占めた。その理由ともなる矯正歯科治療に対する懸念は、様々であることが明らかとなった。

学展 -170 顎矯正手術における術後の知覚障害に関する臨床統計的調査
Clinical survey of recovery from neurosensory disturbance following orthognathic surgery

土持 宇1、小林 さくら子1、片岡 彩乃1、早乙女 美緒1、佐藤 瑶子1、水谷 匡佑1、安藤 文人1、小森 成1、
柳下 秀郎2、藤城 建樹2、荘司 洋文2、五井 貴大3、今井 智明3、幸田 隆史4、新井 一仁4

TSUCHIMOCHI T.1, KOBAYASHI S.1, KATAOKA A.1, SAOTOME M.1, SATO Y.1, MIZUTANI K.1, ANDO F.1, KOMORI A.1, 
YAGISHITA H.2, FUJISHIRO T.2, SYOUJI H.2, GOI T.3, IMAI T.3, KOUDA T.4, ARAI K.4

1日本歯科大学附属病院矯正歯科、2日本歯科大学附属病院口腔外科、3日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科、
4日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】顎矯正手術において術後の知覚障害は頻度の高い偶発症であり、その有無は治療の満足度を左右する重要な要素であ
る。当院における知覚障害発症の頻度やその後の経過を明らかにするために、当院にて顎矯正手術を施行した症例につい
て検討した。【資料および方法】2013年1月から2015年12月までの3年間に、Le Fort I型骨切り術＋下顎枝矢状骨切り術（以
下、SSRO）あるいは、SSRO単独を施行した症例を対象とした。歯槽部骨切り術やオトガイ形成術を併用したものは除外し
た。当院では術後に知覚異常の訴えがある場合、SW知覚テスター等による判定を行い、入院中よりビタミンB12やステロ
イドの投薬、および近赤外線による理学療法を開始している。本研究では上記の通り治療を開始した症例を知覚障害症例と
し、その後の知覚障害に対する治療の期間について検討した。【結果および考察】3年間における対象症例は207例（男性72例、
女性135例）であり、術後の知覚障害が認められたのは82例であった。知覚障害に対する治療期間別に分類すると、3か月
未満が28例で、3か月以上6か月未満が15例であった。6か月以上治療を継続した症例は26例であり、転医等により転帰の
不明な患者は13例であった。6か月以上治療した26例中、Le Fort I型骨切り術＋SSRO症例は6例であり、SSRO単独症例
は20例であった。対象期間中に顔面神経麻痺を発症した症例はSSRO単独で1例が認められ、調査対象からは除外した。一
般的に知覚障害は術後6か月でほとんどが改善するとされているが、当院においては全対象症例の39.6％に知覚障害が認め
られ、全体の13.5％が3か月未満で知覚障害に対する治療を終了し、全体の12.6％が6か月以上の長期に渡って知覚障害に
対する治療を行っていた。【結論】当院における知覚障害発症の頻度は他施設と比較し同程度であったが、今後は多施設間評
価による詳細な検討が必要であると考える。
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学展 -171 新潟大学医歯学総合病院矯正歯科における過去10年間の新規登録患者の臨床
統計調査
Clinical survey of new patients in the past decade at orthodontic clinic Niigata University 
Hospital

眞舘 幸平、大澤 知朗、深町 直哉、水越 優、高橋 功次朗、丹原 惇、森田 修一、齋藤 功
MADACHI K., OOSAWA K., FUKAMACHI N., MIZUKOSHI M., TAKAHASHI K., NIHARA JUN J., MORITA S., SAITO I.

新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】近年、矯正歯科領域の保険適応範囲の拡大や歯科医療に対する社会ニーズの変化に伴い矯正歯科専門開業医が
増加したことにより、大学病院に来院する患者の症型も多様化していると考えられる。今回、近年における当科の患
者動向の実態把握を目的に臨床統計調査を行った。【資料および方法】対象は、2005年1月1日から2014 年12月31日
までの10年間に新潟大学医歯総合病院矯正歯科を初診し、新規患者登録を行った2829例とした。診療録をもとに性別、
受診時年齢、来院動機、紹介の有無、不正咬合の種類、顎変形症や先天異常の有無について調査した。【結果および考察】
対象症例のうち、男性が1094例、女性が1735例で、男女比は約2:3 で、これは男性よりも女性の方が矯正治療に対す
る関心度が高いことが反映されていると考えられた。初診時年齢は、10歳代が最も多く（38％）、次いで10歳未満（34％）、
20歳代（17％）と多かった。症例区分別では、一般矯正の症例が1854例と最も多く、次いで顎変形症が448例、口唇裂・
口蓋裂症例が362例、部分矯正症例が165例であった。紹介の有無に関しては、全体の60％の症例が紹介により当科
を初診しており、紹介元は院内からの紹介が917例、院外からの紹介が769例であった。これは、当院が特定機能病
院に指定されており、紹介にて初診する割合が高い傾向が反映されていると考えられた。紹介による初診の症例区分
別では、顎変形症は院外からの紹介が、口唇口蓋裂は院内からの紹介が多かった。【結論】今回、過去10年間に当科を
初診した新規登録患者の臨床統計調査を行った。その結果、一般矯正症例が最も多かったが、一方で集学的な治療が
必要な顎変形症や口唇裂・口蓋裂症例も多く、特定機能病院としての役割が反映されていると考えられた。

学展 -172 早期矯正治療と小児の睡眠呼吸障害 - 初診時 RDI（呼吸障害指数）の調査 -
Early orthodontic treatment & sleep-disordered breathing in children -The data of RDI at first 
visit-

鈴木 善雄1、細川 淳子1、鈴木 智子1、八木 朝子2

SUZUKI Y.1, HOSOKAWA J.1, SUZUKI T.1, YAGI T.2

1凌雲堂矯正歯科医院（ 静岡 ）、2太田睡眠科学センター（ 神奈川 ）

【目的】矯正治療の役割を口腔機能に主眼をおいて考えるのであれば、小児の治療はより早期にする方が好ましいと考
える。我々は、上下顎骨の骨格性不調和や習慣性口呼吸による舌位の変化（舌突出癖や低位舌）が上下顎歯列弓形態を
変え（狭窄歯列弓、叢生、開咬）、その結果口腔容積が減少し、咀嚼機能と嚥下機能が低下し（軟食化）、呼吸機能が低下
する（睡眠呼吸障害）、という仮説を基にいくつかの口腔機能の評価を行っている。本研究では、不正咬合と小児の睡
眠呼吸障害（SDB）の関係を明らかにする目的で、不正咬合を有する小児のSDBの有病率を調査した。【資料および方法】
不正咬合（上顎前突、下顎前突、叢生、開咬など）を主訴として当院に来院した 5歳~13歳で、患者と保護者の同意が
得られた220名のうち測定不良例6例を除く214名を対象とした。男児/女児：90/124名、平均年齢：8.6±1.4歳。対象全
例に保護者記入のアンケートと睡眠呼吸検査を行った。睡眠呼吸検査には簡易検査装置（Smart Watch PMP-300E）を
用い、保護者と被験者に機器の装着と操作方法を十分に説明した後、2日間終夜在宅睡眠検査を行った。なお検査デー
タは手動解析を行った。【結果】有病率は、RDI≧2を診断基準とした場合73.3%で、呼吸障害指数（RDI） の平均値は4.3
±3.5/h.であった。214名中、叢生は90名（42%）、開咬は73名（34%）であった。【考察】一般小児を対象とした調査によ
ると（北村ら、2011）有病率はRDI≧5の場合2.9％、平均RDIは1.4±1.3/h.であった。この報告と比べると本研究のRDI
≧5は29.0％であり、不正咬合を有する小児の有病率は非常に高いといえる。不正咬合は下顎骨の後退や上下顎歯列弓
の狭窄の他、口蓋扁桃肥大、習慣性口呼吸などに起因している事も多く、気道が減少しSDBを引き起こし易いと考え
られる。【結論】不正咬合を有する小児の多くは、不正咬合の種類に関わりなく、SDBの可能性があることが分かった。
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学展 -173 早期矯正治療と小児の睡眠呼吸障害  - 早期治療前後の RDI（呼吸障害指数）
の変化 -
Early orthodontic treatment & sleep-disordered breathing in children-The difference of RDI by 
early orthodontic treatment-

鈴木 善雄1、細川 淳子1、鈴木 智子1、八木 朝子2

SUZUKI Y.1, HOSOKAWA J.1, SUZUKI T.1, YAGI T.2

1凌雲堂矯正歯科医院（ 静岡 ）、2太田睡眠科学センター（ 神奈川 ）

【目的】早期矯正治療が子供の口腔機能にどのような影響を与えるかを評価することは重要である。本研究では、呼吸機
能という大きなカテゴリーのうちの1つである睡眠呼吸障害（SDB）を調査することで、小児SDB改善における早期治療
の意義を明らかにしたいと考えている。そのため早期治療前後の呼吸障害指数（RDI）を比較して、その効果を検討した。

【資料および方法】不正咬合を主訴として当院に来院し、初診時の睡眠呼吸検査結果がRDI≧2で、患者と保護者の同意が得
られ、治療後に2日間終夜在宅睡眠検査を行った60名を対象とした。男児/女児: 26/34名、年齢: 7~14歳（平均年齢: 10.6±1.7
歳）。なお2回目以降の検査は、早期治療による骨格や歯列の変化が確認できた時点（1~3年後）に行っており、便宜上治療後
と記す。早期治療は、診断により装置や治療法が個々の患者によって異なる個別化した治療を行った。全症例、既製の装置
やRME（上顎急速拡大装置）の使用はなく、筋機能訓練は行っていない。【結果】初診時RDI≧10群17人の平均RDIは12.8/
h.で、治療後4.2/h.に、10>RDI≧5群24人の平均RDIは7.1/h.で、治療後2.8/h.に、5>RDI≧2群19人の平均RDIは3.6/h.で、
治療後2.1/h.になった。全体では初診時RDIの平均は7.6±3.9/h.から治療後2.9±2.5/h.に変化した。【考察】本研究の結果から、
全ての群においてRDIが減少したことが分かった。特にRDIの大きな群では減少が顕著であった。小児のSDBにおいて早
期治療の有用性は高いと考えられる。成長期である子供の間にSDBを改善することができれば、子供の健やかな成長・発
達が促されると共に将来のSDBを予防することが期待できる。【結論】小児SDBにおいて早期治療を行った93.3%の症例で
RDIが改善した。不正咬合の種類に関わりなく個別化した早期治療を行うことで、小児SDBが改善される可能性があるこ
とが示唆された。早期治療の有益性を再認識する必要があると考える。

学展 -174 大分岡病院における顎矯正手術症例の検討
Study of orthognathic surgery cases in Oita Oka Hospital

小椋 幹記、松本 有史、古川 雅英
OGURA M., MATSUMOTO Y., FURUKAWA M.

社会医療法人敬和会大分岡病院口腔顎顔面外科・矯正歯科

【目的】顎矯正手術では、忙しい日常生活を送っている患者の要求と矯正歯科医の治療目標に合致する成果を挙げ、短
期間で後遺症もなく治療を終えることが大切である。当科では、口腔外科、形成外科、矯正歯科が連携して顎矯正手
術症例の治療に取り組んでいる。開設後10年間における顎矯正手術症例について検討した。【資料および方法】当科開
設した2005年から2015年までの11年間に顎矯正手術を行った症例529例を対象に、その型別症例数、年別症例数の
推移を集計した。さらに、その中で下顎枝矢状分割法のみを施行した393例について、その手術方法、手術時間、出
血量、入院期間を集計した。【結果および考察】全症例の型別症例数では、下顎前突が最も多く374例であった。年別
症例数の推移では、2005年の19例から10年後の2015年の68例と右肩上がりに増加していた。下顎枝矢状分割法症例
を見ると、手術方法と術後管理では、1）固定方法として、4穴ミニプレートを左右各一枚使用した。2）術後のワイヤー
を用いた顎間固定は行わなかった。3）手術翌日よりトレーニングエラスティックスを使用した。4）手術翌日の昼から
経口摂取可能であった。などの特徴があった。手術時間は年々短くなる傾向で、2005年（9例）の平均94分（SD 24分）
から2015年（54例）の平均49分（SD 7分）に短くなっていた。出血量は経年的に減少傾向で、2005年の平均138ml（SD 
75ml）から2015年の平均44ml（SD 30ml）に減少していた。出血量減少の要因として手術時間の短縮が考えられる。他
に、麻酔医の知識と技術が関与すると思われた。入院期間は9日間が最も多く、最短で3日間であった。これらの短
縮は、矯正歯科医を含むチームでの取り組みが重要で、外科的矯正治療を躊躇する症例の減少につながると考えられ
た。【結論】大分岡病院における顎矯正手術症例は開設から10年で増加し、その手術時出血量は減少し、手術時間は短
縮していた。
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学展 -175 新潟大学医歯学総合病院矯正歯科における歯数異常症例の統計調査
Clinical survey of patients with abnormality of the number of teeth at Niigata University 
Hospital

坂上 馨、高橋 功次郎、丹原 惇、大森 裕子、中田 樹里、新島 綾子、村上 智子、阿部 遼、網谷 季莉子、
市川 佳弥、栗原 加奈子、藤田 瑛、森田 修一、齋藤 功
SAKAUE K., TAKAHASHI K., NIHARA J., OMORI Y., NAKATA J., NIIJIMA A., MURAKAMI T., ABE R., AMITANI K., 
ICHIKAWA K., KURIHARA K., FUJITA A., MORITA S., SAITO I.

新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食環境制御学講座歯科矯正学分野

【目的】不正咬合の中でも先天性欠如歯や過剰歯を有する症例では、治療のオプションが複数あり、治療計画の立案に苦慮
することが多い。そこで今回、歯数異常の発現状況を調査し、以前の報告と比較検討することとした。【資料および方法】
対象は、2006年から2015年の10年間に当科にて新規登録を行った全患者のうち、顎変形症および口唇裂・口蓋裂症例を除
外した一般矯正患者1571名とした。これらの症例について、歯数異常の発現頻度、部位、性差、処置について調査を行っ
た。【結果および考察】先天性欠如歯は、195名に認められ、男女比はおよそ3:7で女性の割合が高かった。歯数別発現状況
は、1歯欠如90名（46.2％）、2歯欠如63名（32.3％）、6歯以上欠如19名（9.7％）の順で高い割合を示した。5歯以下欠如の割合
は、当科の過去の報告と同程度であったが、6歯以上欠如が増加していた。これは2012年4月の6歯以上の先天性部分（性）
無歯症に対する保険適用が影響していると推察された。また、部位別の先天性欠如歯に対する治療では、上顎前歯部では左
右対称に134排列をしている症例が最も多く、次いで片側134排列であった。下顎前歯部では3 incisorsによる排列が最も多
く、次いで2 incisorsであった。また、補綴処置により通常の排列としているものは約10％であった。一方、過剰歯は54名
に認められ、過去の報告とほぼ同じ割合を示した。男女比は3：2であった。また、歯数別発現状況は、1歯発現85.2％、2歯
発現14.8％となり、過去と比較し2歯発現の割合が高かった。過剰歯に対する処置は、抜去もしくは経過観察が大半を占め
た。【結論】歯数異常は10年間で矯正患者1571名中249名にみられ、発現頻度は15.8%で過去と比較し増加していた。そのう
ち先天性欠如歯の発現頻度は12.4%、過剰歯は3.4％であった。性差、発現部位については過去の報告と同等の結果であった
が、6歯以上の先天性部分（性）無歯症患者は増加していた。

学展 -176 矯正歯科治療前および治療済の患者における口腔関連 Quality of Life と各種
歯科矯正学的指標の関連性
Comparison of Oral Health-related Quality of Life with orthodontic indices in patients before/
after orthodontic treatment

加藤 ゆい1、川邉 紀章2、古森 紘基1、片岡 伴記2、藤澤 厚郎2、大野 彩3、窪木 拓男4、山城 隆5、
上岡 寛2

KATO Y.1, KAWANABE N.2, KOMORI H.1, KATAOKA T.2, FUJISAWA A.2, KIMURA-ONO A.3, KUBOKI T.4, YAMASHIRO T.5, 
KAMIOKA H.2

1岡山大学病院矯正歯科、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野、3岡山大学病院新医療研究開発センター、
4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、5大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

【目的】矯正歯科治療の目的の一つは、不正咬合を改善し患者の口腔関連Quality of Life（OHRQoL）の向上を目指すことであ
る。しかし不正咬合の評価等に使用される歯科矯正学的指標が患者のOHRQoLを反映しているのかは明らかでない。本研
究ではOHRQoLと関連が示唆される歯科矯正学的指標を明らかとすることを目的とした。【資料および方法】対象は、岡山
大学病院矯正歯科にてマルチブラケット治療前の患者110名（男性21名、女性89名、26.9±11.7歳）および治療済の患者110名（男
性26名、女性84名、25.1±7.8歳）とした。OHRQoLの評価には、Oral Health Impact Profile（OHIP）を用いた。不正咬合の
評価には、IOTN、PAR index、DI、OGSを用いた。また性別、年齢、世帯年収、DMF歯数、CPI、上下顎歯列正中の偏位
量、OJ、OB、Mp to SN plane angle、ANB angle、U1 to SN plane angle、L1 to Mp angleについて解析を行った。統計
解析はMann-WhitneyのU検定、Spearmanの順位相関係数を用いた単変量解析および重回帰分析を用いた。【結果および考察】
治療前群では単変量解析にて、OHIPの合計得点に対する年齢、DMF歯数、IOTN-DHC、IOTN-AC、PAR index、DIの有
意な相関係数を認めた（p<0.05）。治療前の患者において、OHRQoLとIOTN、PAR index、DIとの関連が示唆されたことは、
これらの指標を用いた治療の評価の妥当性を示すと考えられる。治療済群では、単変量解析にてOHIPの合計得点に対して
年齢が有意な相関係数を認めた（p<0.05）。またOHIPの合計得点を従属変数とした重回帰分析の結果、OJ、OBが有意な変
数として選択された（p<0.05）。治療済の患者ではOJ、OBがOHRQoLの向上に影響している可能性が考えられる。【結論】
矯正歯科治療前の患者では、年齢、DMF歯数およびIOTN、PAR index、DIで評価される不正咬合の程度がOHRQoLと関
連していることが示唆された。治療済の患者ではOJ、OBがOHRQoLの向上に影響している可能性が示された。
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学展 -177 口腔内カメラによるデジタル印象採得と Polyvinyl Silicon による印象採得の
比較に基づく来院患者の意識調査
Clinical survey on digital impression and Polyvinyl Silicon impression for orthodontics patient 
in our office

熊谷 友理子、檀 知里、山下 耀子、尾島 賢治
KUMAGAI Y., DAN C., YAMASHITA Y., OJIMA K.

医療法人スマイルイノベーション（ 東京 ）

【目的】従来、矯正治療装置作製のための印象採得は、アルジネート印象またはシリコン印象であった。近年、印象採得にも
Digital Technologyが反映され、口腔内カメラによるデジタル印象採得が臨床応用されるようになった。今回は、当オフィ
スで従来使用していたPolyvinyl silicon（PVS）印象と口腔内カメラによる印象採得（iTero®）の両方を経験したマウスピース
型矯正装置による治療を行った患者の意識調査とその治療結果への影響を検証することを目的とした。【資料および方法】
2014年7月以前に当オフィスにてマウスピース型矯正をPVS印象で開始した患者のうち、治療途中でiTeroにより印象採得
を行い治療を継続した患者241名を対象として、印象採得直後にアンケート調査を行った。調査項目は年齢、性別、iTero
による印象採得の実施時間、PVS印象と比較した快適度とした。【結果および考察】調査対象は241名でアンケートの解答率
は98％であった。平均年齢は32.4歳。男女比は1:9。実施時間はPVS印象に比較してiTeroによるデジタル印象の方が平均
で12分チェアタイムが短い結果になった。快適性はiTeroの方がPVSより75.2％の方が快適と回答、14.8%が変わらないと
回答した。デジタル印象の実施時間が12分以内になると、デジタル印象の方が快適との回答が増加するといった結果となっ
た。現在、iTeroによるデジタル印象は平均6分であるが、導入当時は平均15分であったため、快適度に有意差が出にくい
と考えられる。それでも、PVS印象では連続して開口を継続しなければならないこと、PVS印象終了時には口腔周囲の清
掃の負担があることを考えるとデジタル印象の患者への快適度は高いと考えられる。【結論】このアンケートはiTero®導入
時におけるものであるため大きな有意差（有意水準5%）は認められなかった。今後、iTeroによる印象技術向上に伴う新たな
比較について調査を重ねていく必要があると考える。

学展 -178 日本大学歯学部歯科病院歯科矯正科における最近5年間の初診患者の動向 - 来
院患者およびその分布について -
The trends of orthodontic patients in Nihon University Dental Hospital, for latest five years

小川 麻衣1、高橋 康代2、伏木 怜奈1、馬谷原 琴枝1,3、清水 典佳1,3

OGAWA M.1, TAKAHASHI Y.2, FUSHIKI R.1, MAYAHARA K.1,3, SHIMIZU N.1,3

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院歯学研究科歯学専攻、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

【目的】当病院における矯正歯科治療患者を対象とした実態調査を行い、実態を分析することで、当病院施設の改善や
地域歯科医療への貢献に向けた対応を模索することを目的とする。【資料および方法】当科の平成21年度から平成25
年度の5年間における初診患者2554名を調査対象とし、初診患者数、来院経路、男女比、年齢別分布、治療内容別
分布、骨格分類別分布および居住地域について調査を行った。（日本大学歯学部倫理委員会 許可番号：倫許2014-15）

【結果および考察】初診患者の年間平均来院数は511名で、当科の平成12~17年（前調査）の平均来院数と比較し顕著に
増加していた。また当科にて全顎矯正治療を開始した患者（以下登録患者）の総数は1148名（年間平均来院数230名）、
年間平均登録率は45.0％であり、初診患者における月別来院患者数は、3月、8月、7月、4月の順に多く、当科への来
院における紹介率は76.2％であった。登録患者における男女比は1:1.9、年齢別では男性患者では学童期と青年期に2
度のピークがあり、女性では全年齢層にわたり分布しており、女性はあらゆる世代においても矯正歯科治療に関心が
高いことが示唆された。また自費治療患者66.0％、保険診療患者34.0％であり、前調査と比較し保険診療患者の割合
は約1.5倍に増加していた。これは顎変形症患者の保険適応が広く認知されてきたことが一因と考えられた。保険診
療患者における骨格分類は3級が最も多くこれは前調査と同様であり、反対咬合は症状が明瞭であるため来院動機と
なりやすく、患者が咬合や顔貌改善を強く望むためと考えられた。【結論】当科では成人矯正歯科治療患者および顎変
形症患者の増加が認められ、包括的歯科治療の観点から補綴、歯周、口腔外科など各専門領域の術者と一層円滑な連
携をとる必要があることが示唆された。
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学展 -179 日本大学歯学部付属歯科病院における最近5年間の顎変形症患者の動向
The latest five years trends of patients with jaw deformity in Nihon University Dental Hospital 

豊嶋 恵1、小川 麻衣1、馬谷原 琴枝1,2、清水 典佳1,2

TOYOSHIMA M.1, OGAWA M.1, MAYAHARA K.1,2, SHIMIZU N.1,2

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

【目的】当科における矯正歯科治療患者を対象とした実態調査を行った結果、平成12年から平成17年（前調査）と比較
し顎変形症患者数が顕著に増加していた。そこで顎変形症患者の実態を詳細に検討し、今後の地域医療における医療
連携をさらに充実させることを目的とした。【資料および方法】平成21年度から平成25年度までの5年間に当病院を受
診し、顎変形症と診断された顎変形症登録患者363名を対象とし、登録患者数の年次推移、男女比、初診時年齢別分布、
来院経路、骨格分類別分布および外科手術術式分布について調査を行った。【結果および考察】5年間の顎変形症登録
患者総数は363名で、年間平均は72.6名であった。そのうち男性は143名（34.9%）、女性は220名（60.6%）で男女比は1:1.5
で女性が多く、前調査（1:2.4）と比較し男性の割合が増加していた。これは顎変形症に対する社会の認知の向上による
と考えられた。初診時年齢は9歳から57歳まで広範囲に分布しており、男女ともに40歳以降に受診する患者が存在し
た。来院経路について、当科初診率が14.3%、患者紹介率が85.7%であり、8割以上が何らかの紹介によるものであった。
紹介元は一般歯科からの紹介が約4割で最も多かった。また紹介患者の紹介先は、当科宛ての紹介が約8割で、口腔
外科宛ての紹介が約2割であった。これらのことより、本病院における顎変形症治療の認知度が高いことがうかがわ
れる。骨格分類は、3級が71.0%で最も多く、外科手術術式では、下顎単独手術が最も多いが、前調査と比較すると
上下顎同時移動術が顕著に増加していた。【結論】顎変形症患者の来院数は増加しており、紹介患者が8割を超えてい
ることから、地域歯科医療への貢献のため、各専門領域の術者との一層円滑な連携が必要であると示唆された。

学展 -180 口唇裂・口蓋裂を有する患者の１０年間の通院頻度パターンの解析 
Frequency of hospital visits in patients with cleft lip and/or palate

西村 佳世、谷川 千尋、社 浩太郎、山城 隆
NISHIMURA K., TANIKAWA C., YASHIRO K., YAMASHIRO T.

大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

【目的】口唇裂・口蓋裂を有する患者について矯正歯科への通院頻度の実態を知ること。【資料および方法】調査期間は
2001年1月1日から2014年12月31日までの14年間とした。同期間内であって、7歳以下で大阪大学歯学部附属病院矯
正科を初めて受診し、その後10年以上継続的に通院した口唇裂・口蓋裂を有する患者を調査の対象とした。当科所属
の歯科医師がデジタル入力した303365件のカルテデータを用いて、病名、患者の属性（性別、年齢）、診療日を抽出し
た。患者の各年齢における通院回数をベクトル要素として、10個の特徴変量を抽出した。特徴変量を組み合わせて得
られた特徴ベクトル群に対しクラスタリング技術を適用し、分類を行った。分類結果と裂形に関連があるか否かを検
討するためカイ二乗検定を行った。全ての解析はプログラミング言語Matlab （Mathworks社、米国）を用いて行った。

【結果および考察】対象となった患者は男性80名、女性64名であった。そのうち、片側性（UCLP）・両側性口唇口蓋裂
（BCLP）、口蓋裂（CP）、口唇裂（CL）を有する患者はそれぞれ63％、17％、17％、3％であった。通院頻度および時期
について数学的に最適化されたパターン（コード）の数は3つであり、年間平均通院回数はコード1から3までの順に
4.9回、7.0回、7.0回であった。コード1は9-10歳に、コード2は9歳および12歳に、コード3は9-11歳および16歳-18
歳に来院頻度のピークを認めた。それぞれのコードに分類された患者の割合は、コード1から3まで順に43%、39%、
17%であった。コードと裂形に有意な関連（P<0.0001）が認められたCPのうちコード1、2、3の占める割合はそれぞれ
54%、25%、21%、UCLPでは43%、46%、11%、BCLPでは 27%、40%、33%、CLでは 0%、75%、25%であった。【結論】
10年以上継続的に通院した口唇裂・口蓋裂を有する患者について、通院回数および時期の類似性に基づき、患者を数
学的に3つのパターンに分類した結果、裂形に特有な通院頻度パターンが存在することが示された。
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学展 -181 矯正治療患者の初診時口腔関連 Quality of Life（QOL）と不正咬合との関連
Relationship of oral health-related QOL and malocclusion in pretreatment orthodontic patients

高田 俊輔、石川 博之、山根 香、陶山 大輝、秦 省三郎、中島 一記、阿部 朗子、西村 紗和、玉置 幸雄
TAKATA S., ISHIKAWA H., YAMANE K., SUYAMA T., HATA S., NAKASHIMA K., ABE A., NISHIMURA S., TAMAOKI S.

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】口腔関連QOLとは機能面、心理社会面および疼痛と不快を柱とする口腔に関連したQOLである。矯正治療の
意義は患者のQOLの向上であるが、これまで口腔関連QOLと不正咬合との関連についての報告は少ない。そこで、
本研究は口腔関連QOLと不正咬合との関連を調査することを目的とした。【資料および方法】福岡歯科大学医科歯科総
合病院矯正歯科に来院した18歳以上の女性患者50名（24.3 ± 5.09歳）を対象とした。口腔関連QOLの調査にはGOHAI

（General Oral Health Index）を用いた。不正咬合の指標として、水平的被蓋（over jet; OJ; 3群に分類）、垂直的被蓋
（over bite; OB; 3群に分類）および叢生量を用いた。GOHAIの質問の総合得点および機能面、心理社会面、疼痛と不
快の3領域と不正咬合の指標として得られた数値を相関分析ならびに分散分析で評価した。【結果および考察】GOHAI
の総合得点および心理社会面、疼痛と不快の2領域の点数と不正咬合の各指標との相関は認めなかった。GOHAIの機
能面を評価する点数と、OBの値により分類した3群に有意な差を認めた（P<0.05）。OB<0群、4≦OB群では機能面
は点数が低く、0.5≦OB≦3.5群では高い点数を示した。OBは機能面（摂食、嚥下および発音）に直接的に影響をもた
らす可能性が考えられた。【結論】前歯部被蓋の状態はGOHAIの機能面に影響することが示唆された。

学展 -182 概形印象採得技術向上のための動画教材および客観的評価基準作成の試み
Trials of making teaching-videos and objective evaluation standards for improvement of 
impression technique

黒石 加代子、郡司掛 香織、森田 淳平、川元 龍夫
KUROISHI K., GUNJIGAKE K., MORITA J., KAWAMOTO T.

九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野

【目的】概形印象採得は、歯科の臨床現場において歯科医療従事者に求められる必須の技術である。しかし、現在の印
象採得の技術教育では指導医の技術を伝える有効手段がなく、学習者の努力と経験に頼る場合が多い。また、印象体
の的確さは指導医の指摘を仰ぐことが主で、学習者自らが判断することは難しい。そこで、今回我々は学習者の概形
印象採得技術向上のための動画教材と客観的評価基準の作成を目的とする。【資料および方法】指導医の概形印象の映
像に字幕と静止画を加えた動画教材と29項目の評価基準を作成。次に研究目的を説明し同意を得た印象採得未経験の
本学歯学科学生10名の被検者に、動画教材と評価基準の閲覧後印象採得を行わせた。評価は、指導医と学生からなる
3名の他者評価と、被検者自身による自己評価を5段階で行った。また、動画教材の意義を評価するため事後アンケー
トを行った。評価基準の的確さを評価するため、自己評価と他者評価の結果について多重比較検定（Kruskal Wallis 
test、Steel Dwass test）を行いp<0.05%を有意差ありとした。【結果および考察】被検者は印象採得が未経験にも関わ
らず、動画教材の閲覧後印象採得を行うことができた。自己評価と指導医による他者評価間に有意差があったのは2
項目のみで、評価が一致する傾向にあった。自己評価と学生による他者評価間には11項目で有意差があり、5段階評
価に明確な基準がないことが原因と考えられた。動画教材について、トレー選択や練和方法を含む手順が分かりやす
いという意見が多かった一方、時間配分の情報が欲しいという意見もあった。【結論】概形印象採得の技術修得向上の
ための動画教材および客観的評価基準の基礎が作成できたと考えられる。しかしながら、学習者自らが反復して学習
するためには評価基準の5段階評価に明確かつ具体的な基準を設定する必要があると考える。
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学展 -183 歯科矯正学基礎実習における樹脂製タイポドント模型の開発について
Product development of epoxy resin typodont model for orthodontic practice

丸山 陽市1,3、富永 淳也2、尾崎 博弥1、吉田 教明3、岩崎 晃幸4、松尾 晃士朗4

MARUYAMA Y.1,3, TOMINAGA J.2, OZAKI H.1, YOSHIDA N.3, IWASAKI T.4, MATSUO K.4

1長崎大学病院矯正歯科、2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科矯正学分野、3長崎大学病院医療情報部歯科分室、4株式会社ニッシン

【目的】歯学部における基礎実習形態は専門的知識と技能に精通した指導教官の所作を模倣して技能を体得する側面
が強く、実習書の指示通りに単純に実習を履行する傾向であった。近年の学習形態は問題解決型学習が求められて
いるため、不正咬合に対する問題解決能力を向上させる方法が必要となっている。本学の歯科矯正学基礎実習では
2009年度より学生が主体的に矯正装置を設計して歯の移動を体験する問題解決型学習を実践し、歯の移動技術習得
の実習模型として金属製タイポドント模型を使用していた。この模型では矯正力による歯の移動が良好に生じて実習
効果はあるが高価格であるため、学生に貸与してきた。2016年度から本学基礎実習における実習模型の個別購入が
開始され、これに対応する目的で樹脂製タイポドント模型の開発を行ったので、その概要と効果について報告する。

【資料および方法】対象は市販されている金属製タイポドント模型と樹脂製タイポドント模型、今回開発したワックス
顎堤部に金属板を埋入した樹脂製タイポドント模型とし、ワックス顎堤部について温湯浸漬時の内部温度計測を行っ
た。計測方法は上顎中切歯と側切歯間の根尖相当部と歯槽頂部から5mm下方で、ワックス顎底部表面から5mm内部
に温度センサーを埋入し、47℃の温湯浸漬状態でのデータロガーによる記録を行った。【結果および考察】今回開発し
た樹脂製模型では、根尖相当部の位置において温湯浸漬開始から5分で40℃まで温度上昇し、従来の樹脂製模型より
ワックス内部の温度上昇が認められた。金属製模型のワックス内部温度上昇は早く、2分程度で40℃に上昇した。本
実習模型は樹脂製歯を使用しているが、根尖相当部のワックス内部温度が従来の樹脂製模型より高いため、金属製模
型に類似した歯の移動が可能と思われる。【結論】開発した実習模型のワックス内部温度は従来の樹脂製模型より高い
状態であり、歯科矯正学基礎実習に有効である。

学展 -184 当院における予防歯科の実態調査
Clinical observations of preventive dentistry in CC dental office

斉藤 千秋、三浦 力
SAITO C., MIURA C.

矯正歯科シーシーデンタルオフィス（ 東京 ）

【目的】矯正歯科治療を行う際は、矯正装置の歯への装着による齲蝕や歯周疾患の誘発を予防するために口腔衛生指導
が重要である。また、混合歯列期の患者においてはシーラント処置など予防歯科の果たす役割は大きいと考えられ
る。そこで、当院における予防歯科について実態調査を行った。【資料および方法】2002年5月の開業時から2015年11
月までの12年半までのカルテ及び問診票記載事項を用いて調査した。【結果および考察】2002年5月から2015年11月
までに当医院に来院した2576名のうち、予防歯科を希望して来院したのは73名（男児39名、女児34名）であった。来
院数が最も多かったのは2003年の17名（男児7名、女児10名）であり、この年の矯正歯科患者は156名であった。2004
年から2009年までは、平均的に5名程度の来院であった。問診票記載時の来院理由では、予防歯科希望の患者は少な
かったが、矯正歯科希望で来院している患者で口腔清掃状況不良のため口腔衛生指導を必要とする症例が多数見られ
た。また、学童期患者では保護者が予防歯科を希望する症例がとても多かった。予防歯科では保護者に対して歯ブラ
シ指導とデンタルフロス指導を行い、基本的な手法を会得した後、お子さんへの手法について指導した。また、子供
には必要に応じてPMTCやシーラント処置を行った。【結論】今回の調査では予防歯科希望者は少なかったが、矯正歯
科においてその役割は大きいと考えられる。
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学展 -185 顎変形症患者への術前矯正治療クリニカルパスの運用
The operation of the clinical pathway for pre-surgical orthodontic treatment on patients with 
jaw deformity

渡邉 哲平、神崎 寛人
WATANABE T., KOUZAKI H.

こうざき歯列矯正クリニック（ 神奈川 ）

【目的】如何なる治療においても、患者の想像と現実に差がある事は治療計画の進行を妨げる原因となりうる。特に顎
変形症患者における外科的矯正治療では、入院や手術後の社会復帰までの間に患者にとって非日常的な生活を強いる
事がある。円滑に治療計画を進める為には、患者と医療従事者との間に共通の理解と認識が必要とされる。過去に両
者共通の理解と認識が不足していた事で、患者自身の都合が合わず手術時期の延期が生じる事例があった。そこで今
回、外科的矯正治療における術前矯正治療のクリニカルパス（以下パス）を作成し、その効果を検証したので報告する。

【資料および方法】当院で過去に手術時期が延期した事例について、その原因を検討し抽出した。そして一つ一つの原
因に対して解決策または再発予防策を取り入れる形で、患者用と医療従事者用パスを作成した。患者用では、1達成
目標、2具体的な治療内容、3検査、4検査結果報告、5口腔外科への依頼、6患者および家族への説明、の各項目を時
系列で示した。医療従事者用では、1検査、2症例検討、3口腔外科への依頼、4手術時期、5患者および家族への説明
の各項目を同様に時系列で示した。作成したパスを術前矯正治療患者15名に運用し、手術の予定時期と実施時期の差
を比較した。【結果および考察】術前矯正治療開始前に予定した手術時期と実際に患者が手術を受けた時期に差は生じ
なかった。患者用パスの運用により、患者が術前矯正治療のどの段階にいるのか、達成されていなければならない治
療について、患者および医療従事者双方に対して明確となり、共通の理解と認識を持つことで、患者の自己管理が容
易になったと考えられる。また、医療従事者用パスにより、担当医以外の医療従事者も進行度の把握が容易になった。

【結論】本パスは、円滑な術前矯正治療の進行と顎離断術の遂行を可能にする有用なツールであると考えられた。

学展 -186 当医院における電話対応業務の調査
A survey of telephone response operations in our orthodontic clinic

酒井 雄一
SAKAI Y.

南原さかい矯正歯科（ 長野 ）

【目的】矯正歯科医院における電話業務は、声だけでコミュニケーションを図り声の感じや言葉遣いで医院の印象が決
まることから、重要な役割を担っていると考えられる。一方電話対応の技術向上には時間がかかり、医院が混雑して
いる時間帯では迅速で丁寧な電話対応が難しいこともある。当院では電話対応を一部外部の代行業者へ委託契約して
おり、当院にかかってきた電話の動向を調査したので報告する。【資料および方法】2015年1-12月までの12か月間で、
平日の9-18時に当院にかかってきた電話264件を対象とした。電話は代行業者へ転送され電子メールを介して当院で
確認し、電話の相手や用件、時間帯、月別の動向を調査、分析した。時間帯は9-12時、12-15時、15-18時と区分した。

【結果および考察】電話の相手は、患者が68.2%、患者以外が31.8%であった。患者からの用件は、「予約変更」が22.7%
と最も多く、次いで「次回予約」が14.0%、「初診予約」が11.7%であり、診療の予約に関する電話が全体の5割近く（48.4%）
を占めていた。また「問い合わせ」が6.4%、「急患」が5.3%と当院からの折り返し連絡の必要な用件が1割程あった。患
者以外からの相手は「取引のある業者」が11.7%、「取引のない業者」が6.8%であった。一方、時間帯別の割合は15-18
時が41%で最も多く12-15時が34%、9-12時が25%で、午前は午後の各時間帯と比べ電話件数が少なかった。月別の
電話件数は2月や3月が多く次いで7月と8月であり、5月と10月は最も少なく、時期によって増減が認められた。医
院として電話業務を軽減していくためには、当院で実践している電話代行業務や時間帯を限定した電話受付、インター
ネットを用いた診療予約システムの導入などが考えられる。【結論】電話の相手や用件、多くかかってくる時間帯、時
期の傾向を把握することは、電話業務を円滑に行い限られた時間を効率良く他の受付業務や診療補助などへ活用でき
る可能性がある。
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学展 -187 歯科用コーンビーム CT による下顎第三大臼歯の歯胚洞における洞孔の位置の評価
Evaluation on the position of foramen in dental crypt of mandibular third molars by CBCT

飯塚 康之1、畠山 慧1、古川 真司1、横田 聖司1、三浦 廣行2、佐藤 和朗1

IIZUKA Y.1, HATAKEYAMA S.1, FURUKAWA S.1, YOKOTA S.1, MIURA H.2, SATOH K.1

1岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座歯科矯正学分野、2岩手医科大学歯学部口腔医学講座歯科医学教育分野

【目的】我々は昨年の第74回学術大会で、下顎第三大臼歯の歯胚の位置について頬舌的な評価を行い、歯胚洞の位置に
は特徴は認めなかったが、洞孔は歯槽骨の中で舌側寄りにあることが多いことを報告した。今回より安全に歯胚摘出
を行うために、歯胚洞内における洞孔の位置を歯科用コーンビームCT（以下CBCT）による画像を用いて評価したの
で報告する。【資料および方法】本学歯科医療センター矯正歯科でCBCT撮影を行った8歳2か月~16歳9か月の33名

（平均年齢12歳4か月、男:12名、女:21名）の55側について評価した。CBCTの前頭断のスライス像を用いて、歯胚洞
内の洞孔の位置について調べた。洞孔の位置は洞孔を通るスライス像において、歯胚洞の中心を通るフランクフルト
平面に対する垂線と歯胚洞の中心と洞孔を結ぶ直線とのなす角度（以下、洞孔の入射角）で評価した。昨年報告した歯
槽骨内での洞孔の頬舌的位置評価により分類した3群での比較も行った。【結果および考察】洞孔の位置は、直上にあっ
た2側を除き、歯胚洞の中心に対して舌側寄りに位置していた。歯胚洞の洞孔の入射角は、平均24.3±10.9度であった。
洞孔の頬舌的位置評価により分類したところ、頬側寄りに位置していたものは無く、舌側寄り、中央の2群は、それ
ぞれ45側、10側であった。洞孔の入射角は、舌側寄りが23.9±11.0度、中央が26.0±10.8度であったが、両群間に有意
差は認められなかった（Mann-Whitney test）。【結論】歯槽骨の中で下顎第三大臼歯の歯胚洞の洞孔の頬舌的な位置に
かかわらず、歯胚洞の洞孔の位置は歯胚洞内で舌側寄りにあることが明らかになった。そこで安全に歯胚摘出を行う
ためには、摘出のための外科用器具を洞孔から歯胚洞内に挿入する際には、頬側方向に向かって進入するべきである
ことが示唆された。

学展 -188 歯科矯正用アンカースクリューを用いた前歯遠心移動のメカニクス －有限要
素法によるシミュレーション－
Mechanics for distal bodily movement of anterior teeth using orthodontic anchor screw 
-simulation by FEM-

河村 純1,2、小島 之夫3、福井 壽男1

KAWAMURA J.1,2, KOJIMA Y.3, FUKUI H.1

1愛知学院大学歯学部歯科理工学講座、2河村歯科医院（ 岐阜 ）、3名古屋工業大学機械工学科

【目的】歯科矯正用アンカースクリューを用いて前歯を遠心へ歯体移動させる場合について、歯の移動状態とそのメカニク
スの特徴を明らかにする。【資料および方法】4つの方法に対して、長時間にわたる歯の移動を有限要素法によってシミュ
レーションした。すなわち、舌側のアンカースクリューで直接牽引、アンカースクリューから力を加えるスライディング
メカニクス、臼歯部をトランスパラタルアーチとアンカースクリューで口蓋に固定したスライディングメカニクス、Tルー
プ形スプリングによる牽引である。参考文献の計算方法を用いた。【結果および考察】舌側牽引では、力の作用線が前歯の
抵抗中心を通るようにした場合、前歯は歯体移動した。アームの長さを少し変えると、前歯は傾斜した。アンカースクリュー
を用いたスライディングメカニクスでは、長いアームと高い位置のアンカースクリューを用いると、前歯は歯体移動した。
アームを用いないと、アーチワイヤーのたわみによって前歯が挺出し、歯列全体が回転した。前歯部にベンドを入れたアー
チワイヤーを用いると、たわみによる前歯の挺出を防ぐことができたが、歯列全体は回転した。臼歯部をパラタルアーチ
とアンカースクリューで固定したスライディングメカニクスでは、十分な剛性のパラタルアーチとベンドを入れたアーチ
ワイヤーを用いると、臼歯部を移動させずに前歯を歯体移動できた。Tループ形スプリングによる牽引では、臼歯部をト
ランスパラタルアーチとアンカースクリューで固定すると、前歯だけを歯体移動できた。【結論】力学的観点からいえば、
臼歯部を移動させずに、前歯部を遠心へ歯体移動するためには、パラタルアーチとアンカースクリューを用いて、臼歯部
を固定する方法が簡単であった。参考文献: Kojima Y et al.（Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;132:630-638）
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学展 -189 既製型機能的矯正装置の使用による治療変化（過蓋咬合を伴う上顎前突症例）
Orthodontic treatment change with preformed functional appliance -Class II deepbite case-

牧野 正志1、岩田 直晃2、大塚 淳3

MAKINO M.1, IWATA N.2, OTSUKA A.3

1まきの歯列矯正クリニック（ 千葉 ）、2アールエフ矯正歯科（ 東京 ）、3大塚矯正歯科クリニック（ 岡山 ）

【目的】小児期の歯列咬合において、口呼吸や咬唇癖など機能的な問題を原因とする上顎前突は、年々増加してきてい
るように感じられる。我々はこれらの症例に対して、上下の口唇圧のバランスおよび舌位にもアプローチすることが
できる既製型機能的矯正装置を使用している。そこで、早期治療において過蓋咬合を伴う上顎前突症例に対し、この
機能的矯正装置を使用し良好な結果が得られた患者の前歯部被蓋関係改善のメカニズムについて、装置使用前後の資
料より統計学的に検証した。【資料および方法】対象は初診時にOverjetが5.0mm以上、Overbiteが3.0mm以上ある混
合歯列期の20名の患者である。全ての患者は既製型機能的矯正装置（プレオルソtypeI）を在宅時装着させ、良好な前
歯部被蓋関係を獲得している。これら患者の装置使用前後（平均10か月）の側面頭部エックス線規格写真を用いてセ
ファロ分析を行い、骨格性5項目と歯槽性5項目において統計学的検討を行った。【結果および考察】歯槽性の変化と
して上下顎前歯の歯軸は、上顎前歯の舌側傾斜と下顎前歯の唇側傾斜がみられた。骨格性変化としては、オトガイ部
の前方成長が認められた。また、咬合平面と下顎下縁平面は、装置使用前後で有意差を認めなかった。これらの結果
より、Overjetは前歯部歯軸のコンペンセーションと下顎の前方成長により改善され、Overbiteは下顎の後下方への
回転ではなく上下顎前歯部の圧下により改善されたと考えられる。【結論】既製型機能矯正装置は、FKOやバイオネー
ターなどの従来型の機能的矯正装置と異なり、上下顎前歯を効果的に圧下させ、下顎を後方回転させずに前方成長を
誘導させる事ができるため、混合歯列期の過蓋咬合を伴う上顎前突に有効な治療装置と考えられる。

学展 -190 歯科矯正用アンカースクリューおよび矯正用インプラントアンカー（仮称）併
用時の改良型付加装置の考案
Devices of improved additional attachment for orthodontic anchoring screw and orthodontic 
implant anchor plate

八巻 正樹
YAMAKI M.

新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】矯正用インプラントアンカー（仮称: プレートタイプ、以下インプラントアンカー）や歯科矯正用アンカースク
リュー（以下アンカースクリュー）による三次元的な歯の移動を行うための種々のタイプの付加装置を考案したので報
告する。【資料および方法】マルチブラケット装置にアンカープレートを併用する際に、大臼歯部頬側に埋入したイン
プラントアンカー先端にバッカルチューブを改造した付加装置を装着する。バッカルチューブにはリンガルボタンが
溶接してあり、ボタンの部分がプレート先端のフックに嵌合し、着脱可能となっている。この付加装置に装着したアー
チワイヤにより、圧下、挺出、遠心移動といった通常の矯正治療と同様な三次元的な歯の移動を行う。一方アンカー
スクリューを用いる際には、口蓋正中部に埋入したアンカースクリューの溝（径0.022”）に0.0215” x 0.028”角ワイヤで
作製したパラタルバー型付加装置を装着する。この付加装置には近遠心方向または垂直方向のループが組み込んであ
り、このループを口腔内で直接調整することで三次元的な歯の移動を行う。【結果および考察】歯周組織に問題がある
などの理由で大臼歯に装置を装着することが困難な場合においても、アンカープレートに改良型付加装置を装着する
ことで通常通りの三次元的な歯の移動が可能となり、良好な治療結果が得られた。また、アンカースクリューを用い
た場合にも、パラタルバー型付加装置を装着することでアンカースクリューを固定源とし、三次元的歯の移動が可能
になった。【結論】アンカープレートやアンカースクリューに今回考案した改良型付加装置を併用することで、これま
では困難であった三次元的な歯の移動を行うことが可能となり、良好な治療結果が得られた。
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学展 -191 新しい歯科矯正用アンカースクリューと他２種のスクリューの植立後120日
における成功率の比較
Comparison of the success rate of the new orthodontic anchor screw

有島 常雄
ARISHIMA T.

ありしま矯正歯科（ 千葉 ）

【目的】現在、歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）は広く普及している。しかし、その欠点は脱離するこ
とで、より成功率の高いスクリューが求められている。本研究は、新しいスクリューと他の既存の2種のスクリュー
の成功率を調査し比較することを目的としている。【資料および方法】調査対象は、当医院で植立したスクリュー 363
本（196人）である。用いたスクリューはセルフドリリングタイプの3種で、新しいスクリュー（D-PAS JP Type-A）A
社製・直径1.4mm・長さ6mm・105本（A群）と、比較対象としてのB社製の直径1.4mm・長さ6mm・162本（B群）と
C社製の直径1.3mm・長さ6.5mm・96本（C群）である。植立部位は上下顎臼歯部頬側の付着歯肉内とした。また骨面
に対して傾斜して植立したものは全体の81.5％であった。これらを植立後120日時点で脱離の有無を集計し成功率を
求めた。【結果および考察】植立後120日時点での各群のスクリューの成功率は、A群で上下顎98.1%・上顎98.8%・下
顎96.0%。 B群は、上下顎91.4%・上顎92.6%・下顎89.7%。C群は、上下顎90.6%・上顎95.1%・下顎66.7%となり、A
群が上顎下顎共に最も高い成功率を示した。また上顎と下顎で各群のスクリュー間の成功率をχ二乗検定を行ったと
ころ、上顎では3群のスクリュー間に有意な差は認められなかった。下顎においてはA群とC群間及びB群とC群間
で有意差が認められ（P値<0.05）、A群とB群間では有意差は認められなかった。【結論】臼歯部頬側の付着歯肉内に植
立されたA群の新しいスクリュー（D-PAS JP Type-A）は、植立後120日時点で、上顎下顎の両者において高い成功率
を示した。特に下顎の成功率はC群と比較しても有意に高く臨床応用において有効であることが示唆された。

学展 -192 Angle II 級不正咬合の２種類の固定式機能的矯正装置の効果について
Effect of two types of fixed-functional appliances in the treatment of Angle Class II 
malocclusion

清水 啓子、福増 栄里子、西田 英莉、福増 一浩
SHIMIZU K., FUKUMASHI E., NISHIDA E., FUKUMASHI K.

福増矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】固定式機能的矯正装置は下顎の劣成長を示す骨格性 II級症例に用いられる。特に晩期成長が見込まれる患者で、
上下顎大臼歯固定のショートスパン型（AdvanSync2: AD、オームコ）と上顎大臼歯と下顎小臼歯固定のロングスパン
型（Twin Force® Bite Corrector: TFBC、オーソデントラム）の治療変化について検討を行なった。【資料および方法】
Angle II級不正咬合で第二大臼歯が萌出した晩期成長期の小臼歯非抜歯治療の患者で エッジワイズ装置にADを使
用した9名（平均年齢13.2才）のAD群とエッジワイズ装置にTFBCを使用した12名（平均年齢13.4才）のTFBC群を研
究対象とし側面頭部エックス線規格写真を用いて固定式機能的矯正装置装着前後の両群の治療変化を比較検討した。
検定にはWilcoxon signed rank検定を用い、両群の変化量の比較はStudentのt検定を用いた。【結果および考察】側
面セファロ分析により両群の装着前後でN-Me、ANS-Me、Gn-Cd、は有意に増加し、ANB、Wits appraisal、U6/
L6 distance、Overjetは有意に減少した。また、TFBC群ではSNAは有意に減少、SNB、SNPは有意に増加した。
IMPAはAD群に有意差は無いが、TFBC群は有意に増加した。なお、両群の変化量を比較検討するとIMPAのみ
TFBC群に増加が有意傾向（p=0.09）に認められた。今回の結果より晩期成長期における固定式機能的矯正装置は骨格
性II級および大臼歯関係I級への改善には有効と考えられる。【結論】今回使用した2つの固定式機能的矯正装置はエッ
ジワイズ装置と同時使用できる利点があるため、晩期成長期の骨格の改善には有効である。また、TFBCはADに比
べ骨格的に前後的変化があるが、下顎前歯部の唇側傾斜傾向と歯槽性の変化がある事から、固定式機能的矯正装置も
骨格型や歯槽性に応じて選択する必要があると示唆された。
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学展 -193 既製型機能的矯正装置の使用による治療変化（反対咬合症例）
Orthodontic treatment change with preformed functional appliance （Anterior crossbite case）

岩田 直晃1、牧野 正志2、大塚 淳3

IWATA N.1, MAKINO M.2, OTSUKA A.3

1アールエフ矯正歯科（ 東京 ）、2まきの歯列矯正クリニック（ 千葉 ）、3大塚矯正歯科クリニック（ 岡山 ）

【目的】近年、多種多様な反対咬合改善のための機能的矯正装置が存在しているが、当院では筋機能機構へアプローチ
ができる既製型機能的矯正装置プレオルソ®を使用している。そこで我々は早期治療において、反対咬合症例に対し、
この機能的矯正装置を使用し良好な結果が得られた患者の前歯部被蓋改善のメカニズムについて、装置使用前後の資
料より統計学的に検証したので報告する。【資料および方法】対象は初診時に反対咬合を呈し、既製型機能的矯正装置
プレオルソ®タイプIIIを用いて治療を行い、被蓋改善した患者20名である。使用時間は在宅時のみの使用を指示した。
初診時および装置使用後（平均使用期間10.9か月）の側面頭部エックス線規格写真を用いてセファロ分析を行い、骨格
性5項目、歯性8項目においてt検定による統計学的検討を行った。【結果および考察】装置使用前後の変化を比較した
結果、骨格性変化として下顎下縁平面の後下方回転、上顎歯槽部の前方成長における分析項目において有意差が認め
られた。歯槽性の変化としては上顎前歯の唇側移動、下顎前歯の舌側傾斜、咬合平面の反時計回転における分析項目
において有意差が認められた。これらの結果より、前歯部被蓋は下顎骨の後下方回転と上下顎前歯のコンペンセーショ
ンにより改善したと考えられる。また、上顎歯槽部の変化については前方成長というよりは上顎前歯の歯体移動によ
る歯槽部の骨改造によるものと考えられる。【結論】本研究では反対咬合症例に対して被蓋改善のメカニクスが効率よ
く作用し、比較的短期間での被蓋改善が可能であることがわかった。以上より、この装置は混合歯列期の反対咬合改
善の為の一つの選択肢として有効であると考えられる。

学展 -194 歯科矯正用アンカースクリューの成功率とその要因
Success rate and factors associated with the stability of orthodontic anchor screws

庄村 兼治1、友成 博2、權 相豪3、宮脇 正一3

SHOMURA K.1, TOMONARI H.2, KWON S.3, MIYAWAKI S.3

1アポロ矯正歯科（ 宮崎 ）、2鹿児島大学医歯学域医学部歯学部附属病院発達系歯科センター矯正歯科、
3鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座歯科矯正学分野

【目的】矯正歯科治療において絶対的固定源となる歯科矯正用アンカースクリュー（アンカースクリュー）は有用である。
本発表ではアンカースクリュー適用の実態を調査し、脱落要因を考察した。【試料および方法】2014年1月から2015年
12月までにアポロ矯正歯科でマルチブラケット装置（MB）を用いて治療した231名（男性47名、女性184名）を対象にア
ンカースクリューの実態調査を行った。次に埋入したアンカースクリュー 281本（136名）について性別、年齢、埋入部
位、診断、埋入時期およびアンカースクリュー直径と成功率との関連を調査した。【結果および考察】MB患者231名中
154名にアンカースクリューが埋入されていた。上下顎前突（93.0％）、上顎前突（86.6％）および上顎両側小臼歯抜歯症
例（86.4％）で高い適用率を示し、多くは上顎前歯後退の固定源として用いられていた。埋入された281本中249本が安
定しており成功率は88.6％であった。成功率に男女差はなく、16歳から20歳（92.1%）と31歳以上（90.7%）で高く、上顎
第一大臼歯遠心（83.2%）および上顎第二大臼歯遠心（75％）で低かった。成功率は、叢生症例で低く（83.1％）、MB装着
後31~90日の埋入した場合に低かった（80.9％）ことから、レべリング時の歯の移動がアンカースクリューの脱落に影
響すると考えられた。直径では1.6 mm（90.8%）と2.0 mm（100%）が高い成功率を示した。部位と直径の組み合わせでは1.6 
mmの上顎第一大臼歯近心への埋入では95.9％と高値を示したが、1.6 mmの上顎第一大臼歯遠心での成功率は76.9％
と1.4 mmの85.2％より低く、部位によって適正直径があることが示唆された。【結論】当院のアンカースクリューは、
抜歯空隙閉鎖時の前歯後退の絶対的固定源として適用され高い安定性を示した。前歯後退には上顎臼歯部頬側歯槽骨
へ埋入された固定源が利用しやすく、直径1.6 mmの上顎第一大臼歯近心への埋入が第一選択となることが示された。
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学展 -195 第二大臼歯の頬舌的整直法の考案
Orthodontic appliances for uprighting the second molars tipping buccally or lingually

野口 梨磨
NOGUCHI R.

たけうち矯正歯科クリニック（ 千葉 ）

【目的】近年、第二大臼歯の萌出異常がしばしば見られる。その中でも上顎は頬側に、下顎は舌側に傾斜して萌出
し、場合によっては鋏状咬合を呈する症例を多く経験する。その様な症例の治療法には、エラスティックを用いる
方法（transpalatal elastics、crisscross elasticsなど）や歯科矯正用アンカースクリューを用いる方法があるが、これ
らはそれぞれ患者への依存が高く予知性が低いあるいは生体への侵襲を伴うなどの短所がある。そこで、患者の協
力に依存することなく生体への侵襲も少ない、ブラケットを使用しない限局矯正治療法を考案したので報告する。

【資料および方法】上顎の頬側傾斜に対しては、1上顎左右側第一大臼歯を維持歯とするエクステンションリンガル
アーチを基本構造とし、エクステンション部にフックを鑞着、2第二大臼歯の頬側面にボタンを接着、3フックとボ
タンをエラストメリックスレッドで結紮する。下顎の舌側傾斜に対しては、1下顎左右側第一大臼歯を維持歯とする
固定式リンガルアーチのバンド頬側面に0.8mm矯正用線を鑞着。鑞着した矯正用線遠心端はフック状に屈曲し、近心
側は第一・二小臼歯頬側面に接着、2第二大臼歯の舌側面にボタンを接着、3フックとボタンをエラストメリックス
レッドで結紮する。さらにバッカルオーバーバイトの量によっては、切歯舌側面または臼歯咬合面にレジンを築盛し
てdisarticulateする。【結果および考察】本装置を用いて大臼歯の頬舌的傾斜を比較的短期間で改善することができた。
これは、本装置が固定式装置であることから患者の協力なしに治療を進める事ができ、さらにdisarticulateすること
で歯の移動時の干渉を除去し、効率的に歯を移動することができたためと考えられる。【結論】今回考案した装置は患
者の協力なしに歯の移動を効率的に行うことができ、生体への侵襲も少ない装置であり、大臼歯の頬舌的整直法とし
て極めて有効であると考えられる。

学展 -196 II 級不正咬合患者への機能的矯正装置による早期治療がもたらす側貌への効果
第二報 軟組織の比較について
The amelioration of profile through the early treatment for class II malocclusion with functional 
appliance

野田 美穂子、小泉 創、河田 俊嗣
NODA M., KOIZUMI S., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】バイオネーターやフレンケル等の機能的矯正装置について、これまで骨格や歯軸の変化が数多く報告されており、
その治療効果は臨床上大きな意義があるといえる。そこで今回、機能的矯正装置を用いて一期治療を行ったII級不正咬
合患者の治療前後における側貌軟組織審美度の変化と、E-line、Z angle、Nasolabial angleとの関連について検討を行っ
た。【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正歯科に来院し、骨格的上顎前突と診断された症例のうち機能的矯正
装置を使用した24名（実験群: 装置使用開始年齢7~12歳）、未治療症例19名（対照群: 初診時年齢8~13歳）を無作為に抽
出した。審美度の評価は、教職員の中から選ばれた13名が、5段階のリッカート尺度（1良くない、2あまり良くない、3
普通、4良い、5とても良い）を用いて、側面セファロトレースの軟組織を10秒間見た際の第一印象で行った。実験群の
治療前後および対照群の初診時で通法に従いセファロ分析を行い、E-line、Z angle、Nasolabial angleの評価をおこなっ
た。【結果および考察】実験群の治療前後におけるセファロ分析を比較した結果、Z angle及びNasolabial angleは増加傾向、
E-lineに対する下唇は後退傾向を示した。治療後の対照群と実験群との比較では、対照群に対して実験群でNasolabial 
angleは有意に大きく、E-lineに対する下唇は後退傾向を示した。また、Z angleは初診時には対照群に対し実験群で有
意に小さい値を示したが実験群の値が治療後に増加したことで治療後に差は認められなくなった。治療後における審美
度は対照群と比較して実験群では有意に高かった。【結論】II級不正咬合患者における機能的矯正装置を使った一期治療
は、骨格的な改善にとどまらず側貌の審美度に対しても良好な結果が得られることが強く示唆された。
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学展 -197 上顎前歯部圧下の新しいアプローチの考案
Consideration about a new approach for the intrusion of maxillary anterior tooth

今野 麻弓、今野 裕一
KONNO M., KONNO Y.

銀座 HINA 矯正歯科（ 東京 ）

【目的】歯科矯正用アンカースクリュー（以下OAS）の出現により、矯正治療の適応範囲が広がっている。歯の移動は、
基本的にレシプロカルなものに限定されていたが、遠心移動や圧下といった一方向のみの移動を行えるようになった。
前歯の圧下では、前歯部歯槽骨の中切歯と側切歯の歯根間にOASを埋入し、圧下力を加えるのが現在の主流である。
しかしながら、この方法は抜歯治療で大臼歯加強固定を並行して行う場合、OASの本数が増えるという患者負担が避
けられない。今回はガミースマイルの改善に関与する上顎前歯の圧下について、OASの使用を最小限にした新しいア
プローチ方法を紹介する。【資料および方法】上顎前歯の突出とガミースマイルを主訴とする成人患者（3症例）を対象
とし、小臼歯の抜歯治療を行った。Leveling後、前歯部の後方移動の際に上顎口蓋正中部臼歯部付近へOASの埋入
を行い、パラタルバーを用いたメカニクスにより前歯部の後方移動と圧下を同時に行った。治療後の評価として、治
療前後の側方頭部規格レントゲン写真を用いて重ね合わせを行い、移動量を計測した。【結果】上顎前歯部の後方移動
量は平均8mm、圧下量は平均5mmで、口元の突出感およびガミースマイルの改善が認められた。このメカニクスに
より、最小限のOASの使用で大臼歯をスリップさせることなく、上顎前歯を後方移動・圧下するという目標を達成
できた。使用したOASは2本のみであり、患者への負担を最小限に抑えることができ、また治療期間も平均1年7か
月と短く、患者の満足度は非常に高かった。【考察】OASとパラタルバーの併用により、上顎大臼歯を圧下・傾斜させ
ることにより咬合平面の傾斜度を変化させ、結果として前歯部の圧下へつながったと考えられる。【結論】患者負担の
少ない前歯部圧下のひとつのアプローチ方法が示唆された。

学展 -198 急速拡大装置による拡大量と歯根吸収の関連について（第2報）
Relevance of the amount and root resorption by the rapid expansion apparatus（Part2）

小浜 亜希、小泉 創、小田 博雄、河田 俊嗣
KOHAMA A., KOIZUMI S., ODA H., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯科矯正学

【目的】歯科矯正治療の偶発症の1つに歯根吸収がある。歯根吸収の主な原因は過大な矯正力、ジグリング、長期の矯
正歯科治療がある。本研究は歯科用コーンビームＣＴ（ＣＢＣＴ）を用いて、急速拡大装置を行った患者の歯根吸収に
ついて、昨年の第1報から症例をさらに増やして検討をおこなった。【資料および方法】本学矯正科に来院し急速拡大
装置を使用した患者10名（年齢: 8ｙ6ｍ~46ｙ11ｍ）を対象とし、ＣＢＣＴにて、上顎第1小臼歯（Ｐ1）、第1大臼歯（Ｍ1）
の歯根吸収を観察した。10名のうちの成人3名（女3名）はコルチコトミーを併用して急速拡大を行った。歯根吸収の
評価方法はEricson＆Kurolの方法1:吸収なし2:軽度の吸収（歯根は吸収されるも歯髄にまで達していない）3:中等度の
吸収（歯根吸収が歯髄まで達している、吸収幅は歯幅の1/3未満）4:重度の吸収（歯根吸収が歯髄まで達している、吸収
幅は歯幅の1/3以上）を用いた。【結果および考察】10名の拡大量は平均10.6mm（7ｍｍ~12ｍｍ）、吸収度の平均はＰ
1:1.22、Ｍ1:1.11であった。吸収度が3を超える中等度以上の歯根吸収を示す症例は認められなかった。コルチコトミー
の併用で行った3名の拡大量の平均は9.3ｍｍであり吸収度の平均はＰ1:1.3、Ｍ1:1.0であった。コルチトミーを併用し
ない6名の拡大量の平均は8.8ｍｍ、吸収度の平均はＰ1:1.3、Ｍ1:1.0であった。また拡大量と吸収度との相関は、コル
チコトミーの併用の有無、歯種に関わらず認められなかった。これらの結果より急速拡大装置は断続的に加わる顎整
形力により上顎正中口蓋縫合を側方へ拡大し、歯根吸収を起こすような過大な矯正力を歯に負担させていないことが
示唆された。【結論】急速拡大装置による拡大量と歯根吸収の間の関連性は認められなかった。
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学展 -199 .018× .018スクエアスロットブラケットを用いた舌側からのプレーンワイヤー法
Lingual Straight arch Wire method with .018x.018 square slot brackets 

竹元 唯、竹元 彩、竹内 寿子、笹原 久司、武井 純子、矢崎 諒太、竹元 京人
TAKEMOTO Y., TAKEMOTO A., TAKEUCHI H., SASAHARA H., TAKEI J., YAZAKI R., TAKEMOTO K.

イーライン矯正クリニック（ 東京 ）

【目的】舌側からのプレーンアーチ法でのスムーズな歯牙移動および、確実なトルクコントロールを行うために、ブラ
ケットの幅を狭くし、ジンジバルオフセットを付与した、.018×.018のスクエアスロットブラケットを開発した。こ
れを実際に臨床応用し、良好な結果を得られたので報告する。【資料および方法】舌側からの治療では唇側と同じレク
トアンギュラースロットのブラケット、レクトアンギュラーワイヤーを用いた場合ではより矯正力が強くなる懸念が
あり、またブラケット間距離を長くとる必要があった。そこでジンジバルオフセットを付与した.018×.018スクエア
スロットのブラケットを開発、スロットの幅も従来の装置より狭く設定した。従来の.018×.025レクトアンギュラー
スロットブラケットを用いた場合より弱い力で遜色ないコントロールが可能かどうか、実際に1500症例の舌側からの
治療に採用し検証をおこなった。【結果および考察】.018×.018スクエアスロットを使用した治療では、スロットとワ
イヤーの遊びが少なくなり、細いワイヤーでもティッピングやローテーションのコントロールを確実に行うことがで
きた。特に舌側からの治療においては、.018×.025スロットブラケットではフルサイズのワイヤーをブラケットに挿
入することが困難を極めていたが、スロットサイズを.018×.018にしたことにより矯正力が弱くなりフルサイズワイ
ヤーを比較的容易に使用できるため、トルクコントロールも十分に行うことができた。【結論】.018×.018スクエアス
ロットブラケットは、スロットとワイヤーの遊びが少なくワイヤーの力が確実に伝わるため、適正な矯正力で確実に
歯のコントロールが行うことができた。リンガルプレーンアーチワイヤー法での治療において大変有用性のあると示
唆された。

学展 -200 新たな下顎臼歯の遠心移動量および移動様式の予測指標の開発－第1報－
Identification of key determinant for predicting feasible mandibular molars distalization -part 1-

渡邉 佳一郎1、天真 寛文2、白井 愛実2、七條 なつ子1、田中 栄二1

WATANABE K.1, TENSHIN H.2, SHIRAI M.2, HICHIJO N.1, TANAKA E.1

1徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野、2徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野

【目的】近年、歯科矯正用アンカースクリューの導入により臼歯の遠心移動が比較的容易になってきた。しかし、上顎
臼歯と比較し下顎臼歯の遠心移動は困難なことが多く、治療前に下顎臼歯の遠心移動量等を予測する指標は未だ確立
されていない。本研究では、治療前に下顎臼歯移動量等を予測するための指標を見いだすことを目的とし、下顎骨外
斜線と下顎第二大臼歯の解剖学的歯頸線（TC）との位置関係に着目し検討を行った。【資料および方法】対象は、徳島
大学病院にてアンカースクリューによる下顎臼歯の遠心移動を行った症例のうち、手根骨骨端部の癒合が完了した患
者20名（14~60歳）とした。治療前後の側面頭部X線規格写真のトレースを行い、下顎骨をMandibular plane at Meで
重ね合わせ、計測の基準平面を治療前の咬合平面として、第二大臼歯遠心最大豊隆部と遠心根根尖の移動量を計測し
た。統計学的解析にはMann-Whitney's U-testを用いた。【結果および考察】移動様式は傾斜移動（歯冠移動量/歯根移
動量>1.5）が13名、歯体移動（歯冠移動量/歯根移動量≦1.5）が7名であった。下顎骨外斜線とTCとの位置関係に着目
すると、歯体移動群は全症例で治療前のTCは外斜線より歯冠側（上方）に位置していた。一方、TCが外斜線より歯根
側（下方）に位置していた群では全症例で歯体移動は認められなかった。TC上方群の歯冠移動量は3.2±0.6mm、根尖
移動量は2.5±1.3mmであり、TC下方群と比較し有意（P<0.01）に大きかった。歯体移動群における歯冠の移動量は3.3
±0.5mmであり、傾斜移動群の移動量（2.1±1.3mm）と比較し有意（P<0.01）に大きかった。以上のことから、歯体移動を
行うためにはTCが外斜線の上方に位置している必要があり、傾斜移動では歯冠移動量も小さくなることが示唆され
た。【結論】下顎臼歯の遠心移動量および移動様式の予測には、治療前の外斜線とTCとの位置関係が有効な指標とな
る可能性が示唆された。
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学展 -201 新たな下顎臼歯の遠心移動量および移動様式の予測指標の開発－第2報－
Identification of key determinant for predicting feasible mandibular molars distalization -part 2-

天真 寛文1、渡邉 佳一郎2、白井 愛実1、七條 なつ子2、田中 栄二2

TENSHIN H.1, WATANABE K.2, SHIRAI M.1, HICHIJO N.2, TANAKA E.2

1徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野、2徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

【目的】下顎臼歯の遠心移動量等を予測する指標は未だ確立されていない。我々は第1報で外斜線と下顎第二大臼歯
歯頸部（TC）との位置関係が下顎臼歯の遠心移動量および移動様式の予測に有用であることを見いだした。本研究で
はCTを用いた形態計測によりその予測指標の有効性を検証することを目的とした。【資料および方法】対象は、頭頸
部CT撮影を行った患者のうち、同時期に側面頭部X線規格写真（Ce）、パノラマX線写真（Pa）を撮影した患者54名

（16~46歳）とした。CTの体軸断面上で、歯根の計測点はTCから10 mmの位置として下顎第二大臼歯歯根と下顎骨
内側皮質骨との距離（RL in-10 mm）を計測した。Ceでは外斜線とTCとの垂直的距離（TC-V）、咬合平面に投影した外
斜線と下顎第二大臼歯遠心最大豊隆部（D7）との距離（D7-ABR）を、Paでは外斜線とD7との距離（RMS）をそれぞれ計
測した。【結果】D7-ABRについて、判別値3.9 mmとして2群に分けた場合、3.9 mm以上の群でRL in-10 mmが4.7±3.2 
mmで有意に大きく、その判別率は81.0％であった。RMSについては、判別値14 mmとして2群に分けた場合、14 
mm以上の群でRL in-10 mmが有意に大きく、その判別率は79.5％であった。TC-Vについては、TC-Vが外斜線より
上方の群でRL in-10 mmが4.0±2.8 mmと有意に大きく、その判別率は87.5％と最も高い値であった。【考察】D7-ABR、
RMS、TC-Vは遠心移動量等の予測指標として有効であることが示された。その一方でD7-ABR、RMSを用いた予測
では実際には臼歯遠心にスペースがあるにも関わらず遠心移動が困難であると判断されるケースが散見されたのに対
し、TC-Vを用いた予測では判別率が最も高く、遠心移動のスペース不足をより正確に評価し得る指標であると考え
られた。【結論】以上のことから、下顎臼歯の遠心移動の予測指標としてTCと外斜線の位置関係が有効であることが
裏付けられた。

学展 -202 コーンビーム CT （CBCT） を利用した歯科矯正用アンカースクリューの歯根
接触度と success rate との関連性
Success rate of orthodontic anchor screws relative to their position to adjacent using CBCT

三宅 真次郎、小泉 創、濱口 尚美、河田 俊嗣
MIYAKE S., KOIZUMI S., HAMAGUCHI N., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）の脱落の原因については多くの先行報告があり、メタアナリシ
スを用いたシステマティックレビューにおいて、スクリューと歯根の近接はスクリュー稙立におけるsuccess rateを決
定する大きな要因であるとされている。 本研究はスクリュー脱落の最大の原因であるスクリューと歯根の接触を3次
元的により詳細に検討することを目的として、本院の矯正科にて稙立したスクリューを対象にCBCTを用いて歯根接触
度とsuccess rateとの関連性について検討した。【資料および方法】平成25年~27年に本学矯正科にて、頬側の上顎第二
小臼歯と第一大臼歯間にスクリューを稙立した矯正患者45名を対象に、スクリュー埋入後、全症例でCBCTを撮影し
た。スクリューの総数は86本で、直径1.6mm、長さ8mmのものを使用し、セルフドリリングにて稙立した。CBCTの
スライスピッチは1.0mmでスクリュー先端から始まる連続した8枚のsagittal view画像を使用し、8枚の画像のうち歯
槽硬線にスクリューが1枚も接触がないのをA群、1~4枚で接触が認められるものをB群、4枚以上で接触が認められ
るものをC群として各群のスクリュー稙立におけるsuccess rateを評価した。【結果】全症例の生着率は81.8％で性別に
有意な差は認められなかった。群別の生着率は、A群 97.8 %、B群 76.9 ％、C群 35.7 ％でA群とB群に有意な差は認
められなかったが、A群とC群、B群とC群間に有意な差が認められた。【考察】歯槽硬線に接触したスクリューは咬合
力が直接加わることにより脱落の原因となることが考えられる。結果の所見よりスクリュー長の半分以上が歯槽硬線に
接すると生着率が有意に低下することから、歯根近接の距離だけでなく接触面積も関与することが示唆された。【結論】
CBCTはスクリュー埋入後の三次元評価に有用で、スクリューの歯根接触面積は生着率に影響することが示唆された。
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学展 -203 舌側矯正治療におけるインダイレクトボンディング法のブラケットトルクの設定
The settings torque of indirect bonding technique in lingual orthodontics

谷村 里枝1、石川 剛1、江花 照夫2

TANIMURA R.1, ISHIKAWA T.1, EBANA T.2

1いしかわ矯正歯科（ 神奈川 ）、2デンタルファーム株式会社（ 千葉 ）

【目的】舌側矯正における前歯の舌側傾斜を防ぐ方法として、前歯歯軸のオーバーコレクションがあるが、その際付与
する唇側傾斜量に関しては明確な指標はない。そこで今回この指標を得るため、タイポドントを用い、オーバーコレ
クション量がどの程度前歯の歯軸に影響するかを計測した。【試料および方法】1.上顎タイポドントの臼歯部を石膏模
型に置き換え、上顎6前歯のみがメタルティースのタイポドントを作成した。タイポドントでは上顎左右第一小臼歯
の抜歯スペースは5mm、前歯歯軸は103.5°と設定した。前歯歯軸の設定には石川、江花が考案した計測器（I.E.ゲージ）
を使用した。2.ブラケットの準備。計測器を利用し前歯歯軸を治療ゴールである103.5°で作成したセットアップ模型と、
そこから5度、10度、唇側傾斜させた模型を作製した。それぞれの模型を使用してブラケットにカスタムベースを付与、
インダイレクトボンディング用のトレーを作成した。3.前歯スペースクローズ。タイポドントにそれぞれの歯軸で作
成したブラケット（以下0度、5度、10度）をボンディングし、.016×.022エルジロイワイヤー（左右側切歯犬歯間にロ
ングフックを付与）をセットした。ワイヤーのフックと上顎第一第二大臼歯間のアンカースクリューに見立てたリン
ガルボタンとの間にNi-Tiクローズドコイルスプリング（100g）を装着し、湯漕に浸漬しスペースクローズを行った。4.計
測。前歯のスペースクローズが完了した時点で右側の前歯部を切り取り、計測器に装着して左側歯軸を計測した。0、5、
10度それぞれについて5回ずつ同様に計測を行った。【結果および考察】0度では約6度の舌側傾斜が生じたが、5、10
度ではほとんど舌側傾斜せず、オーバーコレクションの付与が舌側傾斜を防止するために有効であったと考えられる。

【結論】今回用いたメカニクスでは5~10度のオーバーコレクションが適正である。

学展 -204 AngleII 級片顎抜歯症例の大臼歯咬合様式の3次元的検討
Three dimentional investigation of molar occlusal pattern in 2-maxillary-premolar-extraction 
protocols.-Comparison with 4-premolar-extraction protocols-

岡嶋 伶奈1、加藤 真麻1、牧野 正志2、野嶋 邦彦1、西井 康1、末石 研二1

OKAJIMA R.1, KATOU M.1, MAKINO M.2, NOJIMA K.1, NISHII Y.1, SUEISHI K.1

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2まきの歯列矯正クリニック（ 千葉 ）

【目的】AngleII級症例において下顎の成長が期待できない場合、大臼歯関係、ALD、下顎前歯の唇舌傾斜を考慮して、
上下顎小臼歯抜歯以外にも骨格的な問題を歯性補償するために上顎小臼歯の片顎抜歯が選択されることがある。しかし、
大臼歯の咬合様式についていくつかの臨床的注意点は報告されているが、科学的根拠は明らかにされていない。そこで、
本研究ではAngleII級片顎抜歯によるII級フィニッシュの第一大臼歯の咬合様式の特徴を明らかにするために、3次元的
にシミュレーションしてI級フィニッシュと比較検討したので報告する。【資料および方法】資料として10歳から16歳の
歯冠に形態異常がない30組の口腔模型をランダムに選択し、非接触型3次元形状計測装置を用いて得られた点群データ
をもとに、モデリングソフトウェア上に展開し、上下顎第一大臼歯の3次元画像の構築を行った。そして、各資料のI級
フィニッシュとII級フィニッシュの各々に対応する7点の咬合接触点を設定した。それらを最小二乗法を用いて重ね合
わせを行い、上顎第一大臼歯のAngulation、Rotation、Torqueの差を算出した。【結果および考察】AngleII級片顎抜歯
によるII級フィニッシュの上顎第一大臼歯はI級フィニッシュと比較して、Angulationは整直し、Rotationは近心回転し、
TorqueはLingual crown torqueが大きかった。このことより、現在の矯正歯科治療で主に使われているPreadjusted 
Appliance Systemでは、II級フィニッシュを選択する場合に、上顎第一大臼歯へのスタンダードチューブや反対側下顎
第二大臼歯のチューブの応用や、より整直させるためのバンドの位置を考慮し、インセット・トウアウトの付加的なワ
イヤーベンドの必要性が示唆された。【結論】AngleII級片顎抜歯によるII級フィニッシュの上顎第一大臼歯はI級フィニッ
シュと比較して、Angulationは整直し、Rotationは近心回転し、TorqueはLingual crown torqueが大きかった。
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学展 -205 歯科矯正用アンカースクリューを用いた上顎臼歯の遠心移動量の比較について
Comparison between different groups of upper molar distalization using temporary anchorage 
devise

高柳 譲司1、神原 学2、山田 亨3、平池 正人4

TAKAYANAGI J.1, KOHARA M.2, YAMADA T.3, HIRAIKE M.4

1表参道高柳矯正歯科（ 東京 ）、2神原矯正歯科（ 東京 ）、3アーチ矯正歯科（ 東京 ）、4わかば台デンタルクリニック（ 東京 ）

【目的】II級の臼歯関係を改善する際、歯科矯正用アンカースクリューを用いて第一大臼歯と第二大臼歯を同時に遠心
移動する場合と上顎第二大臼歯を抜歯し第一大臼歯を単独で遠心移動を行うことがある。今回この2つの方法が矯正
治療の前後でどのように移動するかCT画像より比較検討することを目的とした。【資料および方法】遠心移動には、
リンガルアーチと上顎第二小臼歯と第一大臼歯間の歯槽部に歯科矯正用アンカースクリューを使用した。上顎の第一
大臼歯および第二大臼歯を同時に遠心移動したグループ（グループA）8名と上顎第二大臼歯を抜歯し、第一大臼歯の
みの遠心移動をおこなったグループ（グループB）7名の比較検討をおこなった。治療前後の比較は三次元CTデータ（ト
ロフィーパンプロ、ヨシダ株式会社）と分析ソフト（Dolphin, GC Ortholy）を用いた。【結果および考察】上顎第一大臼
歯遠心移動量および遠心への傾斜角度の平均がグループA（2.04mm、31.37°）、グループB（3.99mm、21.90°）でグルー
プBの遠心移動量が大きく、遠心傾斜角度が小さかった。治療終了時の咬合平面はグループAで2.86°、グループBで2.97°
時計回りの傾斜が強くなった。また、下顎下縁平面はグループAで0.39°、グループBで0.47°反時計回りの回転が起こっ
た。両グループともに臼歯部の遠心移動は圧下しながら遠心傾斜が認められたため、治療終了時に咬合平面の時計回
りの回転、下顎下縁平面の反時計回りの回転が起きたと考えられた。【結論】歯科矯正用アンカースクリューを用いて
上顎大臼歯の遠心移動を行った際、上顎第二大臼歯を抜歯した方がより大きく遠心移動を行うことが示唆された。

学展 -206 MARPE（Micro-implant Assisted Rapid Palatal Expander）適用成人
症例における正中口蓋縫合と歯牙の拡大様式
Expansion pattern of the midpalatal suture and the dentition in the adult case using MARPE

平久 忠輝、鈴木 章裕、豊留 依子
TAIRAKU T., SUZUKI A., TOYODOME Y.

東戸塚たいらく矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】近年海外では歯科矯正用アンカースクリューを固定源とした急速拡大装置Micro-implant Assisted Rapid Palatal 
Expander （以下MARPE）を用い正中口蓋縫合の離開を行った症例報告が見られるようになってきたがMARPEに関す
る報告の中で成人症例報告は非常に少ない。今回当院でMARPEを成人症例に適用し正中口蓋縫合の離開に成功した。
しかし拡大様式については明らかではない。そこで模型とCBCTを用いて観察し上顎骨及び歯牙の拡大様式を検討し
た。【資料および方法】当院において上顎歯列弓が狭窄し側方拡大が必要と診断された25歳4か月から44歳4か月の成
人患者5症例（女性4症例、男性1症例）を対象としMARPE（フォレストワン社）を装着後拡大ネジを1日1/2回転10日間、
その後1日1/4回転を20日間行い合計8mm拡大した。拡大完了後速やかにCBCTを撮影し離開した正中口蓋縫合部を
計測した。また初診時と拡大完了後の模型を使用し模型計測およびゲージ（針真弧）による断面図計測を行い比較した。

【結果および考察】5症例全てにおいて正中口蓋縫合の離開と計測部の歯間幅径の拡大が見られた。正中口蓋縫合部では
横口蓋縫合からA点に近づくにつれ離開量は増し扇状に拡大した。これは横口蓋縫合部で口蓋骨や蝶形骨などが拡大
時に大きな抵抗源となるためと思われた。また歯間幅径の拡大様式は各症例異なり、頬側傾斜を伴うものが4症例、舌
側傾斜を伴うものが1症例であった。バンドを装着した歯はすべて拡大前よりも頬側傾斜しているのに対しアームを沿
わせた歯では舌側傾斜しているものが認められた。これはアームの上下的位置や頬圧が関与していることが考えられ
る。【結論】MARPEは成人症例でも正中口蓋縫合を離開させ、その様式は横口蓋縫合を基点にA点側が広い扇であった。
歯間幅径の拡大様式は各症例異なり、装置の設計が歯間幅径の拡大様式に大きく関与していると思われた。
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学展 -207 市販のニッケルチタン合金製プリフォームド・アーチワイヤーに付与された製
品間の形態的多様性
Morphological variation in commercially available preformed NiTi archwires among products

佐是 奈織美、新井 一仁
SAZE N., ARAI K.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】マルチブラケット法による矯正歯科治療の初期段階で用いるラウンド・ニッケルチタン・アーチワイヤーには製品間
で異なる形態が付与されているが、その形態の多様性や歯列弓形態との関係については報告が少ない。本研究の目的は、市
販の下顎用ラウンド・ニッケルチタン・アーチワイヤーを下顎第一大臼歯の平均的位置に固定前と固定後のアーチワイヤー
の幅径と正常咬合者の下顎歯列弓幅径を比較することである。【資料および方法】正常咬合者30名の下顎歯列模型を用い、
歯列弓長径と幅径を測定した。34種類の下顎用0.016inchニッケルチタン・アーチワイヤーの幅径を正常咬合者の犬歯と臼
歯部長径の平均値の位置で測定し、正常咬合者の歯列弓幅径と比較し、さらに第一大臼歯部幅径の値でアーチワイヤーを3
群（S群、M群、ならびにL群）に分類し、正常咬合者と多重比較を行った。また、正常咬合者の下顎第一大臼歯の平均的位
置に固定したアーチワイヤーの幅径を正常咬合者と比較後、アーチワイヤーの3群と正常咬合者の間で多重比較を行った。

【結果および考察】34種類のアーチワイヤーの幅径は歯列弓幅径よりも有意に狭く、アーチワイヤー 3群間で比較すると、S
群の幅径は全ての歯で他の2群の幅径よりも有意に狭く、M群の第一大臼歯部幅径は、L群よりも有意に狭かった。下顎第
一大臼歯の平均的位置にアーチワイヤーを固定すると、その幅径は歯列弓幅径よりも犬歯部で有意に狭く、第二小臼歯部で
有意に広かったが、多重比較後有意差を認めなかった。製品に付与された形態には広いバリエーションを認めたが、下顎第
一大臼歯の平均的位置に固定するとその特徴は減少し、製品に付与されている形態の多様性の影響は少ないことが示唆され
た。【結論】形態に広いバリエーションが認められた下顎用ラウンド・ニッケルチタン・アーチワイヤーを下顎第一大臼歯の
位置に固定するとその特徴は有意に減少することが示唆された。

学展 -208 新規骨固定補助装置を併用した歯科矯正用アンカースクリューと既存アンカー
スクリューの維持力の比較
Comparison of the retention force between miniscrew with and without the auxiliary skeletal 
anchorage device

大賀 泰彦1、友成 博2、權 相豪1、國則 貴玄2、宮脇 正一2

OGA Y.1, TOMONARI H.2, KWON S.1, KUNINORI T.2, MIYAWAKI S.2

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座歯科矯正学分野、
2鹿児島大学医歯学域医学部歯学部附属病院発達系歯科センター矯正歯科

【目的】歯科矯正用アンカースクリューは年齢制限、脱落、埋入部位の制約など未解決の問題がある。これらを解決するため
私共は新規骨固定補助装置を考案した。本研究の目的はウサギを用いてアンカースクリューに併用した補助装置の効果を検
証することである。【試料および方法】補助装置（TiAl64V）は骨表面と接する部分にスパイク構造を有し、アンカースクリュー
埋入時にアンカースクリューのネックプレートとの間に介在させたシリコーンから圧縮力を加えられ経時的に骨に埋入し固
定される。実験動物としてウサギ（日本白色種、雄）11羽を用い大腿骨に埋入した。計42本のアンカースクリューを補助装
置併用群（実験群）とアンカースクリュー単独群（対照群）に分け、観察期間は埋入後4週と8週とした（実験群: 4週（N=11）、
8週（N=11）、対照群: 4週（N=9）、8週（N=11））。μCTで皮質骨の厚み、骨面からアンカースクリュー頭部までの距離を、
圧縮試験により側方荷重時のアンカースクリュー頭部の変位量を測定した。【結果】皮質骨の厚みと骨面からアンカースク
リュー頭部までの距離について2群間に有意差はなかった。側方変位量について、実験群は対照群に比べ埋入後4週、8週
で有意に小さく、約2.0-2.6倍高い維持力を示した。【考察】補助装置を併用した場合、アンカースクリュー頭部に負荷された
荷重は、骨に埋入したアンカースクリューのネジ部と皮質骨に接した補助装置のスパイク部に分散され、補助装置はアンカー
スクリューの維持力の向上に寄与したと考えられた。また、本研究は閉鎖創で補助装置の効果を検証しているためヒトの口
腔内に近い環境で感染や炎症の影響を含めた安全性や安定性の検討が必要である。【結論】新規骨固定補助装置はアンカース
クリューの維持力を向上させ、短いアンカースクリューの使用を可能にし、歯根近接や接触を避けることで、これまで埋入
困難であった部位への応用が期待される。
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学展 -209 上顎咬合平面の左右的傾斜を改善した顔面非対称患者の鼻の対称性について
Nasal symmetry of facial asymmetry patients who had undergone improvement of occlusal 
cant

鶴田 仁史1、宮本 純平2、宮本 義洋2

TSURUDA H.1, MIYAMOTO J.2, MIYAMOTO Y.2

1広島中央矯正歯科（ 広島 ）、2宮本形成外科（ 広島 ）

【目的】顔面非対称患者のなかでも、オトガイや下顎骨の側方偏位にとどまらず、上顎咬合平面の左右的傾斜（Occlusal 
cant）に問題を有する症例では、Le Fort I型骨切り術を用いた上下顎移動術によって、咬合のみならず顔貌の改善が
必要となる。しかし、治療後に生ずる外鼻変形は、整容的観点からは無視できない。また、顔全体の中で鼻の非対称
が気になることがある。そこで、これらの患者の治療前後の鼻の対称性について検討を行った。【資料および方法】Le 
Fort I型骨切り術を用いた上下顎移動術によってOcclusal cantを改善した16例について、Bernsteinの論文（Otol. Clin. N. 
Amer., 8:705- 715, 1975.）を参考に、治療前後の正貌顔面写真から鼻背の、仰角位顔面写真から鼻尖・鼻翼基部・鼻
翼・鼻孔・鼻柱のDeviated noseの形態を分類した。さらに、治療後の鼻の対称性の評価（Undesirable、No change、
Improvement）を行った。【結果】治療前に何らかのDeviated noseが認められたのは8例で、このすべてが治療後に
も変形が認められた。このうちの4例では治療後の鼻の対称性の評価がUndesirableであった。Deviated noseが治療
前には認められずに治療後に認められたのは7例で、このうちの4例はUndesirableであった。治療前後でDeviated 
noseが認められなかった1例はNo changeであった。治療前にAngled dorsumとDeviated tipが認められる症例では
Undesirableとなることがわかった。【考察】治療前からDeviated noseが認められる症例では、顔全体の非対称感の改
善と鼻の非対称感の改善とは連動しない場合があると思われた。【結論】Occlusal cantの改善を必要とする顔面非対称
患者は、手術後に顔全体の非対称感は減ずるものの、顔面の正中線に対する鼻背や鼻尖の側方への偏位や、左右の鼻
翼ならびに鼻孔が非対称を呈して、鼻の非対称感が残存することがあることを、患者には説明しておく必要がある。

学展 -210 SLM technique を用いた顎関節頭の復位精度
Accuracy of condylar repositioning using the SLM technique

藤田 紘一1,2、大村 進1,2、今井 治樹1,2、本田 康二2,3、臼見 莉沙2、渋谷 直樹1,2、米満 郁男2、
島崎 一夫2、藤内 祝3、小野 卓史2

FUJITA K.1,2, OMURA S.1,2, IMAI H.1,2, HONDA K.2,3, USUMI-FUJITA R.2, SHIBUTANI N.1,2, YONEMITSU I.2, SHIMAZAKI K.2, 
TOHNAI I.3, ONO T.2

1横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、
3横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学分野

【目的】顎矯正手術では、術前の顎位（CR位）に下顎近位骨片を復位させることを目的として、徒手またはデバイスを用いた
顎位決定を行うことが一般的である。当センターで開発した上顎位置決め法であるSLM techniqueは、下顎近位骨片の復
位にも利用できる点が特徴的であるが、今までその復位精度評価は行われていない。そこで今回、SLM techniqueを用い
た下顎近位骨片の復位精度について検討したので報告する。【資料および方法】横浜市立大学附属市民総合医療センター歯
科・口腔外科・矯正歯科において、2015年1-3月に顎矯正手術を行った顎変形症患者20例。全例において下顎近位骨片の
復位はSLM technique（第71回本大会にて報告）を用いて行った。術直前（A時点）、術直後（B時点）、および手術1年後（C
時点）の側面および正面頭部X線規格写真（正面セファロ）を用いて、下顎近位骨片の前後的・左右的な復位精度評価を行った。
評価項目は、側面セファロ上では下顎枝後縁角（∠LAT）、正面セファロ上ではCd（下顎頭最外方点）-GoがZR-ZLと交わる
角度（∠PA-R、∠PA-L）とし、2群間で比較した。統計学的解析にはMann-Whitney U-test（p<0.05）を用い、Bonferroni補
正を行った。【結果および考察】∠LAT、∠PA-Rおよび∠PA-Lにおいて、各群間に有意差は認められなかった。しかし、
∠PA-Rおよび∠PA-LではB時点の値がA時点の値と比べて大きな症例が散見され、このような症例においては、術後に
撮影したCT上で近位骨片と遠位骨片間の骨干渉が生じていた。【結論】以上のことから、SLM techniqueを用いた下顎近位
骨片の復位精度は高いものの、骨片間の干渉に伴う左右的な骨片開大に注意した術中操作が重要なことが示唆された。
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学展 -211 骨格性下顎前突症患者に対する馬蹄形骨切り併用 Le Fort I 型骨切り術後にお
ける上部気道形態の変化
Changes in upper airway morphology after Le Fort I and horse-shoe osteotomies in mandibular 
prognathism

纐纈 美沙子1、米満 郁男1、渋谷 直樹1、島峯 隆浩1、今井 治樹1,2、藤田 紘一1,2、大村 進2、小野 卓史1

KOKETSU M.1, YONEMITSU I.1, SHIBUTANI N.1, SHIMAMINE T.1, IMAI H.1,2, FUJITA K.1,2, OMURA S.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科

【目的】骨格性下顎前突症患者に対する上下顎移動術において、上顎後方部の大きな上方移動が必要な場合に馬蹄形骨切り併
用Le Fort I型骨切り術（HS）が用いられることがある。従来型の Le Fort I型骨切り術（LF）と比較したHSの気道形態変化
に関する報告は少ない。今回我々は、LFとHSの術後の気道変化様式を比較検討したので報告する。【資料および方法】2009
年9月から2013年3月に横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科において上下顎移動術を施行し
た骨格性下顎前突症患者の中から、HSを施行した10名（HS群: 男性1名、女性9名）、LFを施行した11名（LF群: 男性2名、
女性9名）を対象とした。術前（T0）、術直後（T1）、術後6か月（T2）および術後1年（T3）経過時の側面頭部X線規格写真を用
いて、以下の項目を計測した。顎顔面形態の指標として、SNA、SNB、ANBおよびFMAを用いた。また、咽頭気道変化
の指標として、口蓋咽頭スペース（PPS）、上後方咽頭スペース（SPPS）、中咽頭スペース（MPS）、下咽頭スペース（IPS）およ
び喉頭蓋咽頭スペース（EPS）を用いた。【結果および考察】上下顎の移動様式に関しては、両群間に有意差は認めなかった。
LF群は、T0からT1にかけてPPSが増加し、MPSおよびEPSは変化せず、SPPSおよびIPSで減少傾向を示した。T1から
T3にかけて変化は認められなかった。一方、HS群は、T0からT1にかけてPPSは変化せず、SPPS、MPS、IPSおよびEPS
で減少傾向を示した。T1からT2にかけて変化はなく、T2からT3にかけてIPSおよびEPSで減少傾向を示した。以上のこ
とから、HS群では口蓋骨片が上方移動しないため、垂直的な口腔内容積が減少することで舌房を狭め、中咽頭気道の前後
径が減少したと考えられた。【結論】骨格性下顎前突症患者に対する上下顎移動術において馬蹄形併用Le Fort I型骨切り術
は従来型のLe Fort I型骨切り術と比較して、中咽頭気道の前後径が減少することが示唆された。

学展 -212 SLM テクニックを用いた上顎移動術の精度：モデルサージェリーのデジタル
化による検証
Accuracy of maxillary repositioning by using SLM technique: verification by digitalization of 
model surgery

今井 治樹1,2、大村 進1、藤田 紘一1,2、本田 康二2,3、渋谷 直樹1,2、米満 郁男2、島崎 一夫2、藤内 祝3、
小野 卓史2

IMAI H.1,2, OMURA S.1, FUJITA K.1,2, HONDA K.2,3, SHIBUTANI N.1,2, YONEMITSU I.2, SHIMAZAKI K.2, TOUNAI I.3, ONO T.2

1横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、
3横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学分野

【目的】上下顎移動術においては、正確な上顎の位置決めがその成否を左右するといっても過言ではなく、精度向上のためこ
れまで様々な手法が考案されてきた。当センターでも術中計測を必要としないSLMテクニックを考案し、日々臨床応用し
ている。本法は左右2本の骨接合用プレートを用いて下顎骨を保持し、術中の咬合高径を維持することで、位置決めシーネ
により術前に計画した上顎移動様式の完全再現を目的としている。しかしながら、これまでその精度に関する検証は行われ
ていなかった。一方、上顎移動精度の検証を行うためには、位置決めシーネと完全に一致したプレディクションを作成する
必要がある。しかし、咬合器を用いたモデルサージェリーによりシーネを製作する場合には、これまで困難であった。今回
われわれは、モデルサージェリーによる上顎移動様式をデジタル化し、術前CTと統合することでプレディクションを作成、
術後CTとの比較を行うことで、SLMテクニックを用いた上顎移動術の精度検証を行ったので報告する。【資料および方法】
横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科において、顎矯正手術を行った顎変形症患者2名。と
もに上顎位置決めシーネを介した術前の上下顎模型を3Dスキャナーにてデジタル化し、術前CTと下顎歯列において統
合した。得られたプレディクションと術後CTを、頭蓋を基準として重ねあわせ、両者の相違を歯冠部において抽出した。

【結果および考察】今回資料とした2症例において、ほぼ設定通りに上顎の移動がなされていた。臼歯部の上方移動が若干不
足する傾向が認められたが（第一大臼歯において平均約0.6mm）、症例数・検証方法に改良を加え、さらなる検討を行う予定
である。【結論】本検証法は上顎移動術の精度を三次元的に定量化することが可能なため、臨床的なフィードバックを行う上
で有用なツールとなり得ると考えられた。
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学展 -213 アイトラッキングを用いた骨格性下顎前突症患者の外科矯正治療前後の顔貌変
化に対する注視点解析
Eye tracking analysis of changes in facial surgery, orthodontic treatment of mandibular 
prognathic patients

平野 航、大塚 剛郎、河田 俊嗣
HIRANO W., OTSUKA T., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学

【目的】外科矯正治療の目的は、咀嚼機能と顎顔面の形態改善である。これまで、外科矯正治療後の顎顔面の形態改善
の評価は、第3者の多角的データを得ることが困難であった。そこで本研究では、骨格性下顎前突症患者の外科矯正
治療による術前後顔貌の変化を視線計測器（以下、アイトラッキング装置）を用いて注視点を解析し、骨格性下顎前突
症患者の術前・術後の顔貌のどの部位に着目されているのかを客観的に分析し、患者が外科的矯正治療を受ける際の
意義の1つとして、審美的回復を客観的判断材料として役立てることを目的とした。【資料および方法】視線分析はア
イトラッキング装置を用いて行った。アイトラッキングとは、眼球や角膜反射を赤外線でとらえ、人がどこを見て、
どのように視線を動かすかを記録し分析できる科学的手法である。アイトラッキング装置を装着し、平均的顔貌（以下、
コントロール）の静止画（以下、画像）、骨格性下顎前突症患者の術前・術後の画像を見せた際の注視点データ蓄積を、
歯科医師10名を対象に行った。【結果および考察】コントロールと比較し術前画像においては下顎前突部位に視線が集
中した為、同部位付近における注視が増加した。術前画像と比較し術後画像では外科矯正で下顎の前突感が目立たな
くなり下顎への注視は著しく減少した為、結果的に上顎へと視線が変化した為に上顎における注視が増加した。また、
コントロールと術後画像においては顕著な注視点の差は認められなかった。【結論】骨格性下顎前突症患者への第3者
からの視線はその形態的特徴から下顎へ集中する傾向が示され、外科的矯正治療の審美的有用性がアイトラッキング
装置による客観的データによって示唆された。

学展 -214 下顎骨前方移動術を施行した骨格性下顎後退症患者の咽頭気道の長期変化
Long-term changes of pharyngeal airway following mandibular advancement surgery in 
mandibular retrusion patients

秦 雄一郎1、野田 一樹2、中井 大史2、伊東 隆三1

HATA Y.1, NODA K.2, NAKAI D.2, ITOH T.1

1（ 医 ）伊東会顎・顔面・歯列矯正センター、2（ 医 ）伊東会伊東歯科口腔病院

【目的】外科的矯正治療では、硬・軟組織の形態変化のみならず気道変化を把握することが重要である。我々は前回大
会で骨格性下顎後退症患者に対して下顎骨前方移動術を行った際の短期的な気道変化について報告した。今回、観察
期間と方法を広げて骨格性下顎後退症患者に対して下顎骨前方移動術を行った際の気道変化について検討したので報
告する。【資料および方法】資料は、当センターを受診し下顎骨前方移動術を行った男女14名の術直前（T0）、術後2週

（T1）、術後1か月（T2）、および術後6か月（T3）の側面頭部エックス線規格写真とCT画像を用いた。計測部位は咽頭
気道のPNS、軟口蓋最下点、喉頭蓋先端における水平距離計測、及び舌骨中心とPog点の水平・垂直距離計測を行った。
また、軟口蓋の傾斜を表すSP Angleを計測した。さらに、CT画像から各部位の水平断面積とPNSから喉頭蓋先端ま
で体積の評価を行った。得られた各時点の計測値を比較し、差の有意性をpaired t-testで検定した。【結果および考察】
T3において、T0と比較した咽頭気道変化は、喉頭蓋先端の前方部で有意に広がった。しかし軟口蓋最下点と前後径
で有意差は見られなかった。CTでは、T0と比較して軟口蓋最下点の断面積と体積においてT1-T3で有意に増大した。
舌骨中心は、水平的には有意に前方移動していたが、垂直的には有意差は見られなかった。SP AngleはT3でも有意
に増加し、T1とT2、T3の間では有意差は見られなかった。このことから咽頭気道は、気道前方部の前方移動により
幅を増大し、術後6か月でも体積を維持している可能性が考えられた。【結論】骨格性下顎後退症患者に対して下顎骨
前方移動術を行った際の気道変化は、軟口蓋の前方傾斜と喉頭蓋前方部と舌骨の前方移動により幅を増大し、術後半
年においても維持されている可能性が示唆された。
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学展 -215 上下顎移動術の術後変化に対する三次元評価
Three dimensional analysis after two-jaw surgery

加藤 悠歩1、大塚 雄一郎1、三條 恵介1、金子 優1、土肥 洋介1、浦 啓修2、嶋田 淳2、須田 直人1

KATO Y.1, OTSUKA Y.1, SANJO K.1, KANEKO Y.1, DOHI Y.1, URA Y.2, SHIMADA J.2, SUDA N.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、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分野 I

【目的】近年、顎矯正手術に際して複雑な骨片移動を図る例がある。特に上下顎移動術では、並進3方向と回転3方向
におよぶ移動が多い。そのため三次元評価に基づいた術後評価が必要となるが、用いるべき計測点や平面は確立され
ていない。そこでDICOMデータを用いた三次元評価を行う際の適切な基準点や基準平面を検討し、頭部エックス線
規格写真による二次元評価と比較した。【資料および方法】本学病院で顎変形症と診断され、上下顎移動術（Le Fort I 
型骨切り術と下顎枝矢状分割術）を施行した骨格性下顎前突症例4例を対象とした。顎矯正手術直前（T1）、術後4か月

（T2）、術後8か月以上（T3）に撮影されたDICOMデータと頭部エックス線規格写真（正面・側面）を用いた。三次元評
価では、Dentsply IH社製SimPlant O & Oを用いて三次元画像を再構築した。基準平面として、両側Or、左側Po、
Nの4点を用いて三平面を規定し、脳頭蓋部で重ね合わせた。上下顎骨の基準点として、切歯孔、口蓋骨後縁、オト
ガイ棘、オトガイ孔を用いた。二次元評価における上下顎骨の基準点として、頭部エックス線規格写真上のANS、
PNS、Mx、Meを用いた。【結果および考察】上顎骨に関して、二次元評価では4例ともPNSとMxの再現性が低く、
yawの評価も不可能であった。一方、三次元評価ではT1-T3にわたり切歯孔と口蓋骨後縁が再現性良くプロットでき、
回転3方向も正確に評価可能であった。下顎骨に関しては、二次元的にrollとyawの評価はできなかった。一方、三
次元評価では両側オトガイ孔を用いることで、rollとyawの正確な評価がT1-T3にわたり可能であった。このように
三次元評価は精度向上だけでなく、評価内容を充実させた。【結論】今回行った三次元評価は、6自由度の正確な術後
評価により、顎矯正手術の成績向上に寄与すると考えられる。

学展 -216 下顎枝矢状分割術後短期間にみられる下顎骨の位置的変化の評価
Evaluation of positional changes of the mandible found in a short time after SSRO

今村 竜太郎1、根岸 慎一1、斎藤 勝彦1、葛西 一貴1、今村 隆一2、大峰 浩隆2

IMAMURA R.1, NEGISHI S.1, SAITOH K.1, KASAI K.1, IMAMURA R.2, OHMINE H.2

1日本大学松戸歯学部歯科矯正科、2日本大学松戸歯学部顎顔面矯正科

【目的】下顎枝矢状分割術（以下SSRO）後短期間で生じる下顎位の変化は、術後矯正治療を長期化させる原因となって
いる。そこで本研究は、SSRO後6か月間にみられる下顎骨体および下顎頭の位置的な変化について調査することを
目的とした。【資料および方法】被験者は骨格性下顎前突症と診断されSSRO単独で治療を行った患者25名（男性11名、
女性14名、平均年齢26.8±5.3歳）とし、SSRO 1か月後と6か月の側面セファロおよびCT画像を資料とした。撮影は
すべて咬頭嵌合位で行った。顎位ならびに骨片の偏位については側面セファロにより計測した。下顎頭の位置的変化
については、前頭断、矢状断ならびに水平断の3方向におけるCT画像から下顎頭と下顎窩の間の最短距離を計測した。

【結果および考察】手術後6か月間において側面セファロではB点は前方に0.7±1.4mm 下方に0.6±0.3mm移動し FMA
は0.2±3.3°変化した。近位骨片および遠位骨片の前後的な位置に変化は認められなかった。しかし、下顎頭のCT画像
の計測では 手術後6か月間において、左側では外方に0.8±0.5mm、右側では外方に0.9±0.4mm変化した。また、前方
および下方においては、左側で0.4±0.4mm 0.6±0.3mm、右側では0.5±0.9mm 0.6±0.2mm変化した。このことから、側
面セファロでは骨片の変化はみられなかったが、CT画像では下顎頭の外方への位置的変化が認められた。術後にお
いて近位骨片の固定時における位置変化によって、下顎頭の位置的変化が起こりその後の顎位や咬合に影響を与えて
いることが示唆された。【結論】下顎枝矢状分割術後短期間において、近位骨片の固定時おける位置変化によって、下
顎頭の外方への位置的変化が認められた。
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学展 -217 骨格性上顎前突症患者に対する馬蹄形骨切り併用 Le Fort I 型骨切り術後にお
ける上部気道形態の変化
Changes in upper airway morphology after Le Fort I and horse-shoe osteotomies in maxillary 
protrusion

島峯 隆浩1、米満 郁男1、渋谷 直樹1、纐纈 美沙子1、今井 治樹1,2、藤田 紘一1,2、大村 進2、小野 卓史1

SHIMAMINE T.1, YONEMITSU I.1, SHIBUTANI N.1, KOKETSU M.1, IMAI H.1,2, FUJITA K.1,2, OMURA S.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学歯学部歯学科、2横浜市立大学附属市民総合医療センター

【目的】近年、骨格性上顎前突症患者に対する上下顎移動術において、下顎骨の前方移動と共に上顎骨の後上方移動が必
要な場合、馬蹄型骨切り併用Le Fort I型骨切り術（HS）を用いることがある。しかし、従来型の Le Fort I型骨切り術

（LF）との術後上部気道形態変化の違いについては不明な点が多い。そこで今回我々は、上部気道形態や舌骨の位置変
化に着目し比較検討した。【資料および方法】横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科におい
て、上顎骨の後上方移動を伴う上下顎移動術を施行した骨格性上顎前突症患者19名（LF群10名、HS群9名）の術直前（T0）、
術直後（T1）、術後1年（T2）の側面頭部X線規格写真を用いて、上部気道については咽頭後壁に対するPNSからの距離

（PPS）、軟口蓋からの距離（SPPSおよびMPS）、及び舌根部からの距離（IPSおよびEPS）を、舌骨についてはSellaから
の距離（S-H）および第3頸椎からの距離（C3-H）を計測した。統計学的解析にはt検定を用いた（p<0.05）。【結果】SPPSお
よびMPSは、T2においてHS群では減少した。IPSおよびEPSは、T1においてLF群およびHS群共に増加したが、T2
においてHS群では減少した。S-Hは、T1においてLF群およびHS群共に減少し、T2においてLF群ではさらに減少した。
C3-Hは、T1においてLF群およびHS群共に増加したが、T2においてHS群では減少した。【考察】LF群では口蓋全体
の上方移動に伴い舌が挙上したため、中咽頭気道前後径は維持されたが、HS群では口蓋骨片が上方移動しないため口
腔内容積が減少、舌が後方位をとり、増加した前後径が維持されなかったと考えられた。【結論】HSを用いた骨格性上
顎前突症患者に対する上顎骨の後上方移動術は術後に中咽頭気道の前後径が減少することが示唆された。

学展 -218 複合現実感を伴う外科矯正シミュレーションシステムにおける、CT- 模型デー
タ統合モデルの精度検証
Accuracy of CT-CAST unified data in mixed-reality surgical simulation system

佐藤 允俊1、萩原 俊一1、小野寺 一浩2、小林 優3、不島 健持1

SATOU C.1, HAGIWARA S.1, ONODERA K.2, KOBAYASHI M.3, FUSHIMA K.1

1神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座歯科矯正学分野、2神奈川歯科大学附属横浜クリニック放射線科、
3神奈川歯科大学顎顔面外科学講座

【目的】我々は複合現実感を伴う包括的診断システムManMoSを開発、臨床応用し、特に外科矯正における良好な治療
結果を報告してきた。しかしManMoSに限らずCTにおいてはメタルアーチファクトがモデルの再現性を低下させる
一つの要因となる。今回、これを除去する目的で3Dスキャナにて歯列をSTLデータ化し、骨格に統合する手技を検討、
この精度を検証した。【資料および方法】乾燥頭蓋に参照球を固定し、矯正的な計測点を設定、各参照球間、各計測点
間での実測値を計測した。セラミック球を固定したままCT（東芝メディカルシステムズ株式会社 Alexion Advance 
Edition）撮影を行いManMoS上で再構成し、実測時と同様の項目についてManMoSモデル上で計測しその誤差を検討
した。次に全ての歯が揃っており、形態的に咬耗著しくない歯列模型を選定し、3Dスキャナ（Panasonic、C Proデン
タルシステム）にてSTLデータ化した。さらに歯列模型の周囲に参照球を配置したファントムを作成し、CT撮影を行い、
ManMoS上で再構成、歯列部分をICP法にてSTLデータに置き換えCT-模型統合モデルを得た。ファントム上での実
測値とManMoS上での統合モデルの計測値との誤差を検討した。全ての計測は同一の術者にて行われ、同一の計測を
3回行い検討した。この研究は神奈川歯科大学研究倫理審査番号337にて承認を経た上に行われた。【結果および考察】
乾燥頭蓋を用いた検証での各計測点間での誤差（mm）は平均-0.02、標準偏差1.07、各参照球間が同様に平均-0.52、標準
偏差0.56となった。石膏模型を用いた検証での誤差は平均0.29、標準偏差0.26であった。【結論】ManMoS上で構成され
るモデルは臨床上問題の無いレベルでの精度を保証し、外科矯正、矯正のための有効なツールとして機能すると言える。
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学展 -219 外科的矯正治療患者の各治療段階における心理評価―第3報 縦断的評価―
Psychological evaluation at each treatment stages in maxillofacial deformity patients-
longitudinal study-

立木 千恵1、阿部 玲子2、伊尾 歌織1、小倉 弘之1、鍛代 秀人1、草場 岳1、西井 康1、末石 研二1、
高木 多加志3、柴原 孝彦3

TACHIKI C.1, ABE R.2, IO K.1, OGURA H.1, KITAI S.1, KUSABA G.1, NISHII Y.1, SUEISHI K.1, TAKAKI T.3, SHIBAHARA T.3

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2あらかわ矯正歯科（ 東京 ）、3東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

【目的】外科的矯正治療の治療後に顎変形症患者に心理的改善がみられることは従来報告されている。しかし本治療
は治療中に審美的および機能的問題の増悪を伴うこと、また顎矯正手術に対する不安などが生じる。患者の治療中
のQOLを考慮したより質の高い治療を提供する上でこれらは注目されるべき点である。これまで各治療段階におけ
る心理の横断評価、顎変形症の種類による心理評価を報告してきた。本報告では、治療中の患者の経年的な心理とし
てQOLの縦断評価を行う。【資料および方法】東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した外科的矯正治療中の患者で
骨格性下顎前突症19名、顔面非対称症10名、上顎前突症5名を対象とした。各症例において装置装着時（T1）、術前
矯正治療時（T2）、術後矯正治療時（T3）にそれぞれアンケート調査を行った。アンケートはQOLの調査としてOQLQ

（Cunningham et al.2000）および治療と症状に対する質問を作成し、回答形式はVisual Analogue Scaleを用いた。ま
たセファロ分析値、overjet、overbiteを調査し、アンケート結果との関連を比較した。【結果および考察】下顎前突症
においてT2で審美と機能の認識度は有意に低下した。T1-T2間における両者の認識度とoverjetの変化量に相関があり、
セファロ分析値（ANB、wits）に相関はなかった。T2-T3間でも審美、機能認識および社会意識は有意に上昇した。上
顎前突症ではT1-T3間で審美意識が有意に上昇し、wits値と相関が見られた。顔面非対称症では審美意識がT2-T3間
で有意に上昇した。【結論】外科的矯正治療中のQOLの変化は顎変形の種類によって異なる。また、初診時の変形の
大きさよりも治療期間を通じてoverjetの変化によってQOLが低下することが示唆された。

学展 -220 歯冠修復が必要な矯正治療患者における歯科充填用コンポジットレジンの応用
Application of the direct composite resin to orthodontic patient requiring crown restoration

竹田 彩、藤井 智巳、大久保 俊彦
TAKEDA A., FUJII T., OKUBO T.

アポロ歯科・矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】歯科矯正患者の口腔内には不自然な形態の修復がなされていたり著しい摩耗が認められることが多く、包括的
歯科治療が求められる。近年MI（Minimum Intervention）コンセプトに基づく最小限でのダイレクトボンディングに
よる修復が浸透して来ている。歯科充填用コンポジットレジン（グラディアダイレクト、株式会社ジーシー）は審美性
に優れ、十分な強度を備え長期に渡って安定する修復材として用いられている。ダイレクトボンディングによる修復
の矯正治療への応用は、MIコンセプトに基づいた矯正治療を実現するものと考えられる。歯科充填用コンポジットレ
ジンを用いた臼歯部の歯冠修復を矯正治療計画に取り入れ、安定性について評価したので報告する【資料および方法】
当院において包括的歯科治療を希望した患者に対し、咬合高径の増加または歯冠の形態回復を目的として、歯科充填
用コンポジットレジンにより臼歯部の歯冠修復を行った3症例を対象に治療前後のセファログラムの重ね合わせ、模
型における咬合状態の確認を行い、安定性を検討した。【結果および考察】セファログラムの重ね合わせでは後戻りは
認められず、模型においても良好な咬合状態を確認することが出来た。歯科充填用コンポジットレジンによる臼歯部
の歯冠修復は安定した咬合を得るための一手段となり得ると考えられた。【結論】臼歯の歯冠修復が必要な矯正治療患
者に対し、歯科充填用コンポジットレジンを用いた治療を行うことは、MIコンセプトに基づく治療を提供し、安定
した咬合を付与できる可能性があることが示唆された。
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学展 -221 矯正歯科専門診療所と一般歯科診療所の地域歯科医療連携に関する一考察
A consideration of regional cooperative dental service between a private general dentist and 
an orthodontist

寺谷 烈1、江藤 友幸1、小川 裕也2

TERATANI T.1, ETO T.1, OGAWA Y.2

1寺谷歯科・矯正歯科クリニック（ 佐賀 ）、2小川歯科医院（ 佐賀 ）

【目的】日常臨床において、矯正開業医は一般歯科開業医から矯正治療を取り込んだ治療の依頼をうけることがある。
患者の来院背景をもとに、矯正医と一般歯科医が共通の治療目標を共有することはとても重要である。しかしながら、
各々の個人開業医間では、診療体制や方針の違い、お互いの理解度により、その診療所連携がとれているとは言い難
い場合も少なくない。個人開業医間での連携の取り組みを考えた。【資料および方法】矯正医と一般歯科医の合同症例
カンファレンススケジュールを時系列に作製した。一般歯科で採得した資料より、各症例の問題リストを抽出する。
一般歯科医の治療に対するゴールの認識や矯正治療に対する希望を記載するシートを作製した。矯正歯科で採得した
資料より、抜歯部位、治療期間、矯正装置などの情報と一般歯科医に依頼する事項を記載した書類を作製する。共通
の治療ゴールをもとに、各々の治療へのリスクと限界を共有化し、症例カンファレンスを行う。その方向性をもとに
セットアップモデルを作製し、一般歯科医にワックスアップを加えてもらい、共通の治療計画の把握と共有する予測
モデルを共有する。最終的な治療ゴールを作製する。【結果および考察】治療スケジュールシートと共有の予測モデル
を共有化し、定期連携サイクルを作製し、把握しあうことで、診療所（個人開業医）連携が今まで以上にとりやすくなっ
た。共通した治療目標に加え、時系列的に治療経過の把握ができることで、患者と術者のお互いへの信頼感、安心感
が増した。【結論】矯正医と一般歯科医、他科の専門医と症例合同カンファレンスの開催、資料のやり取りを具体化、
共有化することで治療ゴールへの共通認識が増え、個人開業医間での診療の質が向上すると思われた。

学展 -222 上顎前歯乳歯時期から混合・永久歯列期までの歯軸の変化
Changes of the tooth axis of maxillary anterior teeth since the primary dentition

田原 麗1,2、佐藤 まゆみ2,3、勝村 さくら2,3、山本 将仁3、阿部 伸一3

TAHARA R.1,2, SATO M.2,3, KATSUMURA S.2,3, YAMAMOTO M.3, ABE S.3

1タハラデンタルクリニック（ 千葉 ）、2佐藤歯学研究所（ 東京 ）、3東京歯科大学解剖学講座

【目的】歯の萌出に関する研究方法において、連続的に個人の生育状態を追跡する縦断研究は、個体差も考慮に入れた
成長発育の緻密な観察には不可欠な研究である。本研究では同一個人の成長過程における模型をレーザー計測し、上
顎前歯の歯軸の経年的変化を観察した。【資料および方法】対象は、乳児院に在院中の出生日の明らかな、満2歳以降
は同市内の養護施設に転院し引き続き継続的調査を行い得た同一の被験者3名である。期間は、生後4か月から18歳
まで、口腔内診査および上下顎印象採得を2か月間隔で行い、得られた上顎石膏模型をORAPX社製模型スキャナー
で読み取り、スキャンデータ編集ソフトで計測し、3D画像ビューアーソフトおよび3次元データ位置決めソフトを使
用した。なお、上記の研究は、保護者および代諾者への説明および同意のもとで行われた調査研究である。【結果】同
一個人の模型を用いて経年的に歯冠の中央部を通る長径軸を計測し、乳歯列期から混合歯列期を経て永久歯列期まで
の顎の成長変化に伴って歯軸の変化が見られた。混合歯列期の歯軸は左右に動いて変化していくが永久歯列期には乳
歯列期と同様の個体歯軸を示し、安定してくることが観察できた。【考察】上顎前歯歯軸の変化を観察することは上下
顎各歯間相互の関連性、パラレリング及び口腔領域における審美などに有効と考えられた。歯軸の変化は、乳歯列完
成期と永久歯列完成期は今回計測した上顎前歯に限り、ほとんど変化は見られなかった。混合歯列期においては、顎
の前方拡大に応じて歯軸の変化は見られたが、これも萌出に伴う変化と顎の変化ととらえることができる。今後は、
更に角度、歯の形態、空隙及び上下顎歯の歯軸などとの関連性を明らかにすることが課題である。【結論】同一個人の
成長過程において縦断的に歯軸を観察することは臨床を行う上で個体歯軸をとらえる指標になることが示唆された。
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学展 -223 混合歯列期における既製マウスピース型機能的矯正装置の治療効果
The effects of a prefabricated functional appliance in early mixed dentition period

岡村 祥吾、岩田 敏男、畠中 玲奈、二宮 卓也、小泉 創、大塚 剛郎、三宅 真次郎、小田 博雄、河田 俊嗣
OKAMURA S., IWATA T., HATANAKA R., NINOMIYA T., KOIZUMI S., OTUKA T., MIYAKE S., ODA H., KAWATA T.

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座

【目的】既製マウスピース型機能的矯正装置（prefabricated functional appliance: PFA）は機能的改善が期待できるとと
もに歯や、成長期においては顎の移動も可能とされている。そこで我々は、混合歯列期におけるPFAの短期的治療
効果に対する検討を行った。【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正科に来院した混合歯列期（Hellman歯年齢
2C、3A、3B期）の患者のうち、PFAを最初に適用した骨格的Class1およびClass2（ANB：2.7°‐6.7°）症例15名（男：5名、
女：10名、初診時平均年齢8歳1か月）の初診時（T1）及び装着約1年後（T2）における側面頭部X線規格写真（セファロ）
を用いた。セファロ分析は通法に加え、機能的改善を検討するため以下の計測を行った。1）下顎下縁平面 ‐ 舌骨間
距離（H-MP）2）舌骨の垂直的位置（Hv）3）舌骨の水平的位置 （Hh）4）下顎下縁平面-舌背最高頂距離（MP-舌背頂距離）5） 
舌長（TL）上記計測項目についてT1とT2における計測値を比較した。検定はstudent-t検定を用い、危険率5%未満を
有意差ありとした。【結果および考察】T1に比べT2において、1.U-1 to FH・SNは有意に小さく、上顎前歯は舌側傾
斜していた。2.IMPAおよびFMIAに有意差は認められなかった。3.SNBに有意差はなく、下顎の成長促進効果は認
められなかった。4.FMAは開大傾向が見られたが有意差はなかった。5.MP ‐ 舌背頂距離およびTLが有意に大きく
なり、舌位の改善が認められた。PFAは機能的矯正装置と同様な効果が期待されたものの、骨格的な改善は充分なも
のではなかった。しかし機能的改善を認め、今後長期的な使用による効果を確認する予定である。【結論】PFAは短期
的には歯性の移動に効果的であり、舌位の改善も期待できることが示唆された。

学展 -224 当院の患者における歯科矯正治療後の前歯部後戻りに対する意識調査
Questionnaire survey on relaps of post orthodontic treatment in the patients of Omiya 
Orthodontic Clinic

杉本 俊之1、宇都野 創2

SUGIMOTO T.1, UTSUNO H.2

1大宮矯正歯科（ 埼玉 ）、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科法歯学分野

【目的】矯正歯科治療において動的治療終了後に保定を行った患者の中には後戻りをきたす症例がある。この際、患者
はどのような状況であれば再治療を希望するか、またはしないかについてアンケート調査を行い、さらに術者による
評価も行い総合分析したのでここに報告する。【資料および方法】当院を受診し、本研究に関しての主旨の説明を行い、
同意を得た動的治療時に唇頬側にマルチブラケット装置を装着した、前歯部叢生を主訴とした永久歯列期の保定終了
後の患者68名（男性17名、女性51名、平均年齢29.3才）、（期間: 2013年4月~2016年4月）にアンケート用紙を配布し、
無記名で保定終了後に後戻りが気になるか、どの部位が気になるか、再治療を希望するか、またその場合どのような
装置で再治療を希望するか、再治療費をいくらまで支払えるか等12項目について質問した。さらに、術者による評
価として、動的治療開始前、終了後、保定終了後の模型から後戻り量等15項目を計測して両者の比較解析を行った。

【結果および考察】アンケートおよび術者による評価の結果から、男女とも上下顎前歯部で1.5ｍｍ以上、上顎のみで
は1.0ｍｍ以上、下顎のみでは1.5ｍｍ以上の後戻りで、再治療を希望する傾向にあった。特に上顎前歯部の後戻りは

「見えるところ」という理由から再治療を希望する患者が多く、再治療を行うにあたり、唇頬側にマルチブラケットを
装着することに抵抗があるという理由から目立ちにくい装置や、取り外し可能な装置を希望する傾向にあった。また、
再治療においては、動的治療時に高額な治療費の支出があったため、さらなる出費を望まない傾向にあった。【結論】
再治療は1.0ｍｍ以上の後戻りで、目立ちにくい装置を用い、支出を望まない傾向にあった。
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学展 -225 上下顎前歯部の唇舌的移動と歯槽骨厚の変化に関する検討
Changes in the alveolar bone thickness after orthodontic treatment involving inclination of 
incisors

岩田 敏男1、村田 奈央2、林 真莉子3、河田 俊嗣1

IWATA T.1, MURATA N.2, HAYASHI M.3, KAWATA T.1

1神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野、2前田矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）、
3宮崎台やすい矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）

【目的】矯正歯科治療における術後の安定に影響を与える要因として、歯の移動後における歯根周囲の歯槽骨量が挙げられ
る。特に上下顎前歯部の移動に関して根尖部の移動を伴う治療を行なった場合の保定は充分注意が必要であると考えら
れる。そこで我々は矯正歯科治療前後の上下顎前歯歯根部の歯槽骨厚を計測し歯の移動方向と骨量との関連を検討した。

【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正科にてマルチブラケット装置の治療を行った患者60名（男性30名、女性30名）
を無作為に抽出した。これら患者の初診時（T1）および動的治療終了時（T2）における側面頭部エックス線規格写真を使用し
通法に従い計測した。唇舌側の歯槽骨厚は歯根部を均等に3分割しその部位の最大値を計測値とした。抽出した60名を上下
顎前歯歯軸（U-1 to SN、IMPA）の唇舌的変化により4群に分類した。各群に対して、1）各群のT1とT2における歯槽骨厚を
比較した。2）各群それぞれの変化量（T2 - T1）とU1 to FH、IMPAの変化量との相関係数を算出した。【結果および考察】1. 
U-1唇側傾斜移動群: 上顎中切歯周囲歯槽骨厚は舌側において有意に薄くなり、唇側歯根中央部歯槽骨厚との間に有意な正
の相関（r=0.68）が認められた。2. U-1舌側傾斜移動群: 上顎中切歯周囲歯槽骨厚は唇側において有意に薄くなり、舌側根尖側
の歯槽骨厚との間に高い負の相関（r=-0.81）が認められた。3. L-1唇側傾斜移動群: 下顎中切歯周囲歯槽骨厚は舌側根尖部と
唇側において有意に薄くなっており、唇側歯根尖部に有意な相関が認められたものの高い相関ではなかった。唇側移動の場
合には移動方向の骨添加はごく僅かであると考えられた。4. L-1舌側傾斜移動群: 下顎中切歯周囲歯槽骨厚は唇側根尖部にお
いて有意に薄くなっていた。【結論】上顎中切歯周囲歯槽骨厚の変化は移動量との関係が示唆され、下顎中切歯周囲歯槽骨厚
は唇側歯槽骨が薄くなる傾向が認められた。

学展 -226 非抜歯矯正治療における治療前後の模型計測値の変化
Changes in the model measurements before and after treatment in non-extraction orthodontic 
treatment

畠中 玲奈、小泉 創、秋葉 夢乃、三宅 真次郎、河田 俊嗣
HATANAKA R., KOIZUMI S., AKIBA Y., MIYAKE S., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】永久歯列期の歯科矯正治療において、犬歯間幅径の変化は予後の安定に影響を及ぼすばかりか、歯列弓長径の
変化は審美面においても影響することが知られている。叢生を伴う不正咬合症例において非抜歯にて歯列矯正治療を
行う場合は、ディスクレパンシーの解消の為に歯列弓周長の増大が必要となる。そこで本研究では、非抜歯による叢
生を伴う不正咬合の歯列矯正治療前後での模型計測値の変化を評価した。【資料および方法】被験者は本学矯正科にて
叢生を伴う不正咬合を非抜歯にて矯正治療を受けた35名（14-36歳までの女29名、男6名）を無作為に抽出した。上記
被験者の治療開始時と治療終了時の歯列模型を用いて、犬歯間幅径、歯列弓幅径、歯列弓長径、スピーの彎曲の変化
を評価した。さらに治療終了時の値と正常咬合者の値とを比較検討した。【結果および考察】開始時と比較して終了時
の犬歯間幅径、歯列弓幅径の値は有意に増加し、スピーの彎曲は有意に減少した。歯列弓長径は治療前後において変
化は認められなかった。スピーの彎曲を取り除き叢生を解消する為の歯列弓周長の増加を歯列弓幅径の変化により確
保したことが確認された。結果として、歯列弓長径は変化させず、審美を考慮した治療結果が得られたものと考えら
れる。一方で、終了時の犬歯間幅径、歯列弓幅径の値は正常咬合者の標準値を超えて大きい値を示した。永久歯列期
の歯科矯正治療における犬歯間幅径の変化は予後の安定に影響を及ぼすことからも今後、予後の管理を定期的に行う
ことが重要となると考えられる。【結論】非抜歯による不正咬合の矯正歯科治療前後で犬歯間幅径、歯列弓幅径の値は
有意に増加し、スピーの彎曲は有意に減少した。また、歯列弓長径は治療前後において変化は認められなかった。
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学展 -227 混合歯列期に歯列弓拡大を行った症例における大臼歯間幅径の長期的変化－第２報－
Long-term change of intermolar distance after expansion of dental arch in mixed dentition 
-Part 2-

大竹 正紀1、丹原 惇1、大竹 正人2、高橋 功次朗1、森田 修一1、齋藤 功1

OTAKE M.1, NIHARA J.1, OTAKE M.2, TAKAHASHI K.1, MORITA S.1, SAITO I.1

1新潟大学医歯学総合研究科矯正学分野、2大竹矯正歯科医院（ 新潟 ）

【目的】混合歯列期における歯列弓形態について、これまで学童期の児童を対象にした成長変化に関する報告のみであり、
歯列弓の拡大を行った症例の長期的な変化を検討したものは少ない。昨年度、当学会において下顎歯列弓の拡大につい
て発表を行い、今回、同じ症例の上顎歯列弓の変化をII期治療保定観察終了まで縦断的に分析を行ったので報告する。

【資料および方法】2004年から2005年の間に大竹矯正歯科医院（新潟県）を受診し、下顎歯列弓の拡大を含むI期治療およ
び非抜歯によるII期治療と保定観察を行った15症例を対象とした。全ての症例で、拡大装置とセクショナルアーチを用
いたI期動的治療、およびストレートワイヤー法を用いたII期動的治療を行った。各症例の初診時、歯列弓拡大終了時、
I期動的治療終了時、II期動的治療開始時、II期動的治療終了時、II期治療の保定観察終了時の6時点における研究用模
型を用い、上顎第一大臼歯間幅径を電子ノギスにて計測した。【結果】I期動的治療における歯列弓の拡大により大臼歯
間幅径は平均2.9mm増加した。また、II期治療期間では、大臼歯間幅径は平均0.8mm増加したが、II期保定期間中に平
均0.3mm減少し、II期動的治療開始時とほぼ同じ幅径に変化していた。【考察】本研究では、大臼歯間幅径の成長変化量
とされる1.5mmを超えた拡大を行ったにも関わらず、II期治療保定終了時までその幅径は維持されることが明らかとなっ
た。本研究対象で行った拡大装置による大臼歯間幅径の拡大は、主に成長期における側方拡大の力が正中口蓋縫合部へ
加わり急速拡大されたものと考えられ、その結果、歯槽突起から逸脱することなく大臼歯が排列され、長期的な安定に
寄与する要因の一つと推察された。【結論】I期治療で歯列弓拡大を行った症例において、大臼歯間幅径についてII期治
療保定観察終了まで縦断的に分析した結果、I期治療で拡大された大臼歯間幅径は維持されることが明らかとなった。

学展 -228 上顎第二大臼歯抜去が与える上顎第三大臼歯への影響
Effects of the maxillary third molar angulation after maxillary second molar extraction

秋葉 夢乃1、岩田 敏男1、田中 沙織2、河田 俊嗣1

AKIBA Y.1, IWATA T.1, TANAKA S.2, KAWATA T.1

1神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学、2大阪府

【目的】矯正歯科治療において上顎第二大臼歯（7）が便宜抜去の対象となることがある。大臼歯の抜去を行った症例で
は、上顎第三大臼歯（8）を咬合に参加させることが咀嚼機能の低下を防ぐ上で重要なことと思われる。しかし8が埋伏
している場合、萌出時の位置や傾斜および萌出までの期間が不明であり治療計画の立案に苦慮する場合もある。そこ
で今回、8の位置および萌出角度と治療期間との関連を検討した。【資料および方法】神奈川歯科大学附属病院矯正歯
科に来院した患者のうち 7を抜去し8の排列後、動的治療を終了した17名（男子5名、女子12名）の初診時の平均年齢

（T1: 15歳2か月）および動的治療終了時の平均年齢（T2：18歳2か月）における側面頭部エックス線規格写真を使用し、
形態学的計測を行った。1.T1、T2における口蓋平面に対する8の歯軸角度、垂直的距離およびPtmからの水平的距離
を計測し比較した。2.上記それぞれの計測値と治療期間との相関を算出した。【結果および考察】1.8の歯軸は平均T1 
115.3°、T2 102.3°であり、13.0°整直していた。2.8の垂直的位置は平均T1 3.7mm、T2 14.0mmであり、10.3mm移動し
ていた。3.8の水平的位置は平均T1 7.0mm、T2 10.2mmであり、3.3mm近心移動していた。4.治療期間は平均3年0
か月であった。5.上記の変化量と治療期間に有意な相関は認められなかった。8はT2までに平均3.3mmの近心移動に
留まっているものの歯軸は13.0°改善しており、症例によって排列には歯根の移動が必要であったことが推察された。
また垂直的には約1cmの移動を要しているため、7の抜歯時期は8の位置に対し充分な配慮が必要であると思われた。

【結論】7を抜歯する矯正治療は、8萌出後に歯軸コントロールが必須であると示唆された。また本方法は治療期間との
関係は認められなかった。
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学展 -229 矯正治療前後における下顎歯槽部形態の三次元的変化について － Pilot 
study －
Three-dimensional changes of mandibular dentoalveolar morphology following orthodontic 
treatment. -Pilot study-

西野 和臣、市川 佳弥、越知 佳奈子、丹原 惇、森田 修一、齋藤 功
NISHINO K., ICHIKAWA K., OCHI K., NIHARA J., MORITA S., SAITO I.

新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】矯正治療後の歯槽部の変化として、apical base theoryとbone growing theoryが提唱されているが、統一見解はない。
矯正治療により前歯の位置が変化した歯性上下顎前突患者における、治療前後の下顎歯槽部形態の三次元的変化を視覚的に
検討することを目的とし、上顎歯列模型データを経由して下顎歯列模型データを重ね合わせるという新たな方法を試みた。

【資料および方法】新潟大学医歯学総合病院矯正歯科診療室に来院し、歯性上下顎前突と診断され、抜歯を適用して矯正治療
を行った患者1名の治療前後の歯列模型三次元デジタルデータ（以下、1.治療前の上顎歯列模型データ、2.治療前の下顎歯列
模型データ、3.治療後の上顎歯列模型データ、4.治療後の下顎歯列模型データ、5.治療後の咬頭嵌合状態における上下顎歯
列模型データとする）を資料として用いた。方法は、Polygon Editing Tool上に、前述の1~5をインポートした後、1の口蓋
皺襞を基準に3を重ね合わせた。次に、3を基準に5を重ね合わせた後、5を基準に4を重ね合わせることで、2と4を比較し
た。2と4の三次元的変化を明示するため、3D-Rugle7を使用し、下顎歯槽部形態の三次元的変化量をカラーマップにて視
覚的に明示した。なお、治療前後の側面セファログラムの重ね合わせにより、下顎下縁平面角が変化していないことを確認
した。【結果】下顎前歯が5mm後退変化したのに対して、前歯部の歯肉頬移行部から歯肉歯槽粘膜境にかけて±1mmの変化
量を示し、カラーマップ上では最小変化量を示した。【考察】歯肉頬移行部から歯肉歯槽粘膜境にかけての歯槽部形態はほと
んど変化がないことから、本症例に限ってはapical base theoryと類似した結果になったと考えられる。【結論】本研究では、
矯正治療前後の下顎歯列模型データを重ねる新たな方法を試みた。治療前後の下顎歯列模型は概ね重なり、視覚的に歯槽部
の変化を判断することが可能であった。

学展 -230 思春期成長後に前歯部反対咬合が再発した早期 III 級治療症例の顎顔面形態
Craniofacial morphology in early Class III treatment cases with the relapse after the 
adolescent period

井上 裕子1、北井 則行2、留 和香子2、箕浦 哲嗣3、出口 徹4

INOUE Y.1, KITAI N.2, TOME W.2, MINOURA T.3, DEGUCHI T.4

1イノウエ矯正歯科（ 大阪 ）、2朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野、3愛知県立大学看護学部、
4オハイオ州立大学歯学部矯正学分野

【目的】前歯部反対咬合の早期治療を行ったにもかかわらず、思春期成長後に反対咬合が再発し、外科的矯正治療を含
む再治療が必要となる症例を誰もが経験する。演者らはこれまで、早期に前歯部反対咬合を改善したが、思春期成長
後に前歯部反対咬合が再発した早期III級治療症例における治療開始前の特徴について検討してきたが、本研究では、
包括矯正治療前における顎顔面形態の特徴を抽出することを目的とした。【資料および方法】急速拡大装置および前方
牽引装置を用いて被蓋改善を行った前歯部反対咬合患者75名（治療前平均年齢: 8.5歳）を、包括矯正歯科治療前（平均
年齢：14.9歳）に前歯部反対咬合が再発した群20名（Unstable：U群）と再発しなかった群55名（Stable：S群）に分類した。
包括矯正歯科治療前における2群間の顎顔面形態の違いについて、マンホイットニーのU検定を用いて検討した。【結果】
U群ではS群と比較して、下顎実効長（Ar-Me）、SNB、下顎角、FMIAが有意に大きく、ANB、Wit's分析、SN 平面
に対する下顎後縁平面角およびIMPAが有意に小さかった。【考察】以上の結果より、早期III級治療によって改善され
た前歯部反対咬合が思春期成長後に再発した患者では、下顎骨の過大、下顎骨の前方位、下顎枝の前方傾斜、下顎角
の過大、下顎前歯の舌側傾斜が認められることが明らかになった。また、SN平面に対する下顎後縁平面角と下顎角に
有意差が認められたことは、下顎後縁平面傾斜の解析が重要であることを示唆している。【結論】思春期成長後に前歯
部反対咬合が再発した早期III級治療症例の顎顔面形態の特徴を抽出することができた。前歯部反対咬合の早期治療を
行った後に、前歯部反対咬合が再発するかどうかと、下顎骨形態の特徴とが関連していることが明らかとなった。
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学展 -231 リテーナーの満足度と使用時間との関連
Relationship between the satisfaction of retainer and the wearing time

東 ゆりあ、小泉 創、河田 俊嗣
HIGASHI Y., KOIZUMI S., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療講座歯科矯正学分野

【目的】動的矯正歯科治療終了後の後戻りを防ぎ、咬合の長期安定のためにはリテーナーの装着が必要と考えられる。
本研究はリテーナーの種類、リテーナー使用に対する満足度が使用時間へ及ぼす影響を検討するため、アンケート調
査を実施した。【資料および方法】2014年11月から2015年5月に神奈川歯科大学附属病院に来院した動的治療の終了
した患者のうち、「リテーナーの使用時間が食事歯磨き以外の時」と指示をされている52名を対象とした。アンケート
の内容は、“リテーナーがめんどうですか（面倒度）”、“リテーナーが不快ですか（不快度）”の2問で構成された満足度
に関するものと、リテーナーの使用状況とで構成された。【結果および考察】リテーナーの種類の違いが面倒度、不快
度、使用時間に及ぼす影響を比較したところ、ベッグタイプリテーナー（BR）、ホーレータイプリテーナー （HR）に対し、
クリアリテーナー（CR）が他の可撤式リテーナーよりも面倒度が大きい傾向を示し、使用時間も少ない傾向を示した
が統計的有意差は認めなかった。また、満足度と使用時間との相関では、不快と感じている患者の使用時間が有意に
長かった。CRが面倒と感じている人が多くなる要因としては、形状上、食後に歯磨きをせずに装着することが困難
であることと、咬合面を覆うため咬合の変化が生じるためと考えた。また不快と感じている人ほど使用時間が長いこ
とについては、指示を守って使用している患者ほど食後に歯磨きをしないと装着できない、また着脱の回数も多くな
るためと考えた。【結論】BR、HRに比べCRに対して面倒と感じる患者が多く使用時間が少ない傾向を示した。一方
でリテーナーが不快と感じている患者程リテーナーの使用時間を守って使用していた。以上の結果より、リテーナー
に対する不快度よりも面倒度あるいはリテーナーの種類が使用時間に影響を及ぼすがことが示唆された。

学展 -232 矯正治療期間短縮を目指した新しい矯正治療システムで治療した患者の術後安
定性に関する検討
Study on post-operative stability of patients treated with new orthodontic treatment system 
for reducing duration

成田 信一、成田 清子
NARITA S., NARITA K.

医 ）スマイルデザイン自由が丘矯正歯科（ 東京 ）

【目的】我々は第68回大会から矯正治療中の患者のQOLを向上させ、かつ治療期間を従来の半分以下にし、疼痛を軽減する
ことを目指して考案した新しい矯正治療システム（以下JETsystem）の報告を行ってきた。疼痛の軽減はほぼ全ての症例で達
成されているが、従来のシステムに比べ有為に治療期間が短いため、術後の後戻りが多いのではないかとのご指摘を頂くこ
とが多い。そこで、これまでJETsystemで治療を行った患者の術後安定性に関して検討したので報告する。【資料および方法】
対象はJETsystemで治療を行った動的治療期間が1年6か月以内で、治療終了時（B時点）および術後2年経過時（C時点）の
資料がある患者とした。治療開始時年齢12歳から46歳の患者20人に対して、B時点とC時点での左右側方口腔内写真を用
いて咬合状態の緊密性を評価した。評価は B時点からC時点への咬合状態の緊密性の変化に応じて「治療終了時と変化なし」

「治療終了時より緊密性が向上している」「治療終了時より緊密性が低下している」の3群に分けて、治療期間の平均値を算出
した。【結果および考察】平均治療期間は、「治療終了時と変化なし」群が6人で 13.9か月、「治療終了時より緊密性が向上し
ている」群が8人で 15.2か月、「治療終了時より緊密性が低下している」群が6人で 13.0か月 となった。3群の平均治療期間
の差が統計的に意味のある差があるかどうか検定するため一元配置分散分析を行ったところ、有意な差は見いだされなかっ
た（F（2,17）=1.09、p>0.05）、よって、3群の平均治療期間には差が認められなかった。「治療終了時より緊密性が低下している」
群の患者には舌癖を持つ患者や、舌の動きが悪い患者が含まれていたので、口腔周囲筋の運動が術後安定性に関与している
のではないかと考えた。【結論】3群の平均治療期間に差が無いことが明らかになり、JETsystemで治療期間を短縮しても術
後の安定性には影響が無いことが示唆された。
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学展 -233 AngleII 級1類症例の1期治療および2期治療による咬合改善度の評価
Evaluation of occlusal improvement during phase1 and phase2 treatment in Angle ClassII 
div.1 cases

秦 省三郎、石川 博之、中島 一記、山内 由宣、高田 俊輔、山根 香、藤田 隆寛、陶山 大輝、梶井 貴史
HATA S., ISHIKAWA H., NAKASHIMA K., YAMAUCHI Y., TAKATA S., YAMANE K., HUJITA T., SUYAMA T., KAJII T.

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】成長期における1期治療の効果は長年にわたり議論されているが、未だ統一された見解は得られていない。今
回我々は、上顎前突患者に対する1期治療および2期治療の効果をPeer Assessment Rating Index（PAR Index）によ
り評価した。【資料および方法】当科にて治療が終了した30名の上顎前突患者を対象とした。顎関係改善のため、そ
れぞれの症例で機能的矯正装置またはヘッドギアを使用しており、必要に応じて歯列弓の側方拡大、大臼歯の遠心移
動、あるいは咬合干渉の除去のための歯の移動を行った。これらの初診時（T0）、2期治療開始時（T1）、2期治療終了
時（T2）の咬合状態をPAR Indexにより評価した。また、PAR Indexでは、スコアが10以下で「良好な咬合」、変化量
が30％の減少で「改善」とされている。【結果および考察】全30名のPAR Indexの平均は、T0で33.7、T1で20.7、T2
で3.6であり、T0-T1間、T1-T2間において有意な減少を認めた。項目別では、上下顎前歯部叢生量、左右臼歯関係、
overjet、overbite、正中の偏位の7項目のうち、T0-T1間では下顎前歯部叢生量と正中の偏位を除く5項目で、T1-T2
間では正中の偏位を除く6項目で有意な減少を認めた。さらにT1-T0間のoverjet、overbiteの2項目で、機能的矯正
装置を用いた症例で減少量が有意に大きかった。PAR Indexの変化量では、T0-T1間で39％、T1-T2間で83％の減
少を認めた。また、T1で30症例中8症例が、T2で全症例が10以下となった。さらにT1で10以下となった8症例は、
すべて機能的矯正装置を使用していた。以上から、機能的矯正装置を含む1期治療では、ヘッドギアによる1期治療
よりも2期治療開始時において良好なPAR Indexが得られる可能性が示唆された。【結論】PAR Indexを用いた評価よ
り、Angle II級1類症例では2期治療開始時において有意な咬合の改善が認められた。

学展 -234 マルチブラケット装置装着後の歯周組織の臨床的評価および口腔衛生指導の有
効性の検討
Evaluation of the periodontium and effectiveness of the oral hygiene instruction after multi-
bracket appliance placement

生野 啓一郎、吉沢 早織、金子 知生、飯田 順一郎
IKUNO K., YOSHIZAWA S., KANEKO T., IIDA J.

北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室

【目的】矯正治療において装置装着により口腔衛生状態が低下するといわれおり、当科では歯科医師や歯科衛生士により口腔
衛生指導を行っている。そこで本研究は、マルチブラケット装置を装着しエラスティックモジュールで結紮を行った患者の
口腔清掃状態と歯肉炎の進行の程度を評価し、その上で口腔衛生指導による歯肉炎の改善度を評価することを目的とした。

【資料および方法】2015年7月から2016年1月の間に北海道大学病院矯正歯科でマルチブラケット装置を装着し矯正治療を開
始した患者で、本研究への参加に同意を得られた19名（男性5名、女性14名）を対象とした。平均年齢は25歳であった。マ
ルチブラケット装置を装着しエラスティックモジュールで結紮を行った患者のprobing pocket depth （PD）、plaque index 

（PI）、bleeding on probing （BOP）を装置装着時（T0）、1か月後（T1）、2か月後（T2）に測定した。T0では一般的な口腔衛生
指導（プラークコントロールの重要性を口頭だけで説明し指導）を行い、T1にはビジュアル的口腔衛生指導（T0とT1の口腔
内写真を示し視覚的に歯肉炎を理解できるよう説明するとともに各測定データを提示し歯肉炎の進行度を理解させプラー
クコントロールの重要性の説明と指導）を行った。T0、T1、T2間でPD、PI、BOPについてWilcoxon符号順位検定により
比較検討した。【結果および考察】PDのスコアはT1ではT0より大きくなった（P<0.005）。口腔衛生指導後のT2では、改善
はしなかったが悪化もしなかった。PIのスコアはT1でT0より大きくなった（P<0.005）。T2でT1と比較して小さくなった

（P<0.005）。ビジュアル的口腔衛生指導の効果と考えられる。BOPのスコアはT0と比較してT1もT2も有意差は認めなかっ
た。【結論】マルチブラケット装着後、患者の口腔清掃状態は悪化し歯肉炎の進行が認められたが、ビジュアル的口腔衛生指
導が口腔清掃状態の改善および歯肉炎の進行を抑制する可能性が示唆された。
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学展 -235 矯正歯科治療中の口腔保健行動に対する唾液検査の効果
The effect of saliva test on the behavior for oral health in orthodontic patients

大塚 紘未1、石田 雄之2,3、黒岩 愛4、小野 卓史2、品田 佳世子1

OTSUKA H.1, ISHIDA Y.2,3, KUROIWA A.4, ONO T.2, SHINADA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔疾患予防学分野、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、
3東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部門、4東京都健康長寿医療センター在宅医療・福祉相談室

【目的】固定式矯正装置を装着した口腔内はう蝕リスクが高まるため、患者はこれらのリスクを認識し効果的な予防行動
をとる必要がある。患者自身がリスクを認識し、行動面に変化をもたらすものに唾液検査が挙げられる。本研究では、
矯正歯科治療中の口腔保健行動において唾液検査が行動変容に有効であるかを検討した。【資料および方法】マルチブラ
ケット装置を上下顎に装着した20-30代女性患者24名（A群）および矯正治療未経験の20-30代女性10名（B群）を対象とした。
初回検査として、唾液検査［刺激唾液量および唾液緩衝能、ミュータンス連鎖球菌（SM）数およびラクトバチラス菌（LB）数］
ならびに質問票調査（口腔保健行動に関する質問）を実施した。約1か月後に同様の質問票調査と個別のリスクに応じた歯
科保健指導を実施、約半年後に唾液検査と質問票調査を再度実施した。統計学的解析にはMann-Whitney U検定および
Wilcoxon符号付き順位検定を用いた（p<0.05）。【結果および考察】両群のSMおよびLB数に有意差は認められなかったが、
B群では高リスク者が皆無であったのに対し、A群の29%はSMあるいはLBどちらか一方が高リスクであった。SMおよ
びLB数の変化は、A群の38%およびB群の10%が半年後検査時に減少したが、有意差は認められなかった。刺激唾液量
はA群の92%およびB 群の90%が半年後に有意に増加した。A群において、半年後の口腔保健行動が良好に変化したの
は58%で、うちSMまたはLB数が減少したのは43%であった。一方、57%は行動が良好に変化したが菌数は減少せず、
口腔内環境の変化には時間を要すると考えられた。また、初回調査時は矯正歯科治療以外に定期的な歯科受診がある者
は4%であったが、半年後調査では21%に増加した。自身のう蝕リスクを認識したことが受診行動につながったと考えら
れた。【結論】唾液検査は自身のう蝕リスクを認識させ、行動変容を促すことに一定の効果があることが示唆された。

学展 -236 可撤式保定装置が口腔衛生環境に及ぼす影響について
The effects of oral hygiene environment by removable retainers

大峡 潤1、小林 誠2

OHAZAMA J.1, KOBAYASHI M.2

1米沢ファミリー歯科・矯正歯科（ 山形 ）、2小林すくすく矯正歯科（ 千葉 ）

【目的】矯正歯科治療中は装置が長期間にわたり口腔内に保持され、口腔衛生状態が悪化する傾向にあり、う蝕、歯周
疾患等のリスクが増大する。そのため、動的治療中の口腔衛生状態に関する研究は多く行われてきた。一方で、保定
期間中における口腔衛生状態に関する研究はほとんどなされていない。本研究では可撤式保定装置が口腔衛生環境に
及ぼす影響を形態の異なる2種類の装置を用いて比較、検討した。【資料および方法】被験者は実験内容を十分に説明
し、同意が得られた成人男女10名（男性3名、女性7名）とした。被験者にPTC（プロフェッショナルティースクリー
ニング）を行い、口腔内プラークを除去させた後、10％ショ糖溶液で1分間洗口させ、1回目はベッグタイプリテーナー、
2回目はインビジブルタイプリテーナーを上顎に装着した状態で、3回目は保定装置を装着しない状態で就寝させた。
起床後、染めだしを行い、PCR（Plaque Control Record.O'Leary1972）を記録した。上顎全歯、前歯、臼歯のPCR値を
それぞれ比較し、口腔衛生状態を評価した。【結果および考察】ベッグタイプでは、10人のPCRの平均値は上顎全歯
62.6％、前歯52.1％、臼歯69.6％であった。インビジブルタイプでは、上顎全歯65.7％、前歯62.1％、臼歯67.9％であっ
た。保定装置を装着しなかった場合では、上顎全歯55.6％、前歯48.8％、臼歯60.2％であった。ベッグタイプ装着時、
インビジブルタイプ装着時のPCR値を、それぞれ装着しなかった場合のそれと比較したが有意差は認められなかった。
このことから、2つの装置ともに実用上、十分な自浄性を持つことが示唆された。また、2つの装置のPCR値を比較
した結果、装置間での有意差は認められなかったことから、この2つの装置の形態の差が口腔衛生環境に影響を与え
ない可能性が示唆された。【結論】ベックタイプリテーナーとインビジブルタイプリテーナーは口腔衛生環境を悪化さ
せるとはいえない。
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学展 -237 舌側ブラケット装着時の口腔内衛生環境の臨床的考察
Clinical consideration of oral hygiene condition in orthodontic treatment with lingual brackets

野寺 義典1、日下部 豊寿2

NODERA Y.1, KUSAKABE T.2

1銀座アベニュー矯正歯科（ 東京 ）、2カリフォルニア矯正歯科三軒茶屋（ 東京 ）

【目的】舌側ブラケットを用いた装置は、頬側ブラケット装置と比較し、カリエスの罹患率が低いことが近年報告され
ている。そこで今回、よりカリエスを作らないためにはどうするべきか、歯の舌側面の汚れに着目し調べたので報告
する。【資料および方法】舌側ブラケットを装着した当院の女性患者12名（平均年齢31歳10か月±9歳11か月）を対象とし、
プラークの付着状況を把握するため青染め液を用いた。観察部位は上顎前歯部とし、個々の歯の舌側歯面を縦と横を
それぞれ3等分し計9分割し染め出された範囲を観察した。観察は、来院直後に染めた時（T1）とその後患者自身が刷
掃後（T2） の2時点とし、口腔内写真にて9分割した歯面に染め出されたプラークがある時を1点として、歯種間と個々
の歯の中で比較を行った。【結果】T1において、歯種間では中切歯が24点とプラークの付着が多く、また個々の分割
した歯面においては中切歯の近心中央部が6点と最も多かった。T2では、全ての被験者において、プラークの付着は
みられなかった。【考察】歯種による違いでは、犬歯より中切歯に汚れが多いのは、直視しにくく刷掃しづらかったた
めと推測された。また歯面中央部は、舌側ブラケットのベースが覆っているので、直視できなくてもブラケットの厚
みがあるため、手指の感覚が容易に感じられ刷掃しやすいと考えられた。中切歯の近心中央部にプラークが認められ
たのは、アーチワイヤーにより直視できず刷掃が難しいためと考えられた。T2での結果から、汚れの部位に染め出
し液を用い、可視化することで十分な刷掃ができたと考えられた。【結論】舌側ブラケットを用いた矯正装置では、歯
の中央部に比較し隣接面部に汚れが残りやすいが、染め出し液などの汚れを可視化することが、プラーク残留を防ぐ
有効な方法と考えられ、積極的に用いることがカリエスリスクをより低減できることが示唆された。

学展 -238 重症度別に分類した歯周病罹患患者の矯正治療前後における歯周状態の変化に
ついての比較検討
The comparison of periodontal condition during orthodontic treatment with graded periodontal 
disease severity

下元 康英1、山下 優子1、寺嶋 宏曜2

SHIMOMOTO Y.1, YAMASHITA Y.1, TERASHIMA H.2

1梅田オランジェ歯科・矯正歯科（ 大阪 ）、2医療法人メディエフ寺嶋歯科医院

【目的】不正咬合を呈する歯周炎罹患患者で矯正治療を必要とする場合、矯正治療開始前には歯周治療が必要であり歯周状
態が悪化することのないよう矯正治療開始時期をよく検討する必要がある。しかし、その基準についてはいまだ不明瞭で
ある。そこで本研究では歯周病罹患患者における矯正治療の開始時期を検討するため、不正咬合を呈する歯周炎罹患患者
を重症度別に分類し、歯周治療前後および矯正治療前後の歯周状態の変化について比較検討を行った。【資料および方法】
2012年1月から2015年12月までに梅田オランジェ歯科・矯正歯科を来院された患者のうち、広汎型軽度慢性歯周炎、限局
型中等度慢性歯周炎、広汎型中等度慢性歯周炎、限局型重度慢性歯周炎と診断された4症例を選択し、歯周基本治療およ
びマルチブラケット装置による矯正治療を行った（私費治療）。それぞれの患者の初診時、歯周基本治療終了時、動的矯正
治療終了時においてProbing Pocket Depth（PPD）およびBleeding on Probing （BOP）の変化について比較検討を行った。

【結果および考察】歯周基本治療後は全症例で著しい歯周PPDおよびBOPの改善が認められた。BOPは20％以下に改善し
た。PPDは、4mm以下にすることを目標として歯周基本治療を行った。その結果、全症例のほとんどのPPDが4mm以下
を達成したが、中等度、重度のケースでは5mmを越える部位が残存した。叢生などにより5mm以上のPPDの改善がこれ
以上は期待できないと考え矯正治療を開始したが、全症例において、動的矯正治療後にPPDは悪化することなく維持され、
さらに矯正治療によってPPDが改善した部位も認められた。【結論】歯周炎罹患患者であっても初期歯周治療によってBOP
が20％以下、PPDが全体的に4mm以下まで改善すれば歯周状態を維持しながら矯正治療を行える可能性が示唆された。
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学展 -239 広島大学病院矯正歯科におけるカリエスリスクの実態調査
Clinical survey on the orthodontic patients of caries risk in Hiroshima University Hospital

吉見 友希1、高 明善2、國松 亮1、伊達 智美1、堀江 佳代1、中尾 裕子3、木村 綾3、北川 雅恵4、
小川 郁子4、谷本 幸太郎5

YOSHIMI Y.1, KOH M.2, KUNIMATSU R.1, DATE T.1, HORIE K.1, NAKAO Y.3, KIMURA A.3, KITAGAWA M.4, OGAWA I.4, 
TANIMOTO K.5

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、2守口つだ矯正歯科・歯科（ 大阪 ）、
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、4広島大学病院口腔検査センター、
5広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門歯科矯正学

【目的】矯正歯科治療では、複雑な装置を口腔内に長期間装着しなければならないため、十分な口腔衛生管理を必要とす
る。当科では、矯正歯科患者の口腔衛生管理の具体的指標および動機づけの手段として、平成23年よりカリエスリスク検
査を導入している。今回われわれは、カリエスリスク検査を行った初診時矯正歯科患者の実態調査を行ったので報告する。

【資料および方法】平成23年1月から平成27年4月までに当科を受診し初診時にカリエスリスク検査を行った矯正歯科患者
396名（男性154名、女性242名）を対象とした。カリエスリスク検査は、CRTバクテリアキット（Ivoclar Vivadent社製）を
用い、1）刺激唾液量、2）唾液緩衝能、3）ミュータンス菌数、4）ラクトバチラス菌数の4項目とし、それぞれ4段階評価を行
い、合計スコアを算出した。合計スコアの度数分布および性別と年齢層別の差異を調べるとともに、スコアが高いものを
ハイリスク群、低いものをローリスク群とし、矯正歯科治療における臨床検査所見からリスクファクターの探索を行った。

【結果および考察】合計スコアの平均は8であった。性別および年齢層別の平均スコアに有意差は見られなかった。また全体
の8.6％がハイリスク群、19.4％がローリスク群と判定され、永久歯列期の患者は混合歯列期の患者と比較して、ハイリスク
群の割合が高い傾向にあった。ハイリスク群とローリスク群間で、不正咬合の分類、重症度について大きな傾向は認められ
なかった。永久歯列期におけるハイリスク群の年齢およびDMFT指数はローリスク群と比較して有意に高かった。【結論】
矯正歯科治療においてカリエスリスク診断およびリスク管理は非常に重要である。本調査から、当科において永久歯列のハ
イリスク患者が一定割合で認められることが明らかとなった。今後は患者の口腔清掃状態や食事習慣、呼吸様式などのリス
クファクターについての検討が必要である。

学展 -240 矯正科における唾液検査を導入した TBI システムの構築（第２報）
Construction of new TBI system with introduction of saliva test -The 2nd report-

春木 華帆1、飯田 恵美1、三宅 真次郎2、河田 俊嗣2

HARUKI K.1, IIDA E.1, MIYAKE S.2, KAWATA T.2

1神奈川歯科大学附属病院口腔機能修復学講座歯科矯正学歯科衛生士科、2神奈川歯科大学附属病院口腔機能修復学講座歯科矯正学

【目的】第73回の本大会において、本学の矯正歯科における齲蝕関連菌検査（BML社）を導入したTBIシステムは矯
正歯科治療中の口腔清掃の重要性を患者に理解してもらい、Plaque Control Record（以下PCR）の改善に有効であ
ることを報告をした。本研究は、第一報で報告したTBIシステムのさらなる効果を検討する目的で、矯正治療中に
口腔衛生指導を受けた患者群と受けていない患者群の齲蝕関連菌数と齲蝕比率を指標に矯正装置装着前後のカリエ
スリスクの推移を検討した。【資料および方法】2013年から矯正歯科を受診し、矯正歯科治療に着手した患者230名

（12歳以下: 男児48名、女児66名、12歳以上: 男性36名、女性80名）を対象に装置装着後、患者の希望により継続
的にTBI受けた患者をA群、TBIを受けなかった患者をB群とした。A群及びB群ともにブラケット装着前後の唾
液を採取し、StreptococcusmutansとLactoBacillusの菌数及び齲蝕比率（Streptococcusmutans数/総レンサ球菌
数）にてカリエスリスクの推移を評価した。【結果および考察】A群の矯正治療開始後のStreptococcusmutans矯正治
療開始前に比べ56572cfu/ml減少し、LactoBacillusの菌数は40706cfu/mlへと減少した。B群の矯正治療開始後の
Streptococcusmutans菌数は矯正治療開始前に比べ9800cfu/ml増加し、LactoBacillusの菌数は38013cfu/ml増加した。
齲蝕比率比はA群では平均0.5％低下し、B群では1.4％増加した。以上の結果より齲蝕関連菌検査の結果をもとに口
腔衛生指導を行うことで、患者自身や保護者がカリエスリスクを認識することにより齲蝕予防に対する意識を高め、
矯正治療中も良好な口腔内環境を保つことが可能であることが示唆された。【結論】患者の唾液を利用した齲蝕関連菌
検査を取り入れたTBIシステムは、矯正治療中の良好な口腔衛生状態の維持とモチベーションの観点から極めて有効
であることが示唆された。
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学展 -241 新規骨形成物質 Hydroxycholesterol による顎裂部の骨再生
Bone regeneration at the alveolar cleft using a novel osteogenic agent, Hydroxycholesterol

北郷 理恵1,2、西浦 亜紀2、北郷 明成3、松本 尚之2

HOKUGO R.1,2, NISHIURA A.2, HOKUGO A.3, MATSUMOTO N.2

1医療法人近森歯科（ 大阪 ）、2大阪歯科大学歯科矯正学講座、3カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部外科講座形成外科

【目的】唇顎口蓋裂患者の矯正歯科治療では、顎裂部の骨欠損の状態により治療結果が左右される。現在、顎裂部欠損
の治療には自家骨を用いた骨再生術が第一選択となっているが、ドナー骨採取量や二次的外科侵襲などの問題がある。
近年、再生医療研究の発展により自家骨移植に代わる骨再生術として様々な手法が基礎的もしくは臨床的に試みられ
ている。その中でも骨形成因子（BMP）はその強い骨形成能により今後の骨再生療法として期待されているが、炎症や
異所性骨形成などの問題が残る。本研究ではコレステロール誘導体であるHydroxycholesterolの骨形成能についてin 
vitroで検索し、さらに in vivo骨再生能についてラット顎裂モデルを用いて検索した。【資料および方法】ヒト骨髄間
葉系幹細胞（hBMSCs）を （1）増殖培地、（2）骨形成培地、（3）Hydroxycholesterol添加骨形成培地で培養しその後、様々
な方法で骨形成能について検索した。またHydroxycholesterolをコラーゲンスポンジ に浸漬しラット上顎骨に作製
した顎裂欠損部に埋入した。対象群としてBMPをコラーゲンスポンジに浸漬して埋入した。その後、各群の骨再生
能を検索した。最後にHydroxycholesterolによる骨形成メカニズムを検索するためHedgehog Signaling Pathwayに
注目し、その阻害薬を用いて検索した。【結果および考察】Hydroxycholesterol添加骨形成培地下で培養したhBMSCs
は他の条件で培養したものより有意に高い骨形成能を示した。またラット顎裂部においてHydroxycholesterolは
BMPと同等の強力な骨再生能を示した。Hedgehog Signaling 阻害薬によってこれらの 骨形成能は有意に減衰するこ
とが示され、Hydroxycholesterolによる骨再生能はHedgehog Signalingを介することがわかった。【結論】本研究の結
果、HydroxycholesterolはBMPに代わる新たな骨形成物質になる可能性を示した。

学展 -242 口唇口蓋裂患者の側切歯に関する調査
Investigation of lateral incisor in cleft lip and palate patients

添島 絵美1、小野田 真由子2、石井 武展2、坂本 輝雄2、末石 研二2

SOEJIMA E.1, ONODA M.2, ISHII T.2, SAKAMOTO T.2, SUEISHI K.2

1添島歯科クリニック（ 熊本 ）、2東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】唇顎口蓋裂患者において、顎裂に隣接する歯に歯数や大きさの異常が高頻度に発現する。これらの異常を把握
することは咬合管理上重要であり、最終的な顎裂部閉鎖法にも影響を与える。今回唇顎口蓋裂患者の実態を調査し、
矯正治療後の顎裂部閉鎖法の状況を把握するため臨床統計的検討を行ったので報告する。【資料および方法】1975年か
ら2014年までの40年間に当科に来院した955名の顎裂を伴う患者のうち、2期治療に達した者および保定期間に入っ
た214名を対象に顎裂部の歯数異常、歯牙の大きさの異常、抜歯の有無、顎裂部閉鎖法について調査した。【結果】顎
裂部側切歯が欠損しているものが138例（53.1%）、欠損していないものが122例（46.9%）であった。顎裂部に存在する
側切歯について、1次口蓋にあるものが19歯（15.6%）、2次口蓋にあるものが103歯（84.4%）、矮小歯が100歯（82.0%）、
健全歯が22歯（18.0%）であった。矮小歯のうち、抜歯して欠損部を歯の移動にて閉鎖したものが14例（14%）、欠損補
綴を行ったものが21例（21%）、非抜歯で矮小側切歯を排列したものが29例（29%）、歯冠修復を行ったものが24例（24%）、
スペースを残したまま終了したものが9例（9%）であった。【考察】今回の調査では顎裂部側切歯の矮小歯に関して非抜
歯で治療されている症例が多かった。顎裂部位の歯周組織を考慮すると、抜歯は極力避けるべきであり、今後も最小
限の補綴処置で治療を終了することを目標として治療にあたることが重要である。【結論】今回の調査において片側性・
両側性合わせると顎裂部側切歯に関しては先天性欠如の割合が53%であった。側切歯が存在する場合、一次口蓋より
も二次口蓋に存在する割合が84%と高く、矮小歯に関して抜歯よりも非抜歯で治療されている割合が65%と多かった。



第75回日本矯正歯科学会大会         

260

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -243 乳歯歯髄由来間葉系幹細胞の骨再生治療への応用
Application of bone regeneration using stem cells from human exfoliated deciduous teeth 

中島 健吾1、國松 亮2、鷲見 圭輔2、沖 奈苗2、阿部 崇晴1、安藤 和代1、加来 真人2、谷本 幸太郎2

NAKAJIMA K.1, KUNIMATSU R.2, SUMI K.2, OKI N.2, ABE T.1, ANDO K.1, KAKU M.2, TANIMOTO K.2

1広島大学大学院医歯薬保健学研究院医歯薬学専攻歯学講座、2広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門歯科矯正学分野

【目的】口唇口蓋裂によって生じた顎裂部に対して、現在、腸骨を用いた顎裂閉鎖治療が広く行われているが、腸骨採
取時の外科的侵襲は患者の負担となり、入院の必要性や腸骨採取後の疼痛とそれに伴う歩行障害などの問題が伴う。
近年、再生医療の細胞供給源として、乳歯由来間葉系幹細胞（SHED）の有効性が注目されている。本研究は、SHED
の骨分化能について明らかにするとともに、免疫不全マウスにSHEDを移植することで、骨再生が達成されるか否か
を検証することとした。【試料および方法】矯正歯科治療のため抜去された乳歯から歯髄を採取し、SHEDを単離・培
養した。SHEDの多分化能については、蛍光免疫染色法により評価した。骨分化能に関する検討では、骨分化誘導を
行い、培養28日目までの経日的変化について、アルカリフォスファターゼ （ALP）量 およびCa濃度を解析した。また、
Alizarin red染色およびALP染色を用いて石灰化能の検討を行った。さらに、SHEDの生体内における骨再生能を評
価するため、6週齢免疫不全マウスの頭頂骨に直径4.0 mmの骨欠損を作製し、SHEDを播種したPLGAバリアメンブ
レンを移植した。一方、骨欠損部に細胞播種をしていないPLGAバリアメンブレン移植を施したマウスを対照群とした。
その後、マイクロCTを用いて骨再生の三次元的な解析を行った。【結果および考察】骨分化、軟骨分化および脂肪分
化が確認され、単離・培養したSHEDが多分化能を有していることが明らかとなった。また、Ca定量およびALP定
量において、経日的な増加が認められた。そして、Alizarin red染色およびALP染色ともに濃染が確認された。さらに、
動物実験による検討では、SHED移植群は対照群と比較して、骨再生が確認された。以上のことより、SHEDは骨分
化を含む多分化能を有し、生体への移植により骨再生が達成されることが明らかとなった。【結論】乳歯歯髄由来間葉
系幹細胞を応用した骨再生治療の可能性が示唆された。

学展 -244 口唇口蓋裂患児の早期治療に関する調査
A survey of early treatment for cleft lip and palate infants

岡 真代1、岡 健治1、村松 裕之2、小林 一夫3

OKA M.1, OKA K.1, MURAMATSU H.2, KOBAYASHI K.3

1岡矯正歯科（ 愛媛 ）、2市川矯正歯科医院（ 東京 ）、3愛媛県立中央病院形成外科

【目的】当施設では口唇口蓋裂患児の呈する哺乳状況、口唇、歯槽と口蓋、および外鼻形態に応じた早期治療を行って
いる。調査の目的は一次手術を受けるまでに行った治療の実態を把握することである。【資料および方法】調査対象は
2002年から2016年までに来院した生後1日~3か月15日までの口唇口蓋裂患児62名（男児29、女児33）である。資料は
診療録、および口腔内写真である。治療方針は一次手術を執刀する形成外科医と矯正歯科医がカンファレンスし決定
した。【結果および考察】Latham装置は両側唇顎口蓋裂3名、両側唇顎裂4名に適用された。口蓋床は片側唇顎口蓋裂
9名に適用され、ついで口蓋裂6名、両側唇顎口蓋裂2名の順で、その他の裂型2名、計19名に用いられた。PNAM 

（Presurgial Nasoalveolar Molding）は片側唇顎口蓋裂が15名、次に片側唇顎裂3名、両側唇顎口蓋裂1名、両側唇顎
裂1名の計20名に適用された。外鼻変形修正術（若見ら）は片側唇顎裂4症例、唇裂1症例の計5名に適用された。そ
の他の11名はテーピングあるいは授乳指導のみを行った。Latham装置はピンを顎堤に埋入しスクリューにより顎堤
を拡げる機構を有する。したがって、中間顎の幅径に対し両側セグメント間幅径の狭い両側唇顎裂と両側唇顎口蓋裂
に適用された。外鼻変形修正術は床を用いず前額から鼻孔を牽引するため、授乳量に問題がなく顎堤に変形のない患
児に適用されていた。当施設における早期治療の開始初期には口蓋床が多く使用されたが、その後Latham装置もし
くはPNAMに移行した。【結論】口唇口蓋裂児の早期治療で重視されるのは体重増加のため哺乳状態を改善すること、
次に唇裂手術を容易なものにするため顎裂幅や段差の解消、突出した中間顎の後退である。一次手術までに行われる
各種早期治療の適応症はもちろん存在するが、本調査の結果からこれらの優先順位、患者負担、手技的な点を考慮し
て治療方針を定めることの重要性が示唆された。
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学展 -245 唇顎口蓋裂児の術前顎矯正における口腔内スキャナ使用の試み
Use of intraoral scanner in presurgical infant orthopedics for CLP children

真野 樹子、藤本 舞、品川 令、土屋 隆子、土肥 洋介、長谷川 紘也、須田 直人
MANO M., FUJIMOTO M., SHINAGAWA R., TSUCHIYA T., DOHI Y., HASEGAWA H., SUDA N.

明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

【目的】最近、従来の印象材を用いた印象採得に代わり、口腔内スキャナによる光学印象が行われている。このような
光学印象は、我々歯科医にとって、印象採得だけでなくその後の技工操作を簡略化できる利点がある。また患者にとっ
ても、煩わしく感じられる印象材を不要とする利点も大きい。これまで我々は、唇顎口蓋裂の新生児や乳児に対する
術前顎矯正において、アルジネートを用いた上顎歯列の印象採得を行い、歯列模型作製後に哺乳床型口蓋床を作製し
使用してきた。口蓋床作製のための印象採得では、嘔吐や誤嚥、呼吸に関する厳重なリスク管理が求められる。その
ため矯正歯科だけでなく、他科の協力のもと患児の全身管理を行う必要がある。このような現状の改善策として、唇
顎口蓋裂の3名の乳児に対し口腔内スキャナによる光学印象を試みた。【資料および方法】対象は新生児や乳児であり、
市販されている口腔内スキャナとしては最もヘッドがコンパクトな機種の一つであるTrue Definition （3M社製） を使
用した。このスキャナでは、撮影対象に二酸化チタンパウダーを塗布する必要がある。光学印象は、哺乳床型口蓋床
の作製を目的としたため、上顎歯列のみで行った。光学印象による撮影は、患児の保護者に目的外使用であることを
説明後、同意を得た上で行った。【結果および考察】True Definitionのヘッドは、新生児4例の口腔内にも挿入可能であっ
た。撮影に際して、塗布した二酸化チタンパウダーが患児の吸啜反射によって粘膜面に定着しない例があった。今後
このような例に対しては、新生児や乳児の舌位固定を可能とする補助器具を考案する必要がある。【結論】光学印象の
使用は、唇顎口蓋裂の新生児や乳児に対する術前顎矯正において、嘔吐・誤嚥のリスクや呼吸管理を不要にできる可
能性がある。

学展 -246 口唇裂の発症に関与する IRF6遺伝子多型は東アジア健常集団の口唇鼻形態に
関連する
IRF6 gene variants are associated with nasolabial morphology in East Asian populations

冨田 大介1、山口 徹太郎1、中脇 貴俊1、疋田 悠1、芳賀 秀郷1、高橋 正皓1、木村 亮介2、槇 宏太郎1

TOMITA D.1, YAMAGUCHI T.1, NAKAWAKI T.1, HIKITA Y.1, HAGA S.1, TAKAHASHI M.1, KIMURA R.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2琉球大学大学院医学研究科人体解剖学講座

【目的】人間の顔の形態学上の遺伝的変異の影響についての知見は、主に先天性頭蓋顎顔面異常の研究によるもので
ある。これまでに口唇裂に関与する遺伝子のいくつかが健常人の顔面形態と関与することが報告されている。これ
は疾患のリスクとなるアリルが正常な変化の範囲内で健常人の表現形を調節しうることを示唆している。近年、光
学3Dスキャナーを用いた顔面形態の軟組織評価とインターフェロン制御因子6（IRF6）遺伝子多型との関連が報告さ
れた。しかし、IRF6遺伝子多型とレントゲンを用いた健常日本人、韓国人における口唇鼻形態との関連について詳
細な検討はなされていない。本研究では健常日本人、韓国人における側面セファロによる口唇鼻形態との関連を検
証した。【資料および方法】対象者は健常日本人215人、健常韓国人226人である。IRF6遺伝子の4つのSNP（Single 
Nucleotide Polymorphism） rs17389541、rs642961、rs2013162、rs2235371についてタックマンのジェノタイピングアッ
セイによりタイピングした。計測は画像解析ソフトImage Jを用いて1名の観察者により行った。計測項目はLateral 
alare inferius、Subnasale、Labrale superiusとNasion-Point A平面との距離（LAI-NA、Sn-NA、LS-NA）とし、こ
れらを従属変数、sex、population、顔面サイズを表す幾何平均 （GM）、SNPを説明変数として重回帰分析を行った。

【結果および考察】rs2013162およびrs2235371は、LAI-NAおよびSn-NAに統計学的に有意な関連を認めた（P<0.05）。
硬組織との関連は認められず、IRF6遺伝子多型は軟組織に限局して影響すると考えられる。【結論】IRF6遺伝子多型
は口唇鼻形態と関連する。
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学展 -247 外科的矯正治療に移行した口唇・口蓋裂患者の長期治療３症例の検討
Investigation of long-term treatment in three CLP patients that resulted in surgical orthodontic 
treatment

金子 幸生1、海老澤 朋宏2、野嶋 邦彦2、坂本 輝雄2、西井 康2、末石 研二2

KANEKO Y.1, EBISAWA T.2, NOJIMA K.2, SAKAMOTO T.2, NISHII Y.2, SUEISHI K.2

1金子デンタルクリニック（ 静岡 ）、2東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】口唇・口蓋裂患者の矯正治療は、幼児期から長期にわたって行われることがほとんどである。そのなかで、早
期治療、本格治療を行っていたにもかかわらず、外科的矯正治療に移行した3症例において、長期資料をもとに治療
効果および顎顔面の成長発育について検討を行ったので報告する。【資料および方法】対象は、症例1（初診時年齢5歳
4か月~装置除去時年齢19歳11か月、両側口唇裂左側顎口蓋裂の女児）、症例2（初診時年齢6歳7か月~装置除去時年
齢18歳8か月、左側口唇・口蓋裂の女児）、症例3（初診時年齢7歳0か月~装置除去時年齢19歳4か月、左側口蓋裂の
男児）の3症例とした。各症例の1:初診時、2:早期治療終了時、3:本格治療終了時、4:外科的矯正治療開始時、5:装置
除去時の5つの時期で、側方頭部X線規格写真を用いて分析を行い、治療効果と顎顔面の成長発育について評価した。

【結果および考察】初診時の顎顔面形態は、症例1がSkeletal Class Iの中顔型、症例2がSkeletal Class Iの短顔型、症
例3がSkeletal Class IIIの長顔型であった。3症例とも早期治療において、上顎骨前方牽引装置と拡大装置を使用した
が、上顎骨の前方成長促進はほとんど認められず、下顎骨の時計方向の回転も認められなかった。そして、本格治療
において、一時は被蓋の改善が図られたものの、その後の上顎骨の前方成長の不良と下顎骨の前下方への成長のため、
骨格的な下顎前突を呈したので装置を治療途中で除去した。そして、経過観察を行って、成長が完了してから外科的
矯正治療に移行した。治療後、中顔面の陥凹感は改善し、安定した咬合が獲得できた。【結論】口唇・口蓋裂患者の矯
正治療において、顎骨の成長発育のコントロールは難しいものの、長期の治療計画のもと、適切な咬合管理と口腔衛
生管理を行うことで、最終的に顔貌と咬合の改善を得ることができたと考える。

学展 -248 口唇裂・口蓋裂患者における過剰歯および矮小歯発現の統計学的調査
Statistical investigation of abnormalities of the teeth in patients with cleft lip and /or palate

國松 亮1、木村 綾2、吉見 友希1、光吉 智美1、沖 奈苗1、粟田 哲也1、郡司 秀美2、阿部 崇晴2、
岡本 友希1、高野 真実2、山田 桜2、谷本 幸太郎1

KUNIMATSU R.1, KIMURA A.2, YOSHIMI Y.1, MITSUYOSHI T.1, OKI N.1, AWADA T.1, GUNJI H.2, ABE T.2, OKAMOTO Y.1, 
TAKANO M.2, YAMADA S.2, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命学部門（ 歯科矯正学 ）、
2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（ 歯科矯正学 ）

【目的】口唇裂・口蓋裂は、顎顔面領域において最も発生頻度が高い先天性疾患である。口唇裂・口蓋裂患者におけ
る、歯の数や形態の異常について、発現様相を把握することは、咬合の改善を行う上で重要あると考えられる。そこ
で本研究では、1989年から2014年までの26年間に広島大学病院矯正歯科を受診した口唇裂・口蓋裂患者を対象に、
矮小歯および過剰歯の発現頻度について統計学的調査を行ったので報告する。【試料および方法】本調査は、1989年か
ら2014年までの26年間に広島大学病院矯正歯科を受診した口唇裂・口蓋裂患者のうち、調査可能であった295名を
対象として、矮小歯・過剰歯について調査を行った。【結果および考察】口唇裂・口蓋裂患者における矮小歯の発現率
は30.5%であり、高頻度に認められた。矮小歯の裂型別発現頻度は、口唇裂患者で33.3％、唇顎口蓋裂患者で35.7 %、
唇顎裂患者で37.8 %、口蓋裂患者で30.5%であった。また、発現部位として最も多く認められたのが上顎側切歯であっ
た。そして、裂型別に見ると、口唇裂患者の11.1％、唇顎口蓋裂患者の5.7 %、唇顎裂患者の17.8 %、口蓋裂患者の3.6 
%であった。一方、口唇裂・口蓋裂患者における過剰歯の発現頻度は7.12%であり、好発部位は、上顎側切歯、上顎
中切歯および上顎犬歯であった。【結論】口唇裂・口蓋裂患者における矮小歯および過剰歯の発現頻度は健常者と比較
して高頻度となることが示唆され、これらの好発部位が明らかとなった。口唇裂・口蓋裂患者における他の歯の異常
について、さらなる統計学的調査を行う必要であると考えられる。
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学展 -249 比較的大きな顎裂を有する口唇口蓋裂患者に対する骨トランスポート骨延長法の応用
Application of transport distraction osteogenesis to cleft lip and palate patients with large 
alveolar defect

森 仁志1、森 浩喜2、篠原 丈裕3、天知 良太2、塩屋園 玲子2、渡邉 佳一郎2、堀内 信也2、菅野 貴浩4、
田中 栄二2

MORI H.1, MORI H.2, SHINOHARA T.3, AMACHI R.2, SHIOYASONO R.2, WATANABE K.2, HORIUCHI S.2, KANNO T.4, 
TANAKA E.2

1もり歯科矯正歯科（ 香川 ）、2徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野、
3徳島大学大学院口腔科学教育部口腔科学専攻口腔顎顔面矯正学分野、4香川県立中央病院歯科口腔外科（ 香川 ）

【目的】口唇裂口蓋裂患者においては、犬歯の萌出誘導を目的に学童期に顎裂部に対する腸骨海綿骨やブロック骨移植が施行
される。しかしながら、比較的顎裂幅の大きな症例では従来の腸骨移植では、移植骨の生着不良に陥る症例も少なくない。
そこで我々は、これらの顎裂幅の比較的大きな症例に対し、骨トランスポート骨延長法を適用することで、骨および軟組織
再生による良好な顎裂閉鎖が達成できたので報告する。【資料および方法】3症例に対し、歯を含めた歯槽骨切りを行い、骨
延長セグメントを作製し、顎裂側へ向けて延長器を装着し、術後2週間の待機期間ののちに、緩徐な延長により顎裂を完全
閉鎖する。その後3か月の骨硬化期間を置き、延長器の撤去とDocking surgeryを行った。【結果および考察】症例1：左側唇
顎口蓋裂の男児で、骨延長開始時年齢は10歳6か月であった。前後的顎間関係は骨格性III級、CTを用いて測定した近遠心
的最大顎裂幅10 mmであった。上顎右側犬歯―小臼歯間で歯槽骨の離断を行い、約11 mmの骨延長を実施した。約3か月
の保定観察後、Docking surgeryを施行した。症例2：両側性唇顎口蓋裂の男子で、骨延長開始年齢は16歳9か月で、左側中・
側切歯間に12 mmの顎裂幅であった。上顎右側側切歯―犬歯間で歯槽骨を離断し、約12 mmの骨延長を行った。症例3：両
側性唇顎口蓋裂の男子で、骨延長開始時年齢は14歳7か月であった。右側顎裂幅7 mm、左側顎裂幅16 mmで、前後的顎間
関係は骨格性III級であった。両側ともに臼歯部歯槽骨で離断し、前方への骨延長を実施した。いずれの症例も比較的大き
な顎裂であったが、本法の適用による良好な顎骨延長により口腔機能回復が図れ、患者の高い満足が得られた。【結論】本法
は身体他部位からの骨採取を要さず、低侵襲で予知性が高く、有用性は高いと考えられた。

学展 -250 EPG（Electropalatography）の MFT への臨床的応用 サッキングの検討
について
Clinical application of EPG （Electropalatography） to MFT -Examination of sucking-

山地 加奈1、高宮 留美子1、上里 聡1、藤原 百合2、山本 一郎3

YAMAJI K.1, TAKAMIYA R.1, KOZATO S.1, FUJIWARA Y.2, YAMAMOTO I.3

1医療法人社団ゆずか こうざと矯正歯科クリニック（ 香川 ）、2聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部言語聴覚学科、
3山本歯科医院矯正歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】言語治療は、口唇口蓋裂児等に対し日常臨床で行われている。形態異常を伴う場合、機能異常も併せ持つ事が
多く、自立した日常生活を行うための基礎的な発語訓練、構音訓練は必須である。われわれは、言語治療にあたり、
Visual feedback効果を用いた装置（Electropalatography）を用いて行っている。第74回日本矯正歯科学会にて、本装
置を用いたMFTのトレーニングについて検討した。その中でも「スポット」と「カッスワロー」について評価し、良好
な結果を得ることができた。今回、MFTで行われるトレーニングの中の「サッキング」について、EPGを用いて評価
できるかどうか検討した。【資料】分析機器はSTARS（Articulate Instruments Ltd）を用いてデータを採得し、分析
ソフトArticulate Assistant TMを使用して解析した。被験者は個性正常咬合を有する5名を用いEPG人工口蓋床を
作製した。【方法】EPG人工口蓋床を装着した状態で、指示に従いサッキングを行った。データを採得し、Articulate 
Assistant TMを用いて分析を行った。検討項目として、1.位置の検討 2.最大接触面積 3.積算値による習慣性接触位
置について検討した。【結果および考察】舌尖の接触位置はスポットに位置していた。舌中央部は非接触状態で、側
方部が指示によって接触と非接触を反復していた。接触面積は、5名ともほぼ同様であった。積算値による評価とし
ては、サッキング前後であきらかに舌側方の値に変化を認めた。【結論】MFTにおけるサッキングの訓練に、Visual 
feedbackを用いた本装置は有効であった。また変動値を比較できること、治療経過が記録として残ることは、従来の
訓練より良い影響を与えた。
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学展 -251 EPG（Electropalatography）の MFT への臨床的応用 オープンアンドク
ローズの検討について
Clinical application of EPG （Electropalatography） to MFT -Examination of open and close-

山地 加奈1、高宮 留美子1、上里 聡1、藤原 百合2、山本 一郎3

YAMAJI K.1, TAKAMIYA R.1, KOZATO S.1, FUJIWARA Y.2, YAMAMOTO I.3

1医療法人社団ゆずか こうざと矯正歯科クリニック（ 香川 ）、2聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部言語聴覚学科、
3山本歯科医院矯正歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】矯正歯科臨床においてMFTは、円滑な治療につながり、後戻りの防止に有効である。われわれは、Visual 
feedback効果を用いた装置（Electropalatography）を用いてMFTを行っている。オープンアンドクローズの訓練にお
いて、舌の挙上量および舌小帯の確認、口腔内の陰圧の確認は非常に重要な項目であり発語や嚥下などの機能向上に
寄与する。しかし、オープンアンドクローズの訓練中の舌後方部および中央部は直視は不可能で、指導や訓練成果
の評価が困難である。今回、本装置を用いることで口蓋に対する舌背の接触の可否について検討した。【資料】被験者
は個性正常咬合を有する5名を用いEPG人工口蓋床を作製した。分析機器はSTARS（Articulate Instruments Ltd）を
用いてデータを採得し、分析ソフトArticulate Assistant TMを使用して解析した。感圧センサーが設置されている
EPG人工口蓋床は、印象された上顎模型より個別に作製した。【方法】口蓋床を装着した状態で、指示に従いオープン
アンドクローズを行った。検討項目としては、1.口蓋に対する舌の位置の検討 2.最大接触面積 3.積算値による習慣性
接触位置を検討した。【結果および考察】接触位置は口蓋全体に接触を認めた。最大接触面積も同様に全てのセンサー
の反応を確認できた。積算値による評価としては、全てのセンサーにおいて、持続的な接触を認めた。【結論】本装置
を用いることで、オープンアンドクローズ時の舌の口蓋全体への接触を明瞭に確認することができた。したがって、
術者の負担を大きく軽減でき、患者本人の理解も得やすく、具体的な指示によって訓練期間を大きく短縮すると言え
る。

学展 -252 PCDME ゲルの口蓋閉鎖床への応用
Application to the palatal plate of the PCDME gels

金子 知生1,2、黒川 孝幸3、三古谷 忠1、飯田 順一郎2

KANEKO T.1,2, KUROKAWA T.3, MIKOYA T.1, IIDA J.2

1北海道大学病院高次口腔医療センター顎口腔治療部門、2北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座歯科矯正学教室、
3北海道大学大学院先端生命科学研究院先端融合科学研究部門ソフト＆ウェットマター研究室

【目的】口蓋裂患者に鼻咽腔閉鎖機能の改善のために装着する口蓋閉鎖床はレジン床に維持装置としてクラスプを使
用することが多い。しかし、クラスプにより歯列の側方成長が妨げられたり、歯肉炎を起こしたりすることがある。
我々はPCDME（Poly-N-（carboxymethyl）-N、N-dimethyl-2-（methacryloyloxy） ethanaminium）ゲルを応用し、クラ
スプを使用しない粘着性の口蓋閉鎖床を当大学ソフト＆ウェットマター研究室と共同研究開発を行っている。そこで
PCDMEゲルの特性を検討したので報告する。【資料および方法】PCDMEゲルは重合開始剤溶液のポリ酢酸ビニル、
ベンゾフェノンのアセトン溶解液を1mmのポリカーボネート基板に塗布し、モノマー溶液N-（carboxymethyl）-N、
N-dimethyl-2-（methacryloyloxy）ethanaminium、inner salt、N、N'-Ethylene-bis-acrylamideを純水に溶解し、アルゴ
ン雰囲気下で波長365nm紫外光を8時間照射し、基板上にPCDMEゲルを重合した。重合後、生理食塩水で洗浄した。
平衡膨潤後、ゲルの厚みと試料重量、粘着性を観察した。また、湿潤状態でウシの舌下粘膜との剥離試験として、臨
界エネルギー開放率Gc（J/m2）を測定した。【結果】厚さは重合終了時に1mmであったものが、4.5時間で厚さ0.77mm
になり、23.5時間で厚さ0.34mmと減少した。粘着試験では15gで180分、30gで60分粘着していた。剥離試験におけ
る湿潤状態の臨界エネルギー開放率が0.0457 J/m2であった。【考察】ＰＣＤＭＥゲルは粘着力を有するが、重合後時
間経過により体積変化がすることが明らかになった。従ってPCDMEゲルの厚み薄くする方が形態の適合性は上昇す
ると考えられる。【結論】PCDMEゲルは厚さを薄くすることにより粘着性口蓋閉鎖床として応用できる可能性がある。



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

265

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

学展 -253 下顎両側第三大臼歯の先天性欠如とその他の永久歯の両側性先天性欠如との関連
Association between bilateral agenesis patterns of mandibular third molars and bilateral 
agenesis of other teeth

平形 智佳1、三瓶 素子2、三瓶 伸也2、田中 聖至3、遠藤 敏哉4

HIRAKATA C.1, SANPEI S.2, SANPEI S.2, TANAKA S.3, ENDO T.4

1日本歯科大学新潟病院矯正歯科、2日本歯科大学新潟病院小児歯科、3日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座、
4日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】第三大臼歯の先天性欠如と上下顎側切歯・第二小臼歯の先天性欠如と関連するという報告があるが、下顎両側第三
大臼歯先天性欠如とその他の永久歯の両側性先天性欠如との関連を検討した報告はない。本研究の目的は、下顎両側第三
大臼歯の先天性欠如を有する日本人矯正患者を調査し、永久歯の両側性先天性欠如との関連について検討することである。

【資料および方法】資料は主に下顎両側第三大臼歯が先天性欠如した患者189名（M群）と先天性欠如していない患者585名（C
群）のパノラマエックス線写真である。さらに、M群を上顎第三大臼歯に欠如のない群（1M群）、上顎第三大臼歯の左右側
いずれか1歯が欠如した群（2M群）、上顎両側第三大臼歯が欠如した群（3M群）に分類した。統計処理にはカイ2乗検定と
オッズ比を用いた。【結果および考察】第三大臼歯以外の永久歯と上下顎第二小臼歯両側欠如の発現頻度は、C群と比較して、
1M群、2M群および3M群で有意に高かった。上顎側切歯と上顎第一大臼歯両側欠如の発現頻度は、C群と比較して、2M
群と3M群で有意に高く、下顎第一大臼歯両側欠如の発現頻度は、C群と比較して、1M群と3M群で有意に高かった。こ
の結果から、上顎第三大臼歯が先天性欠如していない下顎第三大臼歯の両側欠如は上顎側切歯、上下顎第二小臼歯、上下
顎第一大臼歯の両側欠如と関連することが示唆された。また、下顎切歯両側先天性欠如の発現頻度は1M群、2M群、3M
群およびC群の間で有意差がないという本研究結果は、下顎両側切歯と下顎両側第三大臼歯の先天性欠如は関連しないと
いうEndoら（J Dent Child.2013）の報告に支持される。【結論】下顎両側第三大臼歯の先天性欠如は、上顎第三大臼歯の先
天性欠如の有無に拘わらず、上顎側切歯と上下顎第二小臼歯・第一大臼歯の両側先天性欠如の発現に強い関連性を示した。

学展 -254 第三大臼歯の先天欠如と顎顔面形態との関連
Relationship between third molar agenesis and craniofacial morphology

杉木 淑子1、小林 義樹1、三瓶 伸也2、遠藤 敏哉3

SUGIKI Y.1, KOBAYASHI Y.1, SANPEI S.2, ENDO T.3

1日本歯科大学新潟病院矯正歯科、2日本歯科大学新潟病院小児歯科、3日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】本研究の目的は、日本人の矯正患者における第三大臼歯の先天欠如と顎顔面形態との関連性を検討すること
である。【資料および方法】対象は、上下顎左右側第三大臼歯が全て欠如している60名（欠如群: 男30名、女30名）と、
第三大臼歯が全て存在する70名（非欠如群: 男30名、女40名）である。症例の選択基準は、（1）年齢が14~29歳であ
る、（2）第三大臼歯以外のすべての永久歯が萌出している、（3）先天的奇形でない、である。資料は、側面頭部エック
ス線規格写真である。計測項目は、角度分析4項目、距離計測8項目である。統計処理には二元配置分散分析を用い
た。【結果および考察】二元配置分散分析において、全ての計測項目で交互作用はなかった。ANS-PNS、ANS-Xi-PM、
MP-FH、MP-RPは、非欠如群と比べて、欠如群が有意に小さかったという本研究結果は、第三大臼歯が先天欠如す
ると上顎骨長径が短くなるというKajiiらの報告と、下顎骨が反時計回りに回転するというSanchezらの報告と一致
した。ANS-Xi-PM、MP-FHは、女性に比べて、男性が有意に小さかったという本研究結果は、咬筋の厚さが女性と
比べて男性で厚く、咬合力が強いため、短顔型になる傾向があるというKiliaridisらの報告と一致した。Cd-Gn、Go-
Pog、Cd-Goは、男性と比べて女性が有意に小さかったという本研究結果は、女性の頭蓋骨は、男性と比べて有意に小
さいというIngerslevらの報告と一致した。SNA、SNB、ANB、RP-FH、Y-axisは、群間、性別間において有意差は
みられなかった。【結論】すべての第三大臼歯の先天欠如は、顎顔面形態に影響を及ぼす。
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学展 -255 症候群性頭蓋骨縫合早期癒合症患者に対するチーム医療の実態調査 －矯正歯
科医による多施設共同研究－
Survey on the team care for patients with syndromic craniosynostosis: A collaborative study 
by orthodontists

須佐美 隆史1、府川 俊彦2、宮崎 晴代3、坂本 輝雄3、森下 格4、佐藤 嘉晃5、金野 吉晃6、倉田 和之7、
渡邉 佳一郎8、朝日藤 寿一9、齋藤 功9

SUSAMI T.1, FUKAWA T.2, MIYAZAKI H.3, SAKAMOTO T.3, MORISHITA T.4, SATO Y.5, KINNO Y.6, KURATA K.7, 
WATANABE K.8, ASAHITO T.9, SAITO I.9

1東京大学医学部顎口腔外科・歯科矯正歯科、2ふかわ矯正歯科（ 神奈川 ）、3東京歯科大学歯科矯正学講座、4聖マリア病院矯正歯科、
5北海道大学歯学部歯科矯正学教室、6岩手医科大学歯学部歯科矯正学分野、7松本歯科大学歯科矯正学講座、
8徳島大学口腔顎顔面矯正学分野、9新潟大学歯学部歯科矯正学分野

【目的】症候群性頭蓋骨縫合早期癒合症（syndromic craniosynostosis: SCS）では、多領域のチーム医療が必要である。しかし、
その実態についての調査は世界中でみられない。そこで、矯正歯科医による多施設共同調査を行った。【資料および方法】日本
国内24施設が参加した。調査は、共通の調査票を用いて矯正歯科診療記録を基に各施設が行い、東京大学において集計・解析
した。【結果および考察】合計246症例のデータを集めた。性別は男45.9％、女53.3％であった。症例数の多い施設は限られ、多
くの施設が10例以下であった。疾患別では、Crouzon 136例、Apert 82例、Pfeiffer 17例、その他11例であった。頭蓋手術は
主に乳児期に行われ、前頭・眼窩前方移動術、前頭骨前方移動術が多かった。中顔面の初回手術は全年齢に渡っていたが、6-7歳、
14-15歳にピークがみられた。中顔面の術式は Le Fort III型が多かったが、Apert 症候群では II 型もみられた。中顔面骨延長
は約2/3の症例で行われ、延長器はハロー型と内固定型がほぼ同じ割合であった。下顎の手術は14.6%の症例で行われ下顎枝矢
状分割法が多かったが、小下顎に対すると思われる手術もみられた。矯正歯科初診は乳歯列後期・混合歯列前期が多く、I期治
療を行った症例と、II期治療まで観察した症例に分かれたが、症例数の多い施設ではI期治療を積極的に行わない施設が多かっ
た。過半数の症例が先に中顔面手術を受けており、約1/4の症例が術後に矯正歯科を受診していた。I 期治療では上顎拡大、上
顎前方牽引、部分的な歯の移動が行われた。II期治療開始は14-15歳が多く、外科的矯正治療が多かった。抜歯は約2/3の症例
で行われ、上顎において頻度が高かった。歯の異常は4割弱の症例でみられたが、6歳未満で中顔面手術を行った症例で上顎大
臼歯の異常が多かった。【結論】標準的治療を考える上で重要なSCS患者に対するチーム医療の実態が明らかとなった。

学展 -256 頭蓋縫合早期癒合症（Craniosynostosis）患者の顎顔面形態の解析―アペー
ル症候群とクルーゾン症候群の比較
Analysis of maxillofacial morphology of craniosynostosis patients: comparison between Apert 
syndrome and Crouzon syndrome

小林 起穂、辻 美千子、疋田 理奈、小倉 健司、森山 啓司
KOBAYASHI Y., TSUJI M., HIKITA R., OGURA K., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】頭蓋縫合早期癒合症（Craniosynostosis; Cs）は、頭蓋顎顔面領域の発生・成長発育が阻害され、不正咬合を高率で
発症し、矯正歯科治療の適応になることが多い。アペール症候群（Ap）およびクルーゾン症候群（Cr）はともに線維芽細胞
増殖因子受容体2遺伝子の変異により発症し、Csに加え中顔面部の低形成等共通する臨床症状も多いが、顎顔面形態は
異なるとも報告されている。今回ApおよびCr間での頭蓋顎顔面領域、口腔内、頚椎の形態比較を行ったので報告する。

【資料および方法】東京医科歯科大学歯学部附属病院矯正歯科外来を受診したAp（男性4名、女性3名、平均年齢12歳4か月）
およびCr（男性6名、女性6名、平均年齢10歳7か月）患者の初診時採得資料（側面頭部エックス線規格写真、パノラマX線写真、
口腔内模型、問診票、口腔内・顔面写真）を用いた。側面セファロ分析、模型分析を行い日本人標準値からstandard score
を算出し、Mann-Whitney U-testを用いて統計学的に評価した。また不正咬合の特徴、頚椎の形態評価を行い、両症候群間
での比較を行った。【結果および考察】側面セファロ分析より、ApはCrと比較して有意な上顎骨の後方位および高さの短縮、
下顎骨の時計方向への回転を呈したが、頭蓋底の形態には有意な差を認めなかった。模型分析より、ApはCrと比較して有
意な上顎歯列弓長径および幅経の短縮を認めた。またApでは咬頭の未発達を伴う形態異常を上顎第一大臼歯に高率で認め
たが、Crでは上顎側切歯が栓状歯を呈する比率が高かった。Crと比較して、Apでは軟口蓋裂、前歯部開咬、重篤な叢生、
および先天性欠如歯を高率で発症していた。頚椎の形態は、ApではC2、C3に加え、C5、C6の癒合を併発していた。【結論】
ApおよびCrは共通する臨床症状もある一方で、顎顔面、口腔内および頚椎においてそれぞれ特徴的な形態を呈することが
明らかとなり、Apでより重篤な形態異常が観察された。
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学展 -257 当院における永久歯先天欠如を有する患者の矯正歯科治療への関心について
Interest in the orthodontic treatment of patients with congenitally missing permanent teeth in 
our clinic

塚野 尚子、塚野 寛久
TSUKANO S., TSUKANO H.

けやき歯科・矯正歯科（ 福岡 ）

【目的】永久歯の先天欠如は隣在歯の傾斜、対合歯の挺出、上下歯列の正中線の偏位、上下顎の位置関係や顎の成長発
育、審美的問題など不正咬合の原因となることがある。そこで永久歯先天欠如を有する患者の矯正歯科治療に対する
関心について調査することとした。【資料および方法】2015年4月から当院を受診し、パノラマ撮影を行った患者のう
ち重度歯周病やカリエスによる永久歯欠損のない患者467名を対象とした。467名のうち矯正歯科治療の相談または
治療を希望した患者A群（42名）とそれ以外の患者B群（425名）とし、1.永久歯の先天欠如の頻度、2.先天欠如部位、3.発
現数を調査した。【結果および考察】1.永久歯の先天欠如の頻度は全体で9.42%を示し、A群で14.29%（42名中6名）、B
群で8.94%（425名中38名）と小児歯科学会誌（2011年）で報告された10.09%に比べA群では高い傾向、B群では低い傾
向を示した。2.先天欠如部位でもっとも多いのが全体で下顎右側側切歯17本（A群3本、B群14本）、次に下顎左側側
切歯15本（A群2本、B群13本）、続いて上顎左側側切歯5本（A群2本、B群3本）、下顎右側第二小臼歯5本（A群1本、
B群4本）下顎左側第二小臼歯5本（A群1本、B群4本）、上顎右側第二小臼歯4本（A群0本、B群4本）、下顎右側犬歯
2本（A群1本、B群1本）、上顎右側側切歯2本（A群1本、B群1本）、上顎左側第二小臼歯1本（A群0本、B群1本）であっ
た。3.発現数は全体で1本が33名（A群4名、B群29名）、2本が10名（A群2名、B群8名）、3本が1名（A群1名、B群
0名）であった。この結果より矯正歯科治療に関心のあるA群に永久歯先天欠如が多いことが示された。【結論】当院に
おける永久歯先天欠如を有する患者は矯正歯科治療に関心が高い傾向があると示唆された。

学展 -258 ６歯以上の先天欠如が頭蓋顔面形態に与える影響
Effect of the six over congenital teeth missing on craniofacial form

坂梨 公亮、宇塚 聡、内田 裕子、岩崎 由香利、片岡 彩乃、大塚 絵里佳、宮下 渉、小森 成
SAKANASHI K., UZUKA S., UCHIDA Y., IWASAKI Y., KATAOKA A., OTSUKA E., MIYASHITA W., KOMORI A.

日本歯科大学附属病院矯正歯科

【目的】多数歯の先天性欠如は頭蓋顔面形態に影響を与えるとの報告があるが、具体的な成長抑制部位について
は不明な点が多い。そこで、6歯以上の先天性欠如が頭蓋顔面形態に与える影響について調査することとした。

【資料および方法】日本歯科大学附属病院矯正歯科に来院した、先天性欠如歯が6歯以上存在し、パノラマＸ線写真で
第二大臼歯の存在が確認できる22名から、症候群を有するものや著しい上下顎骨の不調和が認められる症例（ANBが
1SDを外れる者）は除外し13名を対象とした。混合歯列期中期（S1）、混合歯列期後期（S2）、永久歯列初期（S3）の3群
に分類し、症例の重症度を反映する指標としてThe ABO Discrepancy Index （DI）を参照した口腔模型の分析法や頭
部Ｘ線規格写真の分析結果により歯の先天性欠如と頭蓋顔面形態の関連を調査した。【結果】欠損部位では対顎と比較
して上顎が多いものは9症例、下顎が多いものは2症例、同数は2症例であり、左右側対称性欠損は8症例が存在した。
また、上顎両側中切歯と下顎両側犬歯および上顎両側第一大臼歯の欠損は認められなかった。計測と分析の結果、す
べての群でoverbiteの過大が認められたが、DIは4~36との評価に分かれ最頻値は5であった。歯槽性と骨格性の分
析とも一定の傾向は認められず、個々の症例の多様性が認められた。また、3症例においてのみ第三大臼歯の形成を
認めた。【考察】過去の報告で指摘されている欠損歯の存在が上下顎骨の近遠心的な不正を示す所見は認めらなかった。
一方でoverbiteの過大は臼歯部のocclusal stopの不足に起因していると考えられた。その他の項目についても今回の
調査においては一定の傾向を見出すことはできなかった。【結論】今回の調査では6歯以上の先天性欠如の存在が頭蓋
顔面形態の成長を抑制する現象は認められなかったが、症例ごとの多様性が高いことから今後も症例数を増やしてさ
らに十分な検討を重ねる必要がある。
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学展 -259 ストア作動性 Ca2+ 流入異常による外胚葉異形成症におけるエナメル質形成不
全症の発症メカニズム
Mechanisms for amelogenesis imperfecta caused by ectodermal dysplasia with abnormal 
store-operated Ca2+ entry

古川 雄亮1,2、春山 直人3、二階堂 まりこ3、中西 正光1、笠 法子1、大洞 將嗣4、呉本 晃一5、
吉崎 恵悟6、高橋 一郎6

FURUKAWA Y.1,2, HARUYAMA N.3, NIKAIDO M.3, NAKANISHI M.1, RYU N.1, OH-HORA M.4, KUREMOTO K.5, YOSHIZAKI K.6, 
TAKAHASHI I.6

1九州大学大学院歯学府歯科矯正学分野、2九州大学決断科学大学院プログラム、3九州大学病院矯正歯科、
4九州大学生体防御医学研究所分子免疫学分野、5広島大学病院口腔インプラント診療科、6九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分野

【目的】近年、細胞内Ca2+濃度調整機構であるストア作動性Ca2+流入（SOCE）に変異のある外胚葉異形成症（ED）患者で免疫不
全、筋力低下、エナメル形成不全症といった所見がみられたことから、新たにSOCE関連分子がED原因遺伝子であると考
えられるようになった。本研究では、SOCEを担う分子であるSTIMの歯における発現パターンの解析と共に、エナメル質
形成におけるSTIMの役割の解明を目的とした。【資料および方法】生後6、12日齢（P6・12）の野生型マウス第1臼歯エナメ
ル芽細胞におけるSTIM1およびSTIM2の発現量を定量的PCR（qPCR）で比較を行い、さらにそれらの局在を免疫組織化学
法（IHC）で確認した。次にK14-CreマウスとSTIM1/2 floxマウスを交配して上皮特異的STIM1、STIM2、およびSTIM1/2 
遺伝子欠損（cKO）マウスを作製した後、各遺伝子型におけるP6・12上顎第1臼歯の組織学的解析を行い、さらに8週齢マウ
スの下顎骨を単純X線およびμCTで撮影し、切歯のエナメル質の石灰化度と厚さの定量を行った （N=6）。【結果および考察】
qPCRおよびIHCの結果、臼歯エナメル芽細胞におけるSTIM1の発現は分泌期（P6）と比較して成熟期（P12）において上昇し
ていたが、STIM2に顕著な変化は見られなかった。各cKOの上顎第一臼歯のH-E染色からは、P6・12において歯の形態、
エナメル質の厚さおよびエナメル芽細胞形態に顕著な差はなかった。しかし、8週齢におけるSTIM1 およびSTIM1/2 cKO
マウスの下顎切歯ではコントロールおよびSTIM2 cKOと比較して顕著な咬耗が認められ、μCTにおいてもエナメル質の石
灰化度が有意に低下していた。一方、各遺伝子型におけるエナメル質の厚さに有意差は認められなかったことから、STIM
のうち特にSTIM1がエナメル質基質の分泌よりも石灰化において重要な役割を担っている可能性が示唆された。【結論】
SOCEの異常はエナメル基質の成熟に影響を与え低石灰化型エナメル質形成不全をもたらすことが示唆された。

学展 -260 AngleII 級2類不正咬合にみられる永久歯先天性欠如
Permanent tooth agenesis in Angle Class II Division 2 malocclusion

太田 佳菜子、新井 一仁、塩谷 翔太、佐藤 絢香、矢部 愛子
OTA K., ARAI K., SHIOYA S., SATO A., YABE A.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】AngleII級2類不正咬合の原因には、鼻呼吸、口唇圧、ならびに口唇の接触時間などの環境的な要素が重視さ
れてきた。近年、この不正咬合の原因に遺伝的な要素の関連も着目されているが、不明な点が多い。本研究の目的は、
先天性欠如の発現頻度と欠如様式を一般的な不正咬合者と比較し、AngleII級2類不正咬合の永久歯先天性欠如の様
式について検討することである。【資料および方法】AngleII級2類不正咬合者76名（女性52名、男性24名）（以下II/2
群）と一般的な不正咬合者270名（女性168名、男性102名）（以下C群）のパノラマエックス線写真を資料とした。各群
における第三大臼歯を除く永久歯先天性欠如と第三大臼歯の先天性欠如をそれぞれ評価し、両群間で統計学的な検定

（カイ2乗検定）を行った。【結果および考察】第三大臼歯を除く永久歯先天性欠如の発現頻度は、II/2群（22.4％）がC群
（11.9％）と比較して有意に高かった（p<0.05）。歯種ごとの欠如頻度は、II/2群において、下顎側切歯と下顎第二小臼
歯（各28.1％）次いで上顎側切歯（12.5％）の順で、左右差は認められなかった。第三大臼歯の欠如頻度は、II/2群（42.1％）
がC群（26.7％）と比較して有意に高かった（p<0.05）。第三大臼歯の欠如頻度には、両群とも左右差は認められなかった。
II/2群の先天性欠如の発現様式には、日本人の一般的な不正咬合者にみられる欠如様式に類似した傾向が認められた。

【結論】AngleII級2類不正咬合者における永久歯先天性欠如の頻度は、一般的な不正咬合者と比較して約2倍高く、歯
種ごとの欠如頻度は、第三大臼歯、下顎側切歯、下顎第二小臼歯、次いで上顎側切歯の順で高く、左右差は認められ
なかった。
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学展 -261 永久歯の先天欠如における原因遺伝子変異の探索
An attempt to identify novel mutations responsible for tooth agenesis

村上 暁子1、安平 進士2、間山 寿代2、前沢 千早2、三浦 廣行3、佐藤 和朗1

MURAKAMI A.1, YASUHIRA S.2, MAYAMA H.2, MAESAWA C.2, MIURA H.3, SATO K.1

1岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座歯科矯正学分野、2岩手医科大学医歯薬総合研究所腫瘍生物学部門、
3岩手医科大学歯学部口腔医学講座歯科医学教育学分野

【目的】永久歯の先天欠如発生家系において原因と考えられる1）新規遺伝子座位の同定、2）既知遺伝子座位における新
規変異の同定を目的とした。【試料および方法】本学付属病院歯科医療センター矯正歯科に来院した患者のうち、永久
歯の先天欠如がみられる11人（同一家系に由来する3人を含む）について、提供された血液からDNAを抽出し、2人に
ついてそれぞれの家族の非発症者を含め次世代シーケンサー（NGS）によるエクソーム解析を行った。9人については、
既に原因座位として報告されているPAX9及びMSX1のコード領域について直接配列決定を行った。【結果および考察】
NGSによるエクソーム解析を行った1家系で、歯の先天欠如に関連するが遺伝子が未同定である10q11.2-q21領域にお
いて発症者特異的な3つの遺伝子（NCOA4、ITGA6、LRP4）のミスセンス変異を確認した。これらの変異については、
バイオインフォマティックス的な手法により、原因である可能性を検討中である。これとは別に、直接配列決定行っ
た同一家系に由来する3人でPAX9コード領域に新規のミスセンス変異（P20L）を発見した。この変異は家系内で発症
者特異的であった。変異がPAX9タンパク質のpaired box中に存在すること、プロリンからロイシンという大きく性
質の異なるアミノ酸ヘの変化をもたらすこと、及び近傍に先天欠如の原因とされる変異が複数報告されていることか
ら、新規原因変異である可能性が高いと考えられる。現在実験的手法により、この変異がPAX9の機能に及ぼす影響
を解析中である。【結論】エクソーム解析により永久歯先天欠如の新規原因候補となる遺伝子座位を複数同定した。ま
たPAX9遺伝子に先天欠如の原因と考えられる新規変異の可能性があるP20Lを同定した。

学展 -262 当分野を受診した Marfan 症候群患者に関する検討 ―医科領域を含めた臨床
症状について―
Clinical study of Marfan syndrome patients: Medical symptoms

田村 明日香、小倉 健司、宮本 順、駒崎 裕子、高田 潤一、吉澤 英之、呉 郁イン、辻 美千子、森山 啓司
TAMURA A., OGURA K., MIYAMOTO J., KOMAZAKI Y., TAKADA J., YOSHIZAWA H., GO I., TSUJI M., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Marfan症候群（MFS）は、Fibrillin 1の遺伝子であるFBN1の変異により全身の結合組織の脆弱性が生じる常染
色体優性遺伝性疾患である。全身的な特徴として、長い四肢、高身長、側弯、水晶体偏位、心疾患等が報告されてい
る。MFSは主に歯科領域以外の臨床症状に基づいて臨床診断が下されることが多いため、医科的な症候を含めた幅
広い症状把握が必要となる。今回我々は当分野を受診したMFS患者の臨床症状について検討を行ったので報告する。

【資料および方法】当分野を受診したMFS患者7症例［男性2名、女性5名、初診時平均年齢17.4歳（9.1~35.9歳）］の初診
時資料（問診票、顔面写真、手根骨X線写真、側面頭部X線規格写真）を用い、1）身長・体重の評価、2）骨年齢の評価、
3）metacarpal indexによる指の長さの評価、4）頭蓋底嵌入症と頸椎の弯曲について検討を行った。【結果および考察】1）
当科MFS患者の身長・体重に関しては、日本人標準値から算出したZ-scoreを用いて検討を行ったところ、高身長の
傾向が年齢に伴い顕著となった。また体重はほぼ標準的な値を示し、16歳以上の4症例におけるBMIは平均16.7 ± 0.6、
学童期の3症例におけるローレル指数は78.9 ± 15.4となり、やせ型の体型を呈していた。2）骨年齢に関しては、成長
段階にある3症例中2症例において、暦齢に対し1年以上の亢進が認められた。3）指の長さに関しては、5症例中全例
においてmetacarpal indexは高値を示し、MFSに特徴的な細く長い指が認められた。4）頭蓋底嵌入症は7症例中3症
例、straight neck は7症例中3症例で認めた。【結論】今回の矯正歯科外来を受診したMFS患者における検討においては、
本症候群に特有の表現型が観察されたが、個々の症例においてはその重篤度に多様性が認められた。矯正歯科治療を
行う上ではこれら臨床症状の特性を考慮し、他科との連携の下で集学的な治療計画を立案する重要性が示唆された。
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学展 -263 当分野を受診した Marfan 症候群患者に関する検討 ―頭蓋顎顔面形態の特徴
について―
Clinical study of Marfan syndrome patients: Craniofacial morphology

有村 恵、駒崎 裕子、宮本 順、小倉 健司、高田 潤一、チェン エリック、馬場 優里、寺本 アイリ、
舩橋 健太、小林 起穂、森山 啓司
ARIMURA M., KOMAZAKI Y., MIYAMOTO J., OGURA K., TAKADA J., CHENG E., BABA Y., TERAMOTO A., FUNAHASHI K., 
KOBAYASHI Y., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Marfan 症候群（MFS）はFBN1の変異による高身長、心疾患等を主徴候とする疾患である。頭蓋顎顔面形態の特徴
としては上下顎の後方位、前顔面高の増大、急峻な下顎下縁平面、頭長幅指数の減少等が報告されているが、本邦におけ
る報告は少ない。今回我々はMFS患者の頭蓋顎顔面形態の特徴を検討したので報告する。【資料および方法】当分野を受診
したMFS患者6症例［男性2名、女性4名、初診時平均年齢17.4歳（9.1歳~35.9歳）］の側面頭部X線規格写真を用い、セファ
ロ分析（角度計測、距離計測）を行った。なお年齢、性差を考慮し、各計測項目のZ-scoreを算出し、中央値にて評価した。

【結果および考察】プロフィログラムより、Nasion（Na）は6症例中4症例において上方位を、3症例において前方位を示し
た。またNaが前方位を示した3症例では、側面頭部X線規格写真において前頭洞の拡大が認められた。角度計測において、
SNA、SNBの中央値はそれぞれ-1.3、-0.6となったが、Naの位置異常を考慮しFH-SN angleの補正を行ったところ、それぞ
れ-0.2、-0.1となり、頭蓋に対する上下顎骨の前後的位置は標準的であった。ANBの値はNaの位置異常の影響を受ける可能
性があるため、顎間関係の評価にWits分析法を用いたところ、今回検討を行った6症例においては一定の傾向を示さなかっ
た。また、下顎下縁平面角は過去の報告と異なり標準的な値を示した。距離計測においては、前顔面高が大きい値を示し、
過去の報告と同様の結果が得られた。【結論】今回の検討を行ったMFS患者において、Naの位置異常が高頻度に認められた。
したがって、MFS患者の顎顔面形態を正確に把握するために、FH-SN angleの補正あるいはWits分析法の適用が有用であ
る可能性が示唆された。

学展 -264 当分野を受診した Marfan 症候群患者に関する検討 ―口腔内の特徴について―
Clinical study of Marfan syndrome patients: Intraoral characteristics

秋山 秀平、小倉 健司、宮本 順、駒崎 裕子、高田 潤一、呉 郁イン、辻 美千子、森山 啓司
AKIYAMA S., OGURA K., MIYAMOTO J., KOMAZAKI Y., TAKADA J., GO I., TSUJI M., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Marfan症候群（MFS）は高身長、心疾患等の臨床症状を有する先天性疾患である。MFSの口腔内の特徴として
叢生や高口蓋、多様な歯根形態などが報告されているが、それらについて詳述した臨床研究は少ない。今回我々は、
MFS患者の口腔内の特徴に関して詳細な検討を行ったので報告する。【資料および方法】当分野を受診したMFS患者
7症例［男性2名、女性5名、初診時平均年齢17.4歳（9.1~35.9歳）］の初診時資料（歯列模型、口腔内写真、オルソパント
モグラム、側面頭部X線規格写真）を用い、1）不正咬合の特徴、2）歯列弓幅径、長径の評価、3）口蓋高径の評価、4）
口蓋平面に対する上顎第一大臼歯の垂直的距離の評価、5）上下顎中切歯、第一大臼歯の歯根/歯冠比および歯根長の
評価を行った。2）~5）に関しては矯正歯科治療の既往がある1症例を除外し、日本人標準値を用いてZ-scoreを算出し
た。【結果および考察】1）模型分析より、4.0mmを超える叢生は、上顎で3症例、下顎で3症例に認められ、さらに上
顎では犬歯低位唇側転位（2症例）、過剰歯（1症例）、下顎では第一大臼歯の舌側転位（2症例）を伴っていた。2）上顎歯
列弓においては幅径の狭小、および長径の増大の傾向を認めた。3）口蓋高径が大きい症例は2症例認められ、過去の
報告と比べて高口蓋は低頻度となった。4）口蓋平面から上顎第一大臼歯までの垂直的距離が大きい2症例においては、
筋力低下の随伴が認められた。5）歯根/歯冠比は上顎中切歯、上下顎第一大臼歯において小さい傾向を示し、歯根長
は上下顎第一大臼歯において短い傾向を示した。【結論】当分野を受診したMFS患者においては、叢生や上顎歯列弓
の狭窄が高頻度に認められ、同症候群患者に関する過去の報告と一致した。また、今回新たに歯根の短小傾向の所見
が認められ、矯正歯科治療を行う上では十分な注意が必要であると考えられた。
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学展 -265 当分野を受診した Marfan 症候群患者に関する検討 ―上気道形態および周囲
軟組織について―
Clinical study of Marfan syndrome patients: Morphological characteristics of pharyngeal 
airway and intraoral soft tissue

松村 健二郎、小倉 健司、宮本 順、駒崎 裕子、高田 潤一、紙本 裕幸、疋田 理奈、森山 啓司
MATSUMURA K., OGURA K., MIYAMOTO J., KOMAZAKI Y., TAKADA J., KAMIMOTO H., HIKITA R., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Marfan症候群（MFS）は高身長、心疾患等の臨床症状を有する先天性疾患である。MFS患者において上気道の弛緩
による閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）が高頻度に認められるとの報告がなされているが、MFS患者の上気道形態およ
び周囲軟組織について詳細に述べた報告は少ない。今回我々はMFS患者の上気道、軟口蓋、舌骨および舌の特徴を抽出
し、検討を行ったので報告する。【資料および方法】当分野を受診したMFS患者7症例[男性2名、女性5名、初診時平均年
齢17.4歳（9.1~35.9歳）]の初診時側面頭部X線規格写真を用いて以下の4項目について解析を行い、健常者における報告から
Z-scoreを算出し検討に用いた。1）上気道形態の解析には、咽頭後壁からの深さの指標（5計測部位）を用いた。2）舌骨の垂直
的位置は、FH平面から舌骨に下した垂線の長さによって解析を行った。3）舌位の解析には、舌背から口蓋骨までの距離（8
計測部位）を用いた。4）軟口蓋形態の分析には、PNSから軟口蓋先端までの長さ、軟口蓋の厚さ、口蓋平面となす角度を用
いた。【結果および考察】1）上気道形態に関しては、すべての計測部位で狭窄を認めた。2）舌骨の垂直的位置は、すべての症
例において下方位を示した。3）舌位に関しては、舌背から口蓋までの距離が上顎小臼歯または小臼歯から第一大臼歯近心根
相当部において大きい値を示し、低位舌が認められた。4）軟口蓋の長さおよび厚さは大きく、口蓋平面となす角度は小さい
傾向を示した。過去の文献よりOSAS患者は上気道が狭窄し、軟口蓋が長く、また口蓋平面に対する角度が急であるという
特徴が示されている。今回解析を行ったMFS患者のOSASの有無については不明であるが、上気道および軟口蓋形態の特
徴はOSAS患者と類似した傾向を示した。【結論】MFS患者では上気道の狭窄が高頻度で認められた。また舌骨の下方位に
よる舌の低位や軟口蓋形態が、上気道狭窄の一因である可能性が示唆された。

学展 -266 抜歯症例における上顎前歯部リトラクションによる前歯の移動についての考察
A study of the maxillary anterior retraction in premolar extraction cases 

酒向 絵美、松野 功
SAKO E., MATSUNO I.

赤坂まつの矯正歯科（ 東京 ）

【目的】舌側からの治療の場合、6前歯を牽引するen masseリトラクションを行うが、治療後の上顎前歯の定量的
な移動結果の報告は少ない。今回、当院で抜歯治療を行った症例を用いてその移動結果を考察したので報告する。

【資料および方法】対象は上顎の抜歯治療が必要とされた患者20名（女性18名、男性2名、平均年齢28歳9か月）を任意
に抽出した。これらの患者は舌側からの装置を用いてen masseリトラクションを.017 x.022ステンレスワイヤーを用
いて行った。初診時および矯正治療終了時の側面頭部エックス線規格写真を用い、計測項目としてU1-SN、NPog-U1、
ANB、Overjet、およびarch length discrepancyを用い、これらのデータの初診時とリトラクション終了時の変化量
を算出した。【結果および考察】U1-SN変化量については、初診時U1-SNが大きい症例ほどその変化量も大きい傾向が
あったが、U1-SN変化量が0.1°以下と極端に小さい症例も認められた。初診時arch length discrepancyが小臼歯2本
分のスペースである－15 mm以上だとU1-SN変化量は7.4°以下の値を示した。上顎前突と診断される初診時Overjet
が6 mm以上だとU1-SN変化量が平均17.2°であった。上顎前突とされる初診時NPog-U1が17mm以上だと、U1-SN変
化量は平均15.9°であった。【結論】U1-SNの変化量が極端に小さい症例は矯正歯科用アンカースクリューを用いていた。
また、初診時のarch length discrepancy、Overjet、NPog-U1のデータからU1-SNの変化量の定量的な計測結果を用
いて、計画した前歯の位置に正確に移動できることが示唆された。また、矯正歯科用アンカースクリューの使用の有
無も初診時のデータからその使用を決定する定量的な指標が得られると考えられる。
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学展 -267 骨格性下顎前突症患者における大臼歯 III 級仕上げ矯正単独治療と外科的矯正
治療との側貌軟組織変化の比較
Comparison of soft tissue profile of orthognathic surgery and mandibular premolar extraction 
in mandibular prognathism

吉岡 美幸1、小坂 竜也1、山田 薫子1、小坂 肇1、浦本 佳奈2、石井 武展2、片田 英憲2、末石 研二2

YOSHIOKA M.1, KOSAKA T.1, YAMADA K.1, KOSAKA H.1, URAMOTO K.2, ISHII T.2, KATADA H.2, SUEISHI K.2

1小坂矯正歯科（ 東京 ）、2東京歯科大学水道橋病院矯正歯科

【目的】骨格性下顎前突症の治療法の一つに、下顎小臼歯片顎抜歯により大臼歯III級仕上げとする矯正単独治療があ
る。本法は手術に伴うリスクや侵襲を回避し、抜歯歯数を最小限にする治療法であるが、その術後評価に関する報告
は少ない。今回、大臼歯III級仕上げ治療と外科的矯正治療の側貌軟組織変化について比較検討を行ったので報告する。

【資料および方法】資料は当院にて下顎小臼歯片顎抜歯で矯正単独治療を行った骨格性下顎前突症15例（女性、平均年
齢20歳1か月、以下CL III群）および東京歯科大学水道橋病院において非抜歯・下顎枝矢状分割術を行った骨格性下
顎前突症15例（女性、平均年齢25歳0か月、以下Ope群）とした。初診時および動的治療終了時の側面頭部X線規格写
真を用いた。セファロ分析にてそれぞれの骨格系、軟組織の変化として、E-lineからの上下唇の距離、E-Line と上下
唇を結ぶLineの交差角、ナソラビアルアングルを計測した。また、Ope群においては下顎骨の変化量についても計測
した。【結果および考察】初診時ANBはCLIlI群平均-2.11±1.24°、Ope群-2.22±2.10°で有意差は認めなかった。治療前後
E-lineからの上下唇の変化量はCLIlI群で下唇平均-2.48±1.51mm、上唇0.09±2.12mm、Ope群では下唇-0.57±1.38 mm、
上唇 1.77±1.07 mmとなりCLIlI群で下唇の変化量が有意に大きかった。E-Line と上下唇を結ぶLineの交差角は術後
Cl III群平均-6.32±4.78°、Ope群-3.13±4.54°で有意差を認めなかった。Ope群では骨格形態の改善によりE-lineが変化し、
Cl III群では下顎小臼歯抜歯による下唇の後退により側貌の変化を認めたと考える。【結論】大臼歯III級仕上げ矯正単
独治療においても妥当な軟組織側貌変化が得られると示唆された。

学展 -268 骨格性下顎前突症患者における矯正治療後の IMPA と相関のある因子につい
て～重回帰分析を用いて～
Factors correlated with IMPA after treatment in Skeletal Class III cases –Using Multiple 
regression analysis–

加藤 美沙1、浅井 孔明1、阿蘇 崇之2、佐奈 由弥子1、佐奈 正敏1

KATO M.1, ASAI K.1, ASO T.2, SANA Y.1, SANA M.1

1名古屋矯正歯科診療所（ 愛知 ）、2あそファミリー歯科（ 岐阜 ）

【目的】矯正治療後のIMPAは治療後の咬合安定性に大きく関与すると考えられる。そのため術前に術後のIMPAを予測して
治療方針を立案する必要がある。特に骨格性下顎前突症患者において術後に適正なIMPAが得られるかどうかは外科を併用
するか否かの重要な判断基準の一つである。本研究は下顎前突症患者における術後のIMPAの予測とそれに関与する因子に
ついて統計的手法を用い検討した。【資料および方法】骨格性下顎前突症と診断し、overjetが0mm以下かつ臼歯関係がIII
級の症例のうち、外科的矯正治療を行った患者30名（男性13名、女性17名: 平均初診時年齢26.1歳）と、歯科矯正治療単独
で治療を行った患者24名（男性7名、女性17名: 平均初診時年齢28.9歳）を対象とした。側面頭部X線規格写真を用いて術前
のDowns-North Western分析、Ricketts分析、Steiner分析および術後のIMPAを計測した。統計解析にはMac多変量解析
ver.2.0（株式会社エスミ）を用い、術後のIMPAを目的変数、術前の各計測項目を説明変数として重回帰分析を行い、両群の
重回帰式を作成した。さらに、求めた重回帰式を別の骨格性下顎前突症例に適用し重回帰式の精度についても検証を行った。

【結果および考察】重回帰分析の結果、外科的矯正治療の場合、術後のIMPAに関連する項目はS-N plane- occlusal plane、
facial axis、anterior cranial lengthであった。矯正治療単独の場合、incisor overbite、L-1 to A Pog、術前のIMPAが関連
していた。外科的矯正治療の場合、顔面頭蓋の骨格的な要素が関連しており、矯正治療単独の場合は歯性の要素が関連して
いた。検証の結果、算出した予測IMPAと実際の術後のIMPAは近似値であった。【結論】骨格性下顎前突症患者において、
術後のIMPAに影響する因子は外科的矯正治療時と矯正治療単独時で異なることがわかった。求めた重回帰式を用い、矯正
治療開始前に術後のIMPAを予測することができた。
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学展 -269 顔面非対称症例における下顎骨形態的特徴の検討
The evaluation of mandiobular body characteristics in facial asymmetry

小倉 弘之1、西井 康1、鍛代 秀人1、草場 岳1、吉野 直之1、立木 千恵1、野嶋 邦彦1、末石 研二1、
高木 多加志2、柴原 孝彦2

OGURA H.1, NISHII Y.1, KITAI S.1, KUSABA G.1, YOSHINO N.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, TAKAKI T.2, 
SHIBAHARA T.2

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

【目的】顔面非対称症例における外科的矯正治療後の顔面の対称性の獲得にはオトガイの位置だけでなく下顎骨体部の対称性
が特に重要な要素の一つとされ、顎矯正手術後に下顎骨体部の左右差による非対称観が残存することも見受けられる。そこ
で今回、我々は顔面非対称症例において下顎骨体部の偏位側と非偏位側の3次元的な形態的差異を3DCT画像を用いて検討
を行ったので報告する。【資料および方法】東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院し、顔面非対称と診断された外科的矯正治
療を行っている20名を対象とした。選択条件は顔面正中に対しMentonの偏位量が4mm以上、前後的問題としてANB -5°
~3°とした。初診時3DCT画像を画像解析ソフトにて偏位側と非偏位側において下顎犬歯部と第一大臼歯部における前額断
から下顎骨歯槽部と骨体部に区分した。その前額断において下顎骨体部の高さ、皮質骨の厚さ、下顎骨体部の幅径、歯槽突
起部、下顎骨体部の傾斜について計測しt検定を用い左右差の比較を行った。【結果および考察】下顎骨体部においては高さ
と傾斜角度について大きな差は見られなかったが、舌側皮質骨の厚さ、下顎骨体部の幅径は偏位側が非偏位側に比べて大き
い傾向を示した。また、歯槽突起部においては偏位側が非偏位側に比べて舌側に傾斜している傾向がみられた。これは非
対称の症例では左右的なコンペンセーションは歯槽骨から生じていることを示しておりそれに伴い歯軸のデンタルコンペン
セーションが生じていると考えられる。また、皮質骨の厚さや下顎骨体部の厚さに差があることから、術前矯正の治療にお
いてはデンタルコンペンセーションを考慮にいれ、顎矯正手術においては下顎骨体の形態の違いを考慮に入れる必要性が示
された。【結論】非対称の症例における下顎骨の左右的な形態の違いは下顎骨体部ではなく、主に歯槽突起部に現れているこ
とが解明できた。

学展 -270 顔面非対称症例における下顎アーチフォームの検討
The evaluation of mandible arch-form in facial asymmetry

西井 康1、小倉 弘之1、鍛代 秀人1、草場 岳1、吉野 直之1、立木 千恵1、野嶋 邦彦1、末石 研二1、
高木 多加志2、柴原 孝彦2

NISHII Y.1, OGURA H.1, KITAI S.1, KUSABA G.1, YOSHINO N.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, TAKAKI T.2, 
SHIBAHARA T.2

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2東京歯科大学顎顔面外科学講座

【目的】顔面非対称症例における非対称性は、歯槽骨に植立している歯にも影響は及び、臼歯部の左右的なデンタルコンペン
セーションが認められる。これに伴い下顎歯列のアーチフォームにも非対称が認められることが多い。今回、顔面非対称症
例における下顎のアーチフォームの検討を行ったので報告する。【資料および方法】東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院し
た、外科的矯正治療患者のうち、顔面非対称と診断された患者20名を対象とした（非対称群）。選択条件は顔面正中に対し
Meの偏位量が4mm以上、下顎叢生4mm以下また前後的問題としてANB-4.5°~3°とした。対照としては、骨格性下顎前突
症と診断され外科的矯正治療を施行された患者のうち、Meの偏位量が3mm以下の者20名である（対称群）。両群の初診時
診断用下顎模型をレーザースキャナーにて3Dデータに変換し、咬頭頂を連ねたアーチフォーム（咬頭頂アーチフォーム）と
FA point連ねたアーチフォーム（FAアーチフォーム）を作成し各群の平均的なアーチフォームを比較検討した。また、偏位
側、非偏位側の犬歯間・臼歯間幅径を比較した。【結果】咬頭頂アーチフォーム、FAアーチフォームとも非対称のアーチフォー
ムを示し、6次多項式で表示することができた。偏位側の犬歯部アーチフォームは膨らみが強い傾向を示した。偏位側、非
偏位側の小・大臼歯間幅径には差は見られなかったが、偏位側犬歯間幅径が大きい傾向を示した。【考察】顔面非対称症例に
おいては、左右的なデンタルコンペンセーションにより臼歯部の歯軸に差が認められるが、アーチフォームにもその影響が
及んでいると考えられる。顔面非対称症例の術前矯正治療において、術前のアーチフォームの形態を考慮した上下歯列弓の
調和をはかる必要がある。【結論】顔面非対称症例において下顎歯列形態は6次多項式で表される非対称性を示していた。
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学展 -271 顔面非対称症例における下顎骨形態特徴の検討
Consideration of the mandible form feature in facial asymmetry case

小西 弘晃1、安井 正紀2、不島 健持3、小林 優4

KONISHI H.1, YASUI M.2, FUSHIMA K.3, KOBAYASHI M.4

1小西歯科医院（ 香川 ）、2宮崎台やすい矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）、3神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座矯正学分野、
4神奈川歯科大学顎顔面外科学講座

【目的】歯科矯正治療対象者の機能的・審美的に良好な治療結果を得る目的に、下顎骨の対称性の回復が重要と考え
る。特に外科矯正治療では、前後的な改善に加え、オトガイ部や顎角部の左右的対称性の回復に配慮が必要である。
CT等の3次元画像検査機器により、診査診断時における顎骨形態の詳細な検討が可能になった一方、その形態の3次
元的特徴の分析項目は充実しておらず、臨床的に十分活用し難いと感じる。その結果、外科的矯正治療の下顎骨位置
決めに際し、現在でも多くの場合は、2次元的な前後的検討（セットバック量）と術前矯正治療によって排列された歯
列による咬合安定を重視する位置決定法に依っている。得られた3次元画像を有効活用し、良好な対称性の回復が達
成でき、予知性の高い治療計画立案には、どの部位の左右差に着目すべきかを見出すことが必要ではないかと考え
る。今回、我々は下顎枝部の変形に着目し、同部の変形によって、どのような顔面非対称が発現するか検討を試みた。

【資料および方法】3次元計測装置を使用して、乾燥頭骸骨の表面形状からデータを採取し、コンピューター上に3次
元左右対称顎骨モデルを作成した。対象モデルの右側下顎枝を矢状方向、前額方向、また水平方向に一定の角度で変
形させた後、両側下顎頭相当部が関節窩に戻るように位置付けを行い、正面からの非対称性の発現状態を比較検討し
た。【結果】右側下顎枝を矢状方向に変化させた場合、つまりGonial Angle（下顎角度）の左右差が生じる様に変形させ
た場合、他の変形方向よりもオトガイ部に強い偏移と顎角部の強い非対称性を認めた。【考察】外科矯正治療によって、
左右のGonial Angleを一致させるような位置付けに配慮すれば、良好な顔貌の対称性の回復が期待できると考える。

【結論】顔面非対称症例においては、Gonial Angleの左右差の診断の重要性が示唆された。

学展 -272 上顎犬歯歯胚位置に対して上顎急速拡大治療が与える影響
Effects of rapid maxillary expansion on impacted maxillary canines

原田 桃子、嘉ノ海 龍三
HARADA M., KANOMI R.

カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫 ）

【目的】近年歯のサイズの増大・顎の狭小化に伴い、上顎犬歯の萌出スペースが不足した症例に多く出くわす。上顎
犬歯が埋伏すると外科的処置を必要とし治療も複雑化するため、予防することがのぞましい。口蓋側に転位した犬
歯に対する上顎急速拡大装置の有効性は報告されているが、我々モンゴロイドは唇側に犬歯が転位していることが
多くその有効性に関してはほとんど報告がない。そこで上顎急速拡大装置を用いた顎骨の拡大により、年齢別に顎
骨内の犬歯に生じる位置変化を調査し、上顎急速拡大治療が上顎犬歯埋伏回避に与える効果を検討したので報告す
る。【資料および方法】Anandらの報告に従いパノラマエックス線写真上の上顎犬歯尖頭から咬合平面までの距離を計
測し、埋伏のリスクがあると判断された7歳~10歳の日本人患者144名209歯を対象とした。上顎急速拡大装置治療
の前後に撮影したパノラマエックス線写真を用いて、上顎犬歯尖頭から咬合平面までの距離・上顎犬歯の正中線に対
する歯軸傾斜角・犬歯尖頭とその隣在歯との位置関係・歯根の完成程度を計測し、年齢別に治療の前後を比較した。

【結果および考察】上顎犬歯尖頭から咬合平面までの距離は全ての年齢、上顎犬歯の正中線に対する歯軸傾斜角は8歳
~10歳の群、犬歯尖頭の隣在歯との位置関係は8歳の群において有意に減少していた。犬歯が埋伏した症例は正常に
萌出した症例と比較し治療前の犬歯尖頭とその隣在歯との位置関係に異常を認めた。適切な時期・症例に対して介入
することで治療効果を最大限に発揮し犬歯による側切歯の歯根吸収、永久歯の歯根彎曲、歯肉退縮などが軽減できる
のではないかと推察された。【結論】上顎急速拡大装置によるスペースの獲得が位置異常の上顎永久犬歯の萌出に有利
に働くことが示唆された。【参考文献】“Early prediction of maxillary canine impaction from panoramic radiographs” 
Anand K et al. （ AJODO 2012 ）
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学展 -273 埋伏歯の治療経過における一考察
A consideration of treatment passage on impacted teeth

澤田 綾1、藤井 智巳2

SAWADA A.1, FUJII T.2

1くりた歯科医院（ 東京 ）、2アポロ歯科・矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】日常臨床においてしばしば埋伏歯を伴う症例を経験するが、治療開始時に自然萌出できるのか、牽引が必要か、
あるいは牽引困難かなどの治療経過の予測が可能であれば、治療計画や患者説明の際に有用である。そこで、様々な
要素と治療経過の傾向を検討する目的で、当院を受診した埋伏歯を伴う症例の動向を調査した。【資料および方法】
1998年から2015年に来院した埋伏歯を伴う症例42名の資料を用い、性別、年齢、部位、原因、歯根完成の有無、治
療経過について調査した。【結果および考察】男女比は男性38.1％、女性61.9％、初診時平均年齢は10歳6か月であっ
た。部位別では埋伏歯総数51歯のうち、上顎前歯23.5％、上顎犬歯41.2％、上顎小臼歯17.5％、上顎大臼歯2.0％、下
顎前歯0％、下顎犬歯5.9％、下顎小臼歯9.8％、下顎大臼歯2.0％であった。原因別では、歯胚形成位置・萌出方向異
常が47.1％、スペース不足が19.6％、乳歯残存が15.7％、過剰歯・歯牙種が11.8％、アンキローシスが5.9％であった。
治療開始時に歯根未完成歯は64.7％、歯根完成歯は35.3％であった。自然萌出した歯は39.2％、開窓・牽引誘導した
歯は41.2％、牽引不可あるいは抜歯となった歯は7.8％であった。この中で、歯胚形成位置・萌出方向異常の歯は、観
察中を除いて100％牽引誘導がなされており、また乳歯残存・過剰歯・歯牙種が原因であった歯は原因除去後64.3％
が自然萌出し、35.7％が牽引誘導された。治療開始時に歯根完成していた歯のうち、自然萌出した割合は11.0％であっ
た。部位別では上下顎前歯のうち自然萌出した割合は33.3％であり、上下顎犬歯では40.9％であった。【結論】今回の
調査において、埋伏歯の原因や歯根完成の有無と治療経過との間に関係性があることが示唆された。さらに症例数を
増やして調査、検討を行うことで、埋伏歯の治療予測に役立つと考えられる。

学展 -274 下顎第三大臼歯萌出に影響する要因の検討
Evaluation of factors influencing normal eruption of lower third molars

藤巻 良、早乙女 美緒、水谷 匡佑、坂口 由莉、大塚 絵里佳、小森 成
FUJIMAKI R., SAOTOME M., MIZUTANI K., SAKAGUCHI Y., OTSUKA E., KOMORI A.

日本歯科大学附属病院矯正歯科

【目的】下顎第三大臼歯は埋伏率が高く、その一方で正常に萌出し対合歯と咬合している症例も散見されるが、萌
出要因については不明な点が多い。そこで、下顎第三大臼歯が自然萌出する要因を比較検討することとした。

【資料および方法】平成25年1月から平成26年9月に日本歯科大学附属病院矯正歯科を受診した18歳以上の矯正治療単
独で治療予定患者を対象とした。先天性欠損歯、下顎第三大臼歯を除く埋伏歯、顎変形症や唇顎口蓋裂を含む頭蓋顔
面領域の先天性疾患、顎骨病変、矯正治療既往がある患者は除外した。下顎第三大臼歯萌出群31歯/21名（男性5名、
女性16名、平均年齢30.8±9.6、以下萌出群）と下顎第三大臼歯埋伏群78歯/45名（男性13名、女性32名、平均年齢24.3
±6.4、以下埋伏群）を対象とした。資料として、初診時の平行模型・パノラマＸ線写真・側面頭部Ｘ線規格写真を用い
て、下顎第三大臼歯の萌出に影響すると考えられる要因（下顎骨長、arch length discrepancy、下顎前歯・第二大臼
歯・第三大臼歯の歯軸、歯冠幅径、Ganss ratio）に関して、両群で比較検討し、Studentのt検定（P<0.05）を行った。

【結果および考察】萌出群は埋伏群と比較して、Ganss ratioが大きく、歯冠幅径が小さく、第三大臼歯が第二大臼歯に
対して遠心傾斜を示し、統計学的な有意差が認められた。また、萌出群においてGanss ratioが1.0以下の症例を多数認め、
パノラマＸ線写真上で下顎第三大臼歯と下顎枝前縁との重なりを示し、下顎枝前縁より後方に歯槽の後方限界が存在
すると考えられる。【結論】下顎第三大臼歯の自然萌出には、萌出スペース、第三大臼歯歯軸、歯冠幅径が影響してい
ることが示唆された。
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学展 -275 埋伏歯の牽引治療開始時期の検討
Consideration of the onset of impacted tooth traction

嶋田 甚一郎、今村 一信、野田 雅代、野田 隆夫
SHIMADA J., IMAMURA K., NODA M., NODA T.

野田矯正歯科クリニック（ 東京 ）

【目的】埋伏歯の矯正治療は、歯根形成不全を予防するため、歯根完成後に牽引治療を行うとの報告がある。一方、
Moorreesの歯根形成開始期（Ri）から歯根形成2分の1（R1/2）までに牽引治療しなければ、埋伏歯は抜歯適応となり
やすいとの報告がある。つまり、埋伏歯の牽引治療の開始時期に関しては、見解が一致しているとは言い難い。そ
こで今回、歯根形成期（R1/4）から歯根完成期（Rc）までの埋伏犬歯6例について、歯根形成期、歯軸傾斜角と治療期
間について調査したので報告する。【資料および方法】萌出方向異常を原因とする上下顎埋伏犬歯6例であった。年齢
は9歳9か月~14歳11か月の男性で、R1/4は2例、R3/4は1例、Rｃは3例であった。歯軸傾斜角はパノラマエック
ス写真上で正常歯軸に対する角度とし、5°単位で計測した。治療は開窓および牽引を行い、埋伏歯が正常配列する
までを治療期間とした。歯軸傾斜角および歯根形成期と治療期間との関連についてPearsonの相関係数を算出した。

【結果および考察】いずれの犬歯も付着歯肉様組織は存在し、明らかな歯肉退縮、歯根形成不全は認めなかった。歯軸
傾斜角と治療期間は、R1/4の2例はともに30°で13か月、R3/4の1例は15°で16か月、Rcの3例は10°、30°、45°で、
それぞれ24、27、19か月であった。歯軸傾斜角と治療期間に、相関は認められなかった（相関係数-0.17）。一方、歯根
形成期と治療期間に強い相関が示唆された（相関係数0.86）。【結論】歯根形成が進むほど埋伏犬歯の牽引治療期間は長
期となった。しかも、埋伏歯は歯根形成中であっても、付着歯肉の喪失や歯根形成不全は発生しなかった。したがって、
萌出方向異常による埋伏歯は、早期に牽引治療を開始すべきであると考えられた。

学展 -276 埋伏犬歯の３次元的位置に関する研究
Study of three-dimensional distribution of impacted canine

佐藤 嘉晃、彦根 敦、吉沢 早織、生野 啓一郎、中西 康、飯田 順一郎
SATO Y., HIKONE A., YOSHIZAWA S., IKUNO K., NAKANISHI K., IIDA J.

北海道大学大学院歯学研究科

【目的】埋伏歯の中では上顎犬歯がもっとも多いことが知られている。さらに、上顎の埋伏犬歯は側切歯や中切歯の歯
根吸収といった重篤な問題を引き起こすため、埋伏の部位や方向の確認は重要である。しかし、埋伏犬歯はCTを使っ
て定性的に位置の把握が行われるものの、定量的な解析は基準点や基準平面を設定しにくいという点からか一般化し
ていない。今回、矯正科初診時における埋伏犬歯の位置を定量的に解析することを目的として検討を行ったので報告
する。【資料および方法】2011年1月から2015年12月に北海道大学病院歯科センター矯正歯科を受診した患者で埋伏
犬歯を有する52名のうち、CTの資料が整い、さらに、Ericsonによる犬歯の近遠心的な分類がSector 2以上のものを
10名（12歯）抽出した。これら10名のDicom dataをラトックシステムエンジニアリング株式会社製のTRI/3D-SRFに
取り込み、3次元立体構築した。その上で、基準平面として、ANSを原点とする口蓋平面を水平断面として設定し、
これに垂直で正中口蓋縫合に一致する矢状面、ならびにこれらに直行する前頭面を設定した。次に、埋伏犬歯の尖頭
の位置、ならびに同側の中切歯歯根尖の位置を画像上で抽出し、ANSに対する位置関係を計測した。【結果および考察】

（1）埋伏犬歯尖頭の位置はANSを原点とし、左右的に0.8mm~13mm、垂直的にANSの下方5mm~24mm、前後的に
ANSの後方1.7mm~16.5mmの位置に幅広く分布していた。（2）中切歯の根尖は左右的にはANSから2.3mm~4.2mm、
前後的にはANSの前方1.0mm~後方-7.7mmと分布範囲が限られていた。これらを中切歯歯根吸収という点からとら
えると、Ericson等による犬歯の近遠心的な分類がSector 4や5であっても、中切歯歯根との距離が前後的もしくは垂
直的に離開している場合には歯根吸収につながらない可能性のあることが示唆された。【結論】埋伏犬歯の位置が定量
的に解析され、歯根吸収との関連性が示唆された。
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学展 -277 歯科用コーンビーム CT を用いた上顎切歯の歯根吸収を認める犬歯の定量的な
評価について
Quantitative analysis of canine in root resorption of maxillary incisors by using CBCT

阿部 朗子、川越 慈、玉置 幸雄、石川 博之
ABE A., KAWAGOE M., TAMAOKI S., ISHIKAWA H.

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】矯正歯科臨床において、しばしば上顎犬歯による切歯の歯根吸収に遭遇する。これまでの研究では、パノラマ断層
撮影を用いて犬歯の近遠心的な位置について計測した報告が認められるが、唇舌的あるいは頬舌的な位置について定量的
な評価が困難であった。そこで、本研究では三次元的な計測が可能である歯科用コーンビームCT（以下CBCT）にて撮影し
た画像を用い、切歯の歯根吸収を認める症例と認めない症例で上顎骨内の切歯および犬歯の位置を定量的に比較検討した。

【資料および方法】福岡歯科大学医科歯科総合病院に来院し、初診時に切歯の歯根吸収を認め、CBCT撮影を行った23症例（歯
根吸収群 平均年齢12.3歳）、初診時に過剰歯を認め、CBCTを撮影した21症例（非歯根吸収群 平均年齢8.4歳）を対象とした。
これらについて、中切歯および側切歯の歯根中央および犬歯の尖頭を計測点とした。フランクフルト平面を基準に、水平
断にて原点を切歯孔とし正中口蓋縫合に水平な直線をX軸、X軸と原点で直行する直線をY軸とし、矢状断にて切歯管を
通る線をZ軸とする座標系を設定し、計測点の座標値を計測した。さらに、切歯および犬歯の計測点の座標を比較するた
めU検定を行った。【結果および考察】CBCT画像に切歯孔を原点とした座標系を設定することで歯の唇舌的および頬舌的
位置を定量的に評価することが可能であった。歯根吸収群と非歯根吸収群との間で、中切歯および側切歯の計測点のX座
標およびY座標おいて有意差は認めなかった。犬歯では計測点のX座標は有意に小さく、Y座標について有意に大きな値
を示した（p<0.05）。これらより、歯根吸収群の上顎犬歯は頬舌的に口蓋側に位置し、唇舌的により唇側に位置する可能性
が考えられた。【結論】切歯の歯根吸収の原因となる犬歯は頬舌的および水平的な位置異常を認める可能性が示唆された。

学展 -278 生後のマウス切歯形成における Smad4の関与
Smad4 is involved in postnatal tooth formation

町谷 亜位子1,2、自見 英治郎3、片桐 岳信2、須田 直人1

MACHIYA A.1,2, JIMI E.3, KATAGIRI T.2, SUDA N.1

1明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、2埼玉医科大学ゲノム医学研究センター病態生理部門、
3九州歯科大学歯学部歯学科健康増進学講座分子情報生化学分野

【目的】Transforming growth factor-β（TGF-β）スーパーファミリーのシグナル伝達系は、上皮間葉相互作用を介した
歯の発生に重要と考えられている。このシグナル伝達系は、Bone morphogenetic protein（BMP）により活性化される
転写因子Smad1/5経路と、TGF-βやActivinにより活性化される転写因子Smad2/3経路の2つに大別される。Smad4
は、両経路に共通の転写共役因子である。歯の形成におけるSmad4の役割は、主に胎生期歯胚を対象に研究が進んで
おり、成体における役割は未だ不明な点が多い。そこで本研究では、成体マウスの切歯形成におけるTGF-βスーパー
ファミリーの関与を明らかにすることを目的とした。【試料および方法】生後13週齢マウス8匹を使用し、下顎骨矢
状断切片をSmad4特異的抗体で免疫染色した。RT-qPCR法を用い、同週齢マウスの切歯を含む下顎骨から抽出した
mRNAの発現量を解析した。【結果および考察】免疫染色の結果から、切歯のエナメル芽細胞や象牙芽細胞は、Smad4
を高発現した。特に、エナメル分泌期以降では、エナメル芽細胞、星状網、乳頭層や象牙芽細胞でSmad4の発現が高
く、cervical loop領域の上皮系・間葉系細胞においても発現が高かった。そこで、成体マウス切歯における種々のシ
グナル分子のmRNA発現量を解析した結果、切歯は頭蓋骨や大腿骨に比べ、リガンド（BMP2/4/7、TGF-β1/3）や転
写因子（Smad1-Smad9）の発現レベルが高く、生後の切歯形成はこのシグナル伝達系への依存が大きい可能性が考えら
れた。【結論】Smad4 を介したTGF-βスーパーファミリーのシグナルは、胎生期の歯胚形成だけでなく、生後の切歯
形成にも重要な役割を果たす可能性が示唆された。
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学展 -279 酸素供給型三次元培養デバイスを用いた MSC スフェロイドの骨芽細胞分化誘導
An oxygen-permeable spheroid culture chip （Oxy chip） promotes osteoblastic differentiation of 
mesenchymal stem cells

加茂谷 拓央1,2、穴田 貴久2、塩飽 由香利2、山本 照子1、鈴木 治2

KAMOYA T.1,2, ANADA T.2, SHIWAKU Y.2, TAKANO-YAMAMOTO T.1, SUZUKI O.2

1東北大学大学院顎口腔矯正学分野、2東北大学大学院顎口腔機能創建学分野

【目的】近年、再生医療において間葉系幹細胞（MSC）やiPS細胞を用いた生体外での組織体の作製を目的とした三次元培養
が注目を集めている。我々は三次元培養法の一つであるスフェロイド培養を用いた骨再生の可能性について研究を行った。
スフェロイドは、細胞密度が高く三次元的に細胞が接着するため生体内に近い環境での培養が可能となる。スフェロイド
最大の課題は、その直径が大きくなると内部への酸素供給が不足し内部壊死を起こすことである。そこで、酸素透過性の
高いスフェロイド培養器を開発し、酸素供給がMSCスフェロイドに与える影響を検討した。【試料および方法】酸素透過
性の高いポリジメチルシロキサン（PDMS）のみを用いて酸素透過性培養器（以下Oxy chip）を作製した。比較として、従来
法のモデルである酸素不透過性培養器（non-Oxy chip）、三次元培養の比較としてプレートでの培養を行った。実験はマウ
スMSC株D1細胞を各培養器に播種し、骨分化培地を使用して骨芽細胞分化を誘導した。培養7日後、スフェロイド直径
の変化、培地中酸素濃度変化及び骨芽細胞分化についてPCRやDNAチップを用いて解析を行った。【結果および考察】D1
細胞はOxy chip、non-Oxy chipどちらにおいても培養4時間後には均一なサイズのスフェロイドを形成した。Oxy chip
における培地中の酸素濃度はnon-Oxy chipよりも高い値を維持した。培養7日後に骨分化マーカーの1つであるアルカリ
フォスファターゼ（ALP）活性を測定したところ、細胞をスフェロイド化することによってプレートでの平面培養に比べて
大幅に活性が上昇した。また、DNAチップを用いた解析ではOxy chipは、D1細胞の骨芽細胞分化を促進する一方、軟骨
細胞、脂肪細胞への分化を抑制した。【結論】以上の結果から、MSCスフェロイドへの酸素供給は従来モデルより迅速に
MSCを骨芽細胞へと分化させることができ、本培養方法の骨再生治療への応用可能性が示唆された。

学展 -280 矯正便宜抜去歯を用いた自家歯冠移植歯の歯質強化法
Tooth reinforcement method of autologous tooth crown transplantation using extracted teeth 
for orthodontic treatment

大西 宏祐、岩田 敏男、三宅 真次郎、大塚 剛郎、小泉 創、河田 俊嗣
ONISHI K., IWATA T., MIYAKE S., OTSUKA T., KOIZUMI S., KAWATA T.

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

【目的】我々は先行研究として、CAD/CAMによりクラウンやインレー、アンレーの形態に削り出された矯正便宜抜去
歯を用いて、自家歯冠移植をおこなってきた。しかしながら切削を伴う処置は歯の強度を低下させるとの報告があり、
多くの切削を伴う移植歯は歯質の強化が必要となる。一方、産業界で樹脂含浸法とよばれる手法がある。樹脂含浸法
は、木、鋳造製品のような多孔質製品に、液体樹脂を浸透させることにより、強度向上を計る手法である。本研究は
象牙質の細管構造に着目し、樹脂含浸法を用いて歯質強化が可能か検討した。【試料および方法】4℃の生理食塩水下（生
食下）にて保管され、セメント-エナメル境にて切断した84本の上顎第一小臼歯歯冠を用い、圧縮試験を行った。歯冠
は3つの条件: 樹脂含浸を行う直前まで生食下にて保管した群（湿潤）、樹脂含浸を行う24時間前より大気中にて乾燥
させた群（1日乾燥）、同様に7日前より乾燥させた群（1週間乾燥）にわけ、さらにそれぞれの郡は樹脂含浸を行った群

（樹脂含浸群）、行わなかった群（樹脂含浸なし群）に分けた。樹脂含浸あるいは乾燥処理後は直ちに生食下に保管し、
24時間後に各群で圧縮試験をおこなった。各群はそれぞれn=14とした。破壊された標本の断面は、CLSMを用いて
観察した。【結果および考察】湿潤、1日乾燥、1週間乾燥すべての群において、樹脂含浸群の最大圧縮平均は、樹脂含
浸なし群に比べ高い値を示した。また、CLSMによる破壊断面の観察においては、1週間乾燥、1日乾燥、湿潤の順で
多くレジンの浸透が観察された。これらの結果から象牙細管へのレジンの浸透は歯牙の強度に影響を与え、乾燥状態
が高いほどよりレジンが浸透するものと考えられた。【結論】樹脂含浸法は歯牙の強度に影響を与え、樹脂含浸量が多
いほど歯の強度が増加することが示唆された。
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学展 -281 矯正治療中の人のためのマウスガードの製作方法について
Method of manufacturing mouth guard for orthodontic patients

立川 研
TACHIKAWA K.

株式会社シケン（ 徳島 ）

【目的】近年あらゆるスポーツにおいてマウスガード（以下ＭＧ）の使用が求められるようになり、矯正治療中の人がＭ
Ｇを必要とすることも多くなった。しかし一般的な製作方法ではブラケットをリリーフするだけで競技中の保護まで
考慮して製作されることは数少ない。そこで歯だけではなくブラケットまで保護できるＭＧを考案し基本的な製作方
法と共に報告する。【試料および方法】ＭＧ製作用石膏模型においてブラケットとアーチワイヤーのスペースをリリー
フする。この時歯頚部側だけは歯頚線を越えるあたりまで幅広くリリーフする。歯科用加圧成型器を用いてポリエス
テルの薄いシートをプレスし頬側はブラケットを超えるあたりから舌側は最大豊隆部までを覆う。ポリエステルの上
からＭＧ材のエチレン・酢酸ビニル共重合樹脂（以下ＥＶＡ）をプレスし咬合面から頬側歯肉部まで覆う。一般的なＭ
Ｇと違って臼歯の舌側面はポリエステルのシートのみで覆う形となる。【結果および考察】ＥＶＡの素材だけで外部か
らの力からブラケットを保護しようとすると厚みを持たさざるを得なくなる。しかしポリエステルのシートと重ねる
ことで厚さを減らしても従来と変わらぬ強度を得られるようになると考えられる。【結論】ＭＧの従来の素材であるＥ
ＶＡにポリエステルを組み合わせることで部分的に加強することが可能となった。今回はブラケット保護が主目的で
あったが補強や異物感軽減など目的に応じ設計の変更も可能なためあらゆる技工指示に応えられるバリエーションを
持つことが今後の課題となる。

学展 -282 一般大学生を対象とした矯正歯科と歯並びに関するアンケート調査 第1報～
意識調査～
The questionnaire survey of orthodontic in university students part 1

平岡 孝文1,4、馬場 俊輔2,4、宮下 顕2,4、松本 幸文3,4

HIRAOKA T.1,4, BABA S.2,4, MIYASHITA A.2,4, MATSUMOTO Y.3,4

1府中けやき通り矯正歯科（ 東京 ）、2宮下歯科医院（ 東京 ）、3松本歯科クリニック（ 東京 ）、
4特定非営利活動法人 Dental IQ Development Association

【目的】近年、矯正治療や自己の口腔内への関心は高くなってきており、大学生の矯正治療の需要も増えてきている。そこ
で、総合大学の歯学部以外の大学生を対象に矯正治療、歯並びや笑顔に対してどのようなイメージを持っているのかを
知るための意識調査を行った。【資料および方法】対象は特定非営利活動法人Dental IQ Development Association（DIDA）
のボランティア活動に賛同を得た総合大学に通う歯学部以外の大学生197名（男性:122名、女性:75名）とし、無記名のアン
ケート調査を行った。回答は選択式回答方式と自由回答方式の2種類とした。【結果および考察】男女を含めた全体の割合
では、歯並びを歯科医に相談したことがある学生は39.2%、矯正器具に対して「良い」「何とも思わない」と回答した学生は
80.9%、費用について高いと回答した学生は86.8%、治療期間について長いと回答した学生は86%であった。また、第一
印象で歯並びは大切だと回答した学生は67.8%、第一印象で笑顔が大切だと回答した学生は92.5%、良い笑顔には綺麗な
歯並びが必要だと回答した学生は60.8％であった。男女間の比較では、「矯正治療経験の有無」「矯正治療相談の有無」「第
一印象において歯並びが大切か」「第一印象において笑顔が大切か」「自分の歯並びを気にしたことがあるか」の項目におい
て「はい」と回答した女性が有意に多かった（p<0.05）。以上より、男女共に近年の矯正治療の普及により矯正器具に対する
抵抗感は低下している傾向が認められ、費用、治療期間に関しては否定的傾向が示唆された。また、男性と比較して女
性は矯正治療に積極的で自らの歯並びを気にしており、第一印象で歯並びや笑顔が大切だと認識していた。【結論】男女
共に歯並びや笑顔に関心があるが、女性の方がより矯正治療に積極的で、歯並びや笑顔を重要視する傾向が認められた。
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学展 -283 一般大学生を対象とした矯正歯科と歯並びに関するアンケート調査 第2報～
知識調査～
The questionnaire survey of orthodontic in university students part 2

馬場 俊輔1,4、平岡 孝文2,4、宮下 顕1,4、松本 幸文3,4

BABA S.1,4, HIRAOKA T.2,4, MIYASHITA A.1,4, MATSUMOTO Y.3,4

1宮下歯科医院（ 東京 ）、2府中けやき通り矯正歯科（ 東京 ）、3松本歯科クリニック（ 東京 ）、
4特定非営利活動法人 Dental IQ Development Association

【目的】近年、インターネットの発達により矯正治療に関する情報を簡単に得ることができる。そこで、総合大学の歯学部以
外の大学生に対して矯正治療や口腔内に関する認知度を知るための知識調査を行った。【資料および方法】対象は特定非営利
活動法人Dental IQ Development Association（DIDA）のボランティア活動に賛同を得た総合大学に通う歯学部以外の大学生
197名（男性:122名、女性:75名）とし、無記名のアンケート調査を行った。回答は選択式回答方式と自由回答方式の2種類と
した。【結果および考察】男女を含めた全体の割合では、矯正歯科という診療科を知っている学生は55.8%であった。上顎前
突、下顎前突、叢生など不正咬合に対しての認知度は全体的に低く、最も認知度が低かったのは叢生で2.5%の回答であった。
マウスピース矯正については65.3%の学生が、リンガルブラケット装置（裏側矯正）については39.2%が認知していた。また、
永久歯の本数（親知らずを含む）に関して正解者は12.2%と低い結果であった。男女間の比較において、矯正歯科という診療
科および、矯正歯科用語に関する項目の認知度では、男性に対して女性が有意に高い項目が多かった（p<0.05）。以上より、
男女共に不正咬合や矯正器具に関する認知度は低い傾向にあるが、比較的に裏側矯正、マウスピース矯正など審美性の高い
装置への認知度は高かった。これは、大学生が他者の視線を意識することによると考えられる。また、矯正歯科用語の項目
において女性の方が認知度は高い傾向にあった。これは、矯正治療の経験者が女性に多かった事が影響していると考えられ
る。【結論】大学生において、全体的に矯正歯科に関する認知度は低く、今後の啓蒙活動の必要性が高いと考えられる。また、
審美的な装置の認知度は比較的高く、将来的に審美性の高い矯正装置への要求が高まる可能性が示唆された。
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症展 -001 三次元デジタルセットアップシミュレーションを応用した非対称小臼歯抜歯症例
Case report of the asymmetrical premolar extraction treatment using 3D digital setup 
simulation

山崎 隆一1、久保田 隆朗1、SACHIDEVA Rohit2

YAMASAKI R.1, KUBOTA T.1, SACHIDEVA R.2

1ユアーズ矯正歯科（ 福岡 ）、2Texas

【目的】Discrepancy症例において、抜歯非抜歯および抜歯部位の判断に迷う場合には、従来、セットアップモデルを
作成し治療目標を明確にしてきた。しかし、その作製は繁雑で、複数のシミュレーションを行うには多大の労力が必
要であった。そこで今回コンピュータを応用した3Ｄデジタルセットアップモデルを作成し、治療目標を具体的に明
確化することで、治療期間の短縮を実現しようとした。【症例】25歳10か月の男性。前歯の受け口と叢生を主訴に来
院した。片側性Angle Class3、叢生解消のため抜歯治療を選択することとした。CBCT と光学スキャンを用い、初
診時、診断用3Dバーチャルモデルを作製し、複数のセットアップシミュレーションを行った。その結果、第一小臼
歯の左右均等な抜歯では、上顎正中及び前歯被害の改善が困難になることが予想された。そこで下顎左側と上顎右側
の第二小臼歯、他の部位は第一小臼歯を抜歯することで治療を行うこととした。また、抜歯空隙に隣接した歯には歯
体移動が要求されることが分かった。このセットアップ情報に基づき、抜歯空隙に隣接した歯はできるだけ歯体移動
に近いメカニクスで後方移動した。その後、ブラケットを装着し約12か月で、良好な顔貌と緊密な咬合が得られた。

【考察およびまとめ】3Dモデルで術後のセットアップをシミュレーションすることにより、より明確な治療目標を三
次元で複数設定することができた。このことより、目標に沿った効率的な治療経過を取ることができ、治療期間の短
縮にもつながるものと思われる。このようなデジタル技術を矯正治療に応用することにより、個々の患者に対応した
的確なプランニング、オーダーメイドの良質な治療を提供することが可能であると考えられる。

症展 -002 新しい機能的顎矯正装置を用いた MFT
MFT using a new functional orthodontic appliance

大塚 淳1、岡 真代2、二階堂 邦彦3、田代 芳之4、大内 仁守5、山本 知寿6、平久 忠輝7、林 正樹8、
岩田 直晃9、牧野 正志10

OTSUKA A.1, OKA M.2, NIKAIDO K.3, TASHIRO Y.4, OUCHI K.5, YAMAMOTO T.6, TAIRAKU T.7, HAYASHI M.8, IWATA N.9, 
MAKINO M.10

1大塚矯正歯科クリニック（ 岡山 ）、2岡矯正歯科（ 愛媛 ）、3Smile@ 立川おとなとこどもの矯正歯科（ 東京 ）、4田代歯科医院（ 福岡 ）、
5おおうち矯正歯科・小児歯科クリニック（ 東京 ）、6長津田矯正歯科（ 神奈川 ）、7東戸塚たいらく矯正歯科（ 神奈川 ）、
8林矯正歯科（ 東京 ）、9アールエフ矯正歯科（ 東京 ）、10まきの歯列矯正クリニック（ 千葉 ）

【目的】今回我々は、従来の矯正装置に改良を加えた新しい機能的顎矯正装置を用いた「子供にわかりやすい」新しいMFTを
開発し、その治療法が、混合歯列期の舌癖を伴う開咬の症例に良好な治験を得たので報告する。【症例】8歳10か月男児。上
下の前歯が咬み合わないことを主訴に来院。舌突出癖と口呼吸を認めた。口腔内写真、模型、側面セファログラム等の分析
の結果から開咬を伴う骨格性上顎前突と診断した。この結果から、新しい機能的顎矯正装置を用いたMFTを行った。治療
経過：治療開始時から1年後にはオーバージェットが正常な値になり、口元の突出感も改善された。その後、2×4にて前歯
部のレベリングを行い経過は良好である。【考察およびまとめ】今回使用した、大塚らが開発した新しい機能的顎矯正装置の
作用機序は、「ビムラー」「フレンケル」「FKO」装置を踏襲している。従来の装置は、ハードレジン、ワイヤーなどを用いており、
痛みがあり、装着感が悪く、子どもが使いにくかった。新素材であるシリコン由来の柔らかい素材を用いることで痛みが非
常に少なく、装着し易く、使い易くなった。また、「プリフォーム」なので装置作成のための印象採得が不用で、素材が熱可
塑性のため、装置を拡大して口腔内へ装着することにより歯列の拡大が容易に行え、さらに舌拳上と舌トレーニングのため
のタングアッププレートが付与され、装置自体がMFTを補助する機能を備えており、また、装置の前歯部をくり抜いてい
るため前歯部の開咬の治療を促す。この装置を用いた矯正法は、一期治療に必要な1上下前歯のレベル2被蓋改善3上下顎
拡大4上下顎の成長抑制・促進5MFTの補助などの機能を有しており、また、全てを同時に行えることで非常に早く「歯な
らび」、「咬み合わせ」を整えることができた。今後さらに子どもが使い易いよう改良を加えていく予定である。
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症展 -003 歯周急速骨形成矯正術の有効性について
The effect of Periodontally accelerated osteogenic orthodontics surgery

岡下 慎太郎1、平越 義朗1、居波 薫2、松本 尚之2

OKASHITA S.1, HIRAKOSHI Y.1, INAMI K.2, MATSUMOTO N.2

1岡下矯正歯科（ 奈良 ）、2大阪歯科大学歯科矯正学講座

【目的】RAP（regional acceleratory phenomenon）に基づいた歯の移動は、従来の歯根膜内の骨吸収と添加による歯の
移動と概念が異なる。しかしながらRAPによる臨床的意義についての報告は少ない。今回はPAOOを用いた3症例
を用いて、RAPの臨床的意義について報告する。【症例】当院でPAOOの施術を受けた矯正患者の中から、（1）顔面打
撲による外傷（初診時年齢29歳11か月男性）（2）咬合崩壊を伴う不正咬合（初診時年齢56歳5か月女性）（3）治療期間の
短縮を希望したリンガルケース（初診時年齢33歳5か月女性）それぞれを選択し、臨床的特徴とその有効性を記述した。

【考察およびまとめ】（1）外傷ケースにおいて根尖部の歯槽骨からの逸脱を早期に回復することが可能となった。（2）加
齢により咬合崩壊したケースにおいても短期間での咬合回復が可能となり、かつ骨レベルの回復が認められた。（3）
PAOOによって、レベリング時、前歯部のリトラクション時の著しい期間短縮が認められた。RAPは（1）局所的な骨
粗鬆状態と（2）その状態からの爆発的な骨代謝の活性化の2つがキーポイントとなると記述している。根尖が歯槽部よ
り逸脱した外傷のケース、咬合崩壊したクラスIIIのケースのいずれも短期間での咬合の回復が可能であったことか
らRAPが適切に作用したと考えられる。またリンガルケースにおいてもレベリング時は約1/4、スペースクローズは
約1/2に治療期間が短縮されたことからPAOOは治療期間の短縮に有効であると考えられる。一方、RAP初期の炎症
のコントロール、アポイントメントの取り方といったマネージメントの問題や、急速に移動させるときのトルクのコ
ントロールといったメカニクスの問題には注意を払う必要がある。

症展 -004 第一小臼歯抜歯症例に対し、6前歯を一緒に遠心移動した2症例
Two cases of the en mass treatment for the extraction of first premolar

森 淳一郎
MORI J.

もり矯正歯科医院（ 福岡 ）

【目的】歯と顎骨の不調和、特に歯の幅径が大きく、叢生、上顎前突、下顎前突となった症例や、主訴が前歯部、口唇
の突出感である症例は、最終手段として抜歯矯正治療を選択しないといけない場合がある。本院では、中切歯、側
切歯、犬歯の6前歯を一緒に遠心移動する矯正治療法を元に考案した治療を行っている。この治療を行った2症例つ
いて報告する。【症例1】初診時年齢16歳1か月の女性で、歯のガタガタを主訴に来院した。側貌はストレートタイプ、
Overjetは+1mm、Overbiteは+1mm、顔面正中に対して上下顎とも右側に偏位している。右側面、AngleII級、左側
面AngleI級、骨格的には、ANB+3°であった。以上からAngleI級叢生ケースと診断し、上下顎左右側第一小臼歯を
抜歯し、治療を行った。動的治療期間は18か月であった。保定期間は4年経過したが、咬合は安定している。【症例2】
初診時年齢18歳5か月の女性で、前歯の突出感を主訴に来院した。側貌はコンベックスタイプ、Overjetは+5.5mm、
Overbiteは+4mm、顔面正中に対してやや下顎が右側に偏位。右側面、AngleI級、左側面AngleI級、骨格的には、
ANB+7.5°であった。以上からAngleI級上下顎前突ケースと診断し、上下顎左右側第一小臼歯を抜歯し、治療を行っ
た。動的治療期間は24か月であった。保定期間は4年経過したが、咬合は安定している。【考察およびまとめ】今回、
2症例とも良好な咬合を得ることができた。6前歯を一緒に遠心移動する矯正治療法のメリットは、側切歯、犬歯間の
歯間水平線維を引っ張らないことである。
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症展 -005 改良型ペンデュラムとヘッドギアを併用して第一期治療時に第一大臼歯遠心移
動を行った2症例
Distalization of upper first molars using improved pendulum and headgear in the first phase 
treatment

吉田 章太
YOSHIDA S.

ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】改良型ペンデュラムとヘッドギアを併用する事で良好な上顎第一大臼歯遠心移動を行うことができたので報告
する。ペンデュラムの固定源はパラタルボタンの他に第一小臼歯にバンディングし、鑞着した。スプリングには0.8mm
のステンレススチール線を用い、ダブルループアクションにする事によって、より三次元的な動きに対応できるよう
にした。ヘッドギアはハイプルタイプを使用し大臼歯遠心移動時に発生する挺出力に拮抗するようにした。第一大臼
歯遠心移動終了後、ペンデュラムをナンスのホールディングアーチ（NHA）に交換しブラケット装着後、NHAとヘッ
ドギアを固定源にし、順次遠心移動を行った。【症例1】10歳5か月女児、出っ歯、凸凹歯を主訴に来院、U1 to SN 
117.7°、overjet 6.8mmで臼歯関係がII級であった。第一期治療は上記の方法で上顎歯列の遠心移動を行った。治療前
後のセファログラムでの評価では第一大臼歯遠心移動量は4.5mm、U1 to SNは 106.2°、overjet 3.6mmまで改善した。

【症例2】11歳1か月男児、出っ歯、凸凹歯を主訴に来院、U1 to SN 119.0°、overjet 8.3mmで臼歯関係がII級であった。
第一期治療は上記の方法で上顎歯列の遠心移動を行った。治療前後のセファログラムでの評価では第一大臼歯遠心移
動量は3.0mm、U1 to SNは 109.6°、overjet 5.2mmまで改善した。【考察およびまとめ】ペンデュラムは装置の構造上、
単独で使用すると反作用で上顎前歯を唇側にフレアする。ヘッドギアを併用する事で反作用を少なくする事ができた。
しかし、装置の構造が複雑な上、第一大臼歯の遠心移動の後戻りを防止するためにペンデュラムを即日NHAに交換
する必要があり、技工操作、治療ともに煩雑な行程が必要になる。単純化した治療システムの構築が今後の課題である。

症展 -006 早期接触により顎位の偏位を認める患者に対するマウスピース型矯正装置の有
用性について
Usefulness of Mouthpiece type orthodontic appliance for shifted jaw position by early contact 

檀 知里、熊谷 友理子、山下 耀子、尾島 賢治
DAN C., KUMAGAI Y., YAMASHITA Y., OJIMA K.

医療法人社団スマイルイノベーション（ 東京 ）

【目的】早期接触により顎位の偏位が認められることがある。顎位の診査をせずに治療を開始することで間違った顎位
で治療ゴールを設定することにより、治療後に顎関節痛を発症する原因となりうる。今回我々は、安静位を記録す
ることにより顎位を反映した治療計画を立案し、マウスピース型矯正装置を用いて有効な治療結果を得たので報告
する。【症例】顎位の偏位を主訴に来院した2名（14歳女性、27歳女性）を対象に検証を行う。安静位にてスキャンした
データからクリンチェック治療計画を作成する。アメリカで開発されたマウスピース矯正用のデジタルセットアップ
ソフト（クリンチェック®）、iTero ®を使用して咬合採得を行う。今回は、マウスピース型矯正装置としてInvisalign 
System（Align Technology Inc, CA, USA）を使用し、マウスピースは日本において歯科矯正用レジン材料として薬事
認可（認証番号225ADBZI00001000）を取得し、矯正装置として使用することに患者同意のもとに治療を行った。早期
接触が除去された直後から、顎位の補正のためにエラスティックスを使用した。【考察およびまとめ】早期接触を早期
に除去し、クリンチェックのジャンプ機能で計画した咬合状態を再現することができた。患者は治療開始時から治療
終了時まで顎の痛みを発症することはなかった。治療終了時には安静位をCTにて確認し、治療計画通りの顎位での
咬合を確立できたことを確認した。今回は上下の安静位をシミュレーションで再現し、良好な結果を得られたが、将
来的にはフェイスボウをデジタルにシミュレーションに取り込むことで、矯正治療終了時の顎位の位置決定及び再現
性をさらに高められると考える。早期接触により顎位の偏位を認める患者では、iTero を使用したマウスピース型矯
正装置による治療が有効であると考えられる。
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症展 -007 歯科矯正用アンカースクリューを用い Tweed-Merrifield Philosophy で治
療したハイアングル上下顎前突症例
Bimaxillary protrusion cases with high FMA angle treated by Tweed-Merrifield Philosophy with 
temporary anchor devices 

高橋 滋樹、高橋 ユミ
TAKAHASHI S., TAKAHASHI Y.

高橋矯正歯科医院（ 神奈川 ）

【目的】Tweed-Merrifield Philosophyにおける力系（以下Tweed原法）は正しい適用により、上顎の圧下を伴う歯体移
動を含む良好な治療結果を得ることができるが、歯科矯正用アンカースクリュー（以下TAD）が普及した現代において
は顎外固定装置の使用は欠点でもある。一方でTAD使用時は上顎前歯の圧下に際しては前歯部に追加植立を行うこ
ともあり適用を煩雑化している。今回、4名の女性ハイアングル上下顎前突症例患者において上顎左右臼歯部頬側に
植立したTADと顎間ゴムを使用したシンプルな力系を用い、上顎前歯の圧下を伴う歯体移動を達成しつつ、Tweed
原法と同様に準じる良好な結果を得ることができたので報告する。【症例1】初診時年齢17歳5か月。治療前後の変化
はFMIA49→62 IMPA91→78 FMA 40→40 ANB4→5 Zangle47→68 上顎前歯の圧下量は8.1mm。【症例2】初診時
年齢17歳0か月。治療前後の変化はFMIA47→54 IMPA97→90 FMA36→36 ANB8→7 Zangle50→63 上顎前歯の
圧下量は3.6mm。【症例3】初診時年齢21歳10か月。治療前後の変化はFMIA46→49 IMPA92→89 FMA42→42 ANB8→8 
Zangle55→64 上 顎 前 歯 の 圧 下 量 は5.2mm。【症例4】初 診 時 年 齢19歳0か 月。 治 療 前 後 の 変 化 はFMIA48→53 
IMPA98→96 FMA34→31 ANB9→7 Zangle40→61 上顎前歯の圧下量は5.1mm。【考察およびまとめ】ハイアング
ル上下顎前突症例において、上顎両側臼歯部頬側に植立したTADを用いてTweed原法に準じる良好な結果を得た。
TADからのエラスティックの使用ならびに、上顎後退時のクロージングループの活性化は顎外装置の代用となり、
Tweed原法に特有な仕上がりを得るために有用であると思われる。

症展 -008 矯正用インプラントアンカー（仮称）を併用し治療を行った下顎頭変形を伴う
ハイアングル II 級症例
Treatment of a high-angle class II malocclusion with condylar resorption using an orthodontic 
anchor plate

高橋 由記、東堀 紀尚、森山 啓司
TAKAHASHI Y., HIGASHIHORI N., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】下顎頭変形を伴う患者はしばしば下顎骨の時計方向への回転による下顎下縁平面角の増大やオトガイ部の後退を伴
い、骨格性要因を含むII級不正咬合を呈する。今回我々はこのような患者に対し歯科矯正用インプラントアンカー（仮称; プ
レートタイプ）を用い、上顎大臼歯の圧下および遠心移動を行うことで下顎のautorotationおよび顎間関係の改善を図った
結果、顔貌ならびに咬合の改善が得られたので報告する。【症例】初診時年齢23歳2か月の女性。前歯のかみ合わせが悪いこ
とを主訴に来院した。Overjetは+11mm、overbiteは 0mm、大臼歯関係はAngle Class IIを呈していた。セファロ分析よ
り、SNA 80.0°、SNB 76.0°、Mandibular plane angle （MPA） 39.0°、U-1 to FH 115.0°、FMIA 53.0°と下顎骨の後方位、ハ
イアングル、上下顎中切歯の唇側傾斜が認められた。またコーンビームCT画像より両側下顎頭の著しい変形を認めた。上
顎両側第一小臼歯、第三大臼歯を抜去し、上顎には適応外使用である旨を患者から同意を得た上でプレートタイプの固定源
を骨膜下に設置し、上下顎マルチブラケット装置による矯正治療を行った。動的矯正治療1年3か月、上顎大臼歯の圧下お
よび遠心移動終了時に顎位の確認を行ったところ、下顎頭は関節窩内で後上方移動し顎位の変化が認められた。動的矯正治
療終了時、初診時と比較しMPAは1.5°減少し、顔面高の減少が認められた。同時に顎間関係の改善と適切な被蓋を獲得した。
保定開始後約2年が経過し良好な咬合と顔貌が維持されている。【考察およびまとめ】下顎頭変形を伴うII級ハイアングル症
例に対するプレートタイプの固定源を用いた矯正治療は、垂直的および水平的なコントロールに有効であると考えられた。
また、矯正治療中に顎位の変化が生じる可能性が示唆されたため、顎位の変化には注意深く観察し対応する必要があると考
えられた。
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症展 -009 広汎型慢性歯周炎の既往を持つ上顎前突患者の頬骨歯槽稜部に歯科矯正用アン
カースクリューを適応した一例
A case of maxillary protrusion treated with OAS to the zygomatic-alveolar crest with 
periodontal disease

海老澤 聡一、川鍋 仁、福井 和徳
EBISAWA S., KAWANABE H., FUKUI K.

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】歯周病を有する成人患者には、歯周病が歯列不正の原因になる場合がある。今回、広汎型慢性歯周炎より上顎
前歯が唇側傾斜した症例に固定源として頬骨歯槽稜部に歯科用アンカースクリュー（以下、OAS）を適応し良好な結果
を示したのでその概要を報告する。【症例】50歳1か月の女性。歯周病の進行により咬合状態が変化してきたことを主
訴に当病院を受診。歯周病治療を優先し、歯周病科にて歯周基本治療および歯周外科治療が終了し、良好な歯周ポケッ
トの状態とプラークコントロールが得られたため治癒と判定された。メインテナンス中に、上顎前突および空隙歯列
の改善を希望され矯正歯科を紹介受診。顔貌所見は下顎後退のコンベックスタイプを呈しており、正貌では非対称
は認められなかった。口腔内所見は、歯の欠損はなく、全顎的な歯肉退縮および水平的歯槽骨吸収、overjet +5mm、
overbite +0.5mm、大臼歯関係Angle Class II、上下顎前歯部に叢生および唇側傾斜、上顎左側側切歯唇側転位および
上顎左側臼歯部に空隙を認めた。セファロ分析からANB: 8.7°、U1-FH: 121.1°、L1-FH: 45.2°、Mp-FH: 35.6°であった。
下顎後退による上顎前突と診断し、治療方針として非抜歯にて上下顎にマルチブラケット装置を装着した。固定源と
して頬骨歯槽稜部にOASを適応し、上顎大臼歯の圧下、遠心移動および上顎前歯の舌側傾斜を目標とし治療を行った。
動的治療期間は36か月であった。【考察およびまとめ】OASを頬骨歯槽稜部に適応した場合、歯根部へのOASの接触
の回避、歯槽骨が吸収して十分なOAS埋入部位が得られない場合や、臼歯の圧下および歯列全体の遠心移動を同時
に行う場合に有用と考えられた。

症展 -010 MARPE （Micro-implant Assisted Rapid Palatal Expander）の壮年期
成人症例に対する有効性
The effectiveness of MARPE （Micro-implant Assisted Rapid Palatal Expander） in a middle age 
adult case

鈴木 章裕、豊留 依子、平久 忠輝
SUZUKI A., TOYODOME Y., TAIRAKU T.

東戸塚たいらく矯正歯科（ 神奈川 ）

【目的】成人症例では上顎側方拡大に手術を併用するSurgically Assisted Rapid Palatal Expansion（SARPE）が必要
とされてきたが近年海外にて歯科矯正用アンカースクリューを固定源とする急速拡大装置（MARPE, Micro-implant 
Assisted Rapid Palatal Expander）のみを適用し正中口蓋縫合を離開させた成人症例報告が見られる。しかし青年期の
報告が多く壮年期の症例は少ない。今回当院で壮年期成人症例に対しMARPEのみを適用し良好な結果を得たのでそ
の効果を検討する。【症例】41歳10か月女性。主訴の両側交叉咬合に対し外科的矯正の提案が受け入れられずMARPE
のみにて上顎側方拡大を目標とした。口蓋にMARPEを歯科矯正用アンカースクリュー 4本にて固定後 拡大ネジを1
日1/2回転10日間その後1日1/4回転20日間行い8 mm拡大した。拡大終了時正面頭部X線規格写真とCBCTを撮影した。
初診時と拡大終了時正面頭部X線規格写真トレースで次の4項目を比較した。 1. 左右口蓋側歯槽部接線のなす角2. 左
右歯槽基底部のなす角3. 左右J点と鶏冠基底部のなす角4. 正中口蓋縫合の離開距離。また拡大終了時CBCT画像で正
中口蓋縫合部と歯槽骨内の歯根の観察を行った。【考察およびまとめ】拡大終了時正面頭部X線規格写真とCBCTで正
中口蓋縫合部に透過像が見られ離開が起った。正面頭部X線規格写真トレース術前後比較で左右口蓋側歯槽部接線の
なす角、左右J点と鶏冠基底部のなす角、正中口蓋縫合の離開距離で値が増大し左右歯槽基底部のなす角で値が減少
した。CBCT画像で歯根は歯槽骨の中に収まっていたため側方拡大はおもに骨格性のものと考えられる。壮年期成人
症例でもMARPEのみで正中口蓋縫合を離開し骨格性の上顎側方拡大が可能なことが示唆された。
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症展 -011 マウスピース型カスタムメイド矯正装置に歯科矯正用アンカースクリューを用
いた重度叢生症例
Severe crowding cases of using the anchor screw to the mouthpiece type orthodontic 
appliance

西村 則彦
NISHIMURA N.

医療法人にしむら矯正歯科医院（ 福島 ）

【目的】使い捨てのコンタクトレンズの様に、自由に取り外しが可能な矯正装置で治療を希望される患者様は多い。しかし、
マウスピース型矯正装置では、わずかな歯牙移動しか出来ないと思われている。重度な叢生症例においても、良好な効果
が得られたので報告する。【症例】初診時年齢21歳7か月の女性。叢生を主訴に来院。側貌形態はストレートタイプで、上
下口唇の突出は認められなかった。オーバージェット+0.5ミリ、オーバーバイト+0.6ミリ、大臼歯関係は右側Angle Class 
II、左側Angle Class Iであった。A.L.Dは、上顎が-6.8ミリ、下顎が-6.4ミリであった。上顎右側犬歯は、完全に歯列から
転位していた。上下顎正中の不一致は、5.6ミリ認められ、上下顎歯列の幅径は小さかった。骨格系については標準範囲内
の値を示し、上顎前歯については舌側傾斜が認められた。治療は非抜歯とし、シミュレーションソフトを用いて、上顎右側
大臼歯の遠心移動、上下顎歯列弓の側方拡大、上顎前歯の唇側移動、ならびに必要なIPR量を計画し、マウスピース型カス
タムメイド矯正歯科装置を用いて治療した。なお大臼歯の遠心移動と転位犬歯を歯列内へ誘導する際、マウスピースに過
大な反作用力が予測されたので、歯科矯正用アンカースクリュー（以下、TAD）を上顎右側の大臼歯部に使用した。約6か
月間、TADから転位犬歯部のマウスピースへ顎内エラスティックの使用を指示した。動的治療期間は1年5か月であった。

【考察およびまとめ】歯牙移動においては、作用と反作用を常に考える必要がある。本ケースの場合、対顎にII級ゴムの使用
が一般的ではあるが、TADから同顎のマウスピースへ直接ゴムを併用することで、歯牙とマウスピースとのフィッティン
グを高め、マウスピースへの反作用力を排除できるものと考えられる。予定されたシミュレーションどおりの歯牙移動が達
成され、本システムの有効性が示唆された。

症展 -012 マウスピース型矯正装置による下顎大臼歯遠心移動の検証
Verification of molar distalization using mouthpiece orthodontics

尾島 賢治、檀 知里、熊谷 友理子、山下 耀子
OJIMA K., DAN C., KUMAGAI Y., YAMASHITA Y.

医療法人スマイルイノベーション（ 東京 ）

【目的】 臼歯Class IIIを認める成人患者のマウスピース型矯正装置を使用した報告は多くない。今回は、下顎大臼歯遠
心移動をマウスピース型矯正装置により計画し、その治療成果と有効性について検証する。【症例】Class III と診断さ
れた2例を対象として検証した。歯性Clasee IIIの患者においてはマウスピース型装置単独での治療を行い、治療前後
でのセファロX線の重ね合わせにて下顎第一大臼歯の移動量を計測した。骨格性Class IIIと診断された患者において
は、外科的矯正治療の適応であったが手術を拒否したため、マウスピース型矯正装置と矯正用アンカースクリューを
併用し外科的矯正治療を避けて治療を行い移動量を検証した。 アメリカで開発されたマウスピース型矯正装置として
Invisalign System（Align Technology Inc, CA USA）を使用し、マウスピースは日本において歯科矯正用レジン材料
として薬事認可（認証番号225ADBZI00001000）を取得し、矯正装置として使用することに患者同意のもとに治療を行っ
た。【考察およびまとめ】下顎大臼歯遠心移動は、マウスピース型矯正装置単独で良好に行われた。骨格性Class IIIで
は、必要なアンカレッジ量が多く、小臼歯遠心移動開始時から矯正用アンカースクリューを併用し、アンカレッジロ
スを最小限に抑えて前歯部の被蓋は改善された。今回の検証では、最大2mmまでの下顎大臼歯遠心移動はマウスピー
ス型矯正装置単独で良好な結果が得られた。
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症展 -013 歯科矯正用アンカースクリューを用いて治療を行った短根歯、空隙歯列弓を伴
う骨格性 I 級症例
A skeletall class I case with the short roots and spaced arch treated with miniscrew

佐々木 紀代、清流 正弘、山本 照子
SASAKI K., SEIRYU M., TAKANO-YAMAMOTO T.

東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座顎口腔矯正学分野

【目的】矯正歯科治療において歯根吸収が起こる可能性は従来より報告されており、短根歯がリスク因子の1つとしてあげら
れている。全顎的な短根歯、上顎空隙歯列弓および下顎歯列正中の偏位を伴う骨格性I級症例に対し、歯科矯正用アンカー
スクリューを固定源として、弱い矯正力で効率的に歯の移動を行った結果、良好な咬合、顎口腔機能を確立できたので報告
する。【症例】上顎空隙歯列が主訴の15歳2か月の女性。パノラマX線写真より全顎的に短根歯が認められた。上顎両側側
切歯先天欠如により、上顎歯列は空隙歯列弓を呈し、臼歯関係はII級で、overjet、overbiteはともに2.0 mmであった。側
面頭部エックス線規格写真分析の結果、骨格性I級、ローアングル症例であった。また、正面頭部エックス線規格写真分析
の結果、下顎歯列正中は顔面正中に対し1.0mm左偏していた。顎口腔機能所見として、左右滑走運動時および前方滑走運
動時における中切歯移動距離および下顎頭移動距離が小さかった。以上より、全顎的な短根歯、上顎空隙歯列弓および下
顎歯列正中左偏を伴う骨格性I級、ローアングル症例と診断した。治療方針として、歯科矯正用アンカースクリューを用
いた上顎臼歯の近心移動および下顎歯列の遠心移動を行い、上顎歯列の空隙閉鎖および歯列正中の修正を行うこととした。

【考察およびまとめ】治療期間は3年7か月であった。治療の結果、歯根吸収の増悪は認められず、上顎第一大臼歯は4.0mm
近心移動し、下顎第一大臼歯は1.0mm遠心移動し、緊密な咬合関係を獲得した。顎口腔機能所見については、左右滑走運
動時および前方滑走運動時における中切歯移動距離および下顎頭移動距離が大きくなり、より調和のとれた顎口腔機能を獲
得できた。以上のことから、単根歯を伴う空隙歯列弓症例において、臼歯近心移動による空隙閉鎖を前歯に負担をかけるこ
となく行う場合、歯科矯正用アンカースクリューが有効であることが示唆された。

症展 -014 コルチコトミーを併用してデンタルコンペンセーションを除去した骨格性 III
級に対する外科的矯正治療
Surgical orthodontic treatment for a skeletal Class III malocclusion treated with corticotomy 
for dental decompensation

笹本 さえら1、上地 潤1、北所 弘行2、武田 成浩3、柴田 考典3、溝口 到1

SASAMOTO S.1, UECHI J.1, KITAJO H.2, TAKEDA S.3, SHIBATA T.3, MIZOGUCHI I.1

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野、2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、
3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

【目的】重度の骨格性III級不正咬合では、上顎切歯の唇側傾斜と下顎切歯の舌側傾斜のデンタルコンペンセーションを認め
る。このような症例で術後に良好な顎間関係を得るためには、術前矯正でデンタルコンペンセーションを除去して下顎の後
退量を確保しておく必要がある。しかし下顎前歯部の歯槽骨（以下symphysisと略す）の唇舌的厚さが薄く、symphysis自体
が舌側に強く傾斜した症例においては、下顎切歯の舌側傾斜を十分に改善できないと予測される場合もある。今回我々は、
このような症例に対し、コンピュータ支援診断・手術（CAD/CAS）システムを用いて三次元で治療目標を設定して、上下顎
骨切り術に下顎前歯部歯槽骨のコルチコトミーを併用して外科的矯正治療を行い、良好な結果を得たので報告する。【症例】
初診時年齢16歳の女子。受け口を主訴に来院した。顔貌所見では上顎の咬合平面が左上がりに傾斜し下顎骨は左方に偏位
しており、側貌はconcaveタイプであった。分析の結果、下顎前歯の著しい舌側傾斜と上下顎に軽度叢生を有する骨格性III級、
high angleの症例と診断された。術前矯正終了後、上顎にはLe Fort I型骨切り術、下顎には下顎枝矢状分割術、下顎前歯
部にはコルチコトミーを施行した。非薄なsymphysisによる歯肉退縮の可能性を最小限にするために、下顎前歯には術直後
よりマルチブラケットを装着してレベリングと唇側傾斜を行った。上下顎歯列の細部調整後、保定に移行した。動的治療期
間は1年2か月であった。【考察およびまとめ】下顎前歯の著しい舌側傾斜を呈する骨格性III級不正咬合に対し、コルチコト
ミーを併用したデンタルコンペンセーションの除去と上下顎骨切り術による外科的矯正治療を行い、良好な顎間関係と顔面
の対称性ならびに緊密な咬合関係を得ることができた。
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症展 -015 術後矯正を重視して動的治療期間を短縮した外科的矯正治療
Surgical orthodontics with emphasis on shortening of postsurgical treatment period

中尾 友也、上地 潤、溝口 到
NAKAO Y., UECHI J., MIZOGUCHI I.

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

【目的】外科的矯正治療は、術前矯正、顎矯正手術、術後矯正の順で進められるのが一般的であり、治療期間は長期に
わたることもある。治療ゴールを三次元で精緻に設定し、それを正確に実現できる環境が整っていれば、術前矯正を
簡略化し、治療期間を短縮することが可能であると考えられる。今回我々は叢生を伴う骨格性III級不正咬合症例に
対し、術後矯正を重視した外科的矯正治療を行い、比較的短い動的治療期間で良好な治療結果を得たので報告する。

【症例】初診時年齢21歳3か月の男性。上下顎前歯部の叢生とうけ口を主訴に来院した。正貌ではオトガイ部のわずか
な左方偏位を認めた。側面セファロ分析では骨格性III級のハイアングルで、上下顎中切歯は著しく唇側傾斜していた。
口腔内所見は上下顎に中等度の負のA.L.D.を有し、臼歯関係は左右ともにAngle III級であった。術前矯正では、上
下顎左右第一小臼歯を抜去後、上下顎のレベリングとアライメント、上下顎の歯列弓幅径の調整を行った。上下顎抜
歯空隙の閉鎖は、“Regional Acceleratory Phenomenon”による効率的な歯の移動を期待して術後矯正で行うこととし
た。顎矯正手術のための治療ゴールの設定はコンピュータ支援診断・治療計画立案・手術（CAD/CAP/CAS）システ
ムを用いて行い、下顎枝矢状分割術の適用とした。術後矯正では、顎間固定解除直後から抜歯空隙の閉鎖を行い、そ
の後上下顎の細部調整へと移行した。術前矯正および術後矯正期間はそれぞれ6か月、動的治療期間は1年2か月であっ
た。【考察およびまとめ】術前矯正の簡略化、三次元での治療ゴールの設定、大きな歯の移動である抜歯空隙閉鎖を術
後矯正で行うことで動的治療期間を大幅に短縮して、良好な結果を得ることができた。現在3年間の保定期間が経過
したが、良好な咬合関係は維持されており長期安定性が認められた。

症展 -016 下顎頭過形成による歯槽骨の垂直的左右差に対し片側歯槽骨骨切り術を併用し
顔貌の対称性を獲得した1症例
A case with condylar hyperplasic facial asymmetry treated by unilateral alveolar segmental 
osteotomy

臼見 莉沙1、中久木 康一2、藤田 紘一1,3、米満 郁男1、福山 英治1,4、小野 卓史1

USUMI-FUJITA R.1, NAKAKUKI K.2, FUJITA K.1,3, YONEMITSU I.1, FUKUYAMA E.1,4, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2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、
3横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科、4医療法人社団邦英会 JOY 矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）

【目的】片側下顎頭過形成に由来する顔面非対称は、患側下顎骨に大きなdentoalveolar compensationを認めるため実際の
側方偏位量と咬合平面傾斜角が一致せず、上下顎同時移動術のみで顔貌の改善を行うことは困難である。今回、下顎頭過
形成に伴って生じたdentoalveolar compensationに対し、患側下顎骨の歯槽骨骨切り術による圧下移動を先行し、その後
上下顎同時移動術を施行することで良好な結果を得たので報告する。【症例】初診時年齢25歳9か月の女性。顔面非対称お
よび咀嚼障害を主訴に来院した。正貌において著しい下顎右方偏位を認め、側貌はconcave typeを呈していた。口腔内は
反対咬合を呈し、overjet-3.0mm、overbite+5.0mmであった。骨格的には左側下顎頭の肥大とlow angle、骨格的III級を
認めた。咬合平面は右上がりに3.0°傾斜していたのに対し、Go-Go'は12.0°と著しく大きな値を示し、過大なdentoalveolar 
compensationを生じていた。以上の所見から、左側下顎頭過形成に由来する顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症と診断した。
99mTcを用いた骨シンチグラフィにおいてわずかな放射性同位体の集積を認めたため、6か月経過観察後、下顎頭形態および
骨格の変化がないことを確認し術前矯正治療を開始した。平成23年7月に下顎左側側方歯部歯槽骨骨切り術による圧下を行
い、平成24年7月に上下顎同時移動術を施行し、顔面非対称の改善および下顎の後方移動を行った。保定2年を経過したが
咬合および顔貌はともに経過良好である。【考察およびまとめ】過去の報告では、下顎頭過形成に由来する下顎側方偏位症例
について下顎頭切除術や上下顎同時移動術のみを用いたものが多く、顔貌の非対称については改善が困難であった。本症例
では、非対称残存の原因となる過大なdentoalveolar compensationに対して片側歯槽骨骨切り術を併用したことで、咬合の
みならず顔貌に関しても良好な結果および安定性を得ることができた。
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症展 -017 大臼歯抜歯部位を利用した上顎歯槽部骨切り術に下顎の中心位を基準とした強
固な中間シーネを使用した1症例
A case treated by using Wassmund-Wunderer osteotomy and a rigid intermediate splint

沖原 秀政1、米満 郁男1、渋谷 直樹1、藤田 紘一1,2、大村 進2、小野 卓史1

OKIHARA H.1, YONEMITSU I.1, SHIBUTANI N.1, FUJITA K.1,2, OMURA S.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科

【目的】骨格性上顎前突症に対して、小臼歯抜歯を伴う上顎歯槽部骨切り術の報告は散見されるものの、大臼歯抜歯を伴う報
告は数少ない。大臼歯抜歯部位を利用した上顎歯槽骨切り術を施行するにあたり、大臼歯部口蓋骨は解剖学的に薄いため、
口蓋筋の収縮により歯列弓が狭窄し、近遠心的位置関係もずれを生じることが懸念された。そこで我々は、術前の中心位に
て咬合器にマウントし、骨切りを行わない下顎骨を基準にTranspalatal Archを組み込んだレジン製の狭窄防止シーネを作
製することで上顎後方部の骨を正確に位置づけ、臼歯部の咬合を維持した症例を経験したので報告する。【症例】初診時年齢
22歳10か月の女性。上顎前突を主訴に来院した。側貌はconvex type。overjetは+7.5mmであった。パノラマX線写真より、
多数の補綴歯および欠損歯を認めたが、臨床症状は認められなかった。側面頭部X線規格写真分析より、SNAは86.5°と大
きな値を呈しており上顎骨前方位を認めたが、SNBは75.5°と標準的であった。以上の所見から、臼歯部の多数補綴歯およ
び欠損歯を伴う骨格性上顎前突症と診断した。術前矯正治療において、上顎左側は既根管処置歯であった第二大臼歯を、右
側は第一大臼歯を抜歯した。左側に関しては、第一大臼歯を遠心移動し、欠損歯であった第二小臼歯部と空隙を集約した。
術前矯正治療終了後、上顎に関しては左右大臼歯部に集約した空隙を利用した歯槽部骨切り術を、下顎にはオトガイ形成術
を施行した。術中に、上顎大臼歯部の歯列弓幅径および近遠心的位置関係を維持することを目的に作製したレジン製シーネ
を併用した。【考察およびまとめ】術中および術後に上顎歯列弓狭窄や近遠心的位置のずれを生じやすいと思われた大臼歯部
の骨の解剖学的特徴に配慮し、強固な中間シーネを併用することで歯列弓幅径を維持し、良好な咬合関係を獲得できたと考
えられた。

症展 -018 片側下顎骨の過形成を再発した顎変形症患者に対して外科的矯正治療に下顎頭
切除術を併用した一症例
Retreatment of a subject with hemi-mandibular hyperplasia by orthognathic surgery and 
condylectomy

米満 郁男1、藤田 紘一1,2、今井 治樹1,2、間邊 安寿雅1、福山 英治3、渋谷 直樹1、島崎 一夫1、
大村 進2、藤内 祝4、小野 卓史1

YONEMITSU I.1, FUJITA K.1,2, IMAI H.1,2, MANABE A.1, FUKUYAMA E.3, SHIBUTANI N.1, SHIMAZAKI K.1, OMURA S.2, 
TOHNAI I.4, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、2横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科、
3医療法人社団邦英会 JOY 矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）、4横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学分野

【目的】顔面非対称患者の中でも、病因が下顎頭の吸収や過形成である場合には、その治療に注意と困難を要する。進行性と
判断された場合、長期の経過観察の後に治療開始となることがしばしばある。中でも、片側関節頭の過形成に起因した患者
の場合、一度収束したと思われたものが再発することがある。片側下顎頭過形成を伴う顔面非対称に関する先行研究は存在
するものの、再発および再治療に関する報告は少ない。今回我々は、幼少期より片側下顎頭切除術等の手術を繰り返し行っ
てきた顔面非対称患者に対し、外科的矯正治療に下顎頭切除術を組み合わせることで咬合回復した症例を経験したので報告
する。【症例】初診時年齢37歳1か月の男性。下の歯が前に出てきたこと、発音しづらいことを主訴に当科来院。既往歴とし
て、2度の下顎頭切除術（外側のみ。前回は10年2か月前）、下顎左側埋伏大臼歯の抜歯および脂肪切除術に加えて、軟組織
増殖に対する手術も複数回行っている（詳細不明）。骨格的には左側下顎頭を含む下顎骨の著しい過形成を認めた。口腔内所
見として、右側の交叉咬合、左側臼歯部の著しい低位および欠損歯を認めた。開口障害は認めなかった。左側下顎骨過形成
の再発と診断し、外科的矯正治療を開始した。1年2か月の術前矯正治療後、上下顎移動術ならびに過形成の再発防止のた
めに左側下顎頭切除術（骨軟骨腫の全摘出術）を施行した。術後1年経過したが、骨格的な不調和は再発することなく、安定
した咬合状態を維持している。下顎左側には術中より現在まで仮義歯を装着し、経過観察中である。【考察およびまとめ】本
症例においては、下顎頭の過形成の再発を繰り返してきたため、今回は上下顎移動術に加えて腫瘍性に増殖した下顎頭を完
全に切除することで、今後の再発予防となるよう配慮した。術後に左側軟組織の増殖が認められることから、今後も注意深
く予後を観察していく必要がある。
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症展 -019 Williams 症候群の一例：5歳から24歳の治療経過
A case with Williams syndrome: a follow-up from 5 to 24 years of age

山口 徹太郎1、代田 達夫2、芳賀 秀郷1、常岡 美里1、降旗 真由1、高橋 正皓1、長濱 諒1、槇 宏太郎1

YAMAGUCHI T.1, SHIROTA T.2, HAGA S.1, TSUNEOKA M.1, FURUHATA M.1, TAKAHASHI M.1, NAGAHAMA R.1, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

【目的】Williams症候群は、7番染色体長腕の微細欠失症候群（7q11.23）で、発生頻度の稀な奇形症候群である。心臓疾
患、特徴のある顔貌、聴覚過敏、知的障害、視空間認知の障害、高い社交性などを伴う。Williams et al.（1961）が大
動脈弁上狭窄、精神遅滞、特異顔貌を伴う症例を報告したのでWilliams 症候群と呼び、Beuren et al.（1962）が歯の
異常と多発性末梢肺動脈狭窄を指摘したのでWilliams-Beuren 症候群とも呼ばれる。矯正歯科治療例の報告は極めて
少ない。【症例】初診時年齢5歳1か月の女児。咀嚼障害を主訴として来院した。高カルシウム血症、心室中隔欠損症
の既往があり、1歳6か月時に口蓋裂閉鎖術が施行されている。Williams症候群に特異的な顔貌を呈していた。初診
時overjet-12.0mm、overbite+3.0mm、上顎両側第二小臼歯、下顎両側第一小臼歯、下顎両側第二小臼歯欠如の6本
が先天欠如していた。11歳0か月から上顎前方牽引装置を1年9か月間、使用した。その後、年3回程度の定期観察
の後、16歳7か月より永久歯列期治療を開始、18歳6か月時に上顎前方歯槽部延長術（Maxillary anterior segmental 
distraction osteogenesis）、22歳1か月にマルチブラケット装置を撤去、下顎両側小臼歯相当部にデンタルインプラン
トによる補綴治療を行い、現在も経過観察を継続している。【考察およびまとめ】本症例では、6本の永久歯先天欠如と、
Williams症候群に合併することの少ない口蓋裂を随伴していた。精神発達遅滞は著しいものではなかった。上顎前方
歯槽部延長術（Maxillary anterior segmental distraction osteogenesis）により前歯部反対咬合、ならびに叢生を改善す
ることができた。デンタルインプラントによる補綴治療の経過も良好である。

症展 -020 閉塞性睡眠時無呼吸症により治療方針の変更を行った顎変形症の1例
A jaw deformity case forced to change in surgical orthodontic strategy due to OSAS

松沢 史宏1、中尾 友也2、柴田 考典1、溝口 到2

MATSUZAWA F.1, NAKAO Y.2, SHIBATA T.1, MIZOGUCHI I.2

1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、2北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

【目的】骨格性III級不正咬合には、SSROなどにより全下顎歯列の後方移動を図る下顎骨形成術が繁用されている。こ
れらの下顎骨形成術は良好な顎間関係を得られる反面、舌骨の後方移動と固有口腔ならびに下咽頭腔の狭小化が報
告されている。特に、重篤な閉塞性睡眠時無呼吸症（以下、OSAS）合併症例では、安易な下顎骨形成術による全下
顎歯列の後方移動はOSASを増悪させる恐れが高い。今回私たちは、骨格性III級不正咬合症例の術前診察において
OSASを疑い、呼吸器内科医との対診およびCPAP加療のもと、治療方針に大幅な変更を加え上下顎骨切り術による
外科的矯正治療を行い、良好な顎間関係とともにOSASの改善をみた症例を経験したので報告する。【症例】初診時年
齢57歳の男性。受け口のため前歯で物がかみ切れないことを主訴に受診した。顔貌所見ではoval type、オトガイ部
は左側偏位、側貌はconcaveタイプであった。分析の結果、タングスラストを伴い、上下顎歯列正中線の左側偏位、
crossbite、deep biteおよび下顎両側遊離端欠損を有するskeletal Class IIIでhigh angleの成人男性症例と診断した。
術前にOSASを疑ったため、耳鼻咽喉科医に終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）を依頼したところ、無呼吸低呼吸指数

（AHI）は43.0で重症のOSASと診断された。そこで経鼻的持続陽圧呼吸療法（nCPAP）を開始するとともに、治療用義
歯を併用しながら術前歯科矯正治療を行った。その後、上顎にはLe FortI型骨切り術による5mm前方移動、下顎は
下顎枝矢状分割術により後下方移動を行ったところ、OSASを増悪させることなく良好な顎間関係を得ることができ
た。【考察およびまとめ】全下顎歯列の後方移動を図る下顎骨形成術は、OSASを増悪させる恐れがあり、慎重な術前
診察ならびに検査が求められる。
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症展 -021 下顎頭および関節窩の重度の扁平化を伴う骨格性2級開咬の一治験例
A case report of skeletal class II open-bite with severely flattened condyle and fossae 

岡 綾香1、社 浩太郎1、相川 友直2、古郷 幹彦2、山城 隆1

OKA A.1, YASHIRO K.1, AIKAWA T.2, KOGO M.2, YAMASHIRO T.1

1大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、2大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室

【目的】下顎頭と関節窩の変形を認め、下顎下縁平面の急傾斜を呈する骨格性2級、開咬症例に対して、矯正用インプ
ラントアンカー（仮称:プレートタイプ、以下アンカープレート）と歯科矯正用アンカースクリュー（以下アンカースク
リュー）を併用した上顎骨の皮質骨骨切り術による上顎大臼歯部の圧下とBSSOによる下顎骨の前方移動を適用し、咬
合の安定と軟組織プロファイルの改善を得たので報告する。【症例】初診時年齢19歳3か月の女性。口元の前突、オト
ガイ部の後退を主訴に来院した。上唇の前突、口唇閉鎖不全とオトガイ部の後退を認め、鳥貌を呈していた。下顎下
縁平面の急傾斜を呈する骨格性2級で、過大なoverjetを伴うAngle Class II、開咬であった。中心位へのマニピュレー
ションにより下顎位がさらに後退した。上顎歯列は軽度叢生、下顎歯列は下顎前歯の唇側傾斜と中程度叢生を認めた。
下顎頭と関節窩に重度の変形が確認された。上下顎両側第一小臼歯を抜去し、エッジワイズ装置を用いて術前矯正歯
科治療を開始した後、上顎大臼歯部へのアンカープレートとアンカースクリューの埋入と上顎骨の皮質骨骨切り術を
同時に施行し、上顎大臼歯部を圧下移動させた。スプリントによる下顎位の確認を行った後、BSSOにより下顎骨を
前方移動および反時計周りに回転させた。30か月の動的治療期間後に保定に移行し、良好な咬合および軟組織プロファ
イルを維持している。矯正歯科治療期間中に下顎頭の変形の進行は認めなかった。【考察およびまとめ】BSSOに先立
ち、アンカープレートとアンカースクリューの埋入時に上顎骨の皮質骨骨切り術を施行して上顎大臼歯部の圧下移動
を図った結果、下顎骨が反時計周りに回転しoverbite量を増加させることができた。その結果、BSSO施行時に下顎
骨の垂直方向の移動量をできるだけ抑えながら前方へ移動させることができた。なお、アンカープレートの適応外使
用については、患者に説明し同意を得ている。

症展 -022 骨格性下顎前突症を伴う一卵性双生児の外科的矯正治療例
A case report of surgical orthodontic treatment for monozygotic twins with mandibular 
prognathism

浅見 拓也1、伊藤 洋介1、秋山 秀平1、平林 恭子1、小笠原 毅1、黒原 一人2、森山 啓司1

ASAMI T.1, ITO Y.1, AKIYAMA S.1, HIRABAYASHI K.1, OGASAWARA T.1, KUROHARA K.2, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、2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

【目的】骨格性下顎前突症は遺伝的要因と環境的要因が寄与すると考えられている。一方で、一卵性双生児は同一の遺伝
情報を有し、成長発育の環境も類似する場合が多いという特徴を有する。今回、我々は骨格性下顎前突症を伴う一卵性
双生児に対して外科的矯正治療を行い、良好な結果が得られたので報告する。【症例】初診時年齢16歳5か月の一卵性双
生児の姉妹で、ともに受け口を主訴に来院した。姉はoverjet -1.0mm、overbite 0mm、上下顎前歯正中は一致しており、
全歯にわたる反対咬合を認めた。妹はoverjet -3.0mm、overbite 0mm、上顎前歯正中に対し下顎前歯正中は2.0mm左
方偏位しており、前歯部および左側側方歯における反対咬合を認め、下顎骨の左方偏位を認めた。また、姉妹ともに上
下顎前歯部にわずかな叢生を認めた。セファロ分析において、姉妹ともに上顎骨の後方位および下顎骨の前方位、上下
顎前歯の歯性補償を認め、平均的な下顎下縁平面を呈していた。姉妹ともに叢生の解消および歯性補償の改善、上下顎
歯列弓幅径の調和を目的として、上顎両側第二小臼歯、下顎両側第三大臼歯を抜去し、急速拡大装置にて上顎歯列弓幅
径の拡大後、マルチブラケット装置による術前矯正治療を行った。動的治療開始3年7か月時に上顎Le Fort I型骨切り
術および両側下顎枝矢状分割術を行った。現在、顎矯正手術後約10か月経過し、姉妹ともに動的治療を終了しており、
良好な咬合状態と顔貌が得られている。【考察およびまとめ】本症例では同一の遺伝的背景を有する一卵性双生児の骨格
性下顎前突症に対して上下顎移動術による外科的矯正治療を行った結果、ともに良好な咬合および顔貌が得られた。一
方、初診時の顎態においては姉妹間で下顎骨の偏位や咬合状態などに若干の差異を認めたことから、顎顔面形態に対す
る環境的要因の関与が示唆された。今後、術後経過に関して長期的な観察が必要と考えられる。
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症展 -023 中等度歯周炎および咬合平面の傾斜を伴う成人上顎前突患者に対して包括的歯
科治療を行った１症例
Comprehensive treatment of adult maxillary protrusion with moderate periodontitis and a 
canted occlusal plane

黒田 優子1、岩田 光弘2、松本 一真3、篠原 丈裕4、玉村 長都5、田中 栄二6

KURODA Y.1, IWATA M.2, MATSUMOTO K.3, SHINOHARA T.4, TAMAMURA N.5, TANAKA E.6

1くろだ歯科・矯正歯科（ 大阪 ）、2さくらデンタルクリニック（ 岡山 ）、3徳島大学病院矯正歯科、
4徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野、5たまむら矯正歯科（ 兵庫 ）、
6徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

【目的】多数歯の喪失と咬合平面の傾斜および中等度歯周炎を伴った成人上顎前突患者に対し、矯正歯科治療、歯周外科治療、
インプラント義歯による補綴治療を組み合わせた包括的歯科治療を行い、機能的、審美的に良好な結果を得たので報告する。

【症例】初診時年齢48歳の女性。主訴は補綴装置が装着された上顎前歯部の歯間乳頭喪失による審美障害であった。正貌は
左右対称、側貌は口元の前突感を認め、側面セファロ分析からANB 7.5°の骨格性II級、垂直的にはハイアングルであった。
Overjet +5.5 mm、overbite +3.5 mm、犬歯関係II級で、２⏊６を喪失し、それぞれ隣在歯を支台歯としたブリッジが装着さ
れていた。残存歯質と歯周組織の状態から６⏌ ⎿47 ７⏋ ⎾678 は保存不可能であった。右側臼歯部は残根を放置した結果、咬合高
径が低下していた。まず、上顎前歯部にエムドゲインと骨補填材を使用した歯周組織再生療法を行った。続いて、保存不可
能歯を抜歯した後、上顎右側第二大臼歯にブラケットを装着し、歯科矯正用アンカースクリューを固定源として圧下を開始
した。さらに、上下顎左側大臼歯部にデンタルインプラントを埋入後、これを固定源とし、マルチブラケット装置により叢
生の解消と犬歯関係の改善、前歯の舌側移動を図った。下顎右側については、第三大臼歯を近心移動させ咬合に参加させた。
上顎前歯部は、歯間乳頭再建のため、矯正的に挺出させた上で動的治療後に適切な歯頸ライン獲得のための骨外科処置を行
い、ジルコニアブリッジによる最終補綴を行った。【考察およびまとめ】本症例では、適切な位置、時期に埋入したデンタル
インプラントを固定源とし、最終補綴形態に合わせた歯の移動を行うことで、理想的なスマイルラインと緊密な咬合が獲得
され、側貌も改善した。成人不正咬合患者は、歯周炎や歯の欠損など複数の問題を抱えていることが多く、その治療には他
科との緊密な連携が必要不可欠である。

症展 -024 交通外傷を負った顎変形症患者に対して顎矯正手術と広範囲顎骨支持型補綴装
置により咬合回復を行った一例
Orthognathic surgery and implant-supported bridge in a jaw-deformity patient caused by traffic 
accidental injury

本田 康二1,2、藤田 紘一2,3、今井 治樹2,3、渋谷 直樹2、米満 郁男2、島崎 一夫2、山下 陽介3、高須 曜3、
村田 彰吾3、岩井 俊憲1、廣田 誠1、大村 進3、藤内 祝1、小野 卓史2

HONDA K.1,2, FUJITA K.2,3, IMAI H.2,3, SHIBUTANI N.2, YONEMITSU I.2, SHIMAZAKI K.2, YAMASHITA Y.3, TAKASU H.3, 
MURATA S.3, IWAI T.1, HIROTA M.1, OMURA S.3, TOHNAI I.1, ONO T.2

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分野、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野、
3横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科

【目的】上顎前歯部に骨欠損を伴う骨格性下顎前突症の治療において、補綴処置のみによる被蓋関係の改善は、困難かつ審美
的にも良い結果が得られにくい。今回我々は、交通外傷により骨欠損を伴う上顎前歯多数歯欠損がある骨格性下顎前突患者
に対し下顎枝矢状分割術と、腸骨移植を併用した広範囲支持型補綴装置を用い被蓋関係の改善を図ったので報告する。【症例】
初診時年齢36歳6か月の男性。上顎前歯部のブリッジが度々脱離し、前歯で物を噛みきることが出来ないことを主訴に来院。
骨格的にはANB-5.0°と下顎骨前方位およびlow angle（FMA17.1°）を呈していた。口腔内所見としては、前歯部に1歯増歯さ
れたブリッジが著しく唇側傾斜して被蓋を付与した状態で装着され、下顎前歯の突き上げによる動揺を認めた。補綴処置の
みによる治療は困難と考えられ、外科的手術を併用した矯正歯科治療を行うこととした。軟組織所見として、上唇部に瘢痕
と軽度の緊張を認めた。15か月の術前矯正治療の後、下顎枝矢状分割術を施行し、前歯部の被蓋関係の改善を図った。術
後10か月時に上顎前歯欠損部に広範囲顎骨支持型装置埋入および腸骨海綿骨移植とチタンメッシュによる顎堤形成術（イン
プラント一次手術）を行い、その5か月後に二次手術を行った。現在補綴後6か月以上経過し、安定した被蓋関係ならびに咬
合状態を維持している。【考察およびまとめ】交通外傷により上顎の骨欠損が著しい骨格性下顎前突症患者においては、前歯
の支持がないため補綴治療のみによる改善が困難である。今回我々は、骨格性下顎前突に対する下顎骨の後方移動と、上顎
の骨欠損に対する腸骨海綿骨移植を行い、広範囲顎骨支持型補綴装置を適用することにより、審美的な回復と安定した被蓋
関係の獲得を達成できたと考えられた。



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

293

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

症展 -025 上顎中切歯予後不良歯に対し上顎正中口蓋縫合を越えて反対側中切歯を移動し
た成人症例
An adult case of orthodontic movement with a contralateral maxillary incisor through the 
midpalatal suture

加藤 千帆、小海 暁、小野 卓史
KATO C., KOKAI S., ONO T.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野

【目的】成人の矯正歯科治療では、片側に喪失歯が多く、片側の中切歯が外傷等により保存が難しい場合、上顎正中口蓋縫合
を越えて中切歯を移動することで欠損部の補綴を回避できる可能性がある。成長期症例の場合、縫合が湾曲し中切歯が移動
することが報告されているが、成人において正中口蓋縫合を越えて反対側に移動した報告は少ない。今回、正中口蓋縫合が
完全に石灰化されている患者に対し、上顎中切歯を反対側に移動した症例を経験したので報告する。【症例】下顎前歯叢生お
よび欠損歯を主訴に来院した26歳女性。骨格的にはANB 3.1°、FMA 21.5°であった。U1 to FHは138.0°、FMIAは49.8°と
上下顎前歯唇側傾斜を示していた。上顎右側中切歯、下顎左側第一小臼歯および第二大臼歯が予後不良歯であり、上顎右側
第二小臼歯は欠損していた。上下顎第三大臼歯は存在していた。そこで、上顎においては右側中切歯・第三大臼歯を、下顎
においては右側第二小臼歯、左側第一小臼歯・第二大臼歯を抜去し、上顎右側大臼歯の遠心移動を行うことで大臼歯関係を
改善し、上顎左側中切歯は正中口蓋縫合を越えて右側中切歯部に排列、左側側切歯は近心移動後に補綴し中切歯として排列
する方針で治療を行った。動的治療期間は3年10か月、U1 to FHは138.0°から126.7°、FMIAは49.8°から62.6°へ唇側傾斜が
改善された。術後CT画像より、上顎左側中切歯は縫合を越え移動したものの、歯根吸収が認められた。【考察およびまとめ】
動物実験では、完全に石灰化している正中口蓋縫合を越えて中切歯を移動した場合、通常の歯の移動と同様に骨の吸収・添
加が認められ、歯根吸収は認められないと報告されている。しかし、今回の症例では正中口蓋縫合は完全に石灰化している
と考えられたが、歯根吸収が認められた。以上のことから、正中口蓋縫合を越える歯の移動は可能であるが、歯根吸収に配
慮した治療計画の立案が重要であると考えられた。

症展 -026 上下顎第一小臼歯と上顎第一大臼歯を抜去し治療を行った、歯周炎を伴うハイ
アングル上顎前突症例
A maxillary protrusion case treated with extraction of the first premolars and upper first 
molars

柴田 桃子1、宮澤 健1、田渕 雅子1、相野 誠2、竹口 敦士1、三谷 章雄2、後藤 滋巳1

SHIBATA M.1, MIYAZAWA K.1, TABUCHI M.1, AINO M.2, TAKEGUCHI A.1, MITANI A.2, GOTO S.1

1愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2愛知学院大学歯学部歯周病学講座

【目的】上顎前突症例では、小臼歯を抜去し上顎前歯の舌側移動を行う際、上顎大臼歯の近心移動を防止するために、大臼歯
の加強固定が必要となることがある。しかし、歯周炎による大臼歯部の歯槽骨吸収が著しい場合、固定源の確保が困難とな
ることも少なくない。今回、歯周炎を伴うハイアングル上顎前突症例に対し、上下顎左右側第一小臼歯の抜去に加え、歯槽
骨の吸収が顕著であり予後不良と考えられる上顎左右側第一大臼歯を抜去し、矯正歯科治療を行ったところ、良好な結果が
得られたので報告する。【症例】初診時年齢30歳11か月の女性で、出っ歯と叢生を主訴として来院した。大臼歯の咬合関係
は左右ともに著しいAngle Class IIであり、オーバージェットは+7.5mmであった。また、上下顎前歯部に叢生が認められた。
顔貌所見より上下口唇の突出感と頤筋の緊張が認められた。パノラマ所見より全顎的な歯槽骨の吸収が認められ、特に上下
顎左右側第一大臼歯部は吸収が顕著であった。また、上下顎左右側第三大臼歯が存在していた。セファロ所見より上下顎前
歯の唇側傾斜と下顎骨の後方位が認められた。FMAは39.0°と著しいハイアングルケースであった。治療方針として、上下
顎左右側第一小臼歯と上顎左右側第一大臼歯を抜去し、MBSにより、上下顎前歯部の叢生と上顎前突の改善を行うことと
した。また、上顎左右側第三大臼歯は咬合に参加させることとした。歯周炎については、矯正歯科治療前後を通して歯周病
科にて管理を行った。【考察およびまとめ】本症例は、上下顎左右側第一小臼歯の抜去のみでは上顎前突の改善を十分行えな
いことが懸念された。そこで、歯周病が進行し予後不良と考えられる上顎左右側第一大臼歯を抜去することにより獲得した
スペースを利用して、さらに上顎前歯の舌側移動を行った。その結果、FMAは2°減少し、良好な側貌の獲得と主訴の改善
を行うことができた。
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症展 -027 口唇の突出を伴う上顎右側側切歯先天性欠如による正中偏位症例
A case of midline deviation with congenitally missing upper lateral incisor and lip protrusion

渡辺 敦、竜 立雄、福井 和徳
WATANABE A., RYU T., FUKUI K.

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

【目的】先天性欠如症例には、矯正治療による空隙の閉鎖や補綴処置のため空隙の獲得が必要となる。今回我々は、上
顎右側側切歯の先天性欠如症例に対し、マルチブラケット装置を用いて側切歯に代わり犬歯を配列することで良好な
咬合を得たので報告する。【症例】初診時年齢17歳9か月の女性。上顎歯列の正中偏位と正中離開を主訴に来院した。
顔貌所見では、正貌は左右対称、オトガイ部の緊張、側貌はストレートタイプ、下唇の突出が認められた。口腔内所
見はoverbite +2.0mm、overjet +3.0mm、第一大臼歯の咬合関係は右側Angle II級、左側Angle III級で、上顎右側
側切歯の先天性欠如による上顎歯列の正中偏位と正中離開、下顎前歯部叢生が認められた。正面頭部エックス線規格
写真分析では上顎歯列の3.5mm右側への偏位がみられた。側面頭部エックス線規格写真分析の結果から硬組織では
ANB +4.2°、SNA、SNBは標準範囲、上下顎中切歯の唇側傾斜を認め、軟組織ではE-lineに対し下唇が2.1mm突出し
ていた。Skeletal Class I、上顎右側側切歯の先天性欠如を伴う正中偏位症例と診断した。治療方針は、Dental VTO
を用いて歯の移動量を計算し、上顎左側第一小臼歯、下顎左右側第一小臼歯を抜去し上下顎左右側の歯数を合わせ、
上顎右側歯列の近心移動を行うこととした。【考察およびまとめ】上顎片側側切歯先天性欠如症例において犬歯を先天
欠如部に近心移動し、第一小臼歯を3歯抜去し、歯数を一致させた。また、上顎右側犬歯を側切歯、第一小臼歯を犬
歯として配列した。Anterior ratioの調和が得られ、正中線の一致とAngle I級の大臼歯関係および良好なプロファイ
ルを獲得した。先天性欠如症例、正中偏位症例においてDental VTOは歯の移動を予測する有用な診断ツールと考え
られた。

症展 -028 変形性顎関節症を伴う下顎後退症例
A case of mandibular retrusion with osteoarthrosis

村上 円郁、影山 徹、山田 一尋
MURAKAMI M., KAGEYAMA T., YAMADA K.

松本歯科大学歯科矯正学講座

【目的】変形性顎関節症の既往を伴う骨格性II級high angle症例では、その顎態により治療に苦慮することがある。今
回、変形性顎関節症を伴う下顎後退症例に対して、歯科矯正用アンカープレート（仮称）を用いて矯正単独治療を行い
良好な結果を得たので報告する。【症例】初診時年齢42歳8か月の女性。下顎右側第二小臼歯の頬側捻転を主訴に来院
した。正貌は右側に偏位し、側貌はconvex typeであった。口腔内所見は上下顎の叢生は重度で、overjet ＋5.0mm、
overbite +1.0mmで、臼歯関係は左右ともにアングルII級であった。上下顎左側側切歯において早期接触を認め、咬
頭嵌合位時に下顎骨は右側へ偏位した。顎関節症の既往が認められたが、現在は症状が安定していた。セファロ分析
よりANB +7.0°と骨格性 II級で、FMA 48.0°のhigh angleを示し、下顎骨の後退を認めた。正面セファロではオトガ
イ部で5.0mmの右側偏位を示した。歯科用CTで両側下顎頭に変形が認められた。変形性顎関節症を伴うhigh angle
下顎後退症例と診断し、A.L.D.解消のため上顎両側第一小臼歯と下顎右側第二小臼歯および左側第一小臼歯を抜歯し、
固定源として上顎骨に歯科矯正用アンカープレートを使用することとした。動的治療期間は3年9か月で、上顎はラッ
プアラウンドリテーナー、下顎はスプリングリテーナーで保定を行った。治療後は、上下顎骨の重度叢生は解消され、
良好な側貌と咬合を獲得され、下顎骨の偏位は改善された。【考察およびまとめ】変形性顎関節症を伴う下顎後退症例
に対して、上顎臼歯の遠心移動を行う際、歯科矯正用アンカープレートの有用性が示された。保定中は顎関節を含め
た包括的な経過観察が必要と考えられた。
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症展 -029 矯正用インプラントアンカー（仮称）を用いて上顎大臼歯遠心移動を行ったハ
イアングル上顎前突症例
Skeletal Class II highangle case with distal movement of upper molar applied orthodontic 
implant anchor

影山 徹、山田 一尋
KAGEYAMA T., YAMADA K.

松本歯科大学歯科矯正学講座

【目的】近年の成人矯正の需要に伴い歯周疾患や欠如歯を伴う矯正治療が多くなっている。このような症例を治療する
際に矯正用固定源を確保することが困難な場合がある。今回我々は、軽度慢性歯周疾患および欠如歯を伴ったハイ
アングル上顎前突症例において上顎大臼歯の遠心移動と圧下を行い咬合および側貌の改善が得られたので報告する。

【症例】初診時年齢31歳1か月の女性、前歯の前突を主訴に来院した。側貌はconvex typeを示していた。口腔内所見
では前歯部の前突および叢生を認め、上顎左側犬歯は欠如していた。臼歯関係は両側ともにAngle II級を示した。模
型分析所見では上下顎共に負のA.L.D.を認めた。X線所見では上下顎歯槽骨に軽度ではあるが垂直性および水平性の
骨吸収像を認めた。矯正治療に先立ち近医にて歯周治療を行なった後、両側上顎頬骨下綾部に矯正用インプラントア
ンカー（仮称；プレートタイプ）を患者の同意のもと植立し、上顎大臼歯を遠心移動と圧下により咬合関係を改善した。

【考察およびまとめ】効率的な上顎大臼歯の遠心移動および圧下が達成できた結果、良好な咬合関係が得られた。以上
より、慢性歯周疾患や歯の移動量等により歯槽骨に固定源を求めることが困難な場合には、矯正用固定源を確保する
部位への配慮が重要であることが示唆された。

症展 -030 乳歯列期から永久歯列期までの1個人の連続模型による開咬症例の縦断研究
A longitudinal study of anterior open bite by the serial plaster casts

勝村 さくら1,2、佐藤 まゆみ1,2、山本 将仁2、阿部 伸一2

KATSUMURA S.1,2, SATO M.1,2, YAMAMOTO M.2, ABE S.2

1佐藤歯学研究所（ 東京 ）、2東京歯科大学解剖学講座

【目的】開咬症例は発見時年齢が低いほど、早期治療に着手することができ治療効果が上がることが知られており、口
腔習癖と開咬が密接な関係にある事も示唆されている。乳歯列期から永久歯列期にかけての前歯部咬合状態、歯列弓
形態、歯列の状態、各歯牙の位置関係の変化を縦断的かつ定期的・継続的に知ることは臨床においても大切なことで
あり、吸指癖や舌突出癖などの口腔習癖を中止させる時期や矯正治療を開始する時期を決めるうえで極めて重要なこ
とと考える。そこで今回、乳歯列期から開咬状態を呈し、永久歯列期においても改善されなかったAngle Class I患
者1名を継続的に観察し、咬合状態、歯列弓形態および萌出順序を比較、検討した。【症例】調査対象は、児童養護施
設に在院し、初診時から開咬を呈し自然治癒しなかったAngle Class I男児1名を4歳4か月から満18歳までの14年
間、継続的に口腔内診査および印象採得を年6回2か月間隔で行い得た同一個人の上下顎石膏模型を模型スキャナー
ORAPX社製で読み取り、スキャンデータ―編集ソフトでデータを計測し、3D画像ビューアーソフトにて動画処理を
行い、調査資料とした。本研究は、保護者と代諾者への説明および同意のもとで行われた。永久歯萌出順序は口腔習
癖の影響を受けている永久歯は萌出が遅く、歯列弓副径は上下顎ともに永久歯交換時期に向かう時期に拡大した。特
に、臼歯部幅径は上下顎とも顎の発育に影響を受けつつ拡大した。歯列弓長径は上下顎ともに中切歯萌出前後に拡大
したあと収縮し、その後徐々に拡大を続け永久歯列期へ移行した。第一大臼歯の長径は、第一・第二小臼歯の萌出に
伴い収縮し、第一大臼歯が近心移動したことによって、臼歯の咬合がAngle Class Iになっていた。水平被蓋はさほど
大きい値を示さず、垂直被蓋のみ深かった。【考察およびまとめ】本症例では吸指癖よりも舌突出癖の影響が大きいも
のと考えられた。
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症展 -031 上顎第一乳臼歯の早期抜歯により犬歯異所萌出を予防した３症例
Preventive treatment of ectopically erupting maxillary canines by extraction of deciduous first 
molars

村田 奈央、前田 眞琴
MURATA N., MAEDA M.

前田矯正歯科クリニック（ 神奈川 ）

【目的】上顎犬歯の萌出方向異常により隣在する切歯の歯根吸収を生じる場合がある。それを回避するため、歯肉を開
窓し犬歯を遠心方向に牽引する治療があるが、患児には多大な負担が掛かる場合もある。歯肉開窓や矯正力を掛ける
ことなく、犬歯の萌出方向を改善する方法を検討し、良好な結果を得たので報告する。【症例】初診時年齢8歳0か月
から9歳1か月の患者で、未萌出の上顎犬歯の位置異常により切歯の歯根吸収が懸念された3症例。いずれも、犬歯歯
冠は側切歯歯根の近心側にまで転位しており、2症例は犬歯歯軸の著しい近心傾斜も認められた。それらを放置すれ
ば犬歯歯冠が側切歯歯根と接触し、歯根吸収を生じる可能性が高いと考えられた。そこで、歯槽骨内で叢生状態にあ
ると思われる側方歯群の内、最も高位にある第一小臼歯を早く萌出させることで、犬歯の萌出経路を遠心方向に誘導
できるのではないかとの考えの下、第一乳臼歯を抜歯し、第一小臼歯の萌出を促した。3症例の6部位中5部位で、犬
歯は開窓や矯正力による牽引によることなく正常に萌出した。1部位では、犬歯の萌出方向が十分に改善せず、側切
歯歯根の吸収が疑われたため、開窓し、マルチブラケット装置により牽引を行った。【考察およびまとめ】上顎犬歯の
萌出障害が予想される場合、従来提唱されている乳犬歯の早期抜歯よりも、第一乳臼歯の早期抜歯を行い、第一小臼
歯の萌出促進をした方が、犬歯萌出方向の改善には有効と考えられた。乳犬歯・第一乳臼歯の同時抜歯を提唱する研
究もあるが、乳犬歯の抜歯は必ずしも必要ないことも示唆された。第一乳臼歯の抜歯により、歯槽骨内で側方歯群の
歯冠の位置を調整することが、犬歯の異所萌出や隣在歯の歯根吸収を予防する一つの治療法になると考えられた。

症展 -032 卒後研究課程第39期生による症例展示－リテンションケース－
Case presentation of the 39th postgraduate orthodontic course in Tokyo Dental College 
-Retention case-

高橋 一誠、伊尾 歌織、岡嶋 伶奈、荒川 啓太朗、石川 宗理、新倉 陽一朗、宮本 佳奈、阿部 玲子、
加藤 真麻、高野 まどか、茂木 悦子、永田 順也、末石 研二
TAKAHASHI I., IO K., OKAJIMA R., ARAKAWA K., ISHIKAWA M., NIIKURA Y., MIYAMOTO K., ABE R., KATOU M., 
TAKANO M., MOTEGI E., NAGATA J., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】卒後教育では、動的矯正治療を中心とした診断学や治療学に重点をおかれる傾向がある。しかし動的治療後の後戻り
や咬合の安定性についても、長期管理に関する概念の修得が十分に行われる必要がある。そこで当講座の卒後研修課程では、
研修修了認定に際して、引き継ぎ症例のリテンションを長期的に管理し、あるテーマをもってリテンション症例を提出する
ことが義務づけられている。今回、平成28年3月に卒後研修課程を修了した39期生のテーマは、I期治療の有効性とし、混
合歯列期から矯正治療を開始し2段階で治療が行われた症例について、I期治療開始時、II期治療開始時、装置除去時、装
置除去から2年以上経過した資料を比較検討した。【症例】症例は装置除去後2年0か月~3年11か月経過している男性3例女
性7例であった。診断は骨格性上顎前突2例、骨格性下顎前突3例、歯槽性反対咬合1例、叢生3例、歯槽性交叉咬合1例であっ
た。I期治療で使用した装置として、緩徐拡大装置7例、急速拡大装置1例、機能的矯正装置 2例であった。II期治療において、
抜歯症例が2例、非抜歯症例が8例であった。保定装置は上顎においてCircumferential Type 単独9例、Fixed Type併用1例、
下顎において Circumferential Type 単独3例、Fixed Type 併用1例、Fixed Type 単独6例であった。【考察およびまとめ】
治療開始時からII期治療開始時の変化として、ALDの平均値が-3.0mmから-0.7mmと変化した。またリテンション期間中
の変化として、叢生が発現したのは1例であった。以上より、I期治療で歯列幅径を拡大し、早期に叢生を解消することは、
II期治療において抜歯治療を回避する可能性が高くなる事に加え、リテンション期間中の叢生の発現が少ないことが考えら
れた。
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症展 -033 卒後研修課程第39期生による症例展示
Case presentation of the 39th postgraduate orthodontic course in Tokyo Dental College

石川 宗理、伊尾 歌織、荒川 啓太郎、岡嶋 伶奈、高橋 一誠、新倉 陽一朗、阿部 玲子、加藤 真麻、
高野 まどか、宮本 佳奈、茂木 悦子、永田 順也、末石 研二
ISHIKAWA M., IO K., ARAKAWA K., OKAJIMA R., TAKAHASHI I., NIIKURA Y., ABE R., KATOU M., TAKANO M., 
MIYAMOTO K., MOTEGI E., NAGATA J., SUEISHI K.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】東京歯科大学歯科矯正学講座の卒後研修課程は、昭和50年に発足し本年3月末日現在319名が修了してい
る。これは、矯正歯科専門医養成を目的とし、認定医資格の取得に向けた矯正歯科治療に関する基本的な診断・治
療・評価法を習得する3年間のカリキュラムが組まれている。特に臨床技能に関しては、第1期治療でのFunctional 
applianceおよび顎外固定装置、第2期治療（外科的矯正治療を含む）でのPre-adjusted applianceなどの習得を中心に
治療および管理を行っている。また症例は、顎変形症、唇顎口蓋裂、各種症候群、歯周疾患、顎関節症を伴う症例
も含まれている。さらに研修修了に際しては、研究論文1編と治験例4症例、保定2年以上の1症例の報告が義務づ
けられている。そこで、本年3月に本講座の卒後研修課程を修了した39期生10名が提出した治験例40症例について
報告する。【症例】資料は、本年度の卒後研修課程修了10名が提出した治験例40症例の治療前、治療後の模型とＸ線
写真、顔面写真および口腔内写真である。症例は抜歯症例16症例、非抜歯症例14症例、外科的矯正治療10症例（う
ち抜歯症例が2症例）であった。その内訳としてAngle分類ではI級が13症例、II級が13症例、III級が14症例であっ
た。また性別は男性11名、女性29名であった。動的治療期間は、1年2か月~2年11か月で平均1年7か月であった。

【考察およびまとめ】評価法は、Gottlieb's Grading Analysisを用い、全32症例について治療に対する自己評価を行っ
た結果、Goodが30症例、Satisfactoryが10症例と判定された。これらの治療過程を経験することにより本研修課程の
臨床研修では、本格矯正治療に必要な基本的な知識と技術が習得できたと考えられる。

症展 -034 臨床症状から Seathre-Chozen 症候群と診断された2症例の顎顔面領域の臨
床的特徴について
Craniofacial characteristics of two Seathre-Chozen syndrome cases

疋田 理奈、辻 美千子、小林 起穂、小倉 健司、森山 啓司
HIKITA R., TSUJI M., KOBAYASHI Y., OGURA K., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Seathre-Chotzen症候群（SCS、MIM #101400）は、頭蓋縫合早期癒合症（Cs）に属するTWIST1変異による常染色
体優性遺伝疾患である。平成24年度よりCsを有する患者の不正咬合に対する矯正歯科治療も保険適応となった。SCS
の主な症状は頭蓋骨の冠状縫合の早期癒合による頭蓋の変形及び平坦な前額部、皮膚性合指や特徴的な顔貌（左右非対
称、眼間開離、高い耳輪脚を伴う耳等）と報告されている。歯科領域からのSCSに関する報告は国内外を通じ極めて少
ない。そこで今回我々は臨床症状からSCSと診断された2症例について、その顎顔面領域の臨床的特徴及び成長様相に
ついて分析を行ったので報告する。【症例1】初診時年齢6歳10か月の男児。上顎前歯の捻転を主訴に来院した。上顎前突、
上顎正中に逆生過剰埋伏歯、下顎右側中切歯の先天性欠如を認めた。生後4、5か月時に計3回の頭蓋縫合切除術、5歳
時に外斜視の手術の既往があり、左右非対称の顔貌、皮膚性合指、平坦な前額部等よりSCSと診断した。【症例2】初診
時年齢8歳10か月の男児。上下顎前歯の叢生を主訴に来院した。下顎左側側切歯の先天性欠如を認めた。4歳時に口蓋
閉鎖術の既往があり、皮膚性合指、平坦な前頭部、低身長、二分脊椎等よりSCSと診断した。2症例ともにI期治療を
経て症例1は非抜歯、症例2は上下顎小臼歯抜歯にてマルチブラケット装置を用いて治療を行った。ともに矯正歯科治
療期間中の約7年間で前頭骨の前方成長を全く認めず成長とともに前額部の平坦化が顕著となった。【考察およびまとめ】
SCSでは冠状縫合が早期癒合する影響により前額部の前方成長が限局的に阻害されるため顎顔面の成長とともに前額部
の平坦化が顕著になると推測される。SCSは表現形が多彩であり、臨床診断が難しく潜在的な症例も多いと考えられる
ため、今後は症例数を増やし更なる検討を行うことでより正確な臨床診断の一助となることが期待される。
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症展 -035 Goldenhar 症候群患者に対して矯正治療を行った一例
A case of Goldenhar syndrome treated by orthodontic and dentofacial orthopedic treatment

中川 史彦1、志賀 百年2、竹内 啓人3、松下 文彦4

NAKAGAWA F.1, SHIGA M.2, TAKEUCHI H.3, MATSUSHITA F.4

1榛原総合病院矯正歯科、2聖隷浜松病院矯正歯科、3聖隷浜松病院口腔外科、4榛原総合病院口腔外科

【目的】Goldenhar症候群は下顎骨形成不全を主徴とする鰓弓症候群に眼球結膜類上皮腫や脊椎の異常を合併した症例
である。障害が顔面に顕著に伴うことが多く患者は早期の治療を希望されるが、成長とともに変形が憎悪する症例も
あり治療法の選択やそのタイミングを見極めることが重要となる。今回演者らはI期治療に可撤式の床装置を用いて
下顎の成長誘導を含めた治療を行い、その後II期治療にて外科的矯正治療を行ったので報告する。【症例】患者は5歳
4か月の女児で開咬と下顎右側偏位のため当院形成外科より紹介された。初診時口腔内は乳歯列で下顎骨の右側偏位
が上下顎前歯正中にて4mm偏位していた。Overjetは10mm、overbiteは-6mmと骨格性の小下顎および開咬を呈した。
また、パノラマX線写真より右側下顎枝の変形は顕著でPruzansky分類のGrade IIIに相当し、下顎右側5番の先天欠
如を認めた。I期治療として6歳4か月より舌突出癖を改善するため、上顎にプレートタイプのタングクリブを2年11
か月間用い、その後Bite Jumping Applianceを3年間用いた。その結果、overjetは6mm、overbiteは-1mmと改善し、
患側である右側下顎枝の大きな成長を認めた。II期治療として12歳11か月より上下顎左右智歯および上顎左側4番を
抜歯して外科的矯正治療を開始した。術前矯正治療は1年2か月間行って、上顎にLe Fort I型骨切り術を、下顎に下
顎枝矢状分割術を適応して左右差の改善を行った。術後矯正治療は1年3か月間行い、15歳4か月時に保定に移行した。

【考察およびまとめ】今回、I期治療にて患側下顎枝の成長誘導をおこない、II期治療にて外科的矯正治療を用いて良
好な結果を得た。鰓弓症候群に対する非対称治療には後戻りが多いという報告もあることから、今後長期的な経過観
察を続けていく予定である。

症展 -036 Marfan 症候群関連疾患4症例の混合歯列期における頭蓋顎顔面形態の特徴について
Maxillofacial morphology of 4 cases of Marfan-related disorders in mixed dentition stage

馬場 優里1、駒崎 裕子1、宮本 順1、小倉 健司1、高田 潤一1、平林 恭子1、阿彦 希1,2、馬場 祥行1,2、
小林 起穂1、辻 美千子1、森山 啓司1

BABA Y.1, KOMAZAKI Y.1, MIYAMOTO J.1, OGURA K.1, TAKADA J.1, HIRABAYASHI K.1, AHIKO N.1,2, BABA Y.1,2, 
KOBAYASHI Y.1, TSUJI M.1, MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野、2国立成育医療研究センター感覚器・形態外科学小児歯科・矯正歯科（ 東京 ）

【目的】Marfan症候群（MFS）が矯正歯科外来に来院する機会はしばしば認められるが、TGF-βシグナル伝達経路に起因す
る結合組織疾患であるMFS関連疾患［Shprintzen Goldberg症候群（SGS）、Loeys Dietz症候群（LDS）、Beals症候群（BS）
など］については、発症頻度が低く、頭蓋顎顔面形態の特徴に関する報告も未だ少ない。そこで今回、東京医科歯科大学歯
学部附属病院矯正歯科外来および国立成育医療研究センター病院歯科外来を受診したMFS関連疾患4症例の混合歯列期に
おける頭蓋顎顔面形態の特徴について報告する。【症例1】初診時年齢9歳9か月、SGSの女児。SGSの主症状である頭蓋骨
早期癒合を併発しており、頭蓋形成術および顔面形成術の既往があった。中顔面部は低形成を示し、眼間解離および上向
きの鼻を認めた。また吸指癖を有し、前歯部開咬および上下顎前歯部の唇側傾斜を認めた。【症例2】初診時年齢9歳6か月、
LDSの男児。LDSに特徴的な症状である口蓋裂を併発しており、口蓋形成術の既往があった。また下顎右側第二小臼歯の
先天性欠如および上顎両側側切歯の口蓋側転位を認めた。【症例3】初診時年齢7歳7か月、BSの女児。先天性耳介奇形およ
び前頭隆起を伴っていた。また、下顎前歯部の軽度叢生および下顎左側第二乳臼歯にエナメル質形成不全を認めた。【症例4】
初診時年齢8歳0か月、BSの女児。先天性耳介奇形を伴っており、顔面左右非対称で、左側低形成を認めた。また過蓋咬
合を呈していた。【考察およびまとめ】MFSに類似した特徴として、セファロ分析においては、N点の位置異常を認め、歯
列模型を用いた距離計測においては、上下顎ともに歯列弓幅径の狭小、歯列弓長径の増大および深い口蓋を認めた。矯正
歯科治療においては、疾患特有の全身症状とそれぞれの臨床的特徴を考慮した治療計画立案が必要であると考えられる。
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症展 -037 当科にて長期経過観察を行った Klippel-Trenaunay-Weber syndrome の1
例 －顎顔面の成長様相について－
Long-term observation of maxillofacial growth in a Klippel-Trenaunay-Weber syndrome patient

小川 卓也、村本 慶子、森山 啓司
OGAWA T., MURAMOTO K., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

【目的】Klippel-Trenaunay-Weber syndrome （KTWS） は、四肢に認められる混合型脈管奇形と片側肥大症を伴う先天
性疾患である。胎生期における脈管形成異常により生じた病変は自然退縮することなく進行し、潰瘍、患肢の形態・
機能異常、整容上の問題等により長期にわたり患者のQOLを損なうことがある。平成22年よりKTWS患者に対する
矯正歯科治療に保険適用が可能となったものの、歯科領域からのKTWSに関する報告は少ない。そこで当分野におい
て長期管理を行ったKTWS1例の顎顔面の成長様相について報告する。【症例】初診時年齢5歳3か月の女児。上下顎骨
の形態に著明な左右差を認めなかったが、左側の頬部、上顎歯槽部ならびに舌乳頭の肥大がみられた。また左側の口
角ならびに頬粘膜に潰瘍を認めた。Overjetは-2.0mm、overbiteは-1.5mmで、SNA、SNBは各々 87.7°、83.8°と上下
顎骨の前方位を認め、下顎下縁平面角は28.3°であった。また、U1 to FH planeは106.5°、IMPAは93.4°で上下顎中切
歯の唇側傾斜を認めた。当初、咬合時に頬粘膜を排除するための可撤式装置の適用を試み、その後7歳7か月から9歳
4か月までは、低位舌を防ぐ目的でウェッジプレートを使用した。現在15歳10か月、永久歯への交換が終了し、前歯
部・側方歯部ともに良好な咬合状態を呈している。【考察およびまとめ】本疾患において、一般に成長に伴い病変は増
大傾向を示すと言われているが、本症例では頬部や歯槽部の著明な肥大化はみられず、上下顎骨の成長にも左右差は
認められなかった。しかしながら、本疾患にみられる病的過成長に対して、根治的治療法はなく、成長終了後も病態
進行の可能性もあると言われており、継続的管理が必要だと考えられる。

症展 -038 前歯部開咬および重度叢生を伴う妖精症の一例
A case of Leprechaunism syndrome with anterior open bite and severe crowding 

中村 政裕1、村上 隆1、山城 隆2、山本 照子3、上岡 寛4

NAKAMURA M.1, MURAKAMI T.1, YAMASHIRO T.2, TAKANO-YAMAMOTO T.3, KAMIOKA H.4

1岡山大学病院矯正歯科、2大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、3東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野、
4岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】妖精症はインスリン受容体の遺伝子変異に起因する重度のインスリン抵抗性を特徴とした常染色体劣性遺伝性
疾患である。重度の糖代謝障害によって出生後数年以内の致死率が高いが、インスリン様成長因子（IGF-I）の継続投
与によって生存期間が伸びることが報告されている。今回我々は、IGF-Iの長期投与を受けている妖精症患者に対し、
包括矯正歯科治療を行い、良好な治療結果を得たため報告する。【症例】初診時年齢11歳11か月の男児。叢生および
前歯部開咬を主訴に来院した。出生時、妖精症と診断され1歳7か月からIGF-Iの投与を受けていた。特徴的な妖精様
顔貌を呈し、口腔内所見として巨舌、最大+7S.D.を超える歯冠幅径、上下顎重度叢生歯列、前歯部開咬、両側アン
グルIII級が認められた。妖精症を伴う骨格性I級、ハイアングル、前歯部開咬、重度叢生症例と診断された。糖代謝
が制御されており矯正治療が可能であったため一期治療を開始した。口腔衛生指導と共に成長経過観察を行い、形態
異常を呈していた上顎両側第二大臼歯を抜歯し、夜間のチンキャップ装着を指示した。下顎骨の成長終了後、上下顎
歯列の重度叢生の改善を目的に上顎両側第一小臼歯および下顎両側犬歯抜歯を伴う二期治療を開始した。固定源獲得
のため上下顎臼歯部に歯科矯正用アンカースクリューを埋入した。治療の結果、概ね良好な咬合関係を獲得した。保
定一年経過後、わずかな後戻りが認められるが、安定した咬合を維持している。【考察およびまとめ】本症例における
不正咬合の病態がインスリン受容体遺伝子変異に起因するか、IGF-I長期投与によるものかは定かではない。しかし、
本症例報告は重度叢生を伴う妖精症に対し包括矯正歯科治療を行った初の報告であり、著しく巨大な歯牙を有する本
疾患に対する矯正歯科治療において歯科矯正用アンカースクリューの併用が有用であることが示唆された。
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症展 -039 思春期 skeletal Class III 不正咬合症例にスケルタルアンカレッジを用いて
上顎前方牽引を行った症例
Maxillary protraction with skeletal anchorage in an adolescent case with Class III

今野 正裕、飯嶋 雅弘、今野 萌、溝口 到
KONNO M., IIJIMA M., KONNO M., MIZOGUCHI I.

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

【目的】上顎前方牽引装置の効果的な適用時期は、4歳から10歳の思春期性成長前（頚椎の成長ステージCS1からCS2の間）と
言われている。しかし近年では、上顎骨を直接前方牽引することで、効果の上昇と適用時期の拡大が可能になるという報告
がみられるようになった。そこで今回我々は、成長ステージCS3のskeletal Class III不正咬合の11歳男児に対して上顎骨に
スケルタルアンカレッジを埋入しそこから直接前方牽引を行った。その結果、成長ステージCS3にもかかわらず、上顎骨は
著しく成長し、良好な側貌を獲得したので報告する。【症例】初診時年齢11歳7か月の男児。主訴は受け口であった。側貌は
concave typeであった。骨格系は上顎骨後退、下顎骨前方のskeletal Class III、medium angleであった。歯系は上顎中切
歯は唇側傾斜、下顎中切歯は舌側傾斜であった。口腔内所見としては、臼歯関係はAngle III級で、第二大臼歯以外の永久
歯は萌出済みであり、前歯部は反対咬合であった。成長分析では、成長ステージCS3であった。治療経過としては、上顎骨
の両側に矯正用インプラントアンカー（仮称）;プレートタイプを埋入し、上顎前方牽引装置とゴムで結んだ。7か月後、被蓋
は改善したが装置は継続して使用した。装着から2年で装置を撤去した。セファロ分析の結果SNA角は79.9°から86.7°と大
きくなった。現在、装置撤去から2年が経過し、成長のステージCS5となり咬合も安定している。【考察およびまとめ】本症
例は、頚椎の成長ステージCS3で、上顎前方牽引装置の効果の低い時期に治療を開始した。そのため、従来法の牽引方法で
はなく、スケルタルアンカレッジを用いて上顎前方牽引を行った。その結果、上顎骨の成長の著しい促進がみられ、被蓋の
改善と良好な側貌を獲得することが出来た。これらから、上顎前方牽引装置の適応時期を超えた症例であっても、上顎骨を
直接前方に牽引することで成長を促進することが示唆された。

症展 -040 大臼歯 III 級仕上げ治療による骨格性下顎前突症3例の長期経過報告
Long-term stability of skeletal class III malocclusion treated by mandibular premolar extraction

小坂 竜也、吉岡 美幸、山田 薫子、小坂 肇
KOSAKA T., YOSHIOKA M., YAMADA K., KOSAKA H.

小坂矯正歯科（ 東京 ）

【目的】下顎前突傾向を有する患者の治療法は矯正単独治療、外科的矯正治療、インプラントアンカレッジの利用等、
多岐に渡る。当院では中軽度の下顎前突症例に対し、下顎小臼歯片顎抜歯により治療後の大臼歯関係をIII級とする
矯正単独治療を選択することがある。今回、上記治療法による動的治療後の長期経過について3例報告する。【症例】
症例1.初診時年齢23歳8か月女性、ANB-2°、overjet -2mm、overbite+4mm、前歯部反対咬合を呈していた。動的治
療期間2年8か月、上下顎サーカムフェレンシャルタイプリテーナを使用し2年の保定管理の後、自己管理に移行し
た。動的治療後14年10か月経過時、良好な咬合状態並びに顔貌が維持されていた。症例2.初診時年齢16歳3か月女性、
ANB-4°、overjet -4mm、overbite+2mm、前歯側方歯の反対咬合を呈していた。動的治療期間2年8か月、上下顎
サーカムフェレンシャルタイプリテーナを使用し2年の保定管理の後、自己管理に移行した。動的治療後21年11か月
経過時、概ね安定した咬合と顔貌の調和が認められた。症例3.初診時年齢15歳0か月女性、ANB-2°、overjet-5mm、
overbite+0.5mm、前歯部反対咬合を呈していた。動的治療期間2年0か月、上下顎サーカムフェレンシャルタイプリ
テーナを使用し2年5か月の保定管理の後、自己管理に移行した。自己管理にて8年経過時、下顎に空隙を認め、患者
希望により1年1か月の再治療を行った。再治療後8年3か月経過時、良好な咬合状態並びに顔貌の調和が認められた。

【考察およびまとめ】今回報告した3症例は、長期経過において咬合の維持だけでなく、顔貌の調和並びに歯周組織の
安定が図られていた。本治療法は非外科的治療を希望する下顎前突症治療の一選択肢として有用と考えている。
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症展 -041 歯科矯正用アンカースクリューを使用した骨格性 II 級、前歯部開咬成人症例
An adult case of Skeletal Class II anterior open-bite treated using orthodontic anchor screw

竜 立雄1、南條 章太郎2、渡辺 敦1、三村 千春1、福井 和徳1

RYU T.1, NANJO S.2, WATANABE A.1, MIMURA C.1, FUKUI K.1

1奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野、2三軒茶屋矯正歯科クリニック（ 東京 ）

【目的】開咬を伴う下顎後退による上顎前突症例は、垂直的、前後的にも骨格性要因が大きく、成人患者においては外
科的矯正治療を必要とする場合が多いが、患者が顎矯正手術を希望されないこともある。そこで今回、骨格性開咬お
よび下顎後退による上顎前突の成人症例に歯科矯正用アンカースクリューを適用し、矯正治療単独で非抜歯治療を行
い良好な結果が得られたので報告する。【症例】開咬、上顎前突に起因する咀嚼障害を主訴に来院した48歳9か月の成
人女性症例。開業医では治療困難と説明を受け、当科を紹介され受診となる。外科的矯正治療は希望していない。正
貌は対称的で、側貌はconvex typeを呈していた。大臼歯関係はAngleII級でoverjetは+5.5mm、overbiteは-4.5mm
であり、上顎歯列弓の狭窄による交叉咬合と認められた。全顎的な歯槽骨の水平性骨吸収と上顎左側、下顎左右側第
三大臼歯が認めた。側面頭部エックス線規格写真分析の結果、骨格性II級、ハイアングルを示し下顎の後方回転を認
めた。上下顎前歯歯軸は標準範囲であった。以上より、下顎前歯部叢生を伴うAngleII級、骨格性II級の開咬、下顎
後退による上顎前突症例と診断した。治療方針として上顎左側、下顎左右側第三大臼歯の抜去し、固定源として上顎
左右側第二小臼歯・第一大臼歯間に歯科矯正用アンカースクリューを埋入し、上顎歯列の遠心移動および上顎大臼歯
の圧下を行うこととした。プリアジャステッドアプライアンス（.022 slot）を使用し、上顎にはトランスパラタルアー
チを併用した。舌位の改善のためMFTを行った。【考察およびまとめ】歯科矯正用アンカースクリューを使用し、上
顎歯列の遠心移動と上顎大臼歯の圧下を行い、下顎の反時計方向への回転により上顎前突と骨格性開咬を改善し矯正
治療単独で動的治療を終了した。患者は治療結果に満足され、QOLの向上に貢献できたと考えている。

症展 -042 口蓋、下顎の歯科矯正用アンカースクリューで遠心移動及び圧下により改善し
た骨格性 II 級開咬症例
Skeletal Class II openbite treated by distalization and intrusion with palatal and mandibular 
anchor screws

斉宮 康寛1、加藤 旬1、三浦 千尋1、今村 栄作2

ITSUKI Y.1, KATO J.1, MIURA C.1, IMAMURA E.2

1神宮前矯正歯科（ 東京 ）、2横浜総合病院歯科口腔外科（ 神奈川 ）

【目的】骨格性II級開咬症例には上顎のインパクション及び下顎のアドバンスを伴う外科矯正治療が第一選択肢である。
しかしながら、術後腫脹、疼痛、入院、合併症などのため外科治療を拒む患者も依然多い。また下顎のアドバンスに
よる下顎頭の吸収が起こり、後戻りすることも稀ではない。今回は歯科矯正用アンカースクリュー（i-station）を用いて、
非抜歯遠心移動と圧下で下顎をカウンタークロックワイズローテーションさせ良い治療結果を得たのでここに報告す
る。【症例】26歳女性 主訴は開咬、口唇の突出及び顎がない。Angle Class II overjet +8mm overbite -9mm 第一大臼
歯より前方歯は咬合しておらず開咬を示した。レントゲン所見より下顎頭の吸収が認められた。ANB 5.4°と骨格性
II級関係を示し、SNB 67°FMA 48°Cd-Go 44mmと、下顎頭の吸収により下顎枝が短く下顎は後退し後下方に回転し
ていた。治療方針として上下顎の第3大臼歯を抜歯し、歯科矯正用アンカースクリューを口蓋及び下顎に用いて、上
下顎の臼歯の圧下及び遠心移動を行った。加えて下顎前歯を圧下することで下顎の更なるカウンタークロックワイズ
ローテーションを起こし、開咬及び口唇突出の改善を図った。治療結果は、上顎臼歯は約9mmの遠心移動と約5mm
の圧下、下顎臼歯は約8mmの遠心移動と2mmの圧下を示し下顎前歯は3mm圧下した。それにより下顎は8mm前方
移動し4mm上方移動した。ANBは2°SNBは70°FMAは45°に改善した。【考察およびまとめ】歯科矯正用アンカース
クリュー（i-station）を用いることで、本来ならば外科矯正でしか治せない症例も外科とほぼ同様な治療結果を残すこ
とができた。
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症展 -043 歯科矯正用アンカースクリューを用いて上下顎歯列を遠心移動した上下顎前突症例
A case of bimaxillary protrusion treated by distal movement of maxillomandibular dentition 
using mini screws

前田 綾、福嶋 美佳、宮脇 正一
MAEDA A., FUKUSHIMA M., MIYAWAKI S.

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座歯科矯正学分野

【目的】最近、歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療により、矯正歯科治療の選択肢が広がっている。しかし、上下
顎前突の治療において、歯科矯正用アンカースクリューを用いて非抜歯で治療した報告はほとんどない。我々は、上下
顎前突症例において、歯科矯正用アンカースクリューを用いて上下顎歯列の遠心移動を行い、良好な結果を得たので報
告する。【症例】患者は矯正歯科初診時年齢24歳3か月の女性。主訴は上顎前歯の突出と下顎前歯の叢生であった。ANB
角は3.0°で骨格性I級、臼歯関係はほぼI級、犬歯関係はII級であった。下顎歯列のA.L.D.は-3.0mmで軽度の叢生を認めた。
Overjetは+6.0mm、U1 to FHは120.5°で上顎中切歯は唇側傾斜しており、L1 to APoは6.0mmで下顎中切歯は前方位であっ
た。E-lineからの距離は上口唇が＋2.0mm、下口唇が＋4.0mmで、口唇は突出していた。以上から、下顎前歯の軽度叢生
を伴う上下顎前突症例と診断した。歯科矯正用アンカースクリューを上下顎両側第二小臼歯の遠心に埋入し、マルチブ
ラケット装置と歯科矯正用アンカースクリューによる治療で上下顎歯列の遠心移動を行うことにした。動的治療期間は1
年6か月で、上顎歯列は約3.0mm遠心移動、下顎歯列は約2.0mm遠心移動した。U1 to FHは108.0°に改善し、E-lineから
の距離は上口唇が-1.0mm、下口唇が0.0mmとなり、上下顎前突は改善した。【考察およびまとめ】本症例では、上下顎前
突の改善のために、上下顎両側小臼歯の抜去による治療も考えられたが、約3mmの歯列全体の遠心移動が可能であれば
上下顎前突を改善できることから、歯科矯正用アンカースクリューによる歯列全体の遠心移動を行って治療した。治療
結果から、本症例と同程度の上下顎前突症例の場合、歯科矯正用アンカースクリューを使用した治療は、約1年半の治療
期間で上下顎前突を改善でき、さらに小臼歯の抜去が避けられることから、有効な治療であることが示唆された。

症展 -044 藤田の発明した矯正治療方法とシステムによる症例 上下顎前突
Cases by the orthodontic treatment method and system that Fujita invented Bimaxillary 
protrusion

藤田 欣也1、川村 卓也2、藤田 浩嗣3、山崎 信夫4、小田 博雄5

FUJITA K.1, KAWAMURA T.2, FUJITA K.3, YAMAZAKI N.4, ODA H.5

1自由が丘南口デンタルクリニック（ 東京 ）、2かわむら矯正歯科ラポール元町クリニック（ 神奈川 ）、3やまじ歯科クリニック（ 群馬 ）、
4山崎歯科クリニック（ 埼玉 ）、5神奈川歯科大学

【目的】歯列の内側である口蓋側、舌側からの矯正力によって歯を三次元的総合的に移動して不正咬合を治療する方法を藤田
欣也は1967年頃に思い付き、研究を重ねた。1978年に前記矯正治療方法とそれに基づいて発明した治療システムとその小
臼歯4本抜去2症例（新たに考案した咬合障害の無いテクニックによる過蓋咬合上顎前突症例を含む）を学会および学会誌に
発表した。このメソッドに基づくシステムが上顎前突、上下顎前突の治療に適していることは、1982年に学会で発表した藤
田欣也の前歯移動の理論によって明らかにされている（歯科臨床講座カラーアトラス、医歯薬出版、1983年）。【症例】成人では、
主訴が歯並びであっても丁寧に問診すると口唇を問題にしていることが多い。このような場合の治療はInterincisal角度を
標準より5度以上大きく目標を設定し、歯の移動をIMPAで調整する。患者は成人女子2名、被蓋が装置による咬合障害の
恐れがない状態であったので上顎に装置を着け、装置の生物学的適応を確認した後、下顎にも装置を着け、上下第一小臼歯
を抜去した。症例1.治療前 ANB 4°、FMA 31°、Interincisal 103°、E line 上唇 + 2.0mm、下唇 + 6.5mm。治療後ANB 3°、
FMA 31°、Interincisal 130度、E line 上唇 0.0mm、下唇 + 2.5mm。症例2.治療前 ANB 5°、FMA 30°、Interincisal 103°、
E line 上唇 + 7.0mm、下唇 + 10.5mm。治療後 ANB 5°、FMA 32°、Interincisal 130°、E line 上唇 + 2.5mm、下唇 + 2.5mm。
いずれの症例においても咬合および口唇の前後的変化に良好な治療結果が得られた。【考察およびまとめ】成人の上下顎前突
では問診が特に重要である。本メソッド基づく3スロットインサイドブラケット、マッシュルームアーチワイヤー装置、本
テクニックは上下顎前突症の治療に効果的であったと考えられた。装置が人目につかないことによる患者のメリットは甚大
であった。
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症展 -045 上下顎小臼歯および第一大臼歯を抜去した著しい叢生症例
Treatment of a severe crowding case with extraction of premolars and first molars

佐藤 琢麻、田渕 雅子、浅岡 諒、牧野 衣利子、濱野 詩織、宮澤 健、後藤 滋巳
SATO T., TABUCHI M., ASAOKA R., MAKINO E., HAMANO S., MIYAZAWA K., GOTO S.

愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】叢生症例の矯正歯科治療において、通常は小臼歯を抜歯部位として選択することが多く、咬合のkey toothと
される第一大臼歯を抜歯部位として選択することは少ない。しかし、叢生量が著しく、小臼歯の抜去のみではスペー
ス獲得が不十分であり、かつ第一大臼歯が歯冠崩壊し予後不良である場合、抜歯部位の対象として、咬合の回復を図
ることは大きなメリットと考える。今回、著しい叢生症例において、上下顎小臼歯に加え予後不良な第一大臼歯を抜
去し治療を行ったところ、良好な結果が得られたので報告する。【症例】初診時年齢20歳5か月の女性、歯がガタガタ
していることを主訴に来院された。側貌所見より上下唇の突出感、頤筋の緊張を認めた。セファログラム所見より上
顎前歯は唇側傾斜しており、下顎前歯は唇側位であった。overjet、overbiteはともに4.0mmであり、アーチレングス
ディスクレパンシーは上顎-3.9mm、下顎-16.0mmであった。また、上顎右側第一大臼歯は残根状態であり、下顎左右
側第一大臼歯には重度う蝕が認められ歯冠崩壊しており、下顎左側第一大臼歯は保存不可能であった。上下顎第三大
臼歯は存在していた。そこで、小臼歯に加えて4本のうち3本が予後不良である第一大臼歯を抜去し、臼歯部の咬合
の確立を図る治療方針を計画した。また、上下顎の第三大臼歯は咬合に参加させることとした。治療後、上下顎前歯
が後退したことにより上下唇の突出感は改善した。咬合関係は、左右ともに上顎第二大臼歯と下顎第二大臼歯がI級
関係となり、犬歯、小臼歯もI級関係を獲得した。【考察およびまとめ】本症例のように大臼歯を抜去する場合、抜歯
空隙の閉鎖と歯根のパラレリングに留意して治療を行う必要がある。そのためには、臼歯をアップライトさせながら
近心移動させる必要があり、今回使用したティップバックベンドを付与したキーホールループによるループメカニク
スは有効であると考えられた。

症展 -046 歯冠修復や根管治療済みの歯を抜去し埋伏した４本の第三大臼歯を歯列内誘導
した Angle II 級１類成人症例
The replacement of repaired premolars and molars by four impacted third molars in adult 
patient

友成 博1、池森 宇泰1、大賀 泰彦2、權 相豪2、宮脇 正一2

TOMONARI H.1, IKEMORI T.1, OGA Y.2, KWON S.2, MIYAWAKI S.2

1鹿児島大学医歯学域医学部歯学部附属病院発達系歯科センター矯正歯科、
2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座歯科矯正学分野

【目的】上下顎前歯部の叢生と上下顎両側第三大臼歯の埋伏を伴うAngle II級1類成人症例に対し、広範囲な歯冠修復や根管
治療済みの小・大臼歯を優先的に抜去し、埋伏した健全な上下顎両側第三大臼歯を歯列内誘導し、良好な咬合を獲得出来た
ので報告する。【症例】初診時年齢23歳6か月の女性で、上下前歯部の叢生を主訴に来院した。正貌は左右対称、側貌はコンベッ
クスタイプであった。オーバージェットは4.5mm、オーバーバイトは1.0mmで、臼歯関係は両側Angle II級であった。アー
チレングスディスクレパンシーは、上顎が -12.5mm、下顎が -8.2mmで、左側臼歯部に鋏状咬合が認められた。セファロ分
析の結果、骨格性I級ハイアングルで、上下顎中切歯は唇側傾斜を呈していた。パノラマ所見より、上下顎両側第三大臼歯
は埋伏し、上顎両側第二大臼歯の歯根吸収が疑われた。治療経過として、歯冠修復の大きい上顎両側第二小臼歯と第二大臼歯、
根管充填済みの下顎左側第二小臼歯と下顎右側第一大臼歯および下顎左側第二大臼歯を抜去し、エッジワイズ装置を用いて、
上下顎両側第三大臼歯の歯列内誘導を試みた。また、上顎前歯の舌側移動には、歯科矯正用アンカースクリューを加強固定
として用いた。動的治療期間は39か月であった。治療の結果、上下顎前歯部叢生と左側臼歯部の鋏状咬合は改善され、4本
の健全な第三大臼歯の歯列内誘導により機能的な臼歯部咬合が獲得された。【考察およびまとめ】成人患者の矯正歯科治療に
おいて、便宜抜去が必要な場合、広範囲な歯冠修復、抜髄済み、根尖病巣および歯根吸収など、健全でない歯が存在するこ
とがあり、抜去部位の選択に苦慮することがある。本症例のように、埋伏した健全な第三大臼歯が存在する場合、歯冠修復
や根管治療済みの小・大臼歯を優先的に抜去し、残された健全歯を積極的に温存しながら機能的な咬合を確立することも矯
正治療の一つの有益な選択肢と考えられえた。
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症展 -047 歯根湾曲した下顎埋伏第一大臼歯を開窓牽引した際、同時に下顎管も牽引され
た１症例
A case of traction of impacted mandibular first molar with curved root

三木 善樹
MIKI Y.

札幌医科大学医学部口腔外科学講座

【目的】当科では埋伏歯に関する治療依頼は極めて多く、年間450件にも達する。その中には様々な原因で埋伏した第一・第
二大臼歯に遭遇する機会も多くみられる。そのような歯に対しては、年齢や口腔内環境、矯正治療ができない等の理由で
抜歯に至るケースもあるが、開窓・牽引法により咬合に参加させることができれば患者のQOL向上に寄与することも可能
である。今回、歯根が湾曲した下顎埋伏第一大臼歯を開窓牽引した際に下顎管まで牽引された稀有な症例を経験したので
報告する。【症例】初診時年齢11歳7か月の女子。近医にて左側下顎第一大臼歯の完全埋伏を指摘され来院した。口腔内は
HellmanのDental age IIIB、左側下顎第一大臼歯は完全埋伏していた。パノラマＸ線写真所見では、左側下顎下縁に歯根が
近接しさらに歯根が大きく湾曲した埋伏第一大臼歯を認め、その遠心歯冠部に第二大臼歯が近心傾斜していた。3DCT画像
から、遠心根は2根あり、その2根で下顎管を抱え込んでいることが認められた。治療方針として抜歯も検討されたが、下
歯槽神経麻痺のリスクが大きいため開窓・牽引術を行うこととした。近心傾斜した第二大臼歯は歯冠がまだ骨内に埋入して
いたため、同時に牽引した後遠心傾斜を行い、埋伏歯の萌出余地を獲得した。それに伴い第一大臼歯も牽引され、最終的に
上顎と咬合させるまでに至り、下歯槽神経麻痺もなく咬合機能も回復した。動的治療終了時の3DCT画像から、下顎管も同
時に牽引されていることが認められた。動的治療期間は2年2か月であった。【考察およびまとめ】本症例は、抜歯も検討さ
れた下顎埋伏第一大臼歯に対して開窓・牽引術を施行し、神経麻痺もなく咬合に参加させることができた。その際に、湾曲
した歯根によって抱え込まれていた下顎管も同時に牽引されるという稀な現象を経験した。今後、この歯は歯内療法ならび
に抜歯も困難であるため、長期的な口腔内ケアが必要である。

症展 -048 第Ι期矯正治療にて閉塞性睡眠時無呼吸の改善がみられた Pierre Robin 
Sequence の1例
A case of Pierre Robin Sequence with obstructive sleep apnea improved by orthodontic 
treatment

犬束 信一1、黒柳 範雄2、犬束 康実1、鈴木 洋一3

INUZUKA S.1, KUROYANAGI N.2, INUZUKA Y.1, SUZUKI Y.3

1いぬづか矯正歯科（ 愛知 ）、2碧南市民病院歯科口腔外科、3碧南市民病院耳鼻咽喉科

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）は睡眠中の咽頭閉塞により呼吸と睡眠が障害される疾患である。一般に成人OSAの治療
には、経鼻的持続陽圧呼吸療法（CPAP）や口腔内装置が選択される。また小児OSAでは、アデノイド・口蓋扁桃摘出術のほか、
急速上顎拡大や下顎骨の骨延長も報告されている。しかし手術療法に比較して、顎成長発育主体の矯正治療を行った小児
OSAの報告は少ない。今回、第Ι期矯正治療によりOSAを劇的に改善させたPierre Robin Sequence（PRS）症例を経験した
ので、その治療概要と文献的考察を含め報告する。

【症例】初診時年齢13歳1か月の男子、小下顎症の治療希望で来院した。正貌は左右対称、側貌はオトガイ部の後退を認めた。
口腔内所見は、OJ: +8.5mm、OB: +8.0mm、大臼歯関係は両側アングルΙΙ級で、下顎骨の後方位ならびに下顎骨体の短小
を認めた。既往歴として、低体重出生、5歳時に扁桃切除、またH25年には睡眠ポリグラフ検査（PSG）でApnea Hypopnea 
Index（AHI）54.4回/ｈと高値を認めCPAP療法開始となっていた。治療経過として、バイオネーターで下顎骨前方誘導を開
始し、大臼歯咬合関係Ι級を確立した後に上下顎歯列にそれぞれquad-helix、bi-helixを装着して当院独自の下顎前方誘導
装置を装着した。第Ι期矯正治療開始2年後には前後的顎間関係の改善、上下顎歯列幅径の拡大、ならびに下顎骨体の増大
が認められ、さらにPSGでAHIは3.2回/ｈと著しい改善を認めた。

【考察およびまとめ】本症例では、重度のOSAを伴うPRSに成長発育を主な目的とした第Ι期矯正治療を行うことで、睡眠
障害が著明に改善された。小児OSAにおいて、顎骨の成長発育を誘導する第Ι期矯正治療は有用と思われ、小児OSAの治
療方針の選択枝に加えていくことは重要ではないかと示唆された。
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症報 -001 小臼歯抜歯治療を行った上下顎前突症例
A case report of bimaxillary protrusion treated by extraction of premoler

矢島 恵理
YAJIMA E.

てつえりデンタルクリニック（ 千葉 ）

【症例】19歳1か月 女性【初診】2009年11月【主訴】口元の突出感が気になる、受け口のような気がする。【所見】顔貌
は、正貌は、ほぼ左右対称で、側貌は、ストレイトタイプであるが、もともとの厚みのある口唇のために口唇の突出
感が強い。口腔内所見は、大臼歯関係は、右側Angle Class III、左側Angle Class Iで、犬歯関係は右側I級、左側II
級である。overjet 2.0mm、overbite 1.0mmで前歯部の被蓋が浅い。上下顎前歯の正中はほぼ一致している。上顎前
歯部に多少の叢生が認められる。セファロ所見では、ANB-2.0°で、上下顎骨のバランスはskeletal Class IIIである。
U1toFH120.0°、IMPA84.0°で、上顎前歯唇側傾斜が認められる。軟組織は、E-lineに対して、上唇は1.0mm後退、下
唇は2.0mm突出していた。【診断】上顎前歯唇側傾斜を伴う上下顎前突症例【治療方針】上下顎両側小臼歯を抜歯して、
上下顎前歯を後退させ前歯の被蓋を改善し、主訴の改善を図った。【治療経過】固定として、パラタルナンスを用いた。
上下顎両側第一小臼歯を抜歯した。マルチブラケット装置を装着し、レベリング後、犬歯の遠心移動、前歯のリトラ
クションを行い、大臼歯関係、前歯の被蓋を改善した。治療途中で、III級顎間ゴムを用いた。途中で、海外留学のた
め5か月間来院しなかった期間を含めて、動的治療期間は3年0か月であった。保定装置は、上顎にアップラウンドタ
イプリテーナー、下顎に小臼歯間リンガルボンデッドリテーナーを選択した。現在は保定後2年以上経過しているが、
良好な咬合を維持している。【考察】小臼歯抜歯治療によって、上下顎前歯の傾斜と前歯部被蓋が改善され、患者の主
訴の改善が得られた。患者の顎間ゴムの使用が協力的だったため、治療がスムーズに進んだ。

症報 -002 叢生を伴う上顎前突症例
Skeletal maxillary protrusion with crowding

田中 久
TANAKA H.

むろふし歯科（ 茨城 ）

【症例】33歳11か月女性【初診】2010年10月【主訴】前歯が出ている。【所見】正貌はやや右側に偏位、側貌はコンベッ
クスタイプ。ANB（7.5°）から上下顎骨の相対的位置関係は下顎が後方位。skeletal Class II。U1 to A-Pog（16.3mm）、
L1 to A-Pog（15.5mm）から上下顎歯槽基底部に対して上下顎前歯は突出している。overjet 9mm、overbite 7mm。
Anterior ratio 74.4%、Over-all ratio87.6%から下顎に比べ上顎6前歯及び12歯の歯冠幅径の総和が大きい。Arch 
legth discrepancy 上顎-4mm、下顎-5mm。【診断】叢生を伴う骨格性上顎前突【治療方針】上下顎両側第一小臼歯を抜
歯し、マルチブラケット装置（.022”slot）による歯の排列と緊密な咬合の確立を行う事とした。【治療経過】上下顎両
側犬歯、小臼歯、大臼歯に マルチブラケットを装着し、レベリング開始した。5か月後に下顎両側第一小臼歯、7月
か月後に上顎両側第一小臼歯を抜歯。10か月後、上顎の第一小臼歯と第一大臼歯間にインプラントアンカー埋入（仮
称）11か月後、上下顎犬歯遠心移動開始。17か月後、上下顎前歯部にもマルチブラケットを装着し、前歯のレベリン
グ開始した。31か月後、上顎前歯部遠心移動終了し、ディテーリングを開始した。動的治療は36か月間であった。

【考察】大きなオーバージェットの原因として、歯系では、上顎のTooth Material（+2.4SD）と大きく、Overall Bolton 
Analysisでは上顎が3.9mm大きいことから、上下顎の歯冠幅径の不調和が疑われた。上顎前歯部の後方移動の妨げと
なる事から、下顎前歯部の圧下を最優先とした。U1 to A-Pog、L1 to A-Pogは大きく改善し、良好な顔貌を得られた。
しかし、Tooth size ratioの分析から、上顎が3.9mm大きく、大きなオーバージェットが残った。上顎前歯の圧下と
トルクの維持を期待して、ロングフックを利用したが効果は得られず、力系の検討が必要と思われた。保定終了後も
良好な咬合関係を維持できた。
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症報 -003 上下口唇の突出を伴う AngleII 級症例
A case report of Angle Class II with upper and lower lip protrusion

足立 理恵
ADACHI R.

矯正歯科スマイル・クリニック（ 大分 ）

【症例】28歳7か月 女性【初診】2009年11月【主訴】口元が出ているのが気になる。【所見】顔貌所見において、正貌は左
右対称、側貌はconvex profileを呈し、上下口唇の突出とオトガイ部の緊張感を認めた。口腔内所見において、大臼
歯関係は両側AngleII級、overjet+5.0mm、overbite+3.0mmであった。上下顎の叢生は軽度であった。セファロ所見
において、骨格性II級（ANB7.5°）の顎間関係を呈した。下顎前歯は唇側傾斜を呈した。【診断】上下口唇の突出を伴う
AngleII級症例【治療方針】上下顎両側第一小臼歯の抜歯を行い、上下顎マルチブラケット装置を用いて上下顎前歯を
後方に移動させる。また咬合関係の改善および緊密化を図る。最大の固定を得るため、歯科矯正用アンカースクリュー
を用いる。【治療経過】上下顎両側第一小臼歯抜歯後、上下顎にマルチブラケット装置を装着した。レベリングの後、
上顎犬歯の遠心移動、上下顎前歯部の舌側への移動を行った。その際、上顎の固定源として歯科矯正用アンカースク
リューを用いた。動的治療期間は、2年9か月であった。保定装置は上顎にラップアラウンドリテーナー、下顎に3x3
ボンディッドリテーナーを使用した。【考察】本症例では、上下口唇の突出およびオトガイ部の緊張感を改善するため
に上下顎両側第一小臼歯の抜歯を行った。固定源として歯科矯正用アンカースクリューを使用することで、アンカー
ロスすることなく上下顎前歯を大きく後退することができた。その結果として上下口唇の突出感が改善し、良好な側
貌が獲得された。また良好な咬合関係も獲得できた。動的治療後約3年半が経過した現在でも、咬合は安定している。

症報 -004 上下顎前歯叢生を伴う上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with maxillary and mandibular anterior crowding

三嶋 一平
MISHIMA I.

むらつ歯科クリニック（ 福岡 ）

【症例】22歳7か月 女性【初診】2011年7月【主訴】上下の歯のガタガタを治したい。【所見】顔貌所見にて正貌は左右対称、
側貌はConvex typeを呈す。口腔内所見にて上顎左側犬歯の低位唇側転位、下顎前歯に軽度の叢生を認める。大臼歯
関係は両側Angle Class IIを呈す。overjet＋4.5mm、overbite＋5.0mm。Arch length discrepancy は上顎－6.5mm、
下顎－3.0mm。正中線は顔面正中に対して上顎歯列正中が左側に1.0mm偏位している。セファロ所見にて骨格系は
ANB＋5.0°よりskeletal Class IIを呈し、Mand.pl. to FH 22°よりLow angleを呈す。歯系はU1 to SN 98°より上顎前
歯の舌側傾斜を認める。【診断】上顎左側犬歯の低位唇側転位および下顎前歯叢生を伴う上顎前突症【治療方針】II級エ
ラスティックゴムを併用したマルチブラケット装置での被蓋の改善、上顎前歯歯軸の改善、叢生の解消、臼歯関係I
級の確立【治療経過】患者からの強い希望があり、小臼歯非抜歯によるマルチブラケット治療を選択した。上顎前歯舌
側傾斜による前歯での早期接触による下顎位の後退がみられたため、上顎前歯の唇側傾斜を行い、下顎位が前方にシ
フトしたことを確認した。その後下顎歯列のスタビライズを行い、II級エラスティックゴムを併用して大臼歯関係の
改善を行った。臼歯部はI級関係となり、良好な前歯部被蓋を獲得した。動的治療期間は2年1か月。保定装置は上下
顎ともに犬歯間保定装置を装着した。【考察】上顎右側犬歯の低位唇側転位および下顎前歯叢生の改善のために小臼歯
抜歯の可能性も考えられたが、患者の非抜歯希望と過蓋咬合の改善のことを考慮して非抜歯にて治療を行うこととし
た。患者の協力度が良好だったため、II級エラスティックゴムをしっかり使用し、犬歯、大臼歯I級関係と良好な前
歯被蓋が獲得できた。動的治療終了後2年を経過し、安定した咬合が維持されている。
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症報 -005 叢生を伴う骨格性上顎前突症例
A case report of skeletal maxillary protrusion with crowding

柳原 一之
YANAGIHARA K.

たかた歯科（ 福岡 ）

【症例】20歳1か月【初診】2012年5月【主訴】前歯部が気になる。【所見】顔貌所見は、正貌は左右対称で、側貌はConvex 
type、上口唇にやや突出感が認められた。口腔内所見にて、大臼歯関係は両側Angle ClassII、overjet＋5mm、
overbite＋2.5 mm、上顎の正中線が4mm右側へ偏位していた。Arch length discrepancyは上顎－13.7mm、下顎－
13.7mmであった。セファロ所見にて、ANB6°とskeletal ClassIIの顎間関係を認めた。【診断】叢生を伴う骨格性上顎
前突症例【治療方針】上顎左右第一小臼歯、下顎左右第二小臼歯を抜歯し、加強固定としてヘッドギアとII級ゴムを使
用し、II級関係およびプロファイルの改善を図ることにした。【治療経過】上顎左右第一小臼歯、下顎左右第二小臼歯
を抜歯後、マルチブラケット装置を装着しレベリングを開始した。ヘッドギアを8か月、II級ゴムを7か月使用した。
動的治療は1年11か月であった。保定装置は、上顎はラップアラウンドリテーナー、下顎はリンガルボンディッドリ
テーナーを使用した。【考察】上下前歯部の著しい叢生は解消され、歯軸の改善、臼歯部のI級関係が確立されたため、
良好な咬合状態が得られた。保定開始後、2年1か月が経過しているが咬合状態は安定している。

症報 -006 成長期の上顎前突症に対する、抜歯治療症例
Extraction case for Maxillary protrusion during a growth period

大石 めぐみ
OISHI M.

歯ならび矯正歯科医院（ 愛媛 ）

【症例】11歳5か月 女子【初診】2008年5月【主訴】前歯のかみ合わせが気になる【所見】初診時顔貌所見は、正貌左右対
称。側貌所見において、上唇が短く、頤周囲筋の緊張を認める。顔面正中に対して、右上中切歯近心面が一致し、下
顎正中は右側に 2mm 偏位している。口腔内所見は、overjet 10mm、overbite 2mm 。大臼歯関係は同程度の Angle 
Class II、下顎前歯に軽度叢生を認める。セファロ所見は SNA 78°、SNB 75°、FMA 35°、L1-MP 91°、U1-SN 116°、
Go 121°。パノラマ所見は上顎左側第一小臼歯の埋伏を認める。上下左右に第三大臼歯を認める。【診断】上顎左側第
一小臼歯の埋伏を伴う Angle Class II 症例。【治療方針】上顎左右第一小臼歯と下顎左右第二小臼歯を抜歯後、上下顎
マルチブラケット装置にて臼歯関係の改善と、前歯部overjet、overbite の改善を図る。【治療経過】上下.018"×.025" 
スロットのマルチブラケット装置を装着し、叢生の改善、上顎犬歯の遠心移動、上下歯列の空隙閉鎖を行った後、上
顎.018"×.025" ss、下顎.017"×.025"ss ワイヤーを装着して咬合の緊密化を図った。動的治療期間は 27か月。保定期
間中、上顎Begg type retainer、下顎spring retainer の使用を指示した。【考察】上下顎小臼歯抜歯により前歯部被蓋
と大臼歯関係は改善した。治療期間中、下顎骨は成長したが、反時計方向に回転した。保定後 2 年以上経過し、咬合
は安定している。
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症報 -007 著しい overjet と overbite を有する上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with severe overjet and overbite

高山 尚子
TAKAYAMA H.

鶴見大学歯学部附属病院矯正科

【症例】17歳10か月 女性【初診】2008年12月【主訴】出ている上の歯並びをきれいに治したい。【所見】顔貌では、正
貌はほぼ左右対称、側貌はconvex type。口唇の突出感と口唇閉鎖時にオトガイ部の緊張が認められた。口腔内所見
は、overbite +5.2mm、overjet +13.0mm、大臼歯関係は両側共にAngle Class II、Arch length discrepancyは上顎
-3.7mm、下顎-4.3mmであった。セファロ分析所見では、ANB 8.0°とskeletal Class IIの顎間関係を認めた。下顎下縁
平面は37.0°とHigh angleを呈していた。U1 to FHは125.0°と唇側傾斜を示しIMPAは91.5°と平均的であった。【診断】
著しいoverjetとoverbiteを有する上顎前突症例【治療方針】上顎両側第一小臼歯の抜歯をおこない、歯科矯正用アン
カースクリューを用いて前歯部被蓋の改善をおこなう。A.L.D.の改善の為、上下顎ともに拡大も併せておこなう計画
とした。【治療経過】上下顎歯列弓拡大後、上顎左右第一小臼歯抜歯をおこないマルチブラケット装置にて治療をおこ
なった。上顎両側第二小臼歯近心に歯科矯正用アンカースクリューを埋入し犬歯の遠心移動及び前歯のリトラクショ
ンをおこなった。保定装置は上下顎ともにBegg typeリテーナーを装着した。【考察】歯科矯正用アンカースクリュー
を用いることにより著しいoverjetは解消し、オーバーコレクションとしてoverbiteは+1.3mmで終了した。また、下
顎前歯の唇側傾斜を抑えるために拡大をおこなったが、保定4年を経過した現在もoverbiteはやや深くなったものの
咬合関係は安定している。

症報 -008 上顎左側犬歯埋伏を伴う開咬症例
A case report of open bite with impacted upper left canine

廣瀬 美帆
HIROSE M.

美帆矯正歯科クリニック（ 兵庫 ）

【症例】15歳8か月男性【初診】2010年8月【主訴】上顎左側犬歯が萌えてこない、前歯がでこぼこしてすきっ歯である。
【所見】顔貌所見では正面は左右対称、側貌はストレートタイプであった。口唇閉鎖時には口腔周囲筋の緊張が認めら
れた。口腔内所見では、上顎左側犬歯が全く萌出しておらず前歯に叢生および空隙が認められた。前歯は開咬を呈し
ていた。大臼歯関係はAngleΙ 級であった。模型所見ではoverjet +0.5mm/overbite -0.5mmで前歯部は咬合せず上
顎歯列弓はV字型を呈していた。頭部X線所見では、骨格的な不調和は認められないものの、U1 to SN 99.5°で日本
人平均値に比べて上顎前歯は舌側傾斜が認められた。Gonial angle 139.5°、FMA 36.5°、SN-MP41.5°でハイアングル傾
向を示していた。【診断】上顎左側犬歯埋伏、前歯部開咬を伴うAngle I 級症例【治療方針】上顎左側埋伏犬歯の開窓・
牽引を行う。同歯の萌出させた後、マルチブラケット装置による咬合の改善を行う。【治療経過】まず埋伏している上
顎左側犬歯の開窓・牽引を行った。固定には上顎左右第一大臼歯に帯冠装着したリンガルアーチを利用した。同歯の
歯冠が萌出した時点でマルチブラケット装置を装着しレべリングを開始した。上顎歯列弓形態の改善および前歯空隙
をまとめることで上顎左側犬歯を歯列に導入するスペースを獲得した。上顎左側犬歯を歯列に導入後、Ideal archに
てトルクコントロールを行った。治療期間を通じてMFTを行った。【考察】埋伏犬歯を牽引するのに時間がかかった
が良好な位置に誘導することが出来た。ハイアングル傾向を呈していたため下顎下縁平面が開大しないように留意し
て治療をおこなった。MFTに対する患者協力度が非常に良好であったこと、トルクコントロールが十分行えたこと、
下顎骨の成長が残余していたため、緊密な咬合関係およびプロファイルが改善され、主訴を改善することが出来た。
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症報 -009 叢生を伴う側方歯開咬症例
A case of lateral open bite with crowding

寺久保 美紀子
TERAKUBO M.

さつき野歯科・矯正歯科医院（ 新潟 ）

【症例】17歳2か月 女子【初診】2009年12月【主訴】犬歯が気になる。【所見】顔貌所見では正貌は左右対称、側貌は上口
唇がやや突出している。口腔内所見では、overbite+1mm、overjet+3mmで、大臼歯関係が両側ともにAngle Class 
II、上顎両側犬歯の低位唇側転位を伴う叢生と側方歯部開咬が認められた。Arch length discepancyは上顎-11.6mm、
下顎-7.8mmであった。セファロ分析より、SNA77.0°、SNB74.0°、ANB3.0°。【診断】叢生を伴う側方歯部開咬症例

【治療方針】上顎両側第一小臼歯、下顎両側第二小臼歯を抜歯し、マルチブラケット装置により叢生の改善、適切な被
蓋の付与および緊密な咬合関係の確立を行う。【治療経過】部分的なブラケット装置の装着を行い、上下顎臼歯部の咬
合の安定を確認後、上顎両側第一小臼歯、下顎両側第二小臼歯の抜歯を行った。全歯にブラケット装置を装着し、レ
ベリング、犬歯の遠心移動後、咬合の緊密化を図った。動的治療期間は2年11か月であった。保定装置は上顎にベッ
グタイプリテーナー、下顎にホーレータイプを使用した。保定期間中に上下顎両側第三大臼歯の抜歯を行った。【考察】
犬歯、臼歯ともにI級関係が確立され、前歯部、側方歯部ともに緊密な咬合関係が得られた。保定開始から2年半経
過した現在も咬合状態は安定している。

症報 -010 上下顎前突を伴う Angle I 級開咬症例
A case report of Angle class I openbite with bimaxillary protrusion

石田 知里
ISHIDA C.

神原歯科矯正クリニック（ 大阪 ）

【症例】27歳7か月 女性【初診】2012年1月【主訴】前歯の歯並びが気になる。【所見】顔貌所見では、閉唇時にオトガイ
部の緊張があり、側貌はコンベックスタイプを呈している。セファロ所見では、SNA角 80.0°、SNB角 76.5°、ANB角 3.5°
と標準的な値を示したが、垂直的にはFMA 36.0°とハイアングル傾向である。U1 to SN 118.5°、U1 to NA 11.0mm、
L1 to NB 11.5mm、Interincisal angle 111.5°で上下顎前歯は唇側傾斜している。口腔内所見は、大臼歯関係は左右共
にI級、overjet 3.0mm、overbite -2.0mmで前歯部に開咬が認められる。【診断】上下顎前歯の唇側傾斜を伴うAngle I
級開咬症例【治療方針】上下顎左右第一小臼歯を抜去し、マルチブラケット装置にて前歯歯軸傾斜の改善と前歯部被蓋
の改善をはかる。【治療経過】口腔筋機能療法を積極的に遂行した。上顎にマルチブラケット装置を装着しレベリング、
スタビライジングを行う。加強固定として、ハイプルヘッドギアーとトランスパラタルアーチを使用した。下顎第一
小臼歯を抜去、下顎4前歯以外にマルチブラケットを装着し、III級ゴムを併用しレベリング、アンカレッジプレパレー
ションを行った。次に上顎第一小臼歯を抜去し、犬歯の遠心移動を行った。下顎4前歯にもマルチブラケットを装着し、
前歯の後退を行った。その後、II級ゴムを利用して上顎前歯の後退を行った。患者の協力が良かったため、動的治療
期間は2年3か月であった。保定装置は上顎には前歯部舌側をワイヤーで固定後、ラップアラウンドリテーナーを使用。
下顎は犬歯間犬歯の保定装置を装着した。【考察】上下顎前歯の唇側傾斜は改善され、良好な前歯部被蓋が得られ機能
的な咬合が確立した。現在も舌癖の訓練は継続しており、保定後2年経過しているが、咬合は安定している。
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症報 -011 叢生を伴う Angle ClassI 上下顎前突症例
A case report of Angle ClassI bimaxillary protrusion with crowding

高階 博文
TAKASHINA H.

Sora 歯科・矯正クリニック（ 神奈川 ）

【症例】17歳8か月 女性【初診】2011年10月【主訴】上下の前歯がでこぼこしていて、上の前歯が出ているのが気にな
る。【所見】顔貌所見において、正貌は左右対称で、側貌はConvex type、口唇の突出感と口唇閉鎖時にオトガイ部の
緊張を認めた。口腔内所見では、大臼歯関係が両側Angle ClassI、overjet +3.0mm、overbite+1.5mm、Arch length 
discrepancyは上顎-4.5mm、下顎-4.0mmであった。セファロ所見は、ANB8.0°でskeletal ClassIIの顎関係を示し、U1 
to FH119.0°、IMPA106.0°で上下前歯の唇側傾斜を認めた。歯冠幅径の総和は上下顎ともに2SDを超えて大きかった。

【診断】叢生を伴う Angle ClassI上下顎前突症例と診断した。【治療方針】上下顎左右第一小臼歯および上下顎左右第三
大臼歯を抜歯し、マルチブラケット装置により、叢生の改善と上下前歯の舌側移動により口唇の突出感の改善を行う
こととした。【治療経過】上下顎左右第三大臼歯を抜歯後、スタンダードエッジワイズブラケットを装着した。上下顎
左右第一小臼歯を順次抜歯し、レベリングと犬歯遠心移動を行った。II級ゴムを使用しながら上下前歯部の舌側移動
と臼歯の近心移動を行った。4か月のdetailingを行い動的治療終了とした。動的治療期間は1年11か月であった。保
定装置は上下顎ともにBegg typeのリテーナーを使用した。【考察】小臼歯を抜歯することで上下顎前歯部の叢生と唇
側傾斜を改善することが出来た。また、口元の突出感は軽減し側貌の改善と良好な咬合関係が得られた。保定2年が
経過し、咬合はより緊密となり安定している。

症報 -012 成人ハイアングルの一治療例
A case report of adult high angle

坂東 智子
BANDOU S.

ばんどう歯科・矯正歯科クリニック（ 福岡 ）

【症例】41歳3か月 女性【初診】2007年11月【主訴】下の前歯ががたがたしている。【所見】口唇の閉鎖不全と、著しい口
元の突出感がある。上下前歯の唇惻傾斜がある。叢生は下顎のみに多い。咬合状態としては左側犬歯部、小臼歯部が
交叉咬合である。臼歯関係は左右共にAngle Class III。骨格的には水平的（前後的）な奥行きのない、垂直方向に優位
な骨格である。上顎骨の前後的位置に問題はないが上顎歯槽骨及び前歯は前下方に挺出し、それに咬合する下顎骨は
時計方向に大きく回転している。またそれに合わせ歯が咬合するために下顎のシンフィージズが長い。FMAは38.5°
と大きい。また下顎骨の左方偏位を認める。舌突出癖がある。【診断】High angleを伴うAngle Class III、上下顎前突
症例【治療方針】上下顎第一小臼歯を抜歯、マルチブラケット装置、ヘッドギア、Class III エラスティックを使用する。
上顎大臼歯の挺出を抑え、下顎の後方回転に注意しながら、積極的な上下前歯の舌惻移動、咬合と口元の改善を行う。

【治療経過】上下顎第一小臼歯を抜歯後、のM.B.S.を装着し、.018"×.025"スタンダードエッジワイズシステムにより
治療を行った。 Class III エラスティックは犬歯の遠心移動時より使用開始した。治療初期には主にヘッドギア使用
時に合わせて使用し、治療後半はヘッドギアの使用を中止しエラスティックのみの使用を行った。動的治療期間は3
年4か月と長期に及んだ。【考察】下顎は反時計方向に回転し、垂直径を短くすることができ、口元の改善が行えた。
右側のClass III傾向がやや残る結果となったが、保定2年以上経過しても咬合は安定している。
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症報 -013 アングル II 級叢生症例
Angle Class II crowding case

大西 奈緒
ONISHI N.

さわだ矯正歯科クリニック（ 京都 ）

【症例】29歳8か月 女性【初診】2011年4月【主訴】歯のがたがた、咬みにくいことが気になる。【所見】顔貌所見として、
側貌はconvex typeで上下口唇の突出が認められた。側面頭部Ｘ線規格写真所見としては、骨格系はSNA角82.0°、
SNB角78.0°、ANB角4.0°であり、骨格性I級を示した。歯系は、上顎中切歯歯軸はU1 to SN角112.5°で唇側傾斜傾向
であり、下顎中切歯歯軸はIMPA角105.5°、FMIA角48.0°で唇側傾斜を示した。E-Lineに対して上唇は＋4.5mm、下
唇は＋9.0mm前方に位置していた。口腔内所見は、臼歯関係は右側アングルII級、左側アングルI級であり、オーバー
ジェット＋5.3mm、オーバーバイト－0.5mmであった。模型計測所見として、アーチレングスディスクレパンシーは
上顎は－5.5mm、下顎は－9.0mmであった。【診断】アングルII級叢生症例【治療方針】歯科矯正用アンカースクリュー
を併用したマルチブラケット装置（.022"スロット）により非抜歯で上下顎臼歯の遠心移動、圧下を行い、叢生、アング
ルII級、上顎前歯の唇側傾斜傾向、下顎前歯の唇側傾斜を改善し、適正な臼歯関係、被蓋関係を確立し、咬合の緊密
化を図ることとする。【治療経過】上下顎臼歯部に歯科矯正用アンカースクリューを埋入して上下顎臼歯の遠心移動、
圧下を行った。この結果、叢生が改善され、アングルI級の緊密な咬合、適正な被蓋関係を確立した。動的治療期間
は2年2か月であった。保定は上顎にはラップアラウンドリテーナー、下顎にはスプリングリテーナーを使用した。

【考察】歯科矯正用アンカースクリューを併用したマルチブラケット装置を用いて上下顎臼歯の遠心移動、圧下を行っ
た結果、叢生、アングルII級、上顎前歯の唇側傾斜傾向、下顎前歯の唇側傾斜が改善された結果、緊密な咬合が確立
され、側貌も改善された。保定2年8か月が経過しているが、咬合状態は安定しており経過は良好である。

症報 -014 上下顎前歯部叢生を伴う Angle II 級症例
A case of Angle Class II with anterior crowding

清流 優子
SEIRYU Y.

泉中央さいとう歯科（ 宮城 ）

【症例】21歳10か月 女性【初診】2008年4月【主訴】上下顎前歯の凸凹、八重歯、口元が出ていることが気になる。【所見】
顔貌所見は、正貌は左右対称、側貌はconvex typeで口唇閉鎖時にオトガイ部に緊張が認められた。歯系の所見は、
臼歯関係は両側ともにAngle Class II、overjet +9.0mm、overbite +3.0mmであり、上顎歯列の正中は顔面正中に対
し1.0mm右偏し、下顎歯列の正中は顔面正中に対し2.5mm左偏していた。上下顎前歯はともに唇側傾斜し、Arch 
length discrepancyは上顎-9.5mm、下顎-6.0mmであった。側面頭部X線規格写真所見は、ANB=4.4°で骨格性II級、
SN-Mp=36.3°で下顎下縁平面角は標準的であった。【診断】上下顎前歯部叢生を伴うAngle II級症例【治療方針】上下顎
前歯部の叢生、口元の突出感を改善するため、上顎第一小臼歯と下顎第二小臼歯を抜歯し、マルチブラケット装置
にて歯列の配列をはかる。上顎に加強固定として歯科矯正用アンカースクリューを併用する。【治療経過】上顎第一小
臼歯、下顎第二小臼歯抜歯後にマルチブラケット装置にて上顎犬歯、下顎犬歯および第一小臼歯のリトラクションを
開始した。上下顎前歯部の配列および舌側移動のためのスペースを確保したところで、上下顎前歯部にブラケット装
置を装着し、配列を行った。上顎犬歯のリトラクション、上顎前歯の舌側移動の際には、上顎臼歯部頬側歯肉に埋入
した歯科矯正用アンカースクリューを加強固定として使用した。動的治療期間は2年6か月であった。保定は上顎に
circumferential type retainer、下顎はfixed type retainerを使用した。【考察】歯科矯正用アンカースクリューを固定
原として用いたことにより、上顎大臼歯の近心移動はほとんど生じることなく、小臼歯抜歯スペースを前歯部の叢生
および口元の突出感の改善に最大限に利用することができた。動的治療終了後2年以上経過しているが、良好な咬合、
顔貌は維持されている。
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症報 -015 上顎左右側切歯の口蓋側転位による交叉咬合を伴う叢生の症例
A case of crowding with a cross bite of the upper lateral incisor

小串 真一郎
OGUSHI S.

おぐし矯正歯科クリニック（ 大分 ）

【症例】14歳1か月の女性、上顎左右側切歯の口蓋側転位による交叉咬合を伴う叢生の症例【初診】2011年10月【主訴】上
の前歯が引っ込んでいるのが気になる【所見】顔貌所見: 側貌はストレートタイプ、正貌はほぼ左右対称、側面頭部X
線規格写真所見、骨格系: SNA角77.0°、SNB角73.5°を示し、顎間関係はANB角3.5°で、skeletal Class Iを示した。歯
系: 上顎中切歯歯軸は標準な値（U1 to SN 104.0°）を示したが、下顎中切歯歯軸は軽度な唇側傾斜（IMPA（L-1 to MP）
95.0°、FMIA 53.0°、L1 to A-Pog 6.5）を示した。【診断】上顎左右側切歯の口蓋側転位による交叉咬合を伴う叢生の症例、
歯列正中線の不一致【治療方針】上下顎叢生の改善、上下歯列正中線の一致、機能的咬合の確立を図るため、上下顎第
一小臼歯を抜去し、マルチブラケット装置（.018”×.025”standard edgewise bracket）による歯の排列と緊密な咬合の
確立を行なうこととした。【治療経過】上下顎にマルチブラケット装置を装着し、levelingを開始。その後、上下顎に
closing loopを組み込んだ.017”×.025”SS を装着し前歯部の後退を開始し、スペース閉鎖後、上下顎に.017”×.025”SS
を装着し再排列を行ない咬合の緊密化を図る。その後、上下顎マルチブラケット装置を撤去し保定治療を開始する。

【考察】治療は上下第一小臼歯の抜去をして行なった。治療に際しては、十分に注意して歯の移動を行なったのだが、
術前術後のパノラマX線所見より上顎前歯部の歯根吸収が認められた。また、上下顎左右第二小臼歯の歯根の平衡性
も不十分であった。現在保定2年が経過しており、保定装置の使用状況も良好で咬合は安定しているが上下顎左右第
三大臼歯が存在しており、抜去するまでは、今後も慎重な保定を継続して行く予定としている。

症報 -016 上下顎前歯部叢生及び唇側傾斜を伴う Angle Class I、skeletal Class I
A case report of Angle Class I with anterior crowding and labial tipping,skeletal Class I

村上 文登
MURAKAMI F.

工藤歯科医院（ 埼玉 ）

【症例】29歳8か月 女性【初診】2009年5月【主訴】前歯のデコボコが気になる。【所見】正貌はSymmetry、側貌は
Convex type、上下口唇の突出および口唇閉鎖時にオトガイ筋の緊張を認めた。口腔内所見は、左右大臼歯関係
Angle Class I、overjet＋2.5mm、overbite＋2.0mm、上下顎歯列弓はやや狭く、Arch length discrepancyは上顎－
6.0mm、下顎－5.0mmで上下顎前歯部に叢生を認めた。セファロ所見においては、SNA78.9°で－1SD、SNB73.8°で－
1SD以下と共に小さい値を示し、ANB5.1°では－1SD以内でありskeletal Class I、上下顎前歯部において唇側傾斜お
よび突出を認めた。【診断】上下顎前歯部叢生および唇側傾斜を伴うAngle Class I、skeletal Class I【治療方針】上下顎
両側第一小臼歯を抜歯し、マルチブラケット装置により前歯部叢生および側貌の改善を行う。また、固定源として歯
科矯正用アンカースクリューを上顎両側第二小臼歯と第一大臼歯間に埋入し、前歯部の舌側移動を行う。【治療経過】
上下顎両側第一小臼歯を抜歯後、マルチブラケット装置を装着しレベリングを行った。その際、固定源として歯科矯
正用アンカースクリューを上顎両側第二小臼歯と第一大臼歯間に埋入し、その後、上下両側犬歯遠心移動、上下顎前
歯部舌側移動、Detailingを行った。動的治療期間は、2年3か月であった。保定装置は、上下顎にFixed typeを用い
た。【考察】小臼歯抜歯により前歯部の叢生と唇側傾斜が改善され、口唇の突出感とオトガイ筋の緊張が軽減した。固
定源として歯科矯正用アンカースクリューを用いたことにより、前歯部の舌側移動を確実に行うことが出来た。保定
後2年5か月経過しているが咬合は安定している。
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AE-001 Runx signaling is specifically involved in the fusion of primary 
palate by regulating Tgfb3 signaling

SARPER Safie, KUROSAKA Hiroshi, MIHARA Kiyomi, AOYAMA Gozo, YAMASHIRO Takashi

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Osaka University

【Objective】The mammalian palate is formed from the primary and secondary palates. The failure in fusion 
at this boundary causes anterior-limited cleft palate. It is known that palatal fusion is regulated in different 
manner in the anterior-posterior axis. However, it should be still addressed more about anterior palatogenesis. 
Runx1 is a member of the Runx family genes, which is known to be a transcription factor for hematopoietic 
development. We previously showed that Runx1 is specifically expressed at the fusing epithelium during 
palatogenesis and Runx1 deficiency results in anterior clefting. 【Materials and Methods】In this study we further 
investigated the mechanisms of Runx1-associated palatal fusion including molecular network using epithelial 
specific Runx1 knock out mice （K14Cre;Runx1fl/fl）. Morphological analysis and histological analysis were done. 
Molecular network of anterior palate was investigated through whole mount in situ and qPCR analysis. TUNEL, 
BrdU and immunohistochemistry analysis were done to evaluate cell behaviour.（n:3）【Results and Discussion】
As results, K14Cre;Runx1fl/fl mice exhibited anterior-limited cleft palate. Interestingly, Tgfb3 showed significant 
downregulation only in the primary palate. Such downregulation of Tgfb3 also accompanied the downregulation 
of Mmp13 and Fgf9. Epithelial apoptosis and periderm removal was disturbed in the mutant primary palate. In 
addition, reintroduced TGFB3 rescued mutant palate in the culture.【Conclusion】These results suggest epithelial 
Runx1 during palatogenesis regulates expression of Tgfb3 in a region specific manner that is governing anterior 
palatal fusion.

AE-002 Contribution of FGFR1 polymorphisms to craniofacial variations in 
Japanese and Korean populations

ADEL Mohamed1, YAMAGUCHI Tetsutaro1, TOMITA Daisuke1, NAKAWAKI Takatoshi1, HIKITA Yu1, 
HAGA Shugo1, TAKAHASHI Masahiro1, KIMURA Ryosuke2, MAKI Koutaro1

1Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Showa University ,  Tokyo ,  Japan ,  
2Department of Human Biology and Anatomy ,  Graduate School of Medicine ,  University of the Ryukyus

【Objective】Fibroblast growth factor/Fibroblast growth factor receptor signaling pathway affects the skull 
development, especially suture and synchondrosis. Mutations in genes involved the regulation of this process 
resulting in craniosynostosis and craniofacial abnormalities. The objective of this study was to examine subjects 
with normal skull morphology for FGFR1 polymorphisms that might be associated with normal craniofacial 
variations.【Materials and Methods】Genomic DNA was obtained from 216 Japanese and 227 Korean subjects. Four 
SNPs （rs881301, rs6996321, rs4647905, and rs13317） in the FGFR1 gene region were genotyped. These SNPs were 
tested for association with craniofacial measurements obtained from lateral and posteroanterior cephalometries, 
in which principle component analysis was performed to compress the data of the craniofacial measurements.

【Results and Discussion】We observed that SNPs rs13317 and rs6996321 were correlated with the overall head 
size and midfacial development, indicating that FGFR1 SNPs played crucial roles in the normal variation of human 
craniofacial morphology. Subjects with SNPs rs13317 and rs6996321 had a small face with a retruded midface, wide 
cheek bones, and wide-set eyes. These facial features were similar to but were milder than those of individuals 
with Pfeiffer syndrome, which is caused by a dysfunctional mutation in FGFR1.【Conclusion】Our results, indicate 
that FGFR1 polymorphisms have a crucial role in the normal range variation in human craniofacial morphology.
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AE-003 Contractile properties changes in the tongue-protruding muscles 
after nasal obstruction during late stages of growth

UCHIMA KOECKLIN Karin H., KATO Chiho, KATAGUCHI Taku, OKIHARA Hidemasa, ISHIDA Takayoshi, 
FUJITA Koichi, YABUSHITA Tadachika, KOKAI Satoshi, ONO Takashi

Department of Orthodontic Science ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University ,  Japan

【Objective】Our previous study showed changes in the contractile properties of the tongue-protruding muscles after 
nasal obstruction in infant rats, influencing the growth and development of the craniofacial structures since early 
stages of life （Uchima Koecklin KH et al., J Appl Physiol. 2015）. However, it was unknown whether nasal obstruction 
during late stages of growth has similar influences.【Materials and Methods】Forty-two 5-week-old male Wistar albino 
rats were randomly divided into the control （n=21） and experimental （n=21） groups. The experimental group 
underwent a unilateral nasal obstruction immediately. The twitch force, contraction time, half-decay time, tetanic force 
and fatigue index were measured at 7, 9 and 11 weeks old. A repeated measures multivariate analysis of variance was 
used for statistical comparison （p<0.05）.【Results】Twitch force and tetanic force at 80Hz were significantly increased 
in the experimental group at 9 and 11 weeks. Half-decay time and tetanic forces at 60Hz increased in the experimental 
group at all ages.【Discussion】The twitch, tetanic forces and half-decay time were increased, suggesting that the 
contraction force was increased and maintained for longer time after nasal obstruction. However, the adaptation 
to changes in respiration may take some time, as there were major changes 4 weeks after nasal obstruction was 
performed.【Conclusion】Nasal obstruction increased the force of the tongue-protruding muscles, maintaining it longer 
time. Regardless of the stage, both early and late stage nose obstruction affect the contractile properties of the tongue-
protruding muscles, possibly influencing changes in growth and development of the craniofacial complex.

AE-004 Effect of unilateral nasal obstruction on morphology of jaw-closing 
muscles in growing rat

TANG Huan1, YONEMITSU Ikuo1, IKEDA Yuhei1, MIYAZAKI Mutsumi1, SHIBATA Shunichi2, 
ONO Takashi1

1Department of Orthodontic Science ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University ,  Tokyo ,  Japan ,  
2Department of Maxillofacial Anatomy ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University ,  Tokyo ,  Japan

【Objective】Mouth breathing caused by nasal obstruction through the flaccidity of orbicularis oris muscle and abnormal 
pressure of masticatory muscles affects craniofacial growth and development. The purpose of this study was to evaluate 
the effect of unilateral nasal obstruction on morphology of jaw-closing muscles during growth.【Materials and Methods】
Thirty-six 8-day-old male Wistar rats were divided randomly into the control and experimental groups. Rats in the 
experimental group underwent a unilateral nasal obstruction after cauterization of external nostril at 8-day old. Body 
weight and pulse oxygen saturation （SpO2） were measured every week. Nine rats of each group were sacrificed and 
the superficial masseter, deep masseter and medial temporalis were dissected and weighted at 5- and 9-week old. 
Muscle tissues were cut transversely into 10-μm-thick frozen sections. The morphology of muscles was evaluated by HE 
staining through measuring the average fiber cross-sectional area （CSA） by image J. A Student's t test was used for 
statistical analysis （p<0.05）.【Results and Discussion】Compared with the control group, the experimental group resulted 
in significantly reduced SpO 2 from 3-week old; the muscle mass and relative muscle mass were significantly smaller 
in the experimental group than those of the control group at 5- and 9-week old; the CSA of jaw-closing muscles in the 
experimental group was significantly smaller at 9-week old. 【Conclusion】Findings suggest that early unilateral nasal 
obstruction can affect the fiber size and weight of the jaw-closing muscles, which may influence the development of 
craniofacial complex and occlusion.
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AE-005 Comparison of micro-osteoperforation and corticision on the rate 
of orthodontic tooth movement in rats

TSAI Chi-Yang1, HSIEH Hsueh-Yin1, YANG Teng-Kai2, CHONG See-Yen2

1Department of Orthodontics ,  Taipei Medical University ,  2Department of Dentistry ,  Taipei Medical University Hospital

【Objective】It has been suggested there is regional accelerated tooth movement after micro-osteoperforation 
and corticision.We aim to compare the two different less invasive approaches in tooth movement acceleration. 
In addition, we also wonder about the effects of increased surgical trauma on the rates of tooth movement.

【Materials and Methods】60 male adult Sprague-Dawley rats were enrolled at 8 weeks of age, and upper left first 
molars were pulled forward by orthodontic appliance from upper incisors with a force of 50 gram. Three kinds of 
surgical interventions were conducted in Group I to IV: micro-osteoperforation, corticision, micro-osteoperforation 
+ corticision, and orthodontic force only. The experimental duration was 6 weeks, and distance of tooth movement, 
bone density, and osteoclasts were analyzed.【Results and Discussion】With the three flapless minor surgeries,  the 
amount and rate of tooth movement were increaed during the early stage. At T3, We found reduced bone volume 
and significantly increased osteoclastic activity in the experimental groups, which could be implied that the early 
rapid tooth movement is due to the increased bone remodeling as a result of the surgical intervention. At T6, the 
differences of bone density and osteoclastic activity between the surgical trauma groups and the control group 
decreased.【Conclusion】The three flapless minor surgeries increased bone remodeling, osteoclast activity, and faster 
orthodontic tooth movement in at lease 2 weeks in rats. There were no obvious differences between the three 
flapless minor surgeries. While the surgical trauma increased, the rate of tooth movement won't proportionally rise.

AE-006 Analysis of force on brackets generated by NiTi archwires in 
leveling phase using FEM

TUAN Nguyen Anh, HAMANAKA Ryo, YAMAOKA Satoshi, SUMI Mayumi, OZAKI Hiroya, 
TOMINAGA Junya, KOGA Yoshiyuki, YOSHIDA Noriaki

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Nagasaki University Graduate School of Biomedical 
Sciences

【Objective】To evaluate 3D force on brackets generated by NiTi archwire in leveling phase in the extraction 
case with moderate crowding.【Materials and Methods】First, a finite element model was constructed for an upper 
dentition, brackets, and 0.014 inch or 0.016 inch NiTi wires were. This model then was modified to match the 
criteria of a moderate crowding dentition. The new positions of brackets in the crowded dentition were registered 
and the amount of displacement was measured. These displacements were transferred into original model, following 
up by finite element analysis using Marc solver to calculate 3D force on brackets.【Results and Discussion】The 
amount of difference between force acting on bracket of lateral incisor using 0.016 inch NiTi was from 1.6 to 1.7 
times higher than that in 0.014 inch NiTi wires. The maximum force even for 0.014 inch wire was greater than 300 
g. There was a significant difference in force magnitude between loaded or unloaded condition in load and unload 
stage to the brackets.【Conclusion】It is considered that heavy forces may be generated even if 0.014 inch NiTi wire 
is engaged in brackets.
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AE-007 Investigation of anchorage condition in orthodontics by three-
dimensional finite element analysis

LIN Ting-Sheng1, CHEN Chih-Yu2, CHEN Jui-Hsieh1

1Department of Biomedical Engineering ,  I-Shou University ,  2Department of Dentistry ,  E-Da Hospital 

【Objective】Absence of permanent first molars will cause the movement and instability of neighboring teeth. 
By orthodontic treatment, second molar could be moved to replace the first molar and restore the empty space. 
However, unexpected movement of the other teeth would be frequently found during the treatment. This 
phenomenon was seldom discussed. Therefore, this study was aimed to identify the effect of implant position of the 
orthodontic miniscrew on the overall dentition movement by finite element （FE） method.【Materials and Methods】
In FE model, 1.5 N orthodontic force was simulated and applied to the bracket attached to the second molar. The 
force direction was exerted from bracket to the implant position of the miniscrew. Two positions of the miniscrew, 
between second premolar and second molar and between first and second premolar, was defined. The implant 
height was varied from 3 to 7 mm below the alveolar ridge. The displacement of the cusp and root apex was 
recorded.【Results and Discussion】The results showed that the second molar would be rotated and tipped to the 
mesial side. The miniscrew implanted between the second premolar and second molar would be more effective to 
move the second molar toward the missing space. The implant depth has less effect to the anterior dentition but 
could affect the inclination of the second molar.【Conclusion】The implant position would affect the tipping trend of 
not only the second molar but the anterior dentition.

AE-008 Effectiveness of myostatin targeting siRNA and ActRIIB-Fc fusion 
protein in skeletal muscle mass

BAYARSAIKHAN Od1, KAWAI Nobuhiko2, MORI Hiroyo2, KINOUCHI Nao2, TANAKA Eiji2

1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Tokushima University Graduate School of Oral Sciences ,  
2Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Institute of Biomedical Sciences ,  Tokushima University 
Graduate School

【Objective】Myostatin, a member of TGF-β superfamily, is known as a negative regulator of cell growth and 
differentiation in skeletal muscle. It binds with high affinity to the activin type IIB receptor （ActRIIB）. The 
present study was designed to assess the effectiveness of the co-delivery of myostatin-targeting siRNA （Mstn-
siRNA） and ActRIIB-Fc into skeletal muscle as a potential treatment of atrophic myopathies, such as muscular 
dystrophy.【Materials and Methods】Eleven-week-old, male C57BL/6 mice were locally administrated atelocollagen 

（ATCOL）-mediated Mstn-siRNA and/or ActRIIB-Fc into the masseter muscle at days 0 and 4. The control 
mice received sterile phosphate-buffered saline. One week after the first administration, masseter muscles were 
dissected for morphometric and real-time PCR analysis.【Results and Discussion】The combined Mstn-siRNA and 
ActRIIB-Fc administration significantly increased muscle weight and myofibril size in murine masseter muscles 
compared with the untreated control and individual treated muscles. The individual Mstn-siRNA/ATCOL and 
the combined Mstn-siRNA/ATCOL and ActRIIB-Fc administration significantly reduced the expression levels 
of myostatin, MuRF-1 and Atrogin-1 mRNA than the individual ActRIIB-Fc.【Conclusion】These results indicate 
that double inhibition of myostatin might be a useful tool for treating muscle atrophy diseases including muscular 
dystrophy.
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AE-009 Fluoride release/recharge ability and cytotoxity of a layered double 
hydroxide contained restorative system

HUNG Chih-Ying1,2, LIN Dan-Jae2,3, YU Jian-Hong1,2, UAN Jun-Yen4

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taichung ,  Taiwan ,  
2School of Dentistry ,  China Medical University , Taichung ,  Taiwan ,  
3Department of dental hygiene ,  China Medical University ,  Taichung ,  Taiwan ,  
4Department of Material Science and Engineering ,  National Chung Hsing University ,  Hsinshu ,  Taiwan

【Objective】The purpose was to produce a new rechargeable fluoride-release restorative system containing 
nanostructured of layered double hydroxide with fluoride recharge capacity and low cytoxicity.【Materials and Methods】
MgFe-F- layered double hydroxide powder was weighted and mix with Dentsply Non-fluoride-releasing resin composite 
with 0%（EX）,  3% （LDH3） and 5% （LDH5）. Dentsply Flowable compomer restorative was used as a comparison. Three 
resin discs （6 mm in diameter and 2 mm in height） per group were light-cured and then soaked in 3ml distilled water. 
The fluoride concentration were measured within 28th days, and additional one month after refluoridation. Primary 
cultured human periodontal ligament cells （PDLCs） were cultured on disks at 1x104 for 5 days, and the cell viability 
was evaluated using a WST assay.【Results and Discussion】At the first day, the F ion concentration was 0.75 ppm for 
LDH3 and DF, where it was 1.1ppm for LDH5. The amounts of fluoride-release were largely decreased at the 7th day 
for all samples, but the F ion concentration of LDH5 at the 7th day was still higher than that of DF at the 2nd day. 
After refluoridation, the fluoride releasing curves of LDH3 and LDH5 were comparable to that of the compomer （DF）. 
The EX, LDH3 and LDH5 show no cytoxicity to PDLCs, however the DF group revealed little cytoxicity when cultured 
for 5 days.【Conclusion】Fluoride-contained layered double hydroxide can be an effective additive to resin composites to 
energize the fluoride-release/rechargeable ability alternative to glass ionomer with better cytocompatibility.

AE-010 Antimicrobial and physical characteristics of orthodontic primers 
containing antimicrobial agents

AHN Sug-Joon, CHUNG Shin-Hye, LIM Bum-Soon

Department of Orthodontics ,  Seoul National University

【Objective】The purpose of this study was to compare the antimicrobial and physical properties of experimental 
primers containing chlorhexidine （CHX） or ursolic acid （UA） to a commercial primer.【Materials and Methods】
Two experimental antibacterial primers, TX-CHX and TX-UA, were prepared by incorporation of 3 mg/ml of 
CHX and UA, respectively into Transbond XT primer （TX）. The antimicrobial activity of the three primers 

（TX, TX-CHX, and TX-UA） against Streptococcus mutans in both planktonic and biofilm phases was analyzed 
by determining minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations, and by performing growth and 
biofilm assays. Growth and biofilm assays were performed in the absence or presence of thermocycling in a water 
tank to analyze the effects of water aging on the antimicrobial activities of primers. After bonding brackets onto 
bovine incisors using the primers, shear bond strength and mode of fracture were analyzed to compare physical 
properties.【Results and Discussion】TX-CHX had stronger antimicrobial activity against S. mutans in the planktonic 
and biofilm phases than TX and TX-UA. When applied, TX-CHX completely inhibited the growth and biofilm 
formation of S. mutans. In addition, the antimicrobial activity of TX-CHX was maintained after thermocycling. 
However, TX-UA did not show significant antimicrobial activity compared to TX. There was no significant 
difference in shear bond strength and bond failure interface among the primers.【Conclusion】Incorporation of 
CHX into an orthodontic primer can help prevent enamel demineralization around surfaces without compromising 
physical properties.
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AE-011 Perioral soft tissue changes by 3D structured light scanner after 
non-surgical treatment for mandibular prognathism

LEE Yeon-Ji1, SEO Jae-Seung2, PARK Ki-Ho1, KIM Seong-Hun1, PARK Young-Guk1

1Department of Orthodontics ,  KyungHee University ,  
2Department of Orthodontics ,  KyungHee University Dental Hospital

【Objective】The the study is to examine the 3D coordinate value changes of perioral soft tissue with structured 
light scanner after non-surgical treatment between soft and hard tissues in anterior-posterior, transverse and 
vertical dimensions.【Materials and Methods】The sample group consists of 7 patients, 6 males and 1 female, 
average 20.9 years old, with mandibular prognathism. The 3D images of the patients produced by structured light 
scanner.（Morpheus 3D, Morpheus Inc, Seoul, Korea） The group carried skeletal class III malocclusion with anterior 
cross bite, ANB is -4.0 to 027 landmarks in 3D coordinate values of the landmarks （x, y, z）. In lateral cephalograms, 
6 landmarks were used. 3D Image Overlay technique enabled the superimposition before and after the treatment 
with reference to both sides of exocanthion, endocanthion, N, and forehead.【Results and Discussion】In the lateral 
cephalograms, significant showed a significant reduction  among the variables were found both in the vertical 
dimension where B point, L1 incisor tip, L1 root apex and in the horizontal dimension where U1 incisor tip showed 
a significant increase and L1 incisor tip showed significant decrease.【Conclusion】The perioral soft tissues by 3 
dimensional structured light scanner after orthodontic treatment with non-extraction for mandibular prognathism 
were noticed backward movements along the lower lip border and under the lower lip border.

AE-012 Assessment of temporomandibular joint disorder in children with 
malocclusion using magnetic resonance （MRI）

WU Fang-Chun, AWADA Tetsuya, UEDA Hiroshi, OKI Nanae, OKITA Saki, GUNJI Hidemi, NAKAO Yuko, 
SUMI Chikako, CONCEPCION Cynthia, NAKAJIMA Kengo, TANIMOTO Kotaro

Department of Orthodontics ,  Applied Life Sciences ,  Hiroshima University ,  Institute of Biomedical & Health Sciences

【Objective】The aim of this study was to evaluate the severity and symptom patterns of  temporomandibular joint 
disorder （TMD） in children determined with MRI before orthodontic treatment.【Materials and Methods】A survey 
was carried out from patients with data collected from children that came to the orthodontic clinic, Hiroshima 
University Hospital from 2012 to 2015. TMJ symptoms such as joint pain, joint noise and disturbance of jaw 
movement were evaluated by interrogation, palpation and auscultation. After the initial examination, the magnetic 
resonance imaging （MRI） was taken for diagnosis of TMD status.【Results】Thirty nine children （8 boys and 31 
girls） were diagnosed as TMD patients. The mean age was 12.2 years old. Concerning TMJ symptoms, more than 
half of patients showed click （56.4%）, and joint pain and trismus were found at 28.2% and 25.6%, respectively. 
TMD was diagnosed as type IIIa （30.8%）, IIIb （25.6%）, IV （5.1%） and others （38.5%） . Regarding malocclusions, 
maxillary protrusion cases were found in higher percentage than crowding and mandibular protrusion cases in the 
subjects.【Discussion】In the present study, 5.1% of TMD patients were diagnosed as type IV in children. Ohta et.al 
reported that 11.7% of 103 TMD adolescent patients showed osteoarthritis. The reason why mandibular protrusion 
was mostly found in TMD patients might be strongly related to undergrowth of mandible.【Conclusion】Children 
with TMD could suffer from severer symptoms in the future. Therefore, continuous careful monitoring of the 
changes in TMJ symptoms during orthodontic treatment is recommended.
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AE-013 Three-dimensional quantitative analysis of alveolar bone before 
and after orthodontic treatment by CBCT evaluation

DEGUCHI Toru, KIM DoGyoon, FIELDS Henry

Division of Orthodontics ,  The Ohio State University

【Objective】It has been indicated that orthodontic treatment may be associated with small amounts of alveolar 
bone loss. If we could predict the changes of alveolar bone before orthodontic treatment, it would be a great 
benefit for orthodontists. Thus, we examined whether pretreatment conditions of a patient can determine 
changes after treatment. We also analyzed the changes of alveolar bone in cases treated between conventional 
and self-ligation brackets.【Materials and Methods】The study protocol was reviewed and approved by the 
Institutional Review Board of The Ohio State University. Cone beam computerized tomography （CBCT） images 
were obtained from 44 patients. Bone depth, bone thickness, molar angulation, and intermolar distance were 
measured. A t-test was used to compare before and after treatment, and between conventional and self ligation 
bracket. Correlations of pretreatment variables with post treatment variables and the changes were examined 
using a linear regression （p<0.05）.【Results and Discussion】All posttreatment parameters had significant 
positive correlations with the corresponding pretreatment parameters. Most of changes had significant negative 
correlations with the corresponding pretreatement parameters except buccal bone thickness. The results were not 
significantly influenced by the different bracket types.【Conclusion】The pretreatment patient conditions of teeth 
and surrounding alveolar bone play an important role in determining the changes resulting from teeth movement 
during orthodontic treatment regardless of the bracketing system.

AE-014 Effect of posterior tube angulation in antero-posterior lingual 
retractor appliance 

SEO Kyung-Won1, LEE Jeong-Ah2, AHN Hyo-Won2, PARK Ki-Ho2, KIM Seong-Hun2

1Department of orthodontics ,  Kyung Hee University ,  
2Department of orthodontics ,  Kyung Hee University Dental Hospital

【Objective】The antero-posterior lingual retractor added posterior tubes to control torque of anterior teeth during 
retraction. The aim of this study was evaluating the clinical outcomes in terms of canine tipping and anterior and 
posterior segment intrusion with posterior tube angulation changes.【Materials and Methods】Two groups were 
formed into the C-lingual retractor group of 16 patients （group 1） and the antero-posterior lingual retractor group 
of 30 patients. The latter group was further divided into two subgroups: group 2 of 15 patients: parallel posterior 
tube to the occlusal plane and group 3 of 15 patients: distally tipped tube. Cephalograms were analyzed comparing 
the initial status and end of active retraction period.【Results and Discussion】Central incisors and canines show 
significant retraction and intrusion in all groups. All three groups showed significant intrusion of central incisors. 
Group 3 had more intrusion than other two groups and significant reduction of occlusal plane angle. Group 1 of 
C-lingual retractor produced greater amount of central and canine angulation changes after treatment . With 
tube angulation change in antero-posterior lingual retractor, the intrusive force expressed significantly stronger 
in distally tipped tube of group 3. Central incisors and canines showed about 2-3 folds of intrusive movement 
compared to other two groups.【Conclusion】The posterior tube angulation-tipping the tube distally- generated 
meaningful outcome of intrusion control in anterior segment. Therefore, the guide wire and posterior tube that 
enable sliding of the anterior segment can yield in 3 dimensional retraction-bodily retractions, intrusion, and torque 
control.
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AE-015 Evaluation of fixed slow maxillary expansion in young adults by 
using cone-beam computed tomography

LEE Wonjae, KIM Seong Sik, CHOI Younjin, KIM Seonghoon, HUR Woosil

Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Pusan National University

【Objective】The purpose of this study was to evaluate the changes after fixed slow maxillary expansion （SME） in 
young adults who had maxillary transverse deficiency.【Materials and Methods】Transverse skeletodental changes 
in the maxillary first premolar and first molar regions were evaluated with Cone-Beam Computed Tomography 

（CBCT） in 27 patients （16 male, 11 female）. All patients underwent SME with a Hyrax-type expander before 
orthognathic surgery. CBCT were taken at initial diagnosis and before orthognathic surgery for treatment 
planning. Measurements related to the maxillary transverse width were performed by using superimposed images. 
Data were collected in the first premolar region （inter-premolar width） and first molar region （inter-molar width） 
before treatment （T1, before SME） and after expansion （T2, after retention period） in the tooth parts, alveolar 
bone parts, and palatal and nasal parts for the following measurements. The study was conducted after approval 
by the Institutional Review Board （IRB） of the Pusan National University Dental Hospital （PNUDH-2015-009）.

【Results and Discussion】SME increased the root tip width, furcation width, central fossa width, basal bone width, 
nasal cavity and palatal width, buccal bone width as well as tooth angulations, and decreased the height of the 
buccal alveolar crest and buccal cusp tip in the inter-premolar and inter-molar regions.【Conclusion】After SME in 
young adults, there was transverse maxillary expansion in the inter-premolar and inter-molar regions. Considering 
the mean amount of expansion in this study and no clinically significant side effects, SME could be a way to 
resolve maxillary transverse deficiency in young adults.

AE-016 Quantitative evaluation of midpalatal suture maturation with fractal 
analysis

KWAK Gyeongho, KIM Seong Sik, JEONG Jaehyun, HAN Sulgi

Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Pusan National University

【Objective】The purpose of this study was to determine whether the results of fractal analysis can be used as 
a criterion for midpalatal suture maturation evaluation.【Materials and Methods】131 patients for orthognathic 
surgery over 18 years old who underwent cone-beam computed tomography were selected. Skeletonized images of 
the midpalatal suture were obtained by using image processing programs and used to calculate fractal dimensions. 
The correlation between the maturation stage and fractal dimension was estimated by using Spearman's 
correlation coefficient. The optimal cut-off value of fractal dimension was estimated by using a receiver operating 
characteristic curve. This study was approved by the institutional review board of Pusan National University 
Dental Hospital （PNUDH-2014-018）.【Results and Discussion】Distribution of maturation stages of the midpalatal 
suture according to the cervical vertebrae maturation index was very variable. A strong negative correlation 
was found between the maturation stage and fractal dimension （0.623）. Fractal dimension was found to be a 
statistically significant indicator that predicts dichotomous results of the maturation stage （area under curve = 
0.794）. A test in which fractal dimension was used to predict the resulting variable that splits maturation stages 
into ABC and DE when yielded the optimal cut-off value of fractal dimension of 1.0235.【Conclusion】There is a 
strong negative correlation between fractal dimension and midpalatal suture maturation. Fractal analysis is an 
objective and quantitative method. Therefore, we suggest that it will be useful for evaluation of midpalatal suture 
maturation.
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AE-017 Three-dimensional soft tissue changes after two jaws surgery in 
mandibular prognathic patients

YANG Ji-Sun1, KIM Kang-Min2, KIM Su-Jung1, PARK Young-Guk1, PARK Ki-Ho1

1Department of Orthodontics ,  Kyung Hee University ,  
2Department of Orthodontics ,  Kyung Hee University Dental Hospital

【Objective】The purpose of this study were to analyze the changes in the 3D coordinary values of soft tissue 
landmarks and the linear change of the 3D measurement and to evaluate correlation and ratio of the soft tissue 
changes according to the hard tissue movement, after two jaws surgery in mandibular prognathic patients. 

【Materials and Methods】This study involved 14 patients with mandibular prognathism who underwent LeFort I 
osteotomy, and B-SSRO with mandibular setback. Three-dimensional facial images were acquired before and 10 
weeks after surgery. Three-dimensional facial skeletal structures were imaged before and 10 weeks after surgery. 
Correlations between soft and hard tissue changes were examined using Pearson correlation analysis before and 
after surgery. 【Results and Discussion】Only chin related landmarks moved upward significantly in the vertical 
dimension. In anteroposterior direction, lower lip and chin related landmarks（except menton） moved backward 
significantly. In transverse dimension, nasal width increased and lip width decreased significantly. In vertical 
dimension, there were significant decreased lower facial height. Correlations between hard and soft tissues were 
greatest in the anteroposterior direction. Hard tissue menton showed greatest correlation with soft tissue pogonion 
among soft tissue landmarks. 【Conclusion】In the anteroposterior dimension, soft tissue moved according to 
underlying hard tissue significantly, and soft and hard tissue changes had great correlation each other. There were 
more soft-tissue changes in the central parts of the face than in the lateral parts. Also there were more soft-tissue 
changes in the deviated side of the face than in the contralateral.

AE-018 The role of osteoclast in the spontaneously developed 
temporomandibular joint arthritis of the MRL/lpr mice

HUTAMI Islamy Rahma1, IZAWA Takashi2, MORI Hiroki1, IWASA Akihiko2, SHINOHARA Takehiro1, 
MINO-OKA Akiko1, TANAKA Eiji2

1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Tokushima University Graduate School of Oral Science ,  
2Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Institute of Biomedical Sciences ,  Tokushima University 
Graduate School of Oral Science

【Objective】The temporomandibular joint （TMJ） is frequently affected in human rheumatoid arthritis （RA）. 
However, the TMJ involvement in RA remains unclear. In this study, we identified the osteoclastogenesis marker 
that leads the spontaneous TMJ arthritis in the MRL/lpr mice.【Materials and Methods】TMJs were resected 
from 8-16 -week-old female MRL/lpr （n=15） and MRL+/+ （n=10） mice. Micro-computed tomography （μCT）, 
histologic, and immunohistochemical analyses were performed to assess subchondral bone resorption. Bone 
marrow macrophages （BMMs） from MRL/lpr and MRL+/+ femur were harvested for TRAP stain and western 
blot analysis. RNA isolation from cartilage/subchondral bone interface of the TMJ were carried out to examine 
the expression of osteoclastic marker genes. 【Results and Discussion】μCT revealed more severe subchondral bone 
resorption in MRL/lpr than in MRL+/+ mice, with a greater number of osteoclasts in the subchondral bone. On 
the other hand, lower levels of collagen type II, aggrecan, and OPG and higher levels of MMP9, MMP13, VEGF and 
S1P1 were detected in the MRL/lpr TMJ condyles. The western blot analysis showed  higher protein expression 
levels of osteoclastogenesis markers （e.g NFATc1 and c-Fos） in MRL/lpr than in MRL+/+. Furthermore, 
expression of TRAP and RANKL genes were also higher in the MRL/lpr TMJ.【Conclusion】It is concluded that 
the hyperactivation of osteoclasts may initiate TMJ arthritis in MRL/lpr mice.
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AE-019 Effects of low-intensity pulsed ultrasound stimulation on the 
mandibular condyle with osteoarthritis-like lesions 

KANAGUCHI ARITA Akemi, YONEMITSU Ikuo, IKEDA Yuhei, MIYAZAKI Mutsumi, ONO Takashi

Department of Orthodontic Science ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University ,  Japan

【Objective】The aim of this study was to evaluate the effect of low-intensity pulsed ultrasound stimulation （LIPUS） 
on the mandibular condyles of adult rats with osteoarthritis （OA）-like lesions.【Materials and Methods】Mono-iodo 
acetate （MIA） is an inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase activity, and induces chondrocyte 
death. OA-like lesions were induced by injection of MIA into the rat temporomandibular joint （TMJ） with contrast 
media to confirm that the joint cavity was filled with MIA. Twenty-four 12-week-old male Wistar rats were divided 
into the control （n=6）, MIA （n=6）, MIA+LIPUS （n=6） and LIPUS （n=6） groups; MIA was injected at 12-week-
old and observed for up to 20-week-old in the MIA group, MIA was injected at 12-week-old, observed for up to 
16-week-old and the LIPUS was applied from 16 to 20-week-old in the MIA+LIPUS group,  contrast media was 
injected at 12-week-old and the LIPUS was applied from 16 to 20-week-old in the LIPUS group, and contrast media 
was injected at 12-week-old and observed for up to 20-week-old in the control group. The condylar bone mineral 
density （BMD）, bone mineral content （BMC） and bone volume （BV） were evaluated by using in vivo micro-
computed tomography scanning every week. A repeat measure multivariate analysis of variance was used for 
statistical comparison （p<0.05）.【Results and Discussion】The MIA+LIPUS group showed higher BMD and BMC 
compared with the MIA group at 20-week-old. However, there was no significant difference in BMD and BMC 
between the control and LIPUS groups at 20-week-old.【Conclusion】LIPUS has a significant therapeutic potential in 
treating TMJ OA-like lesions.

AE-020 Retinoic-acid-induced cleft palate by regulating Sim2 and sonic 
hedgehog sig naling

WANG Qi, YAMASHIRO Takashi, KUROSAKA Hiroshi

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Graduate School of Dentistry ,  Osaka University 

【Objective】Cleft palate is a common congenital anomaly in humans and is thought to be caused by genetic 
and environmental factors. Intake of retinoic acid （RA） or its precursor, vitamin A, during early pregnancy 
is associated with increased incidence of craniofacial lesions including cleft palate. However, the pathogenetic 
mechanism of cleft palate cuased by excess RA is not fully understood.The aim of the present study is to 
investigate the effects of excess RA on early palatogenesis in mouse fetuses and analyze the teratogenic 
mechanism.【Materials and Methods】We gave all-trans RA （25 mg/kg body weight） to ICR pregnant mice by 
gastric intubation at different time point from embryonic day 8.5 to 10.5, and harvested embryos from embryonic 
day 11.5 to 13.5.【Results and Discussion】It was found that the distance between RA-treated embryonic palatal 
shelves was wider, and in those regions both of apoptotic cell death and cell proliferation increased. Moreover, we 
discovered that expression of Sonic hedgehog （Shh）, and its downstream genes Ptch1 and Gli 1 were reduced 
in palatal region of RA-treated embryos at embryonic day 11.5 and 12.5. We also observed the downregulation 
of single-minded homolog 2 （Sim 2） expression which is known to be associated with cleft palate. Furthermore, 
the incidence of cleft palate due to overdose RA was reducd by administration of SAG （Shh signaling agonist）.

【Conclusion】Our results suggest that one of the pathogenesis of cleft palate after excessive RA exposure is likely 
to be associated with the downregulation of Shh signaling pathway and Sim2.
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AE-021 Biological validation of tooth agenesis causing mutation using 
CRISPR/Cas system in mice

MITSUI Silvia Naomi1,3, YASUE Akihiro1, IMOTO Issei2, OYADOMARI Seiichi3, TANAKA Eiji1

1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Institute of Biomedical Sciences ,  Tokushima University 
Graduate School ,  2Department of Human Genetics ,  Institute of Biomedical Sciences ,  Tokushima University Graduate 
School ,  3Division of Molecular Biology ,  Institute of Advanced Enzyme Research ,  Tokushima University

【Objective】Advances in exome and genome sequencing have led to the identification of many new disease-causing 
mutations. Although in some cases the disease causality is self-evident, in many other cases biological validation is 
necessary to assess causality of the disease variants. In the present study, we demonstrated the genotype/phenotype 
correlation of a novel tooth agenesis causing mutation using CRISPR/Cas system in mice.【Materials and Methods】
Single family with non-syndromic tooth agenesis was enrolled in this study. Written informed consent was obtained 
from all participants. Genomic DNA was extracted from saliva samples and targeted exome sequencing was performed, 
followed by direct Sanger sequencing. Sequencing results were compared with NCBI database. To verify the effects 
of the novel mutation in mice, the affected region of the gene was targeted using CRISPR/Cas system. Histological 
sections and μCT were analysed to evaluate the phenotype.【Results and Discussion】Novel frameshift mutation affecting 
conserved C-terminal domain of MSX1 （MH6） was identified. MH6 disrupted mice in homozygous condition exhibited 
agenesis of lower incisors with or without cleft palate at E16.5. In addition, agenesis of upper third molars, lower second 
and third molars were observed at 4-week-old mice. Upper second molar was present, however was small comparing 
with wild-type. Further studies are needed to elucidate the MH6-involed mechanism during development.【Conclusion】
The results strongly suggest that the C-terminal domain of MSX1 has important roles in tooth and palate development, 
and demonstrate that CRISPR/Cas system can be a useful tool to assess causality of human disorders in vivo.

AE-022 The correlation between acupuncture and orthodontics: a study on 
mandibular movement

FANG Chih-Yu1,2, YU Jian-Hong1,2, CHANG Chia-Chi3, HUANG Heng-Li1, HSU Jui-Ting1, LEE Yu-Chen3,4

1School of Dentistry ,  China Medical University ,  Taichung ,  
2Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  
3Department of Chinese Medicine ,  China Medical University Hospital ,  Taichung ,  Taiwan ,  
4Research Center for Traditional Chinese Medicine ,  Department of Medical Research ,  China Medical University 
Hospital ,  Taichung ,  Taiwan

【Objective】Since acupuncture is well known for pain relief and muscle relaxation, there is still little or no study 
to evaluate the effect of acupuncture treatment in the mandibular movement, occlusal force and its distribution 
especially for deep bite patients. The purpose of this research is to evaluate the occlusal force distribution and grasp 
the border movement of lower jaw （Mandibular Kinesiograph MKG） from subjects with deep bite malocclusion 
before and after acupuncture treatment. （IRB number:CMUH104-REC2-063）【Materials and Methods】Subjects were 
selected from 17 medical school students aged between 20 and 30 years at the clinic of China Medical University 
Hospital with deep bite malocclusion. Tooth contacts and bite force distribution were evaluated by T-scan system, 
and mandibular movement was analyzed by DigiGnatho Ver 1.3 （Rise Corporation, Sendai, Japan） before and after 
acupuncture treatment.【Results and Discussion】There is a tendency of an increase in the proportion of biting 
forces at the first molar area after the acupuncture treatment. Before and after acupuncture treatment, there is 
no significant difference between mandibular movement and both are within the normal range.【Conclusion】Past 
researches suggested that acupuncture treatment can relieve temporomandibular disorders. In this study, we found 
that the portion of biting forces at the first molar area has risen after the acupuncture treatment, though the actual 
mechanism about occlusal functional changes still requires further researches for validation.
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AE-023 Reliability and validity of mandibular posterior asymmetry index in 
panoramic radiography compared with cbct

CHUNG Dong-Hwa, LIM Young-Sub, KIM Joon-Woo, PARK Ki-Wook, CHANG Yoon-Han

Department of Orthodontics ,  Dankook University

【Objective】The purposes of this study were to compare between the asymmetry indices using panoramic 
radiography and CBCT for detecting mandibular posterior asymmetry and to evaluate diagnostic value of 
asymmetry index on panoramic radiography using various measuring points.【Materials and Methods】By sample 
size calculation, 43 patients were included in this study.Ten mandibular posterior distances were measured using 
panoramic radiography and CBCT, and ten asymmetry indices were calculated.Reliability of the each asymmetry 
index was assessed by intraclass correlation coefficient（ICC） and Dahlberg's formula.For evaluating validity of the 
each asymmetry index using panoramic radiography, paired t-test or Wilcoxon signed rank test and Bland-Altman 
analysis were used.Accuracy of asymmetry index and area under curve（AUC） of receiver operator characteristic

（ROC） on panoramic radiography were calculated.【Results and Discussion】Asymmetry index of total ramal height 
showed good reliability（ICC>0.888）.All asymmetry indices between CBCT and panoramic radiography were not 
significantly different（P>0.05）.However, in condylar height 1, specificity and negative predictive value were very 
low（0.08 and 0.17, respectively）, and AUC was 0.484.In total ramal height, whatever measuring points were used, 
accuracy was 0.86 higher than that of condylar height and ramal height, and AUCs were 0.926 to 0.957.【Conclusion】
For detecting asymmetry of condyle region, asymmetry index using panoramic radiography depreciated in 
diagnostic value, and it is recommended to use CBCT images.However, asymmetry index of total ramal height 
showed good reliability and relatively higher validity than that in condylar and ramal height, and showed excellent 
diagnostic value.
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CE-001 Fabrication of Clear Aligner

YU Jian-Hong1, CHEN Li-Chuan1, ZHU Dan2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C. ,  
2Maihe Dental Clinic ,  SuZhou

【Objective】Fabrication of Clear Aligner, collaborated with 3D center in our university will be introduced.【Case】
Aligner technology is becoming more and more mature and can be applied to some prudentially selected cases. In 
our university, we created our own clear aligner system with a view to offering a variety treatment options for our 
patients. Indications are set as: for patients with mild crowding, with relapse problems, and with early debonding 
because of some personal affairs. Social consideration includes: socially high-leveled patients, periodontal diseases, or 
some celebrity or TV talents. In our presentation, some details and criteria for aligner treatment will be discussed 
in detail.  In addition, treatment mechanism, together with some clinical cases treated by Clear Aligner system will 
also be shown.【Discussion and Summary】Selection of cases and treatment strategy for a successful and efficient 
Clear Aligner treatment are very important, especially for some cases whose mandibular positions were stable. 
However, some limitation and guidelines should be carefully abided by to ensure a correct and effective treatment 
result.

CE-002 ISW for the treatment of adult bimaxillary protrusion case with 
J-hook headgear

SHIH Lin-Jhan1, YU Jian-Hong1, WU Wei-Te2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C. ,  
2Department of Biomechatronics Engineering ,  National Pingtung University of Science and Technology ,  Taiwan ,  
R.O.C.

【Objective】Treatment of adult bimaxillary protrusion case with J-hook headgear will be discussed.【Case】An 
adult male （25 years old） came to our clinic with a chief complaint of unattractive profile and irregular dentition. 
Clinical examination found Class III molar relationship, lower dentition crowding and bimaxillary protrusion. In 
order to improve the convex profile and to relieve crowding, we extracted #14,#24,#34 and #44. With the use of 
ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） and J-hook 
headgear, the dentition retraction and bite control were obtained. Mechanism involved elastic chain and closed coil 
springs for space closure and derotation, and intermaxillary elastics for better interdigitation. Finally, adequate 
overbite and overjet, and a better profile were achieved.【Discussion and Summary】Bite control is an important 
issue in extraction cases. This case showed the ISW and J-hook headgear combination is effective in raising the 
bite. After 3 year and 4 months of therapy, a desirable outcome was achieved and the patient was pleased with the 
treatment result.
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CE-003 ISW for the treatment of adult facial asymmetry skeletal Class III 
case 

HUANG Chun-Shuo, YU Jian-Hong, CHEN Yuan-Hou

Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C.

【Objective】ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） for 
the treatment of adult facial asymmetry skeletal Class III case without extraction and surgery will be discussed.

【Case】A 23-year-old adult male came to our clinic with a chief complaint of poor bite and for esthetic consultation. 
Clinical examination revealed a bilateral Class III molar relationship with anterior crossbite, and mild crowding 
with lower midline deviated to the right. Active treatment included Crossbite Arch（ISW loop formed by two 
stoppers） at the upper arch by ISW without extraction. Treatment was completed within 18 months and a stable 
occlusion was achieved after the active treatment.【Discussion and Summary】Differentially diagnosing a Class 
III case by dental, functional, or skeletal is very important before the active treatment. This case showed slight 
facial asymmetry, mild crowding over anterior crossbite region, and unilateral prosthesis existence at the lower 
right portion. After 18 months of treatment, a better interdigitation was built up and with the use of Class III 
intermaxillary elastics （IME）, anterior crossbite was corrected easily.  Finally, a desirable esthetic outcome was 
also achieved and the patient was pleased with the treatment result.

CE-004 ISW for the treatment of adult skeletal Class III crossbite with 
mandibular incisor extraction case

KO Shih-Hsien1, YU Jian-Hong1, LIN Yang-Sung2, CHEN Iung-Jin2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C. ,  
2Department of Biomedical engineering ,  National Yang-Ming University ,  Taipei ,  Taiwan ,  R.O.C.

【Objective】ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） 
for the treatment of adult skeletal Class III crossbite with mandibular incisor extraction case will be discussed.

【Case】A 28-year-old female patient with skeletal Class III crossbite malocclusion as well as maxillary and 
mandibular anterior dental crowding came to our clinic for orthodontic treatment. Due to severe torsiversion of 
right mandibular central incisor and skeletal Class III crossbite, this patient accepted treatment with mandibular 
incisor extraction after thorough discussion with the orthodontist. Sometimes, mandibular incisor extraction 
is an inevitable option in orthodontics and can result in improvement of function, esthetic, and stability. After 
extraction of tooth 36, 41, 48, ISW was used to relieve the crowding and to facilitate the alignment. Elastic 
chain and intermaxillary elastics （IME） were also used for space closure and for intercuspal interdigitation. 

【Discussion and Summary】Orthodontic treatment was completed in 17 months, and correction of skeletal Class III 
crossbite was achieved.
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CE-005 Effects of orthognathic surgery upon condylar rotation during 
mastication: a case with mandibular asymmetry

YASHIRO Kohtaro, OKA Ayaka, ISOGAI Yukako, YAMASHIRO Takashi

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Osakal University

【Objective】While unfavorable loading in temporomandibular joint is significant results from excessive rotational 
movements of condyle, effects of orthognathic surgery upon condylar rotation during mastication have never 
been reported. This case report aimed to show effects of orthognathic surgery upon condylar rotation during 
mastication.【Case】In this report of a 27-year-old female with deviated mandible and flattened condyle on the 
left side who underwent surgical orthodontic treatment, condylar rotation （Eulerian angles） were measured 
around floating axes referring to condyle long-axis that were represented by three-dimensional model.

【Discussion and Summary】The center of condylar rotations around vertical axis （yaw angle）, which was located  
on working side before treatment, was shifted to middle on the line between both condyle postoperatively. In 
addition, the center of condylar rotations around postero-anterior axis （roll angle）, which was positioned on left 
side before treatment, shifted to center between both condyle postoperatively. These findings suggests association 
of flattened shape with excessive roll movement for the left condyle and decreased joint over loading after 
treatment.

CE-006 Orthognathic surgery on skeletal Class III patiens with collapsed 
vertical dimension

CHOI Youn Kyung1, SON Woo Sung2, PARK Soo Byung2, KIM Sung Sik2, KIM Yong Il2

1Department of Orthodontics ,  Pusan National University Hospital ,  2Pusan National University Dental Hospital

【Objective】This case is a report that a patient who had a collapsed occlusal plane due to lost lots of posterior 
teeth and treatment procedure was performed through a multi-disciplinary process for recovery of the vertical 
dimension and the change of the mandibular position. Consequently, we achieved a satisfactory result.【Case】
A patient who had collapsed occlusal plane due to severe dental caries on maxillary molars with skeletal Class 
III malocclusion. As a result, supereruption and migration of teeth into the adjacent extracted site was observed. 
Also, mandibular position was rotated toward supero-anteriorly caused by collapsed vertical dimension and 
condyle head was located more anterior position in the mandibular fossa. Therefore, before orthognathic surgery, 
resetting of maxillary occlusal plane and stable condyle position in the articular fossa with temporary removable 
denture was performed. Then re-diagnosis and evaluation were performed for proper orthognathic surgery 
using dental cast and cephalometric radiographs. After that, successful multidisciplinary approach between 
orthodontist, prosthodontist, and oral and maxillofacial surgeon was done and lead to acceptable clinical outcome.

【Discussion and Summary】Patients who lost posterior teeth due to periodontitis or dental caries have collapsed 
vertical dimension and unstable occlusion. Especially, loss of vertical dimension and unstable occlusion due to 
premature contact of anterior teeth lead to mandibular counterclockwise rotation and protruded mandible. In 
particular, patients in orthognathic surgery, clinician should re-establish the pre-operative stable position of 
mandibular condyle in articular fossa and favorable vertical dimension for high post-operative stability of the 
mandible.
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CE-007 ISW for the treatment of Angle Class II division 2 combined with 
right posterior crossbite

YANG Kai-Ching, YU Jian-Hong, TSAI Ya-Yu

Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C.

【Objective】ISW（Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） 
for the treatment of Angle Class II div.2 combined with right posterior crossbite will be discussed.【Case】
An adult female（26 years old） came to our clinic with a chief complaint of poor dental alignment. Clinical 
examination revealed Angle Class II div. 2 combined with right posterior crossbite. We used ISW to relieve 
the anterior crowding and posterior crossbite. Intermaxillary elastics（IME） were also used to achieve a better 
interdigitation. In the end, correction of arch coordination, space management and bite control were achieved.

【Discussion and Summary】In this case, we corrected poor dental alignment rapidly by using ISW. Compared with 
the traditional treatment with SSW, ISW wire can provide an efficient and easy way to correct such malocclusion. 
After the treatment, a desirable outcome was achieved and the patient was pleased with the treatment result.

CE-008 ISW for the treatment of Angle Class III high angle case with 
anterior open bite

LIAO Yu-Hao1, YU Jian-Hong1, SHIH Wei-Hung2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C. ,  
2Medical Device Development Division ,  Metal Industries Research and Development Centre ,  Taiwan ,  R.O.C.

【Objective】ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire） combined with MEAW technique for the treatment 
of adult Angle Class III high angle with anterior open bite will be discussed.【Case】An adult female （21 years 
old） with a chief complaint of poor dental alignment, diagnosed as an Angle Class III malocclusion with anterior 
open bite and mild crowding. Radiographic examination showed skeletal Class III, hyperdivergent mandible and 
retroclined lower incisors. In this case, orthognathic surgery might be the best way to solve such kind of problem 
considering the facial esthetics. However, when a patient strongly refused surgery, non-surgical orthodontic 
approach becomes an alternative. After referring to TMD special clinic checking her TMJ, we used ISW 
differential MEAW technique to correct the negative overbite and midline deviation, and in the end, we established 
a better arch coordination and a desirable interdigitation. At retention phase, we used a Class II FKO to maintain 
the jaw relationship.【Discussion and Summary】In this case, we discussed the mechanism of differential MEAW 
technique. By using ISW with Class III MEAW and IME, we successfully corrected the anterior open bite and 
achieved a better lateral profile.
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CE-009 ISW for the treatment of adult Angle Class I bimaxillary protrusion 
case

HSU Che-Kang1, YU Jian-Hong1, LIN Chih-Chieh2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C. ,  
2Department of General Dentistry ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  R.O.C.

【Objective】ISW（Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） 
combined with TAD application for the treatment of Angle class I bimaxillary protrusion case will be discussed.

【Case】An adult male （20 years old） came to our clinical with a chief complaint of irregular and protruding teeth 
. Clinical examination revealed 14 missing, 15 rotation. At first, 18, 28, 24, 34, 44 were extracted before the active 
treatment, soon we used ISW for leveling and canine retraction. ISW curve was used at this time to prevent 
overbite from getting increasing. Then anterior retraction was started after space creation （between lateral 
incisor and canine） and correction of the rotated tooth （#15）. Intermaxillary elastics （IME） and bracket position 
adjustment helped a lot in achieving a better treatment outcome. The period of treatment took 3 years and 11 
months.【Discussion and Summary】Overbite increase was an issue in soft archwire retraction cases. However, it 
can be solved, in several ways such as curve, IME, wire bending, and TADs（dual-thread orthodontic implant）. In 
this case, we used part of the above mentioned methods to raise the bite. To sum up, how to control the overbite 
in such kind of cases is very important, especially in soft archwire treatment.

CE-010 Non-TADs mechanics for uprighting overlapped impacted 2nd and 
3rd mandibular molars - a case report

NIU Wenhsin, WU Tzuying, FONG Hwaijen, CHEN Shihchin

Orthodontic section ,  Department of Stomatology ,  Veterans General Hospital ,  Taipei ,  Taiwan

【Objective】Unilateral double mandibular molars impaction was rare yet can be found occasionally, it might occur 
due to posterior discrepancy. Orthodontists usually have to make decision of which teeth should be extracted, and 
to design the subsequent mechanics to upright the remained impacted molar properly. Sometimes, the application 
of TADs for molar uprighting was limited because of anatomic space in the posterior region of the mandible.【Case】
We presented a case with skeletal Class I, bimaxillary protrusion（OJ=5mm） and Class II molar relationship, the 
#47 and #48 were overlapping-impacted, upper dental midline was deviated to left side owing to missing #25. The 
treatment plan included asymmetric extraction of #14#26#34#45 and #18#48, uprighting the deeply-impacted #47 
with conventional anchorage and molar uprighting spring, only one upper right miniscrew was used for midline 
correction, and the tooth #27 was planned to substitute #26.【Discussion and Summary】In 36 months of treatment, 
the impacted #47 was uprighted and well-aligned, a Class I occlusion, balanced profile were achieved. In this case, 
teeth #34#45 were also removed for relieving the posterior crowding and gaining space for anterior retraction in 
mandibular arch. After relieving posterior crowding, horizontal impacted #47 could be uprighted in an easier way; 
also it might reduce the unwanted periodontal trauma to adjacent teeth. Furthermore, during the treatment, we 
carefully monitored the movement of the impacted #47 to gave the proper direction of force. We will present the 
effectiveness and the force system of molar uprighting with only conventional anchorage through the treatment in 
detail.
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CE-011 A case of sleep breathing and upper airway changes using the 
Andresen Activator

CONCEPCION Cynthia, UEDA Hiroshi, MATSUMURA Yu, IWAI Koji, SUMI Keisuke, TANIMOTO Kotaro

Department of Orthodontics Applied Life Sciences Hiroshima University Institute of Biomedical & Health Sciences

【Objective】assesment of both polysomnographic and physical changes on the upper airways induced by the 
use of the Andresen Activator for the developtment of the mandible.【Case】a 12-year-old male presented with a 
retruded mandible （skeletal Class II） and started treatment with the Andresen Activator, was subjected to at 
home polysomnography analysis with a portable sleep monitor （Nomics Brizzy, Liege, Belgium） as a routinely 
procedure where suspected disordered sleep-breathing signs were first noticed. Radiographic examination showed 
a slightly narrow upper airway space and Mallampati assessment showed crowded oropharynx. Also a series of 
questionnaires （Epworth sleepiness scale modified for children and the sleep related breathing disorder sub-scale） 
were administered to assess both the child's and his parents' perception of his daytime sleepiness levels and sleep 
breathing respectively. It was decided to observe this case's progression with the continuous use of the activator, 
and periodic at home polysomnographic retests. Cephalometric radiographs were taken at different periods 
to evaluate the physical changes naturally induced by the Activator as well as the suspected added benefits.

【Discussion and Summary】after continuous activator therapy there was a marked improvement noticed on all 
indicators of severity analyzed with the sleep monitor, which were in turn confirmed with the physical changes 
evaluated with radiographs, thus demonstrating that extended and uninterrupted use of the Andresen Activator, 
not only brings upon the necessary changes for a harmonious occlusion, but also improves sleep breathing on 
children undergoing this kind of orthopedic therapy.
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（A）

ABE Akiko 阿部 朗子 学展-026 ,  学展-181 ,  

学展-277

ABE Masahiro 安倍 正博 学展-107

ABE Reiko 阿部 玲子 学展-219 ,  症展-032 ,  

症展-033

ABE Ryo 阿部 遼 学展-175

ABE Shigeaki 阿部 薫明 学展-146 ,  学展-150

ABE Shinichi 阿部 伸一 学展-222 ,  症展-030

ABE Takaharu 阿部 崇晴 学展-127 ,  学展-243 ,  

学展-248

ABE Yasunori 阿部 泰典 学展-057

ADACHI Kazunori 安達 一典 学展-049

ADACHI Rie 足立 理恵 症報-003

ADEL Mohamed ADEL Mohamed AE-002

AHIKO Nozomi 阿彦 希 症展-036

AHN Hyo-Won AHN Hyo-Won AE-014

AHN Sug-Joon AHN Sug-Joon AE-010

AIKAWA Tomonao 相川 友直 症展-021

AINO Makoto 相野 誠 症展-026

AKIBA Yumeno 秋葉 夢乃 学展-226 ,  学展-228

AKIYAMA Shuhei 秋山 秀平 学展-264 ,  症展-022

AMACHI Ryota 天知 良太 学展-107 ,  学展-249

AMITANI Kiriko 網谷季莉子 学展-175

ANADA Takahisa 穴田 貴久 学展-279

ANDO Fumihito 安藤 文人 学展-170

ANDO Kazuyo 安藤 和代 学展-127 ,  学展-243

AOKI Kazuhiro 青木 和広 学展-033

AOKI Noriaki 青木 紀昭 学展-054

AOYAMA Gozo 青山 剛三 学展-025 ,  AE-001

AOYAMA Iyo 青山 依儒 学展-005

AOYAMA Mineyoshi 青山 峰芳 学展-113

ARAI Atsushi 荒井 敦 学展-108

ARAI Chihiro 新井 千博 学展-098

ARAI Kazuhito 新井 一仁 学展-028 ,  学展-086 ,  

学展-170 ,  学展-207 ,  

学展-260

ARAI Kiyoshi 荒井 清司 学展-142

ARAKAWA Keitarou 荒川啓太朗 症展-032 ,  症展-033

ARAKI Miyu 荒木 美祐 学展-077

ARAKI Motohide 荒木 元英 学展-067

ARIIZUMI Dai 有泉 大 学展-165

ARIMA Shiori 有馬 詩織 学展-152

ARIMURA Megumi 有村 恵 学展-263

ARISHIMA Tsuneo 有島 常雄 学展-191

ARITA Kotaro 有田光太郎 学展-082 ,  学展-083

ARIZONO Keira 有薗ケイラ 学展-083

ASAHITO Toshikazu 朝日藤寿一 学展-255

ASAI Kiyofumi 浅井 清文 学展-113

ASAI Komei 浅井 孔明 学展-268

ASAKAWA Yuki 麻川 由起 学展-168

ASAMI Isao 浅見 勲 学展-050 ,  学展-159

ASAMI Takuya 浅見 拓也 症展-022

ASANO Yuichirou 浅野雄一郎 学展-092

ASAOKA Ryo 浅岡 諒 症展-045

ASO Takashi 阿蘇 崇之 学展-268

AWADA Tetsuya 粟田 哲也 学展-121 ,  学展-127 ,  

学展-248 ,  AE-012

AWATA Mayuko 粟田麻祐子 学展-147

AZUMA Toshifumi 東 俊文 学展-128

AZUMI Eiko 安積 瑛子 学展-124
 

（B）

BABA Shunsuke 馬場 俊輔 学展-282 ,  学展-283

BABA Yoshiyuki 馬場 祥行 症展-036

BABA Yuri 馬場 優里 学展-263 ,  症展-036

BANDO Yosuke 坂東 洋祐 学展-150

BANDOU Satoko 坂東 智子 症報-012

BARON Roland バロン ローランド 学展-091

BASUGI Akihiko 馬杉 亮彦 学展-005

BAYARSAIKHAN Od BAYARSAIKHAN Od 学展-160 ,  AE-008

BAZAR Amarsaikhan バザル アマルサイハン 学展-077

BOUXSEIN Mary ボクサイン メアリー 学展-091
 

（C）

CHANG Chia-Chi CHANG Chia-Chi AE-022

CHANG Yoon-Han CHANG Yoon-Han AE-023

CHEN Chih-Yu CHEN Chih-Yu AE-007

CHEN Iung-Jin CHEN Iung-Jin CE-004

CHEN Jui-Hsieh CHEN Jui-Hsieh AE-007

CHEN Li-Chuan CHEN Li-Chuan CE-001

CHEN Shihchin CHEN Shihchin CE-010

CHEN Yuan-Hou CHEN Yuan-Hou CE-003

CHENG Eric チェン エリック 学展-263

CHOI Daehwan 崔 大煥 学展-040 ,  学展-133

CHOI Youn Kyung CHOI Youn Kyung CE-006

CHOI Younjin CHOI Younjin AE-015

CHONG See-Yen CHONG See-Yen AE-005

CHOUSA Naoyuki 帖佐 直幸 学展-120
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CHUNG Dong-Hwa CHUNG Dong-Hwa AE-023

CHUNG Shin-Hye CHUNG Shin-Hye AE-010

CONCEPCION Cynthia CONCEPCION Cynthia AE-012 ,  CE-011
 

（D）

DAN Chisato 檀 知里 学展-177 ,  症展-006 ,  

症展-012

DATE Tomomi 伊達 智美 学展-239

DEGUCHI Toru 出口 徹 学展-230 ,  AE-013

DEKITA Masato 出来田雅人 学展-136

DOHI Yosuke 土肥 洋介 学展-215 ,  学展-245

DOMAE Eisuke 堂前 英資 学展-112 ,  学展-125
 

（E）

EBANA Teruo 江花 照夫 学展-203

EBISAWA Soichi 海老澤聡一 症展-009

EBISAWA Tomohiro 海老澤朋宏 学展-247

EGUCHI Toshiko 江口 俊子 学展-050

EGUCHI Yasukuma 江口康久万 学展-037

ENDO Toshiya 遠藤 敏哉 学展-141 ,  学展-253 ,  

学展-254

ENDO Yasuo 遠藤 康男 学展-129

ETO Tomoyuki 江藤 友幸 学展-221
 

（ F）

FANG Chih-Yu FANG Chih-Yu AE-022

FIELDS Henry FIELDS Henry AE-013

FONG Hwaijen FONG Hwaijen CE-010

FUJII Tomomi 藤井 智巳 学展-220 ,  学展-273

FUJIMAKI Ryo 藤巻 良 学展-023 ,  学展-274

FUJIMOTO Mai 藤本 舞 学展-245

FUJIMURA Yuji 藤村 裕治 学展-079

FUJISAWA Aturo 藤澤 厚郎 学展-176

FUJISAWA Nobuko 藤澤 靖子 学展-005

FUJISHIRO Atsushi 藤代 篤 学展-032

FUJISHIRO Takeki 藤城 建樹 学展-170

FUJISHITA Ayumi 藤下あゆみ 学展-070

FUJITA Akira 藤田 瑛 学展-080 ,  学展-175

FUJITA Kinya 藤田 欣也 症展-044

FUJITA Koichi 藤田 紘一 学展-210 ,  学展-211 ,  

学展-212 ,  学展-217 ,  

症展-016 ,  症展-017 ,  

症展-018 ,  症展-024 ,  

AE-003

FUJITA Koji 藤田 浩嗣 症展-044

FUJIWARA Takeo 藤原 武男 学展-077

FUJIWARA Yuri 藤原 百合 学展-250 ,  学展-251

FUKAMACHI Naoya 深町 直哉 学展-171

FUKAWA Toshihiko 府川 俊彦 学展-255

FUKAYA Sari 深谷 紗吏 学展-034

FUKUI Hisao 福井 壽男 学展-188

FUKUI Kazunori 福井 和徳 口演-002 ,  学展-038 ,  

学展-042 ,  学展-043 ,  

学展-066 ,  学展-076 ,  

症展-009 ,  症展-027 ,  

症展-041

FUKUI Yuko 福井 裕子 学展-036

FUKUMASHI Eriko 福増栄里子 学展-192

FUKUMASHI Kazuhiro 福増 一浩 学展-192

FUKUMOTO Aoi 福本 葵 学展-016

FUKUNAGA Tomohiro 福永 智広 学展-096

FUKUSHIMA Mika 福嶋 美佳 症展-043

FUKUSHIMA Yukano 福島由香乃 学展-052

FUKUYAMA Eiji 福山 英治 症展-016 ,  症展-018

FUNAHASHI Kenta 舩橋 健太 学展-263

FURUHATA Mayu 降旗 真由 症展-019

FURUKAWA Masahide 古川 雅英 学展-174

FURUKAWA Shinji 古川 真司 学展-187

FURUKAWA Yusuke 古川 雄亮 学展-259

FUSHIKI Rena 伏木 怜奈 学展-178

FUSHIMA Kenji 不島 健持 学展-027 ,  学展-073 ,  

学展-158 ,  学展-218 ,  

学展-271
 

（G）

GANBURGED Ganjargal ガンブルゲド ガンジャルガル 学展-077

GO Ikuin 呉 郁イン 学展-262 ,  学展-264

GODA Seiji 合田 征司 学展-112 ,  学展-125

GOI Takahiro 五井 貴大 学展-170

GOKE Hideaki 郷家 秀昭 学展-002

GOTO Mariko 後藤真理子 学展-081

GOTO Shigemi 後藤 滋巳 学展-092 ,  学展-093 ,  

学展-113 ,  症展-026 ,  

症展-045

GOTO Yoh 後藤 洋 学展-113

GUNJI Hidemi 郡司 秀美 学展-121 ,  学展-168 ,  

学展-169 ,  学展-248 ,  

AE-012
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GUNJIGAKE Kaori 郡司掛香織 学展-044 ,  学展-045 ,  

学展-088 ,  学展-153 ,  

学展-167 ,  学展-182
 

（H）

HAGA Shugo 芳賀 秀郷 学展-246 ,  症展-019 ,  

AE-002

HAGIWARA Shunichi 萩原 俊一 学展-027 ,  学展-218

HAMADA Yoshiki 濱田 良樹 学展-005

HAMAGUCHI Naomi 濱口 尚美 学展-202

HAMANAKA Ryo 濱中 僚 口演-008 ,  学展-070 ,  

学展-082 ,  AE-006

HAMANO Shiori 濱野 詩織 症展-045

HAN Sulgi HAN Sulgi AE-016

HANDA Hideho 半田 秀穂 学展-054

HARA Ai 原 あい 口演-001 ,  学展-068

HARA Naoto 原 直人 学展-055

HARA Toru 原 徹 学展-105

HARADA Momoko 原田 桃子 学展-272

HARUKI Kaho 春木 華帆 学展-240

HARUYAMA Naoto 春山 直人 学展-259

HASEGAWA Hiroya 長谷川紘也 学展-245

HASEGAWA Masakazu 長谷川正和 学展-115

HASEGAWA Naoya 長谷川尚哉 学展-049

HASHIMOTO Kazutoshi 橋本 和俊 学展-041

HASHIMOTO Mana 橋本 真奈 学展-105

HASHIMOTO Megumi 橋本 恵 学展-082 ,  学展-083

HASHIMOTO Yoshiya 橋本 典也 学展-124 ,  学展-132

HATA Kyoko 秦 響子 学展-028

HATA Shozaburo 秦 省三郎 学展-101 ,  学展-181 ,  

学展-233

HATA Yuichiro 秦 雄一郎 学展-214

HATAKEYAMA Satoru 畠山 慧 学展-187

HATANAKA Reina 畠中 玲奈 学展-053 ,  学展-223 ,  

学展-226

HATANO Kasumi 畑野 香澄 学展-064 ,  学展-095

HATTORI Takako 服部 高子 学展-137

HAYANO Satoru 早野 暁 学展-036

HAYASHI Mariko 林 真莉子 学展-225

HAYASHI Masaki 林 正樹 症展-002

HIASA Masahiro 日浅 雅博 学展-107

HICHIJO Natsuko 七條なつ子 学展-160 ,  学展-200 ,  

学展-201

HIGASHI Yulia 東 ゆりあ 学展-231

HIGASHIHORI Norihisa 東堀 紀尚 学展-139 ,  症展-008

HIJIYA Keiko 土屋 恵子 学展-072

HIKIDA Takuji 疋田 拓史 学展-116 ,  学展-119 ,  

学展-131 ,  学展-138

HIKITA Rina 疋田 理奈 学展-256 ,  学展-265 ,  

症展-034

HIKITA Yu 疋田 悠 学展-014 ,  学展-246 ,  

AE-002

HIKONE Atsushi 彦根 敦 学展-276

HIRABAYASHI Kyoko 平林 恭子 症展-022 ,  症展-036

HIRAI Mihoko 平井三峰子 学展-020

HIRAIKE Masato 平池 正人 学展-166 ,  学展-205

HIRAKATA Chika 平形 智佳 学展-253

HIRAKOSHI Yoshiaki 平越 義朗 症展-003

HIRANO Wataru 平野 航 学展-213

HIRAOKA Takafumi 平岡 孝文 学展-282 ,  学展-283

HIRASAWA Yuta 平澤 佑太 学展-067

HIRATSUKA Taizo 平塚 泰三 学展-143

HIROSE Miho 廣瀬 美帆 症報-008

HIROTA Makoto 廣田 誠 症展-024

HITOMI Suzuro 人見 涼露 学展-044 ,  学展-045

HOKUGO Akishige 北郷 明成 学展-241

HOKUGO Rie 北郷 理恵 学展-241

HONDA Koji 本田 康二 学展-210 ,  学展-212 ,  

症展-024

HONDA Yoshitomo 本田 義知 学展-124

HORIE Kayo 堀江 佳代 学展-239

HORIHATA Satoshi 堀畑 聡 口演-003

HORINUKI Eri 堀貫 恵利 学展-071 ,  学展-074

HORIUCHI Shinya 堀内 信也 学展-107 ,  学展-160 ,  

学展-249

HOSHIJIMA Mitsuhiro 星島 光博 学展-118 ,  学展-137

HOSHIKAWA Toko 干川 透子 学展-163 ,  学展-164

HOSOKAWA Junko 細川 淳子 学展-172 ,  学展-173

HOSOMICHI Jun 細道 純 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095 ,  学展-099

HOSOYA Hisashi 細谷 尚史 学展-042 ,  学展-043

HOSOYAMA Yukiko 細山有規子 学展-112

HOTOKEZAKA Hitoshi 佛坂 斉祉 学展-082 ,  学展-083

HSIEH Hsueh-Yin HSIEH Hsueh-Yin AE-005

HSU Che-Kang HSU Che-Kang CE-009

HSU Jui-Ting HSU Jui-Ting AE-022

HUANG Chun-Shuo HUANG Chun-Shuo CE-003

HUANG Heng-Li HUANG Heng-Li AE-022

HUJITA Takahiro 藤田 隆寛 学展-233

HUNG Chih-Ying HUNG Chih-Ying AE-009
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HUR Woosil HUR Woosil AE-015

HUTAMI Islamy Rahma HUTAMI Islamy Rahma AE-018
 

（ I ）

ICHIKAWA Hirofumi 市川 博文 学展-016

ICHIKAWA Kaya 市川 佳弥 学展-175 ,  学展-229

ICHINOSE Motoshi 一ノ瀬元史 学展-006

IIDA Emi 飯田 恵美 学展-240

IIDA Junichiro 飯田順一郎 学展-046 ,  学展-117 ,  

学展-123 ,  学展-146 ,  

学展-150 ,  学展-234 ,  

学展-252 ,  学展-276

IIJIMA Masahiro 飯嶋 雅弘 学展-148 ,  学展-151 ,  

症展-039

IIMURA Tadahiro 飯村 忠浩 学展-126

IIZUKA Yasuyuki 飯塚 康之 学展-187

IKE Makiko 池 真樹子 学展-080

IKEDA Erina 池田恵理奈 学展-088

IKEDA Nobuyuki 池田 順行 口演-005

IKEDA Yuhei 池田 侑平 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010 ,  学展-019 ,  

AE-004 ,  AE-019

IKEGAMI Tomio 池上 富雄 学展-079

IKEMORI Takahiro 池森 宇泰 症展-046

IKEO Takashi 池尾 隆 学展-125

IKUNO Keiichiro 生野啓一郎 学展-234 ,  学展-276

IMAI Haruki 今井 治樹 学展-210 ,  学展-211 ,  

学展-212 ,  学展-217 ,  

症展-018 ,  症展-024

IMAI Tomoaki 今井 智明 学展-170

IMAMURA Eisaku 今村 栄作 症展-042

IMAMURA Kazunobu 今村 一信 学展-275

IMAMURA Ryuichi 今村 隆一 学展-216

IMAMURA Ryutaro 今村竜太郎 学展-216

IMAMURA Toshihiro 今村 俊博 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010

IMOTO Issei IMOTO Issei AE-021

IMOTO Yasuki 井本 泰樹 学展-051 ,  学展-060

INAMI Kaoru 居波 薫 症展-003

INO Airi 井野 愛理 学展-082 ,  学展-083

INOKUCHI Takato 井口 隆人 学展-003

INOU Norio 伊能 教夫 学展-075 ,  学展-081

INOUE Masamu 井上 維 学展-052

INOUE Tomio 井上 富雄 学展-062

INOUE Yasuko 井上 裕子 学展-230

INUZUKA Shinichi 犬束 信一 症展-048

INUZUKA Yasumi 犬束 康実 症展-048

IO Kaori 伊尾 歌織 学展-219 ,  症展-032 ,  

症展-033

ISHIDA Chisato 石田 知里 症報-010

ISHIDA Masahiko 石田 匡彦 学展-104 ,  学展-106

ISHIDA Masaya 石田 昌也 口演-004

ISHIDA Takayoshi 石田 宝義 学展-057 ,  AE-003

ISHIDA Yuji 石田 雄之 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010 ,  学展-029 ,  

学展-064 ,  学展-095 ,  

学展-099 ,  学展-235

ISHIHARA Yoshihito 石原 嘉人 学展-091

ISHII Hitomi 石井 瞳 学展-035

ISHII Kaori 石井かおり 口演-003

ISHII Takenobu 石井 武展 学展-020 ,  学展-040 ,  

学展-133 ,  学展-242 ,  

学展-267

ISHII Taro 石井 太郎 学展-101

ISHIKAWA Hiroyuki 石川 博之 学展-026 ,  学展-039 ,  

学展-101 ,  学展-181 ,  

学展-233 ,  学展-277

ISHIKAWA Misao 石川美佐緒 学展-110

ISHIKAWA Munetada 石川 宗理 学展-040 ,  学展-133 ,  

症展-032 ,  症展-033

ISHIKAWA Tsuyoshi 石川 剛 学展-203

ISHIMARU Naozumi 石丸 直澄 学展-107

ISHIMITSU Shunsuke 石光 俊介 口演-003

ISHISAKI Akira 石崎 明 学展-120

ISHIYAMA Takahumi 石山 隆文 学展-017

ISOGAI Yukako ISOGAI Yukako CE-005

ITO Misa 伊藤 美紗 学展-045

ITO Shuichi 伊藤 修一 学展-148

ITO Yosuke 伊藤 洋介 症展-022

ITOH Takami 伊東 隆三 学展-214

ITOHIYA Kanako 糸日谷佳菜子 学展-034 ,  学展-110

ITSUKI Yasuhiro 斉宮 康寛 症展-042

IWAI Koji IWAI Koji CE-011

IWAI Toshinori 岩井 俊憲 症展-024

IWASA Akihiko IWASA Akihiko AE-018

IWASAKI Teruyuki 岩崎 晃幸 学展-183

IWASAKI Yukari 岩崎由香利 学展-258

IWASAKI Yuko 岩崎 祐子 学展-078

IWATA Mitsuhiro 岩田 光弘 症展-023
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IWATA Naoaki 岩田 直晃 学展-189 ,  学展-193 ,  

症展-002

IWATA Toshio 岩田 敏男 学展-016 ,  学展-031 ,  

学展-053 ,  学展-090 ,  

学展-144 ,  学展-145 ,  

学展-223 ,  学展-225 ,  

学展-228 ,  学展-280

IZAWA Takashi IZAWA Takashi AE-018

IZUMIDA Eri 泉田 恵理 学展-122
 

（J）

JAFARI Saeed ジャファリ サイード 学展-104

JEONG Jaehyun JEONG Jaehyun AE-016

JIMI Eijiro 自見英治郎 学展-278
 

（K）

KAEDE Koshirou 楓 公士朗 学展-058 ,  学展-072

KAGAWA Makiko 香川真貴子 学展-125

KAGEYAMA Toru 影山 徹 学展-063 ,  症展-028 ,  

症展-029

KAJII Takashi 梶井 貴史 学展-039 ,  学展-233

KAJITANI Misa 梶谷 美紗 学展-001

KAKO Syunsuke 加古 駿輔 学展-092

KAKU Masato 加来 真人 学展-243

KAMEDA Takashi 亀田 剛 学展-141

KAMIJO Ryutaro 上條竜太郎 学展-122 ,  学展-135

KAMIMOTO Hiroyuki 紙本 裕幸 学展-265

KAMIOKA Hiroshi 上岡 寛 口演-004 ,  学展-021 ,  

学展-036 ,  学展-105 ,  

学展-118 ,  学展-137 ,  

学展-176 ,  症展-038

KAMOYA Takuo 加茂谷拓央 学展-279

KANAGUCHI ARITA Akemi KANAGUCHI ARITA Akemi AE-019

KANAZAWA Masanori 金沢 昌律 口演-001 ,  学展-068

KANEDA Yosho 金田 用将 学展-073

KANEKO Mari 金子 茉莉 学展-074

KANEKO Sawa 金香 佐和 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095 ,  学展-099

KANEKO Tomoo 金子 知生 学展-046 ,  学展-234 ,  

学展-252

KANEKO Yu 金子 優 学展-061 ,  学展-215

KANEKO Yukio 金子 幸生 学展-247

KANEMATSHU Yumiko 兼松由美子 学展-078

KANNO Takahiro 菅野 貴浩 学展-249

KANOMI Ryuzo 嘉ノ海龍三 学展-032 ,  学展-035 ,  

学展-272

KANZAKI Hiroyuki 菅崎 弘幸 口演-009 ,  学展-034 ,  

学展-054 ,  学展-110

KASAHARA Yuki 笠原 由紀 学展-064 ,  学展-095 ,  

学展-099

KASAI Kazutaka 葛西 一貴 口演-003 ,  口演-010 ,  

学展-069 ,  学展-116 ,  

学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-134 ,  学展-138 ,  

学展-142 ,  学展-216

KATADA Hidenori 片田 英憲 学展-267

KATAGIRI Takenobu 片桐 岳信 学展-278

KATAGUCHI Taku KATAGUCHI Taku AE-003

KATAOKA Ayano 片岡 彩乃 学展-170 ,  学展-258

KATAOKA Tomoki 片岡 伴記 学展-176

KATO Chiho 加藤 千帆 学展-057 ,  症展-025 ,  

AE-003

KATO Genki 加藤 玄樹 学展-033

KATO Hitoshi 加藤 均 学展-054

KATO Jun 加藤 旬 症展-042

KATO Makiko 加藤万紀子 学展-086

KATO Misa 加藤 美沙 学展-268

KATO Yuho 加藤 悠歩 学展-061 ,  学展-215

KATO Yui 加藤 ゆい 学展-176

KATOU Maasa 加藤 真麻 学展-204 ,  症展-032 ,  

症展-033

KATSUMATA Akitoshi 勝又 明敏 学展-155

KATSUMURA Sakura 勝村さくら 学展-222 ,  症展-030

KATUMATA Yuuta 勝俣 裕太 学展-034

KAWABE Ayako 川辺 綾子 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010

KAWAGOE Megumi 川越 慈 学展-277

KAWAGUCHI Kyotaro 河口馨太朗 学展-148 ,  学展-151

KAWAI Nobuhiko 川合 暢彦 学展-098 ,  学展-160 ,  

AE-008

KAWAKAMI Eiko 川上 映子 学展-011

KAWAKAMI Kyouko 川上 響子 学展-011

KAWAKAMI Masayoshi 川上 正良 学展-094

KAWAKAMI Toshiyuki 川上 敏行 学展-097

KAWAMOTO Tatsuo 川元 龍夫 学展-044 ,  学展-045 ,  

学展-088 ,  学展-102 ,  

学展-103 ,  学展-153 ,  

学展-167 ,  学展-182

KAWAMURA Jun 河村 純 学展-188
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KAWAMURA Naohiko 川村 尚彦 学展-148 ,  学展-151

KAWAMURA Takuya 川村 卓也 症展-044

KAWANABE Hitoshi 川鍋 仁 学展-038 ,  学展-042 ,  

学展-043 ,  症展-009

KAWANABE Noriaki 川邉 紀章 学展-036 ,  学展-176

KAWASHIMA Yuka 川嶋 優花 学展-028

KAWATA Toshitsugu 河田 俊嗣 学展-012 ,  学展-016 ,  

学展-031 ,  学展-051 ,  

学展-053 ,  学展-055 ,  

学展-056 ,  学展-059 ,  

学展-060 ,  学展-089 ,  

学展-090 ,  学展-144 ,  

学展-145 ,  学展-196 ,  

学展-198 ,  学展-202 ,  

学展-213 ,  学展-223 ,  

学展-225 ,  学展-226 ,  

学展-228 ,  学展-231 ,  

学展-240 ,  学展-280

KAWATO Takayuki 川戸 貴之 学展-140

KIKUCHI Emiko 菊池恵美子 学展-120

KIKUCHI Masanori 菊池 正紀 学展-143

KIKUTA Jun 菊田 純 口演-010 ,  学展-116 ,  

学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-138

KIM DoGyoon KIM DoGyoon AE-013

KIM Hyoungjoon 金 亨俊 学展-022

KIM Joon-Woo KIM Joon-Woo AE-023

KIM Kang-Min KIM Kang-Min AE-017

KIM Reuben キム ルーベン 学展-108

KIM Seong Sik KIM Seong Sik AE-015 ,  AE-016

KIM Seonghoon KIM Seonghoon AE-015

KIM Seong-Hun KIM Seong-Hun AE-011 ,  AE-014

KIM Su-Jung KIM Su-Jung AE-017

KIM Sung Sik KIM Sung Sik CE-006

KIM Takenori 金 壮律 学展-117

KIM Yong Il KIM Yong Il CE-006

KIMURA Aya 木村 綾 学展-121 ,  学展-168 ,  

学展-169 ,  学展-239 ,  

学展-248

KIMURA Hitomichi 木村 仁迪 学展-120

KIMURA Hitoshi 木村 仁 学展-075 ,  学展-081

KIMURA Keisuke 木村 桂介 学展-104 ,  学展-106

KIMURA Ryosuke 木村 亮介 学展-014 ,  学展-246 ,  

AE-002

KIMURA-ONO Aya 大野 彩 学展-176

KINBARA Masayuki 金原 正敬 学展-129

KINNO Yoshiaki 金野 吉晃 学展-255

KINOUCHI Nao KINOUCHI Nao AE-008

KIRITA Tadaaki 桐田 忠昭 学展-094

KISHIKAWA Akiko 岸川 明子 学展-104 ,  学展-106

KISHIMOTO Naotaka 岸本 直隆 学展-124

KITAFUSA Hiroyuki 北總 博之 学展-030

KITAFUSA Yukio 北總 征男 学展-030

KITAGAWA Masae 北川 雅恵 学展-239

KITAI Noriyuki 北井 則行 学展-013 ,  学展-155 ,  

学展-230

KITAI Shuto 鍛代 秀人 学展-165 ,  学展-219 ,  

学展-269 ,  学展-270

KITAJO Hiroyuki 北所 弘行 症展-014

KITAMI Kohei 北見 公平 学展-109

KITAMI Megumi 北見 恩美 学展-109

KITAMURA Tetsuya 北村 哲也 学展-117

KITAURA Hideki 北浦 英樹 学展-104 ,  学展-106

KIYAMA Nozomu 木山 望 学展-146

KO Shih-Hsien KO Shih-Hsien CE-004

KOBAYASHI Dai 小林 大 学展-073 ,  学展-158

KOBAYASHI Kazuo 小林 一夫 学展-244

KOBAYASHI Makoto 小林 誠 学展-236

KOBAYASHI Masaru 小林 優 学展-027 ,  学展-158 ,  

学展-218 ,  学展-271

KOBAYASHI Masayuki 小林 真之 学展-071 ,  学展-074

KOBAYASHI Ryoki 小林 良喜 学展-134

KOBAYASHI Sakurako 小林さくら子 学展-170

KOBAYASHI Yoshiki 小林 義樹 学展-254

KOBAYASHI Yukiho 小林 起穂 学展-111 ,  学展-256 ,  

学展-263 ,  症展-034 ,  

症展-036

KOBAYASI Tadaharu 小林 正治 口演-005

KODA Takashi 幸田 隆史 学展-086

KODAMA Yasumitsu 児玉 泰光 学展-080

KOGA Yoshiyuki 古賀 義之 口演-008 ,  学展-070 ,  

学展-079 ,  AE-006

KOGO Mikihiko 古郷 幹彦 学展-024 ,  症展-021

KOH Myongsun 高 明善 学展-239

KOHAMA Aki 小浜 亜希 学展-198

KOHARA Haruka 小原 悠 学展-070

KOHARA Manabu 神原 学 学展-166 ,  学展-205
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KOIZUMI So 小泉 創 学展-031 ,  学展-055 ,  

学展-056 ,  学展-144 ,  

学展-145 ,  学展-196 ,  

学展-198 ,  学展-202 ,  

学展-223 ,  学展-226 ,  

学展-231 ,  学展-280

KOIZUMI Yuriko 小泉友里子 学展-022

KOJIMA Yukio 小島 之夫 学展-188

KOKAI Satoshi 小海 暁 学展-057 ,  症展-025 ,  

AE-003

KOKETSU Misako 纐纈美沙子 学展-211 ,  学展-217

KOMATSU Shohei 小松 昌平 学展-069

KOMATSU Yoshihiro 小松 義広 学展-109

KOMAZAKI Yuko 駒崎 裕子 学展-077 ,  学展-262 ,  

学展-263 ,  学展-264 ,  

学展-265 ,  症展-036

KOMAZAWA Daigo 駒澤 大悟 学展-085

KOMORI Akira 小森 成 学展-018 ,  学展-023 ,  

学展-170 ,  学展-258 ,  

学展-274

KOMORI Hiroki 古森 紘基 学展-176

KONDO Takanobu 近藤 崇伸 学展-082 ,  学展-083

KONDOU Shigetomo 近藤 成智 学展-006

KONISHI Hiroaki 小西 弘晃 学展-271

KONNO Masahiro 今野 正裕 学展-004 ,  症展-039

KONNO Mayumi 今野 麻弓 学展-197

KONNO Moe 今野 萌 症展-039

KONNO Yuichi 今野 裕一 学展-197

KONO Kana 河野 加奈 学展-021

KONOO Tetsuro 木尾 哲朗 学展-153

KOSAKA Hajime 小坂 肇 学展-267 ,  症展-040

KOSAKA Tatsuya 小坂 竜也 学展-267 ,  症展-040

KOSAKU Kazuhiko 小作 一仁 学展-087

KOSHIKAWA Noriaki 越川 憲明 学展-071

KOUDA Takashi 幸田 隆史 学展-170

KOUZAKI Hiroto 神崎 寛人 学展-185

KOZATO Satoshi 上里 聡 学展-149 ,  学展-250 ,  

学展-251

KUBOKI Takuo 窪木 拓男 学展-176

KUBOTA Takao 久保田隆朗 症展-001

KUMA Yoichiro 隈 陽一郎 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095 ,  学展-099

KUMAGAI Yuriko 熊谷友理子 学展-177 ,  症展-006 ,  

症展-012

KUMANO Chie 熊野 千恵 学展-039

KUNIMATSU Ryo 國松 亮 学展-121 ,  学展-127 ,  

学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-239 ,  学展-243 ,  

学展-248

KUNINORI Takahiro 國則 貴玄 学展-208

KURABEISHI Hiroyuki 双石 博之 口演-002 ,  学展-066

KURAMITSU Sachiko 藏満 幸子 学展-044

KURATA Kazuyuki 倉田 和之 学展-255

KUREMOTO Kouichi 呉本 晃一 学展-259

KURIHARA Kanako 栗原加奈子 学展-175

KURODA Eiko 黒田 栄子 学展-043 ,  学展-076

KURODA Yuko 黒田 優子 症展-023

KUROHAMA Takeshi 黒濱 武士 学展-082 ,  学展-083

KUROHARA Kazuto 黒原 一人 症展-022

KUROISHI Kayoko 黒石加代子 学展-044 ,  学展-045 ,  

学展-088 ,  学展-153 ,  

学展-167 ,  学展-182

KUROIWA Ai 黒岩 愛 学展-235

KUROKAWA Makoto 黒川 真 学展-054

KUROKAWA Takayuki 黒川 孝幸 学展-252

KUROKI Kouichi 黒木 宏一 学展-031

KUROSAKA Hiroshi 黒坂 寛 学展-025 ,  AE-001 ,  

AE-020

KUROYANAGI Fumi 黒柳 ふみ 学展-013

KUROYANAGI Norio 黒柳 範雄 症展-048

KUSABA Gaku 草場 岳 学展-219 ,  学展-269 ,  

学展-270

KUSAKABE Toyohisa 日下部豊寿 学展-237

KWAK Gyeongho KWAK Gyeongho AE-016

KWON Sanho 權 相豪 学展-194 ,  学展-208 ,  

症展-046
 

（ L）

LEE Donghoon イ ドンフン 学展-024

LEE Jeong-Ah LEE Jeong-Ah AE-014

LEE Wonjae LEE Wonjae AE-015

LEE Yeon-Ji LEE Yeon-Ji AE-011

LEE Yu-Chen LEE Yu-Chen AE-022

LIAO Yu-Hao LIAO Yu-Hao CE-008

LIM Bum-Soon LIM Bum-Soon AE-010

LIM Young-Sub LIM Young-Sub AE-023

LIN Chih-Chieh LIN Chih-Chieh CE-009

LIN Dan-Jae LIN Dan-Jae AE-009

LIN Ting-Sheng LIN Ting-Sheng AE-007

LIN Yang-Sung LIN Yang-Sung CE-004
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（M）

MACHIYA Aiko 町谷亜位子 学展-278

MADACHI Kohei 眞舘 幸平 学展-171

MAEDA Aya 前田 綾 症展-043

MAEDA Hatuhiko 前田 初彦 学展-092

MAEDA Makoto 前田 眞琴 症展-031

MAENO Masao 前野 正夫 学展-114 ,  学展-140

MAESAWA Chihaya 前沢 千早 学展-261

MAKI Koutaro 槇 宏太郎 学展-014 ,  学展-062 ,  

学展-075 ,  学展-081 ,  

学展-122 ,  学展-135 ,  

学展-154 ,  学展-246 ,  

症展-019 ,  AE-002

MAKINO Eriko 牧野衣利子 症展-045

MAKINO Masashi 牧野 正志 学展-189 ,  学展-193 ,  

学展-204 ,  症展-002

MANABE Asuka 間邊安寿雅 症展-018

MANO Mikiko 真野 樹子 学展-245

MARUYAMA Youichi 丸山 陽市 学展-183

MASUDA Yuji 増田 裕次 学展-063 ,  学展-072

MATSUBARA Takuma 松原 琢磨 学展-096

MATSUBAYASHI Yukie 松林 幸枝 学展-003

MATSUDA Hirokazu 松田 浩和 口演-001 ,  学展-068

MATSUI Shigeyuki 松井 成幸 学展-084

MATSUMOTO Kazuma 松本 一真 症展-023

MATSUMOTO Naoyuki 松本 尚之 学展-100 ,  学展-112 ,  

学展-124 ,  学展-125 ,  

学展-147 ,  学展-241 ,  

症展-003

MATSUMOTO Yukifumi 松本 幸文 学展-282 ,  学展-283

MATSUMOTO Yushi 松本 有史 学展-174

MATSUMURA Kenjiro 松村健二郎 学展-265

MATSUMURA Tomonari 松村 智成 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010

MATSUMURA Yoshiko 松村 嘉子 学展-028

MATSUMURA Yu MATSUMURA Yu CE-011

MATSUNO Isao 松野 功 学展-266

MATSUO Kousirou 松尾晃士朗 学展-183

MATSUOKA Hirohumi 松岡 紘史 学展-004

MATSUSHITA Fumihiko 松下 文彦 症展-035

MATSUSHITA Hiroko 松下 浩子 学展-100

MATSUYAMA Kae 松山 佳永 学展-102

MATSUZAWA Fumihiro 松沢 史宏 症展-020

MATUMOTO Naoyuki 松本 尚之 学展-132

MAYAHARA Kotoe 馬谷原琴枝 学展-178 ,  学展-179

MAYAMA Atsushi 真山 敦 口演-006

MAYAMA Hisayo 間山 寿代 学展-261

MIHARA Kiyomi 三原 聖美 学展-025 ,  AE-001

MIKI Yoshiki 三木 善樹 症展-047

MIKOYA Tadashi 三古谷 忠 学展-252

MIMURA Chiharu 三村 千春 症展-041

MINAMI Naomi 南 奈緒美 学展-142

MINAMOTO Chisato 源 千里 学展-092

MINATO Yukari 湊 友香里 学展-116

MINEMURA Eiichiro 峯村英一郎 学展-075

MINO Chieko 三野智恵子 学展-090

MINODA Aoi 箕田 碧 学展-048

MINO-OKA Akiko MINO-OKA Akiko AE-018

MINOURA Tetsuji 箕浦 哲嗣 学展-230

MISHIMA Ippei 三嶋 一平 症報-004

MITANI Akio 三谷 章雄 症展-026

MITSUI Silvia Naomi MITSUI Silvia Naomi AE-021

MITSUYOSHI Tomomi 光吉 智美 学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-248

MIURA Chihiro 三浦 千尋 症展-042

MIURA Chikara 三浦 力 学展-184

MIURA Hiroyuki 三浦 廣行 学展-120 ,  学展-187 ,  

学展-261

MIYAGISHIMA Emi 宮城島 笑 学展-023

MIYAKAMI Yuki 宮上 雄希 学展-123

MIYAKE Shinjiro 三宅真次郎 学展-055 ,  学展-056 ,  

学展-144 ,  学展-145 ,  

学展-202 ,  学展-223 ,  

学展-226 ,  学展-240 ,  

学展-280

MIYAMOTO Jun 宮本 順 学展-262 ,  学展-263 ,  

学展-264 ,  学展-265 ,  

症展-036

MIYAMOTO Junpei 宮本 純平 学展-209

MIYAMOTO Kana 宮本 佳奈 症展-032 ,  症展-033

MIYAMOTO Takeshi 宮本 剛至 学展-072

MIYAMOTO Yoichi 宮本 洋一 学展-122

MIYAMOTO Yoshihiro 宮本 義洋 学展-209

MIYAMOTO Yutaka 宮本 豊 学展-034

MIYANO Junichi 宮野 純一 学展-032

MIYASHITA Akira 宮下 顕 学展-282 ,  学展-283

MIYASHITA Shunro 宮下 俊郎 口演-006 ,  学展-115

MIYASHITA Wataru 宮下 渉 学展-018 ,  学展-258

MIYAUCHI Mutsumi 宮内 睦美 学展-121
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MIYAWAKI Shouichi 宮脇 正一 学展-065 ,  学展-194 ,  

学展-208 ,  症展-043 ,  

症展-046

MIYAZAKI Haruyo 宮崎 晴代 学展-020 ,  学展-156 ,  

学展-255

MIYAZAKI Mutsumi 宮崎 睦 学展-019 ,  AE-004 ,  

AE-019

MIYAZAKI Takaaki 宮崎 孝明 学展-161

MIYAZAWA Ken 宮澤 健 学展-092 ,  学展-093 ,  

学展-113 ,  症展-026 ,  

症展-045

MIZOGUCHI Itaru 溝口 到 学展-004 ,  学展-148 ,  

学展-151 ,  症展-014 ,  

症展-015 ,  症展-020 ,  

症展-039

MIZOGUCHI Naoko 溝口 尚子 学展-048

MIZUKOSHI Masaru 水越 優 学展-171

MIZUNO Takao 水野 高夫 学展-022

MIZUTANI Kyosuke 水谷 匡佑 学展-018 ,  学展-170 ,  

学展-274

MOHAMED Adel MOHAMED Adel 学展-014

MOMOSE Yuka 百瀬 由華 口演-001 ,  学展-068

MORI Hiroki 森 浩喜 学展-249 ,  AE-018

MORI Hiroyo 森 博世 学展-160 ,  AE-008

MORI Hitoshi 森 仁志 学展-249

MORI Junichiro 森 淳一郎 症展-004

MORISHITA Tadashi 森下 格 学展-255

MORITA Junpei 森田 淳平 学展-153 ,  学展-167 ,  

学展-182

MORITA Shuichi 森田 修一 口演-005 ,  学展-015 ,  

学展-171 ,  学展-175 ,  

学展-227 ,  学展-229

MORITA Yukiko 森田 幸子 学展-083

MORIUCHI Emi 森内 絵美 学展-070

MORIWAKI Yuka 森脇 由華 学展-061

MORIYAMA Keiji 森山 啓司 口演-007 ,  学展-077 ,  

学展-111 ,  学展-126 ,  

学展-139 ,  学展-143 ,  

学展-256 ,  学展-262 ,  

学展-263 ,  学展-264 ,  

学展-265 ,  症展-008 ,  

症展-022 ,  症展-034 ,  

症展-036 ,  症展-037

MOTEGI Etsuko 茂木 悦子 学展-156 ,  症展-032 ,  

症展-033

MUGURUMA Takeshi 六車 武史 学展-148 ,  学展-151

MURABAYASHI Manabu 村林 学 学展-155

MURAI Shuma 村井 修磨 学展-155

MURAKAMI Akiko 村上 暁子 学展-261

MURAKAMI Ayano 村上 彩乃 学展-042 ,  学展-043

MURAKAMI Fumito 村上 文登 症報-016

MURAKAMI Madoka 村上 円郁 学展-058 ,  症展-028

MURAKAMI Takashi 村上 隆 口演-004 ,  症展-038

MURAKAMI Tomoko 村上 智子 学展-175

MURAKAMI Yoshiki 村上 嘉規 学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-134 ,  学展-138

MURAKI Kazunori 村木 一規 学展-017

MURAMATSU Hiroyuki 村松 裕之 学展-244

MURAMATU Ikurou 村松 郁朗 学展-016

MURAMOTO Kazuyo 村本 和世 学展-048

MURAMOTO Keiko 村本 慶子 症展-037

MURAOKA Rina 村岡 理奈 学展-097

MURATA Nao 村田 奈央 学展-225 ,  症展-031

MURATA Shogo 村田 彰吾 症展-024
 

（N）

NAGAHAMA Ryo 長濱 諒 学展-135 ,  症展-019

NAGAOKA Noriyuki 長岡 紀幸 学展-105

NAGATA Ai 永田 愛 学展-062

NAGATA Junya 永田 順也 症展-032 ,  症展-033

NAGAYA Yuko 永谷 祐子 学展-113

NAKAGAWA Fumihiko 中川 史彦 症展-035

NAKAGAWA Mari 中川 麻里 学展-161

NAKAI Daishi 中井 大史 学展-214

NAKAJIMA Akira 中嶋 昭 学展-087 ,  学展-114 ,  

学展-140 ,  学展-157

NAKAJIMA Kengo 中島 健吾 学展-121 ,  学展-127 ,  

学展-243 ,  AE-012

NAKAKUKI Koichi 中久木康一 症展-016

NAKAMURA Aya 中村 文 学展-070

NAKAMURA Emi 中村 恵実 学展-011

NAKAMURA Fumihiko 中村 文彦 学展-013

NAKAMURA Masahiro 中村 政裕 症展-038

NAKAMURA Tatsuya 中村 竜也 学展-011

NAKAMURA Yoshiki 中村 芳樹 口演-009 ,  学展-002 ,  

学展-005 ,  学展-034 ,  

学展-054 ,  学展-098 ,  

学展-110

NAKANISHI Hiroshi 中西 博 学展-136

NAKANISHI Ko 中西 康 学展-150 ,  学展-276
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NAKANISHI Masamitsu 中西 正光 学展-259

NAKANO Haruhisa 中納 治久 学展-154

NAKANO Keisuke 中野 敬介 学展-097

NAKAO Makoto 中尾 誠 学展-047

NAKAO Yuko 中尾 裕子 学展-239 ,  AE-012

NAKAO Yuya 中尾 友也 症展-015 ,  症展-020

NAKAOKA Kazutoshi 中岡 一敏 学展-005

NAKASHIMA Kazuki 中島 一記 学展-101 ,  学展-181 ,  

学展-233

NAKASHIMA Tomoki 中島 友紀 口演-007 ,  学展-052

NAKATA Juri 中田 樹里 学展-175

NAKAWAKI Takatoshi 中脇 貴俊 学展-014 ,  学展-246 ,  

AE-002

NAKAYAMA Erika 中山 瑛加 学展-138

NAKAYAMA Kiyomi 中山希世美 学展-062

NAKAYAMA Masashi 中山 仁史 口演-003

NAKAYAMA Takahiro 中山 貴洋 学展-002

NAKAYAMA Yuji 中山 雄司 学展-132

NAMBU Takayuki 南部 隆之 学展-147

NAMURA Yasuhiro 納村 泰弘 学展-152

NANJO Shotaro 南條章太郎 症展-041

NARIMIYA Tsuyoshi 成宮 毅 口演-009

NARITA Kiyoko 成田 清子 学展-232

NARITA Shinichi 成田 信一 学展-232

NEGISHI Shinichi 根岸 慎一 口演-003 ,  学展-069 ,  

学展-134 ,  学展-216

NEZU Makoto 根津 允 口演-002 ,  学展-066

NIHARA Jun 丹原 惇 口演-005 ,  学展-015 ,  

学展-080 ,  学展-162 ,  

学展-171 ,  学展-175 ,  

学展-227 ,  学展-229

NIIJIMA Ayako 新島 綾子 口演-005 ,  学展-175

NIIKURA Youichirou 新倉陽一朗 症展-032 ,  症展-033

NIKAIDO Kunihiko 二階堂邦彦 症展-002

NIKAIDO Mariko 二階堂まりこ 学展-259

NINOMIYA Takuya 二宮 卓也 学展-051 ,  学展-060 ,  

学展-223

NISHI Yasukazu 西 恭一 学展-087 ,  学展-157

NISHIDA Eri 西田 英莉 学展-192

NISHIDA Takashi 西田 崇 学展-118

NISHII Yasushi 西井 康 学展-022 ,  学展-204 ,  

学展-219 ,  学展-247 ,  

学展-269 ,  学展-270

NISHIKAWA Yoshiaki 西川 嘉明 学展-017

NISHIMURA Kayo 西村 佳世 学展-180

NISHIMURA Norihiko 西村 則彦 症展-011

NISHIMURA Sawa 西村 紗和 学展-181

NISHIMURA Yukie 西村 幸恵 学展-042

NISHINO Kazuomi 西野 和臣 学展-229

NISHIURA Aki 西浦 亜紀 学展-241

NIU Wenhsin NIU Wenhsin CE-010

NODA Kazuki 野田 一樹 学展-214

NODA Masayo 野田 雅代 学展-275

NODA Mihoko 野田美穂子 学展-196

NODA Takao 野田 隆夫 学展-275

NODERA Yoshinori 野寺 義典 学展-237

NOGUCHI Rima 野口 梨磨 学展-195

NOIRI Yuichiro 野杁由一郎 学展-130

NOJIMA Kunihiko 野嶋 邦彦 学展-022 ,  学展-204 ,  

学展-247 ,  学展-269 ,  

学展-270

NOJIMA Yu 野島 悠 学展-157

NOMOTO Kensaku 野本 健作 学展-050
 

（O）

OBA Jun 大場 純 学展-047

OBATA Tomoko 小幡 智子 学展-165

OCHI Kanako 越知佳奈子 学展-229

OCHI Yumiko 越智由美子 学展-104 ,  学展-106

ODA Hiroo 小田 博雄 学展-031 ,  学展-198 ,  

学展-223 ,  症展-044

ODA Hirotake 織田 洋武 学展-141

OGA Yasuhiko 大賀 泰彦 学展-208 ,  症展-046

OGASAWARA Takeshi 小笠原 毅 学展-143 ,  症展-022

OGAWA Ikuko 小川 郁子 学展-239

OGAWA Mai 小川 麻衣 学展-178 ,  学展-179

OGAWA Takaaki 小川 尊明 学展-149

OGAWA Takuya 小川 卓也 学展-077 ,  症展-037

OGAWA Yuya 小川 裕也 学展-221

OGURA Hiroyuki 小倉 弘之 学展-219 ,  学展-269 ,  

学展-270

OGURA Kenji 小倉 健司 学展-126 ,  学展-256 ,  

学展-262 ,  学展-263 ,  

学展-264 ,  学展-265 ,  

症展-034 ,  症展-036

OGURA Mikinori 小椋 幹記 学展-174

OGUSHI Shinnichiro 小串真一郎 症報-015

OHAZAMA Jun 大峡 潤 学展-236

OH-HORA Masatsugu 大洞 將嗣 学展-259

OHKUBO Kazumi 大久保和美 学展-003
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OHKUMA Kazuo 大熊 一夫 学展-141

OHKURA Mariko 大倉麻里子 学展-130

OHKURA Naoto 大倉 直人 学展-130

OHMINE Hirotaka 大峰 浩隆 学展-216

OHTAKE Ryosuke 大竹 亮介 学展-154

OHTO Chie 大音 智惠 学展-006

OHTSUKA Mai 大塚 麻衣 学展-046

OIKAWA Takashi 及川 崇 学展-005

OISHI Megumi 大石めぐみ 症報-006

OISHI Shuji 大石 修史 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010 ,  学展-029 ,  

学展-064 ,  学展-095 ,  

学展-099

OJIMA Kenji 尾島 賢治 学展-177 ,  症展-006 ,  

症展-012

OKA Ayaka 岡 綾香 学展-025 ,  症展-021 ,  

CE-005

OKA Kenji 岡 健治 学展-244

OKA Masayo 岡 真代 学展-244 ,  症展-002

OKA Shiori 岡 志央理 学展-038

OKADA Masahiro 岡田 正弘 学展-147

OKADA Wataru 岡田 渉 学展-002

OKAJIMA Reina 岡嶋 伶奈 学展-204 ,  症展-032 ,  

症展-033

OKAMOTO Yuki 岡本 友希 学展-169 ,  学展-248

OKAMURA Shougo 岡村 祥吾 学展-223

OKASHITA Shintaro 岡下慎太郎 症展-003

OKAYASU Mari 岡安 麻里 学展-003

OKAZAKI Rurika 岡崎瑠莉香 学展-058

OKI Akio 大木 章生 学展-128

OKI Nanae 沖 奈苗 学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-243 ,  学展-248 ,  

AE-012

OKIHARA Hidemasa 沖原 秀政 学展-057 ,  症展-017 ,  

AE-003

OKITA Saki OKITA Saki AE-012

OKITO Asuka 沖藤明日香 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095 ,  学展-099

OKUBO Toshihiko 大久保俊彦 学展-220

OMORI Yuko 大森 裕子 学展-175

OMURA Susumu 大村 進 学展-210 ,  学展-211 ,  

学展-212 ,  学展-217 ,  

症展-017 ,  症展-018 ,  

症展-024

ONISHI Kosuke 大西 宏祐 学展-280

ONISHI Nao 大西 奈緒 症報-013

ONO Kentaro 小野堅太郎 学展-044 ,  学展-045

ONO Takashi 小野 卓史 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010 ,  学展-019 ,  

学展-029 ,  学展-033 ,  

学展-052 ,  学展-057 ,  

学展-064 ,  学展-095 ,  

学展-099 ,  学展-210 ,  

学展-211 ,  学展-212 ,  

学展-217 ,  学展-235 ,  

症展-016 ,  症展-017 ,  

症展-018 ,  症展-024 ,  

症展-025 ,  AE-003 ,  

AE-004 ,  AE-019

ONO Takehito 小野 岳人 口演-007 ,  学展-052

ONODA Mayuko 小野田真由子 学展-242

ONODERA Kazuhiro 小野寺一浩 学展-218

ONOZAKI Jun 小野崎 純 学展-073

ONUKI Masami 大貫 真美 学展-053 ,  学展-059

ONUKI Tomomi 大貫 那未 学展-061

OOMORI Yuko 大森 裕子 学展-015

OOSAWA Kazuaki 大澤 知朗 学展-171

OTA Kanako 太田佳菜子 学展-260

OTAKE Masanori 大竹 正紀 学展-227

OTAKE Masato 大竹 正人 学展-227

OTAKE Mineko 大竹美嶺子 学展-078

OTAKE Tomohisa 大竹 智久 学展-040 ,  学展-133

OTSUBO Kunihiko 大坪 邦彦 学展-078

OTSUKA Atsushi 大塚 淳 学展-189 ,  学展-193 ,  

症展-002

OTSUKA Erika 大塚絵里佳 学展-258 ,  学展-274

OTSUKA Hiromi 大塚 紘未 学展-235

OTSUKA Takero 大塚 剛郎 学展-012 ,  学展-031 ,  

学展-051 ,  学展-060 ,  

学展-144 ,  学展-145 ,  

学展-213 ,  学展-223 ,  

学展-280

OTSUKA Yuichiro 大塚雄一郎 学展-007 ,  学展-061 ,  

学展-215

OUCHI Kimimori 大内 仁守 症展-002

OYADOMARI Seiichi OYADOMARI Seiichi AE-021

OYANAGI Toshihito 大柳 俊仁 学展-115

OZAKI Hiroya 尾崎 博弥 口演-008 ,  学展-079 ,  

学展-183 ,  AE-006
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（P）

PARK Ki-Ho PARK Ki-Ho AE-011 ,  AE-014 ,  

AE-017

PARK Ki-Wook PARK Ki-Wook AE-023

PARK Soo Byung PARK Soo Byung CE-006

PARK Young-Guk PARK Young-Guk AE-011 ,  AE-017
 

（Q）

QI Jiawei セイ カイ 学展-104 ,  学展-106
 

（R）

ROKUTANDA Hiromi 六反田裕美 学展-079

RYU Noriko 笠 法子 学展-259

RYU Tatsuo 竜 立雄 口演-002 ,  学展-066 ,  

学展-076 ,  症展-027 ,  

症展-041
 

（S）

SACHIDEVA Rohit SACHIDEVA Rohit 症展-001

SAITO Akiko 斎藤 暁子 学展-128

SAITO Chiaki 斉藤 千秋 学展-184

SAITO Hitomi 齋藤 瞳 学展-131

SAITO Isao 齋藤 功 口演-005 ,  学展-015 ,  

学展-080 ,  学展-109 ,  

学展-130 ,  学展-162 ,  

学展-171 ,  学展-175 ,  

学展-227 ,  学展-229 ,  

学展-255

SAITO Takashi 斎藤 隆史 学展-148

SAITOH Katsuhiko 斎藤 勝彦 口演-003 ,  学展-069 ,  

学展-216

SAITOH Natsuki 齋藤 奈月 学展-069

SAKAGAMI Hiroshi 坂上 宏 学展-049

SAKAGUCHI Yui 坂口 結 学展-039

SAKAGUCHI Yuri 坂口 由莉 学展-274

SAKAGUCHI-KUMA Tomomi 坂口 智美 学展-008 ,  学展-009 ,  

学展-010

SAKAI Nobuyuki 坂井 信之 学展-013

SAKAI Yuichi 酒井 雄一 学展-186

SAKAMOTO Mayuri 坂本麻由里 学展-096

SAKAMOTO Teruo 坂本 輝雄 学展-020 ,  学展-040 ,  

学展-128 ,  学展-133 ,  

学展-242 ,  学展-247 ,  

学展-255

SAKANASHI Kousuke 坂梨 公亮 学展-018 ,  学展-258

SAKAUE Kei 坂上 馨 学展-175

SAKO Emi 酒向 絵美 学展-266

SAKO Noritaka 硲 哲崇 学展-013

SANA Masatoshi 佐奈 正敏 学展-268

SANA Yumiko 佐奈由弥子 学展-268

SANJO Keisuke 三條 恵介 学展-007 ,  学展-215

SANO Remi 佐野 麗美 学展-114 ,  学展-140

SANPEI Shinya 三瓶 伸也 学展-253 ,  学展-254

SANPEI Sugako 三瓶 素子 学展-253

SAOTOME Mio 早乙女美緒 学展-023 ,  学展-170 ,  

学展-274

SARPER Safie サルペル サフィエ エスラ 学展-025 ,  AE-001

SASAGURI Kenichi 笹栗 健一 学展-059

SASAHARA Hisashi 笹原 久司 学展-199

SASAKI Au 佐々木 会 学展-049

SASAKI Kiyo 佐々木紀代 学展-096 ,  学展-115 ,  

症展-013

SASAMOTO Saera 笹本さえら 学展-004 ,  症展-014

SATO Ayaka 佐藤 絢香 学展-260

SATO Chiyako 佐藤知弥子 学展-162

SATO Mayumi 佐藤まゆみ 学展-222 ,  症展-030

SATO Soh 佐藤 聡 学展-141

SATO Takuma 佐藤 琢麻 学展-093 ,  症展-045

SATO Tomonori 佐藤 友紀 学展-134

SATO Yoko 佐藤 瑶子 学展-018 ,  学展-023 ,  

学展-170

SATO Yoshiaki 佐藤 嘉晃 学展-117 ,  学展-255 ,  

学展-276

SATOH Kazuro 佐藤 和朗 学展-120 ,  学展-187 ,  

学展-261

SATOU Chikatoshi 佐藤 允俊 学展-027 ,  学展-218

SATOU Naoki 佐藤 直生 学展-076

SAWA Yoshihiko 沢 禎彦 学展-117

SAWADA Aya 澤田 綾 学展-273

SAZE Naomi 佐是奈織美 学展-086 ,  学展-207

SEIRYU Masahiro 清流 正弘 口演-006 ,  学展-115 ,  

症展-013

SEIRYU Yuko 清流 優子 症報-014

SEKI Daisuke 関 大輔 学展-115

SEKIDO Daiki 關戸 大紀 学展-012

SEKIYA Takeo 関谷 健夫 学展-113

SEKIYA Toshiko 関谷 利子 学展-002 ,  学展-005

SEO Jae-Seung SEO Jae-Seung AE-011

SEO Kyung-Won SEO Kyung-Won AE-014
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SETA Yuji 瀬田 祐司 学展-102 ,  学展-103

SHIBAHARA Takahiko 柴原 孝彦 学展-219 ,  学展-269 ,  

学展-270

SHIBATA Momoko 柴田 桃子 症展-026

SHIBATA Shunichi SHIBATA Shunichi AE-004

SHIBATA Takanori 柴田 考典 症展-014 ,  症展-020

SHIBAZAKI Tatsunori 芝崎 龍典 学展-050 ,  学展-159

SHIBUTANI Naoki 渋谷 直樹 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-099 ,  学展-210 ,  

学展-211 ,  学展-212 ,  

学展-217 ,  症展-017 ,  

症展-018 ,  症展-024

SHIGA Momotoshi 志賀 百年 症展-035

SHIH Lin-Jhan SHIH Lin-Jhan CE-002

SHIH Wei-Hung SHIH Wei-Hung CE-008

SHIMADA Jinichiro 嶋田甚一郎 学展-275

SHIMADA Jun 嶋田 淳 学展-215

SHIMAMINE Takahiro 島峯 隆浩 学展-211 ,  学展-217

SHIMAZAKI Kazuo 島崎 一夫 学展-210 ,  学展-212 ,  

症展-018 ,  症展-024

SHIMIZU Keiko 清水 啓子 学展-192

SHIMIZU Mami 清水 真美 口演-010 ,  学展-116 ,  

学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-138

SHIMIZU Noriyoshi 清水 典佳 学展-071 ,  学展-074 ,  

学展-087 ,  学展-114 ,  

学展-140 ,  学展-152 ,  

学展-157 ,  学展-178 ,  

学展-179

SHIMIZU Yasuhiro 清水 康弘 学展-029 ,  学展-033 ,  

学展-064 ,  学展-095 ,  

学展-099

SHIMODA Shinji 下田 信治 学展-098 ,  学展-110

SHIMOJIMA Ryuji 下島 隆志 学展-001

SHIMOMOTO Yasuhide 下元 康英 学展-238

SHIMOMURA Tadahiro 下村 忠弘 学展-094

SHINADA Kayoko 品田佳世子 学展-235

SHINAGAWA Rei 品川 令 学展-245

SHINOHARA Takehiro 篠原 丈裕 学展-249 ,  症展-023 ,  

AE-018

SHIOYA Shota 塩谷 翔太 学展-260

SHIOYASONO Ryouko 塩屋園玲子 学展-249

SHIRAI Manami 白井 愛実 学展-160 ,  学展-200 ,  

学展-201

SHIRAKAWA Nobukazu 白川 敦万 学展-144 ,  学展-145

SHIROTA Tatsuo 代田 達夫 症展-019

SHITEI Nobuaki 四手井宣昭 学展-155

SHIWAKU Yukari 塩飽由香利 学展-279

SHOJI Ayumi 庄司あゆみ 口演-007

SHOMURA Kenji 庄村 兼治 学展-194

SIBUTANI Naoki 渋谷 直樹 学展-095

SOEJIMA Emi 添島 絵美 学展-242

SON Woo Sung SON Woo Sung CE-006

SONOYAMA Tomoo 園山 智生 学展-005

SUDA Naoto 須田 直人 学展-007 ,  学展-048 ,  

学展-049 ,  学展-061 ,  

学展-084 ,  学展-215 ,  

学展-245 ,  学展-278

SUEISHI Kenji 末石 研二 学展-020 ,  学展-022 ,  

学展-040 ,  学展-128 ,  

学展-133 ,  学展-156 ,  

学展-165 ,  学展-204 ,  

学展-219 ,  学展-242 ,  

学展-247 ,  学展-267 ,  

学展-269 ,  学展-270 ,  

症展-032 ,  症展-033

SUGA Mayu 菅 真有 学展-065

SUGA Shinichi 菅 眞一 学展-078

SUGAWARA Shunji 菅原 俊二 学展-129

SUGIKI Yoshiko 杉木 淑子 学展-254

SUGIMORI Tadasu 杉森 匡 学展-119

SUGIMOTO Toshiyuki 杉本 俊之 学展-224

SUGISAWA Haruki 杉澤 晴紀 学展-104 ,  学展-106

SUMI Chikako SUMI Chikako AE-012

SUMI Keisuke 鷲見 圭輔 学展-127 ,  学展-243 ,  

CE-011

SUMI Mayumi 住 真由美 口演-008 ,  AE-006

SUSAMI Takafumi 須佐美隆史 学展-003 ,  学展-255

SUYAMA Taiki 陶山 大輝 学展-181 ,  学展-233

SUZAWA Tetsuo 須澤 徹夫 学展-122

SUZUKI Akihiro 鈴木 章裕 学展-206 ,  症展-010

SUZUKI Eigo 鈴木 瑛郷 学展-007

SUZUKI Haruka 鈴木 晴香 学展-018

SUZUKI Junichi 鈴木 淳一 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095

SUZUKI Kuniaki 鈴木 邦明 学展-123

SUZUKI Kunihiro 鈴木久仁博 口演-010

SUZUKI Osamu 鈴木 治 学展-279

SUZUKI Shoichi 鈴木 聖一 学展-143

SUZUKI Tomoko 鈴木 智子 学展-172 ,  学展-173



The 75th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

345

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

SUZUKI Yoichi 鈴木 洋一 症展-048

SUZUKI Yoko 鈴木 洋子 学展-014

SUZUKI Yoshimi 鈴木 淑美 学展-114

SUZUKI Yoshio 鈴木 善雄 学展-172 ,  学展-173

SYOUJI Hirobumi 荘司 洋文 学展-170
 

（T）

TABETA Atsumi 多部田敦己 学展-087

TABUCHI Masako 田渕 雅子 学展-092 ,  症展-026 ,  

症展-045

TACHIKAWA Ken 立川 研 学展-281

TACHIKI Chie 立木 千恵 学展-219 ,  学展-269 ,  

学展-270

TAHARA Rei 田原 麗 学展-222

TAIRAKU Tadateru 平久 忠輝 学展-206 ,  症展-002 ,  

症展-010

TAJIMA Takako 田島 昂子 学展-082

TAKADA Junichi 高田 潤一 学展-262 ,  学展-263 ,  

学展-264 ,  学展-265 ,  

症展-036

TAKAGI Hiroki 高木 拓樹 学展-103

TAKAHASHI Ichiro 高橋 一郎 学展-136 ,  学展-259

TAKAHASHI Issei 高橋 一誠 症展-032 ,  症展-033

TAKAHASHI Kojiro 高橋功次朗 口演-005 ,  学展-015 ,  

学展-171 ,  学展-175 ,  

学展-227

TAKAHASHI Masahiro 高橋 正皓 学展-246 ,  症展-019 ,  

AE-002

TAKAHASHI Momoko 高橋 桃子 学展-116 ,  学展-119 ,  

学展-131 ,  学展-138

TAKAHASHI Naoko 高橋 直子 学展-003

TAKAHASHI Shigeki 高橋 滋樹 症展-007

TAKAHASHI Susumu 高橋 進 学展-087 ,  学展-157

TAKAHASHI Yasuyo 高橋 康代 学展-178

TAKAHASHI Yuki 高橋 由記 症展-008

TAKAHASHI Yum 高橋 ユミ 症展-007

TAKAKI Takashi 高木多加志 学展-219 ,  学展-269 ,  

学展-270

TAKAKUDA Kazuo 高久田和夫 学展-143

TAKAKUSAKI Yuri 高草木祐理 学展-117

TAKAMIYA Rumiko 高宮留美子 学展-149 ,  学展-250 ,  

学展-251

TAKAMURA Yutaro 高村雄太郎 学展-026

TAKANO Ikuko 高野 郁子 学展-115

TAKANO Madoka 高野まどか 症展-032 ,  症展-033

TAKANO Mami 高野 真実 学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-248

TAKANO-YAMAMOTO Teruko 山本 照子 口演-006 ,  学展-096 ,  

学展-104 ,  学展-106 ,  

学展-115 ,  学展-129 ,  

学展-279 ,  症展-013 ,  

症展-038

TAKASHINA Hirofumi 高階 博文 症報-011

TAKASU Hikaru 高須 曜 症展-024

TAKATA Shunsuke 高田 俊輔 学展-181 ,  学展-233

TAKATA Takashi 高田 隆 学展-121

TAKATO Tsuyoshi 高戸 毅 学展-003

TAKAYAMA Hisako 高山 尚子 症報-007

TAKAYANAGI Joji 高柳 譲司 学展-166 ,  学展-205

TAKE Hiro 武 洲 学展-136

TAKEDA Aya 竹田 彩 学展-220

TAKEDA Shigehiro 武田 成浩 症展-014

TAKEGUCHI Atsushi 竹口 敦士 症展-026

TAKEHANA Yoshie 竹花 快恵 学展-058 ,  学展-063

TAKEI Jyunko 武井 純子 学展-199

TAKEMOTO Aya 竹元 彩 学展-199

TAKEMOTO Kyoto 竹元 京人 学展-199

TAKEMOTO Yui 竹元 唯 学展-199

TAKENAWA Tomohiro 竹縄 智紘 学展-117

TAKESHITA Nobuo 竹下 信郎 学展-115

TAKEUCHI Hirohito 竹内 啓人 症展-035

TAKEUCHI Hisako 竹内 寿子 学展-199

TAKEUCHI Youhei 竹内 陽平 学展-075

TAKIGAWA Masaharu 滝川 正春 学展-137

TAMAMURA Nagato 玉村 長都 症展-023

TAMAOKA Yusuke 玉岡 佑将 学展-092

TAMAOKI Sachio 玉置 幸雄 学展-026 ,  学展-039 ,  

学展-181 ,  学展-277

TAMARI Kazuhiko 玉利 和彦 学展-006

TAMURA Asuka 田村明日香 学展-262

TANAKA Akio 田中 照男 学展-100

TANAKA Eiji 田中 栄二 学展-098 ,  学展-107 ,  

学展-160 ,  学展-200 ,  

学展-201 ,  学展-249 ,  

症展-023 ,  AE-008 ,  

AE-018 ,  AE-021

TANAKA Hisashi 田中 久 症報-002

TANAKA Saori 田中 沙織 学展-228

TANAKA Satoshi 田中 聖至 学展-253

TANAKA Tomoyo 田中 智代 学展-118



第75回日本矯正歯科学会大会         

346

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

講
演
要
旨

学
術
展
示

症
例
展
示

口

  

演

症
例
報
告

Academic Exhibits
Case Exhibits

著
者
索
引

TANG Huan TANG Huan AE-004

TANIKAWA Chihiro 谷川 千尋 学展-021 ,  学展-024 ,  

学展-180

TANIMOTO Kotaro 谷本幸太郎 学展-121 ,  学展-127 ,  

学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-239 ,  学展-243 ,  

学展-248 ,  AE-012 ,  

CE-011

TANIMOTO Yasuhiro 谷本 安浩 学展-142

TANIMURA Rie 谷村 里枝 学展-203

TASHIRO Yoshiyuki 田代 芳之 症展-002

TATSUMI Kouko 辰巳 晃子 学展-094

TAZUHAMA Yasuko 田鶴濱泰子 学展-020

TENSHIN Hirofumi 天真 寛文 学展-107 ,  学展-200 ,  

学展-201

TERAKUBO Mikiko 寺久保美紀子 症報-009

TERAMOTO Airy 寺本アイリ 学展-263

TERASHIMA Hiroaki 寺嶋 宏曜 学展-238

TERATANI Tsuyoshi 寺谷 烈 学展-221

TOCHIGI Keisuke 栃木 啓佑 学展-086

TOGARI Akifumi 戸苅 彰史 学展-093

TOHNAI Iwai 藤内 祝 学展-210 ,  症展-018 ,  

症展-024

TOME Wakako 留 和香子 学展-013 ,  学展-230

TOMINAGA Junya 富永 淳也 口演-008 ,  学展-079 ,  

学展-082 ,  学展-183 ,  

AE-006

TOMINAGA Kazuya 冨永 和也 学展-100

TOMITA Daisuke 冨田 大介 学展-014 ,  学展-246 ,  

AE-002

TOMITA Yuki 富田 侑希 学展-004

TOMONARI Hiroshi 友成 博 学展-194 ,  学展-208 ,  

症展-046

TORII Yasuyoshi 鳥井 康義 学展-092

TOUNAI Iwai 藤内 祝 学展-212

TOYODOME Yoriko 豊留 依子 学展-206 ,  症展-010

TOYOSHIMA Megumi 豊嶋 恵 学展-179

TSAI Chi-Yang TSAI Chi-Yang AE-005

TSAI Ya-Yu TSAI Ya-Yu CE-007

TSUCHIMOCHI Takashi 土持 宇 学展-170

TSUCHIYA Takako 土屋 隆子 学展-049 ,  学展-245

TSUGA Kazuhiro 津賀 一弘 学展-050

TSUJI Michiko 辻 美千子 学展-256 ,  学展-262 ,  

学展-264 ,  症展-034 ,  

症展-036

TSUKA Yuji 柄 優至 学展-121

TSUKANO Hirohisa 塚野 寛久 学展-257

TSUKANO Shoko 塚野 尚子 学展-257

TSUNEOKA Misato 常岡 美里 症展-019

TSURUDA Hitoshi 鶴田 仁史 学展-209

TUAN Nguyen Anh TUAN Nguyen Anh AE-006

TUMURKHUU Tsasan トムルホー ツァサン 学展-077
 

（U）

UAN Jun-Yen UAN Jun-Yen AE-009

UCHIBORI Shiho 内堀 志保 学展-093

UCHIDA Yuko 内田 裕子 学展-258

UCHIMA KOECKLIN Karin H. UCHIMA KOECKLIN Karin H. AE-003

UCHIMA KOECKLIN KARIN Harumi UCHIMA KOECKLIN KARIN Harumi 学展-057

UCHINO Natsuko 内野 夏子 学展-003

UDAGAWA Nobuyuki 宇田川信之 学展-108

UECHI Jun 上地 潤 学展-004 ,  症展-014 ,  

症展-015

UEDA Hiroshi UEDA Hiroshi AE-012 ,  CE-011

UEDA Hirotaka 植田 紘貴 学展-065

UEDA Masae 上田 雅恵 学展-088

UESATO Tadashige 上里 忠成 学展-084

UEZONO Mayayoshi 上園 将慶 学展-143

UMEKAWA Katsumi 梅川 克己 学展-154

UMEZAKI Eisaku 梅崎 栄作 学展-084 ,  学展-085

UMEZAWA Eriko 梅澤恵梨子 口演-010

URA Yoshimichi 浦 啓修 学展-215

URAMOTO Kana 浦本 佳奈 学展-267

USUI Takashi 薄井 崇 学展-144 ,  学展-145

USUMI-FUJITA Risa 臼見 莉沙 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095 ,  学展-099 ,  

学展-210 ,  症展-016

UTSUNO Hajime 宇都野 創 学展-224

UWATOKO Kiwako 上床喜和子 学展-003

UZUKA Satoshi 宇塚 聡 学展-018 ,  学展-258
 

（W）

WADA Satoshi 和田 悟史 口演-009

WANAKA Akio 和中 明生 学展-094

WANG Qi WANG Qi AE-020

WATAKABE Kenzo 渡壁 賢三 学展-019

WATANABE Atsushi 渡辺 敦 学展-043 ,  症展-027 ,  

症展-041

WATANABE Hisako 渡辺 壽子 学展-163 ,  学展-164

WATANABE Kazuko 渡辺 和子 学展-162
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WATANABE Kazuya 渡辺 和也 学展-001

WATANABE Keiichiro 渡邉佳一郎 学展-200 ,  学展-201 ,  

学展-249 ,  学展-255

WATANABE Motori 渡邉 司理 学展-078

WATANABE Ryo 渡邊 亮 学展-064

WATANABE Sayaka 渡邉 清香 学展-163 ,  学展-164

WATANABE Shigeru 渡部 茂 学展-085

WATANABE Teppei 渡邉 哲平 学展-185

WATANABE Tsukasa 渡邊 司 学展-167

WU Fang-Chun WU Fang-Chun AE-012

WU Tzuying WU Tzuying CE-010

WU Wei-Te WU Wei-Te CE-002
 

（Y）

YABE Aiko 矢部 愛子 学展-260

YABUSHITA Tadachika 藪下 忠親 学展-057 ,  AE-003

YAGI Minoru 八木 稔 学展-162

YAGI Takakazu 八木 孝和 学展-065

YAGI Tomoko 八木 朝子 学展-172 ,  学展-173

YAGISHITA Hideo 柳下 秀郎 学展-170

YAHIRO Kohei 八尋 浩平 学展-139

YAJIMA Eri 矢島 恵理 症報-001

YAMADA Atsushi 山田 篤 学展-135

YAMADA Kaoruko 山田 薫子 学展-267 ,  症展-040

YAMADA Kazuhiro 山田 一尋 口演-001 ,  学展-058 ,  

学展-063 ,  学展-068 ,  

学展-072 ,  学展-097 ,  

学展-108 ,  症展-028 ,  

症展-029

YAMADA Kentaro 山田健太朗 学展-059

YAMADA Sakura 山田 桜 学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-248

YAMADA Tohru 山田 亨 学展-166 ,  学展-205

YAMADA Yuko 山田 祐子 学展-054

YAMAGATA Shuichi 山方 秀一 学展-146 ,  学展-150

YAMAGUCHI Akira 山口 朗 学展-126

YAMAGUCHI Hiroyuki 山口 博之 学展-029 ,  学展-064 ,  

学展-095

YAMAGUCHI Masaru 山口 大 口演-010 ,  学展-116 ,  

学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-134 ,  学展-138 ,  

学展-142

YAMAGUCHI Tetsutaro 山口徹太郎 学展-014 ,  学展-062 ,  

学展-122 ,  学展-246 ,  

症展-019 ,  AE-002

YAMAGUCHI Yuki 山口 祐希 学展-034

YAMAJI Kana 山地 加奈 学展-149 ,  学展-250 ,  

学展-251

YAMAKI Masaki 八巻 正樹 学展-162 ,  学展-190

YAMAMOTO Ichiro 山本 一郎 学展-250 ,  学展-251

YAMAMOTO Masahito 山本 将仁 学展-222 ,  症展-030

YAMAMOTO Tomohisa 山本 知寿 症展-002

YAMAMOTO Toshiharu 山本 利春 学展-059

YAMANE Kaori 山根 香 学展-181 ,  学展-233

YAMANOBE Shinya 山野辺晋也 学展-038

YAMAOKA Satoshi 山岡 智 口演-008 ,  AE-006

YAMASAKI Jun 山崎 純 学展-101

YAMASAKI Ryuichi 山崎 隆一 症展-001

YAMASHIRO Takashi 山城 隆 学展-021 ,  学展-024 ,  

学展-025 ,  学展-176 ,  

学展-180 ,  症展-021 ,  

症展-038 ,  AE-001 ,  

AE-020 ,  CE-005

YAMASHITA Kimiko 山下 公子 口演-003

YAMASHITA Yoko 山下 耀子 学展-177 ,  症展-006 ,  

症展-012

YAMASHITA Yosuke 山下 陽介 症展-024

YAMASHITA Yuko 山下 優子 学展-238

YAMAUCHI Yoshinori 山内 由宣 学展-233

YAMAZAKI Nobuo 山崎 信夫 症展-044

YANAGIHARA Kazuyuki 柳原 一之 症報-005

YANAGISAWA Wakana 柳澤 若菜 学展-081

YANAGITA Takeshi 柳田 剛志 学展-021

YANG Ji-Sun YANG Ji-Sun AE-017

YANG Kai-Ching YANG Kai-Ching CE-007

YANG Teng-Kai YANG Teng-Kai AE-005

YASHIRO Kohtaro 社 浩太郎 学展-180 ,  症展-021 ,  

CE-005

YASUE Akihiro 泰江 章博 学展-160 ,  AE-021

YASUHIRA Shine 安平 進士 学展-261

YASUI Masanori 安井 正紀 学展-027 ,  学展-271

YASUMURA Yuka 安村 祐香 学展-020

YASUNAGA Madoka 安永まどか 学展-026

YAZAKI Ryota 矢崎 諒太 学展-199

YOKOTA Seiji 横田 聖司 学展-120 ,  学展-187

YOKOTA Toshiaki 横田 俊明 学展-037
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YONEMITSU Ikuo 米満 郁男 学展-019 ,  学展-210 ,  

学展-211 ,  学展-212 ,  

学展-217 ,  症展-016 ,  

症展-017 ,  症展-018 ,  

症展-024 ,  AE-004 ,  

AE-019

YOSHIDA Kenichi 吉田 謙一 学展-029

YOSHIDA Noriaki 吉田 教明 口演-008 ,  学展-070 ,  

学展-079 ,  学展-082 ,  

学展-083 ,  学展-183 ,  

AE-006

YOSHIDA Shota 吉田 章太 症展-005

YOSHIDA Yasuhiro 吉田 靖弘 学展-146 ,  学展-150

YOSHIDA Yoko 吉田 陽子 学展-018

YOSHIKAWA Yusuke 吉川 祐介 口演-004

YOSHIMI Tomoko 吉見 知子 学展-070

YOSHIMI Yuki 吉見 友希 学展-121 ,  学展-127 ,  

学展-168 ,  学展-169 ,  

学展-239 ,  学展-248

YOSHIMURA Yoshitaka 吉村 善隆 学展-123

YOSHINO Naoyuki 吉野 直之 学展-269 ,  学展-270

YOSHINO Tomokazu 吉野 智一 口演-010 ,  学展-116 ,  

学展-119 ,  学展-131 ,  

学展-138

YOSHIOKA Miyuki 吉岡 美幸 学展-267 ,  症展-040

YOSHIOKA Motoko 吉岡 基子 学展-050 ,  学展-159

YOSHIZAKI Keigo 吉崎 恵悟 学展-259

YOSHIZAKO Mamoru 吉廻 守 学展-092

YOSHIZAWA Hideyuki 吉澤 英之 学展-262

YOSHIZAWA Mitsuhiro 吉澤 光弘 学展-096

YOSHIZAWA Saori 吉沢 早織 学展-046 ,  学展-234 ,  

学展-276

YOSIDA Kana 吉田 佳奈 学展-053

YU Jian-Hong YU Jian-Hong AE-009 ,  AE-022 ,  

CE-001 ,  CE-002 ,  

CE-003 ,  CE-004 ,  

CE-007 ,  CE-008 ,  

CE-009
 

（Z）

ZHU Dan ZHU Dan CE-001



広告企業一覧

Ivoclar Vivadent 株式会社

医歯薬出版株式会社

有限会社ウィルデント

株式会社 A.S.O

株式会社オーティカ・インターナショナル

株式会社岡部

カボデンタルシステムズジャパン株式会社オームコジャパン

近藤テック株式会社

株式会社ジーシー

株式会社松風 営業部矯正課

スリーエムジャパン株式会社

株式会社ソニックテクノ

株式会社タスク

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

デンツプライ三金株式会社

株式会社トミーインターナショナル

日本歯科矯正器材協議会

株式会社バイオデント

フォレスタデント・ジャパン株式会社

株式会社ミサワ

株式会社ミツバオーソサプライ

メディア株式会社

株式会社モリタ

安永コンピュータシステム株式会社

株式会社ロッキーマウンテンモリタ

（五十音順）

出展企業一覧

朝日レントゲン工業株式会社

アリッド株式会社

Ivoclar Vivadent 株式会社

医歯薬出版株式会社

伊藤超短波株式会社

インターリハ株式会社

株式会社インテグラル

有限会社ウィルデント

ULTRADENT JAPAN 株式会社

株式会社 A.S.O

M&M imports

有限会社オーソデントラム

株式会社オーティカ・インターナショナル

株式会社オーラルケア

大井書店

株式会社岡部

有限会社オルソネット

カボデンタルシステムズジャパン株式会社 オームコジャパン

クインテッセンス出版株式会社

株式会社クラウンジュン・コウノ

コアフロント株式会社

株式会社コムネット

近藤テック株式会社

佐藤歯材株式会社

サンデンタル株式会社

株式会社ジーシー

株式会社シエン社

株式会社松風 営業部矯正課

スリーエムジャパン株式会社

株式会社ソニックテクノ

タカラベルモント株式会社

株式会社タスク

ダブルウイングソフト

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

株式会社デンタリード

株式会社デンタルダイヤモンド社

デンツプライ三金株式会社

東京臨床出版株式会社

株式会社トミーインターナショナル

株式会社ナカニシ

株式会社ニッシン

日本歯科矯正器材協議会

日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社

日本臨床矯正歯科医会

株式会社バイオデント

有限会社バルビゾン

Bebop Inc.

ヒューフレディ・ジャパン株式会社 

フォレスタデント・ジャパン株式会社

株式会社フォレスト･ワン

株式会社プロシード

株式会社ミサワ

三井住友トラストクラブ株式会社

株式会社ミツバオーソサプライ

メディア株式会社

株式会社メディアート

株式会社メディ・パノラミック

安永コンピュータシステム株式会社

株式会社 USEN

株式会社ヨシダ

ライズ株式会社

リコーエレメックス株式会社

株式会社ロッキーマウンテンモリタ

株式会社 YDM

（五十音順）
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