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第78回 日本矯正歯科学会学術大会開催に寄せて

公益社団法人　日本矯正歯科学会　理事長
森山　啓司

第78回 日本矯正歯科学会学術大会が、吉田　教明 大会長（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正

学分野　教授）の主管により、2019年11月20日−11月22日の３日間、長崎市にて開催される運びとな

りました。

今大会は、『矯正歯科医療〜どこから来て、どこへ行くのか？』をメインテーマとして、特別講演、教育講演、

シンポジウム、臨床セミナー、サテライトセミナー、スタッフ&ドクターセミナー、生涯研修セミナー、ラウ

ンドテーブルディスカッション、市民公開講座等が企画されています。一般演題（口演、展示発表、症例報告）

では、最新の臨床研究から先端的な基礎研究まで、広範な研究テーマについて活発なディスカッションが展

開されることを期待しています。また、第３日目のJOSフォーラムでは、厚生労働省医政局 歯科保健課 課長

補佐　小嶺祐子氏をお招きして、歯科の保険医療の動向や専門性に関する諸問題についてご講演いただく予

定です。また、日本矯正歯科専門医機関 暫定運営委員会委員長 清水典佳 先生にご登壇いただき、統一され

た矯正歯科専門医制度の現状についてもご説明いただきます。一方、企業展示におきましては、日本歯科矯

正器材協議会のご協力により、会場の特性に配慮しながら工夫を凝らした企業展示を企画していただき、参

加者に矯正歯科器材の最新情報をご提供いただく予定です。さらに、昨年に引き続き携帯アプリを利用した

プログラム・抄録集を導入して国内参加者の利便性向上にも努めます。このように第78回日本矯正歯科学

会学術大会は多彩なプログラムが準備され、皆様にとりましてまたとない情報交換の場となるものと確信し

ております。

最後になりますが、第78回 日本矯正歯科学会学術大会の企画立案から実行に至るまで、吉田教明 大会長

をはじめ長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野の教室員の皆様、ならびに、学術大会運営委員会

および関係諸委員会の皆様に多大なるご尽力をいただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

それでは、世界文化遺産を誇り異国情緒あふれる風光明媚な長崎の地で、皆様にお目にかかれますのを楽

しみにいたしております。
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第78回 日本矯正歯科学会学術大会開催のご挨拶

第 78回日本矯正歯科学会学術大会　大会長
吉田　教明

第78回日本矯正歯科学会学術大会におきまして、長崎大学が主管校となり、長崎市において2019年
11月20日（水）〜 22日（金）の会期で開催させていただくことになりました。７年後に100年の節目を迎え
ようとする日本矯正歯科学会の長い歴史の中で、新しい時代が始まる令和元年に、初めて長崎の地で本大会
を開催させていただくことは、大変光栄に存じますとともに、このような機会を与えてくださいました森山
啓司理事長はじめ本学会役員ならびに日本矯正歯科学会の会員の皆様に深く感謝申し上げます。

本大会では、メインテーマを「矯正歯科医療〜どこから来て、どこへ行くのか？」とさせていただきました。
近年、矯正臨床における医療技術の革新にはめざましいものがあります。そのような状況の中で、温故知新
の精髄に立ち返り、先人たちが培ってきた優れた知識や経験、技術から多くを学ぶとともに、未来の矯正歯
科治療を展望し、そして真に患者の利益につながる医療を創生していこうという意味が込められております。

特別講演では、臨床、研究ともにデジタル矯正歯科治療に精通されたベルリン医科大学（Charité）歯科
矯正学・小児歯科学講座教授のPaul-Georg Jost-Brinkmann先生をお招きし、「矯正臨床におけるCAD/
CAM 技術の活用−特にア−チワイヤーベンディングについて」についてご講演いただきます。また、教育講
演では、曽我部正博先生に「メカノバイオロジー入門：細胞はどのように力を感じ応答するのか？」について
大変興味深いお話をいただきます。

海外からのもうお一人の講演者として、ミュンヘン大学歯科矯正学講座教授のAndrea Wichelhaus先生
には臨床セミナー１「バイオメカニクスをいかに矯正臨床に応用するか？」の中で、超弾性を持たせたＶ字ス
ロットブラケットにＶ字断面ワイヤーを組み合わせた最新のブラケットシステムのバイオメカニクスについ
て解説していただきます。臨床セミナー２「過去の難症例・再治療症例から学ぶ未来への戦略的矯正診断・
治療」では、どのように難症例に取り組むべきなのか、過去の症例に照らして、議論していただきます。シン
ポジウム１「歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療を再考し、今後を展望する」では、20年を越
える臨床を経た今、過去の症例を振り返り、現在を見つめ、これからの10年を展望する機会になればと思い
ます。シンポジウム２「あなたの抜歯の考え方は？」では、矯正診断の根幹をなす抜歯基準あるいはその診断
のあり方・治療について議論していただきます。この他、市民公開講座、スタッフ＆ドクターセミナー、生涯
研修セミナー、サテライトセミナー、ラウンドテーブルディスカッション、学術口演（基礎系・臨床系）、学術
展示、症例展示、商社展示、企業プレゼンテーション、JOSフォーラムなどを企画しております。

長崎は歴史と観光の街、長い海岸線と多くの島々を有する大変美しい所です。新鮮な海の幸、チャンポン、
皿うどんをご賞味いただき、西洋と東洋の文化が交じり合った異国情緒豊かな街並みと歴史散策をお楽しみ
いただきたいと思います。懇親会会場の稲佐山からは世界新三大夜景がご覧いただけます。世界遺産やハウ
ステンボスなど長崎の名所も多くございます。また、日本最初の国立公園の雲仙では、温泉や秋の行楽が満喫
できますので、大会後の土日連休にお出かけいただきますと、日頃の疲れを癒していただけるものと思います。

是非多くの会員、関係者の皆様に本学術大会にご参加いただき、これからの矯正歯科医療について熱い議
論を戦わせていただければと願っております。
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大会日程
※プログラム及び使用会場は変更する場合があります。
※審査中は関係者以外の入室を禁止します。
※プログラム及び使用会場は変更する場合があります。
※審査中は関係者以外の入室を禁止します。

■ 11月20日（水）
会　場

9:00 10：00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル

大ホール
（講演会場Ⅰ） 2F

国際会議場
（講演会場Ⅱ） 3F

長
崎
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

講座室 3F

中会議室 4F

大会議室 5F

長
崎
県
歯
科

医
師
会
館

講堂 5F

■ 11月17日（日）
会　場

9:00 10：00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

長崎大学
良順会館

搬入 指導医更新用　症例審査

搬入 認定医更新用　症例審査

搬入 認定医新規申請用　症例審査／展示

搬入 専門医更新用　症例審査

生涯研修セミナー
矯正歯科治療における 
顎口腔機能解析と評価

友成 博、坂上 馨 

サテライトセミナー1
口腔機能発達不全症
阿部 伸一、朝田 芳信、 

佐藤 秀夫

社員総会 指導者
講習会

サテライトセミナー2
歯の移動の分子生物学的 

メカニズム
塚崎 雅之、横瀬 敏志、 

上岡 寛

市民公開講座
あなたの歯並び大丈夫？
かみ合わせも大丈夫？

～歯並びとかみ合わせの違いを
知っていますか？～

馬場 悠男、玉置 幸雄

口頭
試問

口頭試問
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マークのついたプログラムには同時通訳（日・英）が入ります。

■ 11月21日（木）
会　場

9:00 10：00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル

大ホール
（講演会場Ⅰ） 2F

国際会議場
（講演会場Ⅱ） 3F

ホワイエ
1F

〜

3F
ザ・ホテル長崎BW
プレミアコレクション
プレミアホール

3F

長
崎
県
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー

講座室 3F

中会議室 4F

大会議室 5F

長
崎
県
歯
科

医
師
会
館

講堂 5F

長崎新聞文化ホール

1F

〜

2F
1F

〜

3F

ガーデンテラス長崎

■ 11月22日（金）
会　場

9:00 10：00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル

大ホール
（講演会場Ⅰ） 2F

国際会議場
（講演会場Ⅱ） 3F

ホワイエ
1F

〜

3F

長
崎
県
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー

講座室 3F

中会議室 4F

大会議室 5F

長
崎
県
歯
科

医
師
会
館

講堂 5F

長崎新聞文化ホール

1F

〜

2F
1F

〜

3F

RTD

搬入

結果発表
修正確認 専門医更新用　症例展示

症例審査・結果発表 専門医新規申請用　症例展示

指導医更新用　症例展示

搬入 商社展示

搬出商社展示

搬入

搬出

搬出

搬出

搬出

搬出

搬入

認定医新規申請用　症例展示

学術展示／症例展示

指導医更新用　症例展示

認定医更新用　症例展示

認定医新規申請用　症例展示

専門医新規申請用　症例展示

専門医更新用　症例展示

懇親会

　臨床セミナー1
バイオメカニクスをいかに
矯正臨床に応用するか？

槇 宏太郎 
Andrea Wichelhaus

JOSフォーラム

特別講演
矯正臨床における 
CAD/CAM 技術

の活用
Paul-Georg  

Jost-Brinkmann

教育講演
メカノバイオロジー入門： 
細胞はどのように
力を感じ応答する

のか？
曽我部 正博

スタッフ& 
ドクターセミナー
歯科医院における働
き方改革ー人生100
年時代を支えようー
小原　啓子

企業
プレゼンテーション

口演１
（基礎系）

口演２
（臨床系）

シンポジウム1
歯科矯正用アンカースク
リューを用いた矯正治療
を再考し、今後を展望する

西井 康、大谷 淳二、 
本吉 満

臨床セミナー2
過去の難症例・再治療症例から学
ぶ未来への戦略的矯正診断・治療
米澤 大地、嘉ノ海 龍三、

菅原 準二

シンポジウム2
あなたの抜歯の考え方は？

古賀 正忠、古賀 義之、 
齋藤 功

商社展示

合否発表・
修正

搬出商社展示

認定医更新用　症例展示

搬出討論学術展示／症例展示 学術展示／症例展示

開
会
式

9th IOCのご案内

閉
会
式
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大会日程大会運営について

1. 学会に参加される方へ

1. 総合受付
（1） 開設場所
 長崎ブリックホール 1 階　エントランスホール

（2） 開設時間
 

11月20日（水） 11月21日（木） 11月22日（金）

13：00〜18：30 8：30〜17：00 8：30〜15：30

2. 大会参加証
（1） 会場内では必ず大会参加証に所属と氏名を記入の上、胸に付けて下さい。参加証のない方の入場はお断り致します。
（2） 参加証のケースは会場の総合受付の記名台に用意してあります。

3. 事前登録参加者
（1） 事前登録を済ませている方は受付の必要はありません。参加証のケースは総合受付の記名台に用意してあります。
（2） 事前登録された方には改めて抄録集はお渡し致しません。本抄録集をご持参下さい。

4. 当日登録参加者
（1） 「大会参加申込書」に記入の上、下記参加費を総合受付の「当日登録受付」にて納入し、大会参加証、抄録集
 （会員以外の方）をお受け取り下さい。（総合受付以外では当日登録できませんのでご注意下さい。）

（2） 大会参加費
会員 / 非会員 カテゴリー 事前登録 当日登録

会　員 歯科医師、企業・民間研究員など  ￥13,000  ￥15,000
会　員 スタッフ  ￥8,000  ￥10,000
会　員 大学院生※  ￥6,000  ￥8,000

非会員 歯科医師、企業・民間研究員など ￥16,000  ￥18,000
非会員 スタッフ ￥10,000  ￥12,000
非会員 大学院生※ ￥8,000  ￥10,000

 ※大学院生は研究機関、大学にフルタイムで所属している学生のみとさせていただきます。 

（3） 会員の方には改めて抄録集はお渡し致しません。本抄録集をご持参下さい。
（4） 大学院生の方は、「学生証／所属証明書」をご提示下さい。
（5） スタッフの方は、「所属医院が発行する証明書」、もしくは「第 78 回日本矯正歯科学会学術大会指定のフォーム」

に所属代表者の方の署名したものをご提示下さい。
 （指定フォームは大会ホームページの「参加登録／各種申込」画面よりダウンロード下さい。）

5. 抄録集の販売
抄録集を入用の方は、当日 1 部 3,000 円で販売致します。
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6. アプリを利用したプログラム・抄録集のご案内
本学術大会では、スマートフォン、タブレット端末で日程表、プログラム、抄録を閲覧できるアプリを利用したプロ
グラム・抄録集をご利用いただけます。
アプリはポケットプログラムとしてもご利用いただけますので、是非ご自身のスマートフォン、タブレット端末へ事
前にダウンロードの上、会場にてご利用ください。

講演会場（長崎ブリックホール）には Wi-Fi 設備がございますが、集中的な利用があった場合、接続速度が遅くなる
場合がございます。アプリは事前にダウンロードいただくことをお勧めします。

公開は 11 月中旬を予定しております。
抄録の閲覧には、パスワード「jos78」の入力が必要です。

ご利用方法：
　①　Apple App Store、Google Play から「MICEnavi」を検索し、アプリをインストールしてください。
　②　「MICEnavi」アプリを開いて、アカウントを作成し、ログインしてください。
　③　「MICEnavi」アプリ内で「78 矯正歯科」「jos2019」などで検索し、ダウンロードしてください。
　　　利 用 料：無料（アプリのダウンロードには別途通信料が発生します）
　　　対応機種：iOS ：10.0 以降。iPhone、iPad、iPod touch に対応。
　　　　　　　　Android ：4.4 以上。スマートフォン、タブレットに対応。

7. 年会費の受付
年会費未納の方は長崎ブリックホール 1 階の「年会費受付」で納入して下さい。
11月21日（木）  8：30〜17：00
11月22日（金）  8：30〜15：30

8. 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（長崎ブリックホール 1 階）までおいで下さい。
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9. 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78回学術大会（10ポイント）
受付日時： 11月21日（木）  8：30〜17：00
 11月22日（金）  8：30〜15：30
受付場所：長崎ブリックホール1階　総合受付

生涯研修セミナー（5 ポイント）
受付日時：11月20日（水）  16：00〜18：00
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22日（金）  11：00〜12：30
受付場所：講演会場入口

10. 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。

11. 同時通訳
講演の一部に同時通訳が入ります（日英）。
レシーバーの貸し出し（無料）は講演会場前の「同時通訳レシーバー受付」にて行います。ご利用いただいたレシー
バーは必ずご返却下さい。紛失もしくは未返却の場合は、別途料金をいただきますのでご注意下さい。
※レシーバーの貸し出しは先着順で数に限りがあります。

12. クローク
下記の通り、クロークをご用意しております。22 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。
日時：11月20日（水）13：00〜20：30、11月21日（木）8：30〜17：30、11月22日（金）8：30〜16：30
場所：長崎ブリックホール 1 階ホワイエ

13. 宅配便サービスデスクのご利用について
11 月 22 日（金）15：00 〜 17：00 に長崎ブリックホール 1 階展示会場付近および長崎新聞文化ホールにヤマト
運輸宅急便サービスデスクを開設いたします。着払いのみご利用いただけます。

14. 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「総合受付」（長崎ブリックホール 1 階）で受け付けます。

15. 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20日（水）16：00〜17：30
受付場所：講演会場入口
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16. 宿泊案内
総合受付（長崎ブリックホール 1 階）付近に日本旅行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。

17. 「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22日（金）9：30〜11：00、長崎県歯科医師会館5階ロビーに設けます。 
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。

18. 「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21日（木）12：00〜13：00、11月22日（金）12：00〜13：00、
長崎県歯科医師会館5階ロビーに設けます。
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。

19. 専門医更新症例審査に関するお知らせ
11月21日（木）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。

20. 長崎空港行バス（直行便）のご案内
学会終了後の移動混雑緩和のため、空港行のバスを大会にて手配いたします。
ご希望の方は大会期間中に「総合受付」（長崎ブリックホール1階）の日本旅行サービスカウンターにてお申込み下さい。
手配するバスの台数および座席には限りがございますので、予めご了承願います。
　経　　路：長崎ブリックホール→長崎空港
　出発日時：11月22日（金）16：20〜
　価　　格：1,000円/席（お支払いは現金のみとなります）
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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。
（3）  口演およびポスター発表の筆頭著者および共著者は、発表スライドまたはポスター内において発表内容に関連した利益

相反（COI）の有無を記載し、有りの場合にはその詳細を開示して下さい。

 ＜スライドサンプル＞

1

（参 考）

（公社）日本矯正歯科学会ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名

範例

演題発表に関連し, 開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません.

演題発表に関連し, 開示すべきCO I 関係にある企業などとして, 

顧問：＊＊＊会社

株保有： ＊＊＊会社
特許使用料：＊＊＊会社
講演料：＊＊＊会社
原稿料： ＊＊＊会社
受託研究・共同研究費： ＊＊＊会社
奨学寄付金： ＊＊＊会社
寄付講座所属： ＊＊＊会社
贈答品などの報酬： ＊＊＊会社

（参 考）

（公社）日本矯正歯科学会ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名

範例

「有」に該当する項目を記
載すること．金額は不要．

The Japanese Orthodontic Society
COI Disclosure
Name of First Author

(Sample)

The author have no financial conflicts of interest 
to disclose concerning the presentation.

Advisory role

Stock ownership/profit

Patent royalties/licensing fees

Lecture fees

Manuscript fees

Trust research/joint research funds

Scholarship fund

Affiliation with Endowed Department

Other remuneration such as gifts

All conflicts of interest must be disclosed
(Not necessary to describe items with “Nil”)

・Not necessary to write the amount of  
funding associated with a conflict of interest

(Sample)

The Japanese Orthodontic Society
COI Disclosure
Name of First Author

1

（参 考）

（公社）日本矯正歯科学会ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名

範例

演題発表に関連し, 開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません.

演題発表に関連し, 開示すべきCO I 関係にある企業などとして, 

顧問：＊＊＊会社

株保有： ＊＊＊会社
特許使用料：＊＊＊会社
講演料：＊＊＊会社
原稿料： ＊＊＊会社
受託研究・共同研究費： ＊＊＊会社
奨学寄付金： ＊＊＊会社
寄付講座所属： ＊＊＊会社
贈答品などの報酬： ＊＊＊会社

（参 考）

（公社）日本矯正歯科学会ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名

範例

「有」に該当する項目を記
載すること．金額は不要．

The Japanese Orthodontic Society
COI Disclosure
Name of First Author

(Sample)

The author have no financial conflicts of interest 
to disclose concerning the presentation.

Advisory role

Stock ownership/profit

Patent royalties/licensing fees

Lecture fees

Manuscript fees

Trust research/joint research funds

Scholarship fund

Affiliation with Endowed Department

Other remuneration such as gifts

All conflicts of interest must be disclosed
(Not necessary to describe items with “Nil”)

・Not necessary to write the amount of  
funding associated with a conflict of interest

(Sample)

The Japanese Orthodontic Society
COI Disclosure
Name of First Author

 

 ＜ポスターでの記載例＞
 発表内容に関連し、開示すべき COI 状態はありません。

1. 学術展示
（1） 展示は11月21日（木）、22日（金）で、1日ごとの入れ替えは行いません。
（2） 11月21日（木）9：00〜10：00に搬入し、11月22日（金）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。

（4） 質疑応答・討論は下記の時間に行います。指定の時間にご自分の展示場所で待機して下さい。
 11月22日（金）12：30〜13：30 

119cm 119cm

180cm

119cm 119cm

180cm
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2. 症例展示
発表方法は1．学術展示（1）〜（4）に準じます。

3. 症例報告
（1） 2日間通して行います。
（2） 11月21日（木）9：00〜10：00に搬入し、11月22日（金）16：00〜17：00に撤去して下さい。
（3） 展示は以下の要領にしたがって下さい。
 A. 展示には机（幅180cm×奥行45cm のスペース）を用意してあります。
 B. 資料はファイルに綴じ、模型とともに展示して下さい。
 C. 症例の要約を資料ファイルの最初の頁に綴じこんで下さい。

（4） 11月20日（水）10：00より模型審査、認定医委員会による試問は17：00（予定）より行います。試問の時間帯
はご自分の展示場所で待機して下さい。

（5） 模型審査および試問の時間が変更になる場合は対象者に個別にご連絡します。
 ※一般参加者への公開展示は、模型審査、試問の終了後となり11月21日（木）9：00以降を予定しております。

4. 口演発表
1．発表時間について

口演1（基礎系）
　日時：11月21日（木）14：10〜16：10（発表8分、質疑応答2分/ 1口演）
　場所：講演会場Ⅱ（国際会議場）
口演2（臨床系）
　日時：11月22日（金）9：00〜11：00（発表8分、質疑応答2分/ 1口演）
　場所：講演会場Ⅱ（国際会議場）

２．データ受付および使用機材について
「PC受付」（長崎ブリックホール1階ホワイエ）にて事前にデータ受付をお済ませの上、直接会場へお越し下さい。
事前の打ち合わせ等はございません。

【PC受付開設時間】 11月20日（水）13：30〜18：30 
11月21日（木）　8：30〜17：00 
11月22日（金）　8：30〜13：30

なおプロジェクターおよび発表者用パソコン（※OS及びソフトは以下のとおりです）を会場に１台ご用意いたし
ますが、ご自身のパソコンを持ち込まれてのプレゼンテーションも可能です。
いずれの場合も、「PC受付」にて試写を前日までにお願い致します。

※事務局準備の発表用パソコンのOS及びソフト
OS Software

Windows 10 Windows版Power Point2010/2013/2016対応
Macintosh Mojave 10.14．6 Macintosh版Power Point2016，Keynote 9.2対応
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大会日程会場・交通案内図
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ホテルリスト

地区 No. ホテル名

長
　
崎

1 ホテルニュー長崎

2 ザ・ホテル長崎BWプレミアム

3 ANAクラウンプラザ長崎

4 JR九州ホテル長崎

5 ホテルクオーレ長崎駅前

6 ホテルウィングポート長崎

7 エスペリアホテル長崎

8 ホテルベルビュー長崎

9 ホテルモントレ長崎

10 ホテルニュータンダ

11 ビクトリア・イン長崎

12 ホテルJALシティ長崎

13 長崎バスターミナルホテル

14 長崎オリオンホテル

15 ホテルセントポール長崎

16 長崎ワシントンホテル

17 長崎ホテルマリンワールド

18 長崎シティホテル・アネックス3

19 長崎I・Kホテル

20 東横イン長崎駅前

21 リッチモンドホテル長崎思案橋

22 ホテルフォルツァ長崎

23 ビジネスホテルニューポート

24 セントヒル長崎

25 コンフォートホテル

26 アルファイン長崎

27 ビジネスホテルニュートップ

28 ビジネス観光ホテルいけだ

29 ルークプラザホテル

30 長崎にっしょうかん

31 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート

32 ドーミーイン長崎

33 ロイヤルチェスターホテル

地区 No. ホテル名

長
　
崎

34 矢太楼本館

35 長崎スカイホテル

36 長崎ブルースカイホテル

37 稲佐山観光ホテル

38 ホテル長崎

39 アイランドホテル長崎

40 あぐりの丘高原ホテル

41 長崎ホテル清風

42 梅松鶴

43 紅葉亭

時
　
津

44 ホテルAZ長崎時津

45 時津ヤスダオーシャンホテル

諫
　
早

46 L＆Lホテルセンリュウ

47 ホテルグランドパレス諫早

48 諫早グリーンホテル

49 ホテルニューグローバル

50 諫早第一ホテル

51 グローバルホテル

52 ニューステーションホテル・プレミア

53 ニューステーションホテル

54 諫早観光ホテル　道具屋

55 諫早ターミナルホテル

56 ルートイン諫早インター

57 喜々津ステーションホテル

58 ビジネスホテル大石

大
　
村

59 ホテルAZ長崎大村店

60 大村セントラルホテル

61 大村マリーナホテル

62 大村インターナショナルホテル

63 大村ステーションホテル

64 チサンイン大村長崎空港

65 大村ヤスダオーシャンホテル
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大会日程会場案内図

■長崎ブリックホール1F

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

エントランスホール

交流スペース

クローク
1 階 ホワイエ

商社展示
1 階 ホワイエ

総合受付
エントランスホール

PC受付
1 階 ホワイエ
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第3カテゴリー
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大会日程会場案内図

■長崎ブリックホール 2F
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大会日程会場案内図
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■長崎新聞文化ホール1F

会場案内図
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会場案内図

■長崎新聞文化ホール 2F
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会場案内図

■長崎新聞文化ホール 3F
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会場案内図

■長崎県歯科医師会館 5F
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会場案内図

■長崎県総合福祉センター 3F ■長崎県総合福祉センター 4F
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11月17日（日）

大会プログラム

13:00-15:30 市民公開講座� 長崎大学�良順会館 p121

あなたの歯並び大丈夫？ 
かみ合わせも大丈夫？ 
～歯並びとかみ合わせの違いを知っていますか？～

人類誕生　～ヒトはどこから来てどこへ行くのか～
馬場　悠男　国立科学博物館名誉研究員 /日本歯科大学客員教授

矯正治療後の「かみ合わせ」と「顔」の予測
玉置　幸雄　福岡歯科大学矯正歯科学分野教授

モデレータ　今井　　徹　公益財団法人日本矯正歯科学会　国内渉外委員会　委員
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11月20日（水）

16:00-18:00 生涯研修セミナー� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p101

矯正歯科治療における顎口腔機能解析と評価

不正咬合と顎口腔機能の関連
友成　　博　鶴見大学歯学部歯科矯正学講座教授

顎変形症患者における嚥下時舌動態と咀嚼能力の解析
坂上　　馨　新潟大学医歯学総合病院矯正歯科助教

座長　足立　　敏　公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員
　坂本　輝雄　公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員

16:00-17:30 指導者講習会� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p119

基本研修および臨床研修におけるアウトカム
溝口　　到　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

ホームページ倫理審査について
五十嵐一吉　公益社団法人日本矯正歯科学会　倫理・裁定委員会　委員長

認定医の取得、更新を目指す方、また、その指導者へ
田中　栄二　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・臨床研修施設の新規申請と実態報告、および実地調査について
佐藤　和朗　公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員長

18:00-20:00 サテライトセミナー 1� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p105

口腔機能発達不全症

口腔機能発達不全症を理解するための成長期における機能解剖学
阿部　伸一　東京歯科大学解剖学講座　教授

口腔機能発達評価マニュアルに基づく診断
朝田　芳信　鶴見大学歯学部小児歯科学講座　教授

口腔発達機能不全を呈する子どもへの対応
佐藤　秀夫　鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科　講師

座長　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
　小川　卓也　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員
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11月20日（水）

18:00-20:00 サテライトセミナー 2� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p109

歯の移動の分子生物学的メカニズム

骨免疫学が紐解く歯槽骨代謝の分子基盤
塚崎　雅之　東京大学大学院医学系研究科免疫学 /東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科細菌感染制御学

メカニカルストレスが骨代謝に及ぼす影響について
横瀬　敏志　明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野　教授

矯正力のかかった歯の周りの細胞・分子の挙動を探る
上岡　　寛　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野　教授

座長　溝口　　到　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員
　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

14:00-16:00 社員総会� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場）

10:00-17:00 指導医更新用　症例審査� 長崎県総合福祉センター�3F�講座室

10:00-17:00 認定医更新用　症例審査� 長崎県総合福祉センター�4F�中会議室

10:00-17:00 認定医新規申請用　症例審査/展示� 長崎県総合福祉センター�5F�大会議室

10:00-19:00 専門医更新用　症例審査� 長崎県歯科医師会館�5F�講堂
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11月21日（木）

9:00-9:15 開会式� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール）

9:15-11:00 臨床セミナー 1� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p91

バイオメカニクスをいかに矯正臨床に応用するか？

矯正歯科における生体力学の重要性
槇　宏太郎　昭和大学歯学部歯科矯正学講座主任教授

New�innovative�geometries�in�biomechanics
AndreaWichelhaus　DirectorandChairperson,DepartmentofOrthodontics,Ludwig-MaximiliansUniversity（LMU）,

MedicalCenter,Munich,Germany

座長　田中　栄二　公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、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
　槇　宏太郎　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員長、昭和大学歯学部歯科矯正学講座　主任教授

10:00-11:00 スタッフ＆ドクターセミナー� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p99

歯科医院における働き方改革��―人生 100年時代を支えようー
小原　啓子　株式会社デンタルタイアップ　代表取締役

座長　寺田　康子　公益社団法人日本矯正歯科学会　国内渉外委員会　副委員長、医療法人社団寺田矯正歯科医院

11:00-12:00 特別講演� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p77

矯正臨床における CAD/CAM 技術の活用

CAD/CAM�in�orthodontics�with�special�focus�on�bending�archwires
Paul-GeorgJost-Brinkmann　ProfessorandChair,DepartmentofOrthodontics,DentofacialOrthopedicsandPedodontics,

Charité-UniversitätsmedizinBerlin,Germany

座長　吉田　教明　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野教授

12:15-13:45 日本歯科矯正機材協議会共催企画� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p127

企業プレゼンテーション（お弁当付 先着 400 名）
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11月21日（木）

12:20-13:50 ラウンド・テーブル・ディスカッション�ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション�3F�プレミアホール p113

1．��耳鼻咽喉科との連携のための工夫
 時實千代子　ときざね矯正歯科

2．��学校歯科健診で矯正歯科医に求められていること　～矯正歯科医ができること～
 鈴木　　博　日本学校歯科医会

3．��患者も術者も安心安全な矯正歯科治療契約書とは
 伊藤　智恵　日本臨床矯正歯科医会社会医療委員会

4．��矯正歯科基本研修修了者の働き方に関する調査
 宮崎　晴代　東京歯科大学歯科矯正学講座

5．��顎矯正手術直後の矯正歯科治療
 小椋　幹記　社会医療法人敬和会大分岡病院マキシロフェイシャルユニット

6．��矯正歯科の技工士に何が求められているのか
 鈴木　　達　東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部

7．��矯正歯科医療における 3Dデジタルデータの応用について
 山田　尋士 1、常盤　　肇 2　1ヤマダ矯正歯科、2常盤矯正歯科医院

8．��生物-心理-社会モデルから矯正歯科臨床を視る
 龍野　耕一　たつの矯正歯科クリニック

9．��口腔機能発達不全症における矯正歯科治療の役割
 里見　　優　さとみ矯正歯科クリニック

10．スタッフ教育プログラム構築のポイント
 安藤　文人　日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター

11．口腔筋機能療法（MFT）のこんな時どうする～Q&A～
 石野由美子、石野　善男　二子玉川ガーデン矯正歯科

14:10-16:10 シンポジウム 1� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p83

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療を再考し、今後を展望する

歯科矯正用アンカースクリューの新たな展開―早期治療への応用―
西井　　康　東京歯科大学歯科矯正学講座教授

歯科矯正用アンカースクリュー�～思索を深め、前進する～
大谷　淳二　医療法人丹心会大谷歯科矯正歯科理事長
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11月21日（木）

歯科矯正用アンカースクリューの今後の展望　�
－安全な植立部位と歯の移動の効率化を再考する－
本吉　　満　日本大学歯学部歯科矯正学講座教授

座長　宮脇　正一　公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野教授（歯学部長）
　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教授

14:10-16:10 口演１（基礎系）� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p130

座長　上岡　　寛　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野
　溝口　　到　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野
　小川　卓也　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎

顔面矯正学分野

16:10-17:10 教育講演� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p81

メカノバイオロジー入門：細胞はどのように力を感じ応答するのか？
曽我部正博　名古屋大学大学院医学系研究科特任教授

座長　上岡　　寛　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野教授

10:00-17:00 商社展示� 長崎ブリックホール�1F-3F�ホワイエ／長崎新聞文化ホール�1F-2F

11:00-17:20 指導医更新用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�3F�講座室

9:00-17:20 認定医更新用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�4F�中会議室

9:00-17:20 認定医新規申請用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�5F�大会議室

12:00-17:20 専門医新規申請用　症例展示� 長崎県歯科医師会館�5F�講堂

11:00-17:20 専門医更新用　症例展示� 長崎県歯科医師会館�5F�講堂

10:00-17:00 学術展示/症例展示� 長崎新聞文化ホール�1F-3F p141 / 243

18:30-20:20 懇親会� ガーデンテラス長崎
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11月22日（金）

9:00-11:00 シンポジウム 2� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p87

あなたの抜歯の考え方は？

矯正歯科の治療方針決定におけるMcLaughlin�Dental�VTOの有用性
古賀　正忠　古賀矯正歯科クリニック院長

矯正治療における抜歯部位について
古賀　義之　長崎大学病院　矯正歯科　准教授

矯正歯科治療における抜歯の必要性と判断基準�－治療例をとおして考える－
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

座長　山田　一尋　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科教授
　山城　　隆　公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、大阪大学大学院歯学研究科　顎顔面口腔矯正学分野教授

9:00-11:00 口演２（臨床系）� 講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール�3F�国際会議場） p130

座長　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、九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野
　玉置　幸雄　公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野
　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、広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学
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11:00-12:30 JOSフォーラム� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p125

Ⅰ.�理事長挨拶� � � � � �11:00 ～ 11:05
森山　啓司　公益社団法人日本矯正歯科学会理事長

Ⅱ.�JOSホットトピックス� � � �11:05 ～ 11:45
歯科保健医療の動向と歯科医療の専門性について
小嶺　祐子　厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐

矯正歯科統一専門医制度の進捗状況
清水　典佳　日本矯正歯科専門医機関暫定運営委員会委員長（日本大学特任教授）　

Ⅲ.�JOSインフォメーション・アップデート� �11:45 ～ 12:20
（１）認定医・専門医制度改革検討委員会： （公社）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長　居波　徹
（２）医療問題検討委員会： （公社）日本矯正歯科学会医療問題検討委員会委員長　宮澤　　健
（３）学術委員会： （公社）日本矯正歯科学会学術委員会委員長　槇　宏太郎
（４）臨床疫学研究倫理審査委員会： （公社）日本矯正歯科学会臨床疫学研究倫理審査委員会委員長　山田　一尋
（５）診療ガイドライン策定委員会： （公社）日本矯正歯科学会診療ガイドライン策定委員会委員長　山城　　隆
（６）倫理・裁定委員会：（公社）日本矯正歯科学会倫理裁定委員会委員長　五十嵐一吉
司会進行　 齋藤　　功　公益社団法人日本矯正歯科学会総務担当常務理事

Ⅳ.�各賞表彰式� � � � � �12:20 ～ 12:30
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11月22日（金）

14:00-16:00 臨床セミナー 2� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール） p95

過去の難症例・再治療症例から学ぶ未来への戦略的矯正診断・治療

難症例においても到達したい咬合学的不時着点と戦略的矯正診断
米澤　大地　米澤歯科醫院院長

過去から学ぶ未来への診断・治療
嘉ノ海龍三　医療法人社団カノミ矯正・小児歯科クリニック理事長・院長

再治療ケースの複雑な問題点を効率的に解決するための矯正学的戦略
菅原　準二　医療法人社団健康会仙台青葉クリニック包括歯科主任

座長　不島　健持　公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員、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教授

　小川　晴也　小川矯正歯科院長、公益社団法人日本矯正歯科学会　倫理・裁定委員会　委員

16:00-16:10 閉会式� 講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール�2F�大ホール）

9:00-15:00 商社展示� 長崎ブリックホール�1F-3F�ホワイエ／長崎新聞文化ホール�1F-2F

9:00-16:00 指導医更新用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�3F�講座室

9:00-16:00 認定医更新用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�4F�中会議室

9:00-16:00 認定医新規申請用　症例展示� 長崎県総合福祉センター�5F�大会議室

9:00-16:00 専門医新規申請用　症例展示� 長崎県歯科医師会館�5F�講堂

9:00-16:00 専門医更新用　症例展示� 長崎県歯科医師会館�5F�講堂

9:00-16:00 学術展示/症例展示� 長崎新聞文化ホール�1F-3F p141 / 243
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口演 1（基礎系） p130

口演1-01 矯正学的歯の移動におけるTNF-αは骨細胞のsclerostin発現を増強し破骨細胞形成
を誘導する
大堀　文俊、北浦　英樹、マラーレ アジール、岸川　明子、小川　紗衣香、セイ カイ、沈　威任、
野口　隆弘、奈良　靖彦、溝口　到
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

口演1-02 未分化間葉系幹細胞が破骨細胞前駆細胞の走化作用へ及ぼす影響
阿部　崇晴 1、國松　亮 1、吉見　友希 1、柄　優至 1、粟田　哲也 2、鷲見　圭輔 3、中島　健吾 1、
平木　智香 2、力武　航大 2、谷本　幸太郎 2

1   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、
2   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、
3   速水矯正歯科（京都府）

口演1-03 PKP1の歯原性上皮細胞における密着結合因子ZO-1の局在制御機構
宮崎　佳奈子 1、吉崎　恵悟 2、傅　堯 3、韓　雪 4、鮒田　啓太 1、田　甜 3、湯田　智美 3、水田　敢士 3、
高橋　一郎 2

1   九州大学病院矯正歯科、
2   九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
3   九州大学大学院歯学府口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
4   同済大学附属口腔医院上海牙組織修復再生工程技術研究センター

口演1-04 ペリオスチンスプライスバリアントの頭蓋骨および歯の形成における役割の解明
石原　聖子 1、臼見　莉沙 1、笠原　由紀 1、大石　修史 1、柴田　佳那 2、清水　康広 1、石田　雄之 1、
金香　佐和 1、細道　純 1、谷山　義明 2、小野　卓史 1

1   東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野、
2   大阪大学医学系研究科臨床遺伝子治療学

口演1-05 ギャップ結合を介した歯根膜細胞間コミュニケーションは骨代謝を司る： 
組織ライブイメージングによる検討
石原　嘉人 1、イスライン イ 2、王　紫儀 2,3、菅原　康代 2、上岡　寛 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   日本学術振興会（東京都）

口演1-06 ヘパラン硫酸による頭蓋顎顔面形態形成の制御機構の解明
中西　祐一郎 1、犬伏　俊博 1、松本　嘉寛 2、山口　祐 3、山城　隆 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   九州大学医学研究院臨床医学部門九州大学医学研究院整形外科、
3   サンフォード・バーナム・プレビス医学研究所遺伝疾患プログラム

口演1-07 骨芽細胞の骨代謝機構におけるVNUTの役割
井上　愛沙子 1、黒石　加代子 1、郡司掛　香織 1、古株　彰一郎 2、白川　智彦 1,2、志賀　百年 1、
水原　正博 1、真鍋　義一 1、川元　龍夫 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分子情報生化学分野
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口演1-08 機械学習による骨細胞突起と骨細管の抽出
田畑　香織 1、橋本　真奈 1、長岡　紀幸 2、原　徹 3、上岡　寛 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   国立研究開発法人物質・材料研究機構（茨城県）

口演1-09 マウス成長期鼻呼吸障害は海馬におけるWnt signaling pathwayに変調をもたらす
石通　秀行、沖原　秀政、小川　卓也、小海　暁、阿部　泰典、加藤　千帆、ピョースラ アン、
藤田　秋世、小野　卓史
東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野

口演1-10 顎関節リウマチの骨・軟骨破壊に対する機械的刺激の影響について
永井　航平、大竹　智久、亀井　宏和、戸村　拓真、石井　武展、西井　康
東京歯科大学歯科矯正学講座

口演1-11 マウス顎運動の特徴－6自由度顎運動および筋電図同期計測システムを用いて－
森内　絵美、林田　佳央理、山田　佳奈、安田　豪、吉見　知子、藤下　あゆみ、濱中　僚、
古賀　義之、吉田　教明
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

口演 2（臨床系） p135

口演2-01 新規骨再生誘導材OCP/Collagen移植後に顎裂部の骨再生および歯の萌出と移動を
認めた片側性唇顎裂の２治験例
前田　綾 1、岐部　俊郎 2、菅　真有 1、丸谷　佳菜子 1、中川　祥子 1、中村　典史 2、宮脇　正一 1

1   鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、
2   鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科分野

口演2-02 日本人口唇口蓋裂患者の咽頭扁桃および口蓋扁桃は縦断的成長発育パタンが異なる
間邊　安寿雅 1、石田　宝義 1、楊　新晟 1、尹　炯植 2、神田　英一郎 3、小野　卓史 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   ソウルオールバルンクリニック、
3   川崎医科大学医学部

口演2-03 上気道動態と骨格形態の相関―MRI movieを用いた評価
岡　直毅 1、片岡　伴記 1,2、藤澤　厚郎 3、石田　朋子 1、中村　政裕 3、川邉　紀章 1、上岡　寛 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   鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野、
3   岡山大学病院矯正歯科

口演2-04 小児がん治療が顎顔面形態と永久歯歯胚形成に与える影響
中津川　昂平、黒坂　寛、山城　隆
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

口演2-05 特発性下顎頭吸収を伴う骨格性II級患者に対する上下顎同時移動術時の骨片の位置と
術後の安定性との関連
平野　成美 1、梶井　貴史 1、泉　喜和子 2、藤田　隆寛 1、玉置　幸雄 1

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   福岡医療短期大学歯科衛生士学科
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口演2-06 顎矯正手術後の治癒過程における骨代謝活性の亢進現象　 
ー血清骨代謝マーカーと循環骨芽細胞系細胞ー
千葉　美麗 1、阿部　陽子 1,2、ヤクライ サニーシャ 1,2、ペチャイコ ロアン 1,2、高橋　哲 2

1   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、
2   東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野

口演2-07 側面頭部X線規格写真と超音波断層画像の統合による嚥下時舌運動様相の観察
ハラ ミャント シリ 1、辻　美千子 1、大林　尚人 2、鈴木　聖一 1、森山　啓司 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放射線医学分野

口演2-08 CAD/CAMオステオトミーガイド、プレベンドプレートを用いた“頭蓋基準”の 
上顎位置決め法の正確度
今井　治樹 1,2、大村　進 1、藤田　紘一 1,2、本田　康二 2,3、米満　郁男 2、島崎　一夫 2、廣田　誠 1、
光藤　健司 3、小野　卓史 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

口演2-09 江戸時代人の身分階級間における顎顔面骨格の頭部X線規格写真学的比較
川田　雅子 1、清水　康広 1、金澤　英作 2、小野　卓史 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   日本大学松戸歯学部解剖学講座

口演2-10 皮質骨を標的とした新規歯科矯正用アンカレッジデバイスの骨接合状態および接合
強度に関する検討
上園　将慶 1、高久田　和夫 2、森山　啓司 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

口演2-11 矯正治療に用いる3Dプリンター材料についての研究
加藤　梨友 1、中納　治久 1、片岡　有 2、岡本　博明 3、侭田　勝由 4、各務　知茉美 1、塩竈　素哉 1、
堀田　康弘 2、柴田　陽 2、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門、
3   岡本化学工業株式会社（東京都）、
4   株式会社快速成形秋葉原（東京都）

学術展示 p141

学展-001 唇顎口蓋裂患者における平均顎顔面形態3Dモデル作成法の開発
内野　夏子 1、須佐美　隆史 1,2、大久保　和美 1、岡安　麻里 1、丸岡　亮 1、宇賀　凜 1、星　和人 1

1   東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
2   ひろい歯科・すさみ矯正歯科（東京都）

学展-002 成人女性における顎顔面形態および不正咬合と握力との関連性
中川　祥子、前田　綾、宮脇　正一
鹿児島大学歯学部
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学展-003 側面頭部X線規格写真を用いた日本人成人II級患者の骨格的評価
森田　彩美 1、隅田　実希 2、水谷　匡佑 3

1   森田歯科医院（東京都）、
2   あさひ矯正歯科（神奈川県）、
3   日本歯科大学附属病院矯正科

学展-004 歯の先天性欠如を有する日本人矯正歯科患者のトルコ鞍の形態と架橋について
佐藤　大介、遠藤　敏哉
日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学

学展-005 CBCT画像による顎顔面形態の３次元的評価と２次元セファロ分析との関連性について
大門　茂 1、日浦　賢治 2、山口　和憲 2、丸山　和宏 3

1   だいもん矯正歯科（福岡県）、
2   日浦矯正クリニック（福岡県）、
3   ピーススマイル矯正歯科（福岡県）

学展-006 性別、年代別にみた閉塞性睡眠時無呼吸と顎顔面形態、BMIとの関連性
網谷　季莉子 1、竹山　雅規 1、丹原　惇 1、高橋　功次郎 1、大嶋　康義 3、小林　正治 2、齋藤　功 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組織再建口腔外科学分野、
3   新潟大学医歯学総合病院呼吸器感染症内科

学展-007 咬合接触と矯正歯科治療  第6報
北總　征男、北總　博之
北總矯正歯科医院（千葉県）

学展-008 上下顎前歯の後方移動に伴う軟組織形態変化の予測について
高　明善 1,2、田中　智代 2,3、西村　俊哉 2,3、友寄　ひかる 1、津田　賢治 1,2,3

1   守口つだ矯正歯科・歯科（大阪府）、
2   デンタルクリニックカルミア（兵庫県）、
3   医療法人社団けんこう会つだ歯科（兵庫県）

学展-009 顎顔面骨格と咬合彎曲の関連性に関する研究
上原　めぐみ、中納　治久、槇　宏太郎
昭和大学歯学部歯科矯正学講座

学展-010 口唇閉鎖力と口唇形態との関連性の検討
黒石　加代子、郡司掛　香織、左合　美紗、水原　正博、志賀　百年、川元　龍夫
九州歯科大学顎口腔機能矯正分野

学展-011 鼻閉と顎顔面成長発育の関係について
羽入田　佳美 1、高橋　正皓 1、関　雄介 1、山口　徹太郎 1,2、荒木　康智 3、黄川田　徹 3

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   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部門、
3   鼻のクリニック東京（東京都）

学展-012 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口唇形態変化
青山　依儒 1、及川　崇 1、中岡　一敏 2、関谷　利子 1、濱田　良樹 2、中村　芳樹 1、友成　博 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
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学展-013 骨格性下顎前突症例における下顎頭体積と顎顔面形態との関連性
左合　美紗 1、志賀　百年 1、郡司掛　香織 1、黒石　加代子 1、水原　正博 1、鶴島　弘基 2、冨永　和宏 3、
川元　龍夫 1

1   九州歯科大学歯学科健康増進学講座顎口腔機能矯正学分野、
2   九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野、
3   九州歯科大学歯学科生体機能学講座顎顔面外科学分野

学展-014 顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症例における頭蓋冠形態と下顎窩の位置の三次元解析
山口　浩司、佐々木　会、川尻　朱美、藤本　航大、上里　忠成、東金　由莉、須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

学展-015 下顎窩の三次元的位置と下顎骨体長の関連性
藤本　航大、佐々木　会、川尻　朱美、山口　浩司、上里　忠成、東金　由莉、大塚　雄一郎、
須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

学展-016 上顎中切歯の口蓋側傾斜を伴う骨格性Ｉ級患者における口元の三次元形態
大山　蓉子、留　和香子、佐々木　美枝、竹内　綾、北井　則行
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

学展-017 ロングフェースを呈する者における口蓋の三次元形態について
南　哲至、上田　拓範、村林　学、後藤　章浩、北井　則行
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

学展-018 ガミースマイルを伴う矯正治療患者における軟組織の三次元解析
荻原　美希、影山　徹、中根　隆、楢本　達也、丸山　歩美、深沢　香菜子、山田　一尋
松本歯科大学大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学

学展-019 顔面非対称患者における頭蓋の形態的評価―頭蓋冠形態と下顎骨偏位の関連性―
小野　紗友美 1、阿部　真由子 1、飯島　由貴 1、森川　泰紀 1、立木　千恵 1、野嶋　邦彦 1、末石　研二 1、
西井　康 1、高木　多加志 2、川俣　貴一 3、藍原　康雄 3

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、
3   東京女子医科大学脳神経外科学講座

学展-020 顔面非対称患者における頭蓋冠形態と上下顎骨偏位の３次元解析
阿部　真由子 1、小野　紗友美 1、飯島　由貴 1、森川　泰紀 1、立木　千恵 1、野嶋　邦彦 1、末石　研二 1、
西井　康 1、高木　多加志 2、川俣　貴一 3、藍原　康雄 3

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、
3   東京女子医科大学脳神経外科学講座

学展-021 顔面非対称症例における臼歯部歯軸の検討-顎骨に対する歯軸傾斜-
鍛代　秀人 1、立木　千恵 1、小倉　弘之 1、草場　岳 1、飯島　由貴 1、西井　康 1、野島　邦彦 1、
末石　研二 1、高木　多加志 2、柴原　孝彦 2、片倉　朗 3

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、
3   東京歯科大学口腔病態外科学講座
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学展-022 ヒアルロン酸は神経堤細胞の遊走を調節することで顎顔面形成を制御する
犬伏　俊博 1、中西　祐一郎 1、阿部　真土 2、山口　祐 3、山城　隆 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解剖学第一教室、
3   Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute

学展-023 マウス二次口蓋における口蓋突起癒合時のmedial edge epithelial cellの動態
青山　剛三 1、黒坂　寛 1、岡　綾香 1、中津川　昂平 1、山本　沙優里 1、宇佐美　悠 2、豊澤　悟 2、
犬伏　俊博 1、磯貝　由佳子 1、山城　隆 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病理学教室

学展-024 クラスター分析を用いた骨格性下顎前突症患者における下顎骨偏位様相の検討
大澤　知朗 1、丹原　惇 1、西山　秀昌 2、高橋　功次朗 1、本多　綾子 1、新　ちひろ 1、高木　律男 3、
小林　正治 4、齋藤　功 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   新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野、
4   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

学展-025 CBCT画像による蝶後頭軟骨結合部の骨化の進行状態の評価
岡田　渉 1、関谷　利子 1、郷家　秀昭 2、中村　芳樹 1、友成　博 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（東京都）

学展-026 食習慣と不正咬合発症の関連について～４歳児の咬合比較による検討
藤村　裕治、柿崎　陽介
矯正・小児ひまわり歯科（宮崎県）

学展-027 咬合力の低下が歯の移動量に与える影響　－ラット実験モデル－
有薗　ケイラ 1、佛坂　斉祉 1、森田　幸子 1、吉見　知子 1、上田　悠依華 1、吉見　圭子 2、吉田　教明 1

1   長崎大学歯科矯正学講座、
2   吉見皮ふ科（長崎県）

学展-028 Mechanosensitive microRNAによる下顎頭軟骨分化制御
野田　佳苗 1、星　健治 2、吉崎　恵悟 3、寺尾　文恵 3、高橋　一郎 3

1   九州大学大学院歯学府口腔保健推進学歯科矯正学分野、
2   九州大学病院矯正歯科、
3   九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学歯科矯正学分野

学展-029 矯正治療の長期化に関する検討 －患者協力度・機能的な要因－
宮野　純一、藤代　篤、合田　義仁、今村　圭吾、原本　紘子、石井　瞳、嘉ノ海　龍三
カノミ矯正・小児歯科クリニック（兵庫県）

学展-030 矯正治療の長期化に関する検討 －骨格・歯性・機能的な要因－
石井　瞳、原本　紘子、今村　圭吾、合田　義仁、藤代　篤、宮野　純一、嘉ノ海　龍三
カノミ矯正・小児歯科クリニック（兵庫県）
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学展-031 上顎正中部逆生埋伏過剰歯における臨床的検討
曽根　由美子
兵庫県立こども病院小児歯科

学展-032 日本人における咽頭扁桃と口蓋扁桃の成長発育の差異　 
―暦年齢を指標とした縦断的調査―
石田　宝義 1、間邊　安寿雅 1、楊　新晟 1、尹　炯植 2、神田　英一郎 3、小野　卓史 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   ソウルオールバルンクリニック、
3   川崎医科大学医学部

学展-033 呼吸様式が認知機能に与える影響について：fNIRSによる検討
大塚　剛郎、島崎　盾詩、薄井　崇、山口　徹太郎
神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯科矯正学分野

学展-034 咬合異常モデルにおける心臓リモデリングとβアドレナリン受容体遮断薬による抑制効果
八木澤　由佳 1、大貫　芳樹 2、梅木　大輔 1、伊藤　愛子 1、中村　芳樹 1、奥村　敏 2、友成　博 1

1   鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、
2   鶴見大学歯学部生理学講座

学展-035 知的能力障害を伴う患者の口唇閉鎖力の測定
永島　圭悟 1、田村　文誉 2,3、菊谷　武 1,2,3

1   日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学、
2   日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック、
3   日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

学展-036 片側性唇顎口蓋裂患者のスマイル時の口唇運動の三次元解析
楢本　達也 1,2、中根　隆 1,2、村上　剛一 1、村岡　理奈 1,3、川原　良美 1,3、影山　徹 1,2、杠　俊介 4、
山田　一尋 1,2

1   松本歯科大学育成期口腔診療部門矯正歯科、
2   松本歯科大学院歯科独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学、
3   松本歯科大学歯科矯正学講座、
4   信州大学医学部形成再建外科学教室

学展-037 骨格性下顎前突症患者における咀嚼能力と顎顔面形態との関係
深町　直哉 1、坂上　馨 1、栗原　加奈子 1、阿部　遼 1、長崎　司 1、小野　高裕 2、齋藤　功 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包括歯科補綴学分野

学展-038 覚醒時の食道内酸刺激後の咬筋活動と自律神経活動の経時的変化
迫口　陽子 1,2、前田　綾 1、福嶋　美佳 1、大牟禮　治人 1,3、大石　章仁 1、大賀　泰彦 1、古川　みなみ 1、
高橋　広太郎 1、大迫　佑季 1、丸谷　佳菜子 1、中川　祥子 1、宮脇　正一 1

1   鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、
2   さこぐち歯科・小児・矯正歯科（鹿児島県）、
3   大牟禮矯正歯科クリニック（愛媛県）
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学展-039 口腔機能発達不全症と客観的口腔機能評価指標との関わりについて
板垣　祐介 1,2、金高　弘恭 2,3、島田　栄理遣 1,2、臼井　ちひろ 1,2、相田　潤 4、五十嵐　薫 1,2

1   東北大学大学院歯学研究科頭蓋顔面先天異常学分野、
2   東北大学病院顎口腔機能治療部、
3   東北大学歯学イノベーションリエゾンセンター異分野融合部門、
4   東北大学大学院歯学研究科臨床疫学統計支援室

学展-040 III級不正咬合患者の治療前後における上部気道形態と舌骨位に関する予備的調査
渡　一平、加藤　千帆、米満　郁男、臼見　莉沙、木村　綾、新井　修子、笠原　由紀、阿部　泰典、
小野　卓史
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

学展-041 骨格性下顎前突者の随意的口唇閉鎖調節能力
丸山　歩美 1、村上　円郁 2、宮本　剛至 3、土屋　恵子 3、川原　良美 3、影山　徹 1,2、増田　裕次 4、
山田　一尋 1,2

1   松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、
2   松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3   松本歯科大学歯科矯正学講座、
4   松本歯科大学大学院・咀嚼機能解析学

学展-042 偏位を伴う骨格性下顎前突者の主機能部位
深沢　香菜子 1、星野　正憲 2、川原　良美 3、影山　徹 1,2、山田　一尋 1,2

1   松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、
2   松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3   松本歯科大学歯科矯正学講座

学展-043 低出力超音波パルスを用いた下歯槽神経損傷後の神経再生におけるNT-3の役割
土持　茜 1、遠藤　千登世 1、篠田　雅路 2、岩田　幸一 2、本吉　満 1,3

1   日本大学歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学歯学部生理学講座、
3   日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

学展-044 LIPUS刺激はBDNFシグナルを介して下歯槽神経切断後の機能的再生を促進する
遠藤　千登世 1、土持　茜 1、篠田　雅路 2、岩田　幸一 2、本吉　満 1,3

1   日本大学歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学歯学部生理学講座、
3   日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

学展-045 三叉神経節サテライトグリアのGFAP活性に対する矯正治療の影響
湯川　未郷 1、土屋　隆子 1、長谷川　尚哉 1、佐々木　会 1、安達　一典 2、須田　直人 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

学展-046 口唇閉鎖力に対する口唇の筋機能訓練の影響
郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、水原　正博、志賀　百年、川元　龍夫
九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野

学展-047 マウスガード型圧力測定装置を用いた口腔軟組織圧モニタリングに関する研究
松本　英和 1,2、荒川　貴博 2、三林　浩二 2、森山　啓司 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デバイス研究部門センサ医工学分野
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学展-048 外科的矯正治療前後における咀嚼運動時の脳賦活様相の変化
平良　綾子 1、七條　なつ子 1、岡田　成生 1、笹栗　健一 2、森　良之 2

1   自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科、
2   自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

学展-049 弾性線維の機能解析－ペリオスチンとの関連－
真鍋　義一、志賀　百年、郡司掛　香織、黒石　加代子、水原　正博、井上　愛沙子、川元　龍夫
九州歯科大学歯学部歯学研究科

学展-050 発音音声の零交差数分析およびMFCC解析による低位舌の識別
落合　柚香 1,2,3、中山　仁史 4、石光　俊介 4、山下　公子 2,3、石井　かおり 2,3、堀畑　聡 5、葛西　一貴 2,3

1   日本大学大学院松戸歯学研究科、
2   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
3   日本大学口腔科学研究所、
4   広島市立大学大学院情報科学部、
5   日本大学松戸歯学部数理科学講座

学展-051 メタロチオネインノックアウトマウスの味覚感受性および条件付け味覚嫌悪に関す
る行動学的研究
山崎　七愛 1、舩橋　誠 2、十川　紀夫 3、佐藤　嘉晃 4

1   北海道大学歯学部歯科矯正学教室、
2   北海道大学歯学部口腔生理学教室、
3   松本歯科大学、
4   北海道大学歯学部歯科矯正学教室

学展-052 鼻咽頭通気障害は前頭前野における咀嚼時脳賦活の低下を引き起こす
鈴木　裕介 1,2,3、成田　紀之 3、石井　智浩 3,4、根岸　慎一 1,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究所、
4   日本大学松戸歯学部有床義歯講座

学展-053 不正咬合者における咬合力と口唇閉鎖力および顎顔面形態との関連性について
田中　弘子 1、臼井　暁昭 2、松浦　健 3、大嶋　嘉久 4、金山　隼人 5、倉田　和之 6、中塚　久美子 7、
矢作　彩 2、高橋　里沙子 2

1   大林歯科・矯正歯科（愛知県）、
2   あかつき矯正歯科クリニック（神奈川県）、
3   ケーエヌ矯正歯科（鳥取県）、
4   アーク矯正歯科クリニック（神奈川県）、
5   はやぶさ矯正歯科クリニック（北海道）、
6   南信歯科矯正 Lab（長野県）、
7   なかつか歯科矯正歯科クリニック（大阪府）

学展-054 開咬に対する口腔筋機能療法（MFT）の効果に影響を与える要因について
中村　かおる、吉留　優、竹内　智夏、四元　みか
よつもと矯正歯科（鹿児島県）
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学展-055 歯科医学知識の有無は歯列模型側面写真でのオーバージェットの認識に影響を与えるか
山崎　志穂 1、藤井　千聖 1、中村　文彦 1,2、丸地　隆典 1、留　和香子 1、大沼　卓也 3、坂井　信之 4、
硲　哲崇 2、北井　則行 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   朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野、
3   近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科産業心理学研究室、
4   東北大学大学院文学研究科心理学研究室

学展-056 脳虚血マウスでpropiece IL-1αの核局在は減少する
佐田　英理 1,3、角田　麻里子 2,5、浅野　正岳 2,5、本吉　満 1,4

1   日本大学歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学歯学部病理学講座、
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、
4   日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門、
5   日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部門

学展-057 モンゴル人思春期児童における歯の異常に関する疫学調査
有村　恵 1、荒木　美祐 1、雲内（保田）　裕子 1、トムルホー ツァサン 2、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、小川　卓也 1、森山　啓司 1

1   東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野、
2   モンゴル国立医科大学歯学部補綴矯正科、
3   モンゴル国立医科大学研究・発展分野

学展-058 中学生・高校生におけるDental Aesthetic Indexに対する学年・性別の違い
塩谷　沙慧子 1、須藤　智省 1、野村　義明 2、菅崎　弘幸 1、友成　博 1

1   鶴見大学歯学部歯科矯正学、
2   鶴見大学歯学部探索歯学講座

学展-059 マルチブラケット装着により起こる唾液細菌叢変化の検討  
-次世代シークエンサーを用いた16S rRNAメタ解析-
角　伊三武 1,2、久恒　順三 2,3、小泉　祐真 1,2、菅井　基行 2,3、谷本　幸太郎 1

1   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、
2   広島大学大学院医系科学研究科薬剤耐性学、
3   国立感染症研究所薬剤耐性研究センター（東京都）

学展-060 マルチブラケット装置による矯正治療時の歯の痛みの研究 
－治療後アンケ－トによる患者の主観的評価を基に－
久野　昌隆、小笠原　法子、安永　佳代子、笠原　由紀、佐戸川　千帆
医）ひさの矯正歯科（東京都）

学展-061 アライナー型矯正装置におけるアタッチメントの種類の比較
後藤　真理子 1、高良　有理江 1、伊能　教夫 2、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   東京工業大学基礎研究機構

学展-062 歯科矯正用アンカースクリューの連結による架橋効果についての有限要素法解析
尾崎　博弥 1、石井　貴和 1、佐藤　允俊 1、小林　優 2、不島　健持 1

1   神奈川歯科大学大学院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病態診断治療学講座顎顔面外科学分野
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学展-063 矯正的歯の移動時のマウス歯根膜における増殖期細胞の局在と特性
水越　優 1、加来　賢 2、北見　公平 1、井田　貴子 2、新井　萌生 1、魚島　勝美 2、齋藤　功 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生体歯科補綴学分野

学展-064 β2-アドレナリン受容体遮断は実験的歯周炎モデルラットにおいて歯周炎を予防する
竹口　敦士、佐藤　琢麻、村松　隆二郎、宮澤　健、後藤　滋巳
愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

学展-065 フラボノイド類化合物バイカリンはラットにおける実験的歯の移動中の歯根吸収を
抑制する
木村　綾 1、國松　亮 2、柄　優至 2、堀江　佳代 2、吉見　友希 2、粟田　哲也 2、郡司　秀美 1、
阿部　崇晴 2、中島　健吾 2、坂田　修三 1、中谷　文香 1、谷本　幸太郎 1

1   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、
2   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

学展-066 歯根膜幹細胞における骨分化誘導とAMPK/mTOR経路の関連
安永　まどか 1、大野　純 2、玉置　幸雄 1、石川　博之 3

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   福岡歯科大学再生医学研究センター、
3   福岡学園（福岡県）

学展-067 タバコ成分によって誘導される歯の移動遅延を回復する最適禁煙期間の検証
的場　大 1、西浦　亜紀 1、長家　茉耶 1、本田　義知 3、藤原　眞一 2、松本　尚之 1

1   大阪歯科大学歯科矯正学講座、
2   大阪歯科大学化学教室、
3   大阪歯科大学中央歯学研究所

学展-068 成長期における間欠的低酸素曝露による上部気道粘膜病態に対する交感神経β2受
容体の関与
木村　綾 1,2、細道　純 1,2、前田　秀将 2、洪　海シン 1,2、大石　修史 1、臼見　莉沙 1、石田　雄之 1、
金香　佐和 1、吉田　謙一 2、小野　卓史 1

1   東京医科歯科大学大学院医歯学部総合研究科咬合機能矯正学分野、
2   東京医科大学大学院医学系研究科法医学分野

学展-069 活性酸素はTRPA1を介して歯の移動に伴う疼痛発症に関与する
森井　葵 1,2、人見　涼露 2、左合　美紗 1、水原　正博 1、郡司掛　香織 1、小野　堅太郎 2、川元　龍夫 1

1   九州歯科大学歯学部歯学研究科顎口腔機能矯正学分野、
2   九州歯科大学歯学部歯学研究科生理学分野

学展-070 破骨細胞特異的抑制剤（リベロマイシンA）局所注射が歯の移動に与える効果
加古　駿輔 1、宮澤　健 1、田渕　雅子 1、平野　美由紀 1、源　千里 1、浅野　雄一郎 1、木村　文香 1、
青木　勇樹 1、川谷　誠 2、長田　裕之 2、後藤　滋巳 1

1   愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、
2   理化学研究所環境資源科学研究センターケミカルバイオロジー研究グループ（神奈川県）
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学展-071 矯正学的歯の移動時にTNF-αはNF-κB経路を介してRANK発現を増加させることで
破骨細胞分化を促進する
野口　隆弘、北浦　英樹、岸川　明子、小川　紗衣香、セイ カイ、沈　威任、大堀　文俊、
マラーレ アジール、奈良　靖彦、溝口　到
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

学展-072 ヒト歯肉線維芽細胞におけるMMP-1放出と活性に及ぼすグランザイムBの影響
中尾　友也 1、KIM Hugh2、飯嶋　雅弘 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   Faculty of Dentistry, University of British Columbia

学展-073 MMP12は矯正学的歯の移動時の牽引側歯根膜組織における出芽を伴う血管新生を
促進する
成宮　毅、菅崎　弘幸、和田　悟史、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-074 顎顔面の形態発生時の上皮間葉移行に与えるWntシグナルの関与
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

1   奈良県立医科大学口腔外科学講座、
2   社会医療法人高清会高井病院歯科口腔外科（奈良県）、
3   奈良県立医科大学解剖学第2講座

学展-075 振動刺激は破骨細胞前駆細胞の増殖と骨細胞のNF-κBを介したRANKL発現の亢進
により破骨細胞形成を促進する
坂本　麻由里 1、福永　智広 1、佐々木　紀代 1、清流　正弘 1、吉澤　光弘 1、竹下　信郎 1、山本　照子 1,2

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   北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座生体材料工学教室

学展-076 下顎頭軟骨における抗酸化酵素発現は特異的にエピジェネティックな抑制を受けている
勝又　裕太、菅崎　弘幸、宮本　豊、山口　祐希、中村　芳樹、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-077 Hippo-Yap/Tazシグナル関連転写因子TEA domain family member 1 （Tead1）
のマウス歯胚発生における発現解析
仁木　佑紀、小林　起穂、森山　啓司
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

学展-078 矯正学的歯の移動時における一次繊毛を有する歯根膜細胞の局在
北見　公平 1、水越　優 1、新井　萌生 1、加来　賢 2、齋藤　功 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生体歯科補綴学分野

学展-079 Daidzeinは上顎骨急速拡大後の骨形成を促進する
櫻井　三央子 1、清水　真美 1,3、疋田　拓史 1,3、鹿野　瑞貴 1,2,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究所
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学展-080 実験的歯牙移動後のDaidzein投与は保定期間を短縮する
鹿野　瑞貴 1,2,3、清水　真美 1,3、疋田　拓史 1,3、中山　瑛加 1,3、櫻井　三央子 1,2,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究科

学展-081 セメント芽細胞のNotchシグナルはcompression forceによりRANKL、IL-6発現を
介して歯根吸収を引き起こす
岩根　健大 1,2,3、菊田　純 1,3、中山　瑛加 1,3、湊　友香里 1,3、後藤　瞳 1,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究科

学展-082 TGF-βはhPDL細胞からのNotchシグナルを介して歯根吸収を誘導する
塚田　美智子 1,2,3、菊田　純 1,3、疋田　拓史 1,3、後藤　瞳 1,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究所

学展-083 ヒト骨肉腫由来骨芽細胞株におけるPiezo1チャネルの発現および機能解析
米田　真希 1、宮澤　健 1、後藤　滋巳 1、村木　克彦 2

1   愛知学院大学歯学部附属病院歯科矯正学講座、
2   愛知学院大学薬学部薬効解析講座

学展-084 トゥレット症候群原因遺伝子の１つSlitrk1は十分な骨芽細胞分化に必須である
白川　智彦 1,2、松原　琢磨 2、黒石　加代子 1、郡司掛　香織 1、川元　龍夫 1、古株　彰一郎 2

1   九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野、
2   九州歯科大学分子情報生化学分野

学展-085 メカニカルストレスが歯槽骨圧迫側における骨細胞に及ぼす影響
八島　由佳 1、加来　真人 2、山本　多栄子 2、泉野　尋 1、香川　遥 1、池田　和隆 1、谷本　幸太郎 1

1   広島大学大学院医系科学研究科、
2   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

学展-086 変形性顎関節症に対するヒト脱落乳歯歯髄幹細胞由来無血清馴化培地の治療効果
小笠原　直子 1、橋本　登 3、山本　朗仁 3、田中　栄二 2

1   徳島大学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、
3   徳島大学大学院医歯薬学研究部組織制御学分野

学展-087 多数歯欠損症の原因遺伝子Msx1のC末端領域は骨形成において重要である
市原　亜起 1、泰江　章博 2、荒井　大志 1、沢田　正樹 1、三井　なおみ 2、親泊　征一 3、田中　栄二 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、
3   徳島大学先端酵素学研究所プロテオゲノム研究領域生体機能学分野
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学展-088 超短パルス近赤外線半導体レーザー照射がマウス頭蓋冠由来骨芽細胞の細胞増殖お
よび細胞修復能に及ぼす影響
國松　亮 1、郡司　秀美 2、柄　優至 1、吉見　友希 1、粟田　哲也 1、中島　健吾 1、坂田　修三 2、
中谷　文香 2、平木　智香 2、阿部　崇晴 2、谷本　幸太郎 2

1   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、
2   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

学展-089 GD3合成酵素欠損マウスでは破骨細胞数の減少によって骨吸収が軽減する
楊　承諭 1,2、浜村　和紀 2、三島　好貴 1,2、佐藤　琢麻 1、宮澤　健 1、戸苅　彰史 2、後藤　滋巳 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

学展-090 糖尿病性神経障害に対する歯髄幹細胞培養上清の治療効果と作用メカニズムの検討
牧野　衣利子 1、金田　紗季 1、宮澤　健 1、後藤　滋巳 1、松原　達昭 2、成瀬　桂子 2

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内科学講座

学展-091 低出力超音波パルス（LIPUS）照射が破骨細胞分化に対する影響について
東　友莉、居波　薫、松本　尚之
大阪歯科大学歯科矯正学講座

学展-092 伸展刺激を受けた歯根膜線維芽細胞が産生するエクソソームは骨芽細胞分化を促進する
和田　悟史、菅崎　弘幸、糸日谷　佳菜子、成宮　毅、山口　祐希、勝又　裕太、田中　健、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-093 歯の形態形成におけるMsx1遺伝子MH6ドメインの機能検証
荒井　大志 1、泰江　章博 2、三井　なおみ 2、親泊　政一 3、田中　栄二 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研究部口腔顎顔面矯正学分野、
3   徳島大学先端酵素研究所プロテオゲノム研究領域生体機能学分野

学展-094 Vibration刺激が持続的圧迫負荷をかけたヒト歯根膜線維芽細胞に及ぼす影響
堀篭　百合恵 1,2,3、杉森　匡 1,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究所

学展-095 マウスの歯の移動におけるSemaphorinおよびPlexin、Neuropillinの関与について
亀井　宏和、石井　武展、大竹　智久、永井　航平、佐竹　奎亮、戸村　拓真、西井　康
東京歯科大学歯科矯正学講座

学展-096 Wnt-βカテニンシグナルの骨細胞分化における役割の解明
草野　慎之介 1、犬伏　俊博 1、村田　有香 1、佐々木　淳一 2、森田　知里 1、伊藤　慎将 1、黒坂　寛 1、
今里　聡 2、山城　隆 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歯科理工学教室
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学展-097 ErtCre;GATA3 fx/fxマウスにおける後鼻孔閉鎖の発生とレチノイン酸シグナリング
の関連について
虫明　仁、サハ ミスン、ウー ヤンラン、ワン チー、黒坂　寛、山城　隆
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

学展-098 microRNA875－5pはPDGFシグナル経路を介して歯の上皮－間葉相互作用を制御する
鮒田　啓太 1、吉崎　恵悟 2、宮崎　佳奈子 1、韓　雪 3,4、田　甜 3、湯田　智美 3、水田　敢士 3、傅　堯 3、
高橋　一郎 2

1   九州大学病院矯正歯科、
2   九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
3   九州大学大学院歯学府口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
4   同済大学付属口腔医院上海牙組織修復再生工程技術研究センター

学展-099 AZ31マグネシウム合金インプラントのin vitro / in vivo分解特性と生体適合性  
－μCT解析による評価－
川村　尚彦、石川　里奈、土田　大、飯嶋　雅弘
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

学展-100 異なる粘稠度の接着剤でインダイレクトボンディングした矯正用ブラケットの接着強さ
稲富　弘毅、遠藤　敏哉、齊藤　久絵
日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学

学展-101 材質の異なる審美ブラケットを用いた，サードオーダーベンド付与時のモーメント
力の評価
中野　泰児 1、中嶋　昭 1,2、渡辺　博人 1、田中　栄二 3、本吉　満 1,2

1   日本大学歯学部歯科矯正学教室、
2   日本大学歯学部総合歯学研究所、
3   徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

学展-102 ラット脛骨におけるミニスクリュー周囲組織の経時的pH変化
川原　良美 1、辻本　真 2、村上　剛一 1、酒井　聡美 3、岡藤　範正 1、山田　一尋 4、川原　一郎 3,5

1   松本歯科大学歯科矯正学講座、
2   松本歯科大学病院総合診療部、
3   松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座、
4   松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、
5   松本歯科大学公衆衛生学講座

学展-103 ナノ多孔質シリカの孔サイズがもたらすイオン放出能への影響
遠藤　諒俊 1、中西　康 1、坂東　洋祐 1、松本　愛子 1、阿部　薫明 2、山方　秀一 1、吉田　靖弘 3、
佐藤　嘉晃 1

1   北海道大学大学院歯学院口腔医学専攻口腔機能学講座歯科矯正学教室、
2   長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻生体材料学分野、
3   北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座生体材料工学教室

学展-104 ブーリアン演算を応用した矯正用アンカースクリューガイド用スプリントの作製と
その有用性
三條　恵介
華らび矯正歯科（山形県）
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学展-105 蓄積されたCBCTデータを用いた歯牙形態の機械学習
山田　純華 1、中納　治久 1、永田　毅 2、下元　正義 3、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   みずほ情報総研株式会社情報通信研究部（東京都）、
3   みずほ情報総研株式会社事業戦略部（東京都）

学展-106 口腔内スキャナーと模型用スキャナーを用いて取得した咬合デジタルデータの比較
近藤　純子 1、広田　夏樹 1、村林　学 1、深田　淳 1、留　和香子 1、勝又　明敏 2、北井　則行 1

1   愛知県、
2   朝日大学歯学部口腔構造機能発育学分野歯科矯正学分野、
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

学展-107 AIによる骨格性反対咬合症例における顔面非対称パターンの抽出
玉置　幸雄 1、下川　奈津子 1、石川　博之 2

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   福岡学園（福岡県）

学展-108 日本人における三次元セファロ分析：標準値の作製と顎変形症患者の手術前後の変化
吉川　浩史 1、谷川　千尋 1、伊藤　慎将 1、月星　陽介 1、石井　瞳 2、嘉ノ海　龍三 2、山城　隆 1

1   大阪大学歯学部附属病院矯正科、
2   カノミ矯正・小児歯科クリニック（兵庫県）

学展-109 当院における本格矯正治療患者の装置選択に関する実態調査
酒井　優真
葛西モア矯正歯科（東京都）

学展-110 こまざき矯正歯科クリニックにおける新規来院患者の実態調査
駒崎　佑介、古橋　唯乃、市川　七海
こまざき矯正歯科クリニック（愛知県）

学展-111 はなえ矯正歯科における10年間の患者動向
祐田　京子、若江　皇絵
はなえ矯正歯科（福岡県）

学展-112 ライオン歯科クリニックにおける新規矯正希望患者の実態調査
半場　悠介
ライオン歯科クリニック（北海道）

学展-113 鶴見大学歯学部附属病院における先天性疾患に起因した不正咬合患者に関する実態調査
吉澤　舞、菅崎　弘幸、及川　崇、関谷　利子、山口　祐希、勝又　裕太、小澤　絵理香、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-114 埋伏歯の開窓・牽引・矯正治療に関する実態調査
中納　治久、立木　千恵、佐藤　琢麻、辻　美千子、真野　樹子、箕浦　雄介、小川　清史、
野村　泰世、曽矢　猛美、小塩　裕、宮澤　健、清水　典佳、森山　啓司
公益社団法人日本矯正歯科学会医療問題検討委員会（東京都）
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学展-115 福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科における先天性疾患患者に関する実態調査
藤田　隆寛 1、石川　博之 2、高田　俊輔 1、玉置　幸雄 1、高木　誠司 3、大慈弥　裕之 3

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   学校法人福岡学園（福岡県）、
3   福岡大学医学部形成外科

学展-116 歯並びに関する意識調査 
－第一報　矯正歯科治療患者と一般歯科治療患者の認識の違いについて－
渡邉　清香 1、小針　寛子 2、山田　雅一 3

1   さんデンタルクリニック（福島県）、
2   こばり歯科（福島県）、
3   宇都宮矯正歯科（旧宇都宮プライム矯正歯科）（栃木県）

学展-117 歯並びに関する意識調査 
－第二報 一期治療患者保護者と二期治療患者本人の認識の違いについて－
小針　寛子 1、渡邉　清香 2、山田　雅一 3

1   こばり歯科（福島県）、
2   さんデンタルクリニック（福島県）、
3   宇都宮矯正歯科（栃木県）

学展-118 歯並びに関する意識調査 
－第三報　マルチブラケット矯正患者とマウスピース矯正患者の認識の違いについて－
山田　雅一 1、渡邉　清香 2、小針　寛子 3

1   宇都宮矯正歯科（栃木県）、
2   さんデンタルクリニック（福島県）、
3   こばり歯科（福島県）

学展-119 成人の上下顎前突症例の治療前後の硬軟組織変化についての評価
岡田　佳子 1、安積　瑛子 1、中山　雄司 1、細山　有規子 1、安井　憲一郎 1、居波　薫 1、西浦　亜紀 1、
森　淳秀 2、松本　尚之 1

1   大阪歯科大学歯科矯正学講座、
2   大阪歯科大学数学教室

学展-120 当医院における永久歯の歯数異常に関する調査
石川　麻衣子、近藤　裕敏
ひまわり矯正歯科（栃木県）

学展-121 本院における矯正歯科治療に対する患者の意識調査について
長谷川　洋輔
しろがね矯正歯科（兵庫県）

学展-122 外科的矯正治療における歯科矯正用アンカースクリュー使用状況
内山　紅美 1、飯島　由貴 2、立木　千恵 2、野嶋　邦彦 2、高木　多加志 3、柴原　孝彦 3、西井　康 2

1   内山歯科クリニック（東京都）、
2   東京歯科大学歯科矯正学講座、
3   東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

学展-123 本田矯正歯科クリニックにおける新規来院患者の過去6年間の統計調査
成田　亜希子、植木　信
本田矯正歯科クリニック（埼玉県）
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学展-124 福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科における永久歯先天欠如に関する実態調査
陶山　大輝 1、比嘉　礼美 1、玉置　幸雄 1、石川　博之 2

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   学校法人福岡学園（福岡県）

学展-125 不正咬合は顎矯正に関する生活の質に影響を及ぼすか？
中村　文彦 1,2、山崎　志穂 1、藤井　千聖 1、丸地　隆典 1、留　和香子 1、大沼　卓也 3、坂井　信之 4、
硲　哲崇 2、北井　則行 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   朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野、
3   近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科産業心理学研究室、
4   東北大学大学院文学研究科心理学研究室

学展-126 スマートフォンアプリを利用した矯正治療経過の観察及びコミュニケーションによ
る患者満足度調査
吉住　淳、大塚　亜理沙、菅谷　歌織
吉住歯科矯正クリニック（東京都）

学展-127 矯正歯科医に対する矯正歯科治療中の鎮痛剤使用についての意識調査第1報： 
回答者の基礎データ分析
池森　由幸 1、芝崎　龍典 2、石橋　康正 3、黒田　由彦 4

1   いけもり矯正歯科（愛知県）、
2   浅見矯正歯科クリニック（愛知県）、
3   名古屋大学大学院環境学研究科社会学講座、
4   椙山女学園大学文化情報学部

学展-128 矯正歯科医に対する矯正歯科治療中の鎮痛剤使用についての意識調査第２報： 
鎮痛剤の種類や処方量
芝崎　龍典 1、池森　由幸 2、石橋　康正 3、黒田　由彦 4

1   浅見矯正歯科クリニック（愛知県）、
2   いけもり矯正歯科（愛知県）、
3   名古屋大学大学院環境学研究科社会学講座、
4   椙山女学園大学文化情報学部

学展-129 特定商取引法に関する矯正歯科専門開業医の認識度調査
佐藤　國彦 1,2、安永　敦 2,3、伊藤　智恵 2,4、土門　明哉 2,5、野間　秀郎 2,6、藤山　光治 2,7、蓮舎　寛樹 2,8、
岡下　慎太郎 2,9、中島　健 2、稲毛　滋自 2

1   アーク矯正歯科（千葉県）、
2   （公社）日本臨床矯正歯科医会（東京都）、
3   サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡県）、
4   伊藤矯正歯科クリニック（宮城県）、
5   ドモン矯正歯科（神奈川県）、
6   アルファ矯正歯科（東京都）、
7   ふじやま矯正歯科（京都府）、
8   れんしゃ矯正歯科（大阪府）、
9   岡下矯正歯科（奈良県）
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学展-130 （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて　第7報　 
2015-16年度と2017-18年度を比較して
安永　敦 1,2、伊藤　智恵 2,3、土門　明哉 2,4、野間　秀郎 2,5、藤山　光治 2,6、蓮舎　寛樹 2,7、佐藤　國彦 2,8、
岡下　慎太郎 2,9、中島　健 2、稲毛　滋自 2

1   サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡県）、
2   （公社）日本臨床矯正歯科医会（東京都）、
3   伊藤矯正歯科クリニック（宮城県）、
4   ドモン矯正歯科（神奈川県）、
5   アルファ矯正歯科（東京都）、
6   ふじやま矯正歯科（京都府）、
7   れんしゃ矯正歯科（大阪府）、
8   アーク矯正歯科（千葉県）、
9   岡下矯正歯科（奈良県）

学展-131 （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて　第8報　 
2017-18年度の相談内容の問題点について
藤山　光治 1,9、安永　敦 2,9、伊藤　智恵 3,9、佐藤　國彦 4,9、土門　明哉 5,9、野間　秀郎 6,9、蓮舎　寛樹 7,9、
岡下　慎太郎 8,9、中島　健 9、稲毛　滋自 9

1   ふじやま矯正歯科（京都府）、
2   サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡県）、
3   伊藤矯正歯科クリニック（宮城県）、
4   アーク矯正歯科（千葉県）、
5   ドモン矯正歯科（神奈川県）、
6   アルファ矯正歯科（東京都）、
7   れんしゃ矯正歯科（大阪府）、
8   岡下矯正歯科（奈良県）、
9   （公社）日本臨床矯正歯科医会（東京都）

学展-132 口腔内スキャナーおよびCBCT画像を組み合わせた3次元歯科模型の開発
渡邉　佳一郎 1,2、田中　栄二 2、出口　徹 1

1   オハイオ州立大学歯学部矯正歯科、
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

学展-133 歯科矯正学的に骨性癒着歯と診断された歯の歯科用CB-CT画像を用いた鑑別診断
高橋　史子 1、日浅　雅博 2、堀内　信也 2、誉田　栄一 3、田中　栄二 1

1   徳島大学大学院医歯薬研究部口腔顎顔面矯正学分野、
2   徳島大学病院矯正歯科、
3   徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科放射線学分野

学展-134 歯科矯正用アンカースクリューを用いた上顎臼歯圧下量とそれに伴う下顎骨前方移
動量の関係
石部　由美 1、西岡　真人 2

1   医療法人義裕会たかす歯科・矯正歯科（福岡県）、
2   西岡矯正歯科医院（福岡県）

学展-135 舌圧と顎顔面筋群の筋活動同時測定による嚥下運動解析法の有用性
長崎　司 1、福井　忠雄 1,3、栗原　加奈子 1、坂上　馨 1、深町　直哉 1、阿部　遼 1、堀　一浩 2、
小野　高裕 2、齋藤　功 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包括歯科補綴学分野、
3   ふくい矯正歯科医院（新潟県）



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

51

学展-136 セルフリゲイティングリンガルブラケットの摩擦特性に関する研究
内澤　朋哉 1、ZUNIGA Ezra2、六車　武史 2、川村　尚彦 2、飯嶋　雅弘 2

1   三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科（東京都）、
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

学展-137 Activatorによる下顎の牽引力と関節結節形態の関連性について
鬼丸　美菜子 1、高橋　正皓 1、島﨑　絢 1、木村　仁 3、伊能　教夫 2、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯学科矯正学講座、
2   東京工業大学基礎研究機構、
3   東京工業大学工学院機械系機械コース

学展-138 フックの内面構造の違いによる固定効果
藤田　一隆 1、永澤　栄 2、黒岩　昭弘 2、津村　智信 1、山田　一尋 1

1   松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
2   松本歯科大学病院歯科補綴学講座

学展-139 前歯舌側移動時の最適な力系を生じるループメカニクスの提案 
-長期的な歯の移動シミュレーション-
陣内　祥男、濱中　僚、山岡　智、ヌエン アン チュアン、小牧　博也、富永　淳也、古賀　義之、
吉田　教明
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

学展-140 CAD/CAM技術を応用し、歯科矯正用アンカースクリューに連結した新しいデザイ
ンの上顎大臼歯遠心移動装置
山口　修二
ドイチェ歯科・矯正歯科（埼玉県）

学展-141 ２級および３級ゴムによる上下顎歯列移動の有限要素法シミュレーション
河村　純 1,2、玉谷　直彦 3,4、池森　由幸 5

1   河村歯科医院（岐阜県）、
2   愛知学院大学歯学部、
3   たまや矯正歯科（福井県）、
4   岡山大学医歯薬総合研究科応用情報歯学、
5   いけもり矯正歯科（愛知県）

学展-142 口蓋正中部に植立した歯科矯正用アンカースクリューの安定性 
～誘導孔の直径との関係について～
本吉　満 1、内田　靖紀 1,2、稲葉　瑞樹 1,2、納村　泰弘 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

学展-143 歯科矯正用ブラケット撤去時の不快度と力の関係
宮本　成美 1、納村　泰弘 1,2、稲葉　瑞樹 1,2、内田　靖紀 1,2、本吉　満 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

学展-144 II級不正咬合者におけるCarriere Distalizerの治療効果の検討
大塚　亜理沙、吉住　淳、菅谷　歌織
吉住歯科矯正クリニック（東京都）



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

52

学展-145 Binding friction測定のための基礎的研究：Rh-PTFEメッキによる摩擦抵抗の低減
小山　晃裕 1、島　芳夫 1,2、簡野　瑞誠 1、小野　卓史 1、宇尾　基弘 3

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   島矯正歯科（福井県）、
3   東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野

学展-146 完全なリンガルストレートアーチフォームのための各種リンガルブラケットのslot-
base間水平的距離の計測
宮本　豊、菅崎　弘幸、山口　祐希、勝又　裕太、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-147 下顎大臼歯遠心移動における後方限界についての検討
大原　千明、宇塚　聡、大塚　絵里佳、土持　宇、内田　裕子
日本歯科大学附属病院矯正歯科

学展-148 マルチブラケット装置装着患者に対するマウスガードの作製法
金子　知生 1,2、中西　康 1、佐藤　嘉晃 1

1   北海道大学大学院歯学研究院歯科矯正学教室、
2   北海道大学病院高次口腔医療センター

学展-149 上顎中切歯歯軸と歯冠部舌側面とのなす角度について
竹内　寿子、梅木　伸一
吉祥寺エル矯正歯科（東京都）

学展-150 可動型クラスプの可撤式床装置の考案
澤田　大介、大西　奈緒、岩田　明子、加藤　ゆい
さわだ矯正歯科クリニック（京都府）

学展-151 皮質骨を標的とした新規歯科矯正用アンカレッジデバイスの各種試作モデルが骨形
成に及ぼす影響
会坂　善也 1、上園　将慶 1、井上　雅葵 1、高久田　和夫 2、森山　啓司 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   東京医科歯科大学附属生体材料工学研究所

学展-152 新型歯科矯正用アンカースクリュー植立時に生じるマイクロダメージに関する検討
上園　将慶 1、高久田　和夫 2、森山　啓司 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

学展-153 模擬皮質骨を用いた新型歯科矯正用アンカースクリューの接合強度に関する検討
上園　将慶 1、高久田　和夫 2、平塚　泰三 1、森山　啓司 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

学展-154 マイクロミニピッグを用いた新型歯科矯正用アンカースクリューの骨接合に関する検討
上園　将慶 1、高久田　和夫 2、平塚　泰三 1、小笠原　毅 1、井上　雅葵 1、会坂　善也 1、森山　啓司 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
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学展-155 審美ブラケットにおける破折の臨床評価
片岡　彩乃 1、小森　成 2、光岡　一行 1、内田　裕子 1、宮下　渉 1、宇塚　聡 1

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

学展-156 スライディングメカニクス時の長期的な歯の移動シミュレーション 
-唇側ブラケットと舌側ブラケットの比較-
小牧　博也、濱中　僚、山岡　智、ヌエン アン チュアン、陣内　祥男、富永　淳也、古賀　義之、
吉田　教明
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

学展-157 顎変形症患者における顎矯正手術前後でのY-G性格検査の比較検討
山内　由宣 1、溝口　千乃 2、中井　大史 2、伊東　隆三 1,2

1   医療法人伊東会伊東歯科口腔病院顎・顔面・歯列矯正センター（熊本県）、
2   医療法人伊東会伊東歯科口腔病院（熊本県）

学展-158 上下顎骨切り術を施行した顔面非対称を伴う顎変形症症例の正貌術後評価の検討
真下　育子 1、田村　瑛子 1,2、橋本　桃子 1,2、外木　守雄 2,3、清水　典佳 1,2、田村　隆彦 1,2、本吉　満 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   日本大学歯学部口腔外科学講座

学展-159 外科矯正治療の仮想手術における3DCGデータとVRの活用法
茶谷　竜仁 1、古谷　忠典 1、西方　聡 2、工藤　章裕 3、宇賀　大 4、田中　聡 4、遠藤　憲雄 1、
茶谷　仁史 1

1   医療法人社団ユニ矯正歯科（北海道）、
2   札幌東徳洲会病院歯科口腔外科（北海道）、
3   帯広第一病院（北海道）、
4   宇賀矯正歯科（北海道）

学展-160 歯科用3Dプリンターを使った組み換え式顎骨モデルの作成の試み
古谷　忠典 1、田中　聡 2、宇賀　大 2、田中　憲男 3、鶴木　三郎 4、上浦　庸司 5、茶谷　竜仁 1、
茶谷　仁史 1

1   ユニ矯正歯科クリニック（北海道）、
2   宇賀矯正歯科（北海道）、
3   プロ矯正歯科（東京都）、
4   鶴木クリニック医科歯科（東京都）、
5   上浦歯科クリニック（北海道）

学展-161 4つの咀嚼筋の情報を付加した顎矯正手術三次元シミュレーション
大塚　雄一郎、大島　隆史、箕田　碧、須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

学展-162 顎変形症患者における睡眠呼吸障害と口蓋扁桃肥大との関連
田中　崇嗣 1、臼見　莉沙 1、米満　郁男 1、鈴木　康弘 2、堤　剛 2、小野　卓史 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   東京医科歯科大学医学部附属病院耳鼻咽喉科
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学展-163 北海道大学病院における顎変形症患者に施行したSARPE後の結果に関する考察
吉沢　早織 1、山本　隆昭 1、中西　康 1、武藤　麻未 1、山口　博雄 2、松下　和裕 2、山方　秀一 1、
佐藤　嘉晃 1

1   北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔機能学分野歯科矯正学教室、
2   北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔病態学分野口腔顎顔面外科学教室

学展-164 偏位を伴う骨格性下顎前突者の外科的矯正治療前後のスマイル時の口唇運動の三次元解析
中根　隆 1,2、山田　一尋 1,2、影山　徹 1,2、川原　良美 3、楢本　達也 1,2

1   松本歯科大学大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学、
2   松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3   松本歯科大学歯科矯正学講座

学展-165 顎変形症における顎離断術が睡眠動態に与える影響
菊地　玲美 1、細谷　尚史 2、川鍋　仁 2、村上　彩乃 2、村杉　嶺 3、笹谷　哲郎 3、福井　和徳 2

1   アースデンタルクリニック（福島県）、
2   奥羽大学歯学部成長発育学講座歯科矯正学分野、
3   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

学展-166 骨格性下顎前突症患者における術前後の短期的な睡眠動態変化についての考察
笹谷　哲郎 1、細谷　尚史 2、川鍋　仁 2、村上　彩乃 2、村杉　嶺 1、福井　和徳 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

学展-167 下顎側方偏位を伴う下顎前突症の術前後における下顎頭の形態変化
岡田　英之 1,2,3、鈴木　雄士 1,3、今村　竜太郎 1,3、根岸　慎一 1,3、葛西　一貴 1,3

1   日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、
2   日本大学大学院松戸歯学研究科、
3   日本大学口腔科学研究所

学展-168 広島大学病院矯正歯科における過去５年間の顎関節症患者に関する統計調査
大西　梓 1、廣瀬　尚人 2、粟田　哲也 2、矢野下　真 1、高野　真実 1、山内　優佳 2、西山　沙由理 2、
壷井　英里 2、谷本　幸太郎 2

1   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、
2   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

学展-169 骨格性上顎前突症における外科的矯正治療後の後戻りと顎関節形態の評価
丸山　友貴 1、飯島　由貴 1、森川　泰紀 1、立木　千恵 1、野嶋　邦彦 1、末石　研二 1、西井　康 1、
高木　多加志 2、柴原　孝彦 2、片倉　朗 3

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、
3   東京歯科大学口腔病態外科学講座

学展-170 骨格性上顎前突症の外科的矯正治療における後戻りの要因
西井　康 1、丸山　友貴 1、飯島　由貴 1、森川　泰紀 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、片倉　朗 3

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、
3   東京歯科大学口腔病態外科学講座
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学展-171 鶴見大学歯学部附属病院矯正科における矯正治療患者の治療前後PAR indexによる
咬合状態の評価
小澤　絵理香、菅崎　弘幸、及川　崇、関谷　利子、山口　祐希、勝又　裕太、吉澤　舞、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

学展-172 側面セファログラムを用いた九州大学病院矯正歯科における矯正治療結果の評価
星　健治 1、日高　慶樹 2、福井　紗貴 2、高橋　一郎 3

1   九州大学病院矯正歯科、
2   九州大学歯学部、
3   九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分野

学展-173 広島大学病院矯正歯科受診患者の唾液分泌量と顎顔面病態との関連
吉見　友希 1、角　伊三武 1、山田　桜 1、岡田　美穂 2、徳井　文 2、國松　亮 1、小川　郁子 3、
谷本　幸太郎 4

1   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、
2   広島大学病院診療支援部歯科衛生部門、
3   広島大学病院口腔検査センター、
4   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学講座

学展-174 広島大学病院矯正歯科受診患者における唾液を用いたカリエスリスク検査に関する調査
岡田　美穂 1、國松　亮 2、吉見　友希 2、角　伊三武 2、山田　桜 2、徳井　文 1、北川　雅恵 3、
谷本　幸太郎 2

1   広島大学病院診療支援部歯科部門、
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）、
3   広島大学病院口腔検査センター

学展-175 矯正歯科治療中患者へのう蝕予防管理による介入効果の検討
芳賀　秀郷 1、宮野　二美加 1、和田　沙也加 1、神田　夏美 2、鈴木　恵美 2、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   昭和大学歯科病院歯科衛生室

学展-176 術前顎矯正における口腔内スキャナーの成績比較
長谷川　紘也、真野　樹子、野尻　尚子、土屋　隆子、須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

学展-177 乳歯歯髄由来間葉系幹細胞培養上清の骨再生治療への応用
平木　智香 1、國松　亮 2、中島　健吾 2、阿部　崇晴 2、山田　桜 2、力武　航大 1、粟田　哲也 2、
吉見　友希 2、柄　優至 2、加来　真人 2、谷本　幸太郎 1

1   広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、
2   広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

学展-178 明海大学病院矯正歯科における1999年以降の口唇裂・口蓋裂患者の臨床統計
鈴木　大喜、品川　令、藤本　舞、長谷川　紘也、真野　樹子、須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

学展-179 乳歯列期における唇顎口蓋裂の裂型別の下顎骨体積および顎顔面形態の比較
高橋　正皓 1、ABHISHEKHI Shrestha1、山口　徹太郎 1,2、降旗　真由 1、疋田　悠 1、中脇　貴俊 1、
吉田　寛 1、槇　宏太郎 1

1   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
2   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
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学展-180 片側性顎裂部を有する患者における顎裂部骨移植術が歯周組織におよぼす影響
吉田　陽子 1、光岡　一行 1、宮脇　剛司 3、小森　成 2

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、
3   東京慈恵会医科大学附属病院形成外科

学展-181 上顎第二小臼歯先天性欠如が臼歯の歯軸に及ぼす影響
加羽澤　侑以 1、瀬戸　淑子 2、遠藤　敏哉 1

1   日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学、
2   日本歯科大学新潟病院矯正歯科

学展-182 Hemifacial microsomia患者に対するチーム医療における矯正治療の実態調査
坂本　輝雄 1、岡安　麻里 2、佐々木　会 3、土持　宇 4、長濱　諒 5、近藤　俊 6、大西　有理 7、森　浩喜 8、
森下　格 9、石井　武展 1、宮崎　晴代 1、須田　直人 3、須佐美　隆史 2、齋藤　功 2,10

1   東京歯科大学歯科矯正学講座、
2   国立大学法人東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
3   明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、
4   日本歯科大学附属病院矯正歯科、
5   昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
6   藤田医科大学医学部形成外科学講座、
7   大阪母子医療センター口腔外科（大阪府）、
8   徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学、
9   雪の聖母会聖マリア病院矯正歯科（福岡県）、
10   新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

学展-183 第一第二鰓弓症候群患者の上下顎歯列正中の偏位に関与する歯・顎顔面形態の特徴
水原　正博、志賀　百年、郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、川元　龍夫
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

学展-184 当院における永久歯の先天性欠如に関する調査
原　真美子、原　一惠
四葉こども歯科（山形県）

学展-185 Down症候群患者における不正咬合別にみた頭蓋顎顔面形態の比較検討
平野　有果 1、藤原　琢也 1、山崎　亜沙子 1、楊　承諭 1、草深　彩恵 1、樋田　真由 1、名和　弘幸 2、
宮澤　健 1、後藤　滋巳 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小児歯科学講座

学展-186 胎生期におけるApert症候群モデルマウスの顎下腺の形態解析
渡邊　司、山地　晃二郎、郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、志賀　百年、川元　龍夫
九州歯科大学歯学研究科顎口腔機能矯正学分野

学展-187 Non-syndromic oligodontiaの歯種間における歯の先天性欠如のリスク
佐藤　絢香、新井　一仁、馬場　龍一
日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

学展-188 トリーチャー・コリンズ症候群患者の頭蓋顎顔面形態と上気道形態に関する検討
横内　里帆、小倉　健司、庄司　あゆみ、中島　すみか、辻　美千子、松本　力、森山　啓司
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
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学展-189 トリーチャー・コリンズ症候群患者の下顎骨におけるantegonial notchの形態に関
する検討
井上　貴裕、庄司　あゆみ、小倉　健司、狩野　桜子、佐川　夕季、小林　起穂、辻　美千子、
松本　力、森山　啓司
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

学展-190 部分性無歯症を伴う矯正歯科患者における全顎でみた欠如パターン
新井　一仁、佐藤　絢香、馬場　龍一
日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

学展-191 上顎前突の２期的治療におけるアクチバトールとヘッドギアの効果の比較
高田　俊輔 1、石川　博之 2、玉置　幸雄 1

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   学校法人福岡学園（福岡県）

学展-192 開咬を伴う骨格性反対咬合患者の歯槽骨幅径の特徴
若杉　寛、中納　治久、槇　宏太郎
昭和大学歯学部歯科矯正学講座

学展-193 開咬における矯正治療の判断基準の検討
立木　千恵 1、飯島　由貴 1、丸山　友貴 1、末石　研二 1、西井　康 1、山本　雅絵 2、高木　多加志 3

1   東京歯科大学歯科矯正学講座、
2   東京歯科大学口腔病態外科学講座、
3   東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

学展-194 下顎前歯に叢生を有する患者の矯正治療による根吸収について
塚野　尚子
けやき歯科・矯正歯科（福岡県）

学展-195 過去17年間の当医院における上顎埋伏犬歯の臨床学的研究
添田　悦子、佐藤　英彦、安永　敦
医療法人矯英会サトウ・ヤスナガ矯正歯科（福岡県）

学展-196 小臼歯抜歯症例における下顎水平埋伏第三大臼歯萌出空隙の増加量
嶋田　甚一郎、野田　隆夫
野田矯正歯科クリニック（東京都）

学展-197 上顎埋伏犬歯の位置的関係に関する歯科矯正学的評価
細山　智加子 1、細山　有規子 1、中山　雄司 1、安積　瑛子 1、安井　憲一郎 1、居波　薫 1、西浦　亜紀 1、
森　淳秀 2、松本　尚之 1

1   大阪歯科大学歯科矯正学講座、
2   大阪歯科大学数学教室

学展-198 深部埋伏歯への牽引用アタッチメント装着を目的とした新規インスツルメントの開発
町谷　亜位子 1、高野　安紀子 1、吉川　正芳 2、下島　孝裕 1

1   明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラルリハビリテーション学分野、
2   明海大学保健医療学部口腔保健学科
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学展-199 歯科用コーンビームCTを用いた上顎未萌出犬歯の3次元的評価について
阿部　朗子 1、玉置　幸雄 1、石川　博之 2

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   学校法人福岡学園（福岡県）

学展-200 矯正歯科開設に関する地域住民への有効な情報伝達手段に関する調査
宮下　俊郎
医療法人永仁会病院歯科矯正歯科（宮城県）

学展-201 3ヶ国における好ましい正貌スマイルおよびその意識の検討
舩木　純三 1、船木　誠子 2、財津　崇 3、NASUTION Fajar4

1   ふなき矯正歯科町田クリニック（東京都）、
2   ふなき矯正歯科経堂クリニック（東京都）、
3   東京医科歯科大学健康推進学分野、
4   Trisakti University

学展-202 味蕾におけるMash1発現細胞系譜の検索
徐　嘉鍵 1、瀬田　祐司 2、川元　龍夫 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

学展-203 セメント質骨性異形成症が歯の移動に及ぼす影響
上村　光太郎、金井　壮律、菅原　由紀、山本　隆昭、佐藤　嘉晃
北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野歯科矯正学教室

症例展示 p243

症展-001 顎顔面形成不全を伴う未診断稀少疾患の原因究明（当科における未診断疾患イニシア
チブ（IRUD）の取り組み）
黒坂　寛、辻本　貴行、山本　沙優里、林　在娟、村田　有香、森田　知里、犬伏　俊博、白石　優季、
青山　剛三、山城　隆
大阪大学歯学部附属病院矯正科

症展-002 第一期矯正歯科治療にて睡眠障害の改善が得られた小児Marfan症候群の２例
犬束　信一 1、黒柳　範雄 2、犬束　康実 1、山本　勝徳 3

1   いぬづか矯正歯科（愛知県）、
2   碧南市民病院歯科口腔外科（愛知県）、
3   岡崎メイツ睡眠クリニック（愛知県）

症展-003 多分割Le Fort I型骨切り術を応用し、睡眠関連呼吸障害を改善した1症例
山中　美穂 1、相川　友直 2、新宅　優子 2、古郷　幹彦 2

1   みほ矯正歯科医院（京都府）、
2   大阪大学大学院歯学研究科第一口腔外科教室

症展-004 3Dシミュレーションの臨床応用
山崎　隆一 1、久保田　隆朗 1、サチデバ ロヒット 2

1   ユアーズ矯正歯科（福岡県）、
2   IOI （Institute of Orthodontic Care Improvement）（福岡県）
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症展-005 低侵襲性直接法コンポジットレジン修復を活用して個性正常咬合を確立した3症例
松本　芳郎、吹野　恵子、青柳　美咲、ケオ プレクサ、楊　午、金　善敏、小野　卓史
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

症展-006 金属アレルギーに配慮し上顎前突を改善した一例　  
―ベータチタンワイヤーを用いて―
丸岡　亮 1、上床　喜和子 1,2、大久保　和美 1、岡安　麻里 1、内野　夏子 1、松林　幸枝 1、宇賀　凛 1、
須佐美　隆史 1,3、星　和人 1

1   東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
2   松戸なごみ矯正歯科（千葉県）、
3   ひろい歯科・すさみ矯正歯科（東京都）

症展-007 上顎歯槽部骨切り術・骨延長術・顎裂部骨移植術を併施した慢性歯周炎を伴う成人
両側唇顎口蓋裂症例
石田　雄之 1、森田　圭一 2、米満　郁男 1、臼見　莉沙 1、島崎　一夫 1、沖原　秀政 1、前川　南 1,3、
依田　哲也 2、小野　卓史 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   デンタルオフィス桜新町こども歯科（東京都）

症展-008 正中口蓋歯科矯正用アンカースクリューを固定源とした上顎大臼歯遠心移動装置に
て矯正治療を行った3症例
藤原　琢也、鳥井　康義、平野　有果、楊　承諭、草深　彩恵、三島　好貴、杉本　穂波、樋田　真由、
宮澤　健、後藤　滋巳
愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

症展-009 包括的歯科治療を行った著しい狭窄歯列の過蓋咬合症例
佐々木　会、藤本　舞、藤本　航大、大塚　雄一郎、須田　直人
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

症展-010 アライナー型矯正装置を用いて治療したThree incisorを伴う歯性上顎前突症例
西村　則彦 1、佐藤　亮介 2、鈴木　陽典 1

1   医療法人にしむら矯正歯科医院（福島県）、
2   医療法人にしむら矯正歯科医院 Big-i Office（福島県）

症展-011 抜歯矯正治療でE-lineを改善した2症例
森　淳一郎
もり矯正歯科医院（福岡県）

症展-012 パッシブライゲーションブラケットによるトルクコントロールの有用性を確認した二症例
下田　哲也
しもだ矯正歯科クリニック（福岡県）

症展-013 下顎前方誘導機能つきマウスピース型矯正装置を使用したAngleII級１類症例
村上　久夫
村上矯正歯科（長崎県）
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症展-014 歯科矯正用アンカースクリューを用い下顎両側第二小臼歯を抜歯して治療した骨格
性下顎前突症例
舘　愛美、金　利鎬
医療法人社団スマイルステーション高輪矯正歯科医院（東京都）

症展-015 RAPを利用した新しい矯正治療システムで治療した上顎前突症例
成田　信一、成田　清子
医）スマイルデザイン自由が丘矯正歯科（東京都）

症展-016 歯槽部部分骨切り術を併用して上顎中切歯の著しい舌側傾斜と過萌出を改善した
AngleII級２類症例
梶井　貴史 1、陶山　大輝 1、泉　喜和子 2、永嶌　勝之 3

1   福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、
2   福岡医療短期大学歯科衛生士学科、
3   福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野

症展-017 顎口腔機能の不調和を伴う骨格性II級開咬症に上顎骨単独の顎矯正手術を併用した外
科的矯正治療の一例
門田　千穂 1、小川　卓也 1、姜　順花 1、東堀　紀尚 1、依田　哲也 2、森山　啓司 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

症展-018 下顎枝垂直骨切り術後に偏位側顎関節の非復位性関節円板前方転位の改善を認めた
顔面非対称症例の一治験例
植田　紘貴 1、国富　陽介 1、岡　直毅 1、村上　隆 1、佐々木　朗 2、山城　隆 3、上岡　寛 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   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野、
3   大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

症展-019 中顔面の著しい陥凹感を認める口唇口蓋裂患者に上顎骨前方部骨延術および上下顎
骨骨切り術を併用した一症例
大原　春香 1、岡　綾香 1、田中　晋 2、古郷　幹彦 2、山城　隆 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

症展-020 下顎第二大臼歯喪失を伴う骨格性下顎前突症に対して第三大臼歯の近心移動と外科
的矯正治療を行った一例
寺尾　文恵 1、北原　亨 2、星　健治 2、森　悦秀 3、高橋　一郎 1

1   九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
2   九州大学病院矯正歯科、
3   九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野

症展-021 顔面非対称の患者に対してリンガルブラケット矯正装置を用いて外科的矯正治療を
行なった症例
築山　正太郎、前川　裕亮、小林　美砂子、下田　直子、下田　哲也
しもだ矯正歯科クリニック（福岡県）
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症展-022 変形性顎関節症を併発した顎変形症症例
平野　武弘 1、亀井　和利 2

1   ひらの矯正歯科クリニック（東京都）、
2   横浜労災病院歯科口腔外科・顎口腔機能再建外科（神奈川県）

症展-023 顎関節の疼痛を訴える患者に対してスプリントとアライナー型矯正装置を併用した症例
尾島　賢治、熊谷　友理子、渡辺　仁資、檀　知里
スマイルイノベーション矯正歯科・新宿 / 本郷さくら矯正歯科（東京都）

症展-024 歯科矯正用アンカースクリューを併用して治療した変形性関節症を伴う開咬症例
田口　元康
医療法人社団健美会北千住矯正歯科（東京都）

症展-025 歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬合平面cantの修正により下顎頭の位置と
顎口腔機能が改善した症例
大柳　俊仁、清流　正弘、真山　敦、溝口　到
東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

症展-026 侵襲性歯周炎により歯の病的移動が生じていた全身疾患を有する患者の矯正歯科治療１例
渡辺　和也 1,2、森川　暁 2、下島　隆志 1、宮城島　笑 1、中川　種昭 2

1   渡辺矯正歯科（東京都）、
2   慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

症展-027 慢性辺縁性歯周炎を伴う骨格性II級叢生に対する歯科矯正用アンカースクリューを用
いた包括的治療例
岩浅　亮彦 1、小笠原　直子 2、沢田　正樹 2、ASHTAR Mohannad2、堀内　信也 3、田中　栄二 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   徳島大学病院矯正歯科

症展-028 卒後研修課程42期による症例展示
大山　莉奈、松本　高明、亀井　宏和、戸嶋　翼、永井　航平、深見　未妃、村上　沙也加、
山口　樹里、吉野　史人、坂本　輝雄、西井　康
東京歯科大学歯科矯正学講座

症展-029 多数歯欠損を伴う高齢期の下顎前突症患者に対して包括的歯科治療を行った１例
河野　加奈 1、中村　政裕 2、川邉　紀章 1、上岡　寛 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   岡山大学病院矯正歯科

症展-030 Miniscrew-assisted rapid palatal expanderを上顎骨の狭窄を伴う不正咬合者に
適用した２症例
岡　志央理、川鍋　仁、福井　和徳
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野
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症展-031 歯周病と多数歯補綴を有し、叢生、狭窄歯列弓、鋏状咬合を認めるAngle Class I、
上下顎前突症例
宮島　悠旗 1、柴田　暁晴 2、宮島　邦彰 1

1   みやじま歯科医院（愛知県）、
2   しばた歯科（岐阜県）

症展-032 改良型超弾性Ni-Tiカンチレバーを用いて近心傾斜した下顎両側大臼歯を整直した一症例
石田　宝義、間邊　安寿雅、小山　晃裕、中井　雄太、井上　維、齋藤　絵里、大森　浩子、小野　卓史
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

症展-033 上顎前歯部2本の過剰歯が原因で90°捻転した上顎中切歯に対して歯根形成初期に
回転を試みた１症例
大坪　邦彦、藤田　浩嗣、今井　なほこ、海老原　康宏、櫻井　誠人、小笠原　法子、林　澄令、
黒田　由紀子、宮島　理奈
大坪矯正歯科医院（東京都）

症展-034 下顎両側第一大臼歯にヘミセクションを適用して治療した成人叢生症例の長期経過症例
坂巻　拓馬 1、七條　なつ子 2、高橋　巧 3、田中　栄二 2

1   徳島大学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、
3   瓦町矯正歯科（香川県）

症展-035 卒後研修課程42期生による症例展示-リテンションケース-
大山　莉奈、松本　高明、亀井　宏和、戸嶋　翼、永井　航平、深見　未妃、村上　沙也加、
山口　樹里、吉野　史人、坂本　輝雄、西井　康
東京歯科大学歯科矯正学講座

症展-036 長期接着性舌側リテーナーの使用により歯根露出を生じた２症例
岡山　三紀 1、西岡　秀起 2、清水　伸太郎 3、飯嶋　雅弘 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   緑ヶ丘ファミリー歯科（北海道）、
3   北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学

症展-037 二度の骨延長術を行った唇顎口蓋裂症例の長期保定報告
中村　政裕 1、松村　達志 2、飯田　征二 2、山城　隆 3、上岡　寛 4

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顎口腔再建外科学分野、
3   大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、
4   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野

症展-038 緊密な咬合を達成した片側性口唇口蓋裂患者の一例
内田　喜昭 1、飯島　重樹 1、萩原　敏之 2、大木　宏介 3

1   いいじま矯正歯科（茨城県）、
2   （公社）地域医療振興協会石岡第一病院（茨城県）、
3   茨城県立中央病院（茨城県）

症展-039 Marfan症候群患者に対してエッジワイズ装置を用いて非抜歯にて上下顎歯列の排列
を行った一例
山本　沙優里、黒坂　寛、山城　隆
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室
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症展-040 軟骨・毛髪低形成症と診断された１症例の顎顔面領域の臨床的特徴について
平林　恭子、辻　美千子、森山　啓司
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

症展-041 ジュベール症候群を有する男児の上顎前突に対して早期治療を行った一例
伊藤　慎将、辻本　貴行、森田　知里、犬伏　俊博、山城　隆
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

症展-042 遺伝子解析診断を要した類似した臼歯部開咬２症例
石井　武展、宮崎　晴代、坂本　輝雄、末石　研二、西井　康
東京歯科大学歯科矯正学講座

症展-043 DSPPに遺伝子変異を疑う家族性の象牙質形成不全症2型の一症例
辻本　貴行 1、黒坂　寛 1、森田　知里 1、横山　美佳 1、大川　玲奈 2、仲野　和彦 2、山城　隆 1

1   大阪大学歯学研究科顎顔面口腔矯正学講座、
2   大阪大学歯学研究科口腔分子感染制御学講座（小児歯科学教室）

症展-044 多数の形態異常歯を有し骨格性III級を呈する6番染色体p24-25部分モノソミー患者の1例
湯田　智美 1、春山　直人 2、宮崎　佳奈子 3、高橋　一郎 2

1   九州大学大学院歯学府口腔保健推進学歯科矯正学分野、
2   九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学歯科矯正学分野、
3   九州大学病院矯正歯科

症展-045 家族性にPrimary Failure of Eruptionが認められた症例
村田　有香、青山　剛三、森田　知里、辻本　貴行、長田　奈幹、黒坂　寛、山城　隆
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

症展-046 頭蓋顔面および全身の形態異常を伴うダイアモンド・ブラックファン貧血患者の1症例
福井　裕子 1、早野　暁 2、川邉　紀章 2、上岡　寛 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

症展-047 Klippel-Trenaunay-Weber syndrome （KTWS） ２症例における顎顔面頭蓋の特徴
川原　良美 1、宮本　剛至 1、丸山　歩美 2、野口　昌彦 3、岡藤　範正 1、川原　一郎 4、山田　一尋 2

1   松本歯科大学歯科矯正学講座、
2   松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、
3   長野県立こども病院形成外科（長野県）、
4   松本歯科大学公衆衛生学講座

症展-048 歯科矯正用アンカースクリューを固定源として改善した正中離開を伴う上顎前突症例
双石　博之、竜　立雄、福井　和徳
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野

症展-049 歯科矯正用アンカースクリューを用いて下顎の成長を引き出した2症例
ユン ヒョン シック
Korea Level Anchorage System Society
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症展-050 矯正歯科治療単独で対応した骨格性下顎前突三症例
増永　守雄、前川　宣子
ますなが矯正歯科（大阪府）

症展-051 歯科矯正用アンカープレートを用いた矯正治療により外科矯正を回避した骨格性下
顎前突症例における機能適応
細道　純、田中　崇嗣、小澤　英里佳、阿部　泰典、小野　卓史
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

症展-052 ゼロベース・バイオプログレッシブ法における骨格性III級不正咬合の非抜歯による
矯正単独治療
石山　隆文 1、西村　亮 2、八幡　拡大 3、根津　崇 4、山下　亜希子 4、仲谷　龍太郎 4、根津　浩 4

1   石山矯正歯科クリニック（兵庫県）、
2   西村矯正歯科クリニック（神奈川県）、
3   いけがみ矯正歯科クリニック（東京都）、
4   根津矯正歯科クリニック（神奈川県）

症展-053 AZOORを患う骨格性II級開咬症例
須藤　智省、新井　千博、中村　芳樹、友成　博
鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

症展-054 Bite jumping applianceを用いて治療を行なった前歯部開咬を伴う上顎前突３症例
大庭　康雄、大庭　知子
大庭矯正歯科（徳島県）

症展-055 片側の第一大臼歯を抜去して治療した小臼歯の先天性欠如を伴う開咬症例
江口　俊子 1、吉岡　基子 2、野本　健作 1、芝崎　龍典 2

1   医療法人清健会光明池ニコニコ歯科（大阪府）、
2   医療法人瑞翔会浅見矯正歯科クリニック（愛知県）

症展-056 Dental anomaly patterns を伴うII級不正咬合の一症例
小笠原　毅、松本　力、五十嵐　七瀬、PHYO Thiha、早川　大地、馬場　優里、森山　啓司
東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野

症展-057 犬歯遠心移動のフォースシステムと臼歯の固定に留意して治療を行った著しい正中
線偏位を伴う上顎前突症例
高橋　美文、田渕　雅子、木村　文香、川村　彩花、宮澤　健、後藤　滋巳
愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

症展-058 骨格性下顎前突症に対する顎矯正手術前後の姿勢変化
山野辺　晋也 1、川鍋　仁 1、酒井　佑佳子 2、福井　和徳 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   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

症展-059 マルチブラケット装置による矯正治療中に上顎右側中切歯が失活した一症例
飯塚　康之 1、菊池　恵美子 1、藤澤　慶子 1、浅沼　莞奈 1、工藤　義之 2、佐藤　和朗 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歯科保存学講座う蝕治療学分野
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症例報告 p273

症報-001 重度の鼻閉と舌突出癖を伴う上顎前突症例
森岡　和子
森岡歯科医院（沖縄県）

症報-002 叢生を伴う下顎側方偏位症例
阿部　亮太
りょう矯正歯科クリニック（栃木県）

症報-003 下顎両側側切歯の先天欠如を伴う上顎前突症例
吉岡　基子
浅見矯正歯科クリニック（愛知県）

症報-004 上下顎叢生を伴う反対咬合症例
松原　大樹
医療法人社団松生会まつばら矯正歯科（岐阜県）

症報-005 叢生を伴うAngle III級 subdivision 歯性上下顎前突症例
吉居　朋子
忠重歯科医院（東京都）

症報-006 前歯部反対咬合を伴う軽度の骨格性下顎前突、Angle classIII症例
井上　春奈
いのうえ歯科・矯正歯科（長崎県）

症報-007 下顎右側小臼歯部に埋伏過剰歯を認める上下顎前突症例
本田　綾
みなみ歯科・矯正歯科（東京都）

症報-008 叢生を伴うSkeletal Class II　上下顎前突症例
春木　隆伸
はるき小児・矯正・歯科（兵庫県）

症報-009 Angle II級叢生症例
山田　亨
アーチ矯正歯科（東京都）

症報-010 過大なoverjetを伴う上顎前突症例
岡本　篤剛
おかもとこども矯正歯科クリニック（兵庫県）

症報-011 上下顎前歯部叢生を伴うAngle I 級の抜歯治療症例
浅川　幸子
医療法人社団早蕨会（東京都）
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症報-012 上下顎前歯の叢生を伴う上下顎前突症例
江口　俊子
医療法人清健会光明池ニコニコ歯科（大阪府）

症報-013 習癖を伴う Angle Class II 上顎前突症例
田中　匡
さえき矯正・小児歯科医院（兵庫県）

Academic Exhibits p280

AE-001 Re-evaluation of initial lateral cephalometric analyses from a retrospective 
examination
KO Shih-Hsien, YU Jian-Hong
Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）

AE-002 Retinoic acid deficiency results in midfacial defects with elevated 
apoptosis and decreased cell proliferation
WU Yanran1, KUROSAKA Hiroshi1, WANG Qi1, SANDELL Lisa L2, TRAINOR Paul3, 
YAMASHIRO Takashi4
1   Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,  Graduate School of Dentistry, Osaka University, 
2   Department of Oral Immunology and Infectious Diseases, University of Louisville School of Dentistry, United States of 
America, 

3   Stowers Institute for Medical Research, United States of America, 
4   Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,  Graduate School of Dentistry, Osaka University

AE-003 Comparison of alveolar bone thickness in mandible between skeletal 
Class III and Class I malocclusions
KI Hye-Rim, CHA Kyung-Suk, CHUNG Dong-Hwa, LEE Sang-Min
Department of Orthodontics, Dankook University, Republic of Korea

AE-004 MicroRNAs are involved in midfacial development
TRAKANANT Supaluk1,2, KAWASAKI Maiko1, KAWASAKI Katsushige1, SAITO Isao2, 
OHAZAMA Atsushi1
1   Division of Orthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
2   Division of Oral Anatomy, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

AE-005 Relationship between the maxillofacial skeletal pattern and the 
morphology of the mandibular symphysis
KIM Youngil, AHN Miso, HAN Sanghee, KIM Hyejin
Department of Orthodontics, Pusan National University Dental Hospital, Yangs, Republic of Korea

AE-006 CBCT analysis of lower anterior alveolar bone thickness in Class III 
regarding vertical skeletal pattern
KANG Minji, JANG Hosik, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho
Dept. of Orthodontics, Gangnam Severance Dental Hospital, The Institute of Craniofacial Deformity, College of Dentistry, 
Yonsei University, Republic of Korea
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AE-007 Comparison of different midsagittal plane configurations for evaluating 
craniofacial asymmetry by expert preference
KANG Minji, JUNG Sooin, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho
Dept. of Orthodontics, Gangnam Severance Dental Hospital, The Institute of Craniofacial Deformity, College of Dentistry, 
Yonsei University, Republic of Korea

AE-008 Rogdi plays an important role during bone and enamel development
MITSUI Silvia Naomi1, YASUE Akihiro1, HORIUCHI Shinya1, OYADOMARI Seiichi2, 
TANAKA Eiji1
1   Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University 
Graduate School, 

2   Division of Molecular Biology, Institute of Advanced Enzyme Research, Tokushima University

AE-009 PQBP1, a splicing factor related to intellectual disability, affects skeletal 
development and bone structure
YANG Shin-Sheng1, ISHIDA Takayoshi1, NAKAI Yuta1, FUJITA Kyota2, TAGAWA Kazuhiko2, 
ONO Takashi1, OKAZAWA Hitoshi2
1   Department of Orthodontic Sciences, Tokyo Medical and Dental University （TMDU） Graduate School, 
2   Department of Neuropathology, Tokyo Medical and Dental University （TMDU） Graduate School

AE-010 Palatally erupted maxillary lateral incisors may be a causative factor of 
mandibular deficiency
FAHIM Fady H., ELABBASY Dina O.
Faculty of Dentistry, Cairo University, Arab Republic of Egypt

AE-011 Prediction of long-term success of orthopedic treatment in skeletal Class 
III malocclusion
KIM Sujin, HWANG Woochan, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho
Dept. of Orthodontics, Gangnam Severance Dental Hospital, The Institute of Craniofacial Deformity, College of Dentistry, 
Yonsei University, Republic of Korea

AE-012 Masticatory hypofunction effects induced by BTXA injection of 
hippocampal neurons in developing rats
TSAI Chi-Yang1, LEE Hsin-Ping1, CHANG Hung-Ming2, WU Fang-Chun3

1   Department of Orthodontics, Taipei Medical University Hospital, Taiwan, 
2   Department of Anatomy, Taipei Medical University, Taiwan, 
3   Department of Orthodontics, Taipei Medical University, Taiwan

AE-013 Effects of active mandibular exercise after orthognathic surgery: a non-
randomized oontrolled trial
JANG Hyo Jin1, CHOI Youn Kyung1,2

1   （Bio）medical Research Institute, Pusan National University Hospital, Busan, Republic of Korea, 
2   Department of Orthodontics, School of Dentistry, Pusan National University, Busan, Republic of Korea
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AE-014 Localization of type XII collagen and fibromodulin in periodontal ligament 
during orthodontic tooth movement
THANT Lay1,3, KAKU Masaru2, MIZUKOSHI Masaru1,2, KITAMI Kohei1, KAKIHARA Yoshito3, 
UOSHIMA Katsumi2, SAITO Isao1

1   Division of Orthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
2   Division of Bio-prosthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
3   Division of Dental Pharmacology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

AE-015 Association between malocclusion and academic performance among 
Mongolian adolescents
BADRAKHKHUU Nomin1, ARAKI Miyu1, YASUDA Yuko1, OGAWA Takuya1, 
TUMURKHUU Tsasan2, GANBURGED Ganjargal2, BAZAR Amarsaikhan3, FUJIWARA Takeo4, 
MORIYAMA Keiji1
1   Department of Maxillofacial Orthognathics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University, 

2   Department of Prosthodontics and Orthodontics, School of Dentistry, Mongolian National University of Medical 
Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia, 

3   Section of Research and Development, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia, 
4   Department of Global Health Promotion, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University

AE-016 Chronic systemic exposure of PgLPS induces long bone loss and cognitive 
decline in middle-aged mice
GU Yebo1, WU Zhou2,3, NI Junjun2, TAKAHASHI Ichiro1

1   Section of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Division of Oral Health, Growth and Development, Faculty of 
Dental Science, Kyushu University, 

2   Department of Aging Science and Pharmacology, Faculty of Dental Sciences, Kyushu University, 
3   OBT Research Center, Faculty of Dental Sciences, Kyushu University

AE-017 Immunoregulatory role of p21 on the development of osteoarthritis in the 
temporomandibular joint
KHUREL-OCHIR Tsendsuren1, IZAWA Takashi2, SAKAMAKI Takuma1, MORI Hiroki2, 
IWASA Akihiko2, TANAKA Eiji2
1   Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Tokushima University Graduate School of Oral Sciences, 
2   Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University 
Graduate School

AE-018 Periodontal ligament fibroblast mechanotransduction: Intracellular Ca 2+ 
signaling in tooth movement-initiated alveolar bone remodeling
EI HSU HLAING Ei1, ISHIHARA Yoshihito2, WANG Ziyi1,3, ODAGAKI Naoya2, KAMIOKA Hiroshi1
1   Department of Orthodontics, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences, 
2   Department of Orthodontics, Okayama University Hospital, 
3   Japan Society for the Promotion of Science （JSPS DC2）

AE-019 Effects of rewinding coil on reverse direction on the force-deflection 
characteristics of nickel-titanium closed-coil springs
BAEK Seung-Hak1, JUNG Suk-Hwan2, YOON Ju-il2, JEE Kwang Koo3, HAN Jun Hyun4, 
PARK Hwan-Hyung1

1   Department of Orthodontics, School of Dentistry, Seoul National University, Republic of Korea, 
2   Department of Mechanical System Engineering, Hansung University, Republic of Korea, 
3   Future Convergence Research Division, Korea Institute of Science and Technology, Republic of Korea, 
4   Department of Materials Science & Engineering, Chungnam National University, Republic of Korea
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AE-020 Comparison of the mechanics of space closure between the reversed 
L-loop and the teardrop loop
NGUYEN Tuan A, HAMANAKA Ryo, TOMINAGA Junya, KOGA Yoshiyuki, YOSHIDA Noriaki
Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics （Orthodontics） - Nagasaki University - Graduate School

AE-021 Local injections of high-dose diabetic medicine exendin-4 inhibit 
orthodontic tooth movement of mice
SHEN Weiren, KITAURA Hideki, QI Jiawei, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, 
OHORI Fumitoshi, NOGUCHI Takahiro, MARAHLEH Aseel, NARA Yasuhiko, PRAMUSITA Adya, 
MIZOGUCHI Itaru
Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Tohoku University Graduate School of Dentistry

AE-022 C-X-C receptor 7 agonist as C-X-C Ligand 12 Inhibitor ameliorates 
osteoclastogenesis and Bone Resorption
NUGRAHA Alexander Patera, KITAURA Hideki, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, 
SHEN Weiren, QI Jiawei, OHORI Fumitoshi, NOGUCHI Takahiro, MARAHLEH Aseel, 
NARA Yasuhiko, PRAMUSITA Adya, MIZOGUCHI Itaru
Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Translational Medicine, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry

AE-023 TNF-α enhances osteocyte RANKL expression and promotes osteoclast 
formation during orthodontic tooth movement
MARAHLEH Aseel, KITAURA Hideki, OHORI Fumitoshi, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, 
SHEN Weiren, QI Jiawei, NOGUCHI Takahiro, NARA Yasuhiko, MIZOGUCHI Itaru
Orthodontics and Dentofacial Department, Tohoku University

AE-024 Circadian rhythm impact mechanical force induced changes of spatial 
distribution of sclerostin
WANG Ziyi1,2,5, ISHIHARA Yoshihito3, ODAGAKI Naoya3, EI HSU HLAING Ei1, 
TANAKA Tomoyo1, OSUMI Ryuta1, KAMEO Yoshitaka4, BONEWALD Lynda F.5, 
KAWANABE Noriaki1, KAMIOKA Hiroshi1
1   Department of Orthodontics, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences, 
2   Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science, 
3   Department of Orthodontics, Okayama University Hospital, 
4   Department of Biosystems Science, Institute for Frontier Life and Medical Sciences, Kyoto University, 
5   Indiana Center for Musculoskeletal Health, Indiana University School of Medicine, United States of America

AE-025 Melatonin attenuates RANKL-induced osteoclastogenesis via inhibition of 
Atp6v0d2 through MAPK and NFATc1 signaling pathways
KIM Seongsik, JEONG Soonphil, HA Nahee, KIM Hyejin, HAN Sanghee
Department of Orthodontics, Pusan National University Dental Hospital, Yangsan, Republic of Korea

AE-026 Aberrant activation of Wnt/β-catenin signaling in the coronal sutures of an 
Apert syndrome mouse model
MINSWE Nay Myo, KOBAYASHI Yukiho, KAMIMOTO Hiroyuki, MORIYAMA Keiji
Department of Maxillofacial Orthognathics, Division of Maxillofacial and Neck Reconstruction, Graduate School of 
Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University
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AE-027 Fluorinated bioactive glass nanoparticles
SON Woosung, NAM Hyungjin, KIM Hyejin, HAN Sanghee
Department of Orthodontics, Pusan National University Dental Hospital, Yangs an, Republic of Korea

AE-028 A study on augmented reality （AR） bracketing
YU Jian-Hong1, LO Yu-Cheng1, CHEN Li-Chuan1, HUANG Su-Chen2, CHEN Jian-Ren2, 
CHEN Guan-An2, JIANG Yue-Min2, LIU Yin-Chun2

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Service Systems Technology Center, Industrial Technology Research Institute, Taiwan （R.O.C.）

AE-029 Automated identification of cephalometric landmarks - accuracy and 
reliability
HWANG Hye-Won1, PARK Ji-Hoon1, MOON Jun-Ho1, YU Youngsung2, KIM Hansuk2, HER Soo-Bok2, 
SRINIVASAN Girish2, ALJANABI Mohammed Noori A.3, DONATELLI Richard E.4, LEE Shin-Jae1

1   Department of Orthodontics, Seoul National University Dental Hospital, Seoul, Republic of Korea, 
2   DDH Inc., Seoul, Republic of Korea, 
3   Ministry of Health, Damman, Kingdom of Saudi Arabia, 
4   Department of Orthodontics, University of Florida College of Dentistry, Gainesville, Florida, United States of America

AE-030 Registration accuracy between intraoral-scanned crown and cone beam 
computed tomography-scanned crown in various registration methods
LIM Seung-Weon1, CHO Jin-Hyoung1, BAEK Seung-Hak2

1   Department of Orthodontics, Chonnam National University, Republic of Korea, 
2   Department of Orthodontics, School of Dentistry, Seoul National University, Republic of Korea

AE-031 Accuracy of 3-dimentional printed models from intra-oral scanner and 
cone beam computed tomography
DEGUCHI Toru, FERRARO Joshua, FALTER Jake, LEE Sanghee, WATANABE Keiichiro, 
KIM Do-Gyoon
The Ohio State University College of Dentistry, United States of America

AE-032 Electrodiagnosis of peripheral function for the evaluation of mastication in 
orthodontics: viability study of  cases
GONZAGA Francine O., MACIEL Marcia, MARTINS Emerson F., ZEREDO Jorge L. L.
UNIVERSITY Of BRASILIA - UnB  Brazil, Federative Republic of Brazil

AE-033 Digital diagnosis in orthodontics: a qualitative research under the vision of 
specialists
ALBUQUERQUE Sofia W. C., ZEREDO Jorge L. L., MACIEL Marcia, GONZAGA Francine O., 
DOBRANSZKI ADRIANO
UNIVERSITY OF BRASILIA, Federative Republic of Brazil

AE-034 Kinematics for the evaluation of motor performance in the mastication of 
foods with different textures
MACIEL Marcia1, GONCALVES Guilherme C.1, LEMOS Cassio M.2, ZEREDO Jorge L. L.1, 
MARTINS Emerson F.1
1   University of Brasilia, Federative Republic of Brazil, 
2   Federal University of Uberlandia, Federative Republic of Brazil



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

71

AE-035 Low temperature-polytetrafluoroethylene coating can improve metallic 
appearance of titanium wires without changing their mechanical property
KAMEDA Takashi1, SATO Harumi2, MIYAZAKI Akiko2, OKA Shunya3, OHKUMA Kazuo4, 
TERADA Kazuto5

1   Department of Orthodontics, Nippon Dental University, 
2   Nippon Dental University College, 
3   Department of Biology, Nippon Dental University, 
4   Department of Dental Materials Science, Nippon Dental University, 
5   Orthodontic Dentistry, Nippon Dental University Niigata Hospital

AE-036 Dentoskeletal differences between mini-implant-assisted and tooth-borne 
rapid palatal expanders in adult orthodontic patients
SEO Bo-Yeon1, AN Jung-Sub2, AHN Sug-Joon1

1   Department of Orthodontics, Seoul National University, Republic of Korea, 
2   Department of Orthodontics, Seoul National University Dental Hospital, Republic of Korea

AE-037 Periodontal consequences of mandibular incisor proclination during 
presurgical orthodontic treatment in Class III malocclusion patients
KIM Sujin, LEE Won, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho
Dept. of Orthodontics, Gangnam Severance Dental Hospital, The Institute of Craniofacial Deformity, College of Dentistry, 
Yonsei University, Republic of Korea

AE-038 Lateral maxillofacial characteristics in anterior and mediolateral disc 
displacement of temporomandibular joints among mandibular asymmetry
SUNTORNCHATCHAWEACH Supakorn, HOSHI Kenji, TAKAHASHI Ichiro
Section of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Faculty of Dental Science, Kyushu University

AE-039 Risk factors associated with open gingival embrasures after orthodontic 
treatment
KIM Kyung-Ho, KIM Sujin, KANG Minji, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J.
Dept. of Orthodontics, Gangnam Severance Dental Hospital, The Institute of Craniofacial Deformity, College of Dentistry, 
Yonsei University, Republic of Korea

AE-040 Prevalence of supernumerary teeth in malagasy orthodontic patients
RATSIRARISOA Tahina1,2, ANDRINIAINA Florian A.1, RAKOTONIAINA Antsa F.1, 
RANDRIANARIMANARIVO Henri M.1, ANDRIAMBOLOLONIVO Rabetrano D.1, SAKUMA Yuya2, 
SHIMAZAKI Aya2, YOSHIDA Hiroshi2, NAKANO Haruhisa2, MAKI Kotaro2

1   Department of Orthodontics, Mahajanga University, Republic of Madagascar, 
2   Department of Orthodontics Showa University School of Dentistry

AE-041 Effect of anterior open bite on gastric emptying rate using solid meal
KAMARATIH Anindya, OHMORI Hiroko, AOYAGI Misaki, KANNO Zuisei, ONO Takashi
Department of Orthodontic Science, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University
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AE-042 Development of an occlusion-training/rehabilitation assist robot 
preventing from oral frailty and its motion analysis
KAMEDA Takashi1, SAKAMOTO Makoto2, TERADA Kazuto3

1   Department of Orthodontics, Nippon Dental University, 
2   School of health sciences Faculty of medicine, Niigata University, 
3   Orthodontic Dentistry, Nippon Dental University Niigata Hospital

Case Exhibits p301

CE-001 Botulinum toxin injection combined with orthodontic treatment in a child 
with mandibular asymmetry
CHO Yu-min1, KIM Seong-gon2, CHOI Dong-soon1, JANG Insan1, CHA Bong-kuen1

1   Department of Orthodontics, Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea, 
2   Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea

CE-002 ISW for crossbite with low mandibular plane angle for three years follow up
LO Yu-Cheng, CHEN Yuan-Hou, CHIANG Hsien-Hsiung, YU Jian-Hong
Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）

CE-003 ISW for the treatment of a young female Skeletal Class III with anterior 
skeletal crossbite
HSU Jui-Ann1, CHEN Chih-Hsun2, PONCE Betzy1, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   CHEN Chih-Hsun Dental Clinic, Taiwan

CE-004 ISW for non-surgical treatment of skeletal Class III malocclusion combined 
with facial asymmetry case
HSU Meng-Chu1, CHANG Yin-Yu2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan, 
2   Department of Mechanical and Computer-aided Engineering, National Formosa University, Taiwan

CE-005 ISW for the treatment of Angle Class II division 2 combined with 
mandibular unstable positions
KUO Li-Ling1, WU Wei-Te2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Department of Biomechatronics Engineering, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan （R.O.C.）

CE-006 ISW for adult skeletal Class II and Angle Class II division 2 protruded 
extraction case
HOU Chen-Chun1, SHIH Wei-Hung2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Medical Device Development Division, Metal Industries Research and Development Centre, Taiwan （R.O.C.）
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CE-007 ISW for adult Angle Class II extraction case combined with lower right 
bicuspid missing
HUANG Yu-Ting1, LIN Chih-Chieh2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Department of General Dentistry, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）

CE-008 ISW for Angle Class I with severe crowding without extraction case
CHEN Tzu-An1, HSIEH Cheng-Yen2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Ying-Chi Dental Clinic, Taiwan

CE-009 ISW for camouflage treatment of an anterior crossbite with Class III 
malocclusion case
CHU Hsiang-Chang1, HSU Meng-Chu1, HSU Che-Kang2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Infinite Dental Clinic, Taiwan （R.O.C.）

CE-010 ISW for the treatment of adult skeletal Class II case with temporary 
anchorage devices
HUANG Chun-Yi1, CHEN Cheng-Yu2, YU Jian-Hong1

1   Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）, 
2   Graduate Institute of Clinical Dentistry, School of Dentistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan （R.O.C.）

CE-011 ISW for the treatment of adult Angle Class III case with anterior crossbite
LIN Chien-Ta, HUANG Yu-Ting, YU Jian-Hong
Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）

CE-012 ISW for the treatment of adult skeletal Angle Class I with severe crowding 
and overjet
YANG Kai-Jen, HSU Meng-Chu, YU Jian-Hong
Department of Orthodontics, China Medical University Hospital Medical Center, Taiwan （R.O.C.）

CE-013 Early intervention for a child with Class II malocclusion and a lip sucking 
habit
KIM Jae-jun, LIM Jaemin, JANG Insan, CHOI Dong-soon, CHA Bong-kuen
Department of Orthodontics, Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea

CE-014 Treatment of a patient with diastema and deep bite using an aligner type 
orthodontic appliance
LIM Hyun-Woo, LIM Won Hee, AHN Sug-Joon
Department of Orthodontics, Seoul National University Dental Hospital, Republic of Korea

CE-015 Nonextraction treatment of Class II open bite malocclusion using mini-
implants by distalization of maxillary dentition
MO Seong-Pil, LEE Yoo-Sun, KIM Tae-Woo, AHN Sug-Joon
Department of Orthodontics, Seoul National University Dental Hospital, Republic of Korea
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特別講演
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月21日（木）11：00～12：00

『矯正臨床における CAD/CAM 技術の活用』

『�CAD/CAM�in�orthodontics�with�special�focus�on�bending�archwires』
Paul-Georg Jost-Brinkmann

（ Professor and Chair, Department of Orthodontics, Dentofacial 
Orthopedics and Pedodontics, Charité - Universitätsmedizin Berlin, 
Germany）

座長：吉田　教明（ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科矯正学分野 教授）

企画趣旨
　特別講演の演者としてお招きする Jost-Brinkmann 先生は、ベルリン医科大学（シャリテー 
Charité）歯科矯正学・小児歯科学講座の主任教授を務めておられます。2013年には、Ewald-
Harndt Award を受賞されました。ベルリンは、アーチワイヤーの自動ベンディングシステムや
Suresmile システム開発の主要拠点であったことから、Jost-Brinkmann 先生も早くから革新的
な両システムの研究開発に携わってこられました。
　近年、様々なデジタル技術が歯科医療、そして矯正治療の分野に導入され、革新的な治療シス
テムが構築されてきています。その中の一つが Suresmile システムで、本システムの原形となる
Bending Art System は1990年代前半に開発されました。Andrews がストレートワイヤーシ
ステムを考案して以降、アンギュレーション，トルク，イン・アウトなどの３次元情報をあらか
じめ組み込んだブラケットを使用することが一般化されてきました。ここからさらに、個々の患
者の歯列形状や歯の植立状態に適合したアーチワイヤーを最先端のロボット技術や CAD/CAM
技術を駆使して作製するという試みが行われてきました。
　本講演では、Bending Art System 開発の初期から Suresmile システム発展までの経緯を間近
でつぶさに見聞きし、本システムの臨床、研究に従事してこられた Jost-Brinkmann 先生に、シ
ステムの利点、欠点および限界、システムの精度、利便性、生体力学的側面を理解することの重
要性についてご講演いただきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）



CAD/CAM-based orthodontics up to now follows a shape-driven approach which is perfectly fi ne 
for many patients. However, biological considerations and force systems are at least as relevant 
to achieve virtually planned treatment results. The presentation will focus on a CAD/CAM-based 
system in orthodontics. This CAD/CAM-based system off ers virtual treatment planning and CAD/
CAM based manufacturing of individually bent archwires of diff erent alloys, production of indirect 
bonding trays and aligners. 
We were among the very fi rst users of the Bending Art System. Since then enormous developmental 
steps have been taken. 
The presentation will take a look into the past by looking at patients that have been treated with the 
Bending Art System. Understanding advantages and shortcomings of the Bending Art System helps to 
understand the latest products. Based on clinical examples the lecture will explain the current system 
and present data from the literature as well as own studies refl ecting the accuracy, predictability, 
advantages and limitations of the system. The presentation will also make clear that providing 
clinicians with a very sophisticated technical system does not automatically mean orthodontics gets 
less complex ‒ in particular if biomechanical aspects are not suffi  ciently considered.

第78回日本矯正歯科学会学術大会
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Special Lecture
November 21（Thu.）11：00～12：00　Lecture Hall 1 （Main Hall, Nagasaki Brick Hall）

CAD/CAM in orthodontics with special focus on 
bending archwires

Paul-Georg Jost-Brinkmann 
（ Professor and Chair, Department of Orthodontics, Dentofacial Orthopedics and 

Pedodontics, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany）

Career�History
1985  Graduation from Free University （FU） Berlin, dental school
1985-1986  Department of prosthodontics, FU Berlin
1986  Doctoral thesis defense （Dr. med. dent.）
1986-1990  Assistant professor at the orthodontic department of FU Berlin
1990-1991   JSPS research fellow at Kyushu University in Fukuoka （Japan）
1991  Final exam as orthodontic specialist
1991-1994  Assistant professor at the department of orthodontics at FU Berlin
1994-1997  Assistant professor at Humboldt University （HU） Berlin
1997  Habilitation （Ph.D.）
1997-2004  Associate professor at HU Berlin
1997  Founding member and from 2000 to 2002 president of the German society of lingual orthodontics （DGLO e. V.）
until 2008  Co-editor of the orthodontic periodical “Kieferorthopädie”
since 2004   Professor of orthodontics at Charité - Universitätsmedizin Berlin
since 2009  Chairperson department of orthodontics, dentofacial orthopedics and  pedodontics at Charité - 

Universitätsmedizin Berlin
2013  Recipient of the Ewald-Harndt Award

（Co-）author of more than 200 articles, book chapters and 2 books



　これまでのところ、CAD/CAMシステムを基盤とした矯正歯科治療は形態重視のアプローチをとってお
り、多くの患者に全く問題なく適用されてきた。しかし、仮想的に計画した通りの治療結果を得るには、少
なくとも生物学的考察と物理的フォースシステムの考慮が必要とされる。本発表では、CAD/CAMシステ
ムを基盤とした矯正歯科治療に焦点をあてて考えてみたい。本CAD/CAMシステムは、仮想的治療計画の
設定、個々の歯に合わせてベンドを加えた、様々な合金のアーチワイヤーのCAD/CAMシステムによる製
作、インダイレクトボンディングトレーおよびアライナーの製作を提供している。
　私たちは他に先駆けて、自動ベンディングシステムを採用しているユーザーである。以来、開発は大きく
前進してきた。
　本発表では、自動ベンディングシステムによる治療を行った患者に注目することで過去を振り返る。自動
ベンディングシステムの長所・短所を理解することは、新たな治療システム開発への助けとなる。臨床事例
に基づき、本発表では本システムを解説するとともに、同システムの精度、予知性、長所および限界を示す
文献とわれわれの独自の研究の双方からのデータを提示する。また、特にバイオメカニクスの側面が十分に
考慮されない場合には、極めて精巧な技術システムを臨床医に供給することができたとしても、それが自動
的に矯正歯科治療の簡易化につながるわけではないことも明らかにする。
　発表で使用する医療機器は日本国においては未承認医療機器である（11月21日現在）。

第78回日本矯正歯科学会学術大会 The 78th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society
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特別講演
11月21日（木）11：00～12：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

矯正臨床におけるCAD/CAM 技術の活用
－特にア－チワイヤーベンディングについて

Paul-Georg Jost-Brinkmann
（ シャリテー － ベルリン医科大学　歯科矯正学・顎顔面整形学・小児歯科学講座　主任教授）

略　歴
1985 ベルリン自由大学歯学部　卒業
1985-1986 ベルリン自由大学　歯科補綴学講座
1986 歯学博士（Dr. med. dent）
1986-1990 ベルリン自由大学　歯科矯正学講座　助手
1990-1991  九州大学（福岡）　日本学術振興会海外特別研究員
1991 矯正歯科専門医　最終試験
1991-1994 ベルリン自由大学　歯科矯正学講座　助手
1994-1997 フンボルト大学ベルリン　助手
1997 大学教授資格（Ph.D）
1997-2004 フンボルト大学ベルリン　准教授
1997 ドイツ舌側矯正歯科学会（DGLO e. V.）　創設メンバー、
2000‒2002年 会長
2008年まで 矯正歯科論文誌「Kieferorthopädie」編集主幹
2004年より シャリテー － ベルリン医科大学　歯科矯正学講座　教授
2009年より シャリテー － ベルリン医科大学　歯科矯正学・顎顔面整形学・小児歯科学講座　主任教授
2013         エヴァルト・ハーント賞受賞
論文および書籍の章：200編以上、書籍 2冊
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教育講演
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月21日（木）16：10～17：10

『�メカノバイオロジー入門：細胞はどのように力を感じ応答するのか？』
曽我部　正博（ 名古屋大学大学院医学系研究科 特任教授）

座長：上岡　寛（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科矯正学分野 教授）

企画趣旨
　細胞には、押さえられたり、引っ張られたりすると、物理的な機械刺激を感じる感覚（メカノセ
ンス、細胞力覚）を認識する仕組みがあります。感覚器だけではなく、生物のあらゆる細胞、人体
でいうと60兆個もの細胞の一つ一つが、機械刺激を感知し（細胞力覚と呼びます）、様々な応答
をする能力を持つことには驚きを覚えます。しかしながら、よく考えてみますと、われわれ矯正
医は、日々の臨床の中で、歯や顎骨に機械刺激を与え、骨改造を誘発させることで、矯正治療を
実践しており、この細胞の持つ働きを利用しているわけです。メカニカルストレスがどのように
して細胞の増殖、分化、死に関わるのか、生体における「力」の役割とその仕組みを明らかにする

「メカノバイオロジー」は、矯正学研究において、極めて重要な領域として今後発展していくもの
と思われます。
　曽我部 正博 先生は、長年にわたり名古屋大学大学院医学系研究科 教授を務められ、その間に
シンガポール国立大学メカノバイオロジー研究所客員教授を兼任され、現在も革新的先端研究開
発支援事業（AMED-CREST, PRIME）「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び
医療技術の創出」研究開発総括や国際宇宙ステーション・きぼうにおける宇宙航空研究「無重力ス
トレスの化学的シグナルへの変換機構の解明」の PI として活躍されておられます。
　本セミナーでは、メカノバイオロジー入門ということで、これまでのご研究の内容をわかりや
すく解説いただき、矯正学研究や臨床医学への展開の可能性についてもお話いただきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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教育講演
11月21日（木）16：10～17：10　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

メカノバイオロジー入門：
細胞はどのように力を感じ応答するのか？

曽我部　正博 （ 名古屋大学大学院医学系研究科 特任教授）

略　歴
1973年　大阪大学基礎工学部生物工学科卒業 
1975年　大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程中退
1975年　大阪大学人間科学部 （心理系）・助手
1985年　名古屋大学医学部生理学第 2講座・講師
1992年　名古屋大学医学部生理学第 2講座・教授
2013年　名古屋大学大学院医学部系研究科メカノバイオロジーラボ・特任教授
2015年　日本医療研究開発機構（AMED）・CREST/PRIME「メカノバイオロジー」・総括
受　賞
1985年　毎日出版文化賞（共同授賞）；2011年　日本比較生理生化学会賞 / 吉田記念賞
学会役員
日本生物物理学会会長； 国際比較生理生化学連合会長； 国際メカノバイオロジー学会会長
著　書
“Towards Molecular Biophysics of Ion Channels” （Elsevier）；「イオンチャネル」（共立）；

「バイオイメージング」（共立）；「生物物理学とは何か」（共立）；「動物は何を考えているのか」（共立）
専門分野
生物物理学（イオンチャネル）；メカノバイオロジー（細胞力覚）；脳科学（神経ステロイド）

　重力を始め、筋肉の動きや体液の流れに起因する様々な力が生命を支えている。逆に、不適切な力刺激は
筋萎縮、骨粗鬆症をはじめ深刻な循環器病を招来する。最近注目されている “メカノバイオロジー ”は、生
体における力の役割とその仕組みの解明を目指す新しい学問領域である。力と生体に関する研究は、循環器
学 /整形外科学 /歯科学やバイオメカニクスに代表される領域で長い歴史を有するが、今、メカノバイオロ
ジーが注目されるのは、「力が普遍的な生命因子であること」に加え、この学問が、「力の作用機序を分子・
細胞のレベルで解明し、老化や疾病に対する革新的な予防 /治療法を実現する可能性」を内包しているから
である。
　生体に生じる力が意味を持つには、これを感知して利用する仕組み（力覚）が必要であり、その役割と分子・
細胞機構を解明することがメカノバイオロジーの根幹課題である。筋紡錘や内臓圧受容器のような専用の機
械受容器は骨格筋の長さや内臓膨圧を感知し、中枢を介して個体の恒常性維持に寄与しており、これを ”身
体力覚 ”と呼ぶ。他方、一般的な細胞にも様々な力を感知して細胞自身や属する組織の恒常性に寄与する力
覚が存在し、”細胞力覚 ” と名付けられた。また、細胞は基質や隣接細胞などの接触する微小環境に力学的
に働きかけて（押す、引く）、その機械的性質（硬さなど）や微小形態を感知するという驚くべき力覚（“能動力
覚 ”）も有している。これらの細胞力覚は、細胞の増殖 /分化 /運動 /分泌や遺伝子発現の調節を介して、組
織や臓器の発生や再生をはじめ、がんの発症や転移にも深く関わることが分かってきた。本講演では、まず
単一細胞レベルでの細胞力覚の分子機構研究の現状（メカノセンサー分子の実体と仕組み）を概観したのち、
最近活発化している細胞集団（組織、器官）のメカノバイオロジーについて我々の研究を中心に紹介する。具
体的には、創傷治癒、および発がん（接触阻害）における細胞力覚の役割とその分子機構について解説する。 
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第78回日本矯正歯科学会学術大会

シンポジウム1
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月21日（木）14：10～16：10

『歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療を
再考し、今後を展望する』

『�歯科矯正用アンカースクリューの新たな展開―早期治療への応用―』
西井　康（ 東京歯科大学 歯科矯正学講座 教授）

『�歯科矯正用アンカースクリュー�〜思索を深め、前進する〜』
大谷　淳二（ 医療法人 丹心会 大谷歯科矯正歯科 理事長）

『�歯科矯正用アンカースクリューの今後の展望　�
－安全な植立部位と歯の移動の効率化を再考する－』

本吉　満（ 日本大学歯学部 歯科矯正学講座 教授）

座長：宮脇　正一（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、鹿児島大学大学院 医歯学
総合研究科 歯科矯正学分野  教授（歯学部長））

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 教授）

企画趣旨
　歯科矯正用アンカースクリューは、治療成績の向上に大きく寄与し、矯正歯科治療に革新をも
たらしました。口腔内に絶対的固定源を設置することで、これまで不可能とされてきた大臼歯の
遠心移動や圧下を可能とし、患者のコンプライアンスに影響されず、持続的に強力な固定源を提
供することから、その効果も絶大とされています。しかしながら、20年を越える臨床を経た今、
歯の移動には、生理学的あるいは解剖学的限界が存在することから、様々な弊害や後戻りに直面
していることも事実です。治療成績の向上とともに、最終ゴ－ルである咬合の長期安定や形態と
機能の調和が損なわれることのない、安心安全な治療計画の立案が問われています。
　本シンポジウムでは、西井 康先生、大谷 淳二先生、本吉 満先生をお招きし、過去の症例を振
り返り、今後の臨床応用の課題と展望について貴重なお話をいただけるものと思います。歯科矯
正用アンカースクリューを用いた矯正治療について、これからの10年を展望する機会になれば
と期待しております。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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シンポジウム1
11月21日（木）14：10～16：10　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

歯科矯正用アンカースクリューの新たな展開―早期治療への応用―

西井　康 （ 東京歯科大学 歯科矯正学講座 教授）

略　歴
1986年 　　東京歯科大学卒業
1986年 　　一般歯科医院勤務　　　　　　　　　　　　　　　　　
1994年 　　東京歯科大学歯科矯正学講座　入局　　　　　　　　　　　　
1998年 　　東京歯科大学歯科矯正学講座　助手（助教）　
2001年 　　歯学博士学位授与　　　　　　　　　　　
2007-2008年　   University of Southern California に研究留学　　　　　　　　　
2014年 　　東京歯科大学歯科矯正学講座　講師　　　　　　　　 
2018年 　　東京歯科大学歯科矯正学講座　准教授　　　　　　　　
2019年 　　東京歯科大学歯科矯正学講座　教授

受　賞
2016年 　　第 26回日本顎変形症学会総会・学術大会学術　優秀ポスター賞
2016年 6月 　　 The 55th Congress of the Korean Association of Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgeons 優秀

ポスター賞

日本矯正歯科学会　専門医、指導医、認定医

　歯科矯正用アンカースクリュー（アンカースクリュー）は、現在広く臨床応用されており、矯正学的な歯
の移動に対しての有効性については論を待たない。当科でのアンカースクリュー使用目的の主なものは、抜
歯治療における加強固定であり、次いで遠心移動、圧下移動であった。一方、アンカースクリューを応用し
た新たな可能性の1つとして、早期治療への応用がある。特に骨格性上顎後退における早期治療において上
顎骨の前方成長を促進させる目的で、上顎前方牽引装置にアンカースクリューを併用したいくつかの報告が
見られる。当科においてもアンカースクリューを固定源として上顎前方牽引装置にて上顎骨の前方成長を促
進した症例や開咬の防止のためにアンカースクリューを用いた症例を経験している。しかしながら、アンカー
スクリューは本来、成長終了期の本格矯正治療への応用を目的とされたものであるため、植立、メカニクス
においていくつかの課題として、アンカースクリューのサイズ、植立部位の選定、歯列との固定の方法、牽
引方向等がある。
　本講演では、これらについて症例と解剖学的、3次元有限要素法による力学的な検討を通じ皆様と情報を
共有したいと存じます、日常臨床のご参考になれば幸いです。
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シンポジウム1
11月21日（木）14：10～16：10　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

歯科矯正用アンカースクリュー ～思索を深め、前進する～

大谷　淳二 （ 医療法人 丹心会 大谷歯科矯正歯科 理事長）

略　歴
2001年   愛知学院大学歯学部　卒業
2004年   広島大学大学院医歯薬学総合研究科　卒業
2007〜 2013年  広島大学大学院 歯科矯正学講座　助教
2009〜 2010年  University of California San Francisco, Center for Craniofacial Anomalies

客員教授
2013年   医療法人丹心会 大谷歯科矯正歯科 院長

受　賞
2013年   第 72回日本矯正歯科学会学術大会 優秀発表賞
2011年   第３回世界インプラント矯正歯科学会学術大会　優秀ポスター賞
2009年   第２回アジアインプラント矯正歯科学会学術大会　優秀口演賞

著　書
2014年   インプラント矯正アトラス第２巻　シエン社　共著
2012年   A therapeutic system supported with skeletal anchorage for the treatment of Class II open bite 

malocclusions. Mosby, Ltd., 共著
2011年   Team management and treatment outcomes for patients with hemifacial microsomia. American 

Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. AJODO

　1990年代後半から臨床使用されてきた歯科矯正用アンカースクリュー（以下、OAS）は、これまでに国内
外で数多くの基礎研究や臨床報告がなされてきた。この積み重ねにより、より高い植立成功率を得るための
OAS形状やドライバーなどが開発され、またこれらの器具を用いた植立方法が提案されるなど、確実な進
歩を遂げてきた。さらに臨床の現場では、OASを直接的な固定源としてもしくは加強固定源として利用し
ながら、歯を動かすための実際のメカニクスに関する知見を積み重ね、目的とした歯の移動を達成するため
の使用方法についても、我々は概ねそれを具現化できるようになってきた。
　しかしながら、OASを用いた矯正歯科治療では、従来とは異なる位置に固定源を設置するため、これに
伴い新しいフォースアプリケーションを利用しながら治療を進める必要があり、診断や治療計画の立案方法
を見直さなければならない症例も出てきている。例えば、開咬症例においては、上下顎大臼歯の圧下を効果
的に行うことが出来るようになった反面、新たに設定する機能的咬合平面の治療目標、治療中の咬合高径の
変化に対する顎関節の適応の可否、外科併用症例と矯正歯科単独治療のボーダーラインの診断、治療後の垂
直的な保定管理など、多岐にわたる新たな課題が惹起されている。
　このような背景から、本シンポジウムのテーマにもあるように、これまで行われてきたOASを用いた矯
正歯科治療を振り返り、個々の症例に対してより具体的に熟考を重ねることで、我々矯正歯科医が取り組む
べき課題や問題点が明確になり、今後より一層充実したエビデンスを構築していけるものと考えている。
　本シンポジウムでは、当院における取り組みをいくつかご紹介させていただくと共に、今後の課題や改善
点について会場の先生方とディスカッションできればと考えています。
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シンポジウム1
11月21日（木）14：10～16：10　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

歯科矯正用アンカースクリューの今後の展望　
－安全な植立部位と歯の移動の効率化を再考する－

本吉　満 （ 日本大学歯学部 歯科矯正学講座 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
2018年　日本大学歯学部歯科矯正学講座教授

受　賞
2014, 2015, 2017年　日本矯正歯科学会大会優秀発表賞受賞

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（クインテッセンス出版）

　歯科矯正用アンカースクリュー（OAS）が効果を発揮する不正咬合として前歯部開咬や上下顎前突症例な
どが挙げられる。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、OASが利用されるようになり、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、OAS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った。こ
れにより患者の負担を顕著に低減することが可能となり、成人症例においてもOASによる骨格的改善の効
果が期待でき、非常に有効なツールとなっている。しかし、歯の移動量には限界があり、これを超える移動
は歯周組織や口腔機能に悪影響が生じる可能性がある。過度な歯の移動は後戻りを誘発し、術後の安定性を
低下させる要因ともなり得る。
　一方、上顎大臼歯を含めた遠心移動の際には、従来アンカープレートが多く用いられてきた。しかし、ア
ンカープレートの設置手術にともなう外科的侵襲が大きく、患者への負担が少なくないとの観点から、近年
これに代わって口蓋に植立したOASが多く用いられるようになってきている。また、頬側歯槽部に適応し
たOASを用いた矯正歯科治療において頻繁に遭遇する偶発症に歯根接触がある。中には歯髄損傷に至った
り、歯根破折を招いたりする場合もあり、当該歯を抜歯せざるを得ないような重篤なリスクを孕んでいる。
　今回はOAS用いた矯正歯科治療例を供覧しつつ、術後の安定性を考慮した効率的な歯の移動方法と安全
な植立部位について会員の皆様とともに議論したい。
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第78回日本矯正歯科学会学術大会

シンポジウム2
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月22日（金）9：00～11：00

『あなたの抜歯の考え方は？』

『�矯正歯科の治療方針決定におけるMcLaughlin�Dental�VTOの有用性』
古賀　正忠（ 古賀矯正歯科クリニック 院長）

『�矯正治療における抜歯部位について』
古賀　義之（ 長崎大学病院　矯正歯科　准教授）

『�矯正歯科治療における抜歯の必要性と判断基準�－治療例をとおして考える－』
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）

座長：山田　一尋（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員、 
松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科 教授）

山城　隆（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、 
大阪大学大学院歯学研究科　顎顔面口腔矯正学分野 教授）

企画趣旨
　抜歯か非抜歯か？矯正診断の根幹をなす抜歯適応の判定には、いまだ明確な基準が確立されて
おらず、様々な議論が繰り返されてきたところです。現代歯科矯正学の父である Angle がエッジ
ワイズ法を考案して以来、矯正歯科治療のテクニックの移り変わりとともに、抜歯の割合も時代
によって変遷してきました。しかしながら、医療には時代や流行に左右されないある一定の「普遍
性」と科学的根拠が求められます。
　形態や審美性の改善だけなく、口腔機能の改善や治療後の咬合の長期的安定への配慮などが診
断のあり方をより複雑なものにしています。また、患者の持つ性格や生活環境などのバックグラ
ウンドを考慮した治療方針を提案する必要性も近年増加してきました。
　本シンポジウムでは、齋藤 功 先生、古賀 正忠 先生、古賀 義之 先生をお招きし、抜歯か拡大か？
抜歯する場合には、どの部位を選択すべきか？についての議論を中心に、抜歯基準あるいはその
診断のあり方・治療メカニクスについて議論していただきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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シンポジウム2
11月22日（金）9：00～11：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

矯正歯科の治療方針決定におけるMcLaughlin Dental VTO
の有用性

古賀　正忠 （ 古賀矯正歯科クリニック 院長）

略　歴
1974年 　　  東京歯科大学大学院　歯学研究科歯科矯正学修了　歯学博士  
1999年 　　  Edward H. Angle Society 正会員 
2001－ 2006年 Clinical Assistant Professor, USC
2003年 　　  古賀矯正歯科クリニック　院長
2007年 　　  JCO Contributing Editor
著　作
人為的歯牙移動時の組織変化に関する研究 - 光学顕微鏡及び電子顕微鏡による観察 - 1974 歯科学報
ストレートワイヤー法 : Andrews, L. F. 著 , Straight Wire. 監訳 ,1982 医学情報社
システマイズド オルソドンティック メカニクス : Bennett, J.C., McLaughln, R.P, 著 , 2002監訳 , エルゼビアサイエンス
ストレート ワイヤー エッジワイズ システム : McLaghlin 等と監著 ,2014 永末書店
矯正治療 メカニクスの基本 : Bennett, J.C., McLaughlin, R.P. , 著 ,, 監訳 2015 永末書店

　矯正歯科治療における抜歯の必要性とその対応は「矯正歯科治療の目標を達成する上で抜歯が必要か」という診断
―治療方針上の検討を経て導き出されるものと考える。
　矯正歯科治療の目標について、McLaughlin 等は次のような9項目を挙げている。
（1） 好ましい静的咬合
（2） 好ましい機能的咬合
（3） 健康な顎関節
（4） 健康な口腔周囲筋群
（5） 顔貌のバランスと調和（審美性）
（6） 健康な歯周組織そして歯に対する十分な骨のサポート
（7） 気道の維持または改善
（8） 治療結果の安定性
（9） 主訴の改善
　矯正歯科治療は端的に表現すれば、矯正治療によって「症例に解剖学的（形態学的）、生理学的、審美的な形態を与
え機能させる」という事になると思う。形態の正常範囲は頭部レントゲン規格写真による軟組織、顎骨、歯系の分析値、
Andrews Static Occlusion Norm（Andrews, L.F. は天然歯の静的咬合の正常性の条件を検討しAndrews Static 
Occlusion Normを示した）等が基準となり、担当医がそれらを統合した予測目標（いわゆるVTO）で個人化した絞
り込みをするという作業が基本的である。一方で予測目標としての形態がベストな機能を発揮するか、という点は
顎顔面複合体の、特に機能の持つ複雑性のために見切り発車的な対応を迫られる点は否めないと思う。また（5）の
顔貌のバランスと調和は、審美性という人種や文化的背景によって幅のある概念の上に成り立っていることもあり、
抜歯、非抜歯の課題は、おのずと「ある範囲」の中で捉えざるを得ないと思われる。このような悩ましい点を認識し
ながら、演者は抜歯、非抜歯判断の具体的な方針決定補助方法としてのMcLaughlin Dental VTO（トータルディ
スクレパンシーの概念を用いて上下顎の歯の移動量や移動方向を左右別に図示する方法）を紹介し、この方法が今回
のテーマの解決方法の一助となることについて症例を用いて示したいと思う。尚、矯正治療における抜歯、非抜歯
の課題は、診断―治療方針上の課題であり治療目的ではない、という点についても認識しておく必要があろう。
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シンポジウム2
11月22日（金）9：00～11：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

矯正治療における抜歯部位について

古賀　義之 （ 長崎大学病院　矯正歯科　准教授）

略　歴
1984年　九州大学歯学部卒業
1984年　長崎大学歯学部文部教官助手  
2001年　長崎大学医学部・歯学部附属病院講師
2014年　長崎大学病院准教授

　矯正臨床においては、多くの症例分析・診断法が存在し、それらを元に抜歯を含む治療方針が決められて
いる。このような診断法においては、同じ症例でも適応する診断基準・方法の違いにより、異なる治療結果
が導き出される可能性は否定できない。すなわち、それぞれの診断法には、特定の基準が存在することが考
えられるが、本来理想的な治療結果はある一定の結果に収束すべきであり、バリエーションがあること自体
に問題があるともいえる。実際に症例報告等で見られる難症例の治療結果は、『治せるとすればこういう結
果だろう』という予想の範囲から大きく逸脱しているものは少ない。
　このような診断法において、それぞれの診断基準の相互関係がどのようになっているかを考えてみる必要
がある。今回は、ある一定形状の頭蓋に対して、顎関係を変化させた場合の診断法ごとの基準の違いを検討し、
結果的には顎関係の不正を上顎・下顎のどちらで治療するかの割合を決めるのに等しいことを示す。本来不
正咬合の治療では、骨格的不正を含んでいる場合が多いため、上下顎のどちらに問題があるかによってアプ
ローチを変える必要がある。しかしながら、下顎後退症や下顎前突症などからわかるように、実際には下顎
に問題がある場合が圧倒的に多い。さらに、Spee の彎曲が過蓋咬合の程度を決定する大きな要因であるこ
とからも、下顎が上下顎の水平的、垂直的関係を決定する要因としての寄与率が高いことが考えられる。
長崎大学病院矯正歯科では、下顎へのアプローチを主体とするRadney 法を主に利用している。簡単な例
で示すと，抜歯部位を含む診断結果として特徴的なのが、4番の4本抜歯症例よりも上顎4番下顎5番抜歯
症例の方が多いと言う結果となっている。この様な治療を行うには、特にオーバーバイトをコントロールす
る力学的な配慮が重要だと考えている。今回の講演を行うにあたり，われわれが行っている診断法とメカニ
クスの特徴を含めてご紹介できればと考えている。
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シンポジウム2
11月22日（金）9：00～11：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

矯正歯科治療における抜歯の必要性と判断基準 
－治療例をとおして考える－

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　オハイオ州立大学留学
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〜 2018年       3月　新潟大学大学院医歯学総合研究科副研究科長
2019年       4月〜    　新潟大学医歯学総合病院 副病院長（企画戦略・医科歯科連携）

日本矯正歯科学会理事・常務理事，日本顎変形症学会理事・副理事長
日本口蓋裂学会理事，日本歯科審美学会理事・常任理事
日本矯正歯科学会 認定医（1522号），同指導医（443号），同管理指導医

　矯正歯科治療の目標は個々の症例で若干異なるものの、まずは適正な歯列・咬合関係の獲得および硬組織
に裏打ちされた口腔周囲軟組織の形態的、機能的調和を図ることにある。適切な資料採得、分析、診断の後、
永久歯列期の症例においては治療目標を達成するために抜歯が必要か、非抜歯で改善可能かを検討すること
になる。日常臨床における抜歯、非抜歯の選択にあたっては、患者の意向ならびに矯正歯科医の治療に対す
る考え方や技量が少なからず影響する。患者も担当医も抜歯せずに治療目標を達成できるのであればそれに
越したことはないが、非抜歯治療を目的化することは厳に慎まなければならない。
　抜歯を適用するか否かを判断するにあたって配慮すべき項目として、矯正歯科治療を提供する上でのミニ
マムリクワイヤメントである「適正かつ緊密な咬頭嵌合の確立」、ポステリアーディスクレパンシーにも配慮
した「歯の大きさと歯槽骨とのディスクレパンシーの程度」、「上下顎間関係および上下顎歯列の前後的・垂
直的・水平的不調和の程度」、「上下顎前歯の位置と口腔周囲軟組織の歪みの程度」、「歯・歯列と歯槽骨との
位置関係」、「歯周組織の改善あるいは健全な歯周組織の維持」、「治療後の長期安定性」などが挙げられる。
これらの項目について抜歯を適用することで利する点が多いと判断されれば、患者／保護者に抜歯の必要性
と予想される結果ならびに抜歯部位を説明し、理解と同意を得て治療を開始する。個々の症例における抜歯
の可否判断を適確に実践するには、経験症例数を増やすとともに長期経過を含む治療結果（アウトカム）の評
価を繰り返し丹念に行うことが肝要である。
　今回のシンポジウムでは、実際の治療例を提示しながら矯正歯科治療における抜歯の必要性と判断基準に
ついて皆様方と議論できればと考える。



臨床セミナー 1
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月21日（木）9：15～11：00

『バイオメカニクスをいかに矯正臨床に応用するか？』

『�矯正歯科における生体力学の重要性』
槇　宏太郎（ 昭和大学歯学部歯科矯正学講座 主任教授）

『�New�innovative�geometries�in�biomechanics』
Andrea Wichelhaus

（ Director and Chairperson, Department of Orthodontics, Ludwig-
Maximilians University （LMU）, Medical Center, Munich, Germany）

座長：田中　栄二（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　理事、 
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）

槇　宏太郎（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員長、 
昭和大学歯学部歯科矯正学講座　主任教授）

企画趣旨
　あらゆる医療分野の中でも、矯正歯科治療ほどバイオメカニクス（生体力学）への理解と臨床応
用が必要かつ重要な領域はないでしょう。歯を移動させることから始まり、機能的な咬合の完成
に至るまでに、生体力学的考察を避けて通ることは、矯正歯科治療を生業とする医療従事者にとっ
て、社会から求められるより高いレベルにおけるコンプライアンスの遵守に対する怠慢であると
言わざるをえません。とは言っても、正しくバイオメカニクスを理解すること、教育することは
今もなお難しいというのが本音です。
　本セミナーでは、矯正臨床におけるバイオメカニクスの重要性を再認識し、今後どのように理
解、開発、応用していくのかについての提言をいただくために、国内外から矯正治療バイオメカ
ニクスの研究・臨床の第一人者をお招きしました。
　Andrea Wichelhaus 先生には、ブラケットに弾性を持たせる逆転の発想に基づいた最新のブ
ラケットシステムのバイオメカニクスについて解説していただきます。また、槇宏太郎先生には、
矯正力や咬合力が誘発する歯の移動、あるいは顎骨の生体反応や成長する過程をシミュレーショ
ンする最新のバイオメカニクス研究から臨床応用までの興味深いお話をしていだきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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臨床セミナー 1
11月21日（木）9：15～11：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

矯正歯科における生体力学の重要性

槇　宏太郎 （ 昭和大学歯学部歯科矯正学講座 主任教授）

略　歴
1989　  　昭和大学大学院・歯学研究科修了（歯学博士）
1995　  　昭和大学歯学部・講師（歯科矯正学講座）
1998-99　UCSF 客員教授
2003　  　昭和大学歯学部主任教授（歯科矯正学講座）
2011　  　バーゼル大学客員教授
2013　  　早稲田大学理工学術院客員教授
2013-19   昭和大学歯科病院長
2019　  　昭和大学歯学部長

受　賞
2005　  　 AAO Annual Session, Joseph E. Johnson Clinical Award 
　　　　    CARS（Computer Assisted Radiology and Surgery）2005, Poster Award 
2006　  　 AAO Annual Session, Joseph E. Johnson Clinical Award

　矯正治療は、生体組織に物理的な力を加え、代謝活性の変化を利用する治療です。外力を用いた医療は他
にあまり類が無く、整形外科ぐらいではありますが、実は、全ての生体反応のメカニズムは、この『力』と切
り離して考えることはできません。
その理由は、地球上の生物は、重力という環境下で誕生し、進化し続けているからにほかなりません。
生体力学（バイオメカニクス）を学ぶ重要性と面白さは、まさに、この『力』を知るという点に在ります。
　矯正臨床において、術者が、患者の個々の力学的な環境に注目すべき機会は多くはないと思われがちです
が、ご存知のように、我々の治療の対象とする咀嚼器官は、消化器官であると同時に、運動器官でもあります。
したがって、歯列の適切な位置を考えるためには、顎顔面全体の力学的な特徴を充分に把握しなければなり
ません。そして、円板が離脱し、下顎頭が吸収するような疾患にも、必ず力学的なメカニズムが存在します。
また、顎骨の成長発育においても、遺伝子的な制御システムが外的環境の変化を常に捉えて対応しているこ
とも明らかとなっております。
　ましてや、治療装置や治療法の効果を検討する際に、装置の発揮する力の大きさや影響する領域も不明な
まま、作用時間さえも測ることが出来ずに、討議をいくら重ねても、真実に迫ることは困難であろうと言わ
ざるを得ません。メタアナリシスの前に、見えないものを見えるようにし、測るべきものを測りませんか。
それが生体力学であり、科学的な治療の第一歩です。
　本講演におきましては、生体力学的な解析手法を用いた、顎顔面と歯列の診方，顎骨成長の予測，矯正治
療の影響，関節円板離脱の要因，至適な咬合平面位置の決定方法，治療効果を評価する新たな技術、そして、
近未来の力学的計算手法を用いた歯の移動のコンピュータ・シミュレーションなどの話題を、時間の許す範
囲でご紹介させて頂きます。

第78回日本矯正歯科学会学術大会
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The straight wire technique, developed by Andrews in the 1970s, is based on the anatomic conditions 
of the teeth. The integration of first, second and third order bends into the bracket system has 
signifi cantly facilitated the orthodontic therapy and made sliding mechanics possible. A dynamisation 
of the straight wire therapy was striven for by applying diff erent prescriptions and slot dimensions. 
Recent clinical investigations show that this is only possible to a quite limited extent. Besides active 
movements along the arch, defi cits of the straight wire technique manifest also in the fi nishing phase 
in the poor transmission of corresponding torque. In recent years, the individualization of the straight 
wire technique has been further developed when applying digitalization and indirect bonding. Studies 
show, however, only a short reduction of the treatment duration and no improvement of the clinical 
result. Reasons for this are the limited predictability of the biological reaction, the slot geometry 
(rectangular slot), manufactureŕ s tolerances and the use of a mechanically rigid bracket system. 

A dynamisation of the orthodontic therapy was achieved by a newly developed bracket system 
made from Nickel-Titanium alloy in combination with a new slot geometry. The so-called “V-slot 
mechanics” in combination with a superelastic alloy allow the transmission of dynamic and small 
moments. Thus, the V-slot mechanics represent an entirely new treatment approach in orthodontics, 
leading to a “biologisation” of the treatment together with a biomechanical individualisation. 

第78回日本矯正歯科学会学術大会 The 78th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society
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Clinical Seminar 1
November 21（Thu.）9：15～11：00　Lecture Hall 1 （Main Hall, Nagasaki Brick Hall）

New innovative geometries in biomechanics

Andrea Wichelhaus
（ Director and Chairperson, Department of Orthodontics, Ludwig-Maximilians 

University （LMU）, Medical Center, Munich, Germany）

Career�History
1985  　 Exam in Dental Medicine
1986  　 DDS
1987  　 Doctorate and Doctoral Degree
1989  　 Specialist in Orthodontics
1990 ‒ 1999  　 Assistant Professor and Alternate Director of the Division for Orthodontics, Ulm University
1995  　 Walter-Engel-Price: recognition of scientifi c developments in orthodontics
1996  　 Price for best annual publication of the German Society for Orthodontics/Deutsche Gesellschaft für 

Kieferorthopädie, “The development and testing of a new NiTi-SE-steel uprighting spring”
1996  　 Habilitation, Phd, Ulm University, Germany
1996  　 Research Fellow at the Harvard University, Department of Orthodontics, Boston USA
1999  　 Award of the Orthodontic Society of Japan for the research work on NiTi materials
1999 ‒ 2008  　 Director and Chairperson, Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, University of Basle, 

Switzerland
since 01.09.2008 　 Director and Chairperson, Department of Orthodontics, Ludwig-Maximilians University Medical 

Center, Munich, Germany
since 1988  　 over 100 publications and over 400 national and international oral scientifi c presentations, lectures 

and continuing education courses
2013  　 Textbook “Orthodontic therapy ‒ fundamental treatment concepts” （Thieme, Stuttgart, Germany） in 

German. The textbook has been published in fi ve languages.



　1970年代にアンドリュースによって開発されたストレートワイヤーテクニックは歯の解剖学的状態に基づい
ている。ファースト、セカンド、サードオーダーベンドをブラケットシステムに統合することで矯正歯科治療は
より容易になり、スライディングメカニクスが可能になった。ストレートワイヤー法の有効性は様々なブラケッ
トの仕様やスロットサイズを適用することで強化されたが、近年の臨床研究によれば、その有効性はごく限られ
た範囲に限定されていることがわかってきた。アーチワイヤーに沿って歯を移動させることに加え、ストレート
ワイヤーテクニックの欠陥は、最終ステージにおいて、ワイヤーからブラケットへのトルクの伝達がうまく働か
ないことにも明確に現れている。近年、デジタル化やインダイレクトボンディングの適用で、ストレートワイヤー
テクニックの個々の患者へのカスタマイズ法の開発がさらに進んでいる。しかし、研究が示すのは治療期間の若
干の短縮のみであり、臨床結果の改善は見られない。その理由は、生物学的反応の予測可能性が限られること、
スロットの形状（長方形のスロット）、製造者側の許容誤差、力学的に剛性を持たせたブラケットシステムの使用
である。
　矯正歯科治療の強化は新たに開発したニッケルチタン合金製ブラケットシステムと新たなスロット形状との組
み合わせで達成された。いわゆる「V - スロットメカニクス」と超弾性合金で作られたブラケットの組み合わせに
より、動的かつ小さなモーメントの伝達が可能になった。このように、V - スロットメカニクスは歯科矯正学に
おける全く新しい治療法であり、バイオメカニクスに基づくカスタム化とともに治療の「バイオ化」をもたらす。
　発表で使用する医療機器は日本国においては未承認医療機器である（11月21日現在）。

第78回日本矯正歯科学会学術大会
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臨床セミナー 1
11月21日（木）9：15～11：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

バイオメカニクスにおける新たな革新的幾何学形状

Andrea Wichelhaus
（ ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU、ドイツ）歯科矯正学講座　主任教授）

略　歴
1985 歯科医師資格試験
1986 歯学部卒業
1987 博士号取得
1989 歯科矯正専門医
1990 ‒ 1999 ウルム大学　歯科矯正学講座　助手・講座主任代理
1995 ウォルター・エンゲル賞受賞：歯科矯正学の研究推進への貢献
1996  ドイツ矯正歯科学会　年間最優秀論文賞受賞（『新しい超弾性ニッケルチタン・ステンレススチールアップラ

イティングスプリングの開発と試験』）
1996 ウルム大学（ドイツ）　大学教授資格（PhD）
1996 ハーバード大学（米国、ボストン）　歯科矯正学講座　研究員
1999  ニッケルチタン素材に関する研究に対し日本矯正歯科学会賞
1999 ‒ 2008  バーゼル大学（スイス）歯科矯正学・小児歯科学講座　主任教授
2008年 9月 1日より  ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU、ドイツ）歯科矯正学講座　主任教授
1988年より  100以上の論文発表、および国内外で 400以上の学会口頭発表ならびに生涯研修コース
2013  『矯正歯科治療：基本的な治療の考え方』（Thieme 社 [ シュトゥットガルト ]、ドイツ語）を出版。

同教科書は 5つの言語で出版されている。
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臨床セミナー 2
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月22日（金）14：00～16：00

『過去の難症例・再治療症例から学ぶ未来への戦略的
矯正診断・治療』

『�難症例においても到達したい咬合学的不時着点と戦略的矯正診断』
米澤　大地（ 米澤歯科醫院 院長）

『�過去から学ぶ未来への診断・治療』
嘉ノ海　龍三（ 医療法人社団 カノミ矯正・小児歯科クリニック 理事長・院長）

『�再治療ケースの複雑な問題点を効率的に解決するための矯正学的戦略』
菅原　準二（ 医療法人社団 健康会 仙台青葉クリニック 包括歯科 主任）

座長：不島　健持（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員、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 教授）

小川　晴也（ 小川矯正歯科 院長、公益社団法人日本矯正歯科学会　倫理・裁定 
委員会　委員）

企画趣旨
　矯正医が難症例に遭遇し、極めてチャレンジングな治療を強いられる機会は少なからずあり、
特に近年、成人期の矯正治療の需要が高まるにつれ、難症例も確実に増加しています。また、成
長期に治療した症例においても、初診時に適切な診断を行い、良質な治療を施したにもかかわら
ず、数年後に再治療が必要になる場合も稀にあります。
　われわれ矯正医は、難症例に対する診断・治療を安全かつ確実に行うため、また不幸にして再
治療になった症例に対する治療戦略を構築するために、過去の難症例・再治療症例に向き合い、
そこから多くの教訓を学ぶ必要があります。
　本シンポジウムでは、３名の著名な先生方をお招きし、異なる視点からどのように難症例・再
治療症例に取り組むべきなのか、過去の症例に照らして、ご講演いただきます。嘉ノ海 龍三 先生
には、治療が長期間に及ぶ要因と解決策について解説していただきます。菅原 準二 先生には、再
治療症例を供覧していただき、再治療を避けるための戦略的診断・治療方針の立案ならびに再治
療症例に対する実践的アプローチについてご講演いただきます。米澤大地先生には、補綴学的咬
合再構成の視点から、難症例・再治療症例への包括的アプローチについてお話をしていただきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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臨床セミナー 2
11月22日（金）14：00～16：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

難症例においても到達したい咬合学的不時着点と戦略的矯正診断

米澤　大地 （ 米澤歯科醫院 院長）

略　歴
1996年　　長崎大学歯学部 卒業
2003年　　米澤歯科醫院 開業
2014年〜　長崎大学歯学部 歯科矯正学分野 非常勤講師
2017年〜　長崎大学歯学部 口腔インプラント学分野 臨床准教授
2018年〜　日本臨床歯科学会大阪支部長（大阪 SJCD 会長）
2019年〜　大阪歯科大学付属病院 口腔インプラント科 CE セミナー講師
2010年　　近畿矯正歯科研究会 28回大会 最優秀賞受賞
2015年　　圧下のための歯科矯正用アンカースクリュー　クインテッセンス出版
2018年　　近畿矯正歯科研究会 36回大会 話題賞受賞
2018年　　A Histomorphomentric Study in Humans JOMI 2018 Vol33 P181-187
2019年　　部分矯正 〜その臨床応用のすべて〜 デンタルダイヤモンド出版

　歯科矯正治療のゴールとして、咬合治療としての理想咬合というものはあるが、すべての症例をそこに導
けるものではない。治療後の後戻り、上下顎骨成長の多様性、患者の協力度の違いなどコントロールの難し
い問題があり、そのほかにも顎骨のディスクレパンシーや歯牙の形態、サイズの不調和、歯槽骨の問題や移
動限界、欠損部位の骨質、骨量など、矯正治療の難しさは挙げればきりがない。矯正治療の特性を理解しな
い補綴医との連携は苦労を伴う。

　演者はインプラント治療や歯周治療、咬合治療を普段行う一般開業医だが、全顎的な歯科矯正治療にも携
わらせていただくGP矯正家でもある。自らが矯正治療を行う故、その難しさに悩む臨床家の1人であり、
自らの治療の不味さをどうリカバリーするか日々迷う臨床家である。
一方で矯正専門医は、矯正治療だけで完結せず、補綴治療やインプラント治療と連携する際に、上手くいか
ない症例でGPと連携を行うにあたって悩むことがある。また、矯正治療だけで完結する天然歯列の患者で
も、将来歯周治療や補綴治療を一般歯科や専門歯科にて受ける可能性がある。矯正治療を咬合治療と捉えて、
その様な時でも最低限達成していただきたいポイントを、補綴治療のガイドラインに沿って臨床的に考察し
たいと思う。

　下顎位について、許容できる顆頭安定位とは何か、絶対的に問題なのは何か。
臼歯部の関係について、なぜ理想を追求すべきなのか。
偏心滑走運動時の適正なガイドとは何か、動的咬合で満たす要件とは何か。

　最終的にこれら要件を最低限満たす矯正治療を行っていただければ、連携するGPとしては大変助かる、
その様な到達点と、そこに達するための禁じ手？の手法も示してみたいと思う。

　また、それらが達成できれば、欠損や病的歯牙移動を伴う、咬合再構成治療の難症例に於いても、矯正治
療を効率的に介入させ、補綴やインプラント治療の連携治療が達成できる戦略的治療計画を立てることがで
きると考えており、皆様のご評価をいただきたいと思う。
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臨床セミナー 2
11月22日（金）14：00～16：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

過去から学ぶ未来への診断・治療

嘉ノ海　龍三 （ 医療法人社団 カノミ矯正・小児歯科クリニック 理事長・院長）

略　歴
1977年　　大阪歯科大学　卒業
1980年　　姫路市にて開業
1989年　　歯学博士（大阪歯科大学、小児歯科）取得
2002年　　大阪大学大学院歯学研究科（矯正学）修了

　理想的な歯列や咬合を得るには、矯正歯科はなくてはならない医療技術であることは言うまでもありませ
ん。最近では、顎変形手術の発達のお蔭で、著しく乱れているⅡ級やⅢ級、極端な開咬や過蓋に至るまで、
治せない症例は少なくなってきたように感じています。多数歯の先天性欠如や多数歯の埋伏など、ある種類
のアノマリーを持つ患者に対しても他科との連携を取りながら一定の治療法は存在します。では、どんな患
者さんが難症例として分類され、幾度となく再治療が必要なのでしょうか？今回のテーマである「難症例や
再治療を必要とする症例」とは、単純に考えると治療期間が長期にわたった症例と満足する治療結果が得ら
れなかった症例等が考えられるので、今回は、通常の矯正患者の長期経過症例について考察しました。
治療期間が長期に至った原因：
1.　患者の協力性が低い
2.　口腔機能に異常や機能低下を示す患者
3.　鼻閉などにより口呼吸をしている患者
4.　多発性齲蝕（カリエスアクティビティ）が高い患者
5.　若年性歯周病や多発性歯周疾患の患者
6.　ブラキシズムや顎関節症の症状を示す患者
7.　アンキローシス（骨性癒着）の歯を持つ患者
　以上が考えられますが、果たして実際の臨床現場では、どうなのかを調べてみました。
　これらの症例は、一般的によく出会うが、治療期間そのものはやや長い程度で、治療困難とまでは言えま
せんでした。一方、治療期間の長い症例の特徴は、キャンセル率が高い事、ヘッドギアやゴムの装着をしな
い事や、本人の矯正治療へのモチベーションが低い事でした。これらの特徴を示す患者の治療期間は、長期
化する傾向が認められました。
　我々が治療を開始する前には、十分なコミュニケーションを取ることが必要です。矯正治療期間中の口腔
衛生の重要性や矯正装置のメカニズムおよび装置装着時間の協力性が治療結果や治療期間に影響することに
対して、十分な理解と認識が得られた上で治療を開始することは当然ですが、途中で何度も立ち止り、治療
経過の再評価を行い、繰り返し説明をすることの重要性が再認識されました。
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臨床セミナー 2
11月22日（金）14：00～16：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

再治療ケースの複雑な問題点を効率的に解決するための
矯正学的戦略

菅原　準二 （ 医療法人社団 健康会 仙台青葉クリニック 包括歯科 主任）

略　歴
1973年　東北大学歯学部卒業
1973年　東北大学歯学部・助手
1991年　東北大学大学院歯学研究科・助教授
2006年　コネチカット大学・客員臨床教授（現在）
2006年　東北大学退職
2007年   （医）歯科一番町 SAS 矯正歯科センター・主任
2014年   （医）仙台青葉クリニック・包括歯科・主任（現在）

受　賞
The 2007 BF and Helen E Dewel Research Award （American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics）

著　書
現代外科的矯正治療の理論と実際
反対咬合治療のコンセンサスを求めて
歯列矯正治療の失敗と再治療

　矯正歯科医であれば、複雑な問題点を伴った再治療ケースに遭遇する機会が必ずあることから、再治療へ
の備えが不可欠である。再治療ケースの背景には、生物医学的問題に加えて心理社会的問題が絡んでいるこ
とが多く、問題解決を確実かつ迅速に図るためには、術者はTADs や外科的矯正を中心とした再治療戦略
についてスキルアップを図る必要がある。また、そのようなスキルを身につけること自体が、望まれない結
果を未然に防ぐことにも通じると考えられる。演者が経験した再治療ケースにおいて、成長期では、｢マル
チブラケット治療のタイミングが尚早であること｣が主要因と推察した。成長期にマルチブラケット治療で
形成される咬合は、紛れもなく成人の咬合であり、特に骨格性反対咬合では、デンタルコンペンセーション
が限界まで施されることから、思春期後期における特異的な顎成長を補償できず、再発をきたしたと思われ
る事例が多く存在する。再治療を避けるためには、治療のタイミングを思春期前の第1期治療と顎成長終息
後の第2期治療とに明確に分離した二段階治療が望ましい。ただし、骨格性不調和が極めて重度の場合には、
第1期治療を見合わせ、顎成長終息後に外科的矯正あるいはカムフラージュ治療を適用するという対応が無
難であろう。一方、成人期では、｢治療ゴールの不在｣と｢難症例に対する鑑別診断と治療メカニクスの不足｣
が主要因と推察した。再治療を余儀なくされたケースでは、共通して治療ゴールが明示されていなかったこ
とから、目標が定まらない矯正治療が施されたものと考えられた。また、難症例においては、とくに垂直的
な問題点の評価とそれを確実に改善するための矯正学的あるいは外科学的な戦略が不足しているように思わ
れた。今回の講演では、典型的な再治療ケースを提示するとともに、それらの複雑な問題点を解決するため
に講じた矯正学的戦略について演者の私見を述べる。
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スタッフ＆ドクターセミナー
講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

11月21日（木）10：00～11：00

『�歯科医院における働き方改革��―人生 100年時代を支えようー』
小原　啓子（ 株式会社デンタルタイアップ　代表取締役）

座長：寺田　康子（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　国内渉外委員会　副委員長、 
医療法人社団 寺田矯正歯科医院）

企画趣旨
　患者とのよりよい関係を築き、患者からの理解と協力を得ることが、矯正歯科治療の成否を決
定する重要な要因の一つとして認識されているところです。一方で、働く環境をより快適にし、
歯科医師と歯科衛生士や医療スタッフとの良好なパートナーシップを構築することによっても、
治療成果を向上させるだけでなく、お互いの働くモチベーションを高め、医院経営の健全化が図
れるものと考えられます。本年４月より、働き方改革関連法が順次施行され、勤務時間の見直し
や有給休暇取得義務化など歯科医院、病院等でも対応が迫られているところかと思います。また、
勤務環境の改善がなければ、医療スタッフの確保もままならないでしょう。
　本セミナーでは、歯科医院経営マネジメントや働き方改革実践支援等の分野でご活躍の株式会
社デンタルタイアップ 代表取締役の小原 啓子 先生をお迎えし、「雇用の質」向上の視点から、歯
科医師にとっての経営の質の向上、歯科衛生士や医療スタッフにとっての勤務負担の軽減、やり
がいの向上、患者にとっての質の高い医療の提供を実現するための好循環サイクルの実践につい
てお話いただきます。

 （第78 回日本矯正歯科学会学術大会 大会長　吉田　教明）
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スタッフ＆ドクターセミナー
11月21日（木）10：00～11：00　講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

歯科医院における働き方改革  ―人生 100年時代を支えようー

小原　啓子 （ 株式会社デンタルタイアップ　代表取締役）

略　歴
1980年 広島歯科衛生士専門学校（現 : 広島高等歯科衛生士専門学校）卒
2004年 産業能率大学経営情報学科卒
2006年 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻（経営戦略研究室）修了
2007年 デンタルタイアップ設立　代表
2011年 株式会社デンタル タイアップ　代表取締役
2018年 神奈川歯科大学短期大学部     客員教授　
2018年 広島県「働き方改革実践企業」認定

受　賞
2018年 ビジネス ･ イノベーション ･ アワード 2018『歯科医療業界働き方改革賞』受賞　

著　書
歯科医院の活性化－現場で起こる変革のドラマ―（医歯薬出版）
歯科学と経営学の融合「歯科医院経営の心得」（医歯薬出版）  
はいしゃさんの働き方改革（医歯薬出版）

　ITや AI の進展に伴い各社が積み上げてきたデータの分析と活用による経営戦略は一般企業では常識と
なっています。
　歯科医院に於いては、クライアントのニーズに見合ったサービスを提供できるかが健全で継続的な医院経
営の要です。それには自院の実態を客観的に分析したデータに基づく戦略経営の考え方が必要となります。
　2007年、2014年に行われた第5次・6次医療法改正は、働く場の改善を組み込んだ、医療の質を上げる
ための法律改正でした。
　法改正に合わせて、厚生労働省研究班より「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメン
トシステムの導入の手引き」が策定され、翌年にはその改訂版が公表されています。
　その内容は、経営学を基盤とした組織の仕組みづくりそのものでした。
まさしく厚生労働省が示す手引書には、「雇用の質を上げると医療の質が上がり、その結果患者さんの満足
度は向上し、歯科医院の経営は安定する」と、指摘しています。
演者は2007年に「共に生きる喜びの創造」の理念のもと、デンタルタイアップ社を設立し、個人歯科医院の
マネジメント及びスタッフ教育に関する事業活動を行ってきました。この間、活動実践に基づく「歯科医院
の活性化」「歯科医院経営の心得」「はいしゃさんの働き方改革」を医歯薬出版より発刊し、2018年にはビジ
ネス・イノベーション・アワード「歯科医療業界働き方改革賞」を受賞しました。
　この度、法令遵守により組織の変革をすすめ、「雇用の質」向上の好循環サイクルを実践してきた歯科医院
からのデータをまとめました。
安定した医療提供には、優秀な人材の確保は絶対です。人を定着させるためには、組織の基盤となる5S活
動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）、法令遵守、仕事の視える化（マニュアルの活用）、独自性の尊重、有給休
暇の取得体制が大きく関与するという結果を得ました。
　若干の考察を加えて、これからの組織のあり方を提案したいと思います。



生涯研修セミナー
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月20日（水）16：00～18：00

『矯正歯科治療における顎口腔機能解析と評価』

『�不正咬合と顎口腔機能の関連』
友成　博（ 鶴見大学歯学部 歯科矯正学講座 教授）

『�顎変形症患者における嚥下時舌動態と咀嚼能力の解析』
坂上　馨（ 新潟大学医歯学総合病院 矯正歯科 助教）

座長：足立　敏（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員）
坂本　輝雄（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員）

企画趣旨
　現在我が国の少子・高齢化は急速な進行を見せています。65歳以上人口割合は2015年には
26.7% と過去最高となり、さらに人口は今後も減少し続け、2048年には1 億人を割り込むと推
計されています。人口動態が変化する状況や歯科医療の変遷と併せ、顎口腔領域の疾病構造も変
化してきており、疾病治療型の診療から疾病予防・機能回復型の診療へのシフトが求められてお
ります。保険診療においても昨年度より、成長発育期の小児に対して口腔機能発達不全症、高齢
者に対しては口腔機能低下症の診断で口腔機能に対する管理加算が新たに加わりました。
　矯正歯科治療は形態的改善を治療のアウトカムとする分野ですが、長らく「形態と機能の関連」
について、多くの症例報告や臨床・基礎研究がなされてきております。そこで本セミナーでは、
前述のような背景を含め、改めて矯正歯科治療と口腔機能の関連性をテーマとして企画いたしま
した。
　ご講演いただく鶴見大学歯学部　歯科矯正学講座の友成　博先生には、不正咬合者の顎口腔機
能の特徴や脳血流への影響について、また新潟大学医歯学総合病院　矯正歯科の坂上　馨先生か
らは、新たに機能評価として加えている嚥下時舌動態解析や今後の顎機能評価に関する展望につ
いてお話しいただきます。
　会員の皆様の日常臨床に有益な情報が得られるものと期待しております。

 （公益社団法人日本矯正歯科学会 卒後教育委員会 委員長　佐藤　和朗）
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生涯研修セミナー
11月20日（水）16：00～18：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

不正咬合と顎口腔機能の関連

友成　博 （ 鶴見大学歯学部 歯科矯正学講座 教授）

略　歴
2000年  3月　鹿児島大学歯学部　卒業
2006年  4月　鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科　助教（口腔生理学） 
2010年  4月　鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 助教（歯科矯正学）
2014年  7月　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科修了　博士歯学
2016年  4月　鹿児島大学学術研究院医歯学域 鹿児島大学病院 講師（矯正歯科）
2018年 11月　鶴見大学歯学部　教授（歯科矯正学）

　現在、国民からの歯科医療に期待する役割は大きく変容してきており、今後は従来の歯の形態回復に特化
した治療の需要は減少し、機能回復や歯科疾患等の予防に対する需要が増加すると予想されています。小児
では食べることを含めた口腔機能の成長発育、成人や高齢者では歯周病等の予防・重症化予防に加え口腔機
能の維持・回復など、ライフステージにおいて健全な口腔機能の獲得・維持・回復をめざす歯科治療の必要
性が増すことが示されています。矯正治療においても、不正咬合者の形態的特徴や審美性の評価に加え、顎
顔面口腔領域で営まれる口腔機能を客観的に観察・評価することは、適切な診断に基づいた治療方針を確立
し、国民へ良質な医療の提供に繋がると考えます。また、治療による口腔機能の改善から全身の健康への寄
与を明らかにすることで、矯正治療の意義をさらに高めることができると考えています。しかし、形態と機
能の因果関係については不明なことも多く、口腔機能の多面性と多様性からどのような評価基準で病態を捉
えるべきか困難であることが多いのが現状ではないでしょうか。
　近年、不正咬合者の形態的評価に加え、顎口腔機能評価の重要性が示唆されるようになり、不正咬合と顎
口腔機能の関連や矯正治療による変化について明らかにされつつあります。本講演では、機能評価のパラメー
ターとして代表的な咬合力、咀嚼能力、咀嚼中の下顎運動と咀嚼筋活動などを用いて、不正咬合者の有する
顎口腔機能の特徴や矯正治療による変化を究明した研究報告を考察し、当科における顎口腔機能評価の取り
組みや咀嚼機能が低下した顎変形症患者の脳血流への影響についてお話させていただきます。
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生涯研修セミナー
11月20日（水）16：00～18：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

顎変形症患者における嚥下時舌動態と咀嚼能力の解析

坂上　馨 （ 新潟大学医歯学総合病院 矯正歯科 助教）

略　歴
2009年　昭和大学　歯学部　卒業
2015年　新潟大学大学院医歯学総合研究科　歯科矯正学分野　修了（歯学博士）
   　　   新潟大学医歯学総合病院　矯正歯科　医員
2017年　公益社団法人日本矯正歯科学会認定医取得
2018年　新潟大学医歯学総合病院　矯正歯科　助教

受　賞
2016年　第 26回 特定非営利活動法人日本顎変形症学会総会　優秀ポスター賞
2017年　第 20回 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術奨励賞
2018年　第 77回 公益社団法人日本矯正歯科学会　優秀発表賞

　私たち矯正歯科医にとって、顎口腔機能管理と特に密接に関わるのは顎変形症患者である。外科的矯正治
療の治療目標として、顎間関係の改善による調和のとれた咬合と顔貌の美的調和の獲得といった形態的改善
が挙げられるが、診断と治療方針の立案および長期安定性を考える上で機能的要因への配慮は不可欠である。
しかし、外科的矯正治療の際に顎口腔機能検査を行い評価はしているが、検査結果を十分に活用できてない
ことが多いと思われる。加えて、治療後の新しい形態に対する口腔機能の順応は明らかになっていない部分
が多く、口腔筋機能訓練（MFT）も施設によって様々であり明確にマニュアル化されていないのが現状であ
る。
　これまで顎口腔機能検査法としては、筋電図による咀嚼筋活動様相や顎運動軌跡の評価が行われてきた。
しかしながらこれらは、咀嚼器官の活動状況を評価するための機能レベルの検査法であり、これに加えて、
実際の食品や代用食品を用いた嚥下や咀嚼を評価する「能力レベル」の検査法を加える必要があると考えた。
そこで当科では、①舌圧を指標とした嚥下時舌動態解析、②超音波診断装置による嚥下時舌動態解析、③全
自動咀嚼能力測定装置を用いた咀嚼能力をそれぞれ代用食品で検査を行い解析してきた。特に、顎変形症患
者のなかでも骨格性下顎前突症患者の嚥下および咀嚼に関する研究を進め、その特徴を抽出することで十分
なエビデンスをもつ訓練法へ繋げることを試みている。
　本口演では、特に私が深く関わってきた厚さ0.1mmの舌圧センサシートを用いた嚥下時舌動態に関する
研究を中心に、これまでの研究成果と外科的矯正治療患者の顎口腔機能管理の展望について紹介させていた
だきます。
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サテライトセミナー 1
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月20日（水）18：00～20：00

『口腔機能発達不全症』

『�口腔機能発達不全症を理解するための成長期における機能解剖学』
阿部　伸一（ 東京歯科大学解剖学講座　教授）

『�口腔機能発達評価マニュアルに基づく診断』
朝田　芳信（ 鶴見大学歯学部小児歯科学講座　教授）

『�口腔発達機能不全を呈する子どもへの対応』
佐藤　秀夫（ 鹿児島大学病院 発達系歯科センター小児歯科　講師）

座長：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）
小川　卓也（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員）

企画趣旨
　日本歯科医学会は、2013年より子供の食の問題を正しく理解し、国民から真に求められる
支援者となるための研鑽を図ることを目的とした取り組みを行ってきました。その成果として、
2018年に、小児の口腔機能発達評価マニュアルが発行されております。口腔機能低下症ならび
に口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方については、我々、矯正歯科における診断や治療
とも密接に関連しております。 特に、口腔機能発達不全症における「食べる」「話す」 「呼吸する」
機能の評価と指導・管理方法に関する知識を得ることと今後の歯科医学的なアプローチの社会に
おける進展を予想することはとても重要です。 
　参考）口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方（平成30年3月） （平成30年3月2日公開、
平成30年3月29日改訂 , 日本歯科医学会） 
http://www.jads.jp/basic/pdf/document-180328-03.pdf 180329-2 
　そこで、本セミナーにおきましては、昨年に引き続き口腔機能発達不全をテーマに、その第2弾
として、「口腔機能発達不全症を理解するための成長期における機能解剖学」を阿部伸一先生に、

「口腔機能発達評価マニュアルに基づく診断」を朝田芳信先生に、そして、「口腔発達機能不全を呈
する子どもへの対応」を佐藤秀夫先生に、ご講演頂きます。口腔機能の発達に関する知識や新しい
知見を学び、矯正治療の意義や使命を再度確認して、今後のより安心安全な医療へ向けて考える
機会となれば幸いです。 
 （公益社団法人 日本矯正歯科学会 学術委員会 委員長　槇　宏太郎）
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サテライトセミナー 1
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

口腔機能発達不全症を理解するための成長期における機能解剖学

阿部　伸一 （ 東京歯科大学解剖学講座　教授）

略　歴
1989年　東京歯科大学卒業
1993年　東京歯科大学大学院終了（歯学博士）
1994年　ドイツベルリン自由大学留学
2010年　東京歯科大学解剖学講座教授（現在）

著　書
歯のしくみ 口のしくみ（クインテッセンス出版株式会社）
口腔からウェルエイジング（クインテッセンス出版株式会社）

　機能の発達とは、胎生期の咀嚼、授乳の練習からすべてが始まる。そして出生後の授乳、歯の萌出に伴う
離乳など、歯の萌出の推移と機能の発達は大きく関係する。特に12歳前後に永久歯列が完成するまでの期
間は、永久歯が萌出するということだけでなく歯の萌出とともに上下の顎が大人の形に近づき、姿勢の一部
である「顎位」を決めていくための最も重要な成長の時期である。この時期に正しく「嚙む」「飲む」「呼吸する」
ことを習得することが重要となる。口腔機能発達不全症とは、「食べる機能」「話す機能」など口腔が担う機
能の一部が十分に発達していないか正常に機能獲得ができていない状況で、明らかな原因疾患がない場合を
言う。
　哺乳類が母乳を飲むために進化した構造物が「頰」である。この「頰」の存在によって我々は、人類特有の咀
嚼機能を獲得した。さらに7つの舌筋によって構成される「舌」との協調運動が咀嚼機能にとって重要となる。
舌の土台は舌骨であり、舌骨は多くの筋群の等尺性収縮によってその位置が決まっている。すなわち舌位は、
口腔・軟口蓋・咽頭などの筋群の習慣的な機能に影響を受ける。よって成長期の正しい口腔機能の獲得が適
正な位置に舌を誘導し、形態学的には歯列や顎骨の形態形成にも影響を与える。
　本講演では口腔機能発達不全症を理解する上で重要な知識となる、成長期における正常な口腔機能の獲得
に関する機能解剖学的な解説を行う。
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サテライトセミナー 1
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

口腔機能発達評価マニュアルに基づく診断

朝田　芳信 （ 鶴見大学歯学部小児歯科学講座　教授）

略　歴
1986年　  日本大学卒業
1992年 -1994年   日本大学長期海外派遣研究員（米国　Jackson 研究所）
1993年  日本大学　専任講師（松戸歯学部　小児歯科学講座）
1997年  日本大学　准教授（松戸歯学部　小児歯科学講座）
2001年  鶴見大学　教授（歯学部　小児歯科学講座）

著　書
2009年  4D カラーアトラス　歯列・咬合の発育　（医歯薬出版）
2013年  保育者が知っておきたい子どもの歯と口の病気　（学建書院）
2013年  ０歳からの口腔育成　（中央公論新社）
2018年  間違いだらけの子どもの歯みがき　（春陽堂書店）
2019年  小児の口腔科学　（学建書院）

　正常な口腔機能を獲得している成人では、機能異常が生じた場合、訓練（リ・ハビリテーション）すること
で可及的に元の正常な状態に戻すことができます。一方、小児期の口腔機能は常に、機能の発達・獲得（ハ
ビリテーション）の過程にあり、各成長のステージにおいて正常な状態も変化し、機能の発達が遅れていた
り誤った機能の獲得があれば、その修正を早い段階で行うことが重要となります。
　生命機能に直結する「食べる」「呼吸する」と生活機能である「話す」「表情をつくる」という口腔機能の発達
には、硬組織（歯、歯列・咬合）、軟組織（口唇、舌、小帯）、咀嚼筋の3つの要素が大きく関わっています。
これらの要素がバランスよく発育することで健全な口腔機能の育成が期待できます。しかしながら、乳幼児
期および学童期は、乳歯や永久歯の萌出時期と重なり、さらには小帯付着異常がみられやすく、口唇閉鎖力
も発達途上にあり、咀嚼筋も未発達なため、健常な小児であっても口腔機能の発達に問題を抱えることが多
い時期といえます。
　そこで、「食べる機能」、「話す機能」、その他の機能が十分に発達していないか、正常に機能獲得ができて
おらず、明らかな摂食機能障害の原因疾患がなく、口腔機能の定型発達において個人因子あるいは環境因子
に専門的関与が必要な状態を口腔機能発達不全と捉え、早期からの歯科的介入により、健全な口腔機能の育
成を図ることを目的に、「口腔機能発達不全症」という疾患名が新たに誕生しました。
　本サテライトセミナー 1では、口腔機能発達不全症が導入された経緯と口腔機能発達評価マニュアルに基
づく診断についてお話しさせていただきます。
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サテライトセミナー 1
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

口腔発達機能不全を呈する子どもへの対応

佐藤　秀夫 （ 鹿児島大学病院 発達系歯科センター小児歯科　講師）

略　歴
2004年　鹿児島大学歯学部卒業
2008年　鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 博士課程修了
2008年　鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野 助教
2010年　昭和大学歯学部 口腔衛生学教室研修
2010年　鹿児島大学病院 小児歯科「もぐもぐ外来」開設
2014年　鹿児島大学病院 発達系歯科センター 小児歯科 講師
2017年　スタンフォード大学医学部精神科 客員研究員
2018年　特定非営利活動法人南日本口腔機能支援研究会 理事長

　鹿児島大学 小児歯科では、発達期のトータルオーラルケアを目標に全人的歯科治療を実践しており、発
達期摂食嚥下リハビリテーションを目的とした「もぐもぐ外来」を2010年に開設し現在に至っている。2018
年度の当科の初診患者の約2割が摂食嚥下障害または口腔機能発達不全症など「咀嚼・嚥下・構音・呼吸」に
関するものであり、小児歯科の専門領域として同需要が高まっていることが推察される。対応としては、口
腔機能の獲得に主眼に置き、患児に関わる専門職・保護者と緊密に連携を進めるようにしている。症例1：
非症候性部分無歯症　現病歴：1歳過ぎから歯が萌えないことを母親が気にして、近医を受診後に精査・加
療目的で当科を受診した。口腔機能の正常獲得を目的として言語聴覚士との連携下で食形態の調整と口腔筋
機能訓練および構音機能の指導を実施した。4歳5か月で義歯を作製したが、装着を嫌がり、幼稚園教諭の
協力を得て使用を促した。義歯使用が可能となった後は、反対咬合を認めるため矯正歯科と連携し加療を継
続している。症例2：口蓋扁桃肥大、睡眠時無呼吸症候群　現病歴：9歳0か月女児 , 普段から口を開けてい
ることが多く、食事時間が長いことを主訴に来院。就寝中もいびきがあり、精査の結果中等度の睡眠時無呼
吸症候群を認めた。対応として、舌機能矯正装置を装着し、睡眠時無呼吸症候群の改善と嚥下機能の改善を
行った。本講演では、上記の症例以外にも口腔機能発達不全症と考えられる事例を紹介し、その対応につい
て活発な議論を促したい。
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第78回日本矯正歯科学会学術大会

サテライトセミナー 2
講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

11月20日（水）18：00～20：00

『歯の移動の分子生物学的メカニズム』

『�骨免疫学が紐解く歯槽骨代謝の分子基盤』
塚崎　雅之（ 東京大学大学院医学系研究科免疫学 / 東京医科歯科大学大学院 

医歯学総合研究科細菌感染制御学）

『�メカニカルストレスが骨代謝に及ぼす影響について』
横瀬　敏志（ 明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野　教授）

『�矯正力のかかった歯の周りの細胞・分子の挙動を探る』
上岡　寛（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野　教授）

座長：溝口　到（ 公益社団法人日本矯正歯科学会　学術委員会　委員）
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）

企画趣旨
　歯の移動に関する細胞生物学的な特徴は、様々な領域における先進的な研究によって明らかに
されてきました。現在も、日進月歩の研究手法の発展は、ほんの数年の間に、それまでは想像も
しなかった驚くべき知見を我々に示してくれたり、当然のことと決めつけていた事象や深く考察
しなかった反応に隠された重要なメカニズムを教えてくれることもあります。
　そこで、本セミナーにおきましては、最新の歯の移動に関する分子生物学をテーマに、「骨免疫
学が紐解く歯槽骨代謝の分子基盤」と題して塚崎雅之先生に、「メカニカルストレスが骨代謝に及
ぼす影響について」として横瀬敏志先生に、そして、上岡寛先生には「矯正力のかかった歯の周り
の細胞・分子の挙動を探る」というタイトルでご講演頂きます。
　臨床医として、骨代謝を代表とする生体組織の反応の詳細を知り、最新の知見を得ることは、
症例の多様性の理解や効率的な治療の構築に必ず結びつくことと思います。改めて矯正治療の意
義や使命を確認し、『新しい目』で日常の診療を考え、そして、壮大な夢に触れる機会となれば幸
いです。 

 （公益社団法人 日本矯正歯科学会 学術委員会 委員長　槇　宏太郎）
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サテライトセミナー 2
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

骨免疫学が紐解く歯槽骨代謝の分子基盤

塚崎　雅之 （ 東京大学大学院医学系研究科免疫学 /
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科細菌感染制御学）

略　歴
2013年  3月　  　　昭和大学歯学部　卒業　同附属病院にて 1年間の臨床研修
2014年  4月〜 2018年  3月　 東京大学リーディング大学院 GPLLI
2015年  4月〜 2018年  3月　 日本学術振興会特別研究員（DC1）
2018年  3月　  　　東京大学大学院医学系研究科博士課程 修了（医学博士）
2018年  4月〜　  　　日本学術振興会特別研究員（PD）
2018年 10月〜　  　　昭和大学 口腔生化学講座　兼任講師

主な受賞歴
歯科基礎医学会 学会奨励賞，口腔医科学フロンティア研究会 奨励賞，日本免疫学会 Best Presentation Award，
先端歯学スクール 最優秀賞 , 昭和大学　上條賞，独立行政法人日本学生支援機構 優秀学生顕彰 学術部門大賞

主要論文
ɴａｔｕｒｅ　ʀｅｖ　ɪⅿⅿｕｎｏˡ 2019, ɴａｔｕｒｅ　Ｃｏⅿⅿｕｎ　2018, Ｊ　ʙｏｎｅ　Ｍｉｎｅｒ　ʀｅｓ　2017, ʙʙʀＣ　2012, ʙʙʀＣ　2011

　歯科医師の日常業務において大きな割合を占めるのは、「細菌と力、免疫系の相互作用がもたらす骨代謝
の変化」を制御することではないだろうか。歯周炎、根尖性歯周炎、咬合性外傷、骨隆起、矯正治療による
歯の移動など、臨床現場で観察される現象の多くは、上の定義に含まれる。裏を返せば、歯科臨床の様々な
局面を科学的に考える上で重要な根本原理は共通しており、それは「細菌、力、免疫系、骨代謝のクロストーク」
であることを意味する。これを理解するために有用な概念が「骨免疫学」であり、主に関節リウマチ研究によ
り医科領域で確立されてきた学問体系である。
　我々は近年、関節リウマチで最悪の悪玉細胞と考えられてきた「骨を破壊する免疫細胞」が歯周炎組織に
集積し、細菌を排除すると同時に感染歯周囲の骨吸収を誘導することで生体防御に寄与する現象を見出し、
炎症性骨破壊の起源とその生物学的意義を世界で初めて提唱した（Tsukasaki et al. Nature Commun
2018）。
　炎症は一般的に骨破壊を誘導するが、骨形成という全く逆の現象を引き起こすことがある。例えば根尖性
歯周炎のレントゲン画像には、透過像と硬化像が混在する。これは同じ炎症物質でも、濃度・一緒に作用す
る因子・標的細胞が異なれば、骨に真逆の影響を与えうるためだと考えられる（Tsukasaki et al. Nature 
Rev Immunol 2019）。同じように「力」も、矯正移動や咬合性外傷の際には骨吸収を引き起こすが、骨隆
起やポンティック部位の骨増殖など、骨形成も誘導しうる。これも同様に、「力」の強度・一緒に作用する因
子・標的細胞の違いで説明できる可能性がある（塚崎雅之 , 歯界展望 特別寄稿 2019年9月号）。
　本講演では、歯槽骨代謝の分子基盤を理解する上で重要な科学的成果を、歴史的なものから最先端のもの
まで概説し、臨床の先生方との議論を深めたい。
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サテライトセミナー 2
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

メカニカルストレスが骨代謝に及ぼす影響について

横瀬　敏志 （ 明海大学歯学部機能保存回復学講座保存治療学分野　教授）

略　歴
1987年　城西歯科大学（現：明海大学歯学部）卒業
1991年　明海大学大学院修了（口腔病理学）
1992年　昭和大学歯学部　口腔病理学講座　助手
1992年　米国 NASA へ研究員として派遣
1999年　明海大学講師
2000年　明海大学助教授
2005年　奥羽大学教授
2013年　明海大学教授　現在に至る

受　賞
JHC Merit Award、日本骨代謝学会プレナリー賞、日本歯科保存学会奨励賞、
日本歯科保存学会デンツプライ賞、日本レーザー歯学会優秀論文賞

著　書
「成功するインプラント治療の基本原則」、　「The Nd:YAG Laser Book」

　骨組織は一見静的に見える組織であるが、骨吸収と形成が絶えず行われている活発な組織である。この骨
組織は絶えず力学的な影響を受け、その作用に反応するように骨代謝がコントロールされ、最終的にはその
形態まで変化する。例えば、鍛えたスポーツ選手の骨組織は太くなり骨塩量が増加し、逆に運動を制限され
た骨組織は細くなり骨塩量が減少する。これらの現象はWolff の法則とFrost の理論から理解することがで
きる。Wolff の法則は「骨の形状は加わる力によって支配され、必要なところに骨をつくり、不要なところ
から骨を取り除く性質を持つ」とあり、骨組織と力学的な関係を示した法則である。また、Frost の理論は骨
代謝と力学的な関係を「力が加わらない状態」、「正常な力が加わった状態」、「必要以上に負荷がかかった状態」
の三条件での骨代謝を詳しく述べたものである。これらの法則と理論を基本として骨代謝とメカニカルスト
レスの関係を調べるとメカニカルストレスによて骨代謝をコントロールできる可能背が見えてくる。事実、
薬物療法に比較してサイドエフェクトが少ない低侵襲な力学的な治療法は骨粗鬆症の治療法としてガイドラ
インにも取り上げられている。
　これまでに、骨組織に力学な作用が加わった場合、それを認識するのが骨細胞であることが確認され、骨
細胞によって骨形成や吸収がコントロールされていることが示され、骨細胞が骨代謝の司令塔であることが
分かってきた。これまでに我々はメカニカルストレス以外にも Laser や超音波、超短波といった物理学的な
刺激でも骨細胞を介して骨代謝に同様の作用を示すことを確認している。これらの結果は物理学的な刺激も
メカニカルストレスと同様に骨組織の再生療法に応用できる可能性を示している。今回の講演ではメカニカ
ルストレスと骨代謝の関係を概説し、骨再生療法に対する物理学的な刺激の応用の可能性について考察して
みたい。
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サテライトセミナー 2
11月20日（水）18：00～20：00　講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

矯正力のかかった歯の周りの細胞・分子の挙動を探る

上岡　寛 （ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野　教授）

略　歴
1989年　３月　徳島大学歯学部卒業
1993年　３月　徳島大学大学院歯学研究科歯科矯正学専攻博士課程修了
1993年　４月　徳島大学歯学部助手
1995年　９月　米国インディアナ大学医学部ポスドク（1998年 2月まで）
1999年　１月　岡山大学歯学部附属病院助手
1999年　４月　岡山大学歯学部附属病院講師
2006年　３月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科助教授（のち准教授）
2014年　２月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授（現在まで）
2015年　５月　岡山大学病院口唇裂 ･ 口蓋裂総合治療センター長（現在まで）

　「骨も硬いし、歯も硬い。でも歯は骨の中を悠々と動いていく。」この不思議なマクロな変化を視覚的にも
体感できる矯正歯科治療。この劇的な変化の裏にはミクロな細胞達の献身的な営みがある。
　様々な科学分野において、自然現象を視覚化することが最近のトレンドである。新しく開発されたイメー
ジング技術は、しばしば科学分野で画期的な進歩をもたらしている。特に生物学分野では、分子レベルの現
象を可視化しながら細胞内で起こっている時空間的応答を明らかにすることができた。このような視覚化に
より , 細胞外からの刺激に対する細胞・分子の挙動が理解しやすくなった。一方、近年、骨細胞に対する様々
なアプローチがなされ、メカノセンサーとしての骨細胞の機能が徐々に解明されようとしている。しかし、
骨細胞は硬組織に埋め込まれているため、その生物学的特徴を研究することは困難であった。そこで、骨の
中に埋もれた骨細胞の動態を観察するには、これらイメージング技術を用いた観察は欠かせないものとなっ
てきた。本サテライトセミナーでは、矯正力のかかった骨の中での骨細胞の営みを解明するにあたって、こ
れまでのin vitro ならびにin vivo での問題点がどの程度まで克服できたのかを概説したい。そして、共焦
点レーザー走査型顕微鏡、超高圧電子顕微鏡、集束イオンビーム走査型電子顕微鏡の応用を紹介し、骨微細
構造を明らかにし、骨細胞の機械的刺激感受性について私共の研究を紹介しながら考えてみたい。
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ラウンド・テーブル・ディスカッション
ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション 3F プレミアホール

11月21日（木）12：20～13：50

1．  時實　千代子 『 耳鼻咽喉科との連携のための工夫』
2．  鈴木　博 『 学校歯科健診で矯正歯科医に求められていること　 

～矯正歯科医ができること～』
3．  伊藤　智恵 『 患者も術者も安心安全な矯正歯科治療契約書とは』
4．  宮崎　晴代 『 矯正歯科基本研修修了者の働き方に関する調査』
5．  小椋　幹記 『 顎矯正手術直後の矯正歯科治療』
6．  鈴木　達 『 矯正歯科の技工士に何が求められているのか』
7．  山田　尋士、常盤　肇
  『 矯正歯科医療における 3D デジタルデータの応用について』
8．  龍野　耕一 『 生物 - 心理 - 社会モデルから矯正歯科臨床を視る』
9．  里見　優 『 口腔機能発達不全症における矯正歯科治療の役割』
10． 安藤　文人 『 スタッフ教育プログラム構築のポイント』
11． 石野　由美子、石野　善男
  『 口腔筋機能療法（MFT）のこんな時どうする～ Q&A ～』

企画趣旨
　1998年以来、日本矯正歯科学会大会において毎年行われてきたラウンドテーブルディスカッ
ション（RTD）が第78回大会におきましても開催されます。
　RTDは、研究、教育および臨床に携わる多くの医療関係者が、モデレーターの取り上げた矯正
臨床に関わる様々なテーマについて意見交換を行う場であり、講演や展示発表とは違った相互コ
ミュニケーションを重視したプログラムです。　
　今年は11テーブルで、臨床経験豊富なモデレーターによるテーマに加え、歯科衛生士および
歯科技工士の方にご参加いただけるテーブルもございます。
　参加者同士が活発な討議を通して、自由でかつ楽しく語り合える場でありますので、皆様の日
頃の臨床に少しでもお役に立つことを期待して、多くのご参加をお願い申し上げますとともに、
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

� （公益社団法人日本矯正歯科学会　RTD委員会）
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ラウンド・テーブル・ディスカッション
11月21日（木）12：20～13：50　ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション 3F

1.  時實　千代子 （ ときざね矯正歯科）

略　歴	 1979年　大阪大学歯学部卒業、同年大阪大学歯学部矯正歯科学講座入局
	 1982年　滝本矯正歯科診療所勤務
	 1993年　ときざね矯正歯科　開設

著書や研究発表の実績
「口呼吸を呈する反対咬合症例の矯正治療に伴う咽頭部気道の変化」近畿東海矯正歯科学会誌　1982年
「骨格性反対咬合における上顎前方牽引法の臨床的評価」近畿東海矯正歯科学会誌　1986年
「筋機能療法を併用した骨格性開咬症例」近畿東海矯正歯科学会誌　1988年

『耳鼻咽喉科との連携のための工夫』
鼻咽腔疾患と歯並びは密接に関係しています。耳鼻咽喉科との連携診療のために、当院では患者の治療をし
ていただいている耳鼻咽喉科の先生方に、『歯並びと耳鼻咽喉疾患』に関して、3か月に1回、ニューズレター
を送付しています。今回症例を通して、矯正歯科の立場で耳鼻咽喉疾患を有する患者に対するアプローチを
討論しましょう。

2.  鈴木　博 （ 日本学校歯科医会）

略　歴	 2005年	4月～現在　東京都学校歯科医会（都学歯）理事
	 2017年	6月～現在　日本学校歯科医会（日学歯）理事

著書や研究発表の実績
共著：「学校歯科保健活動の場での “気づき ”から生まれる「個」への対応」都学歯編　2012年
共著：「学校歯科健康診断における歯列・咬合ならびに顎関節の診査基準の見直し」日学歯編　2015年
共著：「においの科学ー知っておきたい口臭のABCー」都学歯編　2019年

『学校歯科健診で矯正歯科医に求められていること　～矯正歯科医ができること～』
昨年のRTDでは、学校歯科健診で不正咬合を診断する際の問題点について、かかりつけ歯科医である矯正
歯科医の立場で経験した事例を挙げ、現状を把握した。今回はその内容を踏まえて、学校現場から矯正歯科
医に対して求められていることについて、公益社団法人日本矯正歯科学会の会員の一人として学校歯科健診
においてどのような対応ができるのかを具体的に討論したい。

3.  伊藤　智恵 （ 日本臨床矯正歯科医会社会医療委員会）

略　歴	 1985年　東北大学歯学部卒業、東北大学歯学部歯科矯正学講座入局
	 1990年　伊藤矯正歯科クリニック開設　管理者（院長）
	 2006年　公益社団法人日本矯正歯科学会認定専門医

著書や研究発表の実績
「失敗事例から学ぶ～確実で安全な成長期の矯正歯科治療とは～」平成 27年度東京矯正歯科学会春期セミナー　2015年
「健康を守り育てる矯正歯科医療」日本臨床矯正歯科医会第 40回記念東京大会　2012年
「長期経過でブラックトライアングルを解消するプロフェッショナルケアの効果」日本臨床矯正歯科医会　2012年

『患者も術者も安心安全な矯正歯科治療契約書とは』
矯正歯科医会「矯正歯科何でも相談」の係争懸念事例では、法令遵守されない契約条項やそもそも契約書が取
り交わされないなど、医療契約の理解に齟齬があることが見受けられる。術者が医療訴訟等から身を守り、
かつ良質な矯正歯科治療を提供するには、患者とより良い関係を築き、患者に当事者責任を理解して頂くこ
とが必要だ。消費者契約法で規定される最低限の情報提供とその合意に用いる矯正歯科治療契約書について
検討したい。
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4.  宮崎　晴代 （ 東京歯科大学歯科矯正学講座）

略　歴	 1981年 4月　東京歯科大学歯科矯正学講座入局
	 1984年 4月　東京歯科大学歯科矯正学講座助手
	 2003年 4月　東京歯科大学歯科矯正学講座講師

著書や研究発表の実績
「成人抜歯症例における矯正治療後の咬合の安定性について」歯科学報 94,749-70,1994.
「8020達成者の口腔内模型及び頭部X線規格写真分析結果について」Orthodontic	Waves	60:118-25,	2001.
「	An	Investigation	of	Alumni	of	the	Postgraduate	Training	Course	at	the	Department	of	Orthodontics	of		
Tokyo	Dental	College	and	Their	Working	Situations」Bulletin	of	Tokyo	Dental	College,	60巻 4号,	2019.

『矯正歯科基本研修修了者の働き方に関する調査』
東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程の修了者326名を対象として概要を検討した結果、女性の増加が
顕著であることがわかった。また、アンケート調査により、矯正歯科基本研修修了者の矯正歯科医としての
働き方や認定医・専門医取得の状況などが明らかになった。複数の勤務先を持つ特有の働き方や男女の働き
方の違いについて解説し、様々な働き方がある中で矯正歯科医療を提供する上での必要な事項について討論
したい。

5.  小椋　幹記 （ 社会医療法人敬和会大分岡病院マキシロフェイシャルユニット）

略　歴	 1986年		 3月	31日　鹿児島大学歯学部歯学科卒業
	 1996年	10月		 1日　鹿児島大学歯学部附属病院講師
	 2007年		 4月		 1日　医療法人敬和会大分岡病院　矯正歯科部長（2009年　社会医療法人　～現在に至る）

著書や研究発表の実績
「大分岡病院マキシロフェイシャルユニットにおける 9年間の顎矯正手術症例の検討」日顎変形誌　2014年
“Challenge	to	enhanced	recovery	programs	after	orthognathic	surgery”,	25th	Taiwan	Asso.	Orthod.,	2013
「大分岡病院マキシロフェイシャルユニットにおける顎矯正手術治療の取組み」矯正イヤーブック　2011年

『顎矯正手術直後の矯正歯科治療』
顎矯正手術直後には、伸展された骨周囲組織の緊張によって、移動した骨の後戻りが起きやすい。これを避
けるために従来、顎間固定が行われてきたが、近年、顎間固定を行わず、顎間ゴムによる機能訓練 （Chung 
et al. 2008） が行われるようになってきている。このため、術翌日から骨の後戻りに対する対応が可能にな
り、術直後の矯正歯科治療を含めた管理がより一層重要になっていると思われる。顎矯正手術直後の矯正歯
科治療について討論したい。

6.  鈴木　達 （ 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部）

略　歴	 1998年　新東京歯科技工士学校卒業
	 2013年　東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部勤務
	 	 	 	 　　		現在に至る

著書や研究発表の実績
「矯正治療中に使用可能なマウスガードの製作法」日本スポーツ歯科医学会　2005年
「義歯製作用レジン注入装置を用いたソフトタイプOA製作法の検討」日本睡眠歯科学会　2017年
「スタッフ&ドクターセミナー 1講演」日本矯正歯科学会　2018年

『矯正歯科の技工士に何が求められているのか』
近年の矯正歯科技工士には様々な変化への対応が迫られている。矯正の技術的な変化や人手不足、勤務者の
働き方や考え方にも変化が起きている。それらの変化に対応する為、業務効率化の工夫や再製作という非生
産的な問題を回避する工夫、デジタルやコンベンショナルなテクニックの習得方法など、今の矯正歯科技工
士に何が求められているのか、情報交換し討論したい。
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7.  山田　尋士 （ ヤマダ矯正歯科）、常盤　肇 （ 常盤矯正歯科医院）

略　歴	 山田　尋士：	
	 1991年 3月　大阪歯科大学卒業
	 1991年 4月　大阪歯科大学歯科矯正学教室入局
	 1996年 6月　ヤマダ矯正歯科開設
	
	 常盤　肇：	
	 1990年 3月　鶴見大学歯学部卒業
	 1990年 4月　鶴見大学矯正学講座入局
	 2014年 1月　常盤矯正歯科医院　院長

著書や研究発表の実績
山田　尋士：
「口腔内スキャナーの矯正歯科における有用性について」第 59回近畿東海矯正歯科学会（2017.7.2）	
「汎用性	3D	プリンターの精度について」第 59回近畿東海矯正歯科学会（2017.7.2）
「	ブラケットとアライナー型矯正装置を複合した新しい治療コンセプトの紹介第 1報：コンセプトの概要」2017日本矯正
歯科学会

常盤　肇：
"The	main	occluding	area	in	normal	occlusion	and	mandibular	prognathism."	AO,	86（1）,	87-93,	2016.	
"Anatomical	location	of	various	condylar	points	for	jaw	movement	analysis	in	Japanese	women."	J	Oral	
Rehabil.	37（4）:235-41,	2010
「光学式顎運動測定装置（JM‐ 1000T）の臨床的測定精度に関する研究」、顎機能誌、7（1）:13-25,	2001

『矯正歯科医療における 3Dデジタルデータの応用について』
近年、口腔内スキャナー、CBCT、3Dプリンターなどの3Ｄデジタル機器が日本においても急速に普及し
てきた。それら機器の使用、および採得したデジタルデータについて、種々のソフトウエアの使用方法、日
本における関連法規との整合性も含め、今後矯正歯科医療へどのように臨床応用し、有効活用していけるの
かを討論したい。

8.  龍野　耕一 （ たつの矯正歯科クリニック）

略　歴	 1991年　岡山大学歯学部	歯科矯正学講座	講師
	 2016年　岡山大学医学部	整形外科	非常勤講師
	 2017年　岡山大学歯学部	実践歯科医療学	歯科臨床心理学	非常勤講師

著書や研究発表の実績
下顎頭軟骨微細構造と硫酸ムコ多糖体に関する研究	岡山大学学位論文（博士）　1990年
思春期の心理行動特性と睡眠時の呼吸循環動態との関係	兵庫教育大学学位論文（修士）　2014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

『生物-心理-社会モデルから矯正歯科臨床を視る』
矯正歯科臨床における治療技術の進展は著しく、広くその恩恵に浴することができるようになった。しかし、
その治療体系自身は受療者にいったい何を与え得るのだろうか。彼らが感じる心身の体験には、他者や社会
の存在が欠かせない。彼らの経験を生物医学レベルに留まらず心理レベル、社会レべルにまで拡げてその三
者関係を浮き彫りにすることで、‘ 生物 - 心理 - 社会モデル (G.Engel,1977) が教える新しい多職種協働 ’ を
受療者視点に立って創造的に討論したい。
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9.  里見　優 （ さとみ矯正歯科クリニック）

略　歴	 1988年　鶴見大学大学院博士課程修了
	 2008年　鶴見大学歯学部非常勤講師
	 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
著書：「各種矯正装置の特徴と使い方」株式会社ヒョーロンパブリッシャーズ 2017年	編著
著書：「実践	早期治療」クインテセンス出版株式会社　2018年　監著

『口腔機能発達不全症における矯正歯科治療の役割』
「口腔機能発達不全症」が公的医療保険に導入され、早期の矯正歯科治療との兼ね合いが課題となっている。
また早期の口腔機能の発育促進と健康寿命の延伸との関連性は明らかではない。
これについては、疫学的ビッグデータの解析と、母子健康手帳に記録されたデータの全人生化（一生を通じ
て健康管理していけるものにすること）が問題解決への鍵となることを提案し、これらの問題について討論
したい。

10.  安藤　文人 （ 日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター）

略　歴	 1999年	3月　日本歯科大学大学院　歯学研究科博士課程　修了
	 2014年	4月　日本歯科大学附属病院　矯正歯科　准教授
	 2019年	3月　熊本大学大学院　博士前期課程　教授システム学専攻　修了

著書や研究発表の実績
著書：高齢者歯科の医療事故防止ー適切な対応とは何かー，口腔保健協会，2018年
研究発表：知的技能・運動技能が連携した歯科臨床基礎実習の現状分析と問題点抽出，日本教育工学会，2018年

『スタッフ教育プログラム構築のポイント』
歯科衛生士の矯正臨床教育はポストグラデュエートが担っている。多くは就職先の矯正歯科診療所にて行わ
れる。どの機関でも教育のための人的資源や教育時間を確保するために苦心している。教育を効率的・効果
的に行うことは喫緊の問題である。また、自発的学習を促すために研修を魅力的にすることも重要である。
各医療機関の教育上の問題に焦点を当て、効率的・効果的・魅力的なスタッフ教育の構築のポイントを討論
したい。
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11.  石野　由美子、石野　善男 （ 二子玉川ガーデン矯正歯科）

略　歴	 石野　由美子：	
	 1983年　東北歯科専門学校歯科衛生士科卒業、日本矯正歯科研究所付属デンタルクリニック勤務
	 1994年　昭和大学歯科病院第一口腔外科言語治療室勤務（現在	口腔リハビリテーション科非常勤勤務）
	 1999年　二子玉川ガーデン矯正歯科勤務　現在に至る

	 石野　善男：	
	 1999年　二子玉川ガーデン矯正歯科開設　
	 2001年　北海道医療大学歯学部歯科矯正学講座非常勤講師
	 2009年　昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科兼任講師

著書や研究発表の実績
石野　由美子：
論文「舌小帯短縮症の重症度と機能障害について～舌の随意運動機能、構音機能、摂食機能についての定量的評価の試み～」
口腔科学会誌 50:26-34.	2001
学会講演「表情筋訓練を取り入れたMFTの活用」第 72回日本矯正歯科学会大会（松本）【スタッフ＆ドクターセミナー】
2013年
学会講演「歯科衛生士の役割としてのMFT」第 60回中・四国矯正歯科学会大会（徳島）【シンポジウム児童の口腔機能を	
考える】2017年

石野　善男：
論文「上顎前突成人女性の治療前後における矯正学的口腔科学的研究」東京医科大学雑誌 53（1）:88-101.	1995
研究発表「犬歯の低位唇側転位を伴う不正咬合の治療について」第 45回日本矯正歯科学会大会 1986	
共著「成長期の開咬症への口腔筋機能療法（MFT）」【成長期の開咬を考える】別冊ザ・クインテッセンス臨床家のための	
矯正 YEARBOOK	2017

『口腔筋機能療法（MFT）のこんな時どうする～Q&A～』
MFTは口腔習癖による口腔周囲筋の不調和に起因した不正咬合の患者に対し施行されているが、歯列に対
する舌による内圧と口唇および頬による外圧とのバランスを整え、それらの正しい姿勢位を習慣化させるこ
とを目標とし、このことは矯正治療の円滑化と結果の安定をもたらすと考える。そこで今回は当院での取り
組みを紹介し、各施設での指導の工夫や問題解決に関して討論したい。



指導者講習会
講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

11月20日（水）16：00～17：30

『�基本研修および臨床研修におけるアウトカム』
溝口　到（�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）

『�ホームページ倫理審査について』
五十嵐　一吉（�公益社団法人日本矯正歯科学会　倫理・裁定委員会　委員長）

『�認定医の取得、更新を目指す方、また、その指導者へ』
田中　栄二（�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・臨床研修施設の新規申請と実態報告、および実地調査について』
佐藤　和朗（�公益社団法人日本矯正歯科学会　卒後教育委員会　委員長）

企画趣旨
　指導者講習会は、研修機関における卒後教育内容の充実化と認定医制度についてご理解を深め
て頂くことを目的とし、教育を担当されている指導者を対象として、2011年から開催されてお
ります。本年は、管理指導医委員会、倫理・裁定委員会、認定医委員会、卒後教育委員会の4委
員会からの情報を提供いたします。
　指導者講習会の主な対象者は、日本矯正歯科学会認定医（以下、認定医）を目指す日本矯正歯科
学会研修医（以下、日矯研修医）を教育する立場の日本矯正歯科学会指導医（以下、指導医）と臨床
研修機関の日本矯正歯科学会専門医（以下、専門医）です。2017年度の更新から、指導医を更新
する条件のひとつとして、本講習会への1回以上の参加が追加されておりますのでご注意下さい。

「指導者以外の皆様（特に認定医新規申請・更新を予定されている方）へ」
　各委員会は認定医制度に基づいて調査、診査、評価を行っており、具体的な項目や基準につい
ても説明する予定でおります。認定医の取得を目指している研修医の方、認定医の更新を予定さ
れている方や他学会会員の皆様におかれましても、制度についてご理解を深めて頂くためにも、
ご参加をお待ちしております。

� （公益社団法人日本矯正歯科学会�卒後教育委員会�委員長　佐藤　和朗）
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市民公開講座
長崎大学 良順会館

11月17日（日）13：00～15：30

『あなたの歯並び大丈夫？かみ合わせも大丈夫？ 
～歯並びとかみ合わせの違いを知っていますか？～』

『�人類誕生　〜ヒトはどこから来てどこへ行くのか〜』
馬場　悠男（ 国立科学博物館 名誉研究員 / 日本歯科大学 客員教授）

『�矯正治療後の「かみ合わせ」と「顔」の予測』
玉置　幸雄（ 福岡歯科大学 矯正歯科学分野 教授）

モデレータ：今井　徹（ 公益財団法人日本矯正歯科学会　国内渉外委員会　委員）

企画趣旨
　公益社団法人日本矯正歯科学会では、年に１度の学術大会を開催しております。それに先立ち、
開催地において市民公開講座を開き、広く市民の方々に矯正歯科治療の必要性をお伝えし、同時
に市民の方々の歯並びや咬み合わせの相談を受け付けております。今年は「あなたの歯並び大丈
夫？かみ合わせも大丈夫？〜歯並びとかみ合わせの違いを知っていますか？〜」というテーマで
２人の先生にご講演いただきます。
　美しい歯並びは、審美的な側面が注目されがちですが、歯磨きがしやすい、むし歯や歯周病に
なりにくいだけでなく、口元を隠したりせずに人前でお話ししたり、ご自身の笑顔に自信がつく
という前向きな姿勢を生み出すといった社会心理面にプラスの影響を及ぼします。さらに、正し
いかみ合わせは、咀嚼（ものを咬むこと）効率が上がり、なんでもよく食べられる、歯を食いしばっ
て力が出せる、発音がよくなる、身体のバランスが整うといった健康面にも大きく作用します。
そのため、かみ合わせはことに重要です。
今回は、第78回学術大会のテーマ「矯正歯科医療〜どこから来て、どこに行くのか？」に合わせ
て、国立科学博物館名誉研究員の馬場悠男先生からは「人類誕生 ~ ヒトはどこから来てどこへ行
くのか」と題して、人類学に関する壮大な講演をお願いしております。続いて、かみ合わせについ
て、福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野教授　玉置幸雄先生に『矯正治療後の「咬み合
わせ」と「顔」の予測』として、実際の治験例を交えて、お話しいただきます。
　この機会に多くの市民の皆様にご参加いただき、矯正歯科治療についての意識を高めていただ
きたく存じます。なお、併設された相談コーナーでは市民の方の矯正歯科相談を受けます。ご来
場を心よりお待ちしております。

 （公益社団法人日本矯正歯科学会 国内渉外委員会委員長　野村　泰世）
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市民公開講座
11月17日（日）13：00～15：30　長崎大学 良順会館

人類誕生　～ヒトはどこから来てどこへ行くのか～

馬場　悠男 （ 国立科学博物館 名誉研究員 / 日本歯科大学 客員教授）

略　歴
1968年 　 東京大学理学部生物学科卒業
1973-1988年　獨協医科大学解剖学教室助手、講師、助教授
1988-2009年　国立科学博物館人類研究部主任研究官、室長、部長
1996-2007年　東京大学大学院理学系生物科学専攻教授（兼任）
2013年 　 日本歯科大学客員教授

受　賞
2010年 　 日本進化学会教育啓蒙賞
2011年 　 日本人類学会功労賞

著　書
『NHK スペシャル人類誕生』、『私たちはどこから来たのか 人類 700万年史』、『人類の進化大図鑑』、『人類進化大全』、『顔の百科事典』、
「連載 顔の進化を読み解く」小児歯科臨床 2014年 6,7,8,9,10号、「人類の食性と咀嚼：適応進化的意義」『咀嚼の事典』

　人類進化において、祖先たちが厳しい環境を生き延びることができたのは、直立二足歩行や道具使用とい
うスゴ技の発明だけではなく、「協力と思いやりの心」の発達があったと考えられている。
　アフリカで440万年前にラミダス猿人が豊かな森林から疎林に足を踏み出したときには、オスの優しさが
決め手だった。アファール猿人が350万年前に危険な草原に出て行ったときは、体の大きなオスたちの防御
チームワークが効果的だった。原人が180万年にユーラシアに進出したときには、歯のない老人を養う親孝
行家族がいた。さらにホモ・サピエンスが数万年前にユーラシアに拡散したときには、数十万年前にアフリ
カで別れた旧人の　子孫であるネアンデルタール人と出会って愛をはぐくむこともあった。
人類が誕生してから数百万年、私たちは精霊の許しを得て自然から恵みをいただく存在だった。ところが1
万年前に農耕牧畜が始まり、文明が発祥すると、自然の恵みを自由に操作できると考えるようになった。さ
らに、産業革命が起きると、現在の環境を破壊するだけでなく、過去の環境からの恵みである貴重な鉱物資
源を未来に遺すことなく大量消費し始めた。そして今や文明崩壊の危機を迎えようとしている。
　そのなかにあって、私たち日本人はおよそ4万年前以降、アジアの各地から森と海の豊かな日本列島にやっ
て来て、自然と共存しながら身の丈サイズの暮らしを守ってきた。最近、うっかり現代文明という名の「欲
望充足装置」に乗ってしまったが、この辺で反省・自重し、祖先たちが築いてくれた「協力と思いやりの心」を、
孫や曾孫に、そして未来の人類に向けてみよう。
　誰もが自問する「私たちはどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか」、その答えは、数百万年にお
よぶ人類史、私たち自身の進化のなかに見つかるだろう。だから、研究者たちは、人類史に新たな資料と解
釈を加えようと努力している。古希を過ぎた私でさえ、ときには老骨に鞭打って荒野に向かう。
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市民公開講座
11月17日（日）13：00～15：30　長崎大学 良順会館

矯正治療後の「かみ合わせ」と「顔」の予測

玉置　幸雄 （ 福岡歯科大学 矯正歯科学分野 教授）

略　歴
1997年　福岡歯科大学歯学部歯学科卒業
1998年　福岡歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程進学
2002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
2003年　福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野　助手
2006年　福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野　講師
2017年　福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野　教授（現在に至る）     

受　賞
2008年　The 2nd Joint Meeting KAO and JOS　Excellent Posterboard Presentation Award
2010年　日本顎変形症学会　学会賞
2013年　日本顎変形症学会総会・学術大会　優秀発表賞
2015年　日本顎変形症学会　学会賞

　歯並びやかみ合わせを治す矯正歯科治療は、さまざまな矯正装置を使い長い時間をかけて少しずつ歯を動
かしていきます。また、歯並びだけでなく、成長期の子供に顎の成長のコントロールを行う場合や、受け口
あるいは顎のゆがみが強い場合には外科的矯正治療を行い、かみ合わせと骨格とを同時に改善することもあ
ります。このように、矯正治療は歯並びやかみ合わせを治療するだけでなく、骨格や顔までを扱うことがあ
る医療と言えます。
　一方、矯正治療では歯のでこぼこ（叢生）や出っ歯（上顎前突）を治療するために役割の少ない歯を抜いたり、
受け口（反対咬合）の治療ため手術で顎の骨切りを行うこともあり、最初に具体的な治療目標を設定し、詳細
に治療計画へ反映させる必要があります。また、ひとたび矯正治療を開始すると、マルチブラケット装置な
どの治療器具の装着と同時に抜歯などの非可逆的な処置が行われることが多く、その後の治療計画の変更が
難しくなります。さらに、外科的矯正治療では、治療後にかみ合わせだけでなく顔の印象も変わるため、矯
正治療開始前に治療結果を予測するような事前シミュレーションが重要になります。
　そこで、矯正治療後の「かみ合わせ」を立体的に予測するセットアップモデル、外科的矯正治療後の「顔」を
側貌で予測するセファロメトリックプレディクションについて示します。また、近年のコンピューター技術
の発達により可能となった外科的矯正治療の術後の顔貌の3D予測について、予測と実際の治療結果の例を
示し、矯正治療における予測についてご紹介したいと思います。
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JOS フォーラム
講演会場Ⅰ（長崎ブリックホール 2F 大ホール）

11月22日（金）11：00～12：30

Ⅰ.	 理事長挨拶	 11：00～ 11：05
森山　啓司（公益社団法人 日本矯正歯科学会 理事長）

Ⅱ.	 JOSホットトピックス	 11：05～ 11：45
『歯科保健医療の動向と歯科医療の専門性について』
厚生労働省医政局 歯科保健課 課長補佐　小嶺　祐子　

『矯正歯科統一専門医制度の進捗状況』
日本矯正歯科専門医機関 暫定運営委員会 委員長（日本大学特任教授）　清水　典佳　

Ⅲ.	 JOSインフォメーション・アップデート　　　	 11：45～ 12：20
	 （１）  認定医・専門医制度改革検討委員会：  

（公社）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長　居波　徹
 （２）  医療問題検討委員会：  

（公社）日本矯正歯科学会 医療問題検討委員会委員長　宮澤　健
 （３）  学術委員会：  

（公社）日本矯正歯科学会 学術委員会委員長　槇　宏太郎
 （４）  臨床疫学研究倫理審査委員会：  

（公社）日本矯正歯科学会 臨床疫学研究倫理審査委員会委員長　山田　一尋
 （５）  診療ガイドライン策定委員会：  

（公社）日本矯正歯科学会 診療ガイドライン策定委員会委員長　山城　隆
 （６）  倫理・裁定委員会：  

（公社）日本矯正歯科学会 倫理裁定委員会委員長　五十嵐　一吉
 
 司会進行：齋藤　功（公益社団法人 日本矯正歯科学会 総務担当常務理事）

Ⅳ.	 各賞表彰式	 12：20～ 12：30
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日本歯科矯正器材協議会共催企画
講演会場Ⅱ（長崎ブリックホール 3F 国際会議場）

11月21日（木）12：15～13：45

『企業プレゼンテーション（お弁当付 先着 400 名）』

企画趣旨
　この度、日本歯科矯正器材協議会は、日本矯正歯科学会との共催企画として、例年通り「企業プ
レゼンテーション」を実施させていただきます。
　各社の会社概要、最新の製品・技術・サービス等のご紹介をさせていただき、ご参加の皆様の
ビジネスパートナーとしてともに発展すべく、実りある機会にできればと存じます。
　なお当日は、400食のお弁当をご用意しております。
　また商社展示につきましては、長崎ブリックホールおよび長崎新聞文化ホールのホワイエにて、
65社106小間で展示を行います。スペースに限りがあるため、今回は特装を行わず例年よりは
小規模になり、皆様方にはご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解賜りたく存じます。
　休憩コーナーでは、飲み物のほかに、ささやかながら社会貢献の一助となるべく、震災後から
毎年支援を続けている宮城県の授産施設のクッキーを今年もお配りする予定です。
　「企業プレゼンテーション」および商社展示会場に、学会に参加される多くの皆様のご来場を、
心よりお待ち申し上げております。

� ( 日本歯科矯正器材協議会 )
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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400名）

進行：大石　邦雄（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 JM	Ortho
	 	 新型セルフライゲーティングブラケット及び筋機能矯正装置の紹介

	 2.	株式会社バイオデント
	 	 PLAS（パラタルレバーアームシステム）を用いた口蓋へのアプローチ

	 3.	Bebop	Inc.
	 	 写真管理クラウド	OrthoPics:	矯正歯科と患者エンゲージメント

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

	 5.	カボデンタルシステムズ株式会社　オームコジャパン
	 	 新製品のご紹介

	 6.	ダブルウイングソフト
	 	 セファロ分析ソフトQuick	Ceph	Studio を快適に運用するための院内無線 LANシステム！

	 7.	株式会社ジーシーオルソリー
	 	 ZEROブラケットと新製品のご紹介

	 8.	アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社
	 	 iTero エレメント	5Dで一歩先を行く診療を実現

	 9.	スリーエム　ジャパン株式会社
	 	 新 SL ブラケット　クリアティ™	ウルトラ	セルフライゲーティング	ブラケット



抄　録

	 口　　演	 1-01〜11
	 	 2-01〜11
	 学術展示	 001〜203
	 症例展示	 001〜059
	 症例報告	 001〜013
	 Academic	Exhibits	 001〜042
	 Case	Exhibits	 001〜015

症例報告について

　日本矯正歯科学会における認定医制度は、矯正歯科医療の水準を維持し向上を図ること
により適切な医療を提供することを目的として1990年に創設されました。その後、定期
的にその審査要件や合格基準を見直し、発展させていった結果、現在の認定医制度が確立
するに至っております。そして今もなお、時代にあった形で認定医制度を更新しておりま
す。また、認定医の育成および我が国の矯正歯科医療における指導的役割を果たす者とし
て指導医を設定しております。
　現在の日本矯正歯科学会の認定医の臨床技術のレベルはきわめて高いものとなっており
ます。これもひとえに基礎ならびに臨床研修施設の指導医あるいは専門医の先生方の懇切
丁寧なご指導の賜物とこの場を借りて、感謝申し上げます。認定医・指導医を取得した者
は5年ごとに資格の更新を行わなければならず、その更新要件のひとつとして、日本矯正
歯科学会学術大会における症例報告が設定されております。
　この症例報告は現状の矯正歯科臨床の把握に役立ち、また発表者の実力を発揮できる有
意義なものと考えておりますので、是非ご覧ください。とくに今後、認定資格の更新を控
えている先生方には、ご自身の更新の際の参考としていただければ幸いです。

� 田中　栄二�（公益社団法人日本矯正歯科学会・認定医委員会�委員長）
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口演1-01 矯正学的歯の移動における TNF-αは骨細胞の sclerostin 発現を増強し破骨細
胞形成を誘導する
TNF-a enhances sclerostin expression in osteocyte during orthodontic tooth movement and 
induces osteoclastogenesis

大堀　文俊、北浦　英樹、マラーレ アジール、岸川　明子、小川　紗衣香、セイ カイ、沈　威任、野口　隆弘、
奈良　靖彦、溝口　到
OHORI F., KITAURA H., MARAHLEH A., KISHIKAWA A., OGAWA S., QI J., SHEN W., NOGUCHI T., NARA Y., MIZOGUCHI I.

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】矯正学的歯の移動の際に発現するTNF-αは破骨細胞形成に重要である。最近、sclerostinは骨細胞のRANKL発現を
亢進し、骨吸収を促進することが報告された。本研究では、矯正学的歯の移動に伴うTNF-αの骨細胞におけるsclerostin発
現および破骨細胞形成への影響を検討した。【資料および方法】骨細胞が蛍光する5-6日齢Dmp1-Topazマウスの頭蓋冠から
Topaz陽性骨細胞を単離し、TNF-αあるいはsclerostinを加えて培養後、sclerostinをコードするSOST mRNAやRANKL 
mRNAの発現をreal-time PCRで解析した。また、骨細胞および破骨細胞前駆細胞に1,25（OH）2VD3、PGE2およびsclerostin
を加えて細胞間接触がある状態で共培養を行い、TRAP染色で破骨細胞形成を評価した。次に、8週齢雄性C57BL/6Jマウ
スの頭蓋部皮下にTNF-αを5日間連続で注入後、頭蓋冠のTRAP染色および免疫組織化学染色を行い、破骨細胞形成および
sclerostin発現を評価した（n=4）。さらに、頭蓋冠からRNAを回収し、SOST mRNAの発現をreal-time PCRで解析した。
最後に、8-12週齢雄性TNF receptor欠損（TNFRsKO）マウスの上顎左側第一臼歯および切歯にNi-Tiクローズドコイルスプ
リングを装着し、歯の移動後に免疫組織化学染色で上顎左側第一臼歯の遠心頬側根圧迫側における骨細胞のsclerostin発現
を解析した（n=4）。【結果および考察】骨細胞にTNF-αを作用させるとSOST mRNAの発現が増加し、sclerostinを作用させ
るとRANKL mRNAの発現が増加した。骨細胞と破骨細胞前駆細胞の共培養ではsclerostinを加えると破骨細胞数が増加し
た。また、TNF-αを作用させた頭蓋冠では破骨細胞形成、sclerostinおよびSOST mRNAの発現が増加した。矯正学的歯の
移動では、TNFRsKOマウスのsclerostin発現が減少した。【結論】TNF-αは骨細胞のsclerostin発現を増強し、sclerostinが
骨細胞のRANKL発現を亢進することで破骨細胞形成を誘導し、歯の移動を制御していることが示唆された。

口演1-02 未分化間葉系幹細胞が破骨細胞前駆細胞の走化作用へ及ぼす影響
The effect of mesenchymal stem cells on chemotaxis of osteoclast precursor cells

阿部　崇晴1、國松　亮1、吉見　友希1、柄　優至1、粟田　哲也2、鷲見　圭輔3、中島　健吾1、平木　智香2、
力武　航大2、谷本　幸太郎2

ABE T.1, KUNIMATSU R.1, YOSHIMI Y.1, TSUKA Y.1, AWADA T.2, SUMI K.3, NAKAJIMA K.1, HIRAKI T.2, RIKITAKE K.2, 
TANIMOTO K.2

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、2広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、3速水矯正歯科（ 京都府 ）

【目的】未分化間葉系幹細胞 （MSCs） 移植は再生医療の分野において多く用いられている。骨再生過程において、リモデリ
ング部位における迅速な骨再生環境の整備と、再生部位への細胞の走化は極めて重要である。しかしながら、細胞走化性に
対するMSCsの影響については不明な点が多い。近年、単球走化因子としてC-C motif chemokine ligand 2 （CCL2） が着目
されている。本研究ではMSCsが初期の骨リモデリングの役割を担う破骨細胞前駆細胞 （RAW264） の走化性に及ぼす影響
について調べることを目的とし、CCL2を介したRAW264細胞の走化性に対する影響について詳細に検討することとした。

【試料および方法】6週齢のBalb/c nudeマウスに対し、頭蓋骨欠損を作製し、MSCsを骨欠損部位に移植した。その後、蛍
光標識したRAW264細胞をマウスの尾静脈より移植し、その動態をin vivoイメージングシステムにて解析を行った （n=6）。
また、RAW264細胞の走化性について、Boydenチャンバーアッセイを用いて検討した。さらに、MSCs中のCCL2および
RAW264細胞中のC-C motif chemokine receptor 2 （CCR2） の遺伝子発現について定量リアルタイムPCR法を用いて評価
した。【結果および考察】in vivoイメージングシステムにて計測した骨欠損領域におけるRWA264細胞の蛍光強度は、MSCs
非移植群と比較してMSCs移植群では3、5および7日目において有意に高い値を示した。また、RAW264走化細胞数は共培
養によって有意に増加した。CCL2およびCCR2の遺伝子発現は、細胞単独培養群と比較して共培養群において有意に亢進
した。以上のことより、MSCsは破骨細胞に対するパラクライン機構を介して、骨リモデリングに関与している可能性が考
えられた。【結論】MSCsはCCL2-CCR2相互作用を介してRAW264細胞の走化性を向上さることが明らかとなり、骨再生に
おけるMSCsの有効性が示唆された。
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口演1-03 PKP1の歯原性上皮細胞における密着結合因子 ZO-1の局在制御機構
The role of PKP1 through the distribution of tight-junction protein ZO-1 in dental epithelial cells

宮崎　佳奈子1、吉崎　恵悟2、傅　堯3、韓　雪4、鮒田　啓太1、田　甜3、湯田　智美3、水田　敢士3、高橋　一郎2

MIYAZAKI K.1, YOSHIZAKI K.2, FU Y.3, HAN X.4, FUNADA K.1, TIAN T.3, YUTA T.3, MIZUTA K.3, TAKAHASHI I.2

1九州大学病院矯正歯科、2九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
3九州大学大学院歯学府口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、4同済大学附属口腔医院上海牙組織修復再生工程技術研究センター

【目的】我々はこれまでの研究で、デスモゾームの構成因子である外胚葉異形成症原因遺伝子Plakophilin 1 （PKP1）
が歯原性上皮細胞の細胞膜において密着結合に関与している可能性を示してきたが、PKP1の密着結合における
詳細な役割は不明である。そこで今回、PKP1の細胞間接着における機能解明を目的として以下の解析を行った。

【資料および方法】胎生14日齢から生後3日齢マウスより歯胚を摘出し、免疫染色法にてPkp1および密着結合構成因
子ZO-1の発現解析を行った。また、免疫沈降法を用いてPKP1とZO-1の結合を検討した。さらに、歯原性上皮細胞
株M3H1を用いて、CRISPR/Cas9システムにてPKP1遺伝子欠損細胞株 （PKP1 KO）を作製した。同細胞株にPKP1-
EmGFP発現ベクターを遺伝子導入し、共焦点レーザー顕微鏡を用いてPKP1とZO-1の局在を三次元的に解析した。

【結果および考察】PKP1はエナメル芽細胞分化期においてZO-1と共に細胞膜に局在していた。また、M3H1細胞に
おいてもCa2＋存在下にて細胞間接着部位に両分子の局在が認められた。PKP1とZO-1の結合を免疫沈降法にて検討
したところ、共沈が認められた。PKP1 KO細胞株ではZO-1の細胞膜局在が阻害され、細胞接着の脆弱化を示した。
PKP1 KO細胞株にPKP1－EmGFPを発現させたところ、ZO-1の細胞膜局在および細胞接着が回復し、外因性PKP1
と共局在を示した。また、3次元画像解析によりPKP1とZO-1は上皮細胞の頂端側で共局在していた。以上の結果から、
PKP1は密着結合においてZO-1の局在を制御し、細胞間接着に重要な役割を担っていると考えられた。【結論】PKP1
は密着結合においてPKP1－ZO-1複合体を形成し、ZO-1の細胞内局在を制御している可能性が示唆された。

口演1-04 ペリオスチンスプライスバリアントの頭蓋骨および歯の形成における役割の解明
Clarification of the role of Periostin splice variant in craniofacial and tooth formation

石原　聖子1、臼見　莉沙1、笠原　由紀1、大石　修史1、柴田　佳那2、清水　康広1、石田　雄之1、金香　佐和1、
細道　純1、谷山　義明2、小野　卓史1

ISHIHARA S.1, USUMI-FUJITA R.1, KASAHARA Y.1, OISHI S.1, SHIBATA K.2, SHIMIZU Y.1, ISHIDA Y.1, KANEKO S.1, 
HOSOMICHI J.1, TANIYAMA Y.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野、2大阪大学医学系研究科臨床遺伝子治療学

【目的】矯正歯科治療における骨リモデリングでは、骨添加の際に歯根膜において恒常的に発現している細胞外マトリック
スであるペリオスチン（Pn）が骨の主要な有機成分であるコラーゲン線維の形成に重要な役割を担っている。Pnには全ての
exonの揃っているPn1、exon17を欠くPn2、exon21を欠くPn3、ならびに両者を欠くPn4の4つのスプライスバリアント
が存在しており、心臓においては各スプライスバリアントの機能的差異が解明されている。これまでPn欠損マウスの顎顔
面頭蓋領域において、頭蓋骨の縫合早期癒合、切歯の形成障害、や萌出障害などは報告されているが、Pnの選択的スプラ
イシングによる差異は報告されていない。顎顔面頭蓋領域における各バリアントの役割を解明することにより顎顔面の先天
異常や歯の形成不全に対する診断の一助となることが予測される。したがって本研究においては、各スプライシングバリ
アントの頭蓋冠骨形成や歯の発生・形成・萌出メカニズムにおける機能的・病態的役割を明らかにすることを目的とした。

【試料および方法】生後7週齢および9週齢の雄性マウスのうち、Pn1群（対照群）とPn2群、Pn3群およびPn4群（各n=7）の実
験3群について比較検討を行った。先行研究に基づき頭蓋のμCT画像を撮影し、TRI-3DBonにて23項目を計測した。対照
群とそれぞれの実験群平均値の比較にはstudent t-test（p<0.05）を用いた。なお、実験群は対照群と比べ、有意に低体重で
あり脛骨長が短かったため、脛骨長を基準に計測値の補正を行った。【結果および考察】頭蓋においては上顎、下顎ともに対
照群に対し有意に小さな項目を認めた。特に切歯の形態、歯冠長において顕著であった。なお、有意差が認められた項目は、
各群で異なるものであった。【結論】Pn exon17およびexon21がマウスの頭蓋、ならびに歯の形成において重要な役割を担
うが、スプライスバリアント間で機能的差異がある可能性が示唆された。
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口演1-05 ギャップ結合を介した歯根膜細胞間コミュニケーションは骨代謝を司る： 
組織ライブイメージングによる検討
Gap junctional intercellular communication in human periodontal ligament control bone 
remodeling

石原　嘉人1、イスライン イ2、王　紫儀2,3、菅原　康代2、上岡　寛2

ISHIHARA Y.1, EI HSU HLAING E.2, WANG Z.2,3, SUGAWARA Y.2, 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日本学術振興会（ 東京都 ）

【目的】歯根膜の細胞間情報伝達は、矯正学的歯の移動時における周囲領域の骨リモデリングに重要な役割を果たすと
推測される。我々は、これまでに初代培養系にて細胞間情報伝達系の一つであるギャップ結合（GJ）が歯根膜で機能し、
低酸素環境下において負の制御を受ける事を示したものの、その組織中における詳細は不明であった。本研究では、
ライブセルイメージングを駆使し歯根膜組織中におけるGJを介した細胞間コミュニケーションの機能性ならびに骨
代謝へ及ぼす影響について検討を行った。【資料および方法】実験は、岡山大学病院矯正歯科における矯正治療開始患
者の便宜抜去小臼歯から歯根膜組織を摘出し行った。細胞間におけるGJの分布は、抗Connexin43 （Cx43）抗体を用
いた多重蛍光染色にて検討を行った。GJの機能性は、蛍光退色法（FRAP）により検討を行った。FRAPは、全ての歯
根膜細胞をCalcein-AMで蛍光染色し、標的細胞を消光後、周囲細胞からの蛍光色素の再流入による蛍光輝度の回復
を指標とした。FRAP前に各種試薬による前培養を行った。骨代謝関連遺伝子の変動を定量RT-PCR法にて評価した。

【結果および考察】歯根膜組織の細胞間にはCx43で構成されたGJが存在し、その分布に偏りは認められなかった。生
きたヒト歯根膜組織内で歯根膜細胞のFRAPが可能であった。対照群での蛍光輝度の回復は、消光5分後で44.8±3.8％
であった。GJ阻害剤を前処置した場合、その回復は23.0±7.4％と有意に抑制され、SOSTおよびRANKLの発現量は
対照群と比較し有意に増加した。【結論】ヒト歯根膜にはギャップ結合を介した細胞間コミュニケーションが存在し、
骨代謝を調節する機能を有している可能性が示唆された。

口演1-06 ヘパラン硫酸による頭蓋顎顔面形態形成の制御機構の解明
Elucidation of the regulatory mechanisms on the craniofacial morphogenesis by heparan 
sulfate

中西　祐一郎1、犬伏　俊博1、松本　嘉寛2、山口　祐3、山城　隆1

NAKANISHI Y.1, INUBUSHI T.1, MATSUMOTO Y.2, YAMAGUCHI Y.3, 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、2九州大学医学研究院臨床医学部門九州大学医学研究院整形外科、3サンフォード・バー
ナム・プレビス医学研究所遺伝疾患プログラム

【目的】ヘパラン硫酸の合成・代謝にかかわる遺伝子の変異を原因とする先天異常症候群では、口蓋裂をはじめとした頭蓋
顎顔面形態異常を伴っていることが明らかとなっているが、その詳細については明らかになっていない。そこで本研究で
は、ヘパラン硫酸の欠失が頭蓋顎顔面や歯の形態形成に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。【試料および方法】
本研究では、野生型マウス（C57BL/6）ならびにヘパラン硫酸合成酵素（Ext1）の頭蓋顎顔面特異的（Wnt1-Cre）ノックアウ
トマウス（以下、CKO）胎児を用いた。摘出した胎児は実体顕微鏡下での観察に加え、骨格標本の作製ならびにマイクロ
CT撮影を行い、詳細な形態学的解析を行った。さらに、組織切片を作製し、組織学的解析を行った。遺伝子発現分布の
解析はin situ hybridyzation（ISH）法にて行った。【結果および考察】胎生9.5日では、CKOにおいて大きな形態異常は認め
られないが、胎生10.5日以降になると、CKOでは顔面突起の伸長や癒合が著しく抑制されていることが明らかになった。
CKOは全て出生直後に死亡し、正中裂、口蓋裂を伴う形態異常を示した。骨格標本ならびにμCTでの解析では、顔面正
中部は大きく骨が欠損しており、また、上顎骨ならびに下顎骨の著しい短小化が認められた。組織学的解析では、切歯
や臼歯歯胚の矮小化と形態異常を認めた。さらに、神経堤細胞やそれに由来する組織においてヘパラン硫酸プロテオグ
ライカンであるSyndecanやGlypican の発現が認められた。これらの所見から、神経堤細胞の遊走をヘパラン硫酸が制御
していることが明らかになった。【結論】ヘパラン硫酸は神経堤細胞の遊走を制御することで、頭蓋顎顔面や歯の形態形
成に深く関わっていることが明らかになった。今後、ヘパラン硫酸を標的にしたGlycotherapyの開発が期待される。
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口演1-07 骨芽細胞の骨代謝機構における VNUT の役割
Role of vesicular nucleotide transporter on bone remodeling in osteoblast

井上　愛沙子1、黒石　加代子1、郡司掛　香織1、古株　彰一郎2、白川　智彦1,2、志賀　百年1、水原　正博1、
真鍋　義一1、川元　龍夫1

INOUE A.1, KUROISHI K.1, GUNJIGAKE K.1, KOKABU S.2, SHIRAKAWA T.1,2, SHIGA M.1, MIZUHARA M.1, MANABE Y.1, 
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分子情報生化学分野

【目的】矯正学的な歯の移動などの機械的ストレスは、骨代謝や骨量の制御因子の一つである。骨芽細胞において、機械的ス
トレスによって細胞外へATPが放出され、また細胞外ATPが骨代謝に影響を及ぼすことが明らかになっている。しかし、
骨芽細胞におけるATP放出機構は未だ不明な点が多い。近年、ATPの小胞保存を行う小胞型ヌクレオチドトランスポー
ター（VNUT）が同定された。そこで、本研究は骨芽細胞の骨代謝機構におけるVNUTの関与を明らかにすることを目的と
した。【資料および方法】前骨芽細胞様株MC3T3-E1における、Vnutの発現をq-PCR法にて調べた。遠心力による圧迫力の
付与（5.0～15.0 g/cm2、12～48時間）を行い、培養液中の乳酸脱水素酵素を測定し、細胞傷害率を調べた。また、圧迫力付与
によるVnut、Alpの発現変化をq-PCR法にて調べた。VNUTの阻害剤クロドロネート（0.1～10μM）を添加した骨分化培地で、
MC3T3-E1細胞および初代培養頭蓋骨由来骨芽細胞（priOB）を7、14日間培養した後、ALP活性を測定し、Osterix、Runx2、
CollagenΙ 、Alpの発現変化をq-PCR法にて調べた。【結果】MC3T3-E1細胞におけるVnutの発現を認めた。圧迫力による
細胞傷害率は圧迫力の大きさ、時間に依存して増加した。また、圧迫力付与によって有意にVnutの発現が増加し、Alpの
発現は減少した。MC3T3-E1細胞およびpriOBにおいて、VNUTの阻害剤の添加により濃度依存的に、ALP活性は増加し、
Osterix、Runx2、CollagenΙ、Alpの発現は増加傾向を示した。【考察】骨芽細胞におけるVnutの存在を明らかにした。圧
迫力により、Vnutの発現が増加し、VNUT阻害によりALP活性や骨分化マーカーの発現が増加したことから、骨芽細胞で
の骨代謝の調節にVNUTが関与していることが推測された。【結論】矯正学的歯の移動時における骨代謝において、VNUT
が重要な役割を果たす可能性が示唆された。

口演1-08 機械学習による骨細胞突起と骨細管の抽出
Extraction of bone cell processes and tubules by machine learning

田畑　香織1、橋本　真奈1、長岡　紀幸2、原　徹3、上岡　寛1

TABATA K.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国立研究開発法人物質・材料研究機構（ 茨城県 ）

【目的】骨細胞がメカノセンサーとして機能する時、細胞突起と骨細管の間にある体液の流れが細胞突起の応力を生じる誘
因になると考えられている。しかしながら同部位の詳細な構造の解析は対象が非常に微細であるため困難を極めた。そ
こで我々は、まず直交配置型FIB-SEM （Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscopy）を用いて高詳細立体構築デー
タを得た。そして骨細胞への流体剪断応力を解析するに必要な構造の一部である細胞突起と骨細管を抽出するために機
械学習を応用した。【試料および方法】8週齢のマウスの大腿骨骨幹部を固定・電子染色後、FIB-SEMを用いてシリアルセ
クショニング観察を行った。画像は一辺4 μm（2000 pix）の正方形であり、FIBのスライスピッチは2 nmで1000枚撮影し
た。解像度は2 nm/voxelである。得られた連続断層写真を用いてセグメンテーションの手本となる教師データを作成し
細胞突起、骨細管それぞれに該当するピクセル値を割り当てた。Fiji Image Jの機械学習を用いて教師データに基づくルー
ルで自動抽出を行い、二値化データを作成した。その後Amiraソフトウェアを用いた立体構築とDragonflyソフトウェア
を用いた細胞間隙の距離計測を行なった。【結果および考察】骨細管は中空円筒状を示し、その内部に細胞突起が位置する。
細胞突起は骨細管壁と接することなく一定の距離を保持していた。選択した突起では細胞間隙の最小値は16.0 nm、最大
値は88.4 nmであり、平均値は51.2 nm（SD 12.9 nm）であった。【結論】機械学習により、大量のデータからの細胞突起と
骨細管の抽出と定量性の維持が可能となった。また微細な細胞突起と骨細管形態を三次元構築することができた。【謝辞】
本研究の一部は文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォーム課題としてNIMS微細構造解析プラットフォーム
との支援を受けて実施された。御指導頂いたマックスネット（株）上村逸郎氏に深謝の意を表する。
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口演1-09 マウス成長期鼻呼吸障害は海馬における Wnt signaling pathway に変調を
もたらす
Nasal obstruction during growth period modulates the Wnt signaling pathway of mouse 
hippocampus

石通　秀行、沖原　秀政、小川　卓也、小海　暁、阿部　泰典、加藤　千帆、ピョースラ アン、藤田　秋世、
小野　卓史
ISHIDORI H., OKIHARA H., OGAWA T., KOKAI S., ABE Y., KATO C., PHYO THURA A., FUJITA A., ONO T.

東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野

【目的】近年、鼻呼吸障害が記憶・学習機能を司る高次脳機能に影響を与えることが報告されている。当分野における先行研
究では、成長期における鼻呼吸障害モデル動物において、記憶・学習機能の維持・向上に重要な役割を担う海馬における
BDNF（脳由来神経栄養因子）のタンパク質発現が増加していることが明らかになった。BDNFの発現を制御しているWnt 
signaling pathwayは、神経細胞分化・増生・維持に関連する経路であり、Wnt familyの一種であるWnt3aの発現増加に伴い、
BDNFの発現が増加することが知られている。しかし、記憶・学習機能の低下を誘発した要因に関して、成長期の鼻呼吸障
害がWnt signaling pathwayに影響を与えるメカニズムを、Wnt3aタンパク発現量の変化を指標として解析した報告は存在
しない。本研究は、片側鼻閉マウスを用い、成長期鼻呼吸障害が海馬におけるWnt signaling pathwayに与える影響を、行
動学的・生化学的手法を用いて明らかにすることを目的とした。【資料および方法】6日齢C57BL/6Jマウスを無作為に実験
群（N=8）と対照群（N=8）にわけた。8日齢にて実験群では左側鼻孔を閉鎖し、対照群では偽手術を行った。15週齡にてY字
迷路試験および受動回避試験を実施した。SpO2を測定後、脳を摘出し、右脳海馬を分離後、western blotting法を用いて
Wnt3aタンパクの発現量を解析した。【結果および考察】実験群は、対照群と比較してSpO2が有意に低下した。行動実験に
おいて実験群では、記憶・学習機能の有意な低下を認めた。さらに実験群では、海馬におけるWnt3aタンパク発現の有意
な減少を認めた。【結論】成長期における鼻呼吸障害は海馬におけるWnt signaling pathwayの変調を介して、記憶・学習機
能低下を誘発することが示唆された。

口演1-10 顎関節リウマチの骨・軟骨破壊に対する機械的刺激の影響について
The effect of mechanical stress for bone and cartilage destruction in temporomandibular 
rheumatoid arthritis

永井　航平、大竹　智久、亀井　宏和、戸村　拓真、石井　武展、西井　康
NAGAI K., OOTAKE T., KAMEI H., TOMURA T., ISHII T., NISHII Y.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】関節疾患は本邦における要介護認定を受ける主原因であり、その中でも関節リウマチ患者は120万人を超すとい
う報告がある。関節リウマチは主に四肢関節に発症する自己免疫疾患であるが、顎関節における関節リウマチの実態
については不明な点が多い。そのため本研究では、顎関節にメカニカルストレス（以後MS）を与えて過負荷をかけた関
節リウマチマウスモデルを作成し、機械的刺激が顎関節における関節リウマチに対してどのように影響を及ぼすのか
を検討した。【試料および方法】9週齢～12週齢のDBA/1JNCrlj雄性マウスに対して上顎門歯にMS負荷装置装着の有無
により非MS群、MS群に分け、さらに関節炎誘導用のモノクローナル抗体4種類のカクテル及びLPSによるコラーゲ
ン抗体誘導性関節炎（CAIA：Collagen Antibody Induced Arthritis）による関節リウマチ惹起の有無により4群（合計20
匹）に分けた。実施4週間経過後に屠殺し、組織標本作製とマイクロCT撮影を行い、下顎頭部の軟骨・骨変化を観察し
た。組織標本によりTRAP染色による破骨細胞数の確認、サフラニンo染色による軟骨の変化を評価した。また、炎症
性サイトカイン量の定量や大腿骨の骨構造解析を行うことで、炎症性サイトカイン量と全身的な骨との関係を評価した。

【結果及び考察】関節リウマチ惹起マウス大腿骨の骨構造解析では、コントロール群と比較して有意な骨密度の減少を認
めた。下顎頭の形態評価では、関節リウマチ惹起マウスに顎関節への力学的負荷を与えた場合に重篤な下顎頭吸収像を
認めた。炎症性サイトカイン量の変化では、関節リウマチ惹起マウスだけでなく、MSを加えたマウスでも増加してい
ることから、メカニカルストレスと炎症性サイトカインとの間に関連があることも示唆された。【結論】顎関節リウマチ
の発症および重篤化には、顎関節への過大なメカニカルストレスと全身性炎症の相互作用が関与することが示唆された。
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口演1-11 マウス顎運動の特徴－6自由度顎運動および筋電図同期計測システムを用いて－
Characteristics of jaw movement in mice  -Synchronized measurement of six- degrees of 
freedom motion and EMG

森内　絵美、林田　佳央理、山田　佳奈、安田　豪、吉見　知子、藤下　あゆみ、濱中　僚、古賀　義之、吉田　教明
MORIUCHI E., HAYASHIDA K., YAMADA K., YASUDA G., YOSHIMI T., FUJISHITA A., 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】これまで我々は、モーションキャプチャーシステムを用いた6自由度顎運動計測システムを開発し、従来のマウ
ス顎運動計測装置では計測不可能であった下顎頭など生体内部の点の運動解析が可能となった。今回、このシステムに
加え、新たに咀嚼筋筋電図を同時計測するシステムを構築し、より詳細なマウスの顎機能解析を行ったため報告する。

【資料および方法】15週齢雄性ICRマウス10匹に対し、下顎に装着した4標点の咀嚼時の運動を高精度ハイスピードカメラ
（DITECT、HAS220）を用いて撮影した。撮影後、動物実験用3DマイクロX線CT（Rigaku）を用いてマウス下顎骨各解析点（切
歯、オトガイ、臼歯咬頭、下顎頭）と4標点との解剖学的位置関係を記録した。マイクロCTより構築した3次元画像の座
標系からモーションキャプチャーシステム座標系へマーカー座標を座標変換することで、下顎骨上の任意の点における運
動経路を視覚化した。また、各咀嚼筋（咬筋、側頭筋、顎二腹筋）の筋電図を同時に計測した。【結果および考察】矢状面観
において、マウスの下顎は前後方向の運動を示した。また前頭面観において、下顎は開口時に左右に偏位し、閉口時に正
中に収束していた。開口時、非偏位側下顎頭は前方滑走のみだったのに対し、偏位側下顎頭は開口途上で後方滑走に転じた。
その結果、最大開口時、左右下顎頭の位置に前後的な差異が生じたことで、下顎の偏位を引き起こしたと考えられる。ま
たその後、下顎頭が後方に位置している偏位側の咬筋が非偏位側咬筋よりも早期に活動開始し、後方に牽引する側頭筋と
拮抗することで、偏位側下顎頭の後方移動量を調整し、咬合開始時には両側下顎頭が左右対称位置に復帰することが分かっ
た。【結論】咬筋と側頭筋の協調運動により、下顎頭運動が調節され、円滑な咀嚼が行われていることが示唆された。

口演2-01 新規骨再生誘導材 OCP/Collagen 移植後に顎裂部の骨再生および歯の萌出と
移動を認めた片側性唇顎裂の２治験例
Two cases grafted novel bone regenerative material OCP/Collagen into the alveolar defect in 
UCLA

前田　綾1、岐部　俊郎2、菅　真有1、丸谷　佳菜子1、中川　祥子1、中村　典史2、宮脇　正一1

MAEDA-IINO A.1, KIBE T.2, SUGA M.1, MARUTANI K.1, NAKAGAWA S.1, NAKAMURA N.2, MIYAWAKI S.1

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科分野

【目的】唇顎口蓋裂を伴う患者で施行される顎裂部二次的自家骨骨移植は、腸骨からの骨採取が一般的であるが、患者の侵
襲や負担が大きく、自家骨に変わり得る骨誘導材の使用が望まれている。今回、東北大学が研究開発し、製品化された新規
骨再生誘導材であるOCP/Collagen（リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体）を骨欠損部に移植して骨再生能を評価し
た多施設共同単一群試験（UMIN ID: 000018192）のうち、治験内容について十分説明して同意が得られ、鹿児島大学病院で
OCP/Collagenを顎裂に移植した片側性唇顎裂2症例において報告する。【症例】症例1：左側唇顎裂の女児で、平均顎裂幅6.5mm
であった。犬歯の萌出と歯列内への誘導を目的に、顎裂へのOCP/Collagen移植術を9歳4か月で施行した。移植後1か月で
移植骨部に犬歯の萌出を認め、2か月後からリンガルアーチによる顎裂側上顎中切歯の近心捻転の改善を開始し、5か月後
からセクショナルアーチによる中切歯歯根の移植骨部への移動を開始した。症例2：左側唇顎裂の男児で、平均顎裂幅6.0mm
であった。顎裂側上顎側切歯の萌出と歯列内への誘導を目的に、顎裂へのOCP/Collagen移植術を9歳3か月で施行した。
移植後8か月でリンガルアーチによる顎裂側上顎中切歯の近心捻転の改善を開始し、術後2年で顎裂側上顎側切歯の萌出を
認めた。2症例共に、術後3年では、Berglandの分類はgrade I、Chelsea scaleの評価はtype Aであり、CT所見でも十分
な骨架橋の形成を認めた。また、再生骨へ萌出もしくは配列した歯に、歯根吸収は認められなかった。【考察およびまとめ】
OCP/Collagenを顎裂に移植した2症例共に、良好な骨架橋の形成を認め、自然萌出および歯根吸収を伴わない矯正学的歯
の移動が可能であったことから、片側性唇顎裂症例におけるOCP/Collagenの顎裂部への移植は、骨再生と歯の配列に有用
であることが示唆された。
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口演2-02 日本人口唇口蓋裂患者の咽頭扁桃および口蓋扁桃は縦断的成長発育パタンが異なる
Differential longitudinal changes in the size of adenoids/tonsils in Japanese with cleft lip and 
palate 

間邊　安寿雅1、石田　宝義1、楊　新晟1、尹　炯植2、神田　英一郎3、小野　卓史1

MANABE A.1, ISHIDA T.1, YANG S.1, YOON H.2, KANDA E.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ソウルオールバルンクリニック、3川崎医科大学医学部

【目的】成長期における呼吸環境は身体の成長や顎顔面の成長発育に影響を与えることが知られている。前回、我々は
日本人健常者における咽頭扁桃および口蓋扁桃の成長発育を横断的、縦断的に調査し、Scammonの発育曲線とは異
なる成長パタンを示すことを報告した。口唇口蓋裂は最も一般的な先天性の顎顔面疾患であり、気道にも変化をおよ
ぼすとされる。今回、我々は日本人口蓋裂患者を対象に咽頭扁桃、口蓋扁桃の大きさについて縦断的計測、検討を行っ
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矯正歯科治療を行った口
唇口蓋裂患者を対象とし、暦年齢に従って区分した各Stage （Stage 1-5）それぞれで側面頭部Ｘ線規格写真を撮影した
男性23名・女性16名の計39名を抽出した。Stage 1-5のそれぞれで撮影された側面頭部X線規格写真を用いて咽頭扁桃、
口蓋扁桃の大きさを計測し、気道占有率を算出した。比較にはKruskal-Wallis検定 （p<0.05）を用いた。【結果】健常者
においては咽頭扁桃および口蓋扁桃の大きさは経時的に減少を認めたが、日本人口唇口蓋裂患者において咽頭扁桃お
よび口蓋扁桃の大きさはStage間での有意な変化は認められなかった。【考察】扁桃は抗原の取り込みを効率的に行う
ために反復感染性、易感染性である。口唇口蓋裂患者は、顎裂手術瘢痕および叢生によって、口腔衛生環境が悪化し
やすいと考えられる。また、手術後に瘻孔を生じ、口腔と鼻腔が交通していることもある。そのため、口唇口蓋裂患
者においては健常者と比較して感染しやすい環境下にあり、咽頭扁桃および口蓋扁桃の大きさが減少しにくいのでは
ないかと考えられた。【結論】健常者と口唇口蓋裂患者において咽頭扁桃および口蓋扁桃の大きさは異なる成長パタン
を示す。

口演2-03 上気道動態と骨格形態の相関―MRI movie を用いた評価
Correlation between upper airway and facial morphology - examined using MRI movie

岡　直毅1、片岡　伴記1,2、藤澤　厚郎3、石田　朋子1、中村　政裕3、川邉　紀章1、上岡　寛1

OKA N.1, KATAOKA T.1,2, FUJISAWA A.3, ISHIDA T.1, NAKAMURA M.3, KAWANABE N.1, 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鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面病態外科学分野、
3岡山大学病院矯正歯科

【目的】従来、上気道の評価にはセファログラムやCT等が用いられてきたが、本研究ではMRIに着目し、中でもMRI 
movieを用いることで上気道の動態評価を行い、側貌骨格形態との関連性を調べたので報告する。【資料および方法】
2017年10月から2018年9月までに岡山大学病院矯正歯科を受診した16歳以上の動的矯正治療前の患者のうち本研
究の同意を得た47名を対象とした。上気道の動態評価にはMRI movieを用いて、上気道を上咽頭、中咽頭、下咽
頭の3領域に区分して正中矢状面の断面積を計測した。側貌骨格形態の評価には側面頭部エックス線規格写真分
析の計測値を用いた。上気道と骨格形態の関係性を明らかにするために、両者の計測値の間で相関分析を行った。

【結果および考察】上気道の各計測項目と、S-N-B、Go-Me、Ar-Me、ABR-B/Mpとの間には正の相関、A-N-B、L1-
Mp、OJとの間には負の相関が認められた。他方、S-N-A、Mp-SN、U1-SN、Ptm-A/PP、Ptm-ANS/PP、Ar-Go、OB
と上気道の計測項目との間には相関関係は認められなかった。すなわち、下顎骨の前後的位置と大きさ、下顎中切歯
の傾斜と上気道との間には相関があり、上顎骨の前後的位置や大きさ、上顎中切歯の傾斜、下顎骨の垂直的位置や大
きさと上気道との間には相関がなかった。このことから、上気道を変化させるために下顎骨の前後的位置を変えるこ
とは効果的である可能性があり、下顎骨の前後的な位置や大きさを変えることになる外科的矯正治療を行う際には上
気道への影響にも配慮した診断や療計画を立てる必要があることが示唆された。【結論】上気道は下顎の前後的な位置
や大きさとの間に相関を示すが、下顎骨の垂直的位置とは相関を示さなかった。
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口演2-04 小児がん治療が顎顔面形態と永久歯歯胚形成に与える影響
Effects of pediatric cancer treatment on craniofacial and dental development

中津川　昂平、黒坂　寛、山城　隆
NAKATSUGAWA K., KUROSAKA H., 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】化学療法や放射線療法といった小児がん治療を受けた患者の晩期合併症として、顎顔面形成不全が生じるこ
とが知られている。そこで我々は、小児がん治療経験者における顎顔面形態や欠如歯、矮小歯といった歯の形成異
常の解析を行い、小児がん治療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】大阪大学歯学部附属
病院矯正科に来院した5歳以下の小児がん治療経験者の男女を小児がん治療群（8名：11.7±2.3歳）とし、小児がん治療
群と性別・年齢を対応させた患者を選択し、そのうち骨格性と歯性が標準的である患者を対照群（8名）とした。パノ
ラマＸ線写真より小児がん治療群の欠如歯と矮小歯の本数と部位を評価した。両群の側面頭部X線規格写真分析を
行い、Mann-Whitney U-testにより分析値の統計学的有意差の検定を行った。性別について比較検討は行っていな
い。【結果および考察】小児がん治療群では、小児がん治療時に同様の歯胚形成段階である第二小臼歯と第二大臼歯に
おいて欠如歯と矮小歯が好発していた。一方で中切歯、犬歯と第一大臼歯では欠如歯と矮小歯は生じなかった。この
結果により、小児がん治療に伴う歯の形成異常は、歯種と形成異常の重症度が関係していることが示唆された。側面
頭部X線規格写真分析では、小児がん治療群において有意（p<0.05）に前顔面高、前下顔面高、下顎実効長、下顎骨体
長の過小とU1、L1、L6の低位が認められ、low mandibular plane angleを示した。この結果は、歯槽骨の垂直高径
の減少あるいは歯の萌出不全に起因してU1、L1、L6が低位となり、下顎骨が反時計回転することでlow mandibular 
plane angleが生じていることが推察された。また、下顎骨の反時計回転により、前下顔面高の減少が生じて前顔面高
が過小となることが考えられた。【結論】5歳以下という低年齢での小児がん治療が永久歯の形成異常や顎顔面形態異
常と関連していることが示された。

口演2-05 特発性下顎頭吸収を伴う骨格性 II 級患者に対する上下顎同時移動術時の骨片
の位置と術後の安定性との関連
Relationship between placement and stability of segments for skeletal Class II with idiopathic 
condylar resorption

平野　成美1、梶井　貴史1、泉　喜和子2、藤田　隆寛1、玉置　幸雄1

HIRANO N.1, KAJII T.1, IZUMI K.2, FUJITA T.1, TAMAOKI S.1

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2福岡医療短期大学歯科衛生士学科

【目的】外科的矯正治療を受けた骨格性II級患者のうち初診時に特発性下顎頭吸収（Idiopathic Condylar Resorption：ICR）
を伴う患者の治療後の安定性に関わる因子を探索することを目的とした。【資料および方法】外科的矯正治療を受けた
ICRを伴う骨格性II級患者で、上下顎同時移動術後の長期経過資料が得られた8症例を対象に、初診時（T1）、術直後（T2）、
保定観察期間（T3）の側面頭部X線規格写真を用いて分析を行った。8例を安定群（n=4）と後戻り群（n=4）に分類し、計測
値について比較を行った。下顎頭の骨変化をT1とT3のMRIもしくはパノラマ四分割X線写真を用いて評価した。【結果】
T1の形態として両群でともに下顎枝の短小と後方回転によるハイアングル傾向を認め、安定群ではさらに下顎角の開大
を認めた。T1-T2の変化として、GZNは両群ともT2で小さくなっており、すなわち両群とも近位骨片は前方回転していた。
下顎下縁平面傾斜角は両群ともT2で小さくなっており遠位骨片の前方回転も認めたが、安定群でより大きく回転してい
た。その結果、安定群では下顎角にほとんど変化はみられなかったが、後戻り群ではT2で大きくなっていた。後戻り群
の全例でT3において下顎頭のさらなる骨変化が認められた。【考察】顎矯正手術後の骨片の後戻りには、下顎頭のさらな
る骨変化が関与していることが示唆された。初診から術直後の顎顔面形態の変化より、手術の設定において下顎角の角
度を変えないことが骨片の安定性につながることが示唆された。具体的には、上顎をimpactionさせ下顎をauto-rotation
させる量と、遠位骨片の前方回転量とが同程度になる設定が安定性につながることが示唆された。【結論】ICRを伴う骨
格性II級患者の顎矯正手術後の骨片の後戻りには下顎頭の骨変化と手術の設定が関与することが示唆された。
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口演2-06 顎矯正手術後の治癒過程における骨代謝活性の亢進現象　 
ー血清骨代謝マーカーと循環骨芽細胞系細胞ー
Acceleratory phenomenon of bone metabolic activity after orthognathic surgery -Serum 
marker and circulating osteoblast-lineage cells-

千葉　美麗1、阿部　陽子1,2、ヤクライ サニーシャ1,2、ペチャイコ ロアン1,2、高橋　哲2

CHIBA M.1, ABE Y.1,2, YAKLAI S.1,2, PECHAYCO R.1,2, TAKAHASHI T.2

1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、2東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野

【目的】手術侵襲や骨折後の骨治癒過程において、局所の代謝活性が亢進して骨治癒が促進するRegional acceleratory 
phenomenon（RAP）と全身的に活性が亢進するSystemic acceleratory phenomenon（SAP）が知られている。近年、ヒト末
梢血中に存在する循環骨芽細胞系細胞（circulating osteoblast-lineage cells）が、成長期と骨折時に増加し、Osteocalcin陽性

（OCN＋）などの特徴と骨形成能を有することが報告された。本研究は、顎矯正手術後の血清骨代謝マーカーの変動と末梢血
中OCN＋細胞の発現について解析し、治癒の背景にある骨リモデリング現象の解明を目的とする。【方法】東北大学病院歯科
顎口腔外科で顎矯正手術を施行した顎変形症患者を対象に、同意の得られた患者から末梢静脈血を採取した（東北大学大学
院歯学研究科倫理委員会承認）。術前から術後6か月まで、血清骨代謝マーカーの変化と、フローサイトメトリーを用いた
末梢単核球中OCN＋細胞の発現率変化を経時的に調べた。FACSを用いてOCN＋細胞をソーティングし、共焦点顕微鏡によ
る形態解析とReal-time PCRによる骨関連遺伝子mRNA発現解析を行なった。【結果および考察】炎症マーカーのCRPは術
後1日で最大値を示した。血清骨吸収マーカーのICTPは術後1週間で最大値を示した。ALPと血清骨形成マーカーのBAP
は術後1日から1週間では有意に減少し、術後1か月で最大値を示した。末梢血単核球中のOCN＋細胞発現率は術後1日から
1週間では有意に増加した。OCN＋細胞のOsteocalcinの局在は細胞外だけではなく細胞内にも確認され、OCN＋細胞に骨関
連遺伝子であるOCN、ALP、COL1A1のmRNAの発現が確認された。【結論】顎矯正手術により、骨治癒の過程の各ステッ
プ（手術ストレス/炎症、骨吸収、骨形成）において全身的に骨代謝活性が亢進していた。OCN＋細胞は、術後初期の段階で
SAPを引き起こし、局所的なOCN＋細胞の成熟と骨形成を促進する可能性が示唆された。

口演2-07 側面頭部 X 線規格写真と超音波断層画像の統合による嚥下時舌運動様相の観察
Observation of tongue movement during deglutition by integration of ultrasound video image 
and lateral cephalogram

ハラ ミャント シリ1、辻　美千子1、大林　尚人2、鈴木　聖一1、森山　啓司1

HLA-MYINT T.1, TSUJI M.1, OHBAYASHI N.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東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線医学分野

【目的】舌習癖は不正咬合の発症や増悪の原因となるだけでなく、矯正歯科治療後の後戻りの誘因の一つとされ、患者
の舌運動様相を把握することは矯正歯科臨床における重要な課題となっている。本研究は、超音波断層法により得ら
れた嚥下時の舌運動画像に側面頭部X線規格写真を重ね合わせることにより、嚥下時の舌運動様相をより視覚的に観
察し、さらに定量的に解析する手法を確立することを目的とした。【資料および方法】矯正歯科治療を終了した成人男
女5名〔平均年齢28歳8か月（26歳8か月～31歳5か月） 〕を被験者とした。被験者に下顎両側第二大臼歯咬合面の中央
を結ぶ線を後縁とする厚さ0.5mm、前後径20～25mmのアクリル製咬合プレートを装着し、舌背の超音波断層画像
より得られた咬合プレートの前後縁の位置を同定した。画像上に咬合プレートの前後縁の位置をプロットした後にプ
レートを撤去し、被験者に唾液の嚥下を指示し、嚥下時舌運動の超音波断層画像を記録した。次いで、被験者の側面
頭部X線規格写真と超音波断層画像を咬合プレートの前後縁の点を基準として重ね合わせ、側面頭部X線規格写真を
背景とした嚥下時舌運動の超音波断層動画を作成した。舌運動様相は重ね合わせた画像上で、咬合平面をX軸、下顎
両側第二大臼歯咬合面中央を通り咬合平面に垂直な線をY軸と設定し、このXY座標上で舌背のラインをトレースし、
嚥下中の舌背形状の経時的変化について解析した。【結果および考察】本手法により、嚥下時における口蓋を含む上顎
歯槽部と舌位の関係がより視覚化され、被験者において嚥下運動前後の舌安静位における舌背の高さ、嚥下運動開始
時の舌背の口蓋への接触パターンなどに個人差が認められることが観察できた。【結論】本手法は被爆による侵襲を最
小限に抑えられ、矯正歯科治療患者の舌運動様相の解析に有用であると考えられた。
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口演2-08 CAD/CAM オステオトミーガイド、プレベンドプレートを用いた “ 頭蓋基準 ”
の上顎位置決め法の正確度
Accuracy of the cranium-oriented maxillary repositioning method using CAD/CAM osteotomy 
guides and pre-bent locking plates

今井　治樹1,2、大村　進1、藤田　紘一1,2、本田　康二2,3、米満　郁男2、島崎　一夫2、廣田　誠1、光藤　健司3、
小野　卓史2

IMAI H.1,2, OMURA S.1, FUJITA K.1,2, HONDA K.2,3, YONEMITSU I.2, SHIMAZAKI K.2, HIROTA M.1, MITSUDO K.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

【目的】世界的にみると顎矯正手術の上顎の位置決めは近年、下顎位や咬合の影響を受けない術式が主流となりつつあり様々
な手法が報告されているが、国内では保険制度上の制約から適応には困難を伴う。今回われわれは、プレベンドした固定用
プレートのホール位置をオステオトミーガイドにより術中に再現することで、プレベンドプレートをリポジショニングガイ
ドとして機能させ、国内でも実現可能な“頭蓋基準”の上顎位置決め法を考案したので報告する。また、本手法の位置決め
正確度について検証を行った。【資料および方法】顎矯正用ソフトウェア（ProPlan CMF）を用いて手術シミュレーションを
行った後、上顎固定用プレートの位置および形状をあらかじめ実体模型上で決定した。続けてCAD/CAMオステオトミー
ガイドを準備し、プレートホール位置および骨切り線、骨削除部位を術中に再現した。骨干渉を除去した後、準備したプレー
トが骨面に適合しドリルホールがプレートホール中心に一致したところで上顎を固定した。本法で手術を行った3症例を対
象に、術後CTとシミュレーションを重ね合わせた。歯列上に設定した5点のランドマークについて予定移動量と達成移動
量の差を算出し、位置決め正確度を評価した。【結果および考察】3症例の手術正確度は0.5mm以下であり、プレート形状とホー
ルの位置関係を指標とした“頭蓋基準”の上顎位置決め法の正確度の高さが示唆された。また術中の計測やプレートベンディ
ングが不要となるため手術手技の効率化が望めるほか、スクリューによる歯根損傷を事前に回避可能となり、さらに過不足
ない前壁骨削除により術後骨片の安定性向上が期待できるなどの臨床的長所を有するものと考えられた。【結論】下顎位や咬
合の影響を受けない、正確で効率的な上顎移動術が可能となれば、顎変形症治療のさらなる発展に寄与するものと期待され
る。

口演2-09 江戸時代人の身分階級間における顎顔面骨格の頭部 X 線規格写真学的比較
Cephalometric comparison between the class system in Edo Period

川田　雅子1、清水　康広1、金澤　英作2、小野　卓史1

KAWADA M.1, SHIMIZU Y.1, KANAZAWA E.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日本大学松戸歯学部解剖学講座

【目的】不正咬合は鎌倉時代や江戸時代から増加してきたと言われている。江戸時代における埋葬方法には、身分階級
に伴った分類が行われており、甕棺には旗本や藩士などの武士階級が、早桶には町人などの庶民階級が、それぞれ埋
葬されたことが明らかとなっている。人類学的研究において、武士階級と庶民階級間の頭蓋骨形態に差異が認められ
ることや、武士階級は庶民階級と比較して第三大臼歯の欠如・埋伏率が高いことなどが報告されているが、歯科矯
正学的な分析手法を用いた報告は行われていない。そこで我々は今回、武士階級と庶民階級間の顎顔面骨格に対し
て、側面頭部X線規格写真の分析方法に準じた歯科矯正学的検討を行ったので報告する。【資料および方法】国立科
学博物館所蔵の池之端遺跡、崇源寺ならびに正見寺等出土の甕棺埋葬者（武士階級群・男性25例）および池之端遺跡
出土の早桶埋葬者（庶民階級群・男性24例）の頭蓋骨に対してスキャナ（Artec Eva/Artec 3D社）を用いてスキャンを
行った。得られたデータを三次元構築し、左右の外耳道上縁（Po）を通る線を基準線として補正および規格化を行っ
た。武士階級群および庶民階級群において、側面頭部X線規格写真の分析方法に準じた歯科矯正学的比較を行った。
統計学的解析にはunpaird-t検定を用いた（p<0.05）。【結果および考察】武士階級群においては、庶民階級群と比較して
Mandibular plane angleおよびGonial angleが有意に大きい値を示し、武士階級が庶民階級に比べてlong faceである
ことが認められた。甕棺埋葬者と早桶埋葬者の頭蓋骨形態における差異が歯科矯正学的にも裏付けられた。【結論】江
戸時代人の異なる身分階級において、顎顔面骨格に形態的差異が認められることが示唆された。
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口演2-10 皮質骨を標的とした新規歯科矯正用アンカレッジデバイスの骨接合状態および
接合強度に関する検討
Evaluation on bone bonding properties of a novel orthodontic anchorage device targeting 
cortical bone

上園　将慶1、高久田　和夫2、森山　啓司1

UEZONO M.1, TAKAKUDA 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東京医科歯科大学生体材料工学研究所

【目的】歯科矯正用アンカースクリュー植立に伴う偶発症として、歯根損傷や上顎洞穿孔が挙げられる。そこで、こ
れらの偶発症を最小限に抑える目的で、今回われわれは皮質骨内部および皮質骨表面に維持を求めた新規歯科矯
正用アンカレッジデバイスの形状を考案し、骨接合状態および骨接合強度について検討を行ったので報告する。

【試料および方法】試料として、幅0.5mmのスリットを有する円筒状の骨埋入部（外径2.4mm、内径1.9mm、長さ2.0mm）
と、十字状の平坦な骨表面接合部（2.0mm×2.0mm×0.25mmおよび1.5mm×1.0mm×0.25mm）からなる純チタン製デ
バイスを作製した。実験動物は12週齢雄性のSD系ラットとし、全身麻酔下で脛骨膝関節部内側表面を露出した後、
ラウンドバーで直径2.3ｍｍの皮質骨を貫通する下孔を設け、試料を設置して閉創した。4週間後に実験動物を安楽死
させ、周囲骨と一塊にして試料を摘出した。摘出試料はμCT撮像、非脱灰研磨標本作製および横方向の引張試験を行
い評価した。対照群には、Ti6Al4V合金製の歯科矯正用アンカースクリュー（直径2.0mm、長さ8.0mm）を用い、実験
群と同様に骨膝関節部内側へ植立し、引張試験を行った。【結果および考察】μCT画像および組織学的観察所見から、
骨埋入部の内部および骨表面接合部周囲に新生骨形成を認めた。骨埋入部の内部に形成された新生骨は、周囲皮質骨
と連続していた。力学試験結果では、実験群と対照群で同等の骨接合強度を認めた。【結論】ラット脛骨を用いた実験
系では、皮質骨内部および皮質骨表面に維持を求める形状の新規歯科矯正用アンカレッジデバイスは、良好な骨接合
状態を示すとともに、歯科矯正用アンカースクリューと同等の接合強度を有することが明らかとなった。

口演2-11 矯正治療に用いる3D プリンター材料についての研究
Research on 3D printer materials used for orthodontic treatment

加藤　梨友1、中納　治久1、片岡　有2、岡本　博明3、侭田　勝由4、各務　知茉美1、塩竈　素哉1、堀田　康弘2、
柴田　陽2、槇　宏太郎1

KATO R.1, NAKANO H.1, KATAOKA Y.2, OKAMOTO H.3, MAMADA K.4, KAKAMI C.1, SHIOGAMA M.1, HOTTA Y.2, 
SHIBATA Y.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門、3岡本化学工業株式会社（ 東京都 ）、
4株式会社快速成形秋葉原（ 東京都 ）

【目的】近年、3Dプリンターが広く利用され、医療界においても利用が検討されている。矯正歯科での3Dプリンターの応用
としては、床矯正装置への応用、特にHotz床などの哺乳床への応用が試みられている。しかし、3Dプリンターで用いる樹
脂材料にはビスフェノールA・アンチモン・イソシアネートなどの有害とされている物質が含まれ、特に乳幼児での使用は
危惧される。材料の生体安全性や力学的問題が解決されれば、3Dプリンターにて装置が直接作製可能となる。そこで本研
究は、現在市販される様々な3Dプリンター材料と有害とされる物質を含まない試作国産材料に対して、細胞毒性試験、力
学的試験（密度、ヌープ硬さ、吸水試験、溶出試験、寸法変化率の測定、3点曲げ試験）を行い、哺乳床等床矯正装置に適す
る材料かどうか比較検討することを目的とした。【試料および方法】現在市販されている3Dプリンター材料6種類と、試作
国産エポキシ系バイオコンポジットレジン：以下EBRの合計7種類を用い、走査電子顕微鏡（SEM）によるエネルギー分散型
分光法による元素分析、細胞毒性試験、力学的試験、統計学的処理を行った。対象試料として、オーソクリスタル:以下OR
を用いた。【結果および考察】走査電子顕微鏡（SEM）によるエネルギー分散型分光方法による表面性状の把握・元素分析に
おいて、各々の材料の表面性状に違いが見られ、異なる元素成分を有した。理工学的試験において、EBRは他の6種の材料
と同等の強度を有していた。しかし、吸水量が多いなど吸水性に問題があった。【結論】今回用いた全ての3Dプリンター材
料において、理工学的に哺乳床等矯正装置として使用するのに十分な強度を有していた。EBRにおいては、将来的に3Dプ
リンターにて直接口腔内に応用可能な装置の作製を行うにあたり、今後生体安全性に留意し、また物性の改善を行う必要性
があると考えられる。
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学展 -001 唇顎口蓋裂患者における平均顎顔面形態3D モデル作成法の開発
The fabrication system for average maxillo-facial 3D models in patients with cleft lip and palate

内野　夏子1、須佐美　隆史1,2、大久保　和美1、岡安　麻里1、丸岡　亮1、宇賀　凜1、星　和人1

UCHINO N.1, SUSAMI T.1,2, OHKUBO K.1, OKAYASU M.1, MARUOKA R.1, UGA R.1, HOSHI K.1

1東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、2ひろい歯科・すさみ矯正歯科（ 東京都 ）

【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が、変形が大きいことから一般的な顎顔面形態分析
方法を適用しにくい一方で、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（平均3D）作成法の開発を試みてい
る。今回は、唇顎口蓋裂平均3D作成方法について報告する。【資料および方法】診療に際し撮影した片側性唇顎口蓋
裂2名の幼少期（顎裂部骨移植前）と成長終了後（骨移植後）のヘリカルCT画像 のDICOMデータと、硬・軟組織顔面
形態の原型となるジェネリックデータを用いた。手順は、DICOMデータのノイズを除去し、MicroAVS （サイバネッ
ト製）を用い閾値硬組織80、軟組織40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、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に変形基準点を設定し、各症例の硬・
軟組織に変形基準点をプロットし、それらを対応させることによりジェネリックデータを変形させ個別の硬・軟組織
形態を作成し平均化した。得られた2時点それぞれの平均形態を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2時点そ
れぞれの平均3Dを作成することができた。疾患の特徴が視覚的に解りやすくなり、個人情報保護に役立つと思われた。

【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3Dは、患者への説明および教育に有用
となると思われた。

学展 -002 成人女性における顎顔面形態および不正咬合と握力との関連性
Relationships of dentofacial morphology and malocclusion with handgrip strength in adult 
females

中川　祥子、前田　綾、宮脇　正一
NAKAGAWA S., MAEDA A., MIYAWAKI S.

鹿児島大学歯学部

【目的】矯正歯科治療により、顎顔面形態や不正咬合だけでなく、顎口腔機能が改善することが報告されている。最近、
四肢骨格筋力と顎口腔機能との関連が注目されており、握力と最大咬合力との関連が認められているが、顎顔面形態
や不正咬合と握力との関連は未だ不明である。そこで我々は、顎顔面形態および不正咬合と握力との関連性を検討し
た。【資料および方法】不正咬合を伴う18～40歳の女性85名を対象とした。顎顔面形態と不正咬合の評価は、セファロ
分析もしくはPAR indexを算出して行った。四肢骨格筋力は握力を測定し、また、握力と関連する最大咬合力も測定し
た。統計解析として、セファロ分析の計測項目（SNA角、SNB角、ANB角、FMA、下顎角、overjet、overbite）とPAR 
indexの各項目について、標準値や基準値により大小2群に分け群間比較を行った。また、線型混合モデルを用い各項目
の握力への影響を評価し、一般線型モデルにより多重比較を行った。【結果および考察】群間比較では、握力に有意差を
認めた項目は、下顎角のみであった。次に、握力以外の項目について比較したところ、大きい下顎角群は、小さい下顎
角群よりoverbite、最大咬合力は有意に小さく、PAR indexの交叉/鋏状咬合のスコア値は有意に大きかった。他の項目
には有意差を認めなかった。また、握力の主効果は下顎角の大小（下顎角の標準値：122.23°）のみに認め、下顎角の大小
×overbiteの大小（overbiteの標準値：3.1mm）、下顎角の大小×交叉/鋏状咬合の有無は、交互作用を示した。交互作用
を示した項目について多重比較したところ、overbiteが小さいまたは交叉/鋏状咬合を有する場合、大きい下顎角群の握
力は小さい下顎角群よりも有意に低かった。以上より、下顎角が握力と最も関連し、overbite、臼歯部の交叉/鋏状咬合
および最大咬合力も握力と関連することが示唆された。【結論】成人女性の顎顔面形態と不正咬合は、握力と関連する。
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学展 -003 側面頭部 X 線規格写真を用いた日本人成人 II 級患者の骨格的評価
Dentofacial evaluation of Japanese adult patients with Class II malocclusion using lateral 
roentgenographic cephalogram

森田　彩美1、隅田　実希2、水谷　匡佑3

MORITA A.1, SUDA M.2, MIZUTANI K.3

1森田歯科医院（ 東京都 ）、2あさひ矯正歯科（ 神奈川県 ）、3日本歯科大学附属病院矯正科

【目的】II級不正咬合においては下顎骨の劣成長による骨格性II級が多いと報告がされているが、下顎骨の大きさについ
ては必ずしも劣成長を示すとは限らず、I級II級に差はないとする報告もありそのコンセンサスは得られていない。そ
こで今回、骨格性II級患者の形態的特徴をI級患者と比較検討したので報告する。【資料および方法】調査対象は2012年
から2018年までに当院を受診した矯正歯科治療経験のない日本人成人患者91名。II級群はANB 6°以上のhalf cuspか
らfull cuspのAngle Class IIで、+4mm以上のOverjetを示す41名（男性14名、女性27名、平均年齢28.1歳）とし、I級
群はANB 0°から3°以内のAngle Class Iで、+2～4mm以内のOverjetを示す49名（男性17名、女性32名、平均年齢26.5歳）
とした。資料として側面頭部Ｘ線規格写真を用い、骨格的指標としてSNA、Pt A to nasion perp、Co‐Gn、Co‐Go、
SNB、Pg to nasion perp、Wits、FH to palatal plane、FH to mandibular plane、Gonial angle、N to ANS、ANS to 
Me、Saddle angle等14項目、前歯には5項目の計測値を設定し比較した。各計測値はMann-Whitney U Testにより有
意水準5％で検定した。【結果および考察】骨格的指標においては、I級群でSNA、Pt A to nasion perpが小さく上顎骨
の後方位を示した。また、I級群のPg to nasion perpが平均-8.1mm（男性-6.7mm、女性-9.5mm）であるのに対し、II級
群は平均-13.6mm（男性-12.8mm、女性-14.4mm）であり、pogonionの有意な後退を認めた。前歯はII級の女性患者にお
いてInterincisal angleが小さく、U1 to FH、L1 to mandibular planeが大きな値を示し、上下顎前歯の唇側傾斜を認めた。

【結論】II級患者の上顎骨は平均的数値を示したが、I級患者の上顎骨はII級患者と比較し男女共に後方位を示した。下
顎骨はII級の女性患者において劣成長を認め、またII級患者の男女共にpogonionの後退が特徴的であった。

学展 -004 歯の先天性欠如を有する日本人矯正歯科患者のトルコ鞍の形態と架橋について
Size and bridging of sella turcica in Japanese orthodontic patients with tooth agenesis 

佐藤　大介、遠藤　敏哉
SATO D., ENDO T.

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学

【目的】演者らは、第77回日本矯正歯科学会学術大会で、多数歯先天性欠如を有する患者のトルコ鞍の床突起間距離
が短く床突起間靭帯の石灰化度が高くなることを報告した。本研究の目的は、日本人矯正歯科患者において上顎第
二小臼歯（U5）、下顎第二小臼歯（L5）および多数歯先天性欠如とトルコ鞍の形態・架橋の関連を検討することである。

【資料および方法】症例は、U5が欠如している32名（1群）、L5が欠如している32名（2群）、5歯以上の先天性欠如があ
る32名（3群）および歯の先天性欠如がない32名（4群）である。さらに、1～4群をそれぞれ16名ずつ、13歳以下（1A～
4A群）と14歳以上（1B～4B群）に分類し、1A～4A群をA群、1B～4B群をB群とした。資料は側面頭部エックス線規
格写真である。距離計測5項目（長径、深さ、直径、床突起間距離、周長）と面積計測1項目を用いて、トルコ鞍の形
態を評価し、さらにトルコ鞍の架橋の程度を分類した。トルコ鞍の形態は群と年齢を要因とした二元配置分散分析と
Tukey検定、トルコ鞍の架橋程度の分布はMann-WhitneyのU検定、Kruskal-Wallis検定およびSteel-Dwass検定を
用いて統計処理を行った。【結果および考察】従来、歯の先天性欠如の診断は14歳以降に行われる。床突起間距離は年
齢に関わらず、1群と3群が4群より有意に短く、3群は4群より床突起間靭帯の石灰化度も高いという本研究結果は、
床突起間距離や床突起間靭帯の石灰化度が13歳以下のU5あるいは多数歯先天性欠如を予測する指標となり得ること
を示唆する。トルコ鞍の深さ、直径、面積および周長はB群がA群より有意に大きくなった。この本研究結果は、加
齢によりトルコ鞍の深さと直径が増加したというAxelssonら（2004）の報告、面積が増加したというChaitanyaら（2018）
の報告と一致する。【結論】床突起間距離、床突起間靭帯の石灰化度はU5と多数歯先天性欠如を13歳以下でも予測す
る指標となり得る。
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学展 -005 CBCT 画像による顎顔面形態の３次元的評価と２次元セファロ分析との関連
性について
Three-dimensional evaluation of the facial structures with CBCT images and association with 
lateral cephalometric analysis

大門　茂1、日浦　賢治2、山口　和憲2、丸山　和宏3

DAIMON S.1, HIURA K.2, YAMAGUCHI K.2, MARUYAMA K.3

1だいもん矯正歯科（ 福岡県 ）、2日浦矯正クリニック（ 福岡県 ）、3ピーススマイル矯正歯科（ 福岡県 ）

【目的】CBCT画像を用いて矯正患者の顎顔面骨格の体積と側面セファロ分析との関連性を検討した。【資料および方法】ま
ず、乾燥頭蓋のCBCT画像上に側面セファロの計測点に対応した22の計測点を設定し、計測点の座標値の再現性を検討した。
次に、一辺が25mmの立方体の頂点に金属標識を貼付してCBCT撮影を行い、立方体の各頂点を頂点とする8つの三角錐の
体積を各点のベクトル座標から算出して立方体の体積とし、その再現性を検討した。さらに、28名の患者（永久歯列期の女
性　平均年齢：25歳；15歳～49歳）のCBCT画像上の22の計測点を用いて、上顔面に11個、下顔面に8個の三角錐を設定し
て体積を算出し、側面セファロ分析との関係を検討した。【結果および考察】1．CBCT画像上の22の計測点の座標値の再現
性が確認された。2．ベクトル座標を用いた立方体の体積の計測に再現性が確認された。3．上顔面の体積と上顎の前後的
角度計測（SNA）とは有意な相関を示さなかったが、顔面の深さを示す計測点のY座標と上顔面の幅径を示す計測点のX座標、
および上顔面高を示す計測点のZ座標との間に有意な相関を確認した。CBCT画像の計測点は従来のセファロ分析項目に対
応する点を選択したため計測の再現性が高かったと思われる。三角錐を用いた体積の算出方法は有効であると考えられる。
側面セファロ分析は顎顔面の前後的、垂直的位置形態を線計測と角度計測で行われている。しかし、顎顔面の大きさを体
積で表す場合には、顔面の幅径や前後的長さが大きな影響を及ぼしているので、角度的位置よりも距離的位置を表現する
CBCT画像が有効であると考えられた。【結論】CBCT画像を用いた顔面骨格の体積の算出方法として、三角錐を用いた方
法は有効であると考えられるが、複雑な顔面形態を三角錐の複合体とするには規格性のある計測点を増やす必要がある。

学展 -006 性別、年代別にみた閉塞性睡眠時無呼吸と顎顔面形態、BMI との関連性
The association between OSA and dentofacial morphology and BMI according to sex and age

網谷　季莉子1、竹山　雅規1、丹原　惇1、高橋　功次郎1、大嶋　康義3、小林　正治2、齋藤　功1

AMITANI K.1, TAKEYAMA M.1, NIHARA J.1, TAKAHASHI K.1, OSHIMA Y.3, KOBAYASHI T.2, 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組織再建口腔外科学分野、
3新潟大学医歯学総合病院呼吸器感染症内科

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸（Obstructive Sleep Apnea: OSA）は男性に多い疾患で、男性患者を対象にした研究は過去
にも数多く報告されているが、一定数みられる女性患者についての報告は少ない。病因については肥満の他、顎顔面
形態とも密接に関与するとされるが詳細については未だ不十分である。本研究の目的は、顎顔面形態、BMIに着目し、
性別および年代別にOSAの病態を明らかにすることである。【資料および方法】対象は、新潟大学医歯学総合病院呼
吸器感染症内科の成人患者112名（男性56名、女性56名）とした。資料は、初診時に撮影した側面セファログラムと
終夜睡眠ポリグラフ（Polysomnography: PSG）検査結果とした。側面セファログラムをトレース後、頭蓋骨、上下顎
骨、上下顎切歯、舌骨、頸椎、咽頭気道、軟口蓋、舌について計測し、PSG検査結果からは無呼吸低呼吸指数（Apnea 
Hypopnea Index: AHI）、BMIを抽出した。続いて、性別および50歳をカットオフ値として年代別に2群に区分し、
合計4群について統計学的に比較検討した。【結果および考察】男性50歳以上群は男性50歳未満群よりも舌骨が低位に
あり舌断面積が大きかったことから、男性は加齢変化によるリスク要因が示唆された。一方、女性では年代間の形態
的相違はわずかであった。各因子の相関についてみると、男性50歳未満群、男性50歳以上群、女性50歳以上群にお
いては、舌骨の位置やBMIなどがAHIと有意な相関を認めたが、女性50歳未満群においてはAHIと相関のある項目
は認めなかった。【結論】OSA患者を性別、年代別に比較検討した結果、各群で病態に関する特徴が異なることが示唆
された。男性患者の場合、BMI、舌骨や舌などの形態的特徴がOSAの発症および重症化に大きく関与していること
が示されたが、女性患者の場合には顎顔面形態以外の要因も影響している可能性が示唆された。
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学展 -007 咬合接触と矯正歯科治療  第6報
Occusal patterns in orthodontic treatment. 6th report

北總　征男、北總　博之
KITAFUSA Y., KITAFUSA H.

北總矯正歯科医院（ 千葉県 ）

【目的】矯正治療後の咬合安定には咬合接触の増加が重要である。そこで咬合接触面積（Area、mm 2）、平均圧力
（Ave､ MPa）、咬合力（Force、N）を測定し治療後判定の一助のため検索を行った。【資料および方法】当院では全患
者にデンタルプレスケール・オクルーザー （FPD-709）でArea、Ave、Forceを記録している。本研究は初診時年齢12
歳以上の男子38名、女子41名を抽出し治療前、動的治療後、保定後1年以上の記録を対象とした。これまで各群での
比較を行ったが今回は全体的にまとめ検討した。各比較では平均値について行い統計学的解析は行わなかった。【結果】
1.男子群と女子群の比較。動的治療後、保定後に男子群が上回った。男子群保定後はArea8.56±3.47、Ave48.57±6.00、
Force404.04±143.46であった。2.Angle 分類での比較。I級男子群が保定後9.40±3.78、48.74±6.14､ 450.07±160.21で最
高値であった。3.抜歯群と非抜歯群の比較。最高値は保定後の男子群の非抜歯群で8.41±3.54、50.47±4.74、416.38±
158.65で、最低値は抜歯群の女子群であった。4.不正咬合群別の比較。Areaは上顎前突群男子群保定後8.91±4.33で、
Aveは下顎前突群女子群動的治療後56.54±6.25、Forceは叢生群男子群保定後409.99±148.48であった。5.Facial type
の比較。最高値は保定後男子群のMeso facial patternで10.26±3.32、46.79±6.04、470.57±134.81あった。最低値は女子
群のDolicho facial patternであった。以上の結果から男子群で保定後が高値であることが共通していた。【考察】治療
推移に伴って咬合接触は変化する。動的治療後は低くても保定後に効果的に増加し咬合も安定すれば、治療効果は良
好であろう。その安定度は個体差、性差、不正咬合の種類、口腔機能によって異なると考えられる。【結論】各群の比
較でそれぞれの特徴が推察されたが、症例を増加しさらなる精査が必要とされた。

学展 -008 上下顎前歯の後方移動に伴う軟組織形態変化の予測について
Prediction of soft tissue changes during upper and lower incisor retraction

高　明善1,2、田中　智代2,3、西村　俊哉2,3、友寄　ひかる1、津田　賢治1,2,3

KOH M.1,2, TANAKA T.2,3, NISHIMURA T.2,3, TOMOYOSE H.1, TSUDA K.1,2,3

1守口つだ矯正歯科・歯科（ 大阪府 ）、2デンタルクリニックカルミア（ 兵庫県 ）、3医療法人社団けんこう会つだ歯科（ 兵庫県 ）

【目的】矯正臨床おいて模型分析やセファロ分析による治療計画の立案に際して、治療予測を考慮した硬組織および軟
組織形態の変化を予測することは必要不可欠であり重要であると考えられる。本研究では、顎成長が終了し上下顎前
歯部の後方移動を伴う矯正治療を施行した上顎前突および上下顎前突患者の治療前後の側面頭部Ｘ線規格写真を用
い、治療前後の硬組織および軟組織の実測値の差を検定し、治療予測の精度について検討した。【資料および方法】医
療法人社団けんこう会にて、小臼歯を抜去して矯正歯科治療を行った患者のうち、治療前後で顎成長が認められず下
顎の時計・反時計回転が1°以下の女性患者30名を対象とした。側面頭部X線規格写真上でFH平面をX軸、Sellaを通
りFH平面に直交する直線をY軸とする座標軸を設定し、治療前後の硬組織・軟組織の形態変化に関する距離計測、
角度計測を行った。【結果および考察】側面頭部X線規格写真の分析結果から、矯正歯科治療前後においてX軸におけ
る下顎前歯の後方移動量は3.27±1.28mm、それに伴う下口唇の後退量は2.70±0.97mm、相関係数は0.81と高い相関を
示したのに対し、上顎前歯の後方移動量は4.91±1.22mm、それに伴う上口唇の後退量2.50±1.28mm、相関係数は0.58
と低い相関を示した。これらの結果から上顎前歯の後方移動に伴う軟組織の変化は、硬組織の形態変化による影響の
みならず機能的要因が大きく影響するものと考えられた。【結論】上下顎前歯部の後方移動に伴う軟組織形態について、
上口唇の形態変化を予測することは難しいことが示唆された。
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学展 -009 顎顔面骨格と咬合彎曲の関連性に関する研究
Research on the relationship between skeletal facial types and curve of occlusion

上原　めぐみ、中納　治久、槇　宏太郎
UEHARA M., NAKANO H., MAKI K.

昭和大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】正常咬合の特徴はAndrewsのsix key to normal occlusion等で示されており、Spee彎曲などの咬合彎曲も重要
な因子であると言われている。しかし、歯科矯正治療においては便宜的に咬合彎曲の平坦化が行われている。また、
顎顔面における適正な歯の位置は明確にされておらず、治療目標が曖昧となっている。そこで本研究は顎顔面骨格と
Spee彎曲の関連性を明確にすることを目的とした。【資料および方法】当科を受診した患者の初診時頭部X線規格写真
のトレースを行い、骨格性1、2、3級と骨格性Deepbite、Average、Openbiteの組合せで9つの顎顔面骨格に分類し
た。さらに初診検査時の咬合採得より咬合接触が強い3点を抽出し、セファロ分析ソフトPower cephalo2を用いて（1）
咬合荷重部位3点を連ねたSpee（Power of spee）（2）関節頭を通り、咬合荷重部位2点を通るSpee（力学的Spee）（3）犬
歯・第一大臼歯・関節頭を通るSpee（解剖学的Spee）をセファログラム上に描いた。今回はその中心点・半径を求め、
骨格性2級Deepbite群と骨格性3級openbite群の関連性を比較検討した。（昭和大学歯科病院臨床試験審査委員会DH-
2018-019）【結果および考察】（3）では骨格性2級Deepbite群の方が有意に半径が小さく、中心点は後方に位置した。（1）
と（2）の半径の大きさに有意差は認められなかった。骨格性2級Deepbite群はGonial角が小さく、Brachyofacialを呈し、
咬筋が優位である。つまり垂直的な力によって大臼歯が圧下される。さらに、上下顎骨の前後的ディスクレパンシー
によって前歯の咬合接触が得られず、下顎前歯が挺出すると考えられた。以上より、骨格性2級Deepbite群のSpee
の彎曲度は強くなり、中心点が後方へ位置すると示唆された。【結論】顎顔面骨格とSpee彎曲の関連性が認められた。

学展 -010 口唇閉鎖力と口唇形態との関連性の検討
Relationship between the lip closing force and the lips form

黒石　加代子、郡司掛　香織、左合　美紗、水原　正博、志賀　百年、川元　龍夫
KUROISHI K., GUNJIGAKE K., SAGO M., MIZUHARA M., SHIGA M., KAWAMOTO T.

九州歯科大学顎口腔機能矯正分野

【目的】呼吸様式、鼻疾患に関連し口唇を閉鎖する習慣の有無や口唇閉鎖力の大きさが、不正咬合に影響を及ぼし、そ
の結果顔貌の軟組織形態に影響を与えることが知られている。本研究では、口唇閉鎖の習慣、口唇閉鎖力および口唇
形態との関連性について調査・検討することを目的とした。【資料および方法】本学学生23名を被検者とし、口唇安静
時の側方の顔面規格写真を撮影し、上唇高/全口唇高、赤唇高/全口唇高、下唇高/全口唇高を算出した。口唇閉鎖力
を歯科用口唇筋力固定装置（りっぷるくん®）にて計測した。また、口唇閉鎖時のオトガイ筋の緊張を筋電図で調べ、
筋の緊張のないものをcompetent lip（CL）、筋の緊張のあるものをincompetent lip（IL：無力性口唇）とした。口唇閉鎖
の習慣についてのアンケート調査を実施し、それらの関連性について検討した。CLとILの口唇形態および口唇閉鎖
力についてはMann-Whitney U検定を行い、口唇形態と口唇閉鎖力との相関についてSpearmanの順位相関係数を算
出し、CLとILのアンケート調査についてはχ2乗検定を行った。有意水準は0.01未満とした。【結果および考察】CL
とILの割合は、CLは78.3％（18名）、ILは21.7％（5名）であった。口唇閉鎖の習慣についてのアンケート調査では、
CLとILで差はなく、患者の問診結果等は参考程度の可能性があると考えられた。ILでは、CLと比較し上口唇高/全
口唇高、下口唇高/全口唇高および口唇閉鎖力は小さく、赤唇高/全口唇高が大きい傾向があった。口唇閉鎖力と上口
唇高/全口唇高の間に正の相関を認め（相関係数0.54）、口唇閉鎖力が小さいと上口唇高が有意に小さいことが分かった。

【結論】口唇閉鎖力と口唇形態に関連性があることが示唆された。さらに、口唇閉鎖力の変化に伴って口唇形態や顎態
に変化が生じるか、今後被検者を増やし長期的に検討する予定である。
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学展 -011 鼻閉と顎顔面成長発育の関係について
Relationship between nasal obstruction and maxillofacial growth

羽入田　佳美1、高橋　正皓1、関　雄介1、山口　徹太郎1,2、荒木　康智3、黄川田　徹3

HANYUDA Y.1, TAKAHASHI M.1, SEKI Y.1, YAMAGUCHI T.1,2, ARAKI Y.3, KIKAWADA T.3

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2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部門、
3鼻のクリニック東京（ 東京都 ）

【目的】顎顔面複合体の正常な成長発育は、鼻呼吸、咀嚼および嚥下などの様々な機能と関連している。成長期の小児
における慢性的な口呼吸は、鼻上顎複合体の正常な発達に悪影響を及ぼすことが示唆されている。本研究の目的は、
ヒトにおいてCone-beam computed tomography（以下CBCT）を用いて鼻閉群と対照群の顎顔面形態の比較を行い、
口呼吸が顎口腔形態・成長発育に及ぼす影響を知り、今後の矯正治療に生かすことである。なお、本研究は昭和大学
歯科病院臨床試験審査委員会にて承認された。（登録番号：DH2015-008）【資料および方法】資料は、鼻のクリニック東
京を受診した鼻閉患者41名（男児31名、女児10名、平均年齢8.8±1.6才）と、昭和大学歯科病院を受診した健常患者50
名（男児24名、女児26名、平均年齢8.62±1.2才）のCBCT画像を用いた。鼻閉群と対照群において、同一のCBCTにて
撮影を行い、得られた画像を解析ソフトで計測した。同一計測者により、鼻閉群と対照群の上顎骨、下顎骨、上下歯
列の幅、長さ、角度の計測を行った。統計的検定には、正規性および等分散性の検定を行った後、対応のない2群間
のt検定を用いた。【結果および考察】上顔面高（N-ANS）、前顔面高（N-Me）、下顎歯列幅において、鼻閉群が対照群よ
り有意に大きい値を示した。口呼吸が原因で鼻からの吸気量が少ないと鼻咽頭が陰圧になり、その状態が長く続くと、
圧力により粘膜から水分が滲み出てきて溜まり、粘膜肥大という状態になる。これによって、顎顔面形態の変化が起
こりN-ANSの距離に差が生じた可能性が示唆された。また、口呼吸による下顎骨の後下方の回転により、鼻閉群で
N-Meが長くなったと考えられる。【結論】本研究より、成長発育期における鼻閉塞は顎顔面成長発育に影響を及ぼす
可能性が示唆された。今後、鼻閉と顎顔面形態の因果関係について詳しく検討する必要がある。

学展 -012 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口唇形態変化
Evaluation of lip asymmetry in two jaw surgery patients with mandibular protrusion and facial 
asymmetry

青山　依儒1、及川　崇1、中岡　一敏2、関谷　利子1、濱田　良樹2、中村　芳樹1、友成　博1

AOYAMA I.1, OIKAWA T.1, NAKAOKA K.2, SEKIYA T.1, HAMADA Y.2, NAKAMURA Y.1, TOMONARI H.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を伴う下顎前突症患者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、口
唇形態変化と顎骨形態変化の関連性を検討し、回帰式を求めることとした。【資料および方法】正面頭部X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°）で上下顎同時移動術を施行した患者12人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、全ての計測項目において有意な変化が認められ、口唇の非対称は改善された。また、
口唇形態変化と顎骨形態変化との関連性ではMeと口角部に有意な相関がみられた。さらに回帰分析を用いて、Meの変
化量に対する口角部の変化量の回帰式を求めた。【考察】顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症患者の口唇形態は上下顎移
動術により対称となる。顎骨の移動量と口唇の変化量の間では、多くの計測項目で関連性が認められなかった為、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の要因が複雑に関与しているものと思われた。しかし、
Meの変化量に対する口角部の変化量のみ有意な相関が認められたため回帰式を求めた。これにより手術による口唇形態
予測することが可能になるものと考えられた。【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た。また、下顎骨の位置変化から口角部の変化を予測することができる。
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学展 -013 骨格性下顎前突症例における下顎頭体積と顎顔面形態との関連性
Relationship between the mandibular condyle and maxillofacial morphology in cases of 
mandibular prognathism

左合　美紗1、志賀　百年1、郡司掛　香織1、黒石　加代子1、水原　正博1、鶴島　弘基2、冨永　和宏3、
川元　龍夫1

SAGO M.1, SHIGA M.1, GUNJIGAKE K.1, KUROISHI K.1, MIZUHARA M.1, TSURUSHIMA H.2, TOMINAGA K.3, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学歯学科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科生体機能学講座口腔内科学分野、
3九州歯科大学歯学科生体機能学講座顎顔面外科学分野

【目的】これまで、側面頭部エックス線規格写真を用いた下顎頭形態に関する多くの検討が行われてきた。しかしながら、顔
面非対称を伴わない症例における下顎頭体積に関して、顎顔面形態との関連性を三次元的に検討を行った報告は少ない。そ
こで今回われわれは、エックス線CT撮影により得られた三次元データを解析し、顔面非対称を伴わない骨格性下顎前突症
例の下顎頭体積に影響を与える要因について検討した。【資料および方法】当分野において外科的矯正治療を施行した顔面非
対称を伴わない骨格性下顎前突症の女性16名を対象とした。偏位量に関しては、術前の正面頭部エックス線規格写真より
Mentonの偏位量を計測し、4.0mm未満を顔面非対称を伴わないものとして抽出した。術前に撮影したマルチスライスCT
のDICOMデータを用いて、顎顔面三次元解析用ソフトウェアにより下顎骨の三次元画像を作成し、形態計測を行った。下
顎頭最上方点と下顎孔最下方点を結ぶ線に直行し、かつ下顎頸部最陥凹部を通る平面を設定して、この平面より上を下顎
頭と定義し、下顎頭体積を計測した。統計学的解析には、Wilcoxonの符号順位和検定（p<0.05）、Spearmanの順位相関係数

（p<0.05）を用いた。【結果および考察】下顎頭体積は下顎枝長、下顎頭長軸、内側翼突筋長および咬筋長との間に正の相関を
認め、下顎角、下顎枝傾斜角および下顎下縁平面角との間に負の相関を認めた。以上の結果から、骨格性下顎前突症例にお
いて、High angle症例と比較しLow angle症例の下顎頭体積は大きいことが推察された。【結論】顔面非対称を伴わない骨格
性下顎前突症例の下顎頭体積は、下顎枝長、下顎頭長軸、咀嚼筋長、下顎角、下顎枝傾斜角および下顎下縁平面角と関連し
ている。

学展 -014 顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症例における頭蓋冠形態と下顎窩の位置の三
次元解析
Analysis of cranial vault and position of mandibular fossa in skeletal mandibular protrusion with 
asymmetry

山口　浩司、佐々木　会、川尻　朱美、藤本　航大、上里　忠成、東金　由莉、須田　直人
YAMAGUCHI K., SASAKI A., KAWAJIRI A., FUJIMOTO K., UESATO T., TOGANE 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】我々は、非対称のない骨格性下顎前突症例では、頭蓋冠の片側の前後径が反対側より長ければ長いほど、同
側の下顎窩がより後方に位置することを報告した。（日顎変形誌, 2019年）。そこで本研究では、顔面非対称を有する
骨格性下顎前突症例を用いて、頭蓋冠形態と下顎窩の位置を三次元的に解析した。【資料と方法】SNAが標準的で、
ANBが 0° 以下の骨格性下顎前突症例のうち、オトガイ隆起 （Pog） が3mm以上側方偏位した女性30例を用いた。顎
矯正手術前に撮影されたCT画像上に、顎顔面治療シミュレーションソフト （ProPlan CMF, Materialise 社） を用い
て水平基準平面、正中基準平面、前頭基準平面を規定し、頭蓋冠形態と下顎窩の位置を三次元的に評価した。【結果】
頭蓋冠の前後径、上下径、側方径に各々平均9.1mm、4.5mm、6.8mmの左右差があった。このうち前後径の左右差と、
下顎窩の前後的位置の左右差に有意な負の相関があった。すなわち前述した非対称のない骨格性下顎前突症例と同じ
ように、頭蓋冠の片側の前後径が反対側より長ければ長いほど、同側の下顎窩がより後方に位置した。興味深いことに、
非対称症例では頭蓋冠の側方径の左右差と下顎窩の側方における位置の左右差の間にも有意な正の相関があり、頭蓋
冠の側方への変形が大きいほど下顎窩の同側への偏位がより大きかった。下顎窩の側方偏位側とPogの側方偏位側は、
30例中10例で一致したものの、19例で不一致がみられた。【考察と結論】顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症例にお
いて頭蓋冠は、前後・上下・側方方向に変形していた。このような頭蓋冠の変形の影響を受け、下顎窩の位置が後方
や側方に偏位したと考えられる。一方、下顎窩の偏位にもかかわらず、Pogの側方偏位は多様であった。
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学展 -015 下顎窩の三次元的位置と下顎骨体長の関連性
Relation between three dimensional position of mandibular fossa and mandibular body length

藤本　航大、佐々木　会、川尻　朱美、山口　浩司、上里　忠成、東金　由莉、大塚　雄一郎、須田　直人
FUJIMOTO K., SASAKI A., KAWAJIRI A., YAMAGUCHI K., UESATO T., TOGANE 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】下顎窩の位置は、下顎の前後・上下・側方の位置に深く関与する。近年、セファログラムを用いた二次元解
析では評価が困難だった下顎窩の位置や形状が、CT 画像を用いることで評価可能となっている。そこで本研究で
は、明海大学病院を受診した骨格性下顎前突症例を用いて、下顎窩の位置と下顎骨体の特徴を三次元的に解析した。

【資料と方法】SNAが標準的で、ANBが 0°以下の骨格性下顎前突の女性症例のうち、オトガイ隆起（Pog）が3mm未満
の33例（対照群）と3mm以上の30例の計63例を用いた。顎矯正手術前に撮影されたCT画像上に、顎顔面治療シミュレー
ションソフト（ProPlan CMF, Materialise 社）を用いて水平基準平面、正中基準平面、前頭基準平面を規定し、下顎窩
の位置と下顎骨体長を三次元的に評価した。統計学的検定としてスピアマンの順位相関係数を求めた。【結果】1）全 63
例の下顎窩の位置は、両側間で前後、上下、側方に各々平均2.2mm、0.8mm、1.9mm異なっていた。これら3方向の
下顎窩の左右差（mm）と下顎骨体長の左右差（mm）間にはいずれも有意な相関はなかった。2）対照群33例の下顎窩の
前後的左右差（mm）と下顎骨体長の左右差（mm）間には有意な負の相関があり、片側の下顎窩の位置が後方であれば
あるほど同側の下顎骨体長は長かった。【考察と結論】両側の下顎窩の位置には、左右差が三次元的にみられた。得ら
れた結果より、下顎骨体長の左右差によって両側下顎窩の前後的位置の不調和が補償され、下顎非対称の発症を防い
でいる可能性が示唆された。一般に下顎窩の位置が決定された後も下顎成長は継続する。今後は、成長過程において、
左右不均衡な下顎成長を促す因子を明らかにすることが重要と考えている。

学展 -016 上顎中切歯の口蓋側傾斜を伴う骨格性Ｉ級患者における口元の三次元形態
Three-dimensional lips morphology in skeletal Class I patients with palatal inclination of upper 
central incisor

大山　蓉子、留　和香子、佐々木　美枝、竹内　綾、北井　則行
OYAMA Y., TOME W., SASAKI M., TAKEUCHI A., KITAI N.

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

【目的】本研究の目的は、上顎中切歯の口蓋側傾斜を伴う骨格性Ｉ級患者における口元の三次元形態の特徴を抽出する
ことである。【資料】上顎中切歯の口蓋側傾斜を伴う骨格性Ｉ級患者13名（男児6名、女児7名；平均年齢；9歳4か月）お
よび標準的な上顎中切歯歯軸傾斜角を呈する骨格性Ｉ級患者20名（男児9名、女児11名；平均年齢；9歳0か月）【方法】
非接触型三次元デジタルカメラ（3dMD cranial System、3dMD、Atlanta、USA）で撮影した三次元顔面軟組織画像を
用いて、正中矢状平面、フランクフルト（FH）平面および前頭平面を設定し、鼻下点を通り正中矢状平面に平行な平
面と上唇上縁との交点を中央上唇点、左右それぞれの鼻翼起始部外縁点を通り正中矢状平面に平行な平面と上唇上縁
との交点を左側または右側上唇点と定義した。鼻下点と正中上唇点とを結んだ直線とFH平面とのなす角を正中上唇
傾斜角、左右それぞれの鼻翼起始部外縁点と上唇点とを結んだ直線とFH平面とのなす角を左側または右側上唇傾斜
角とした。鼻下点および左右鼻翼点を通る斜め45度平面に平行な平面上においても同様に上唇傾斜角を計測した。ウェ
ルチのｔ検定を用いて2群間で有意な差があるか否かを検定した。【結果および考察】上顎中切歯の口蓋側傾斜を伴う
患者では、標準的な歯軸を有する患者と比較して、上唇の突出度が有意に小さい値を示した。【結論】上唇の突出度を
従来の正中矢状平面上だけでなく左右鼻翼起始部を通る平面上で計測することで口元の形態的特徴を三次元的に抽出
することができた。
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学展 -017 ロングフェースを呈する者における口蓋の三次元形態について
Three-dimensional palatal morphology in patients with a long face

南　哲至、上田　拓範、村林　学、後藤　章浩、北井　則行
MINAMI S., UEDA T., MURABAYASHI M., GOTO F., KITAI N.

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

【目的】本研究の目的は、口腔模型三次元画像を用い、ロングフェースを呈する者における口蓋の形態的特徴を明らか
にすることである。【試料および方法】不正咬合を主訴として朝日大学医科歯科医療センターに来院し、矯正歯科治療
を開始した患者のうち、下顔面高が大きい値を示した患者24名（平均年齢：23歳5か月；年齢範囲：16歳4か月～45歳6
か月）をロングフェース群、骨格性1級で、下顔面高、オーバージェットおよびオーバーバイトが標準範囲内の値を
示した患者15名（平均年齢：21歳0か月；年齢範囲：13歳6か月～36歳7か月）を対照群とした。それぞれの被検者の初
診時上顎模型を、非接触型三次元デジタルスキャナ（3shape Dental System、Copenhagen、Denmark）により三次元
画像データを取得した。得られた画像データから、三次元画像解析ソフトウェア（Body-Rugle Version7.00、メディッ
クエンジニアリング、京都）を用いて咬合平面を設定し、両側第一大臼歯の近心口蓋側咬頭を通り、咬合平面に垂直
な断面画像を作製した。得られた断面画像上にて、第一大臼歯口蓋側の歯頸部点を定義し、両側歯頸部点を結ぶ直線
を歯頸部線とし、歯肉頬移行部点を通り歯頸部線と平行な直線と口蓋粘膜との交点を口蓋点とした。歯頸部線から口
蓋最深部までの距離を口蓋深さ、歯頸部点・口蓋点を結ぶ直線と歯頸部線のなす角度を口蓋傾斜角として、歯列幅径
と歯槽基底幅径とともに計測した。各群の計測項目について、有意な差があるか対応のないt検定を用いて分析した。

【結果および考察】ロングフェース群は、対照群と比較して口蓋深さと口蓋傾斜角は有意に大きい値を示した。歯列幅
径と歯槽基底幅径には有意差を認めなかった。【結論】ロングフェースを呈する者は、口蓋が深く、急傾斜であること
が示唆された。

学展 -018 ガミースマイルを伴う矯正治療患者における軟組織の三次元解析
Three-dimensional analysis of soft tissue in orthodontic patients with gummy smile

荻原　美希、影山　徹、中根　隆、楢本　達也、丸山　歩美、深沢　香菜子、山田　一尋
OGIWARA M., KAGEYAMA T., NAKANE T., NARAMOTO T., MARUYAMA A., FUKASAWA K., YAMADA K.

松本歯科大学大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学

【目的】矯正治療では、咬合および口元を主とした顔貌の改善が行われる。本研究では、ガミースマイルを伴う矯正治
療患者のスマイル時の口唇の動きについて三次元解析ソフトウェアを用いて解析し、正常咬合者の口唇の動きと比較
検討を行った。【資料および方法】本研究に同意の得られた女性の正常咬合者11名およびガミースマイルを伴う矯正治
療患者（以下、ガミースマイル群）10名を対象とした。閉唇時とposed smile時およびfull smile時のステレオ画像を撮
影し、三次元解析ソフトウェア（QM3000）を用いて、顔貌写真を立体構築した。上下口唇中央部、左右口角部、左右
頬部の動きについて、ステレオ画像計測法を用いて三次元的に解析し、統計処理を行った。【結果および考察】閉唇時
とsmile時の差の比較において、正常咬合群とガミースマイル群の水平方向の運動の比較では、2群間で有意差は認め
なかった。垂直方向の運動におけるposed smileでは、ガミースマイル群の下唇中央は下方へ有意に大きい運動を示
した。また、full smileでは、ガミースマイル群の上唇中央は上方への有意に大きい運動を示した。前後方向の運動の
比較では、posed smileおよびfull smileの下唇中央に有意差を認め、ガミースマイル群の下唇は後方への大きい運動
を示した。Posed smileは「感情に関わらない学習された自発的な笑顔で、高い再現性」が報告されている。女性にお
いては、日常的に顔や表情を意識する機会が多いと推測されることから、本研究におけるposed smile時の垂直方向
で有意差が認められなかったと考えられた。【結論】ガミースマイルを伴う矯正治療患者のposed smileとfull smileでは、
正常咬合者と違なる口唇の運動を示すことが示唆された。
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学展 -019 顔面非対称患者における頭蓋の形態的評価―頭蓋冠形態と下顎骨偏位の関連性―
Morophological Evaluation of Cranials in Facial Asymmetry Patients-Relationship between 
Calvarial Morphology and Mandible Deviation-

小野　紗友美1、阿部　真由子1、飯島　由貴1、森川　泰紀1、立木　千恵1、野嶋　邦彦1、末石　研二1、西井　康1、
高木　多加志2、川俣　貴一3、藍原　康雄3

ONO S.1, ABE M.1, IIJIMA Y.1, MORIKAWA T.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, NISHII Y.1, TAKAKI T.2, 
KAWAMATA T.3, AIHARA Y.3

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、3東京女子医科大学脳神経外科学講座

【目的】顔面非対称患者は、顎顔面部領域のみならず頭部領域の変形があることが多く報告されてきており、我々も顎
変形症学会にて報告した。しかしながら、顔面非対称患者において頭部領域と顎顔面部の偏位の方向、またその程度
の関連性に関する報告においては散見されるばかりである。そこで本研究では顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症と
頭蓋骨の形態に関する形態学的な評価を行い、その関連性を検討することとした。【資料および方法】東京歯科大学千
葉歯科医療センター矯正歯科に来院し、骨格性下顎前突を有する顔面非対称と診断された患者 （非対称群: ANB:0°以
下、Me 偏位:5mm以上、30名）と骨格性下顎前突を有する顔面非対称を伴わない患者（対称群: ANB:0°以下、Me偏位:3mm 
以下、30名）の頭蓋の形態を計測評価した。方法として、軸位のエックス線写真を用いて左右の卵円孔の前縁の接線
とそれに対する垂線を用いて後頭部を左右それぞれ3分割し、面積を測定した（前方部、中央部、後方部）。頭部の偏
位の方向とMeの偏位の方向の関連について調査した。また、顔面非対称患者の中で、中央部、後方部での面積の差
とMeの偏位の程度の関連について検討した。【結果および考察】非対称群においてMeの偏位の方向と頭部領域の偏
位の方向が一致した症例が全体の約7割占めた。また頭部の偏位とMeの偏位の程度には、正の相関が見られた。【結論】
顔面非対称を有する患者は、Meの偏位している方向に頭部の偏位が見られる傾向にあった。また、Meの偏位の程度
が大きくなるに従って、頭部領域での変形の程度が大きくなることが示唆された。

学展 -020 顔面非対称患者における頭蓋冠形態と上下顎骨偏位の３次元解析
Three-demensional analysis of cranial and maxilla-mandibular deviation in facial asymmetry 
patients

阿部　真由子1、小野　紗友美1、飯島　由貴1、森川　泰紀1、立木　千恵1、野嶋　邦彦1、末石　研二1、西井　康1、
高木　多加志2、川俣　貴一3、藍原　康雄3

ABE M.1, ONO S.1, IIJIMA Y.1, MORIKAWA T.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, NISHII Y.1, TAKAKI T.2, 
KAWAMATA T.3, AIHARA Y.3

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、3東京女子医科大学脳神経外科学講座

【目的】顔面非対称患者は、顎顔面部領域のみならず頭部領域の変形があることが報告されており、我々も顎変形症学
会にて報告した。しかし、頭蓋冠の変形が顔面非対称の程度に及ぼす影響に関する報告は少ない。そこで、本研究で
は顔面非対称を有する骨格性下顎前突患者、顔面非対称を有さない骨格性下顎前突患者のCTデータを用いて3次元
的に上下顎骨の偏位程度の計測・比較を行い、頭蓋冠形態と上下顎骨の偏位方向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】東京歯科大学千葉歯科医療センター矯正歯科に来院し、骨格性下顎前突を有し顔面非対
称を伴う患者（非対称群：ANB：0°以下、Me偏位：4mm以上、10名）、骨格性下顎前突を有し顔面非対称を伴わない患
者（対照群：ANB：0°以下、Me偏位：3mm以下、10名）のCTデータを顎顔面治療シミュレーションソフト（SimPlant）
を用いて頭蓋を含む顎顔面領域に水平、矢状および前頭基準平面を設定し、上下顎骨の各計測点から基準平面への垂
線の距離を3次元的に解析した。また、頭蓋冠の変形の方向・程度を評価することで上下顎骨の偏位との関連性につ
いて検討した。【結果および考察】顔面非対称を有する骨格性下顎前突患者では、下顎骨の前後的、側方的な左右差が
認められた。一方、上顎骨において偏位は僅かであった。また、頭蓋冠後方部の変形がみられる同側への下顎骨の偏
位を認めることが多く、前頭部においても変形が認められる場合、下顎骨の偏位は大きい傾向を示した。【結論】顔面
非対称を有する患者では頭蓋冠の変形を有し、下顎骨の前後的、側方的な位置の差が認められた。
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学展 -021 顔面非対称症例における臼歯部歯軸の検討 - 顎骨に対する歯軸傾斜 -
Evaluation of molars tooth axis in facial asymmetry -tooth axis to the jaw-

鍛代　秀人1、立木　千恵1、小倉　弘之1、草場　岳1、飯島　由貴1、西井　康1、野島　邦彦1、末石　研二1、
高木　多加志2、柴原　孝彦2、片倉　朗3

KITAI S.1, TACHIKI C.1, OGURA H.1, KUSABA G.1, IIJIMA Y.1, NISHII Y.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, TAKAKI T.2, 
SHIBAHARA T.2, KATAKURA A.3

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、3東京歯科大学口腔病態外科学講座

【目的】顔面非対称症例では顎顔面形態の非対称のみでなく歯列においても三次元的な偏位があり、左右的な骨の偏位に対
して臼歯部歯軸の頬舌的傾斜による補償（デンタルコンペンセーション）が認められる。術前矯正でこの歯軸の整直を行
うことが治療後の対称な顔貌を獲得する上で重要である。今回我々は臼歯部の各歯種における顎骨に対するデンタルコ
ンペンセーションと咬合平面に対するデンタルコンペンセーションとを比較し、術前矯正治療の計画について検討した。

【資料および方法】東京歯科大学千葉病院矯正科に来院し顔面非対称（顔面正中からMeが4mm以上偏位）と診断された18名
を対象とした。治療前におけるCT画像を、画像解析ソフトを用い顎骨に対する歯軸と咬合平面に対する歯軸の計測を行い、
両基準における各歯種のデンタルコンペンセーションを比較した。【結果および考察】顔面非対称症例において咬合平面基準
では、上下顎臼歯部全ての歯種でデンタルコンペンセーションを生じていた。一方、顎骨基準は上顎では全ての歯種で咬合
平面基準と同様にデンタルコンペンセーションが認められたが、下顎は大臼歯のみにデンタルコンペンセーションが認めら
れ小臼歯部では認められなかった。また、顎骨基準と咬合平面基準の歯軸傾斜の量にも差が認められた。これは顔面非対称
症例の変形が頭蓋骨からの距離に比例して大きくなる形態学的特徴が関係している。そのため、咬合平面基準の上顎は偏位
側上がりの傾斜を水平にして計測を行うため、実際のデンタルコンペンセーション量よりも小さくなる。一方下顎歯軸では、
実際は偏位していることによる下顎の回転が考慮されていないためデンタルコンペンセーションの量が大きくなったと考え
る。診断時には基準平面で歯軸傾斜に差が生じることを考慮する必要性が示唆された。【結論】顔面非対称症例において、顎
骨基準と咬合平面基準では臼歯歯軸の頬舌的補償に差が認められた。

学展 -022 ヒアルロン酸は神経堤細胞の遊走を調節することで顎顔面形成を制御する
Hyaluronic acid controls craniofacial development by modulating neural crest cells migration

犬伏　俊博1、中西　祐一郎1、阿部　真土2、山口　祐3、山城　隆1

INUBUSHI T.1, NAKANISHI Y.1, ABE M.2, YAMAGUCHI Y.3, 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解剖学第一教室、
3Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute

【目的】ヒアルロン酸は機能性糖鎖と呼ばれ、特に胚発生時において羊水や胎児組織で豊富に存在しているため、ヒア
ルロン酸を介した細胞機能、特に細胞移動（遊走）の制御が器官形成には極めて重要であると考えられている。近年、
ヒアルロン酸の合成・分解異常により口蓋裂や小顎症といった頭蓋顎顔面の先天異常が引き起こされることが明らか
になってきており、ヒアルロン酸が頭蓋顎顔面の形態形成に深く関わっていることは疑いがないが、その制御機構に
ついては未だ明らかになっていない。【試料および方法】本実験では、野生型マウス（C57BL/6）ならびにヒアルロン酸
合成酵素2（以下、HAS2）の頭蓋顎顔面特異的（Wnt1-Cre）コンディショナルノックアウトマウス（以下、ホモ変異体; 
Has2f/f:Wnt1-Cre、ヘテロ変異体; Has2f/w:Wnt1-Cre）胎児を用いた。摘出した胎児は実体顕微鏡下での観察に加え、
造影剤を用いたマイクロCT撮影により形態学的解析を行った。さらに、組織切片を作製し、組織学的解析を行った。

【結果および考察】ホモ変異体は胎生9日以降で特に成長が著しく抑制されており、心臓の形成不全により胎生致死で
あった。さらに、ヘテロ変異マウスの一部は顔面突起の伸長や癒合不全により口蓋裂ならびに小下顎といった頭蓋顎
顔面の形成異常を示すことが明らかとなった。また、神経堤細胞の局在に一致してヒアルロン酸が存在していること
を確認した。これらの結果は、ヒアルロン酸が胚発生において神経堤細胞の遊走や増殖に重要な働きをしていること
を示している。【結論】口蓋裂や小顎症といった頭蓋顎顔面形成異常は多因子性の疾患であり、ヒアルロン酸の合成異
常はその原因の一つとなっている可能性がある。今後、さらなる詳細な解析を行うことで、ヒアルロン酸の合成異常
を標的にした新規治療法の開発が強く期待される。
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学展 -023 マウス二次口蓋における口蓋突起癒合時の medial edge epithelial cell の動態
Dynamic migration of medial edge epithelial cell during palatal fusion of mouse

青山　剛三1、黒坂　寛1、岡　綾香1、中津川　昂平1、山本　沙優里1、宇佐美　悠2、豊澤　悟2、犬伏　俊博1、
磯貝　由佳子1、山城　隆1

AOYAMA G.1, KUROSAKA H.1, OKA A.1, NAKATSUGAWA K.1, YAMAMOTO S.1, USAMI Y.2, TOYOSAWA S.2, INUBUSHI T.1, 
ISOGAI Y.1, 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病理学教室

【目的】口蓋裂は二次口蓋の癒合不全により生じ、二次口蓋の癒合には口蓋突起の先端に存在するmedial edge epithelial cell
（MEE 細胞）が消失することが必要である。二次口蓋の癒合過程におけるMEE細胞の挙動を観察する為にはライブイメー
ジング技術を用いたMEE細胞の観察が有用である。本実験は、二次口蓋の口蓋突起半側培養モデルとKeratin14プロモーター
下でGreen Fluorescent Protein （GFP）を発現するマウス（K14-GFP mouse）を組み合わせることにより、発生中の二次口蓋
のライブイメージングを行い、MEE細胞の動態を詳細に解析することを目的とした。また、口蓋裂を誘発することが知ら
れている環境因子がMEE細胞にどのように関与するかを解析した。【試料および方法】胎生14.0日齢のK14-GFP mouse胎仔
の口蓋突起半側を摘出した。BGJb培養液中にアガロースを添加し、0.6％アガロース培養液を作製し、ガラスボトムディッ
シュの底面に、半側の口蓋突起内側縁上皮を設置し、20時間培養を行った。また、蛍光顕微鏡を使用し、タイムラプス撮影
機能を用いて、10分間隔で撮影を行った。【結果および考察】観察開始10時間後から、反対側の口蓋突起に接触することなく、
MEE細胞の自律的な移動が観察された。さらに、MEE細胞が除去された領域では楕円形の間葉組織が露出し、細胞の移動
により間葉組織が拡大することが観察された。これらのことから、上皮細胞の移動が時間および空間特異的な様式で自律的
に調節されている事象であることが示唆された。現在、口蓋裂誘発因子であるニコチンのMEE細胞への影響について解析
を行っている。MEE細胞の挙動という観点からニコチンの口蓋裂発症メカニズムについて洞察していきたいと考えている。

【結論】本実験系を用いることで、MEE細胞の消失に関与する細胞移動の可視化を可能にし、一連の移動様式が明らかとなっ
た。

学展 -024 クラスター分析を用いた骨格性下顎前突症患者における下顎骨偏位様相の検討
An investigation of mandibular deviation in patients with mandibular prognathism using cluster 
analysis

大澤　知朗1、丹原　惇1、西山　秀昌2、高橋　功次朗1、本多　綾子1、新　ちひろ1、高木　律男3、小林　正治4、
齋藤　功1

OSAWA K.1, NIHARA J.1, NISHIYAMA H.2, TAKAHASHI K.1, HONDA A.1, ATARASHI C.1, TAKAGI R.3, KOBAYASHI T.4, 
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新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野、4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】骨格性下顎前突症患者の下顎骨水平偏位の指標として従来Meが用いられてきたが、下顎骨の偏位様相は多様性に富
み不明な点が多い。そこで、三次元CT画像を用いて下顎骨形態計測を行い、クラスター分析により下顎骨の偏位様相を分
類し統計学的検討を試みた。【対象と方法】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
患者100名（男性35名、女性65名、平均年齢22歳5か月）とし、初診時の三次元CT画像を用いて下顎骨形態計測を行なっ
た。下顎骨形態と下顎頭の付着位置について各々ward法によるクラスター分析を行い、それらの結果を統合させ対象を分
類し、各群の特徴を明らかにするためSteel-Dwass検定により多群比較を行った。また、Spearmanの順位相関係数を用い
て正面セファログラムにおけるMeの水平偏位量と各計測項目との相関について検討した。【結果と考察】クラスター分析に
より得られた下顎骨形態および下顎頭の付着位置の特徴について統合させた結果、以下の7群に分類された。第1群（39例）：
形態、付着位置はほぼ対称、第2群（3例）：形態はほぼ対称、付着位置は側方に偏位、第3群（16例）：形態はほぼ対称、付着
位置は垂直に偏位、第4群（25例）：下顎枝の左右差が中等度、下顎骨体長の左右差が大きい、付着位置はほぼ対称、第5群（3
例）：下顎枝の左右差が中等度、下顎骨体長の左右差が大きい、付着位置は側方に偏位、第6群（6例）下顎枝の左右差が中等度、
下顎骨体長の左右差が大きい、付着位置は垂直に偏位、第7群（6例）：下顎枝、筋突起の左右差が大きい、付着位置はほぼ対称、
であった。対象のうち2例は、統計学的に分類することは不可能であった。また、Meの水平偏位量は下顎骨形態と有意な
相関関係を認めたものの相関係数は低かった。【結論】骨格性下顎前突症患者における下顎骨偏位はMeの偏位量のみならず、
三次元的分析が不可欠であることが示唆された。
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学展 -025 CBCT 画像による蝶後頭軟骨結合部の骨化の進行状態の評価
Evaluation of ossification in spheno-occipital synchondrosis, using cone-beam CT images

岡田　渉1、関谷　利子1、郷家　秀昭2、中村　芳樹1、友成　博1

OKADA W.1, SEKIYA T.1, GOKE H.2, NAKAMURA Y.1, TOMONARI H.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（ 東京都 ）

【目的】頭蓋底、特に蝶後頭軟骨結合（SOS）の成長は矯正治療の効果と深い関わりを持っている。蝶後頭軟骨結合（SOS）
の閉鎖状態の把握は、矯正治療の方針を決定に有用な情報となる。我々は過去の研究においてSOS部の蝶形骨と後頭
骨の皮質骨間隙の距離を脳側、咽頭側でそれぞれ計測、評価したが、骨表面の皮質骨での評価であるため、SOS内部
の骨化状態は評価できていなかった。今回の研究では、SOS内部の未骨化部位の面積を計測し、骨化の進行状態を評
価した。【資料と方法】7～12歳の84名（男子42名、女子42名）の診断資料として撮影したCBCT画像を用いた。ボリュー
ムレンダリング上でCBCT画像を、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分割した部位のスライス面を加えた9スライス面において、蝶後頭軟骨結合部の未
骨化部位の面積を計測した。【結果】男女間の比較において女子は男子に比べ、未骨化部位が少なく骨化が進んでいた。
年齢間の比較においては、小学校低学年と高学年を比較したとき、男女ともに差が認められた。【考察】7～12歳では
蝶後頭軟骨結合内部の骨化状態は、男子より女子において骨化が進んでいる傾向を示したことから、骨化状態に性差
がみられることが示された。またこの結果は、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こ
とが推察された。【結論】7～12歳では、女子は男子より蝶後頭軟骨結合部の骨化が有意に進んでいることが示唆された。

学展 -026 食習慣と不正咬合発症の関連について～４歳児の咬合比較による検討
The relationship between dietary habits and malocclusion in preschool children 

藤村　裕治、柿崎　陽介
FUJIMURA Y., KAKIZAKI Y.

矯正・小児ひまわり歯科（ 宮崎県 ）

【目的】当院では小児期おける口腔顔面領域の異常や疾患の予防・治療に加え、食育を含む生活習慣指導が不正咬合発
症の予防に繋がるのではないかと考え、日々診療に取り組んでいる。日頃の食習慣と咬合の関連について、モンゴル
と日本の子ども達の咬合を比較することで検討した。【資料および方法】当院の初診またはメンテナンス中の患者45名

（H群）、宮崎市・吉野保育園の園児30名（Y群：入園時より積極的な食育指導を行なっている）およびウランバートル
第135幼稚園の園児112名（U群）の4-5歳児の口腔内写真（咬合時正面）にて上下顎乳中切歯の被蓋関係を評価した。尚、
脱落、う蝕等で乳中切歯の被蓋関係が確認できないものは除外した。当院歯科医師5名が被蓋の程度に応じてGrade0

（切端咬合）からGrade3（過蓋咬合）の4段階で評価を行なった。【結果および考察】Gradeの平均はH群が最も高く、U
群が最も低かった。H群はGrade2が最も多く、次いでGrade3であった。Y群およびU群はGrade1が最も多く、次い
でY群ではGrade2、U群ではGrade0であった。ウランバートル第135幼稚園の園児に比べ、当院の患児は過蓋咬合
を呈する割合が高かった。吉野保育園の園児はその中間であった。ウランバートルと日本の子ども達では日頃の食環
境が異なっており、そのことが不正咬合発症に影響している可能性が考えられた。異民族間の差異による影響は否定
できないものの、当院と吉野保育園で異なる傾向を認めたことから、食環境による影響は十分に考えられると推測し
た。【結論】積極的な食育指導によって食習慣を見直すことが健全な咬合育成に寄与する可能性が示唆された。
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学展 -027 咬合力の低下が歯の移動量に与える影響　－ラット実験モデル－
The effect of attenuated bite force on orthodontic tooth movement in rats

有薗　ケイラ1、佛坂　斉祉1、森田　幸子1、吉見　知子1、上田　悠依華1、吉見　圭子2、吉田　教明1

ARIZONO K.1, HOTOKEZAKA H.1, MORITA Y.1, YOSHIMI T.1, UEDA Y.1, YOSHIMI K.2, YOSHIDA N.1

1長崎大学歯科矯正学講座、2吉見皮ふ科（ 長崎県 ）

【目的】矯正力による歯の移動量は、咬合力の大きさに影響を受けると示唆する報告がある。臨床において、咬合力
が大きい患者は歯が移動しにくいことを経験することがあり、それに関連する疫学的研究報告がいくつかみられる。
しかしながら、これまで咬合力と歯の移動の関連性について実験的に検証した報告はない。そこで本実験ではラッ
トを使用しBotulinum Toxin TypeA（以下BTX）を咬筋に投与し咬合力を低下させ、矯正力をかけた歯の移動量に
対して咬合力が与える影響を検証した。【資料および方法】10週齢雌ラットを用い、対照群（n=9）、咬筋機能低下群

（n=9）の2群に分けた。咬筋機能低下群にはBTXを片側2Uずつ投与した。3日後に両群ラットの上顎左側第一臼歯
と切歯間にNiTiコイルスプリング（10g）を装着し臼歯の近心移動を行った。14日後に安楽死させ、μCT撮影し、咬筋
を摘出し、筋量の測定した後、組織標本を作製し観察した。また、μCT画像から歯の移動距離、骨密度を計測した。

【結果および考察】歯の移動量は対照群（0.26±0.11mm）に対し咬筋機能低下群（0.40±0.25mm）と有意に大きくなった。咬
筋重量は対照群（0.62±0.04g）に対し咬筋機能低下群（0.29±0.04g）と有意に減少した。また、組織標本においても咬筋機
能低下群の筋線維量が対照群と比較し28.6％の萎縮を認めた。骨密度については、咬筋機能低下群において有意に低
下した。これらのことから、咬合力の低下は、歯を維持する骨密度の低下を引き起こし、歯の移動量が大きくなるこ
とが示唆された。【結論】ラットにおいて、咬合力低下により矯正力をかけた歯の移動量が増加する。

学展 -028 Mechanosensitive microRNA による下顎頭軟骨分化制御
Regulation of mandibular condylar cartilage differentiation by mechanosensitive microRNA

野田　佳苗1、星　健治2、吉崎　恵悟3、寺尾　文恵3、高橋　一郎3

NODA K.1, HOSHI K.2, YOSHIZAKI K.3, TERAO F.3, TAKAHASHI I.3

1九州大学大学院歯学府口腔保健推進学歯科矯正学分野、2九州大学病院矯正歯科、
3九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学歯科矯正学分野

【目的】下顎頭軟骨の成長発育を制御するメカニカルストレス応答機構を構成する因子には不明な点が多い。本研究では、
下顎頭軟骨分化におけるメカニカルストレス応答因子としてのmicroRNA（miRNA）の同定を目的として研究を行った。

【試料および方法】胎齢14日ICRマウス胎仔の下顎頭原基由来の未分化間葉系細胞（MSC）を単離した。MSCのmicromass 
cultureを行い、伸展力負荷後、miRNAを回収し、マイクロアレイ法による網羅的解析を行った。スクリーニングの結果
得られた候補となるmiRNAの下顎頭における発現量の経時的変化を、胎生14、16、18日齢、さらに生後4、6、8、10、20
週齢においてリアルタイムPCR法により検討した。また、MSCにmiRNA mimicを導入し、細胞増殖（n=5）およびAlcian 
Blue染色による軟骨基質産生（n=5）の評価を行なった。【結果および考察】マイクロアレイ法により、MSCへの伸展力負荷
に伴い発現が上昇するmechanosensitive miRNAを35種同定した。その中で、miRNAデータベースを用いて、軟骨分化マー
カーであるII型コラーゲンもしくはSox9を標的遺伝子とする可能性のあるmiRNAを検索したところ、5種のmiRNAを同
定した。これらのmiRNAのマウス下顎頭における発現変化を経時的に確認したところ、胎生期に強く発現するが、その
後減少するもの、成長期に発現するもの、成長終了後に発現が増強するものに分類できた。MSCにmiR134-5p mimicを導
入した群において細胞増殖の有意な低下、またmiR152-3p、431-5pおよび134-5p mimicを導入した群において軟骨基質産
生の有意な低下が認められた。以上の結果から、miR152-3p、431-5p およびmiR134-5pは下顎頭に対するメカニカルスト
レスに反応し、miR134-5pは細胞増殖に、miR152-3p、431-5pは下顎頭軟骨細胞の分化に重要な役割を果たしている可能性
が考えられた。【結論】下顎頭軟骨に発現し、メカニカルストレスに応答するmechanosensitive miRNA群を同定した。
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学展 -029 矯正治療の長期化に関する検討 －患者協力度・機能的な要因－
Evaluation about the lengthening of orthodontic treatment -cooperation and functional factor-

宮野　純一、藤代　篤、合田　義仁、今村　圭吾、原本　紘子、石井　瞳、嘉ノ海　龍三
MIYANO J., FUJISHIRO A., GODA Y., IMAMURA K., HARAMOTO H., ISHII H., KANOMI R.

カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫県 ）

【目的】矯正治療の問題点の一つとして、治療の長期化があげられる。その原因として、骨格的な問題、歯性の問題や
患者の協力度、治療方針の設定の問題など多くの要因が考えうる。今回、矯正治療が長期化した患者とそうでない患
者において協力性の問題と機能的な要因に関して比較検討し、長期化する原因について考察することを目的とした。

【資料と方法】2005.1～2006.12にカノミ矯正・小児歯科クリニックで2期治療を開始したすべての患者151名を対象と
した。マルチブラケット装着を治療開始時、装置除去時を治療終了時とし、治療期間が3年以上の群を長期群、3年
に満たない群を正常群とした。両群間において治療中のヘッドギアや顎間ゴムの協力性、来院キャンセルの数や頻度、
カリエス処置の有無、舌位不良に伴うMFTの実施の有無、口呼吸等の機能的な問題、来院にかかる通院時間につい
て比較検討した。【結果】ヘッドギアやゴムの協力性は長期群において有意に悪く、キャンセルの頻度は大きな差はな
かったものの、来院にかかる時間は長期群の方が長い傾向にあった。機能的な問題は両群間で大きな差は認めなかっ
た。【考察】治療が長期化する理由は一つに断定できるものではなく種々の要因があると考えられるが、今回の結果か
ら治療中の機能的な問題やカリエスの問題、来院キャンセル頻度に大きな差はなかったが、ヘッドギアや顎間ゴムの
協力性に有意な差を認めたことから、患者の矯正治療への関心や装置使用の時間的な制限が大きく関与していると思
われる。今回の結果を踏まえ、治療が長期化しないよう、患者様のモチベーションを維持向上することも大切だが、
その患者の生活背景や骨格的な問題、歯性の問題を考慮し、治療計画や治療方法の選択をするべきであると考えられ
る。【結論】矯正治療が長期化する原因として患者の協力度は大きな要因であると考えられる。

学展 -030 矯正治療の長期化に関する検討 －骨格・歯性・機能的な要因－ 
Evaluation about the lengthening of orthodontic treatment -skeletal, dental and functional 
factor-

石井　瞳、原本　紘子、今村　圭吾、合田　義仁、藤代　篤、宮野　純一、嘉ノ海　龍三
ISHII H., HARAMOTO H., IMAMURA K., GODA Y., FUJISHIRO A., MIYANO J., KANOMI R.

カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫県 ）

【目的】矯正治療の問題点の一つとして、治療の長期化があげられる。その原因として、骨格的な問題、歯性の問題や
患者の協力度、治療方針の設定の問題など多くの要因が考えうる。今回、矯正治療が長期化した患者とそうでない患
者において骨格的な問題・歯性の問題・機能的な要因に関して比較検討し、長期化する原因について考察を行った。

【資料と方法】2005.1～2006.12にカノミ矯正・小児歯科クリニックで2期治療を開始したすべての患者151名を対象と
した。マルチブラケット装着を治療開始時、装置除去時を治療終了時とし、治療期間が3年以上の群を長期群、3年に
満たない群を正常群とした。両群間において治療開始時のセファロ分析における骨格性・歯性の問題、先天性欠如歯
の有無、抜歯の有無、機能の問題、治療結果について比較検討した。【結果】ANB、FMAにおいて、2群間で有意差は
認められなかった。治療開始時における先天性欠如の歯数や、治療における抜歯本数は長期群において有意に多かっ
た。治療後の咬合関係は正常群の方が良好な咬合関係であった。機能的な問題に関しては有意差な差を認めなかった。

【考察】治療が長期化する理由は様々な要因があると考えられる。骨格的にシビアなケースにおいても治療が長期化し
ていない症例も多く、診断・治療計画を適切に選定することが重要であると考えられた。治療結果においては、正常
群の方が良い結果が得られており、治療が長期化することにより、患者側のモチベーションが下がり、早く外したい
との希望で装置を除去することが多くなる傾向にあると考えられた。一般的に機能的な問題が骨格的な問題に関与し
ていると考えられているが、機能的な問題の定量的な評価が難しく、両群間で大きな差を認めなかったと思われる。

【結論】治療が長期化しないよう、その患者の骨格性・歯性の問題を考慮し、治療計画・方法の選択をすべきと考えられる。
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学展 -031 上顎正中部逆生埋伏過剰歯における臨床的検討
Clinical investigation of impacted maxillary anterior inverted supernumerary teeth

曽根　由美子
SONE Y.

兵庫県立こども病院小児歯科

【目的】上顎正中部における埋伏過剰歯は、臨床において比較的遭遇する機会の多い疾患である。埋伏過剰歯は、永久
中切歯の萌出障害・歯列不正、歯嚢性変化などの原因となることが報告されている。そこで今回、逆生埋伏過剰歯が
永久中切歯歯胚へ与えている影響について調査した。【資料および方法】当科にて、2008年4月～2019年3月の間に、
上顎正中部逆生埋伏過剰歯の抜歯を行った3歳6か月から7歳11か月の41例（男児27名、女児14名、平均6歳7か月）
を対象とし、臨床統計学的調査を試みた。【結果】1.発見した経緯は、偶然15名、前歯部の異常26名であった。2.抜歯
時期は、乳歯列期9名、乳中切歯交換期22名、永久中切歯萌出後10名であった。3.永久中切歯歯胚への影響は、なし3名、
あり38名、そのうち、改善の見込あり31名、要矯正治療7名あった。要矯正治療となった7名の内訳は、抜歯時期別に、
乳歯列期1名、乳中切歯交換期0名、永久中切歯萌出後6名であった。4.永久中切歯歯胚への影響の内容は、正中離開、
あり15名、軽度22名、なし4名、左右差、あり15名、軽度12名、なし14名であった。5.埋伏過剰歯を2本有する児は、
12名であった。【考察】上顎正中部逆生埋伏過剰歯は、乳歯列期に発見され抜歯した症例では、永久中切歯への影響が
少なく、乳中切歯交換期に何らかの異常があり発見され抜歯した症例は、永久中切歯への影響は改善する場合が多い。
しかしながら永久中切歯萌出後に発見され抜歯した症例においては、10名中6名が矯正治療を要した。このことから、
乳中切歯交換期までに抜歯を行うことで、永久中切歯歯胚への影響の重篤化を避けられることが推察される。【結論】
上顎正中部逆生埋伏過剰歯は乳中切歯交換期までに抜歯すると、矯正治療を回避できる可能性が高いが、その埋伏位
置によっては、早期に抜歯を行っても、矯正治療を必要とする症例があった。

学展 -032 日本人における咽頭扁桃と口蓋扁桃の成長発育の差異　―暦年齢を指標とした
縦断的調査―
Patterns of adenoid and tonsil growth in Japanese: A longitudinal study

石田　宝義1、間邊　安寿雅1、楊　新晟1、尹　炯植2、神田　英一郎3、小野　卓史1

ISHIDA T.1, MANABE A.1, YANG S.1, YOON H.2, KANDA E.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ソウルオールバルンクリニック、3川崎医科大学医学部

【目的】約80年前Scammonらは人体における成長曲線をリンパ型、神経型、一般型、生殖型の4種類に分類した。ま
た「リンパ組織では成人を100％とすると幼少期に約200％まで過成長した後、成人に近づくにつれてサイズが100％
に減少していく」と報告している。しかし矯正歯科臨床において子供から大人まで治療することが多いが萎縮してい
るはずの口蓋扁桃、咽頭扁桃が残存している患者を診ることは少なくない。このことはScammonの成長曲線と比較
すると大きな差異があることになる。しかし咽頭扁桃、口蓋扁桃の大きさを同一患者で経時的、定量的に評価した
報告はない。本研究では、同一患者の咽頭扁桃、口蓋扁桃の成長発育について縦断調査を行った。【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矯正歯科治療を行った患者23133人を暦年齢に従ってStage 

（Stage1-5）に区分し、全stageにおいて側面頭部X線規格写真撮影した男性31名・女性59名の計90名（6-20歳）を対象
とした。Stage1-5のそれぞれで撮影された側面頭部X線規格写真を用いて咽頭扁桃および口蓋扁桃の大きさを計測し
た。比較にはKruskal-Wallis検定 （p<0.05）を用いた。またbootstrapping法を1000回行った。【結果および考察】咽頭
扁桃、口蓋扁桃のサイズについての成長曲線を導き出した。長年、咽頭扁桃や口蓋扁桃のサイズにおける成長曲線は
幼少期に大きく肥大し成人に近づくにつれて減少すると考えられていたが6歳から20歳の年齢区分ではほとんど増減
しないことが示唆された。咽頭扁桃、口蓋扁桃のサイズの標準値を算出したことは、定量的な物差しを与えることと
なり、扁桃肥大患者に対してEvidenceに基づいた予測、診断、治療を行うことが可能となった。医科・歯科が連携
した治療の一助となると考える。
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学展 -033 呼吸様式が認知機能に与える影響について：fNIRS による検討
The influence of breathing type on cognitive function: An fNIRS study

大塚　剛郎、島崎　盾詩、薄井　崇、山口　徹太郎
OTSUKA T., SHIMAZAKI T., USUI T., YAMAGUCHI 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】不正咬合患者の中には、鼻閉などにより鼻呼吸が障害され口呼吸を行う患者も多数見受けられる。口呼吸がも
たらす障害として顎顔面の成長発育異常・不正咬合・口腔乾燥・歯周疾患など口腔内に限局するものや、仕事や学習
における持久力や活動力の低下など認知機能に及ぶものまで様々な事象が指摘されている。本研究では呼吸様式の違
いが認知機能に与える影響について、非侵襲的脳機能計測技術（機能的近赤外分光計測（fNIRS））を用い脳活動状態を
調べることで客観的評価を行った。尚、本研究は神奈川歯科大学倫理委員会承認のもと（承認番号：第503番）行われた。

【資料および方法】被験者として正常な鼻呼吸を営む健常ボランティア18名を対象とした。認知機能テストとしてNバッ
ク課題を用い、各被験者に対して通常の鼻呼吸時と実験的に鼻閉を生じさせた口呼吸状態時におけるNバック課題遂
行時の前頭前野における脳活動状態についてfNIRSを用いて計測した。【結果および考察】Nバック課題遂行時の前頭
前野における脳活動状態は、鼻呼吸時の方が口呼吸時よりも高い活動状態を示す傾向が確認された。認知機能におい
て前頭前野が重要な役割を果たすことから、鼻呼吸時の方が口呼吸時よりも高い認知機能を発揮できる可能性が脳活
動状態より客観的に示された。【結論】実験的口呼吸から鼻呼吸への変化は認知機能にも影響を与える可能性が示唆さ
れた。

学展 -034 咬合異常モデルにおける心臓リモデリングとβアドレナリン受容体遮断薬によ
る抑制効果
Cardiac remodeling caused by occlusal disharmony and its inhibition by co-administration of 
beta blocker

八木澤　由佳1、大貫　芳樹2、梅木　大輔1、伊藤　愛子1、中村　芳樹1、奥村　敏2、友成　博1

YAGISAWA Y.1, OHNUKI Y.2, UMEKI D.1, ITO A.1, NAKAMURA Y.1, OKUMURA S.2, TOMONARI H.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学講座、2鶴見大学歯学部生理学講座

【目的】咬合異常などの口腔内のストレスと心血管系疾患との関連が疫学調査研究から示唆されているが分子レベルで
の解析は不十分である。本研究では「マウスの切歯にレジンを装着し、実験的に咬合障害を生じさせた咬合異常（Bite-
opening; BO群）が慢性的に交感神経活動を亢進し心臓リモデリングを誘導する」という仮説をたて、その検証を行っ
た。【飼料および方法】C57BL6マウスを 1） Control群、2） BO群、3） βアドレナリン受容体遮断薬投与群（プロプラノロー
ル投与群; Pro群） （給水ボトルの水に1g / Lの濃度で経口投与）、4） BO+Pro群の4群に分けた。2週間後に心臓を摘
出し、線維化の割合、アポトーシスの割合、酸化ストレスの割合を測定した。さらにウエスタンブロッティング法に
て関連因子の解析を行った。また、テレメトリー心電計を装着して24時間心電図記録を行い、BO装着前・装着後の
心拍変動解析を行った。【結果および考察】線維化の割合、アポトーシスの割合、酸化ストレスの割合はControl群に
比較してBO群では有意な増加傾向が見られた。シグナル解析ではControl群に比較してBO群でBaxの亢進が確認さ
れた。BOによるこれらの変化はProの併用投与で有意に抑制された。一方で、Control群に比較してBO群でBcl-2の
減少傾向を示しProの併用投与でその減少傾向は改善された。テレメトリー心電図の解析結果では、Control群に比較
してBO群では交感神経成分（LF/HF）の増加、副交感神経成分の低下（nHF）、自律神経安定性の指標（SDNN）の異常
が認められた。【結論】咬合異常などの口腔内のストレスは自律神経調節機構の破綻と交感神経の慢性刺激状態を誘導
して心筋組織の線維化と心筋細胞のアポトーシスを引き起こし、心疾患発症の危険因子になる可能性が示唆された。
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学展 -035 知的能力障害を伴う患者の口唇閉鎖力の測定
Measurement of Lip-closing strength in individuals with intellectual disabilities

永島　圭悟1、田村　文誉2,3、菊谷　武1,2,3

NAGASHIMA K.1, TAMURA F.2,3, KIKUTANI T.1,2,3

1日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学、2日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック、
3日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

【目的】日常的な流涎や開口、摂食時の開口を伴う知的能力障害児は少なくない。発達期の口腔機能を評価することは、
口腔機能障害や不正咬合などの原因を探る上で重要と考える。本研究の目的は知的能力障害を伴う患者の口唇閉鎖力

（Lip-closing strength：LCS）を測定し、評価することである。【資料】過去4年間に当院を受診し、摂食機能障害を主訴と
する12歳以下の患児32名（7y10m±1y11m）（男児12名、女児20名）を対象とした。対象者は重度の不正咬合や口唇裂を
認めなかった。LCSの計測はりっぷるくん（松風社製）を用いた。対象者は座位にて計測装置と紐でつながった専用のボ
タンを口腔前庭に置き、口唇を閉じ、術者が装置を牽引し、引き出されるまでの牽引力を計測した。測定は3回行い、
その平均値を計測値とした。さらに、ボタンプル訓練を実施し、訓練を継続した16名に対し訓練開始約3か月後に再度
LCSを測定し、訓練効果について評価した。年齢、性別、原疾患、認知機能、訓練前後のLCSの変化について、Mann-
Whitney U testを用いて比較検討した。統計はSPSS ver.25（IBM社製）を用いて行った。【結果および考察】LCSを測定
した児はダウン症候群患児16名（DS群）、染色体異常を伴わない知的能力障害患児12名（MR群）、知的能力障害を伴わ
ない定型発達児4名（N群）であった。初回評価時のLCSの平均はそれぞれ4.93±2.11N、4.42±2.02N、9.75±1.32Nであり、
DS群とMR群はN群より有意に低い値を示した（p<0.01）。年齢および性別に有意差は認めなかった。またボタンプル訓
練を継続した児はDS群7名、MR群9名であった。訓練後のLCSはそれぞれ8.16±3.37N、4.99±2.45Nであった。訓練前
後の変化量においてDS群はMR群より有意に大きい値を示した（p<0.05）。【結論】知的能力障害を伴う児は知的能力障害
を伴わない児より口唇閉鎖力が弱かった。3か月間のボタンプル訓練によりダウン症候群児の口唇閉鎖力は増加した。

学展 -036 片側性唇顎口蓋裂患者のスマイル時の口唇運動の三次元解析
Three dimensional analysis of lip movement during smile in patients with unilateral lip cleft 
palate

楢本　達也1,2、中根　隆1,2、村上　剛一1、村岡　理奈1,3、川原　良美1,3、影山　徹1,2、杠　俊介4、山田　一尋1,2

NARAMOTO T.1,2, NAKANE T.1,2, MURAKAMI G.1, MURAOKA R.1,3, KAWAHARA Y.1,3, KAGEYAMA T.1,2, YUZURIHA S.4, 
YAMADA K.1,2

1松本歯科大学育成期口腔診療部門矯正歯科、2松本歯科大学院歯科独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学、
3松本歯科大学歯科矯正学講座、4信州大学医学部形成再建外科学教室

【目的】唇顎口蓋裂患者の口唇形成術後の静的な顔貌については、様々な解析が行われ、形態変化の改善が示されてい
る。しかし、スマイルなどの軟組織の動きについては不明な点が多い。そこで片側性唇顎口蓋裂患者のスマイル時の
口唇および頬部の三次元的移動様相について検討した。【資料及び方法】松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯
科を受診した片側性唇顎口蓋裂患者8名（平均年齢5.4歳）を対象とした。頭部固定は行わず、安静時とスマイル時の写
真をステレオカメラで撮影した。三次元解析ソフトウェア（QM-3000）を用いて、口角、頬部および上下唇中央の三次
元的移動距離を計測し、患側と健側の移動量を、Wilcoxon検定を用いて比較した。【結果および考察】スマイル時に、
患側口角と健側口角は、それぞれ外側に4.68mm、3.09mm、上方に4.39mm、3.04mm、後方に4.48mm、2.16mm移動
し、いずれも患側が健側と比べ、有意に大きい値を示した。一方、頬部は患側と健側の移動距離に有意差はなかった。
口唇裂は手術後、形態は修復されるが、瘢痕組織を形成する。スマイル時、口輪筋を停止部として大頬骨筋、口角挙
筋などが収縮する。その際に、瘢痕組織が患側よりに位置するため、患側と健側の口角部で口輪筋の抵抗に左右差が
生じ、患側口角が上外後方へ大きく移動したと推察された。【結論】片側性唇顎口蓋裂患者の口唇運動の三次元的解析
から、患側口角が健側口角よりも上外後方へ大きく移動し、非対称性のスマイル像が示された。
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学展 -037 骨格性下顎前突症患者における咀嚼能力と顎顔面形態との関係
Correlations between masticatory performance and craniofacial morphology in patients with 
mandibular prognathism 

深町　直哉1、坂上　馨1、栗原　加奈子1、阿部　遼1、長崎　司1、小野　高裕2、齋藤　功1

FUKAMACHI N.1, SAKAUE K.1, KURIHARA K.1, ABE R.1, NAGASAKI T.1, ONO T.2, 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包括歯科補綴学分野

【目的】骨格性下顎前突症患者の咀嚼に関する過去の研究では、咬合接触面積、下顎運動軌跡、咀嚼筋活動など様々な
観点からの検討が行われてきたが、咀嚼能力と顎顔面形態との関連性については未だ不明な点が多い。そこで今回、
骨格性下顎前突症患者の咀嚼能率を全自動解析装置を用いて客観的に測定し顎顔面形態との関連性について検索し
た。【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骨格性下顎前突症と診断された11名（男性
5名、女性6名、平均16.9歳、以下；下突群）とし、対照は個性正常咬合者15名（男性3名、女性12名、平均23.6歳、以
下；健常群）とした。咀嚼能力自動解析装置による咀嚼能率と咀嚼時間、BiteEyeを用いた咬合接触面積、オクルーザ
ルフォースメータによる最大咬合力を測定し比較検討した。また、下突群の側面セファログラムにおける角度・距離
計測を行い、計測項目間の相関を評価した。【結果および考察】下突群は健常群と比較し、咀嚼能率、咬合接触面積お
よび最大咬合力が有意に低い値を示した。これは下突群では、骨格的な不調和が大きいため上下顎前歯が接触してお
らず、加えて小臼歯部での接触が少ないことから咀嚼能率および咬合接触面積は低い値を示したと考えられた。また、
緊密な咬合接触が不可能なため顎位が不安定になり、力強く噛むことができないことから最大咬合力も小さくなった
と推察された。さらに、下突群の咀嚼能率とGonial angle、ANS-Meとの間に負の相関を認めた。これらの結果より、
下突群では咀嚼能力の低下により咀嚼筋への負荷が減少することとなり、咬筋付着部位であるGonial angle の開大な
らびに前下顔面高の増加を惹起した可能性が考えられた。【結論】骨格性下顎前突症患者では、咀嚼能力と顎顔面形態
との間に緊密な関連性のあることが示唆された。

学展 -038 覚醒時の食道内酸刺激後の咬筋活動と自律神経活動の経時的変化
Time-dependent changes in masseter muscle and autonomic nervous activities after intra-
oesophageal stimulation during awakening

迫口　陽子1,2、前田　綾1、福嶋　美佳1、大牟禮　治人1,3、大石　章仁1、大賀　泰彦1、古川　みなみ1、
高橋　広太郎1、大迫　佑季1、丸谷　佳菜子1、中川　祥子1、宮脇　正一1

SAKOGUCHI Y.1,2, MAEDA-IINO A.1, FUKUSHIMA M.1, OMURE H.1,3, OISHI A.1, OGA Y.1, FURUKAWA-SAINOKI M.1, 
TAKAHASHI K.1, OSAKO Y.1, MARUTANI K.1, NAKAGAWA S.1, MIYAWAKI S.1

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野、2さこぐち歯科・小児・矯正歯科（ 鹿児島県 ）、
3大牟禮矯正歯科クリニック（ 愛媛県 ）

【目的】最近のメタ解析等により、胃食道逆流症はブラキシズムの最も強い危険因子であることが示されている。我々はこれ
まで、胃食道逆流をモデルとした食道内への酸刺激により、覚醒時の咬筋活動が増加し、自律神経活動が関与することを明
らかにしてきた。しかし、それらの経時的関連性は不明である。本研究の目的は、覚醒時に食道内酸刺激を行い、咬筋活動
や自律神経活動への影響と、それらの経時的な関連性を明らかにすることである。【資料および方法】健康な成人男性12名
を対象に、食道内に1）注入なし（非注入）、2）生理食塩水注入（以下、生食注入）、3）塩酸（0.1N HCl）注入（以下、酸注入）の3
条件で安静時の咬筋活動と自律神経活動を記録した。介入には経鼻カテーテルを用い、それぞれの溶液を1ml/minで30分
間注入した。また、注入後の胸やけを含む胸部の不快感についても調査を行った。介入30分間と5分毎のデータを解析し、
統計学的に比較した。【結果】30分間の解析において、生食注入時と非注入時との間に、咬筋活動と自律神経活動において
有意差は認められなかった。酸注入時は生食注入時と比較して、胸やけを含む胸部の不快感に有意差が認められなかったが、
咬筋活動は有意に高く、副交感神経活動は有意に低かった。また、経時的変化について酸注入時と生食注入時を比較したと
ころ、咬筋活動と副交感神経活動は、介入後15～25分で有意差が認められ、交感神経活動は、介入後10～20分で有意差が
認められた。【考察】食道内への酸刺激により、胸焼けなどの不快感に起因しない咬筋活動の増加と自律神経の変化が生じた。
経時的には、交感神経活動の増加と副交感神経活動の減少が生じた後、あるいは同時に咬筋活動が増加した。以上から、食
道内酸刺激による自律神経活動の変化が咬筋活動を増加させることが示唆された。【結論】覚醒時の食道内酸刺激により、自
律神経活動が変化し、その後咬筋活動が増加する。
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学展 -039 口腔機能発達不全症と客観的口腔機能評価指標との関わりについて
Study on relationship between developmental disorder of stomatognathic function and 
objective indices of oral function

板垣　祐介1,2、金高　弘恭2,3、島田　栄理遣1,2、臼井　ちひろ1,2、相田　潤4、五十嵐　薫1,2

ITAGAKI Y.1,2, KANETAKA H.2,3, SHIMADA E.1,2, USUI C.1,2, AIDA J.4, IGARASHI K.1,2

1東北大学大学院歯学研究科頭蓋顔面先天異常学分野、2東北大学病院顎口腔機能治療部、
3東北大学歯学イノベーションリエゾンセンター異分野融合部門、4東北大学大学院歯学研究科臨床疫学統計支援室

【目的】良好な口腔機能は小児の健全な成長発達のために必要不可欠であり、近年、口腔機能発達不全に対する早い
段階での対応が重要視されている。そのためには、早期に口腔機能発達不全症を診断する必要があり、「口腔機能発
達不全症に関する基本的な考え方」（日本歯科医学会：平成30年3月）では17項目のチェックリストが挙げられている
が、口腔機能の客観的評価指標との関連性について詳細に調査した研究はない。そこで、本研究では、口腔機能発達
不全症に係るチェックリストの各評価項目と客観的口腔機能評価指標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】研究対象は、福島県内の5箇所の幼稚園・保育園に通園する3歳9か月から6歳10か月までの全身的
な疾患のない小児257名とした。研究対象に対し、「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」のチェックリストに
掲載された17評価項目について評価を行った。さらに、客観的口腔機能評価として、口唇圧、舌圧、咀嚼能率につい
ても測定を行い、上記17項目との関連性について重回帰分析により統計学的な検討を行った。なお、研究実施に先立ち、
研究対象者に対し、研究内容の説明を行い、同意を得た。【結果および考察】咀嚼能率に関しては、年齢、歯列・咬合、
う蝕、舌圧との間に有意な関連が認められた。口唇圧に関しては、年齢、カウプ指数との間に有意な関連が認められた。
舌圧に関しては、年齢、カウプ指数、咀嚼能率との間に有意な関連が認められた。上記結果から、小児における口腔
機能発達不全症に係るチェックリストの各評価基準と客観的口腔機能指標について、一定の関連性を明らかにするこ
とができた。【結論】健全な口腔機能の獲得には良好な歯列・咬合および口腔状態が重要であることが示唆された。

学展 -040 III 級不正咬合患者の治療前後における上部気道形態と舌骨位に関する予備的調査
Upper airway and hyoid-bone position after orthodontic treatment in Class III patients: A 
preliminary study

渡　一平、加藤　千帆、米満　郁男、臼見　莉沙、木村　綾、新井　修子、笠原　由紀、阿部　泰典、小野　卓史
WATARI I., KATO C., YONEMITSU I., USUMI-FUJITA R., KIMURA R., ARAI S., KASAHARA Y., ABE Y., 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I】II級不正咬合の矯正治療前後での上部気道形態変化について、外科矯正治療に関連した先行研究は数多くある
ものの、矯正治療単独による治療と外科矯正治療を比較・検討した報告はない。そこで今回我々は、非外科的矯正治
療を含めた治療前後における上部気道形態および舌骨位の変化に着目して調査を行った。【資料および方法】東京医科
歯科大学歯学部病院矯正歯科外来を受診した、Angle Class III大臼歯関係および前歯部反対咬合を呈する18歳以上の
患者26名を対象とした。矯正治療単独により治療を行った患者の中で、マルチブラケット装置にIII級顎間ゴムを併
用した患者（ELA群：10名）、歯科矯正用アンカーを併用した患者（TAD群：5名）、ならびに外科矯正治療（下顎枝矢状
分割術）を行った患者（SSRO群：10名）の3群について、初診時および動的治療終了時に頭位を一定基準にした側面頭
部X線規格写真を撮影し、上部気道形態および水平的・垂直的舌骨位をそれぞれ計測し、治療前後の変化について各
群間で比較検討を行った。いずれの群も非抜歯にて矯正治療を行い、統計学的検討にはチューキー・クレーマー検定

（p<0.05）を行った。【結果および考察】上部気道形態および舌骨位いずれのパラメーターにおいてもELA群とTAD群
との間に治療前後で有意な差は生じなかった。一方、ELA群とSSRO群、TAD群とSSRO群における上部気道形態
および舌骨位について治療前後で有意な差が認められた。下顎骨体の後方移動がこれらの一要因となった可能性が考
えられる。【結論】III級不正咬合患者における矯正治療前後で、上部気道形態および舌骨位が、治療方法の違いによっ
て影響を受ける可能性が示唆された。
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学展 -041 骨格性下顎前突者の随意的口唇閉鎖調節能力
Voluntary lip closure ability in patients with mandibular protrusion

丸山　歩美1、村上　円郁2、宮本　剛至3、土屋　恵子3、川原　良美3、影山　徹1,2、増田　裕次4、山田　一尋1,2

MARUYAMA A.1, MURAKAMI M.2, MIYAMOTO T.3, HIJIYA K.3, KAWAHARA Y.3, KAGEYAMA T.1,2, MASUDA Y.4, 
YAMADA K.1,2

1松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、2松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3松本歯科大学歯科矯正学講座、4松本歯科大学大学院・咀嚼機能解析学

【目的】不正咬合者と口唇閉鎖力の関連は、様々な研究で示されている。しかし、これまでの研究は最大口唇閉鎖力が
検討され、日常使用されている随意的な口唇機能力については不明な点が多い。そこで、本研究では骨格性下顎前突
者の随意的口唇閉鎖力について検討した。【資料及び方法】被験者は、松本歯科大学育成期口腔機能部門矯正歯科を受
診した、外科的矯正治療を施行する骨格性下顎前突者女性10名（平均年齢：20.0±4.6歳）と個性正常咬合者女性8名（平
均年齢：23.5±4.9歳）とした。各被験者の最大口唇閉鎖力と随意的口唇閉鎖力を多方位口唇閉鎖力測定装置で測定した。
随意的口唇閉鎖力の測定は、多方位口唇閉鎖力測定装置に接続したディスプレイに表示した最大口唇閉鎖力の50％
の表示点灯後、6 秒間の50％随意的口唇閉鎖力の維持を指示した。50％目標値から± 8％範囲内の時間の割合を正確
率として、口唇閉鎖調節能力を検討した。 【結果と考察】最大口唇閉鎖力は、骨格性下顎前突者と個性正常咬合者で差
はみられなかった。50％正確率の随意的口唇閉鎖能力は、骨格性下顎前突者と個性正常咬合者共に上下唇中央部で有
意に高い正確率を示した。下唇中央と下唇右側では、骨格性下顎前突者は個性正常咬合者に比べ有意に小さい50％
正確率を示した。骨格性下顎前突症では下顎が前方位にあるため、下唇では最大の力で閉鎖する単純な動きに比べ、
随意的な調節する能力は低いと推察された。【結論】骨格性下顎前突者の下唇の随意的口唇閉鎖能力は、個性正常咬合
者に比べ小さいことが示された。

学展 -042 偏位を伴う骨格性下顎前突者の主機能部位
A study of main occluding area in subjects with mandibular protrusion and deviation

深沢　香菜子1、星野　正憲2、川原　良美3、影山　徹1,2、山田　一尋1,2

FUKASAWA K.1, HOSHINO M.2, KAWAHARA Y.3, KAGEYAMA T.1,2, YAMADA K.1,2

1松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、2松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3松本歯科大学歯科矯正学講座

【目的】食物の粉砕は機能咬頭間の限局された部位で行われ、主機能部位とよばれている。骨格性下顎前突者の主機能
部位は、正常咬合に比べ下顎歯列の後方でみられることが示されているが、下顎骨の偏位による主機能部位は明らか
にされていない。そこで、偏位を伴う骨格性下顎前突者の主機能部位について検討した。【資料および方法】松本歯科
大学病院育成期矯正歯科に来院した偏位を伴う骨格性下顎前突者12名（平均年齢22.5歳）を対象とした。主機能部位検
査10回の施行のうち、先に5回に達した方を習慣性咀嚼側とした。習慣性咀嚼側と下顎骨偏位側が一致した7名（一致
群）と習慣性咀嚼側が下顎骨の偏位側と一致しなかった5名（不一致群）の2群に分類した。ストッピングを位置づけし
た歯列模型を3D入出力装置にてスキャン後、主機能部位の座標と第一大臼の咬頭傾斜角を解析した。【結果および考察】
一致群は偏位側側方歯に連続した交叉咬合6名、非偏位側側方歯に連続した鋏状咬合1名みられた。不一致群の側方
歯は、両側交叉咬合2名、交叉咬合なし2名、偏位側側方歯に連続した交叉咬合1名であった。主機能部位の歯列の座
標解析は、一致群の、上顎では偏位側が非偏位側に比べ有意に頬側に位置し、下顎では偏位側が非偏位側に比べ有意
に舌側に位置した。 一方、不一致群では、上下顎の偏位側と非偏位側の間に有意差はなかった。咬頭傾斜角の解析では、
一致群では偏位側上顎第一大臼歯の咬頭傾斜が、非偏位側に比べ有意に頬側に傾斜し、偏位側下顎第一大臼歯の咬頭
傾斜角が、非偏位側に比べて有意に舌側に傾斜していた。不一致群では有意差はみられなかった。【結論】習慣性咀嚼
側と主機能部位が一致する偏位を伴う下顎前突では、側方歯片側性交叉咬合（偏位側）又は片側性鋏上咬合（非偏位側）
と、臼歯部の頬舌的デンタルコンペンセーションを示した。
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学展 -043 低出力超音波パルスを用いた下歯槽神経損傷後の神経再生における NT-3の役割
Involvement of NT-3 in nerve regeneration by LIPUS following IAN injury

土持　茜1、遠藤　千登世1、篠田　雅路2、岩田　幸一2、本吉　満1,3

TSUCHIMOCHI A.1, ENDO C.1, SHINODA M.2, IWATA K.2, MOTOYOSHI M.1,3

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部生理学講座、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

【目的】低出力超音波パルス（low-intensity pulsed ultrasound; LIPUS）刺激が下歯槽神経（IAN）切断後の機能的再生
を促進することが知られているが、そのメカニズムは不明である。本研究ではIAN切断モデルラットを用いて下歯
槽神経損傷後の機能的神経再生におけるNT-3の役割を検討することを目的とした。【試料および方法】深麻酔下に
て、雄性Sprague-Dawleyラット（7w）の下顎骨内のIANを切断し、IAN切断モデルラットを作製した。切断後14日
目まで、IAN切断部直上皮膚にゲルを塗布した電極を設置してLIPUS刺激（1.0 MHz, 240mW/cm2，20 min/day）を
施行した。IAN切断前および切断後1、3、5、7、14日目、von Frey filamentsによる下唇部への機械刺激に対する逃
避閾値を計測した（n=26）。切断後5日目、三叉神経節（TG）及び切断部組織を摘出し、NT-3陽性細胞およびNT-3受
容体であるTrkC陽性細胞の発現を解析した（n=24）。さらにLIPUS刺激群においてIAN切断後14日目までIAN切断
部へTrkC中和抗体（100μg/ml, 10μg/day）を連日投与し、下唇部への機械刺激に対する逃避閾値を計測した（n=18）。

【結果および考察】IAN切断後5日目、LIPUS刺激群における逃避閾値の回復がLIPUS非刺激群に比べ有意に促進され
た。LIPUS刺激群において、切断部組織におけるNT-3陽性細胞数およびTGにおけるTrkC陽性細胞数が有意に増加
した。さらに、IAN切断部へのTrkC中和抗体の投与により、LIPUS刺激による逃避閾値の回復促進が抑制された。

【結論】以上より、IAN切断部へのLIPUS刺激により発現が増加したNT-3が、切断IANの機能的再生を促進すること
が示唆された。

学展 -044 LIPUS 刺激は BDNF シグナルを介して下歯槽神経切断後の機能的再生を促進する
LIPUS stimulation functionally regenerates the transected-IAN via BDNF signaling

遠藤　千登世1、土持　茜1、篠田　雅路2、岩田　幸一2、本吉　満1,3

ENDO C.1, TSUCHIMOCHI A.1, SHINODA M.2, IWATA K.2, MOTOYOSHI M.1,3

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部生理学講座、3日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門

【目的】損傷下歯槽神経（IAN）への低出力超音波パルス（low-intensity pulsed ultrasound:LIPUS）刺激は、神経再生を
促進することが報告されているが、その詳細なメカニズムは不明である。近年、神経栄養因子のひとつであるBrain-
derived neurotrophic factor（BDNF）は神経細胞の生存維持に重要な役割を果たしていることが報告された。本研究で
は、IAN切断モデルラットを用いて、LIPUS刺激による切断IANの機能的再生に対するBDNFの役割を検討するこ
とを目的とした。【試料および方法】深麻酔下にて、雄性Sprague Dawleyラット（7ｗ）（N=15）のIANを切断し、IAN
切断モデルラット作製した。切断後14日目まで、浅麻酔下にてIAN切断部直上皮膚に設置した電極を用いてLIPUS
刺激（1.0MHｚ、240mW/cm2、20min/day）を毎日施行した。切断後1、3、7、14日目にvon Frey filamentsによる下
唇部への機械刺激に対する逃避閾値を測定した。また、切断後14日目まで、LIPUS刺激と同時にBDNF antagonist

（ANA12; 10 μl/day, 0.25mM）をIAN切断部に連日投与し、下唇部への機械刺激に対する逃避閾値を測定した。さら
に、IAN切断後5日目、切断部におけるBDNFの局在を免疫組織化学的に、BDNF量をwestern blot法にて解析した。
また、三叉神経節におけるBDNF受容体であるTrkB発現を免疫組織化学的に解析した。【結果および考察】切断部へ
のLIPUS刺激により、下唇部への機械刺激に対する逃避閾値の回復が有意に促進された。またANA12のIAN切断
部への連日投与により、LIPUS刺激による逃避閾値の回復促進が有意に抑制された。切断後5日目、切断部において
BDNFがシュワン細胞に発現し、LIPUS刺激によりBDNF量が有意に増加した。また、三叉神経節においてTrkB陽
性細胞が確認された。【結論】LIPUS刺激によって切断部のシュワン細胞におけるBDNF産生が増強し、その増強した
BDNFシグナルは切断神経の機能的再生を促進することが示唆された。
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学展 -045 三叉神経節サテライトグリアの GFAP 活性に対する矯正治療の影響
The effect of orthodontic force on GFAP activity the satellite glial in the trigeminal ganglia

湯川　未郷1、土屋　隆子1、長谷川　尚哉1、佐々木　会1、安達　一典2、須田　直人1

YUGAWA M.1, TSUCHIYA T.1, HASEGAWA N.1, SASAKI A.1, 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】矯正治療では歯の移動に伴い末梢に疼痛を生じる。末梢性疼痛は、一次求心性線維の神経節サテライトグリア
細胞にGFAP（グリア線維性酸性タンパク質）発現を伴う興奮を引き起こすことが知られている。本研究では、歯の移
動に伴う疼痛を開口反射誘発閾値（TH）の変化によって定量評価可能な動物モデルを用いた。本モデルでは、矯正力
負荷1日後（D1）は右側THが左側と比較して有意に減少し、3日後（D3）で回復傾向を示し、7日後（D7）で上昇する。本
研究では、矯正力による疼痛と三叉神経節GFAP陽性サテライトグリア細胞数の関連性と鎮痛薬の効果を検討した。

【試料および方法】全身麻酔下で雄性Wistar系ラットの上顎両側門歯と右側第一臼歯間にNi-Tiクロージングコイルス
プリングを装着し、矯正力を負荷した。薬物投与群には矯正力負荷直後より、アスピリン（100mg/kg）、モルヒネ（1.0mg/
kg）を腹腔内投与（8時間毎、3回/日）した。D1、D3、D7において全身麻酔下でTHを測定し矯正力誘発疼痛を評価し
た。その後ラットを4％パラホルムアルデヒドで灌流し、両側三叉神経節を摘出した。摘出した組織から通法に従い
水平断凍結切片（10μm）を作製し、GFAP免疫蛍光染色を行い観察した。三叉神経節I、II、III枝領域において、周囲
2/3以上をGFAP免疫反応性（IR）細胞に囲まれた神経細胞体数を計測した。（全群n=5）【結果および考察】右側I・II枝
領域でGFAP-IR細胞に囲まれた細胞体が左側に比較して有意に増加したが、D3、D7では有意差はなかった。いずれ
の鎮痛薬もD1で右側のTHを有意に上昇させ、右側I・II枝領域のGFAP-IR細胞に囲まれた細胞体の有意な減少を伴っ
た。以上より、三叉神経節のGFAP活性は歯の移動に伴う疼痛評価に有効と考えられる。【結論】矯正力誘発疼痛が三
叉神経節サテライトグリア活性を伴うこと、また異なる作用機序の鎮痛薬でもその活性を阻止できることを示した。

学展 -046 口唇閉鎖力に対する口唇の筋機能訓練の影響
The effect of lip myofunctional therapy on lip closing force

郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、水原　正博、志賀　百年、川元　龍夫
GUNJIGAKE K., KUROISHI K., SAGO M., MIZUHARA M., SHIGA M., KAWAMOTO T.

九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野

【目的】矯正歯科治療では、習慣性に口唇が開いている患者に対して口唇の筋機能訓練を行い、口唇閉鎖できるよう指
導することで、不正咬合の予防または改善を図るケースが多くある。本研究は口唇の筋機能訓練が口唇閉鎖力や口
唇閉鎖の習慣に及ぼす影響について調査、検討することを目的とした。【資料および方法】本学学生14名を被検者と
し、口唇の筋機能訓練を行う訓練群と非訓練群とにランダムに分けた。口唇閉鎖時のオトガイ筋の緊張を筋電図で調
べ、筋の緊張のないものをcompetent lip（CL）、筋の緊張のあるものをincompetent lip（IL：無力性口唇）とした。訓練
群の口唇閉鎖力を歯科用口唇筋力固定装置（りっぷるくん、株式会社松風）によって計測し、その50％の荷重を口腔
前庭に入れたボタンによって持ち上げ、5秒間負荷、5秒間負荷の除去を1日に20回繰り返す訓練を4週間毎日行わせ
た。口唇閉鎖力は訓練前、訓練開始2週後、訓練終了時、訓練終了16週後に測定した。また口唇閉鎖の習慣について
のアンケートを訓練前後に実施した。なお研究は九州歯科大学倫理委員会によって承認されている（承認番号17-33）。

【結果および考察】訓練群と非訓練群では、CLとILの割合と訓練前の口唇閉鎖力に有意差を認めなかった。訓練群の
アンケート調査で訓練前と比較して「鼻が詰まりやすい」、「口を開けて寝ている」、「無意識のうちに口が半開きになっ
ている」の項目で改善傾向が認められたが、その他の項目では大きな変化を認めなかった。訓練による口唇閉鎖力の
変化について、非訓練群では訓練開始前と4週後に有意差はなかったが、訓練群では訓練前と比較して訓練終了時、
訓練中止16週後で有意に口唇閉鎖力が大きく、訓練によって口唇閉鎖力が増加し、訓練終了後も口唇閉鎖力が維持さ
れていた。【結論】口唇の筋機能訓練を毎日行うことで、口唇閉鎖力が上昇し、口唇閉鎖の習慣の改善を期待できるこ
とが示唆された。
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学展 -047 マウスガード型圧力測定装置を用いた口腔軟組織圧モニタリングに関する研究
Mouthguard integrated with pressure sensor for monitoring of oral soft tissue pressure

松本　英和1,2、荒川　貴博2、三林　浩二2、森山　啓司1

MATSUMOTO H.1,2, ARAKAWA T.2, MITSUBAYASHI 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東京医科歯科大学生体材料工学研究所デバイス研究部門センサ医工学分野

【目的】歯の位置や歯列弓形態は舌や口唇、頬粘膜からの圧力の影響を受けている。口腔軟組織圧を測定した報告は
多く存在するが、睡眠時に測定を行った報告はほとんどない。睡眠時は体位や頭位、呼吸動態の変化が口腔内圧に
影響を及ぼすと考えられているため、現存するデバイスにはない無拘束かつ連続測定が可能という性質を持つデバ
イスが必要である。そこで今回我々は、無線機、圧力センサをマウスガード （mouthguard: MG） 材料内に封入する
デバイスを考案し、異なるMG材料の組み合わせによる計測精度を解析して最適条件の検討を行ったので報告する。

【試料および方法】感応部の直径が5.08mmの抵抗膜式圧力センサ （FSR 400 short） 上に直径3.0mm–7.0mmの円形ア
クリル板を設置し、圧縮試験によりアクリル板の大きさを検討した。その後、選定したアクリル板、圧力センサを封
入する2枚のMG材料をそれぞれ硬質MG材料 （ポリエチレンテレフタラートグリコール） 、軟質MG材料 （エチレン
酢酸ビニル樹脂） から選択し4種類の組み合わせで圧縮試験を行い、MG材料を検討した。その後、歯列模型上でMG
材料内に圧力センサ、アクリル板を封入 （上顎左側中切歯唇側面に設置） し、圧縮試験を行い、応答特性を評価した。

【結果及び考察】圧力センサに直径3.5mmの円形アクリル板を設置した場合に最もばらつきが小さく再現性が高い結果
となった。封入するMG材料の検討では、軟質MG材料同士、硬質MG材料同士を用いた場合にばらつきが小さく再
現性が高い結果となった。また、歯列模型上でのMG材料の組み合わせの検討では、軟質MG材料同士で封入した場
合の応答性、分解能が最も高い結果となった。【結論】圧力センサをMG材料内に封入したデバイスによる口腔軟組織
圧測定の可能性が示唆された。今後は口腔内での測定に応用し応答特性を評価、条件を検討することで、無拘束かつ
連続測定が可能なデバイスの開発を目指す予定である。

学展 -048 外科的矯正治療前後における咀嚼運動時の脳賦活様相の変化
Evaluation of brain activation during chewing on pre- and post-orthognathic surgery treatment

平良　綾子1、七條　なつ子1、岡田　成生1、笹栗　健一2、森　良之2

TAIRA A.1, HICHIJO N.1, OKADA N.1, SASAGURI K.2, MORI Y.2

1自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科、2自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】外科的矯正治療の目的は、歯科矯正学的治療による咬合の再構築と外科的アプローチを併用し、審美性の調
和と口腔機能を回復することにある。本研究では、骨格性反対咬合で開咬を伴う症例に対し、機能的磁気共鳴画像
法（ｆMRI）を用いて外科矯正治療前後のガム咀嚼に対する脳賦活様相を解析し、咬合変化に伴う脳機能の変化に関
して検討した。【資料および方法】2016年1月から2019年5月までに来院した骨格性反対咬合で開咬を伴う症例で、外
科的矯正治療を行い、動的治療を終了した4名（男性1人、女性3人）を対象とした。動的治療開始前と動的治療終
了時に3T Siemens社製MRI装置を用いてガム咀嚼をTaskとしてｆMRIを撮影した。その他の機能評価としては、
Brux checker（BC）によるPara-functionと動的治療終了時を10とした時の術前の顎口腔機能を聞き取り評価した。

【結果および考察】聞き取りによる口腔機能評価では、動的治療終了後、全員で機能的に良好になったと評価された。
また、BCによる機能評価では、治療開始前に大臼歯部のみの接触であったのに対し、動的治療終了時では、側方お
よび前方部での接触も認められるようになり、接触面積は有意に増大した。さらに、ｆMRI解析では、術後一次体性
感覚野・運動野の賦活範囲に変化が認められ、視床が賦活していた。外科的矯正治療による咬合機能や接触面積の変
化に伴い、口腔領域からの入力に対して運動・感覚を支配する脳領域が変化していると考えられた。
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学展 -049 弾性線維の機能解析－ペリオスチンとの関連－
Functional analysis of elastic fibers mainly about periostin

真鍋　義一、志賀　百年、郡司掛　香織、黒石　加代子、水原　正博、井上　愛沙子、川元　龍夫
MANABE Y., SHIGA M., GUNJIGAKE K., KUROISHI K., MIZUHARA M., INOUE A., KAWAMOTO T.

九州歯科大学歯学部歯学研究科

【目的】歯根膜中の弾性線維はエラスチンの含まれないオキシタラン線維が多く、歯根の長軸と平行に存在しているが、
機能に関しては不明な点が多い。歯根膜中の弾性線維の主要タンパクはフィブリリン1（FBN1）であり、また歯根膜に
はペリオスチン（POSTN）が存在し、コラーゲンの架橋などに関与し、組織を修復することで歯周組織の恒常性の維
持に関与していることが知られている。そこで、ヒト歯根膜線維芽細胞（HPdLF）にメカニカルストレス（MS）を付与し、
FBN1とPOSTNの関係を調べることを目的とした。【試料および方法】HPdLFにMSとして90gの遠心力を12、24、
36時間付与しcont MS群とし、MSを付与しない群（cont群）のFBN1、POSTNのmRNAの発現を比較した。RNAiに
よりHPdLFのFBN1発現を抑制した群をSi群、FBN1発現を抑制しかつMSを付与した群をSi MS群とし、POSTN
発現を比較した。統計解析は2元配置分散分析後Bonferroni法による多重比較検定を行い、p<0.05を統計的有意差と
した。【結果および考察】FBN1発現においては、RNAiによりFBN1発現を抑制するとFBN1発現は12、24、36時間
すべてにおいて有意に減少した。POSTN発現においては、Si群ではcont群と比較し24、36時間で有意に減少した。
またcont群とcont MS群、Si群とSi MS群では36時間で有意に減少し、Si群とSi MS群においてPOSTN発現の減少
割合が大きかった。このことから、FBN1が歯根膜の恒常性の維持に関連している可能性が高いことが示唆された。

【結論】歯根膜中のFBN1はPOSTNの産生を調節し、歯根膜の恒常性の維持に関連する可能性が示唆された。

学展 -050 発音音声の零交差数分析および MFCC 解析による低位舌の識別
Identification of low set tongue by zero crossing rates and MFCC using pronunciation speech

落合　柚香1,2,3、中山　仁史4、石光　俊介4、山下　公子2,3、石井　かおり2,3、堀畑　聡5、葛西　一貴2,3

OCHIAI Y.1,2,3, NAKAYAMA M.4, ISHIMITSU S.4, YAMASHITA K.2,3, ISHII K.2,3, HORIHATA S.5, KASAI K.2,3

1日本大学大学院松戸歯学研究科、2日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、3日本大学口腔科学研究所、4広島市立大学大学院情報科学部、
5日本大学松戸歯学部数理科学講座

【目的】舌突出癖などの口腔習癖や低位舌は、不正咬合や矯正治療後の後戻りの原因となっているため、舌運動や舌位
の評価は重要となっている。しかしながら、従来の舌機能評価方法であるエックス線映画法では放射線被曝の問題、
パラトグラムや圧力センサーでは生理的な舌の動きに影響を与える現状がある。 そのため視診による舌位の主観的評
価が行われているが、客観性や信頼性において疑問がある。これまで本講座では、音声の零交差数分析およびMFCC
解析による舌突出癖の識別について検討してきた。今回は低位舌識別の可能性について検討した。（日本大学松戸歯
学部倫理審査委員会EC19-18-17-16-15-007-4号）【資料および方法】本学学生225名の側面頭部エックス線規格写真から、
舌-口蓋間距離を計測した。また、低位舌と診断された成人矯正患者16名（低位舌群）と舌機能が正常である成人9名（正
常群）の音声を収録し、零交差数分析およびMFCC解析を行った。零交差数分析は、音声信号における単位時間あた
りに0を交差する回数で子音の分析に向いている。また、ヒトの聴覚を模擬した分析であるMFCCは音声波形のケプ
ストラムをヒトの聴覚の分解能にあわせて抽出したパラメータである。被験音には無声軟口蓋破裂音/k/と後舌母音/
u/である/ku/を用いた。【結果および考察】学生225名の舌-口蓋間距離は舌中央部で2.5ｍｍ（0～16.5ｍｍ）であった。
正常群と低位舌群のMFCC-2はMeanがそれぞれ1.00、1.17であり有意差を認めた（P<0.05）。MFCC-4では0.41、0.73、
MFCC-10では0.14、-0.02とそれぞれに有意差を認めた（P<0.01）。舌位の低下に伴い音響学的変化を認めたことが考え
られる。【結論】MFCC-2、4および10で低位舌識別の可能性が示唆された。今後はさらなる検討が必要であると考え
られる。
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学展 -051 メタロチオネインノックアウトマウスの味覚感受性および条件付け味覚嫌悪に
関する行動学的研究
A behavioral study on gustatory sensitivity and conditioned taste aversion in metallothionein 
knockout mice

山崎　七愛1、舩橋　誠2、十川　紀夫3、佐藤　嘉晃4

YAMAZAKI N.1, FUNAHASHI M.2, SOGAWA N.3, SATO Y.4

1北海道大学歯学部歯科矯正学教室、2北海道大学歯学部口腔生理学教室、3松本歯科大学、4北海道大学歯学部歯科矯正学教室

【目的】亜鉛は必須ミネラルであり、通常では食品から摂取しているが、欠乏すると味覚障害、皮膚炎、脱毛、下痢などが起
こる。細胞内の亜鉛濃度の調節には金属結合タンパク質であるメタロチオネイン（MT）が関与しているとされるが、MTに
よる亜鉛濃度の調節機序や疾病との関連については不明な点が多い。そこで、本研究はその一端を解明するために、MTの
有無により生じるマウスの味覚感受性および味覚嫌悪学習への影響を、行動学的手法を用いて調べた。【試料】実験動物とし
てMT-1、2欠損型マウス（MTKO）と野生型マウス（WT）を用いた。【方法】甘味と苦味に対する味覚感受性を調べるために2
瓶法を用いて、蒸留水と甘味溶液（サッカリンナトリウム0.1％-8.0％）または蒸留水と苦味溶液（塩酸キニーネ0.03％-0.1％）
を提示し、その摂取量を比較した。次に、条件付け味覚嫌悪の獲得について調べるために、条件刺激として0.2％サッカリ
ン溶液、無条件刺激として塩化リチウム（0.15,0.3,0.6M溶液を1％体重で腹腔内注射）を用いた。サッカリンの甘味刺激と塩
化リチウムにより誘発される内臓不快感との間に連合学習が成立したことを評価するために2瓶法によりサッカリン嗜好性
測定実験を行った。【結果】WT、MTKO共にサッカリン溶液摂取量が全摂取量に対して50％以上であり、甘味嗜好性あり
と判定した。苦味に対しては両者共飲水量が低く、苦味嗜好性は低いと判定した。0.6M、0.3M塩化リチウム溶液投与群では、
WT、MTKO共にサッカリン嗜好性が条件付け時と比較して減少したが、0.15M塩化リチウム溶液投与群では、WTでサッ
カリン嗜好性が減少したが、MTKOでは嗜好性が減少せず、味覚嫌悪を獲得した。【考察】内臓不快感誘発に不十分な濃度
の塩化リチウムを投与してもMTKOでは内臓不快感が誘発されたことを示している。【結論】MTKOでは塩化リチウムに対
する感受性が高い可能性が示唆された。

学展 -052 鼻咽頭通気障害は前頭前野における咀嚼時脳賦活の低下を引き起こす
Nasal obstruction causes decreasing activation of prefrontal cortex during mastication

鈴木　裕介1,2,3、成田　紀之3、石井　智浩3,4、根岸　慎一1,3、葛西　一貴1,3

SUZUKI Y.1,2,3, NARITA N.3, ISHII T.3,4, NEGISHI S.1,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究所、4日本大学松戸歯学部有床義歯講座

【目的】ヒトの生理的な呼吸様式は鼻呼吸であるが、鼻咽頭通気障害により口呼吸へと変化する。この代償によって起
こる口呼吸の慢性化が成長期における口腔顎顔面形態に様々な影響を及ぼすことは広く知られている。しかしなが
ら、呼吸様式の変化が中枢神経系である脳へ及ぼす影響は未だ解明されていない。そこで本研究では呼吸様式の違
いによる咀嚼時脳賦活状態の変化を比較検討する事とした。【資料および方法】被験者が安静時鼻呼吸を行う事を確
認した後に前頭前野脳賦活状態を調べるために、近赤外線分光法（Near-Infrared Spectroscopy, 以下NIRS）を用い被
験者に実験課題として20秒のRest、30秒のTask 、20秒のRest というブロックデザインを5回課して脳での血流・
酸素交換の指標となるOxy-Hb濃度の計測を行った。 Taskではガムを咀嚼するChewing Task、および実際に口を
動かさずに咀嚼する事をイメージするImage Taskの2つを用意し、それぞれ鼻呼吸状態とノーズクリップにより鼻
咽頭通気障害を作り出し計測を行った。また、それぞれの状態での換気量計測のためにスパイロメーターを用いた。

【結果および考察】ヒトの一回の呼吸における換気量を示す一回換気量については鼻呼吸状態に比べ鼻咽頭通気障害状
態において有意に低い値を示した。しかし、一分間の換気量を示す分時換気量に関しては各状態での有意差は無かっ
た。これは鼻閉塞により呼吸様式が口呼吸へと変化すると一回の換気量は減少するが呼吸数の増加などにより代償を
行っていると考えられる。また、全身での酸素飽和度を示すSpO2は各状態、Task間にて差を認めなかったが、Oxy-
Hb濃度はCh3、4において鼻閉塞状態でのChewing Taskの方が鼻呼吸状態でのChewing Taskよりも有意に低い値
を示した。【結論】鼻咽頭通気障害による口呼吸状態での咀嚼は中枢神経系である前頭前野における脳賦活を低下させ
ることが示唆された。
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学展 -053 不正咬合者における咬合力と口唇閉鎖力および顎顔面形態との関連性について
Relationship between occlusal force and lip closing force, craniofacial morphology in 
orthodontic treatment patients

田中　弘子1、臼井　暁昭2、松浦　健3、大嶋　嘉久4、金山　隼人5、倉田　和之6、中塚　久美子7、矢作　彩2、
高橋　里沙子2

TANAKA H.1, USUI T.2, MATSUURA K.3, OSHIMA Y.4, KANAYAMA H.5, KURATA K.6, NAKATSUKA K.7, YAHAGI A.2, 
TAKAHASHI R.2

1大林歯科・矯正歯科（ 愛知県 ）、2あかつき矯正歯科クリニック（ 神奈川県 ）、3ケーエヌ矯正歯科（ 鳥取県 ）、
4アーク矯正歯科クリニック（ 神奈川県 ）、5はやぶさ矯正歯科クリニック（ 北海道 ）、6南信歯科矯正 Lab（ 長野県 ）、
7なかつか歯科矯正歯科クリニック（ 大阪府 ）

【目的】動的治療前のセファロ分析測定値と、咬合力および口唇閉鎖力との機能的要因の関係を統計的に解析することを目的
とし、本研究を行った。【資料および方法】6から29歳の165名の不正咬合者を被験者とした。セファロ分析のANB値から
Skeletal Class I （43名）、Skeletal Class II （97名）、Skeletal Class III （25名）の3つのグループに分け評価を行った（以下I群、
II群、III群とする）。咬合力と口唇閉鎖力の測定は、座位にてフランクフルト平面と床面を水平にして行った。咬合力の測
定は、上顎第一大臼歯部で最大の力で噛むように指示し、左右それぞれ3回計測し、6回の平均値を咬合力とした。口唇閉
鎖力の測定は、習慣性咬合位で最大の力で口唇を閉鎖するよう指示した。3回計測を行い、その平均値を口唇閉鎖力とした。
統計は各群にて咬合力・口唇閉鎖力と各セファロ分析値との相関を調べた。本研究は日本矯正歯科学会倫理委員会に提出済
み。【結果および考察】咬合力はI群でIMPAに正の相関が認められ、II群ではどの分析値とも相関は認められなかった。III
群ではSNA、SNB、Facial A.、U1 to SNにおいて正の相関、Occ.pl. to SNで負の相関が認められた。口唇閉鎖力はI、II群
では相関が認められず、III群でU1 to SNに正の相関、Occ.pl. to SNで負の相関が認められた。各群において咬合力、口唇
閉鎖力の関係に相関が認められた。III群で咬合力、口唇閉鎖力ともU1 to SNに正の相関、Occ.pl. to SNに負の相関が認め
られたことからIII群の上顎前歯歯軸と咬合平面傾斜角は機能的要因と関係していると考えられた。今後、症例数を増やし
検討が必要と思われた。【結論】骨格型や歯軸および咬合平面は咬合力、口唇閉鎖力に影響しており、今回の分析ではIII群
の咬合平面傾斜角と咬合力に関連性があることが示唆された。

学展 -054 開咬に対する口腔筋機能療法（MFT）の効果に影響を与える要因について
The factors affecting the effect of myofunctional therapy in open bite patients

中村　かおる、吉留　優、竹内　智夏、四元　みか
NAKAMURA K., YOSHIDOME Y., TAKEUCHI T., YOTSUMOTO M.

よつもと矯正歯科（ 鹿児島県 ）

【目的】当院においてはMFT対象者が治療開始患者の約40％に上ることがわかり（第14回九州矯正歯科学会）、診療シ
ステムの効率化と治療成績の向上が重要であると思われた。そこでMFT対象者の開咬について、経過良好群と不良
群間で症例分析、MFTの実施状況、生活背景、性格について比較検討を行い、MFTの効果に影響を与える要因につ
いて調べることとした。【資料および方法】対象者は当院で2011年～2016年の間に開咬と診断され治療開始した混合
歯列期の患者で、現在も通院中の男女77名（治療開始時年齢8.2± 1.5歳）とした。資料は初回検査時の頭部X線規格写真、
研究用模型、2019年1～3月の来院時の本人および保護者へのMFTの実施状況のアンケート、向性検査表を用いた性
格調査とした。アンケート実施時の咬合状態で経過良好群と開咬が認められる不良群に分類し、2群間で集計解析し
たデータを比較検討した（M-W U test）。【結果および考察】アンケートは58名（不良群16名、良好群42名）から得られ
た（回収率：75.3％）。セファロ分析では2群間に統計学的有意差は無かったが、模型分析で上顎幅径／長径比で不良群
が有意に小さく、頬部軟組織の側方圧が強いことが推察された。またアンケートにおいて、良好群は患者自身の治療
開始時のMFTの重要性の理解度、実施の自主性、頻度、規則性において高い傾向を示し、MFT開始時の動機づけと
取り組み方が予後に影響することが示唆された。性格調査では不良群の向性指数の平均が128.0±19.1で良好群114.8±
15.4より有意に大きく、不良群は外交的傾向、良好群は内向的傾向が強いことが示された。【結論】開咬に対するMFT
の効果に影響を与える要因として上顎幅径／長径比、治療開始時のMFTの重要性の理解度、実施の自主性、頻度、
規則性および患者の性格が考えられた。これらを踏まえ、開始時の十分な動機づけや規則正しく取組めるように支援
することが治療成績向上に繋がると思われた。
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学展 -055 歯科医学知識の有無は歯列模型側面写真でのオーバージェットの認識に影響を
与えるか
Does dental science knowledge affect on overjet perception using photographs of lateral 
dentition model ?

山崎　志穂1、藤井　千聖1、中村　文彦1,2、丸地　隆典1、留　和香子1、大沼　卓也3、坂井　信之4、硲　哲崇2、
北井　則行1

YAMASAKI S.1, FUJII C.1, NAKAMURA F.1,2, MARUCHI R.1, TOME W.1, ONUMA T.3, SAKAI N.4, SAKO N.2, 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朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野、
3近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科産業心理学研究室、4東北大学大学院文学研究科心理学研究室

【目的】我々は、歯列模型を用いて歯科医学知識の有無によりオーバージェットの認識に違いがあるかを明らかにしてきた。
しかし、臨床では模型の実物ではなく写真を提示して説明する機会も多い。そこで、写真でのオーバージェットの認識を明
らかにする必要があると考えた。本研究の目的は、歯科医学知識のある者とない者との間で、矯正歯科治療を必要と感じる
オーバージェット値に違いがあるか模型写真を用いて明らかにすることである。【被験者および方法】被験者は、某学部の学
生（n=67）を「歯科医学知識のない者」、某歯科衛生士専門学校の3年生と某大学歯学部5年生（n=66）を「歯科医学知識のある
者」とした。オーバージェットを+7mmから-2mmに変化させた11種類の模型を、真横から撮影した11種類の右側面写真を
視覚刺激として提示した。同写真を、被験者に順番無作為で閲覧させ、他人と仮定した場合に矯正歯科治療を必要と感じる
かを回答させた。必要と回答した被験者の割合を模型写真ごとに算出し、歯科医学知識の有無で割合に違いがあるかFisher
の正確確率検定を用いて分析した。【結果】オーバージェット7.0mm、6.0mm、5.0mm、0.0mmおよび-2.0mmについて、歯
科医学知識のある者は、ない者より矯正歯科治療を必要と感じる割合が有意に高かった。【考察】オーバージェットが、5.0mm
以上、0.0mmおよび-2.0mmの場合、歯科医学知識のある者は、ない者より矯正歯科治療を必要と感じている者が有意に多かっ
た。この理由として、模型写真は模型の実物と異なり情報量は少ないが、真横から見ることで、歯科医学知識の有無によるオー
バージェットの認識の違いがより顕著に表れたと考えられる。【結論】歯科医学知識のある者はない者と比較して、切端咬合、
オーバージェットの大きい場合および著しく小さい場合、矯正歯科治療を必要と感じる傾向が高いことが明らかになった。

学展 -056 脳虚血マウスで propiece IL-1αの核局在は減少する
Reduction of nuclear localizing propiece IL-1αin mice with cerebral ischema

佐田　英理1,3、角田　麻里子2,5、浅野　正岳2,5、本吉　満1,4

SATA E.1,3, TSUNODA M.2,5, ASANO M.2,5, MOTOYOSHI M.1,4

1日本大学歯学部歯科矯正学講座、2日本大学歯学部病理学講座、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、
4日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門、5日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部門

【目的】alarminは障害を受けた細胞から放出される分子の総称で、周囲の細胞に自身の置かれた危機的状況を周知
し、破壊された組織の再生を促進、生体の恒常性維持に寄与するとされる。口蓋裂や顎離断手術などにおける創傷
部位においてalarminが放出され炎症や破壊された組織の修復に関与している可能性がある。本研究では代表的な
alarminであるIL-1αに着目した。IL-1αは細胞内で前駆体IL-1α （preIL-1α）として産生後、酵素的に分解されN-末端側
のpropiece IL-1α （ppIL-1α）とC-末端側のmature IL-1α （mIL-1α）に分かれる。ppIL-1αはN末端にnuclear localizing 
signal （NLS）を有するため核内移行する。これは遺伝子発現の転写調節に関与するためと考えられるが、そのメカニ
ズムや核内での役割は未解明である。そこで本研究ではppIL-1αの細胞内局在及び刺激に応じた細胞外放出を検討し
た。【試料および方法】N末端にGFPを結合させたppIL-1α発現plasmid （GFP-ppIL-1α）をHeLa細胞にtransfectionした。
細胞障害に伴う放出の有無はHibit法を用い検討した。また、recombinant ppIL-1αをウサギに免疫し、抗ppIL-1α抗体
を得た。この抗体を用いて組織内局在を免疫組織学的に観察した。【結果および考察】GFP-ppIL-1αは核に局在すること、
またHibit法により、ppIL-1αは細胞障害により培養上清中に放出されることが明らかになった。正常マウス臓器では、
肝臓や腸管上皮における発現を確認し、脳虚血に伴いppIL-1αの発現は減弱する傾向を示した。【結論】免疫組織学的
検討の結果、ppIL-1αが肝細胞や腸管上皮細胞などの核内に局在し、脳虚血などの障害に対応して細胞外に放出され
alarminとして機能し得るものと考えられた。
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学展 -057 モンゴル人思春期児童における歯の異常に関する疫学調査
School-based epidemiological study of dental anomalies in Mongolian adolescents

有村　恵1、荒木　美祐1、雲内（保田）　裕子1、トムルホー ツァサン2、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、小川　卓也1、森山　啓司1

ARIMURA M.1, ARAKI M.1, UNNAI（YASUDA） Y.1, TUMURKHUU T.2, GANBURGED G.2, BAZAR A.3, OGAWA T.1, 
MORIYAMA K.1

1東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野、2モンゴル国立医科大学歯学部補綴矯正科、3モンゴル国立医科大学研究・発展分野

【目的】矯正歯科を受診する患者の中には、歯の数や形態の異常を伴うものが少なくないことから、その実態について過去に
さまざまな国や地域で調査が行われてきたが、その多くは医療機関を受診した患者を対象とした調査であり、一般集団にお
いてX線写真を用いて詳細に調査した報告はほとんど認められない。そこで今回我々は、日本人と同様にモンゴロイド系に
属するモンゴル人一般集団の思春期児童を対象に、パノラマX線写真を用いて歯の異常に関する疫学調査を行ったので報告
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つの公立学校に在籍する児童909名（男子：424名、女子：485名、
平均年齢：10.7歳）のパノラマX線写真および口腔内写真を資料として用いた。歯の異常の調査項目は先天性欠如歯、埋伏歯、
過剰歯、歯根弯曲とし、埋伏歯については、標準萌出時期を参照に、歯の形態と位置、歯冠軸方向、萌出余地、歯根完成度
等により総合的に判定を行い、歯根弯曲はHamashaらの方法に準じ、歯根もしくは歯冠・歯根間において90度以上の屈曲
を認めるものとした。【結果および考察】今回調査した歯の異常の項目別発現率は、先天性欠如歯が9.4％、埋伏歯が6.9％、
過剰歯が2.4％、歯根弯曲が1.2％であった。発現部位については先天性欠如歯および埋伏歯は下顎第二小臼歯が最も多く、
過剰歯は上顎前歯部で最も多く認められ、歯根弯曲の発現部位については一定の傾向を認めなかった。これらは過去の他国
における調査結果と比較し、歯数の異常は多く、また埋伏歯および歯根弯曲は少ない傾向がみられた。【結論】今回の調査で
モンゴル人一般集団の歯の異常の発現率を明らかにすることができた。本調査結果は、今後同一人種間の遺伝ならびに環境
要因の相違が歯数・形態にどのような影響を及ぼすかを検討する上で、重要な知見を与えるものと考えられる。

学展 -058 中学生・高校生における Dental Aesthetic Index に対する学年・性別の違い
The difference of Dental Aesthetic Index among grade and gender in junior high/high school 
students

塩谷　沙慧子1、須藤　智省1、野村　義明2、菅崎　弘幸1、友成　博1

SHIOTANI S.1, SUDO T.1, NOMURA Y.2, KANZAKI H.1, TOMONARI H.1

1鶴見大学歯学部歯科矯正学、2鶴見大学歯学部探索歯学講座

【目的】Dental Aesthetic Index（DAI）はWHOが提唱する歯列不正に対する審美評価を数量化する指標であり、矯正治
療の必要性を非侵襲的に示すことができる。本研究の目的は中学・高校生における学年および性別とDAI scoreとの
関連を調査することである。【対象および方法】鶴見大学附属中学校・高等学校の2009年から2014年における全生徒5,056
名に対し、学校歯科検診を行い、DAI scoreを算出した。矯正治療経験者886名（男子337名、女子549名）を除いた4,170
名（男子1,777名、女子2,393名）について解析を行った。DAIの各項目の計測はCPIプローブを使用し矯正歯科医11名
で評価した。DAI scoreおよびDAIの各診査項目構成因子に対する学年、性別の影響は一般化線形モデルにて検討した。

【結果および考察】全体の平均DAI scoreは、27.6 ± 7.7であった。各学年・性別における平均DAI scoreは、中学1年生（男
子28.7 ± 7.4、女子27.4 ± 7.3）、中学2年生（男子28.0 ± 7.8、女子27.1 ± 7.8）、中学3年生（男子27.6 ± 7.7、女子27.0 ± 7.5）、
高校1年生（男子27.7 ± 7.5、女子27.3 ± 7.7）、高校2年生（男子27.4 ± 7.8、女子27.8 ± 8.1）、高校3年生（男子27.0 ± 7.7、
女子27.9 ± 8.1）であった。男子では中学校1年生から高校3年生にかけて経年的にDAI scoreの減少傾向が認められた。
学年と性別の交互作用において有意差が認められた（p<0.05）。 【結論】成長期男子においてDAI scoreの減少傾向が認
められた。DAIを用いて成長期男子の矯正治療必要性を判定する場合、成長および萌出交換にともなうDAI score減
少を考慮する必要性が示唆された。
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学展 -059 マルチブラケット装着により起こる唾液細菌叢変化の検討 - 次世代シークエン
サーを用いた16S rRNA メタ解析 -
The analysis of the dynamics of saliva microbiome by multi-bracket appliances using next 
generation sequencing

角　伊三武1,2、久恒　順三2,3、小泉　祐真1,2、菅井　基行2,3、谷本　幸太郎1

KADO I.1,2, HISATSUNE J.2,3, KOIZUMI Y.1,2, SUGAI M.2,3, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、2広島大学大学院医系科学研究科薬剤耐性学、
3国立感染症研究所薬剤耐性研究センター（ 東京都 ）

【目的】矯正歯科治療中に発生するう蝕や歯周炎といった細菌感染症のリスク因子の一つとして、細菌叢変化が考えられてい
る。以前より矯正歯科治療によって口腔内細菌が変化することが報告されてきたが、その多くは特定の菌種のみを対象と
していた。本研究の目的は、難培養細菌を含む全菌種を対象として、矯正歯科治療による唾液中の細菌叢変化を明らかに
することである。【試料および方法】広島大学病院矯正歯科においてマルチブラケット治療を開始することとなった患者のう
ち、同意を得られた29名（男性7名・女性22名、平均年齢22.1歳）を被験者とした。治療前、治療開始6か月後および治療終
了時において、被験者から安静時唾液を採取した。採取した唾液から細菌DNAを抽出し、16S rRNAの超可変領域V1-V2
を増幅したライブラリを次世代シークエンサーMiSeq （Illumina）にてシークエンスしゲノムデータを得た。解析はKruskal-
Wallis検定及びCLC Genomics Workbench （QIAGEN）を用いて行なった。【結果および考察】治療経過に従って検出された
Operational taxonomic units （OTUs）数が増加し、生物多様性解析の結果は菌叢の変遷を示唆するものであった。分類解析
では、スピロヘータや難培養細菌であるTM7の増加が認められた。また、Fusobacterium属などの嫌気性で歯周炎と関連
する細菌の増加と、Neisseria属などの好気性で常在菌とされる細菌の減少が認められた。う蝕原因菌を含むStreptococcus
属は治療の経過につれて減少したが、統計学的有意差は認められなかった。以上の結果より、マルチブラケット装着によっ
て、口腔内で流動的な唾液中でも、生息する細菌種が増加することで多様性が増し、嫌気的な歯周病原因菌にとって有利な
環境へ近づいていることが示唆された。【結論】マルチブラケット装置の装着によって唾液中の細菌叢は変化した。その変化
の主体は、嫌気性菌や難培養細菌の増加及び好気性菌の減少であった。

学展 -060 マルチブラケット装置による矯正治療時の歯の痛みの研究－治療後アンケ－ト
による患者の主観的評価を基に－
Clinical research of pain in orthodontic treatment using multi-brackets system-Based on post-
treatment questionnaire-

久野　昌隆、小笠原　法子、安永　佳代子、笠原　由紀、佐戸川　千帆
HISANO M., OGASAWARA N., YASUNAGA K., KASAHARA Y., SATOKAWA C.

医 ）ひさの矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】マルチブラケット装置による矯正治療中の歯の痛みに対する患者の主観的評価と治療内容との関連性を知ることを
目的として調査・分析を行なった。【資料】当院にて2010年3月～2018年10月に全顎にマルチブラケット装置を装着して動
的治療を終了した患者から、調整後数日間の歯の痛みについてのアンケ－トに183名の回答を得、治療内容と共に資料と
した。【方法】アンケ－トの4択の設問のうち「まったく痛くなかった・ほとんど痛くなかった」のどちらかを選択した者を
NPG、「結構痛かった・すごく痛かった」のどちらかを選択した者をPGとして計数した。治療内容は、非抜歯と抜歯（第3
大臼歯以外）に群別し、治療期間・調整回数・調整間隔・ア－チワイヤ－に超弾性型Ti-Niワイヤ－（以下Ti-Ni）とそれより
高剛性のワイヤ－（以下非Ti-Ni）を使用した割合とし、アンケ－ト結果との関連性を比較した。【結果】1.非抜歯・抜歯群間
比較：抜歯群ではPGがNPGより多かったのに対し、非抜歯群では少なかった。また、抜歯群は非抜歯群に比し、治療期間
は長く調整回数は多く調整間隔は短く、非Ti-Niの使用割合が高かった。2.非抜歯・抜歯群内比較：非抜歯群内では、PGに
比しNPGの治療期間は短く調整回数は少なく調整間隔は長かった。また、Ti-Niの使用割合が高かった。一方、抜歯群内
ではPGとNPGの治療内容に明確な差異を認めなかった。【考察】治療中の歯の痛みに対する患者の主観的評価には、抜歯
の有無に関連する治療内容の違いが影響するものと考えられた。また、非抜歯群では抜歯群より治療期間の長さ、調整回数、
調整間隔の長さ、ア－チワイヤ－の発現する矯正力の大きさがより直接的に関与すると考えられた。【結論】マルチブラケッ
ト装置による矯正治療時の歯の痛みは治療内容と密接な関連性があり、フォ－スシステムの立案にも配慮を要する。
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学展 -061 アライナー型矯正装置におけるアタッチメントの種類の比較
A comparison between different types of attachment in aligner orthodontic appliance

後藤　真理子1、高良　有理江1、伊能　教夫2、槇　宏太郎1

GOTO M.1, TAKARA Y.1, INOU N.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2東京工業大学基礎研究機構

【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、アライナー型矯正装置（以下、アライナーとする）
は広く用いられている。術者がコンピューターシミュレーションを用いて治療計画を立て、それに基づいて矯正装置
を作製する。しかし、症例によっては予期せぬ歯の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、アラ
イナーにおけるアタッチメントの有無や形状などの設置方法の違いが矯正力に及ぼす影響について、非線形有限要素
解析を用いて検討した。【資料および方法】犬歯と第二小臼歯と、それに被せるアライナーの三次元有限要素モデルを
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設定した。アタッチメントの有無や形
状などの違いを数種類設け、解析結果を比較し、アタッチメントが矯正力のコントロールにどのように関与するのか
を検討した。また、歯の移動距離を大きくしたシミュレーションを行い、二本の歯にかかる転倒モーメントなどを算
出した。【結果および考察】解析結果よりアタッチメントを付与することで引きつけ力が増大すること、付与しない場
合に比べて歯の傾斜が抑えられることが示された。また、アタッチメントを付与することでアライナーと歯の適合が
向上し、接触面積が広くなることを接触圧分布図により確認した。【結論】アライナー型矯正装置におけるアタッチメ
ントの有無や形状などの設置方法の違いが矯正力に及ぼす影響について、三次元有限要素解析を用いて検討した。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 -062 歯科矯正用アンカースクリューの連結による架橋効果についての有限要素法解析
Finite element analysis of the bridging effect by the connection of orthodontic anchor screw

尾崎　博弥1、石井　貴和1、佐藤　允俊1、小林　優2、不島　健持1

OZAKI H.1, ISHII T.1, SATOU C.1, KOBAYASHI M.2, FUSHIMA K.1

1神奈川歯科大学大学院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病態診断治療学講座顎顔面外科学
分野

【目的】歯の移動の固定源として歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）は、植立術式が簡便で手術侵襲が小
さいなどの利点から広く臨床応用されている。一方、植立部位や矯正力適用方向に制限があり、適用症例に限りがある。
我々は、これらスクリューの欠点を解決する目的で、口蓋に植立したスクリューの頭部に矯正力適用の固定源となる
上部構造を保持するシステムを考案した。今回は、本システムの上部構造がスクリューの植立状態に及ぼす影響、ス
クリューの連結による架橋効果について、三次元有限要素法を用いて検討を行った。【資料および方法】CADソフトウェ
アにより、スクリューおよび上部構造の三次元モデルを作成した。スクリューモデルは直径1.0mm、長径10.0mmのテー
パー無しの形状で、スクリュー単体のもの、スクリュー 1本に上部構造を装着したもの、2本をワイヤーで連結して
上部構造を組み合わせたもの、2本を合成の高い金属プレートにて連結したものを作成した。有限要素解析ソフトウェ
アを用いてメッシュモデルに変換し、1本あたり10Nの荷重条件について解析を行った。【結果および考察】スクリュー
を縦に連結することにより、スクリュー 1本の場合と比べ、スクリューへの応力が約40パーセント減少する結果が示
された。またスクリューが2本では1本の場合に比べ、上部構造のたわみや回転が著明に抑制されることが示された。
特にプレートにて連結したものは、スクリューへの応力が軽減されることも示された。【結論】本研究の結果より、ス
クリュー 2本を連結固定することでスクリューの応力が減少し、固定源としての機能が向上し安定した治療効果が期
待できる可能性が示唆された。上部構造への矯正力は、スクリュー植立部位から離れた位置に加わるため応力が増大
すると考えられ、複数本のスクリューの連結による架橋効果が植立状態の安定化を図っていると考察された。
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学展 -063 矯正的歯の移動時のマウス歯根膜における増殖期細胞の局在と特性
Distribution and characterization of proliferative cell in periodontal ligament during orthodontic 
tooth movement

水越　優1、加来　賢2、北見　公平1、井田　貴子2、新井　萌生1、魚島　勝美2、齋藤　功1

MIZUKOSHI M.1, KAKU M.2, KITAMI K.1, IDA T.2, ARAI M.1, UOSHIMA K.2, 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生体歯科補綴学分野

【目的】力学的刺激に鋭敏に反応する歯根膜の細胞特性が矯正的歯の移動を可能としていると考えられている。代謝活
性の高い歯根膜の細胞供給において、組織幹細胞が重要な役割を担っていると考えられるが、その局在や特性につい
ての知見は依然として乏しい。組織幹細胞は力学的刺激等の外部刺激により自己複製し、歯根膜構成細胞へと終末分
化していくことから、組織中の細胞増殖活性とその細胞特性を解析することにより、組織幹細胞の同定が可能になる
と考えられる。そこで本研究では、マウス臼歯に矯正力を負荷した際の歯根膜組織における、増殖期細胞の分布と特
性を解析することを目的とする。【試料および方法】C57BL/6マウス（8週齢雄性、20匹）を使用し、上顎左側第一臼歯
と切歯間に25gf Ni-Ti coilを装着した。屠殺6、12時間前に5-ethynyl-2'-deoxyuridine （EdU）を腹腔内投与し、増殖期
細胞の標識を行った。装置装着7日および14日後に屠殺、脱灰パラフィン包埋組織標本を作製して組織学的に観察を
行った。第一臼歯遠心根周囲歯根膜を観察領域とし、右側同部位を対照群とした。さらにEdU陽性細胞における各種
分化マーカーを免疫組織学的手法により検出した。【結果および考察】対照群および装置装着7日後のマウス歯根膜組
織ではEdU陽性の増殖期細胞はほぼ検出されなかったが、14日後では遠心根の近心側（圧迫側）、遠心側（牽引側）の両
部位において有意な増加が認められた。またEdU陽性細胞における各分化マーカー陽性率は総じて低く、骨表面近傍
において少数観察された。歯根膜全域に観察された分化マーカー陰性の増殖期細胞は、力学的刺激に応答して活性化
された組織幹細胞または前駆細胞であると考えられる。【結論】本研究において、力学的刺激により誘導された増殖期
細胞の一部は組織改変に寄与する組織幹細胞である可能性が示唆された。

学展 -064 β2- アドレナリン受容体遮断は実験的歯周炎モデルラットにおいて歯周炎を予防する
Blockade of sympathetic Β2-receptors inhibits periodontitis in an experimental rat 
periodontitis model

竹口　敦士、佐藤　琢麻、村松　隆二郎、宮澤　健、後藤　滋巳
TAKEGUCHI A., SATO T., MURAMATSU R., MIYAZAWA K., GOTO S.

愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正治療を希望する成人患者は年々増加しており、その中には歯周病に罹患している患者も少なくない。近年、
交感神経系は骨代謝制御と高い関連性があることがわかってきており、交感神経が亢進している高血圧自然発症ラッ
ト（SHR）において歯周炎が悪化することが分かっている。本研究では、実験的歯周炎モデルラットにおけるβ2-アド
レナリン受容体遮断薬であるブトキサミン（BUT）の歯周炎予防効果を検討した。【試料および方法】Wistar Kyoto rats

（WKY）およびSHR（各群n=6）に、BUTを1mg/kg/day経口投与し、上顎左側第一臼歯（M1）と第二臼歯（M2）間のコ
ンタクトポイントに結紮線を結紮する方法で歯周炎を誘発した。4週間後に屠殺し、M1とM2の間の残存している歯
槽骨をマイクロCTを用いた三次元構造解析を行った。また組織切片を作製しHE染色、TRAP染色、免疫染色（TH[交
感神経マーカー]、TNF-α、IL-1β、IL-6）を用いて組織学的解析を行った。【結果および考察】歯槽骨骨構造解析において、
WKYおよびSHRの BUT投与群では、WKYおよびSHRのコントロール群と比較して残存している歯槽骨量が多かっ
た。組織学的解析において、WKYおよびSHRの BUT投与群では、WKYおよびSHRのコントロール群と比較してアタッ
チメントレベルの割合が小さく破骨細胞数が少なかった。免疫染色において、WKYおよびSHRの BUT投与群では、
THの発現量が減少していた。また、SHRの BUT投与群では、炎症性サイトカインであるTNF-α、IL-1β、IL-6の発
現量が減少し、WKYの BUT投与群では、TNF-α、IL-1βの発現量が減少していた。【結論】以上の結果より、実験的
歯周炎モデルラットにおいて、β2-アドレナリン受容体遮断薬が歯周炎を予防する可能性が示された。
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学展 -065 フラボノイド類化合物バイカリンはラットにおける実験的歯の移動中の歯根吸
収を抑制する
Baicalin inhibits root resorption during tooth movement in a rodent model

木村　綾1、國松　亮2、柄　優至2、堀江　佳代2、吉見　友希2、粟田　哲也2、郡司　秀美1、阿部　崇晴2、
中島　健吾2、坂田　修三1、中谷　文香1、谷本　幸太郎1

KIMURA A.1, KUNIMATSU R.2, TSUKA Y.2, HORIE K.2, YOSHIMI Y.2, AWADA T.2, GUNJI H.1, ABE T.2, NAKAJIMA K.2, 
SAKATA S.1, NAKATANI A.1, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、2広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

【目的】フラボノイド類化合物の一種であるバイカリンは、生薬オウゴンの主成分であり、抗炎症作用および骨添加活性など
の作用を有する。近年、フラボノイドはエストロゲン様作用を有することから、骨粗鬆症などの骨代謝疾患において、副作
用の少ない安全な補助治療法として注目されている。これまでの研究結果で、バイカリンは、ヒト培養セメント芽細胞に
おいてWnt/βカテニンシグナル伝達経路を介して、セメント質分化に関与している事を解明した。しかしながら、矯正的
歯の移動時に伴う歯根吸収に対するバイカリンの影響は未だ解明されていない。そこで、バイカリン摂取がラット実験的歯
の移動時における歯根吸収発現に及ぼす影響について検討することとした。【試料および方法】矯正用クローズドコイルスプ
リングを用いて、ラット第一臼歯を過度な矯正力にて牽引し、歯根吸収モデルを作製した（n=8）。ラット歯根吸収モデルに
バイカリンを経口投与し、歯の移動距離、歯根吸収面積を検討した。また、免疫組織化学染色を用いて骨代謝関連マーカー
であるOPGおよびRANKLの発現を評価した。そして、破骨細胞の発現についてTRAP染色を用いて検証した。全ての研
究項目は3回以上行われた。【結果および考察】実験的歯の移動時において、歯の移動距離は対照群とバイカリン投与群間に
有意差を認めなかった。また、免疫組織学的検証では、バイカリン投与群では、対照群と比較してOPGの発現が亢進され、
RANKLの発現が抑制された。そして、TRAP陽性細胞数の有意な減少が認められた。さらに、歯根吸収面積において、バ
イカリン投与群では対照群と比較して有意に小さい値を示した。以上の結果より、バイカリンはラット実験的歯の移動時に
おける歯根吸収発現を抑制することが明らかとなった。【結論】フラボノイド類化合物バイカリンは、歯根吸収抑制を可能に
しうる手段であり、矯正歯科臨床におけるバイカリンの有用性が示唆された。

学展 -066 歯根膜幹細胞における骨分化誘導と AMPK/mTOR 経路の関連
Association of AMPK/mTOR signaling pathway on osteogenic differentiation in human 
periodontal ligament stem cells

安永　まどか1、大野　純2、玉置　幸雄1、石川　博之3

YASUNAGA M.1, OHNO J.2, TAMAOKI S.1, ISHIKAWA H.3

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2福岡歯科大学再生医学研究センター、3福岡学園（ 福岡県 ）

【目的】歯根膜幹細胞（HPLSCs）は間葉系幹細胞に分類され骨、セメント質および歯根膜線維への分化が可能である
ことが報告されている。また、細胞は飢餓状態に陥ると自己の構成成分を分解するオートファジーが生じ、細胞質
内の分解産物の再利用を行うこと、近年ではオートファジー関連因子であるAMPKおよびmTORは細胞の分化誘導
の制御に関与することが報告されている。しかし、HPLSCsにおけるオートファジー関連因子と骨分化誘導との関
連性については未だ解明されていない。そこでAMPKおよびmTORがHPLSCsの骨分化へ与える影響を検討した。

【試料および方法】HPLSCsを骨分化誘導培地で培養しオートファジー関連因子の発現を検索した。また、薬理学的阻
害でAMPKおよびmTORを阻害し骨分化への影響を検索した。検索方法は骨分化培養HPLSCsを蛍光免疫染色法、
ALP染色法およびWestern blotting法により評価した。【結果および考察】蛍光免疫染色法およびWestern blottingの
結果より、骨分化誘導に伴いAMPKの活性化およびmTORの不活性化が認められた。また、AMPK阻害ではmTOR
活性が亢進し、骨分化誘導因子の一つであるSmadの不活性化およびALP染色性の抑制が認められた。この結果は、
AMPK活性化は骨分化を誘導することが示唆された。また、mTOR阻害は骨分化誘導を促進し、Smadの活性化およ
びALP染色性の亢進を認めた。以上の結果から、HPLSCsにおける骨分化誘導の促進にはAMPKの活性化とmTOR
の不活性化が生じることが明らかとなった。これらのシグナル経路がSmadの活性化を制御して骨分化誘導に関連す
ることが考えられた。【結論】HPLSCにおける骨分化誘導の促進にはAMKP/mTOR経路を介したSmadの活性化が重
要であることが示唆された。
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学展 -067 タバコ成分によって誘導される歯の移動遅延を回復する最適禁煙期間の検証
Verification of optimal no-smoking period for recovering delayed tooth movement induced by 
tobacco components

的場　大1、西浦　亜紀1、長家　茉耶1、本田　義知3、藤原　眞一2、松本　尚之1

MATOBA H.1, NISHIURA A.1, NAGAIE M.1, HONDA Y.3, FUJIWARA S.2, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学化学教室、3大阪歯科大学中央歯学研究所

【目的】矯正歯科患者にとっては咬合の改善や審美的な改善はもちろん、治療期間の短縮も重要事項である。2015年に
長家らが第74回日本矯正歯科学会学術大会で発表した『タバコ煙成分が実験的歯の移動速度および骨吸収メカニズム
に与える影響の検証』では、喫煙はラットの歯の移動速度の遅延を招くことを明らかにした。歯の移動速度を遅延す
る要因を排除することは治療期間の短縮につながる。ただ、これから矯正治療を開始したいと考えている人や、現在
矯正治療中という人の中にも喫煙者は一定数存在する。これら喫煙者に禁煙指導を行っていく上で、喫煙期間と禁煙
期間と歯の移動速度の関係を明らかにしていくことは意義深いものと思われる。本研究では、タバコ煙成分の包括的
な混合物の投与期間と、歯の移動速度が遅延する効果が失われるまでの期間に相関性があるのかどうかについて、検
証を行った。【試料及び方法】13週齢Wistar系雄性ラット36匹（正常群、喫煙群（タバコ煙成分投与）、禁煙群（タバコ
煙成分投与+10日間の禁煙期間））を使用した。正常群には蒸留水を常飲させ、喫煙群と禁煙群には0.13％に希釈した
タバコ煙成分を2週間経口投与した。その後禁煙群には10日間の禁煙期間を設定した。歯の移動方法については上顎
右側第一臼歯（M1）と第二臼歯（M2）間にElastic Chain（セパレーションリング；オーソデントラム,厚み1.3mm）を挿入
するWaldo法に準じて行った。2週間の歯の移動終了後に屠殺、上顎のみを摘出し、CT撮影にて歯の移動距離の測定
を行った。また組織学的評価のため組織標本を作製しH-E染色を行った。【結果及び考察】喫煙群に比較して、正常群
と禁煙群の方が歯の移動距離が有意に大きいことが分かった。また全ての群でH-E染色にて硝子様変性は認められな
かった。【結論】禁煙期間を設けることにより、喫煙によって遅延した歯の移動速度が回復することが示唆された。

学展 -068 成長期における間欠的低酸素曝露による上部気道粘膜病態に対する交感神経β
2受容体の関与
Involvement of β2-adrenergic receptors in upper airway pathology caused by intermittent 
hypoxia during growth

木村　綾1,2、細道　純1,2、前田　秀将2、洪　海シン1,2、大石　修史1、臼見　莉沙1、石田　雄之1、金香　佐和1、
吉田　謙一2、小野　卓史1

KIMURA R.1,2, HOSOMICHI J.1,2, MAEDA H.2, KOU K.1,2, OISHI S.1, USUMI-FUJITA R.1, ISHIDA Y.1, KANEKO S.1, 
YOSHIDA K.2, ONO T.1

1東京医科歯科大学大学院医歯学部総合研究科咬合機能矯正学分野、2東京医科大学大学院医学系研究科法医学分野

【目的】成長期の閉塞性睡眠時無呼吸症候群（Obstructive sleep apnea: OSA）は、夜間の間欠的低酸素（Intermittent hypoxia: 
IH）血症を主徴とし、さまざまな全身疾患とともに、顎顔面骨の成長遅延や上部気道粘膜の炎症を呈する。我々は、第75回
本学術大会において、IH曝露が、炎症性マーカーおよび線維化マーカーの発現上昇とともに鼻腔粘膜の肥厚を生じさせる
ことを報告した。しかしながら、IH曝露による上部気道粘膜病態の誘発メカニズムの詳細は、未だ明らかではない。そこで、
本研究は、IH曝露による交感神経β2受容体の活性化に着目し、成長期ラットを用い、IH曝露による上部気道粘膜病態に対
するβ2受容体の関与について、薬理学的手法により検証することを目的とした。【試料および方法】7週齢Sprague-Dawley
系雄性ラットを無作為に4群に分け、N群（大気下にて飼育）およびIH群（IH曝露下にて飼育）の2群に対して、浸透圧ポンプ
を用いた生理的食塩水の腹腔内持続投与を行った。一方、N-β群（大気下にて飼育）およびIH-β群（IH曝露下にて飼育）の2群
に対しては、選択的β2受容体遮断薬ブトキサミンの腹腔内持続投与を行った。3週間の飼育後に、屠殺し、鼻腔前頭断のパ
ラフィン切片を作成し、HE染色および免疫染色を用いた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
および線維化マーカーであるmRNA発現レベルを、定量PCR法により比較評価した。統計学的解析にはTukey検定を用い
た。（P<0.0083）【結果および考察】IH群においては、N群と比較して有意な鼻腔粘膜の炎症性肥厚が認められた。一方、IH-
β群においては、気道粘膜の組織変化は認められず、ブトキサミンによるβ2受容体の選択的遮断の効果によるものと考えら
れた。【結論】成長期におけるIH曝露による上部気道粘膜の炎症性肥厚におけるβ2受容体の関与の可能性が示唆された。
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学展 -069 活性酸素は TRPA1を介して歯の移動に伴う疼痛発症に関与する
Reactive oxygen species are involved in tooth movement-induced pain via TRPA1

森井　葵1,2、人見　涼露2、左合　美紗1、水原　正博1、郡司掛　香織1、小野　堅太郎2、川元　龍夫1

MORII A.1,2, HITOMI S.2, SAGO M.1, MIZUHARA M.1, GUNJIGAKE K.1, ONO K.2, KAWAMOTO T.1

1九州歯科大学歯学部歯学研究科顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学歯学部歯学研究科生理学分野

【目的】矯正治療において歯への圧負荷により歯根膜に活性酸素種（ROS）が生じることが知られているが、疼痛との関
連は不明である。本研究では、ROSに対して強い反応性を示し、機械侵害受容に関与するTRPA1チャネルに着目し、
歯の移動に伴う疼痛発症への関与について明らかにすることを目的とした。【試料および方法】250-350g雄性Wistar
ラットの上顎右側第一臼歯と同側切歯間にNi-Tiコイルスプリングを装着した。牽引群（n=24）には50 gfの矯正力を負
荷し、sham群（n=7）には力を負荷しなかった。翌日にTRPA1拮抗薬（HC-030031）、ROSスカベンジャー（TEMPOL，
PBN）あるいはvehicle（10％DMSO）を腹腔内投与し、30分後に侵害受容行動である顔面グルーミング様行動を測定
した（各群n=6）。上顎骨組織切片を作製し、酸化的DNA損傷の指標である抗8-OHdG抗体を用いて、歯の移動に伴
う酸化ストレスを評価した。また、神経線維マーカーの抗PGP9.5抗体と抗TRPA1抗体による二重免疫蛍光染色を
行い、歯根膜でのTRPA1の発現を調べた。カルシウムイメージング法を用いて、三叉神経節ニューロンへの浸透圧
機械刺激によるカルシウム応答への過酸化水素およびTRPA1拮抗薬の影響を検討した。統計学的検定にはone-way 
ANOVAおよびStudent's t-testを用いた。【結果および考察】矯正力負荷24時間後、牽引群の疼痛関連行動はsham群
と比較して有意に増加した。各薬物投与群ではvehicle投与群と比較して疼痛関連行動が有意に抑制された。牽引群
の歯根膜は、8-OHdG染色で濃染された。歯根膜のPGP9.5陽性神経線維のいくつかにTRPA1の発現を認めた。過酸
化水素存在下にて、浸透圧刺激に対するカルシウム応答が増強され、これはTRPA1拮抗薬により抑制された。【結論】
これらの結果より、歯の移動に伴い歯根膜で発生したROSが、神経線維に発現しているTRPA1の機械感受性を感作
することで疼痛が発症することが示唆された。

学展 -070 破骨細胞特異的抑制剤（リベロマイシン A）局所注射が歯の移動に与える効果
Effect of local injection of reveromycin A on experimental tooth movement in wild type mice

加古　駿輔1、宮澤　健1、田渕　雅子1、平野　美由紀1、源　千里1、浅野　雄一郎1、木村　文香1、青木　勇樹1、
川谷　誠2、長田　裕之2、後藤　滋巳1

KAKO S.1, MIYAZAWA K.1, TABUCHI M.1, HIRANO M.1, MINAMOTO C.1, ASANO Y.1, KIMURA F.1, AOKI Y.1, KAWATANI M.2, 
OSADA H.2, GOTO S.1

1愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座、2理化学研究所環境資源科学研究センターケミカルバイオロジー研究グループ（ 神奈川県 ）

【目的】矯正歯科治療での歯の移動は圧迫側での破骨細胞による歯槽骨の吸収と牽引側での骨芽細胞による歯槽骨添加
が関連している。破骨細胞と骨芽細胞の働きを理解することは、矯正歯科治療を行う上で不可欠である。これまでに
我々は、リベロマイシンA（RMA）をマウスの腹腔内に投与すると、破骨細胞活性を特異的に抑制し、歯の移動を抑
制することを報告してきた。そこで今回は、将来的な臨床応用を鑑み、全身的副作用が少ないと考えられる局所注射
にてRMAを投与し、歯の移動に与える影響を検討することとした。【試料及び方法】8週齢雄性のWild type mice（n=6）
を用い、矯正力を加えた。上顎切歯と左側第一臼歯間に結ばれたclosed coil springによって14日間および21日間、矯
正力を加えた。矯正力を加える3日前より、1日2回、1.0mg/kgのRMAを第一臼歯頬粘膜へ局所注射した。マウスは
RMAを14日間（14/RMA+）、21日間投与した群（21/RMA+）、また等量の生理食塩水を14日間（14/RMA-）、21日間投
与した群（21/RMA-）に分けられた。屠殺後、移動距離の計測、組織学的解析を行った。【結果及び考察】μCT画像より、
21/RMA-は14/RMA-と比較し、歯牙移動距離が有意な差をもって大きくなった。また21/RMA+では21/RMA-と比
較し、移動距離が有意な差をもって抑制された。組織学的解析では、21/RMA+では21/RMA-と比較し、歯槽骨吸収
が有意な差をもって少ない所見を示し、また破骨細胞数が少ない所見が示された。これらよりRMA局所注射は、破
骨細胞活性を抑制することにより歯牙移動を抑制することが考えられた。【結論】RMA局所注射は、局所に限局して
破骨細胞活性を抑制し、歯牙移動をコントロールする可能性が示唆された。
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学展 -071 矯正学的歯の移動時に TNF-αは NF-κB 経路を介して RANK 発現を増加させ
ることで破骨細胞分化を促進する
TNF-α stimulates osteoclast differentiation by upregulating RANK via the NF-κB pathway 
during orthodontic tooth movement

野口　隆弘、北浦　英樹、岸川　明子、小川　紗衣香、セイ カイ、沈　威任、大堀　文俊、マラーレ アジール、
奈良　靖彦、溝口　到
NOGUCHI T., KITAURA H., KISHIKAWA A., OGAWA S., QI J., SHEN W., OHORI F., MARAHLEH A., NARA Y., MIZOGUCHI I.

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】RANKLは破骨細胞分化の必須誘導因子として知られている。同様に炎症性サイトカインであるTNF-αでも破骨細
胞が誘導されることがわかってきた。また、RANKLの受容体であるRANKが増加すると破骨細胞形成が増加することも
知られている。さらに、TNF-αは免疫反応で重要な転写因子NF-κBを活性化させることが知られている。一方、以前より
矯正学的歯の移動時のサイトカインの動向は研究されており、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ている（Kitaura et al. J. Dent. Res. 2008）。本研究では、矯正学的歯の移動時のTNF-αのRANK発
現への影響およびRANK発現機序について検討した。【資料および方法】マウス頭蓋部にTNF-αを毎日5日間連続投与した
後、免疫組織化学染色およびリアルタイムPCRによりRANK発現を評価した。また、マウス骨髄細胞から誘導した破骨細
胞前駆細胞にTNF-αおよびNF-κBの阻害剤（Bay11-7082）を作用させ、RANK発現をリアルタイムPCRにて評価した。さ
らに、野生型マウスおよびTNF receptor欠損マウスの上顎切歯と上顎左側第一臼歯間にNi-Tiクローズドコイルスプリン
グを装着し12日間矯正力負荷後、免疫組織化学染色にて上顎左側第一臼歯遠心頬側根の圧迫側におけるRANK発現を比較
した。【結果および考察】マウス頭蓋部においてTNF-α刺激によりRANK発現は増加した。また、破骨細胞前駆細胞でTNF-
αはRANK発現を増加させた一方で、Bay11-7082はTNF-αによるRANK発現の増加を抑制した。さらに、矯正力により圧
迫側において、TNF receptor欠損マウスと比較して野生型マウスでRANK陽性細胞が増加した。歯の移動の際、TNF-αは
RANK発現に影響し、破骨細胞前駆細胞においてTNF-αはNF-κB経路を通してRANK発現を増加させると考えられる。【結論】
矯正学的歯の移動時に、圧迫側においてTNF-αはNF-κB経路を介してRANK発現に関与している可能性が示唆された。

学展 -072 ヒト歯肉線維芽細胞における MMP-1放出と活性に及ぼすグランザイム B の影響
Effect of Granzyme B on MMP-1 release and activity in Human gingival fibroblasts

中尾　友也1、KIM Hugh2、飯嶋　雅弘1

NAKAO Y.1, KIM H.2, IIJIMA M.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、2Faculty of Dentistry ,  University of British Columbia

【目的】セリンプロテアーゼであるグランザイムBは、慢性炎症時に免疫細胞により産生され、炎症性サイトカインを
活性化することで、細胞外マトリックスの破壊に関与することが知られている。しかし、グランザイムBの口腔内
病因における役割についてはいまだ不明な点が多い。そこで我々は、ヒト歯肉線維芽細胞（HGF）におけるグランザ
イムBのマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）-1に対する影響について検討した。【資料および方法】HGFを培養
し、グランザイムBを0～24時間の範囲で添加した。グランザイムBの細胞毒性をMTS法により評価した。HGF上
清中のMMP-1の放出および活性の経時的変化をELISA法により測定し、MMP-1のmRNA発現レベルをquantitative 
real-time PCR法により検討した。さらにERK 1/2およびPAR-1による細胞シグナル伝達をウェスタンブロット法と
FACS分析により評価した。【結果および考察】MTS法の結果より、グランザイムBは細胞毒性がないことが示され
た。HGFはグランザイムB添加により、時間および濃度依存的にPro MMP-1の放出を認め、MMP-1のmRNA発現
レベルにおいても同様の結果が認められた。ウェスタンブロット法の結果から、グランザイムBはERK1/2 MAPキ
ナーゼシグナル伝達経路の活性化を誘導し、MMP-1の活性を有意に増加させた。また、シグナル伝達経路の阻害は
ERK1/2がHGFにおけるグランザイムB刺激によるMMP-1の放出に不可欠であることが実証された。【結論】HGFに
おけるMMP-1の放出と活性は、グランザイムBの濃度上昇に依存し、その作用機序としてERK1/2 MAPキナーゼシ
グナル経路を介していることが示唆された。
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学展 -073 MMP12は矯正学的歯の移動時の牽引側歯根膜組織における出芽を伴う血管
新生を促進する
MMP12 promotes angiogenesis with sprouting in periodontal tissue of tension side during 
orthodontic tooth movement

成宮　毅、菅崎　弘幸、和田　悟史、友成　博
NARIMIYA T., KANZAKI H., WADA S., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】我々は以前、ラットの歯の移動時に牽引側歯根膜組織でマトリックスメタロプロテアーゼ12（MMP12）の発現が上昇
すること、培養ヒト歯根膜線維芽細胞の伸展刺激によりMMP12の発現が上昇すること、MMP12がIV型コラーゲン（ColIV）
分解を介して血管網再構築に関与することを報告した。また、マイクロCTおよび造影剤を用い牽引側歯根膜では血管面
積が増加することを明らかにした。しかし、牽引側歯根膜で出芽型血管新生が生じるかは未だに不明である。本研究の
目的は、蛍光多重免疫染色を用いて牽引側歯根膜組織で出芽型血管新生がどの程度生じるかを明らかにすることである。

【資料および方法】9週齢雄性wistar系ラットを対照群（n=5）、歯の移動群（n=5）に分け、上顎第一臼歯（M1）に固定式矯正装
置を装着し、M1の舌側移動を行った。歯の移動5日後に全身麻酔で左心室から大動脈にカニューレを挿入し、血管内皮細
胞を認識するFITC標識トマトレクチン（LEA）を全身に循環させ、その後、通法に従い4％パラホルムアルデヒドで灌流固
定を行った。上顎骨組織を取り出しパラフィン切片作製後、抗CD31抗体とAlexa Flour568により血管内皮細胞を染色した。
撮影には、蛍光顕微鏡BZ-9000を用い、LEA染色部位および抗CD31染色部位の解析を行うことで血管新生の有無を確認し
た。【結果および考察】今回、歯の移動群の牽引側歯根膜では対照群と比較して有意にCD31単独染色面積が増加した。注入
したレクチンは内腔より血管内皮細胞を染色するため、血管壁はCD31とレクチンで二重に染色される。一方、CD31のみ
染色される血管内皮細胞は、血管新生時に出芽を構成する血管内皮細胞tip細胞あるいはstalk細胞を示すものと考えられた。

【結論】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新生を促進することが示唆された。

学展 -074 顎顔面の形態発生時の上皮間葉移行に与える Wnt シグナルの関与
Wnt signaling controls epithelial-mesenchymal transition in maxillofacial development of chick 
embryo

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社会医療法人高清会高井病院歯科口腔外科（ 奈良県 ）、3奈良県立医科大学解剖学第2講座

【目的】胎生期の上顎の形成では顔面突起が癒合した後、上皮間葉移行（epithelial-mesenchymal transition：EMT）が
行われ上唇が形成される。我々は、Wntシグナルが顔面の形成に関与することを示唆してきた。唇顎口蓋裂は、顔面
突起の形成・癒合不全により発症することから、Wntシグナル異常の関与が考えられる。本研究では、Wntシグナ
ルが上顎突起の細胞増殖やEMTに与える影響について検討したので報告する。【資料および方法】ニワトリ受精卵を
孵化させ、上顎突起と前頭鼻突起が癒合する前の（Stage22）chick embryoの上顎突起に、Dickkopf-1（Dkk-1）もしく
はWnt3aを浸潤させたbeadsを埋入した。6時間後beads周辺の上顎突起組織を摘出し、RNAを抽出しreal-time RT-
PCRを行った。またDkk-1投与8日目（Stage38）にAlcian BlueとAlizarin Red染色を行い、頭蓋骨標本を作成した。
Wnt3a投与6時間、24時間、48時間後にBrdUを投与し、上顎突起の免疫組織学的染色を行い、BrdU反応細胞数を
計測した（n=4～9）。【結果】Dkk-1を投与すると唇裂と上顎の欠損を認め、上顎突起でのEMT関連遺伝子HPRT、α
SMA、FLK-1、COLa1、POSTN、SNAI1、SNAI2、ZEB1、ZEB2の発現が低下した（n=9）。また、Wnt3aを投与する
と上顎突起においてBrdU反応細胞数は有意な増加を認め、Msx1、Bmp4、Tbx22、Sox9、Barx1の発現が有意に増加
した（n=9）。【考察】Wntシグナルを阻害すると、EMT関連遺伝子の発現が低下し、顔面組織の形成が阻害されること
が考えられた。またWntシグナルを活性化すると顎顔面の形態形成に関与する遺伝子が上昇し、細胞増殖能が増加す
ることで顔面の組織形成が促進されることが示唆された。【結論】WntシグナルがEMTをコントロールし、顎顔面の
形成に関与することが示唆された。
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学展 -075 振動刺激は破骨細胞前駆細胞の増殖と骨細胞の NF-κB を介した RANKL 発現
の亢進により破骨細胞形成を促進する
Vibration enhances osteoclastogenesis by increasing pre-osteoclasts and inducing RANKL 
expression via NF-κB signaling in osteocytes

坂本　麻由里1、福永　智広1、佐々木　紀代1、清流　正弘1、吉澤　光弘1、竹下　信郎1、山本　照子1,2

SAKAMOTO M.1, FUKUNAGA T.1, SASAKI K.1, SEIRYU M.1, YOSHIZAWA M.1, TAKESHITA N.1, TAKANO-YAMAMOTO T.1,2

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北海道大学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】矯正歯科治療における数年間の動的治療は患者の大きな負担であるため、治療期間短縮が重要となる。近年、振動刺
激が歯槽骨内部の破骨細胞数を増加し、矯正的歯の移動を促進させることが報告されたが、その詳細なメカニズムは不明で
ある。本研究では、振動刺激が破骨細胞形成に及ぼす影響をin vivo、in vitroで検討した。【試料および方法】振動刺激が破
骨細胞前駆細胞の増殖、分化に与える影響を検討するために、破骨細胞前駆細胞RAW264.7 cellに0.5gf、48.3Hzの振動刺
激を1分間負荷し、単核およびTRAP陽性多核細胞数を計測した。次に、骨細胞様細胞MLO-Y4 cellに同様の振動刺激を負
荷し、NF-κBの活性化、RANKL mRNAの発現をWestern blotting、蛍光免疫染色、定量PCRにて解析した。さらに、振
動刺激を負荷したMLO-Y4 cellとRAW264.7 cellを共培養し、破骨細胞数を計測した。また、25週齢雄性Wistarラットを
用いてWaldo法による矯正的歯の移動と同時に3gf、70Hzの振動刺激を3分間負荷後、歯槽骨内のNF-κBとRANKLの局在
を蛍光免疫染色にて検索した（N=3）。【結果および考察】振動刺激により、RAW264.7 cellは48時間後に有意に細胞数の増加
を認めたが、TRAP陽性多核細胞数は対照群に比べて有意差は認められなかった。MLO-Y4 cellでは、振動刺激によりIκ
Bのリン酸化、NF-κBの核内移行が促進され、さらにRANKL mRNAの発現上昇が認められた。また、振動刺激を負荷し
たMLO-Y4 cellとRAW264.7 cellの共培養の結果、振動刺激負荷群において破骨細胞数が有意に増加した。In vivoでは、in 
vitroの結果と一致して、実験的歯の移動の圧迫側で、骨細胞におけるNF-κBの核内移行、RANKLの発現が振動刺激負荷
群で有意に上昇した。【結論】振動刺激は、矯正的歯の移動の圧迫側において破骨細胞前駆細胞を増殖させ、骨細胞のNF-κ
Bの活性化、RANKLの発現を亢進させることにより、破骨細胞形成を促進することが示唆された。

学展 -076 下顎頭軟骨における抗酸化酵素発現は特異的にエピジェネティックな抑制を受
けている
Epigenetic suppression of anti-oxidative enzymes in mandibular condylar cartilage in mice

勝又　裕太、菅崎　弘幸、宮本　豊、山口　祐希、中村　芳樹、友成　博
KATSUMATA Y., KANZAKI H., MIYAMOTO Y., YAMAGUCHI Y., NAKAMURA Y., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】下顎頭軟骨（MCC）は、顎整形力により成長制御が可能であり機械的ストレス耐性が低い。一方、膝関節の脛
骨関節軟骨（TAC）は体重を支持でき、圧縮力負荷耐性が高い。また、過大な機械的ストレスは酸化ストレスを増加さ
せ、軟骨破壊の病因となりうることが知られている。これらのことより、MCCとTACでは酸化ストレス耐性が異な
ることが示唆される。本研究の目的は、MCCにおいて抗酸化酵素群のマスターレギュレーターであるNrf2の発現が
エピジェネティックな抑制を受け、TACと比較し抗酸化ストレス耐性が低いと仮説を立て、その検証を行うことで
ある。【資料および方法】3および4週齢ICR系雄性マウス（n=10）の非脱灰凍結切片を作製し、Laser Microdissection
にてMCCおよびTACを採取した。採取したサンプルよりgDNAおよびRNAを抽出した。gDNAサンプルのパイロシー
ケンス解析およびHigh Resolution Melt（HRM）解析を行い、Nrf2プロモーター領域のメチル化解析を行った。また
RNAサンプルに対し、リアルタイムRT-PCRを用いた抗酸化酵素群の発現解析を行った。【結果および考察】パイロシー
ケンス解析では、Nrf2プロモーター領域のCpGアイランドにおけるメチル化の程度は、解析した5か所のうち3か所
でMCCはTACよりも高く、2か所は同じであった。またHRM解析では、MCCが約20％、TACが約10％のメチル
化を示した。リアルタイムRT-PCRでは、抗酸化酵素の発現がMCCはTACより低かった。これらのことより、Nrf2
プロモーター領域のメチル化によって、MCCではTACよりもNrf2の転写が抑制され、抗酸化酵素の発現が低いこと
が示唆された。【結論】下顎頭軟骨は脛骨関節軟骨と比べ、Nrf2プロモーター領域のメチル化程度が高く、抗酸化酵素
の発現が抑制されている。
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学展 -077 Hippo-Yap/Taz シグナル関連転写因子 TEA domain family member 1 
（Tead1）のマウス歯胚発生における発現解析

The expression pattern of the transcription factor Tead1 in the developing mouse molar tooth

仁木　佑紀、小林　起穂、森山　啓司
NIKI Y., 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】近年、Hippo-Yap/Tazシグナル伝達経路は、Tead/Tefファミリー転写因子を介して細胞増殖を調節することによっ
て、様々な組織や器官の大きさを制御することが知られている。本シグナル制御機構の異常はがんの発症や悪性化のみな
らず、歯胚の発生異常を惹起することが最近報告され注目を集めているが、歯胚発生におけるTead/Tefファミリー転写
因子の発現様相やその機能は不明である。そこで今回我々は、転写因子Tead1のマウス臼歯歯胚発生過程における発現様
相を解析したため報告する。【資料および方法】胎生13.5-17.5日齢（E13.5-E17.5）C57BL/6Jマウス胎児から下顎臼歯歯胚を摘
出し、RT-PCR法にてTead1-4のmRNA発現解析を行った。また、real-time PCR法により、歯胚発生過程におけるTead1
の発現様相を解析した。また、E12.5-E17.5の歯胚発生におけるYap、Taz、Tead1および細胞増殖のマーカーであるKi67
の発現を免疫蛍光染色にて解析した。【結果および考察】E13.5-E16.5の歯胚におけるTead1-4のmRNA発現解析の結果、
Tead1のみ発現を認めた。Tead1はE14.5からE16.5にかけて歯胚での発現量が増加傾向を示し、E17.5では減少した。ま
た、E12.5-E17.5の歯胚において、YapおよびTazはE12.5-E14.5の上皮基底層およびE15.5-E17.5の内エナメル上皮細胞に発
現を認め、E16.5-E17.5においては核内での局在が観察された。Tead1は歯胚の上皮および間葉系細胞の核内に発現を認め、
E15.5歯胚ではKi67陰性のエナメルノットにおいても発現が認められた。以上の結果より、Tead1は帽状期および鐘状期に
おける歯胚発生に何らかの役割を果たすことが示唆された。【結論】マウス臼歯歯胚発生におけるHippo-Yap/Tazシグナル
は主にTead1により転写制御がなされる可能性が示された。また、Tead1はE15.5のエナメルノットに発現を認めたため、
咬頭形成を含めた歯胚の形態形成に何らかの役割を持つことが示唆された。

学展 -078 矯正学的歯の移動時における一次繊毛を有する歯根膜細胞の局在
Distribution of Primary cilia in periodontal ligament during orthodontic tooth movement

北見　公平1、水越　優1、新井　萌生1、加来　賢2、齋藤　功1

KITAMI K.1, MIZUKOSHI M.1, ARAI M.1, KAKU M.2, 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生体歯科補綴学分野

【目的】機械的刺激に極めて鋭敏に反応する歯根膜の組織特性が矯正学的歯の移動を可能としている。しかしなが
ら、歯根膜細胞における機械的刺激の受容メカニズムと部位によって異なるその応答性についての知見は依然とし
て乏しい。一次繊毛は、細胞表面に突出した非運動性の繊毛であり、外部環境の変化を細胞内シグナルへと変換す
る機能を持つことが報告されている。そこで本研究では、機械的刺激受容器としての機能が推測される一次繊毛に
着目し、矯正学的歯の移動における歯根膜組織中の一次繊毛の局在とその変化について解析することを目的とした。

【試料および方法】生後8週齢雄性C57BL/6系マウスの上顎左側第一臼歯に、荷重25gのNi-Tiクローズドコイルスプ
リングを結紮し、実験的歯の移動を行った（n>3）。屠殺6、12時間前に5-ethynyl-2'-deoxyuridine （EdU）を腹腔内投与
し、増殖期細胞を標識した。屠殺後、上顎骨の脱灰パラフィン包埋組織標本を作製し、anti-acetylated-tubulin抗体に
よる免疫染色により歯根膜組織中の一次繊毛の検出を行った。上顎第一臼歯遠心頬側根の遠心側歯根膜を観察領域と
し、一次繊毛を有する細胞および増殖期細胞数とその分布を解析した。【結果および考察】対照群の歯根膜において、
歯槽骨側と比較してセメント質側に一次繊毛を有する細胞が高頻度に観察された。実験群においても一次繊毛を有す
る細胞はセメント質側に多く認められたが、コイル設置後1週間では一次繊毛を有する細胞数が維持されているのに
対し、設置後2週間の群では減少していた。対照群およびコイル設置後1週間の歯根膜組織中には、増殖期細胞はほ
とんどみられなかったが、設置後2週間では多数の増殖期細胞が出現した。また一次繊毛は静止期細胞に多く観察さ
れた。【結論】歯根膜組織中の一次繊毛は細胞増殖動態と相関し、機械的刺激に対する応答能の部位特異性に寄与して
いる可能性が示唆された。
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学展 -079 Daidzein は上顎骨急速拡大後の骨形成を促進する
Daidzein promotes bone formation after rapid maxillary expansion

櫻井　三央子1、清水　真美1,3、疋田　拓史1,3、鹿野　瑞貴1,2,3、葛西　一貴1,3

SAKURAI M.1, SHIMIZU M.1,3, HIKIDA T.1,3, KANO M.1,2,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究所

【目的】矯正歯科臨床において上顎の狭窄歯列弓を改善するために、急速拡大装置が用いられる。拡大終了後の保定
期間を短縮し、後戻りを軽減するためには、正中口蓋縫合離開部と固定歯歯槽骨のリモデリングを促進する必要が
ある。本研究では骨形成作用をもつDaidzein （Dz） に着目し、急速拡大後の後戻りに及ぼす影響について検討した。

【試料および方法】8週齢のSD系雄性ラット（N=6）を用い、上顎切歯間に金属リングを挿入して実験的正中口蓋縫合の
拡大を行った。実験群にはDzを10mg/kg （bw）/dayの用量で腹腔内投与し、対照群には生理食塩水を投与した。実
験開始0～7日目を拡大期間、8～14日目を保定期間、15～21日を装置除去期間とし、0、7、14、21日にマイクロCT撮
影を行い、後戻り量を測定した。また矯正治療の過程で抜去した第一小臼歯の歯根膜組織から採取したヒト歯根膜細
胞 （hPDL cells : human periodontal ligament cells） を用いて、Bone morphogenetic protein-2 （BMP-2）とrunt関連
転写因子2 （Runx2） の遺伝子発現を検討した（N=4）。STREXチャンバーを用いてhPDL cellsを10％伸展後、Dzを
添加し、RT-PCR法にてmRNAの発現を検討した。実験群は無処置対照群 （CTL群）、伸展力を付与した群 （TF群）、
伸展力およびDzを添加した群 （TF+Dz群）の3群とした。【結果及び考察】ラットによる実験的正中口蓋縫合の拡大に
おいて、正中口蓋縫合部離開空隙と上顎切歯間距離の後戻り量は対照群と比較し実験群は有意に低かった。この結果
より、Dzが骨添加を促進し、後戻りを軽減したと考えられる。またhPDL cellsにおけるBMP-2とRunx2の遺伝子発
現は24時間以降、TF群よりもTF+DZ群が有意に増加し、72時間で最大となった。この結果より、DzがhPDL cells
の骨芽細胞分化誘導を促進している可能性が考えられる。【結論】Dzが縫合離開部と固定歯歯槽骨の骨形成を促し、
上顎骨急速拡大後の保定期間を短縮する可能性が示唆された。

学展 -080 実験的歯牙移動後の Daidzein 投与は保定期間を短縮する
Daidzein shortens the retention period after experimental tooth movement

鹿野　瑞貴1,2,3、清水　真美1,3、疋田　拓史1,3、中山　瑛加1,3、櫻井　三央子1,2,3、葛西　一貴1,3

KANO M.1,2,3, SHIMIZU M.1,3, HIKIDA T.1,3, NAKAYAMA E.1,3, SAKURAI M.1,2,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究科

【目的】矯正歯科臨床において、動的治療終了後に歯列不正の後戻りが起きることがある。後戻りの原因は、歯根膜
線維の伸展収縮と歯槽骨吸収などが考えられているが、多くは未だ解明されていない。本講座では以前、イソフラ
ボンの一種であるdaidzeinが、歯根膜のコラーゲン代謝を促進し、後戻りの抑制に有用であると報告した。また、
daidzeinは骨芽細胞の分化促進と破骨細胞の分化抑制に関与し、骨形成を促進することが知られている。そこで本研
究では、daidzeinの骨形成促進作用に着目し、実験的歯牙移動終了時よりdaidzeinの投与を行い、daidzeinの歯槽骨
に対する後戻りへの有効性について検討を行った。【試料および方法】6週齢wistar系雄性ラットを用い、上顎右側第
一臼歯の遠心にセパレーターを挿入し、歯牙移動を7日間行った。その後、セパレーターを除去しスーパーボンドに
て保定を7日間行った。保定開始後、実験群にはdaidzeinを、対照群には生理食塩水を7日間、腹腔内投与 （10mg/
kg） した。その後、スーパーボンドを除去し自然保定を7日間行った。実験開始から0、7、14、21日後に灌流固定を
行い（N=6）、マイクロCTによる後戻り率の計測およびH.E染色にて組織学的検討を行った （日本大学松戸歯学部動
物実験倫理委員会第AP18MASO12-1号）。【結果および考察】実験開始21日目における上顎右側第一臼歯の後戻り率は、
対照群では77.8％、実験群では40.4％であり、実験群において有意に低い値を示した。また、H.E染色では、実験開
始14日目から上顎右側第一臼歯遠心頬側根の牽引側の歯槽骨表面に骨芽細胞を認め、21日目の実験群では多数の骨芽
細胞を認めた。daidzein投与により、骨芽細胞が増加し、骨形成が促進され、後戻り量が減少したと考えられる。【結論】
daidzeinは歯牙移動後の骨形成を促進することにより、保定期間短縮の一助になる可能性があると示唆された。
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学展 -081 セメント芽細胞の Notch シグナルは compression force により RANKL、
IL-6発現を介して歯根吸収を引き起こす
Notch signaling response to compression force aggravates root resorption via RANKL and 
IL-6 from cemenntoblast

岩根　健大1,2,3、菊田　純1,3、中山　瑛加1,3、湊　友香里1,3、後藤　瞳1,3、葛西　一貴1,3

IWANE T.1,2,3, KIKUTA J.1,3, NAKAYAMA E.1,3, MINATO Y.1,3, GOTOU H.1,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究科

【目的】矯正歯科治療における偶発症として、歯根吸収が生じることがある。当講座では強い圧迫力によりヒト歯根膜線維
芽細胞のNotchシグナルが活性化され、the receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand（RANKL）、interleukin（IL）
-6の発現を促進し、歯根吸収を引き起こすことを明らかにした。そこで本研究では、ヒトセメント芽細胞におけるNotch
シグナルに着目し、歯根吸収発生メカニズムについて検討した。【資料および方法】In vivoにおいてWistar系ラットに至適
矯正力として10g、強い矯正力として50gを上顎臼歯に負荷し、当該臼歯の近心移動を7日間行い、tartrate-resistant acid 
phosphatase（TRAP）、Jagged1、Notch2、RANKL、IL-6の発現を調べた（n=8）。In vitroではヒトセメント芽細胞様細胞 

（human cementoblast-like cells:HCEM） において、Jagged1、Notch2、RANKL、IL-6の発現に対する圧迫力の影響をReal-
time PCR法を用いて調べた（n=6）。さらにNotchシグナルの阻害剤としてγセレクターゼ阻害剤（GSI）を用いて阻害実験を
行った（n=6）。【結果および考察】In vivoにてH.E染色では50g群の歯根表面にて歯根吸収を認めた。免疫組織学染色では歯
牙移動7日後に、control群と比較して10g群でTRAP、RANKL、IL-6陽性細胞の増加を歯根膜の歯槽骨側に認め、50g群で
はTRAP、Notch2、Jagged1、RANKL、IL-6陽性細胞を圧迫側セメント質に認めた。In vitroでは至適圧迫力を加えた時に
比べ強い圧迫力を加えた際のJagged1、Notch2、RANKL、IL-6の発現が有意に増加し、Notchシグナル抑制下においては、
RANKL、IL-6の発現が減少した。以上のことから圧迫側のセメント芽細胞では、NotchシグナルがRANKL、IL-6を誘導す
る可能性が示唆された。【結論】強い矯正力を作用させたセメント芽細胞において、Notchシグナルを介してRANKL、IL-6
が誘導され、破歯細胞の分化を促進することにより歯根吸収を増悪する可能性が示唆された。

学展 -082 TGF-βは hPDL 細胞からの Notch シグナルを介して歯根吸収を誘導する
TGF– Β signaling induces orthodontic root resorption via Notch signaling from hPDL cells

塚田　美智子1,2,3、菊田　純1,3、疋田　拓史1,3、後藤　瞳1,3、葛西　一貴1,3

TSUKADA M.1,2,3, KIKUTA J.1,3, HIKIDA T.1,3, GOTO H.1,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究所

【目的】歯科矯正治療において歯の移動に伴う偶発症として歯根吸収が挙げられる。Transforming growth factor–Β 
（TGF–Β ）は骨の形成、吸収に関与し、矯正学的歯の移動時の牽引測、圧迫測に発現すると報告されている。しかし
ながら歯根吸収との関連については不明である。当講座では細胞間情報伝達経路であるNotchシグナルが歯根吸収の
発生に関係していることを明らかにしている。そこで、本研究では歯根吸収におけるTGF–Β の関与とNotchシグナ
ル関連性を検討する。【資料および方法】歯科矯正治療に伴い抜去した第一小臼歯より、ヒト歯根膜線維芽細胞（hPDL 
cells）を採取し5–6代目まで継代培養した後に強い圧迫力として4.0g/cm2 、至適な圧迫力として1.0g/cm2 を各0、1、3、6、
9、12、24時間作用させる。TGF–Β 、Notch2、Jagged1の遺伝子発現をReal–time PCRにて検討し、さらにTGF–
Β を添加した群におけるJagged1、IL–6の遺伝子発現量をReal–time PCRにて検討した。（日本大学松戸歯学部倫理
審査委員会EC17–021号）【結果および考察】1.0g/cm2 および4.0g/cm2 の荷重をかけたhPDL cellsにおいてTGF–Β 遺
伝子発現は3hでピークに達し、1.0g/cm2 の荷重に比べ4.0g/cm2 の荷重で増大した。また、Notch2、Jagged1遺伝子
発現は6hでピークに達し、TGF–Β 遺伝子発現と同様に1.0g/cm2 の荷重に比べ4.0g/cm2 で増大した。TGF–Β を添
加した群におけるJagged1、IL–6の遺伝子発現量はTGF–Β を添加していない群と比較し、各遺伝子の発現量を亢進
させた。以上のことからTGF–Β はNotchシグナルの発現を誘発し、IL–6遺伝子を増大させている可能性が考えられ
る。【結論】hPDL cellsに強い持続的圧迫力を加えた場合、TGF–Β シグナルはNotchシグナル伝達を介して歯根吸収
を増悪する可能性が示唆された。
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学展 -083 ヒト骨肉腫由来骨芽細胞株における Piezo1チャネルの発現および機能解析
Expression and functional analysis of Piezo1 channel in MG63

米田　真希1、宮澤　健1、後藤　滋巳1、村木　克彦2

YONEDA M.1, MIYAZAWA K.1, GOTO S.1, MURAKI K.2

1愛知学院大学歯学部附属病院歯科矯正学講座、2愛知学院大学薬学部薬効解析講座

【目的】骨代謝は骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による骨吸収により制御されている。機械刺激が骨代謝に寄与する
ことは知られているが、骨関連細胞が機械刺激を受容する分子機構は未解明である。矯正歯科治療では歯に機械刺激
を与え、骨代謝を促進することで歯の移動を誘発する。本研究では、矯正歯科治療時の骨芽細胞における機械刺激受
容機構を解明する目的で、機械刺激受容分子Piezo1チャネルの機能発現の検討を行った。【試料および方法】細胞はヒ
ト骨肉腫由来骨芽細胞株MG63を用いた。Piezo1チャネルの発現を確認するため、RT-PCR法を行なった。その後、
機能の確認を行うため、Piezo1チャネル選択的活性化薬Yoda-1、カチオンチャネル非選択的阻害薬Ruthenium Red

（RuR）の添加さらにPiezo1を標的としたsiRNA（siPiezo1）を導入したMG63を用いて、細胞内Ca2+濃度測定法を行なっ
た。その後、MG63に機械刺激を与え、より生理的な反応の確認を行った。また、MG63を分化させPiezo1チャネル
の発現、機能の変化を観察した。【結果】RT-PCR法により、MG63においてPiezo1チャネルmRNAが豊富に発現して
いることを確認した。次に、Yoda-1の添加によりMG63の細胞内Ca2+濃度が上昇することを観察した。またこれは、
RuRの添加およびsiPiezo1の導入により抑制された。また機械刺激により細胞内Ca2+濃度の上昇が認められ、それは
RuRの添加およびsiPiezo1の導入により抑制された。さらにMG63を分化させたところ、Piezo1mRNA発現が減少し、
Yoda-1誘発細胞内Ca2+濃度上昇および機械刺激誘発細胞内Ca2+濃度上昇も減少した。【結論】MG63においてPiezo1
が機能発現しており、機械刺激を受容した。またMG63が成熟骨芽細胞へ分化するとPiezo1の発現および機能が低下
した。【考察】骨芽細胞はPiezo1を介して機械的刺激を受容し骨代謝を促進していることが考えられる。今後、細胞分
化と機能発現が変動するPiezo1の関係を検討する予定である。

学展 -084 トゥレット症候群原因遺伝子の１つ Slitrk1は十分な骨芽細胞分化に必須である
Slitrk1, one of the responsible genes for Tourette syndrome, is essential for osteoblast 
differentiation

白川　智彦1,2、松原　琢磨2、黒石　加代子1、郡司掛　香織1、川元　龍夫1、古株　彰一郎2

SHIRAKAWA T.1,2, MATSUBARA T.2, KUROISHI K.1, GUNJIGAKE K.1, KAWAMOTO T.1, KOKABU S.2

1九州歯科大学顎口腔機能矯正学分野、2九州歯科大学分子情報生化学分野

【目的】Slit and Trk-like protein 1 （Slitrk1）は多発性チックや自閉症を症状とするトゥレット症候群の原因遺伝子の一つと
され、その患者では骨折や骨形成の遅延が多いと報告されている。しかし、骨でのSlitrk1の役割は不明な点が多い。そこ
で我々はSlitrk1の骨形成における役割を検討した。【試料および方法】6か月齢の野生型マウス（WT）と Slitrk1ノックアウ
トマウス（KO）大腿骨の骨量をμCTで解析した（n=5）。8週齢雄のWT及びKOの広背筋筋膜下にBMP-2含有コラーゲンペ
レットを埋入し、形成された異所性骨の体積を計測した（n=4）。初代培養頭蓋骨由来骨芽細胞（priOB）を培養し、WTと
KOの細胞増殖を細胞数とCyclin D1の発現量で比較した。WT及びKOの初代培養大腿骨由来骨髄間質細胞（priBMSCs） 
にBMP-4を添加し、ALP活性を測定した。WTとKOのpriOBをAscorbic acidとβ-Glycerophosphateを用いて骨芽細胞
分化を誘導し、Slitrk1と骨芽細胞分化マーカーの発現をReal-time PCR法やWestern Blotting法で、石灰化をAlizarin red
染色で調べた。マウス線維芽細胞株C3H10T1/2細胞にSlitrk1、Runx2を過剰発現させ、ALPとOsteocalcinの発現をReal-
time PCR法で調べた。統計はStudent's t-testを行い、有意水準はｐ<0.05とした。【結果および考察】KOの骨量はWTより
減少傾向にあった。ALP活性はKO由来のpriBMSCsで有意に低下し、BMP-2で誘導した異所性骨はWTに比べKOで小さかっ
た。Slitrk1の発現量は骨芽細胞分化に伴って増加した。WTとKOでPriOBの増殖に差はなかったが、分化条件下でKOの
PriOBはRunx2やOsteocalsinなどの発現量、石灰化能が著明に減少した。C3H10T1/2細胞にRunx2を過剰発現させたところ、
Slitrk1との共発現でALPとOsteocalcinの発現量が有意に増加した。骨芽細胞においてSlitrk1は分化過程で発現が上昇し、
十分な分化に必要と考えられる。【結論】Slitrk1は骨芽細胞に発現し、骨形成に必要であることが示唆された。
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学展 -085 メカニカルストレスが歯槽骨圧迫側における骨細胞に及ぼす影響
Effects of mechanical force on osteocytes at presser side of alveolar bone

八島　由佳1、加来　真人2、山本　多栄子2、泉野　尋1、香川　遥1、池田　和隆1、谷本　幸太郎1

YASHIMA Y.1, KAKU M.2, YAMAMOTO T.2, IZUMINO J.1, KAGAWA H.1, IKEDA K.1, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医系科学研究科、2広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

【目的】近年、骨細胞によるメカニカルストレスの感知、応答は骨改造に重要な役割を果たすことが明らかとされて
いるが、骨細胞への圧迫刺激が骨改造に与える影響は未だ不明である。本研究では持続的圧迫刺激が骨細胞におけ
るreceptor activator of nuclear factor kappa–B （RANKL）、osteoprotegerin（OPG）、および血管内皮細胞増殖因子

（VEGF）の発現におよぼす影響をin vitroおよびin vivoにおいて検討した。また、メカニカルストレスの感知に対す
るstretch–activated channel（S–A channel）の影響についてin vitroにおいて評価を行った。【資料および方法】in vitro
ではマウス長管骨由来株化骨細胞（MLO–Y4細胞）に、1.0g/cm2の圧迫刺激を分銅を使用して負荷し、1、3、6および
12時間後におけるRANKL、OPG、VEGFの発現レベルを定量PCR法、ELISA法にて解析した。また、S–A channel
阻害剤であるガドリニウムを用い、各因子の発現動態の変化を検討した。in vivoにおいては7週齢Wister系ラット（各
群n=3）の上顎第1・第2臼歯間に0.5mmのelastic bandを挿入し、1、3および5日後の歯槽骨圧迫側浅部における骨細
胞が発現する各因子について免疫組織化学的に評価した。【結果および考察】骨細胞は圧迫刺激の負荷によりRANKL、
VEGFの遺伝子およびタンパク発現の有意な増加とOPGの有意な減少を認めた。また、この反応はS–A channelの
阻害により有意に抑制された。上顎第1臼歯の歯槽骨圧迫側における骨細胞は矯正力の負荷により経時的にRANKL、
VEGFの発現上昇を認め、OPGの発現は減少を認めた。【結論】骨細胞はメカニカルストレスをS–A channelを介して
感知し、RANKL/OPG系およびVEGFの発現を調整することで骨代謝と血管新生に深く関与することが明らかとなっ
た。したがって、歯の移動時において、骨細胞は骨改造に対して重要な役割を演じている可能性が示唆された。

学展 -086 変形性顎関節症に対するヒト脱落乳歯歯髄幹細胞由来無血清馴化培地の治療効果
Therapeutic effect of serum-free conditioned medium derived from SHED for TMJ-OA

小笠原　直子1、橋本　登3、山本　朗仁3、田中　栄二2

OGASAWARA N.1, HASHIMOTO N.3, YAMAMOTO A.3, TANAKA E.2

1徳島大学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、
3徳島大学大学院医歯薬学研究部組織制御学分野

【目的】変形性顎関節症（TMJ-OA）は下顎頭軟骨の破壊を特徴とする慢性破壊性病変であり、有効な治療法は未だ確立
されていない。そこで今回、TMJ-OAモデルマウスにヒト脱落乳歯歯髄幹細胞由来の無血清馴化培地（SHED-CM）を
静脈投与し、下顎頭の軟骨変性に対する治療効果を検討した。【資料および方法】11週齢ICRマウスを無作為に3群（各
群n=5）に分け、実験2群（開口群、SHED-CM群）に対し、1日3時間の強制開口を10日間連続して行い、顎関節に過剰
な機械的負荷を加えた。SHED-CM群には開口6日目から10日目までの間、強制開口終了後、SHED-CMを尾静脈から
投与した。【結果および考察】マイクロCTにて下顎頭の形態解析を行ったところ、開口群において下顎頭軟骨に明ら
かな粗造感が認められた。一方、SHED-CM群では、下顎頭軟骨表面の粗造感が軽減していた。また、H-E染色によ
り開口群下顎頭では、軟骨細胞の空胞化、骨梁の粗造化がみられたのに対して、SHED-CM群では軟骨層の回復、骨
梁の緻密化が認められた。トルイジンブルー染色においても、開口群では、軟骨細胞領域の著しい減少が認められた。
さらに、SHED-CM群の関節軟骨組織内ではMMP13、MMP9の発現低下とCol2a1、Aggrecanの発現亢進、TRAP陽
性破骨細胞の減少およびTUNEL陽性細胞の減少が認められた。以上の結果から、SHED-CM投与により、機械的負
荷によって生じたTMJ-OAに対する下顎頭軟骨の再生効果を発揮することが明らかになった。【結論】SHED-CMの全
身投与が変形性顎関節症の有効な治療薬となりうることが示唆された。
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学展 -087 多数歯欠損症の原因遺伝子 Msx1の C 末端領域は骨形成において重要である
The C-terminal region of Msx1, the causative gene for oligodontia, is important for bone 
development

市原　亜起1、泰江　章博2、荒井　大志1、沢田　正樹1、三井　なおみ2、親泊　征一3、田中　栄二2

ICHIHARA A.1, YASUE A.2, ARAI D.1, SAWADA M.1, MITSUI N.2, OYADOMARI S.3, 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、3徳島大学先端酵素学研
究所プロテオゲノム研究領域生体機能学分野

【目的】多数歯欠損症の原因遺伝子Msx1は、そのノックアウトマウスにおいて歯胚形成の停止だけでなく口蓋裂を呈
することから、生後間もなく致死となる。一方、我々が以前報告したMsx1遺伝子C末端領域欠失変異体（Msx1ΔMH6/Δ

MH6  ）では、第2・第3臼歯や下顎切歯の欠損を認めるものの、口蓋裂を発症せず生存するマウスも認める。しかしながら、
それら個体においては体長の減少が認められた。そこで、本研究ではこの変異体を用い、Msx1遺伝子のC末端領域
と骨形成の関連について検討を行った。【試料および方法】胎生18.5日胚と生後3週齢のMsx1ΔMH6/ΔMH6  （各群n=3）に対
し、マイクロCT撮影による骨形態計測 （student-t検定） ならびにHE染色による組織学的観察を行うとともに、トル
イジンブルー染色にて軟骨形成を観察した。【結果および考察】野生型と比較し、Msx1ΔMH6/ΔMH6  は、3週齢で体長が短く、
大腿骨など長管骨において長さの減少が見られた。マイクロCTでは、野生型と比較し、Msx1ΔMH6/ΔMH6  の胎生18.5日
胚にて、頭蓋骨縫合部の癒合に遅延が認められ、3週齢では、野生型と比べ頭蓋骨の前後径が短かった。さらに遠位
大腿骨膝側では、骨量・骨梁数・骨梁幅の減少、骨梁間隙の増大が認められた。また、組織学的観察では、海綿骨骨
密度の減少が、成長板においては軟骨層の菲薄化がそれぞれ認められたことより、軟骨細胞の形成異常が疑われた。
Msx1ΔMH6/-  における同解析ではMsx1ΔMH6/ΔMH6  と比べ、形成不全の程度は同じか、やや大きかった。【結論】Msx1遺伝
子C末端領域は、歯の発生や口蓋の癒合だけでなく、骨形成にも影響を及ぼすことが示唆された。

学展 -088 超短パルス近赤外線半導体レーザー照射がマウス頭蓋冠由来骨芽細胞の細胞増
殖および細胞修復能に及ぼす影響
Effects of high-frequency near-infrared diode laser irradiation on the proliferation and migration 
of osteoblasts

國松　亮1、郡司　秀美2、柄　優至1、吉見　友希1、粟田　哲也1、中島　健吾1、坂田　修三2、中谷　文香2、
平木　智香2、阿部　崇晴2、谷本　幸太郎2

KUNIMATSU R.1, GUNJI H.2, TSUKA Y.1, YOSHIMI Y.1, AWADA T.1, NAKAJIMA K.1, SAKATA S.2, NAKATANI A.2, HIRAKI T.2, 
ABE T.2, TANIMOTO K.2

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、2広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】医科領域において、レーザーの被照射組織に対する生体活性化作用が報告されている。近年、超短パルス近赤外線半
導体レーザー （コールドレーザー） は、従来の半導体レーザーと比較して、組織の熱損傷を惹起せず、高い光エネルギーを
安全に組織深部に到達させることが可能であることより、その有効性が注目されている。しかしながら、コールドレーザー
照射の詳細な効果や作用機序は明らかにされていない。本研究は、コールドレーザー照射が、マウス頭蓋冠由来骨芽細胞の
細胞増殖能および細胞遊走能に及ぼす影響について検討することとした。【試料および方法】実験には、マウス頭蓋冠由来骨
芽細胞様細胞株 （MC3T3-E1） を使用した。MC3T3-E1にコールドレーザー照射を行い、BrdU assayにてDNA合成能の変
化を検討した。また、ATP assayにてATP合成能の変化を評価した。そして、レーザー照射後の細胞遊走能の変化について、
生細胞イメージングシステムを用いて解析した。さらに、レーザー照射が、MC3T3-E1に及ぼすシグナル伝達経路を解明す
るため、MAPK/MEK シグナル伝達経路であるp38、SAPK/JNK、ERK 1/2のリン酸化蛋白発現についてウエスタンブロッ
ト解析を行った。全実験は3回以上行われ、統計はDunnet's testを用いて有意差を検定した。【結果および考察】コールドレー
ザー照射群では、非照射群と比較して、DNA合成能およびATP産生能の有意な亢進が認められた。また、コールドレーザー
照射群では、対照群と比較して、細胞遊走能の亢進が確認された。さらに、ウエスタンブロット解析において、細胞増殖能
に重要なシグナル因子であるERKのリン酸化が亢進された。超短パルス半導体レーザー照射が、MC3T3-E1の細胞増殖能
および細胞修復能を亢進させることが明らかとなった。また、その作用機序としてERKのリン酸化が示された。【結論】本
研究より、コールドレーザー照射を応用した組織再生の可能性が示唆された。
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学展 -089 GD3合成酵素欠損マウスでは破骨細胞数の減少によって骨吸収が軽減する
Suppression of bone resorption via decrease of osteoclasts in mice lacking GD3 synthase

楊　承諭1,2、浜村　和紀2、三島　好貴1,2、佐藤　琢麻1、宮澤　健1、戸苅　彰史2、後藤　滋巳1

YO S.1,2, HAMAMURA K.2, MISHIMA Y.1,2, SATO T.1, MIYAZAWA K.1, TOGARI 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薬理学講座

【目的】歯科矯正学分野では、歯牙移動時における骨代謝制御機構の解明は重要な研究課題となっており、様々な研究
が報告されている。しかし、ガングリオシドが骨代謝に及ぼす影響についてはほとんど明らかにされていない。GD3
合成酵素は、a系列ガングリオシドGM3からb系列ガングリオシドGD3を合成する糖転移酵素である。a系列ガング
リオシドが骨芽細胞分化に関与する報告は散見されるが、b系列ガングリオシドに関する骨代謝への影響についての
報告はない。そこで本研究では、骨関連細胞におけるb系列ガングリオシドの発現を検討するとともに、b系列ガン
グリオシドの合成に必須なGD3合成酵素が欠損したマウス（GD3S KOマウス）を用いて、b系列ガングリオシドが骨
代謝に及ぼす影響について検討した。【試料および方法】フローサイトメトリーを用いて、骨芽細胞および破骨細胞前
駆細胞におけるb系列ガングリオシドの発現を検討した。40週齢時の野生型およびGD3S KOマウスの大腿骨を採取
し、μCTを用いてその海綿骨骨量を計測した。また、HEおよびTRAP染色した大腿骨組織切片を用いて、その海綿
骨における骨芽細胞および破骨細胞を計数した。（n:WT=12,GD3S KO=10）【結果および考察】b系列ガングリオシドは、
骨芽細胞では発現が認められなかったが、破骨細胞前駆細胞では発現が認められ、その発現レベルは破骨細胞分化誘
導後に減少あるいは消失した。骨量計測の結果、GD3S KOマウスは野生型と比較して大腿骨海綿骨骨量が高いこと
が示された。また、野生型とGD3S KOマウスの間で、大腿骨海綿骨における骨芽細胞数に差は認められなかったが、
破骨細胞数はGD3S KOマウスで有意に少なかった。この結果より、GD3合成酵素欠損によるb系列ガングリオシド
の欠損が、破骨細胞数を減少させ骨吸収を軽減したことが示唆された。【結論】本研究により、GD3合成酵素欠損マウ
スでは破骨細胞数の減少によって、骨吸収が軽減することが示された。

学展 -090 糖尿病性神経障害に対する歯髄幹細胞培養上清の治療効果と作用メカニズムの検討
Mechanisms of therapeutic effects of conditioned media from dental pulp stem cells on 
diabetic polyneuropathy

牧野　衣利子1、金田　紗季1、宮澤　健1、後藤　滋巳1、松原　達昭2、成瀬　桂子2

MAKINO E.1, KANADA S.1, MIYAZAWA K.1, GOTO S.1, MATSUBARA T.2, NARUSE K.2

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内科学講座

【目的】幹細胞移植は糖尿病性神経障害の新しい治療法として期待されている。歯髄幹細胞（dental pulp stem 
cells:DPSCs）は、矯正治療により抜歯が必要とされる歯から容易に採取可能であり、幹細胞の合理的な供給源である。
これまでに我々はDPSCs移植が糖尿病性神経障害に有効であることを報告した。しかし移植されたDPSCsの大部分
は移植された部位から消失し、細胞移植のメカニズムは幹細胞からの分泌因子に起因すると考えられる。そこで今回
我々は糖尿病性神経障害における歯髄幹細胞培養上清（dental pulp stem cell-culture media:DPSC-CM）の効果につい
て検討した。【試料および方法】動物実験において、6週齢雄性Sprague-Dawley（SD）ラットの下顎切歯よりDPSCsを
分離培養した。6週齢雄性SDラットにstreptozotocinを投与し糖尿病を誘導し、その8週後の糖尿病ラット（n=8）およ
び正常ラット（n=12）の片側後肢骨格筋にDPSC-CMを投与した。DPSC-CM投与4週後に神経生理学的検査、足底皮
膚における神経線維密度、後肢骨格筋における毛細血管筋束比を計測した。さらにDPSC-CMの血管形成能について、
培養ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いて細胞増殖能および管腔形成能に対する効果を検討した。【結果および考察】DPSC-
CMの筋肉内投与は糖尿病で低下した神経伝導速度、神経内血流量を有意に改善し、糖尿病で減少した足底皮膚にお
ける神経線維密度と毛細血管筋束比を有意に改善した。またDPSC-CMは血管内皮細胞の細胞増殖および管腔形成を
増加させた。【結論】糖尿病性神経障害に対しDPSC-CMの骨格筋投与が有効であることが明らかとなった。その作用
機序の1つとして血流改善作用が示唆され、糖尿病性神経障害の新しい治療に有効であると考えられた。
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学展 -091 低出力超音波パルス（LIPUS）照射が破骨細胞分化に対する影響について
The effect of low intensity pulsed ultrasound（LIPUS） on osteoclast differentiation

東　友莉、居波　薫、松本　尚之
HIGASHI Y., INAMI K., MATSUMOTO N.

大阪歯科大学歯科矯正学講座

【目的】歯の移動を円滑にし、動的治療期間を短縮することは古くから試みられている。その中で我々が着目した低出
力超音波パルス（LIPUS）は、歯科分野では歯槽骨形成について広く研究され、また医科分野では主に整形外科領域で
骨折治療用として実用化されている。しかしin vitroでの破骨細胞に対する影響については未解明な部分が多い。今
回我々はLIPUS照射による破骨細胞分化に対する影響について検討を行った。【試料および方法】過去の報告を参考に
マウス単球系細胞株（RAW264細胞）をMEMα培地にて1日間培養後、成熟破骨細胞へ分化させるためにRANKL50ng/
ml、U01261μg/mlを添加し、発振周波数1.5MHz、パルス周波数1000Hz、超音波出力30mW/cm2、45mW/cm2、
60mW/cm2のLIPUSを3日 間10分1-6回 に 分 け て 照 射 し た。 一 方LIPUS照 射 せ ず にRANKL50ng/ml、U0126 1μ
g/mlを添加し同様に3日間培養したものを対照群とした。TRAP染色およびTRAP活性測定を行った。TRAP活
性においてはStudentのt検定を行い、それぞれの条件下での破骨細胞の分化率を対照群と比較した。また同様に
RAW264細胞をMEMα培地にて1日間培養後、RANKL50ng/ml、U01261μg/mlを添加し、発振周波数1.5MHz、パ
ルス周波数1000Hz、超音波出力60mW/cm2のLIPUSを3日間30分1-6回に分けて照射した。一方LIPUS照射せずに
RANKL50ng/ml、U0126 1μg/mlを添加し同様に3日間培養したものを対照群とした。サンプル調製しウエスタンブロッ
ト法を行い、対照群と比較した。【結果および考察】TRAP染色およびTRAP活性ではLIPUSを照射した群は対照群
と比べ分化率に有意差が認められたが（p<0.05）、超音波出力の違いに有意差は認められなかった。ウエスタンブロッ
ト法において、LIPUSを照射した群は対照群と比べ分化率に有意差が認められなかったものの、若干の増加傾向が認
められた。【結論】歯の移動時におけるLIPUS照射が破骨細胞の分化を促進する可能性が示唆された。

学展 -092 伸展刺激を受けた歯根膜線維芽細胞が産生するエクソソームは骨芽細胞分化を
促進する
The exosome produced by the tensile force-applied periodontal ligament fibroblasts augments 
osteoblastic differentiation of osteoblasts

和田　悟史、菅崎　弘幸、糸日谷　佳菜子、成宮　毅、山口　祐希、勝又　裕太、田中　健、友成　博
WADA S., KANZAKI H., ITOHIYA K., NARIMIYA T., YAMAGUCHI Y., KATSUMATA Y., TANAKA K., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】エクソソームは細胞から分泌される大きさ30-200nmの脂質二重膜構造をもつ小胞であり、タンパク質だけで
なくmicroRNAなどの伝達物質を内包し、新しい細胞間情報伝達システムとして注目されている。矯正学的歯の移動
時、牽引側歯周組織で骨形成が生じるが、歯の移動時の歯周組織におけるエクソソーム産生や、産生されたエクソソー
ムが歯周組織改変に対して与える影響についての報告はない。本研究は、持続的伸展刺激を負荷された歯根膜線維芽
細胞がエクソソームを分泌し、分泌されたエクソソームが骨芽細胞分化に影響を及ぼすと仮定し、その検証を行った。

【資料および方法】不死化ヒト歯根膜線維芽細胞株（HPL）を15％伸展率で持続的負荷を行い、伸展負荷を与えていない
細胞をコントロールサンプルとして用いた。24時間後培養上清を回収し、エクソソーム抽出キット（MagCaptureTM 
Exosome Isolation Kit PS、富士フィルム和光）を用いて培養上清中のエクソソームの回収を行った。回収したエクソソー
ムをヒト骨肉腫細胞株MG-63に添加し、培養7日後にRNAを回収し、骨芽細胞分化マーカーであるI型コラーゲンA1
鎖（COL1A1）、アルカリフォスファターゼ（ALP）およびオステオカルシン（OCN）の発現をReal-time RT-PCRにより解
析を行った。【結果および考察】Real-time RT-PCRの結果より、無刺激HPLエクソソーム添加と比較して、伸展刺激負
荷HPLエクソソームを添加したMG-63で、COL1A1、ALPおよびOCNの発現が増加した。このことより持続的伸展
刺激により歯根膜線維芽細胞からエクソソームが分泌し、骨芽細胞分化を促進することが示唆された。【結論】持続的
伸展刺激により歯根膜線維芽細胞がエクソソームを分泌し、遠隔的に骨芽細胞分化を促進する可能性が示唆された。
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学展 -093 歯の形態形成における Msx1遺伝子 MH6ドメインの機能検証
Functional verification of Msx homology 6 domain in Msx1 gene for tooth morphogenesis

荒井　大志1、泰江　章博2、三井　なおみ2、親泊　政一3、田中　栄二2

ARAI D.1, YASUE A.2, MITSUI N.2, OYADOMARI S.3, 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研究部口腔顎顔面矯正学分野、
3徳島大学先端酵素研究所プロテオゲノム研究領域生体機能学分野

【目的】MSX1はヒト多数歯欠損症の原因遺伝子として古くより同定されており、そのノックアウトマウスでは、歯の
発生停止、口蓋癒合不全などを呈する。 Msx1はMsx homology（MH） domainと呼ばれる高度に保存された7つのド
メインからなるが、ノックアウトマウスでは、ホメオドメイン（MH4）からC末端に至る領域全体を欠失させているた
め、各ドメインの発生過程での機能は不明のままであるが、in vitro系ではC末端領域であるMH6ドメインの重要性
が報告されている。そこで、本研究ではMsx1 MH6ドメインの歯の発生過程におけるin vivoでの機能検証を行った。

【試料および方法】MH4ならびにMH6を標的とするguide RNAとCas9タンパクを、エレクトロポレーション法にて
マウス受精卵に適用し、MH4ならびにMH6欠損変異体を作製した。組織切片およびmicro-CTより表現型の観察を行
い、野生型マウスと（Msx1 ΔMH6/ΔMH6）とで14.5日胚の歯胚における歯の発生に関与する遺伝子発現を定量的PCRで解析
した。【結果】（Msx1 ΔMH6/ΔMH6）では、上顎第3臼歯ならびに下顎切歯、第2・第3臼歯の欠損が生じ、16.5日胚で約67％
に口蓋裂も観察された。（Msx1 ΔMH6/－）では、上顎第2・第3臼歯、ならびに下顎全歯の欠損が生じ、上顎第1臼歯は存
在するものの低形成であった。また、約80％で口蓋裂が観察された。（Msx1ΔMH6/ΔMH6）の14.5日胚歯胚において、野生
型と比べSp5、Fgf4、Shh、Ectodinの発現低下が認められた。【考察および結論】Msx1 MH6ドメインは歯の発生なら
びに口蓋の癒合において、重要な機能を有することが確認された。

学展 -094 Vibration 刺激が持続的圧迫負荷をかけたヒト歯根膜線維芽細胞に及ぼす影響
Effects of vibration in human periodontal ligament cells under compression force

堀篭　百合恵1,2,3、杉森　匡1,3、葛西　一貴1,3

HORIGOME Y.1,2,3, SUGIMORI T.1,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究所

【目的】矯正歯科治療の問題点の一つとして、治療が長期間に渡ることが挙げられる。歯の移動速度が促進されれば治
療期間の短縮が期待でき、その術式については様々な報告がされている。本講座では、ラット実験モデルにおいて
micro-osteoperforationsにより歯の移動速度は細胞増殖及びアポトーシスの活性化を介して促進されることを報告し
た（Sugimori et al, AJODO, 2018）。近年、移動歯へのvibration （VB） 刺激により歯科矯正学的歯の移動速度が促進
されることが示唆されているが、そのメカニズムは十分な論証が未だ報告されていない。そこで本研究は、in vitro
における圧迫モデルにてヒト歯根膜細胞 （hPDL cells） にVB刺激を与え、細胞増殖およびアポトーシスに焦点を当
て移動速度促進のメカニズムについて生化学的に検討した。【資料および方法】矯正治療に伴い抜歯した第一小臼歯
からhPDL cells を採取し、5-6代目まで継代培養した後に、至適矯正力として1.0g/cm2の荷重 （compression foce: 
CF） を各0、1、3、6、12、24、48時間作用させたCF群と、CFの負荷を加えるのと同時に120HzのVB刺激を5分
作用させたVB群に分類した。Real-time PCR法にて細胞増殖関連因子proliferating cell nuclear antigen （PCNA）、
アポトーシス関連因子 Caspase-3、-8の遺伝子発現量を検討した（日本大学松戸歯学部倫理委員会第EC18-026号）。

【結果および考察】VB群は、CF群に比べPCNAは6時間をピークに、Caspase-3、8は24時間をピークに遺伝子発現の
増大が認められた。このことから圧迫負荷をかけたhPDL cellsはVB刺激により細胞増殖因子およびアポトーシス関
連因子が増加し、移動速度が促進される可能性が考えられた。【結論】矯正歯科的歯の移動時にVB刺激を行うことで、
牽引歯圧迫側のhPDL cellsの細胞増殖及びアポトーシスは活性化されることが示唆された。



第78回日本矯正歯科学会学術大会

188

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 -095 マウスの歯の移動における Semaphorin および Plexin、Neuropillin の関与
について
Relationship between orthodontic tooth movement and Semaphorin, Plexin,Neuropillin

亀井　宏和、石井　武展、大竹　智久、永井　航平、佐竹　奎亮、戸村　拓真、西井　康
KAMEI H., ISHII T., OOTAKE T., NAGAI K., SATAKE K., TOMURA T., NISHII Y.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】矯正学的歯の移動において圧迫側では、骨芽細胞と破骨細胞のRANK/RANKLカップリング機序により説明
されている。近年、骨代謝領域ではRANK/RANKLカップリング機序だけでなく、骨芽細胞と破骨細胞の分泌する
Semaphorinとその受容体であるPlexinおよびNeuropillinのカップリング機序が注目されている。本研究では矯正学
的歯の移動においてSemaphorin/PlexinおよびNeuropillinの局在を明らかにする。【試料および方法】8週齢C57BL/6J
マウスをニッケルチタンクローズドコイルスプリング装着後1、3、7日後に屠殺をする3群（計30匹）に分けた。各群
ともに上顎左側第一後臼歯を10gfで牽引した。コントロール群はスプリングを装着していない上顎右側第一後臼歯
とした。屠殺後マイクロCT撮影と組織切片作成をした。H-E、TRAP染色とともに免疫染色を行いSemaphorin3A、
4D、6DおよびPlexinA1、PlexinB1、Neuropillin-1の発現と局在を評価した。【結果および考察】実験群では歯根の圧
迫側歯根膜において、破骨細胞とともにSemaphorin4D、6Dが多く観察され、牽引側歯根膜において骨芽細胞ととも
にSemaphorin3Aが多く観察された。また、破骨細胞に一致してPlexinA1、Neuropillin-1が観察され、骨芽細胞に一
致してPlexinA1、PlexinB1、Neuropillin-1が観察された。【結論】マウスの歯の移動において骨芽細胞と破骨細胞間に
おけるSemaphorin/PlexinおよびNeuropillinカップリング機序が関与していることが示唆された。

学展 -096 Wnt-βカテニンシグナルの骨細胞分化における役割の解明
Elucidation of the role of Wnt- Β catenin signaling in osteocyte differentiation

草野　慎之介1、犬伏　俊博1、村田　有香1、佐々木　淳一2、森田　知里1、伊藤　慎将1、黒坂　寛1、今里　聡2、
山城　隆1

KUSANO S.1, INUBUSHI T.1, MURATA Y.1, SASAKI J.2, MORITA C.1, ITOH S.1, KUROSAKA H.1, IMAZATO S.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歯科理工学教室

【目的】Wnt-βカテニンの骨組織特異的ノックアウトマウスでは重篤な骨減少を示すことから、骨組織において重要な役割
をしていると考えられるが、その詳細については未だ明らかにされていない。今回、Wnt-βカテニン経路のレポーターマ
ウス（R26-WntVis）を用いて、in vivoにおけるWnt-βカテニン経路の活性を観察するとともに、その役割について培養実験
系を用いて明らかにすることを目的とした。【試料および方法】本研究では、R26-WntVisマウス頭蓋冠および長管骨の凍結
切片を作成し、観察した。細胞培養実験では、骨芽細胞株であるIDG-SW3細胞株とDmp1プロモータにてGFPを発現す
るマウスの頭蓋冠から採取したGFP陽性の初代培養骨細胞を使用した。培養液中にWnt-βカテニン経路の特異的アゴニス
トまたはアンタゴニストを添加し、形態観察ならびに分化マーカー遺伝子発現の解析により骨細胞分化段階を評価した。

【結果および考察】マウス頭蓋冠および長管骨では、骨芽細胞や骨細胞で高いWnt-βカテニン経路の活性化を認めた。マウ
ス初代培養骨細胞に対するアゴニスト添加では骨細胞マーカー陽性細胞率の増加とともに細胞突起の形成の亢進を認めた。
アンタゴニスト添加では、蛍光標識された細胞数が減少し、脂肪細胞への脱分化が確認された。このことから、骨細胞の
分化段階の維持にはWnt-βカテニン経路が必要であることが明らかになった。一方、IDG-SW3細胞株では、アゴニスト添
加により骨細胞マーカー陽性細胞率の増加が認められ、さらに石灰化が亢進していることから、骨細胞分化が進んでいる
ことが確認された。【結論】本研究結果により、骨細胞への分化や分化段階の維持においてWnt-βカテニン経路の活性化が
必須であることが明らかになった。本結果は、骨代謝異常疾患の原因解明と新規治療法開発に貢献することが期待される。
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学展 -097 ErtCre;GATA3 fx/fx マウスにおける後鼻孔閉鎖の発生とレチノイン酸シグ
ナリングの関連について
The role of gata-3 in craniofacial and choana development

虫明　仁、サハ ミスン、ウー ヤンラン、ワン チー、黒坂　寛、山城　隆
MUSHIAKE J., SAHA M., WU Y., WANG Q., KUROSAKA H., 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】頭蓋顎顔面の発生は胎児期の顔面突起の成長および癒合により起こる。その際、鼻腔の形成も行われ、それらの
障害により後鼻孔閉鎖等の多様な顎顔面形成不全が引き起こされる。先行研究において、レチノイン酸代謝に必要な
Rdh10遺伝子の機能不全マウスに後鼻孔閉鎖が発生することが報告されており、後鼻孔の発生にレチノイン酸（RA）シグ
ナルが関与していることは明らかである。しかし、その他の遺伝的な原因は殆ど明らかとなっていない。そこで本研究
ではRdh10機能不全マウスにおいて著しい発現低下が認められたGata3の顎顔面や後鼻孔形成における役割を解析する
事を目的とした。【資料および方法】Gata3の顎顔面形成における役割を調べるため、タモキシフェン誘導型CreERシス
テムを用いてコンディショナルKOマウスを作成した（ErtCre;GATA3 fx/fx）。E9.0の妊娠マウスにタモキシフェンを投
与し、胎児のGata3を欠損させ、顎顔面形態を観察した。また組織切片を作製し、細胞増殖や細胞死の分布を解析した。

【結果および考察】ErtCre;GATA3 fx/fxマウスでは後鼻孔閉鎖が認められた。更に後鼻孔閉鎖が発生している個体では、
鼻腔周囲の細胞増殖が減少していることが確認された。この事はRAシグナルによるGata3の発現調節が後鼻孔の形成に
重要な役割を果たす事が示唆される。【結論】ErtCre;GATA3 fx/fxマウスにおいて後鼻孔閉鎖を認め、後鼻孔周囲の細胞
増殖が減少していたことから、Gata3の機能不全により後鼻孔周囲の細胞増殖が抑制され、鼻腔の形成不全が起こると考
えられる。また、Rdh10欠損マウスでは頭蓋顎顔面領域に広く異常を認めたが、ErtCre;GATA3 fx/fxマウスでは後鼻孔
閉鎖以外の異常を認めなかったことから、Gata3が後鼻孔や鼻腔の形成に特異的な役割を持つ可能性が示唆された。

学展 -098 microRNA875－5p は PDGF シグナル経路を介して歯の上皮－間葉相互作
用を制御する
microRNA875-5p regulates epithelial-mesenchymal interaction through PDGF signaling in 
tooth

鮒田　啓太1、吉崎　恵悟2、宮崎　佳奈子1、韓　雪3,4、田　甜3、湯田　智美3、水田　敢士3、傅　堯3、
高橋　一郎2

FUNADA K.1, YOSHIZAKI K.2, MIYAZAKI K.1, HAN X.3,4, TIAN T.3, YUTA T.3, MIZUTA K.3, FU Y.3, TAKAHASHI I.2

1九州大学病院矯正歯科、2九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、
3九州大学大学院歯学府口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、4同済大学付属口腔医院上海牙組織修復再生工程技術研究センター

【目的】歯、肺、腎臓、毛および唾液腺などの様々な器官は上皮－間葉相互作用によって形成され、その過程において、間
葉細胞の凝集が重要である。我々はCAGE （Cap Analysis of Gene Expression）法を用いて、マウス15番染色体上の15qD1
領域に、歯に特異的に発現するmicroRNA875 （miR875）の転写開始点を発見した。さらに、miR875は歯の間葉細胞に局在
し、細胞凝集を担っている可能性を見出した。そこで、miR875の歯の間葉細胞における機能解明を目的として研究を行っ
た。【資料および方法】歯の発生時期における発現パターンを解析するため、胎生11日齢 （E11）から生後7日齢マウス歯胚よ
りtotal RNAを抽出し、組織切片を作製し解析を行った。miR875－5pを歯原性間葉細胞株mDP細胞に遺伝子導入し、機能
解析を行った。加えて、PDGFシグナル経路への影響を検討した。【結果および考察】miR875－5pは発生初期の歯胚間葉細
胞に発現していた。miR875-5pを遺伝子導入したmDP細胞において上皮への細胞凝集能を検討したところ、歯胚上皮への
細胞遊走が上昇し、PDGF添加により相乗的に遊走能が亢進した。また、PDGFは上皮細胞、PDGF受容体は間葉細胞に発
現していた。さらに、miR875－5pがPDGFシグナル経路に抑制的に作用するPTENに直接結合することでPTENの発現が
抑制された。加えて、細胞遊走に重要であるStat1の発現が抑制された。以上の結果から、miR875は歯の上皮－間葉相互作
用において間葉細胞の凝集を誘導し、PDGFシグナル経路を活性化させることで上皮細胞への遊走に関与している可能性が
考えられた。【結論】miR875は歯の発生初期においてPDGFシグナル経路を活性化し、上皮－間葉相互作用を制御している
可能性が示唆された。
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学展 -099 AZ31マグネシウム合金インプラントの in vitro / in vivo 分解特性と生体適
合性 －μCT 解析による評価－
In vitro / in vivo degradation characteristics and biocompatibility of AZ31 magnesium alloy 
implant

川村　尚彦、石川　里奈、土田　大、飯嶋　雅弘
KAWAMURA N., ISHIKAWA R., TSUCHIDA D., IIJIMA M.

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】現在、歯の移動の絶対的な固定源として歯科矯正用アンカースクリュー（以下AS）が、また、顎矯正手術の際の骨片
固定には金属製プレートやスクリューが用いられている。生体吸収性を持つ材料でこれらを製作できれば、患者の負担とな
る撤去手術を回避することができる。そこで、本研究では吸収性マグネシウム合金の分解特性と生体適合性を調べ、ASや
骨固定用プレート用途としての有用性を検討することを目的とした。【試料および方法】試料には直径1.6 mm、長さ4.0 mm
のチタン合金（TiA）、AZ31マグネシウム合金（MgA）、純マグネシウム（Mg）、医療用ポリ-L-乳酸（PLA）を用いた。各試料
について、擬似体液（SBF）を用いて14日間のin virto浸漬試験を行い、溶液のpH変化と試料の分解速度（mm/year）を求め
た。7週齢のラットの大腿骨に各インプラント試料を埋入し、in vivo分解特性を調べた。2、4、12週間後、両側大腿骨試
料を摘出し、μCT撮像を実施した（InspeXio SMX-225CT、島津製作所）。解析ソフト（TRI/3D-BON、ラトック）を用いて、
インプラント周囲骨における骨密度（BV/TV、％）と骨-インプラント接触率（BIC、％）を求めた。検定には、一元配置分散
分析およびTukey検定（P<0.05）を用いた。【結果および考察】in vitro浸漬試験において、MgAとMgはpHが大きく増加した。
MgAのin vitro分解速度は約0.81 mm/yearであり、これはMg（2.50 mm/year）よりも有意に低く、PLA（0.43 mm/year）よ
りも高かった。MgAはMgに比べ分解速度が著しく低く、腐食は良好に制御されていた。μCT解析によって、TiAとMgA
のBV/TVおよびBICには有意差が認められず、骨応答の点でMgAがTiAに劣らないことが明らかとなった。MgAインプ
ラントと周囲骨は12週で緊密に接合しており、良好な生体適合性と骨伝導性を示していた。【結論】AZ31マグネシウム合金は、
ASおよび骨固定用プレート用の材料として有用であることが示唆された。

学展 -100 異なる粘稠度の接着剤でインダイレクトボンディングした矯正用ブラケットの
接着強さ
Bond strength of indirect bonded brackets in orthodontic adhesives with different viscosities

稲富　弘毅、遠藤　敏哉、齊藤　久絵
INATOMI K., ENDO T., SAITO H.

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学

【目的】本研究の目的は、3種類の異なる粘稠度の接着剤を用いて、indirect bonding system （IBS）で接着した矯正用ブラ
ケットの接着強さを調べることである。【試料および方法】矯正歯科治療のために必要抜去された小臼歯102本を6群に分
けた。3種類のTransbond XT plus （TXT、3M Unitek）、およびBeautiOrtho Bond II Paste Viscos （BOB・PV, 松風）と
Flowable Paste （BOB・FP, 松風） を用いて、それぞれ17歯に金属ブラケット （3M Unitek） をIBSにて接着した。さらに、
歯面にEnamel Conditioner （EC, 松風） を塗布した後、同様に3種類のIBSで接着した。剪断接着試験後にこれら6群の接
着強さとARIスコアを比較検討した。【結果および考察】接着強さはEC有無に関わらず、TXT‐IBSがBOB・PV‐IBSよ
り有意に高くなった。この結果の一部は、self-etching primerのpHと接着剤のフィラー含有量の違いにより、TXT direct 
bonding system （DBS） がBOB‐DBSより有意に高い接着強さを示したというScougall Vilchisら（2007）とLiら（2010）に
よって支持される。接着強さはBOB・FP‐IBSがBOB・PV‐IBSより有意に高くなった。Parkら（2009）によれば接着剤
は流動性が増加すると接着強さが向上する。この報告から、より高い流動性のBOB・FP‐IBSでは接着強さが高くなっ
たと考える。本研究で得られた低い粘稠度の接着剤を用いたBOB・FP‐IBSは、TXT‐IBSと同程度の接着強さを有し、
IBSに有用であると考える。接着剤の種類にかかわらず、ECが接着強さを有意に上昇させたという結果は、Endoら（2014）
の報告と一致する。ARIスコアの結果から、BOB・PVとBOB・FP‐IBSでは、ECがブラケット‐接着剤間の界面破壊を
増加した。このブラケット‐接着剤間の界面破壊の増加はBOB・PVとBOB・FP‐IBSの接着強さの増加と関連があると
考える。【結論】粘稠度の低いBOB・FPは、TXT 接着剤と同様に、IBSに有用であり、ECはその接着強さを向上させる。
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学展 -101 材質の異なる審美ブラケットを用いた，サードオーダーベンド付与時のモーメ
ント力の評価
Evaluation of torque moment in the esthetic brackets delivered by different bendable 
orthodontic wires

中野　泰児1、中嶋　昭1,2、渡辺　博人1、田中　栄二3、本吉　満1,2

NAKANO T.1, NAKAJIMA A.1,2, WATANABE H.1, TANAKA E.3, MOTOYOSHI M.1,2

1日本大学歯学部歯科矯正学教室、2日本大学歯学部総合歯学研究所、3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】様々な材質の審美ブラケットが開発される中、サードオーダーベンド付与時にブラケット-ワイヤー間に生じるモー
メント値等の力学特性を理解することは矯正臨床においてきわめて重要である。これまで我々は、異なる材質のワイヤーを
使用した場合の上顎側切歯の歯軸改善に必要なトルク量について報告してきた（Hirai et al., 2012; Kuroda et al., 2014）。本研
究では、材質の異なるブラケットに対し、材質の異なる屈曲可能なワイヤーを用いてサードオーダーベンドを付与した際に
生じるモーメント値を計測し、比較検討した。【資料および方法】4種類の異なる材質のブラケット（メタルブラケット、セ
ラミックブラケット、ジルコニアブラケットおよびプラスティックブラケット）に3種類の異なる材質のワイヤー（ステンレ
ススチール（SS）、Ti-Mo合金（Ti-Mo）、Ti-Nb合金（Ti-Nb））をエラスティックモジュール結紮し、トルクゲージにてモーメ
ント値を計測した。各組み合わせについて15回の計測を行い、平均モーメント値を算出した。【結果】0.018”スロット、0.022“ス
ロットのいずれのブラケットにおいてもセラミック、ジルコニア、メタル、プラスティックの順で大きなモーメント値を示
した。ワイヤーの材質間の比較では、SS、Ti-Mo、Ti-Nbの順で大きなモーメント値を示し、SSでは15°、Ti-Moでは20°、
Ti-Moでは25°以上のサードオーダーベンドを付与した際に、ブラケット間でモーメント値に有意差を認めた。【考察】一定
以上のトルクを加えると、ブラケット間で発現するモーメント力は材質によって異なり、モーメント力はワイヤーの材質ば
かりでなく、ブラケットの材質によっても異なることが明らかとなった。【結論】矯正歯科臨床においては、審美ブラケット
の材質とワイヤーの材質の組合せに応じて、サードオーダーベンドを調節し、付与する必要性が示唆された。発表演題に開
示すべき利益相反状態はありません。

学展 -102 ラット脛骨におけるミニスクリュー周囲組織の経時的 pH 変化
pH alteration of micro area tissues around the mini-screw in rat tibia

川原　良美1、辻本　真2、村上　剛一1、酒井　聡美3、岡藤　範正1、山田　一尋4、川原　一郎3,5

KAWAHARA Y.1, TSUJIMOTO M.2, MURAKAMI G.1, SAKAI S.3, OKAFUJI N.1, YAMADA K.4, KAWAHARA I.3,5

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学病院総合診療部、3松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座、
4松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、5松本歯科大学公衆衛生学講座

【目的】歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）は、骨にネジ込むことで骨基質の弾力によりネジ込み直後
から固定源として利用できる。一方で、ネジ込みは骨基質にマイクロクラックを生じさせ、その後の炎症を誘発す
る。炎症反応は骨基質の弾力を低下させ、しばしばスクリューの脱落へ繋がる。本研究では、スクリュー周囲組織の
状態と石灰化の指標としてpH変化に着目した。炎症または石灰化と組織のpH変化との関連から、スクリューの脱落
と安定の条件を明らかにすることを目的とし、ラットを用いた実験モデルを構築した。【試料および方法】ラット脛骨
にネジ込んだ直径1.0mm、長さ3.0mmチタン合金ミニスクリュー（モリタ）（以下ミニスクリュー）の周囲組織のpHを
術後から経時的に測定した。生体組織のpHを測定するために、窩洞形成からミニスクリューネジ込みまで、生理食
塩水や緩衝液などは用いなかった。ニードル型pHセンサー（PreSens Co. Ltd., Regensburg Germany）を用いて、ミ
ニスクリューネジ込みから24時間、3、7日後にミニスクリューを除去し、生体下で直接窩洞組織のpHを測定した。

【結果および考察】sham窩洞内pHは術直後の7.36から経時的に低下し、7日後では7.24であった。一方、ミニスクリュー
ネジ込み窩洞のpHは、直後の7.36から3日後に7.40、7日後では7.46まで上昇が見られた。通常、傷害によって局所
組織には乳酸の蓄積が起こり、pHは低下して酸性環境になるといわれる。酸性環境では骨基質のマイクロクラック
修復や組織の石灰化が起きにくいと考えられる。今回、ミニスクリュー周囲組織ではpHの上昇が見られ、オッセオ
インテグレーションなどの石灰化環境が整うことが推察された。【結論】チタン合金ミニスクリュー周囲組織では、pH
の上昇が確認された。
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学展 -103 ナノ多孔質シリカの孔サイズがもたらすイオン放出能への影響
Effect of ion release ability of hole size of nanoporous silica particles

遠藤　諒俊1、中西　康1、坂東　洋祐1、松本　愛子1、阿部　薫明2、山方　秀一1、吉田　靖弘3、佐藤　嘉晃1

ENDO R.1, NAKANISI K.1, BANDO Y.1, MATUMOTO A.1, ABE S.2, YAMAGATA S.1, YOSHIDA Y.3, SATO Y.1

1北海道大学大学院歯学院口腔医学専攻口腔機能学講座歯科矯正学教室、
2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻生体材料学分野、3北海道大学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）は矯正歯科においてバンドやブラケットの接着などに用いられているが、
装置周囲に齲蝕ができることが少なくない。この問題を解決すべく我々はナノ多孔質シリカ（NPS）を用いて新規薬剤
徐放性グラスアイオノマーセメントの開発を行っている。これまでの研究で、特定の分子で長期間に及ぶ徐放が可能
なこと、再取り込みが可能なことがわかっている。本研究では新規NPS添加GIC開発向け、孔サイズの異なるNPS
を用い、色素イオンを取り込ませ、その放出量を調査した。【試料および方法】NPSは直径3μmで孔サイズは2nmと
4nmのものを用いた。NPSをGICの粉末に5wt％の濃度で添加し、メーカー指定の方法で混和し、φ10mm×1.0mm 
の円盤状に成型しイオン取り込み能、放出能を評価する試験片とした。色素にはローダミンB用いた。1wt％ローダ
ミンB水溶液の中に試験片を37℃で24時間浸漬した後、水洗、乾燥し、蒸留水中に37℃で24時間静置した。24時間
後、試験片を取り出し新しい蒸留水に浸漬させ、再度24時間後に取り出し新しい蒸留水に浸漬させた。これを繰り返
し、得られた浸漬液を紫外可視分光光度計にて、吸光度を測定することで、ローダミンBの放出量を評価した。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】色素放出量の評価より、コントロー
ルは4日目で色素を放出しなくなったが、2nm、4nmともにNPS添加GICは実験期間である28日にわたる長期の放出
が見られた。また、色素の放出量は4nmの孔を持つNPSより2nmの孔を持つNPSの方が多かった。【結論】NPSのロー
ダミンBの取り込み、放出能はNPSの孔サイズにより変化することが示された。この結果から、NPSの孔サイズを変
えることで、薬剤の取り込み、放出量を調整できることが示唆された。

学展 -104 ブーリアン演算を応用した矯正用アンカースクリューガイド用スプリントの作
製とその有用性
Preparation and availability of orthodontic anchor screw surgical guide using  boolean 
operation

三條　恵介
SANJO K.

華らび矯正歯科（ 山形県 ）

【目的】矯正用アンカースクリューの植立をより安全で確実に行うためには、ガイド用スプリントの使用が有効とされて
いる。しかしながらその作製方法は明確にされていない。今回、3次元CG（Computer graphic）ソフトを用い、アンカー
スクリューの歯槽骨への植立位置や角度、歯根との位置関係を考慮したガイド用スプリントをブーリアン演算を応用し
て作製し、その有用性を検討した。【資料および方法】3次元CGソフト（Shade 3D ver.17, Shade 3D）を用い、植立時に使
用するドライバーとアンカースクリューの三次元画像を作製し、患者（33歳 女性）の歯列STLデータ画像上でアンカー植
立のシミュレーションを行なった。植立位置の詳細な設定は、3次元外科矯正シミュレーションソフト（Dolphin imaging 
11, GC オルソリー）を用い、アンカー植立のシミュレーションを行なった歯列SLTデータと顎顔面頭蓋DICOMデータを
歯列形態で統合し、スクリューの植立位置や歯根との位置関係を確認した。3次元CGソフトを用い、スプリントの元と
なる3次元画像から歯列咬合面とドライバーの形状をブーリアン演算にてくり抜きスプリントを設計した。設計したス
プリントの造形は3Dプリンタ（Eden 260V, stratasys）を用い、歯科用樹脂 （VeroDent MED670, stratasys） を16μｍの積
層ピッチで作製した。作製したスプリントを用いて患者へアンカーの植立を行なった。【結果および考察】3次元CGソフ
トを用いブーリアン演算を応用することで、石膏模型作製等の煩雑な技工作業を伴わずに、デジタル画像データのみで
歯列咬合面、ドライバーの形状に適合するガイド用スプリントを作製することができた。スプリントの作製を行うことで、
施術前に設定したアンカー植立位置や角度をチェアーサイドにて明示することができるため有用性が高いと考える。
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学展 -105 蓄積された CBCT データを用いた歯牙形態の機械学習
Machine learning of tooth morphology using accumulated CBCT data

山田　純華1、中納　治久1、永田　毅2、下元　正義3、槇　宏太郎1

YAMADA A.1, NAKANO H.1, NAGATA T.2, SHIMOMOTO M.3, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2みずほ情報総研株式会社情報通信研究部（ 東京都 ）、3みずほ情報総研株式会社事業戦略部（ 東京都 ）

【目的】近年、ビックデータを用いたInternet of ThingsやArtificial Intelligenceによる機械学習が注目を集めており、
医療分野でもデータの分析・活用が活発化している。一方、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。適正な歯の移動を診断し、歯根の並行性を考慮する為には、歯根を含めたシミュレーショ
ンが必要と考える。そのためには、患者毎にCone Beam Computed Tomography（以下、CBCT）を撮影し、歯牙を抽
出する必要がある。そこで、3次元的な歯冠形態と歯根形態の関連性があるとすれば、歯冠形態から歯根形態が予測
でき、CBCTを撮影せず、容易に歯根を含めたシミュレーションが可能となる。そこで本研究は歯の計算解剖学的な
研究を行い、歯冠形態と歯根形態に3次元的な関連性があるか調査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で2011年4月以降、CBCTを撮影した患者のうち、対象歯である上顎左側中切歯が健全歯である
患者130名（男性：65名,女性：65名）を対象とした。CBCTから歯牙全体をSTLデータで抽出し、さらに歯冠と歯根の
境界であるセメントーエナメル境を認識させるため歯冠のみのSTLデータも用意し、その2つのSTLデータをカップ
リング学習させた。そして、精度検証の為に交差検定を130回繰り返した。なお、本研究は昭和大学歯科病院　臨床
試験審査委員会の承認を得て行った（承認番号：DH2017-011）。【結果および考察】平均0.85mmの予測誤差で歯冠形態
から歯根形態を予測することが出来た。さらに予測誤差を減らし、ボクセルの影響を最小限にし、精度を上げるため
に情報量を増やす必要性がある。【結論】蓄積されたデータの活用により、歯冠形態から歯根形態を予測することは可
能である。しかし精度向上の為には、データを自動学習するシステムの開発が必要であると示唆された。

学展 -106 口腔内スキャナーと模型用スキャナーを用いて取得した咬合デジタルデータの比較
Comparison of occlusal digital data between intraoral scanner and model scanner

近藤　純子1、広田　夏樹1、村林　学1、深田　淳1、留　和香子1、勝又　明敏2、北井　則行1

KONDO J.1, HIROTA N.1, MURABAYASHI M.1, FUKATA J.1, TOME W.1, KATSUMATA A.2, KITAI N.1

1愛知県、2朝日大学歯学部口腔構造機能発育学分野歯科矯正学分野、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】矯正歯科臨床において、歯列模型は、初診時や治療前後の評価を行うための重要な資料である。本研究の目的
は、口腔内スキャナーと模型用スキャナーを用いて、上下顎歯を咬合させた歯列模型の三次元画像を取得し、咬合
デジタルデータを比較検討することである。【被験者および方法】被験者は、朝日大学医科歯科医療センターに矯正
歯科治療を希望して来院した患者のうち、上下顎臼歯の咬合に異常を認めない5名とした。口腔内三次元スキャナー

（3Shape TRIOS A/S, 3Shape Poland）、模型用三次元スキャナー（3Shape Dental System, 3Shape A/S, Copenhagen, 
Denmark）およびCBCT（QR master-Hybrid/ Revo, タカラテレシステムズ、大阪）を用いて、上下顎歯を咬合させた
歯列模型について、3種類の画像データを取得した。上顎中切歯間乳頭点、上顎左右側第一大臼歯近心頬側咬頭頂点
によって構成される平面で、3種類の画像データを重ね合わせた。重ね合わせた画像データ上で、下顎左右側犬歯尖
頭点、下顎左右側第一大臼歯近心舌側咬頭頂点のそれぞれに関して、口腔内スキャナーによる点とCBCTによる点の
距離、および模型用スキャナーによる点とCBCTによる点の距離を求め、両者の距離の間に有意の差があるか、対応
のあるt検定を用いて比較した。【結果および考察】口腔内スキャナーと模型用スキャナーから得られた計測値間に有
意差は認められなかった。【結論】口腔内スキャナーおよび模型用スキャナーにより得られた咬合デジタルデータは、
CBCTにより得られた咬合デジタルデータと同等の精度が認められることが示唆された。
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学展 -107 AI による骨格性反対咬合症例における顔面非対称パターンの抽出
Extraction of facial asymmetry pattern in skeletal Class III malocclusion by AI

玉置　幸雄1、下川　奈津子1、石川　博之2

TAMAOKI S.1, SHIMOKAWA N.1, ISHIKAWA H.2

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2福岡学園（ 福岡県 ）

【目的】矯正診断における正面セファログラムは、顔面非対称の診断に用いられるが、主に顔面正中を基準に硬組織の
対称性を観察するため、顔面非対称のパターンに関する報告は少ない。そこで、AI （Artificial Intelligence）のパター
ン認識技術であるSOMによる骨格性下顎前突症例の顔面非対称のパターン作成の可能性を調べた。【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、上下顎歯列正中線の0.5mm以上のズレを伴う骨格性下顎前突で外科的矯正
治療が予定された16歳以上40歳未満の女性のうち、セファログラム撮影時にLED光でFH平面のラインを皮膚に投
射し撮影が行われた62名を対象とした。資料として、初診時の正面セファログラムDICOMデータを用い、硬組織上
の55計測点の座標値を取得した。右側偏位は座標値を水平反転し左側偏位に統一後、55点からなる110次元のデータ
を62症例分作成した。このデータ群を4個の計算ユニット（U1～4）で構成されたAIで10万回学習し、計算ユニット
に得られた重みベクトルを描出した。【結果】AIの重みベクトルの描出の結果、U1は下顎枝高の左右差が小さいがオ
トガイが偏位したパターン、U2には下顎枝高の左右差があり咬合平面が傾斜したパターン、U3には下顎枝高に左右
差がありオトガイが偏位したパターン、U4には下顎枝高の左右差があり咬合平面傾斜と臼歯部デンタルコンペンセー
ションを伴う顔面高が長いパターンが抽出された。【考察】全ての計算ユニットに正貌の形が再現され、オトガイの偏
位、顔面高、下顎枝高、咬合平面傾斜、臼歯部デンタルコンペンセーションに違いがみられた。これらから、計測点
群の位置情報のみで顔面非対称の複数のバリエーションが生成されたものと考えられる。【まとめ】AIを用いることで、
正貌の硬組織形態のパターン抽出を行える可能性が示唆された。

学展 -108 日本人における三次元セファロ分析：標準値の作製と顎変形症患者の手術前後の変化
Three-dimensional cephalometric analysis of Japanese: Norms and  changes after orthograthic 
surgery

吉川　浩史1、谷川　千尋1、伊藤　慎将1、月星　陽介1、石井　瞳2、嘉ノ海　龍三2、山城　隆1

YOSHIKAWA H.1, TANIKAWA C.1, ITO S.1, TSUKIBOSHI Y.1, ISHII H.2, KANOMI R.2, YAMASHIRO T.1

1大阪大学歯学部附属病院矯正科、2カノミ矯正・小児歯科クリニック（ 兵庫県 ）

【目的】矯正歯科治療において頭部X線規格（以下、二次元セファロ）画像により患者の顎顔面形態を定量的に評価する
ことは重要である。近年、治療計画立案において患者の三次元的な顎顔面形態を把握することが重要になりつつある。
そこで、本研究の目的は、CBCT画像を用いて、日本人の顎顔面形態における標準範囲を構築し、三次元セファロ分
析手法を確立すること、また、その有用性を検討することにある。【資料および方法】過去に撮影された骨格性1級の
日本人成人男女のCBCT画像（n=20、18～35歳）から、三次元画像処理ソフト（Mimics Materialise、マテリアライズジャ
パン社）を用いて上下顎骨を抽出した後、上顎52個、下顎53個のランドマークを同定し、ランドマーク間の距離およ
び角度の標準範囲（平均および標準偏差）を算出した。その結果を用いて、当院にて外科的矯正治療（骨格性2級、3級、
顎偏位、n=9）を受けた患者の術前後の三次元形態について比較検討した。【結果】日本人の顎顔面形態の標準範囲が
得られた。その標準範囲を用いて顎変形症患者の術前後の顎顔面形態を評価した結果、二次元セファロ分析では明ら
かにできなかったyawingおよび左右非対称性が明らかとなった。術後、標準範囲内となる計測値が多かったものの、
顎偏位を有する患者においては、術後、下顎の左右非対称性が残存していたことが明らかとなった。【考察】本研究で
求められた三次元セファロ分析における標準範囲は、治療計画立案と術後評価の際に有用な指標であることが示され
た。特に従来の二次元セファロでは測定できなかったyawingおよび非対称性の精密な評価が可能になったことにより、
外科的矯正治療の治療計画立案においてより詳細な検討が可能となった。【結論】本研究において算出した日本人成人
男女の顎顔面形態の標準範囲を用いた三次元セファロ分析手法は有用である。
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学展 -109 当院における本格矯正治療患者の装置選択に関する実態調査
Survey on the device selection of extensive corrective orthodontics patients in our hospital

酒井　優真
SAKAI Y.

葛西モア矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】矯正装置の見た目に対する抵抗感は治療を始めるか否かの大きな要因となる。そこで、開院以来1年10か月で
本格矯正治療を開始した患者の性別や年齢と、装置選択との関連性について実態調査を行った。【資料および方法】開
院した2017年6月から2019年4月の間に当院で本格矯正治療を開始した158名を対象とし、性別、年齢、矯正装置に
ついて調査した。装置はラビアル（LA）、ハーフリンガル（HL）、フルリンガル（FL）、アライナー（A）に分け、後者の
3種はインビジブル矯正（IV）として括り検討をおこなった。【結果および考察】性別は男性が36名（23％）、女性が122
名（77％）で、男性の平均年齢が21.3歳±11.6、女性の平均年齢が23.1±8.5であった。装置選択では男性（LA: 52.8％, IV: 
47.2％）、女性（LA: 50.9％, IV: 49.1％）と、女性の方がよりIVを選択する傾向がみられた。装置別における年齢では、
男性（LA: 21.6歳±10.9, IV: 27.6歳±10.3）、女性（LA: 24.9歳±7.4, IV: 24.5歳±7.3）と、女性はLA、IVを選択する患者間に
年齢差を認めなく、男性は興味深いことにIVを選択する患者の方がLAを選択する患者より年齢が高い傾向を示した。
また、IVの中での装置種類別では、男性（HL: 25.7歳±11.8、HL: 31.2歳±8.2、A:26歳±0）、女性（HL: 24.8歳±7.6、HL: 
23.8歳±7.2、A: 24.8歳±7.7）であり、女性はどの装置でも年齢差がないのに対し、男性では年齢が上がるにつれてより
見えづらい矯正装置を選択する傾向を示した。【結論】女性の方が男性に比べ審美的な矯正装置を選ぶ傾向にあるが、
年齢による装置選択に違いはなく、一方で男性は年齢が上がるにつれ、より審美的な装置を選択する傾向があること
がわかった。

学展 -110 こまざき矯正歯科クリニックにおける新規来院患者の実態調査
Clinical survey of new patients at KOMAZAKI Orthodontic Clinic

駒崎　佑介、古橋　唯乃、市川　七海
KOMAZAKI Y., FURUHASHI Y., ICHIKAWA N.

こまざき矯正歯科クリニック（ 愛知県 ）

【目的】こまざき矯正歯科クリニックは、2014年11月に開院して2019年4月で4年5か月が経過した。近隣歯科医院で
も矯正歯科治療を行う医院も増加しており矯正歯科治療を希望される患者も増加してきている。今回、当医院の開院
からの新規来院患者の動向を把握し、その特徴を検討することを目的として実態調査を行った。【資料および方法】対
象は、当院開院の2014年11月から2019年4月の4年5か月間での新規来院患者とした。診療録をもとに来院動機、性別、
初診時年齢、矯正治療の種類、不正咬合の種類、居住地域について調査を行った。【結果および考察】調査期間中に来
院した初診患者は758名だった。矯正歯科治療患者は495名で、男性197名、女性298名、男女比は4:6で男性に比べ
て女性が矯正歯科治療への関心が高いことがうかがえた。初診時年齢は10歳未満が最も多く（54％）、次いで20歳代

（13％）、30歳代（11％）だった。不正咬合の種類では叢生が最も多く（44％）、次いで上顎前突（16％）だった。【結論】今回、
当院開院から4年5か月間に来院した新規来院患者の実態調査を行った。その結果、男性に比べて女性の来院が多く、
約64％が20歳未満で早期での矯正歯科治療を希望する傾向があり、不正咬合の分類では、叢生が最も多かった。
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学展 -111 はなえ矯正歯科における10年間の患者動向
Patient trends for 10 Years in Hanae Orthodontic Clinic

祐田　京子、若江　皇絵
YUUDA K., WAKAE H.

はなえ矯正歯科（ 福岡県 ）

【目的】はなえ矯正歯科は、2008年8月7日に開院して以来、地域医療に従事してきた。その10年を振り返り来院患者
の動向を調査し、また相談時どのような装置で治療することが多いか質問されることもあり使用装置について本研究
を行った。【資料および方法】調査対象は、2008年8月7日から2018年8月6日までの10年間に来院し2018年12月末ま
でに治療開始した登録患者594名とした。転医による継続治療患者は除いた。調査は、診療録と検査資料をもとに次
の項目について調べた。（1）患者数・男女比・初診時年齢（2）居住地域（3）1期・2期治療分布と使用装置 【結果および考察】

（1）登録患者は男性134名、女性460名、男女比1:3.4。初診時年齢は2歳～67歳に分布し最頻値は7歳であった。こ
れより保護者の歯並びへの関心度が高いと考えられた。男性患者は就学時に集中していた。（2）居住地域は同市内が
68.2％、10km圏内は10.8％で残り21％には遠方の熊本県・山口県も含まれた。（3）治療分布は1期治療148名、2期
治療453名。うち7名が両治療を行った。また、1期治療中23名、2期治療中14名が筋機能療法のみの患者であった。
1期治療装置は、ヘッドギアが最も多く、次にアクチベーターとなったが、実際はそれらを併用した装置の頻度が高
かった。1期治療は機能装置の使用が多く骨格的な改善を視野に入れた治療となっていた。2期治療は上下クリアブラ
ケット（以下ブラケットはBKとする）>ハーフリンガル>フルリンガル>上クリア下金属BK>アライナー>上下金属
BKの順であった。男女別では、男性より女性の方がより審美性の高い装置を選択していると思われた。【結論】患者は、
同市内からの通院が多く、男性より女性が多かった。また、1期より2期治療患者が多かった。1期治療では機能的装
置の使用が多く、2期治療では女性が男性より審美的な装置を選択する傾向があった。

学展 -112 ライオン歯科クリニックにおける新規矯正希望患者の実態調査
Clinical survey of new patients who want orthodontic treatment at lion dental clinic

半場　悠介
HAMBA Y.

ライオン歯科クリニック（ 北海道 ）

【目的】当院は今年で開院20年目を迎え、少子高齢化の流れとともに当院に来院される患者層にも変化が起きていると
考えられる。今回、矯正治療を希望されて当院に来院された患者層の把握を目的として、新規矯正希望患者の実態調
査を行った。【資料および方法】2016年1月から2019年3月までに当院に矯正治療を希望して来院し、初診資料調整 （口
腔内写真、顔面写真、パノラマＸ線写真、頭部Ｘ線規格写真、ＣＴ、印象採得）を行った180名を対象とした。初診
時における年齢、性差、上下顎骨の前後的不調和について調査を行った。上下顎骨の前後的不調和についてはANB
角をもとに、skeletal Class I群 （3.0°以上5.0°以下） 、skeletal Class II群 （5°以上） 、skeletal Class III群 （3.0°未満）
に分類した。【結果および考察】年齢については10歳未満の患者が43.3％で最も多く、ついで10歳代が28.9％、20歳
代が11.1％、30歳代が4.4％、40歳代が2.2％であった。性差については男性に比べ女性の割合が1:2で多く、女性の
方が歯並びに対して関心が高いことが示唆された。上下顎骨の前後的不調和についてはskeletal Class II群 （28.9％） 
とskeletal Class III群 （27.8％） は同程度で、前後的な骨格性の問題がほぼないケースが43.3％とやや多くみられた。

【結論】今回の実態調査の結果、10歳未満の患者が最も多く、自分の子どもに対する咬みあわせの相談や矯正治療を希
望する親が多いことが示唆された。また、矯正治療を希望された患者の割合は女性が多く、20歳以上の患者に限ると
女性患者は90.6％であった。さらに、上下顎骨の前後的不調和の調査から骨格性の問題よりも叢生を気にして来院さ
れるケースが多いことが示唆された。
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学展 -113 鶴見大学歯学部附属病院における先天性疾患に起因した不正咬合患者に関する
実態調査
Survey of the patient with malocclusion due to congenital diseases at Tsurumi University 
Dental Hospital

吉澤　舞、菅崎　弘幸、及川　崇、関谷　利子、山口　祐希、勝又　裕太、小澤　絵理香、友成　博
YOSHIZAWA M., KANZAKI H., OIKAWA T., SEKIYA T., YAMAGUCHI Y., KATSUMATA Y., OZAWA E., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】先天性疾患に起因した不正咬合患者は様々な医科・歯科的介入が必要とされる。しかしこのような患者の鶴見
大学歯学部付属病院における実態については今までまとめられてはいない。今回、鶴見大学歯学部附属病院における
先天性疾患に起因した不正咬合患者の受診実態調査を行った。【資料および方法】2009年1月から2019年1月に鶴見大
学歯学部附属病院矯正科を受診した患者のうち、先天性疾患に起因した不正咬合と診断された症例を対象とした。適
合する症例を外来データベースから抽出し、初診時年齢、疾患名、性別、および受診経緯をカルテ・問診票から調査
した。【結果および考察】2009年1月から2019年1月に本院矯正科を受診した全3225名のうち、先天性疾患に起因した
不正咬合と診断された症例は138名であった。内訳として6歯以上の先天性部分（性）無歯症が最も多く、次いで唇顎
口蓋裂が多かった。初診時年齢は8歳前後が最も多く、男女比は1:1.23であった。8歳前後の受診が多かった理由とし
ては、永久前歯交換時期であり、不正咬合の状態が顕著に現れ始める時期であること、また、小学校での学校検診で
指摘されたため受診したものと推察される。紹介元医療施設は開業歯科医院が最も多く、次いで院内他診療科が多かっ
た。症例数は2013年度以降増加を示しており、これは2012年度から6歯以上の先天性部分（性）無歯症が保険適用開始
されたため開業歯科医院からの紹介が増加したものと推測される。【結論】先天性疾患に起因した不正咬合患者は様々
な医科・歯科的介入が必要とされる。保険適用により先天性疾患の症例数の増加がみられ、今後他科、他歯科医院と
の連携による矯正歯科治療の必要性がさらに高まる可能性が示唆された。

学展 -114 埋伏歯の開窓・牽引・矯正治療に関する実態調査
A statistical and clinical investigation on fenestration, traction and orthodontic treatment of 
impacted teeth

中納　治久、立木　千恵、佐藤　琢麻、辻　美千子、真野　樹子、箕浦　雄介、小川　清史、野村　泰世、
曽矢　猛美、小塩　裕、宮澤　健、清水　典佳、森山　啓司
NAKANO H., TACHIKI C., SATO T., TSUJI M., MANO M., MINOURA Y., OGAWA K., NOMURA Y., SOYA T., KOSHIO Y., 
MIYAZAWA K., SHIMIZU N., MORIYAMA K.

公益社団法人日本矯正歯科学会医療問題検討委員会（ 東京都 ）

【目的】埋伏歯が原因で、隣接歯の歯根吸収や当該歯の歯根彎曲などの2次的障害を生じることがある。そこで、「埋伏歯の
開窓・牽引に関する実態調査」を行い、埋伏歯の頻度、重症度等の特徴を把握することを目的とした。【資料および方法】全
国の医療機関を対象とし、2015年4月1日～2016年3月31日の埋伏歯処置に関して調査した。調査方法は、インターネット
上にURLを公開し各医療機関が入力するアンケート方法を選択した。なお、本研究は公益社団法人日本矯正歯科学会　臨
床・疫学研究倫理審査委員会の承認を得て行った（承認番号：2017-01）。【結果】アンケートに回答した医療機関数は236件で
あった。その内、176件で埋伏歯の開窓・牽引を経験していた。各医療機関で行った処置は、開窓のみ434件（25.8％）、開窓・
牽引391件（23.2％）、開窓・牽引と矯正治療併用は858件（51.0％）であった。埋伏歯の部位別発現頻度は、上顎前歯部に高く、
特に上顎犬歯で右側435本（24.0％）、左側411本（22.7％）と多かった。【考察】本調査の結果から、全体の埋伏歯1,813本のうち、
上下顎6前歯が1,229本と高頻度で全体の67.8％を占めていた。特に上顎犬歯が右側24.0％、左側22.7％、両側合せて846本

（46.7％）と最も多く、先人の報告と同様の傾向を示した。上顎犬歯が高い頻度で埋伏する原因は、萌出時期が他の永久歯に
比較して遅いため、萌出余地不足が起こることなどが考えられる。つまり、埋伏歯の予防には、早期発見とスペース確保な
ど早期介入が重要であると考えられた。これは、埋伏歯の開窓牽引治療において、多くの症例で矯正治療が併用される事実
を肯定するものである。【結論】本調査の結果から、埋伏歯の実態は先人の報告と同様の傾向を示し、埋伏歯の予防には、早
期発見と早期介入が重要であると示唆された。



第78回日本矯正歯科学会学術大会

198

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 -115 福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科における先天性疾患患者に関する実態調査
A clinical survey on orthodontic patients with congenital anomalies at Fukuoka Dental College 
Hospital

藤田　隆寛1、石川　博之2、高田　俊輔1、玉置　幸雄1、高木　誠司3、大慈弥　裕之3

FUJITA T.1, ISHIKAWA H.2, TAKATA S.1, TAMAOKI S.1, TAKAGI S.3, OHJIMI H.3

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2学校法人福岡学園（ 福岡県 ）、3福岡大学医学部形成外科

【目的】1982年に唇顎口蓋裂に対する矯正治療が保険適用となり、現在では50を超える先天性疾患に対して保険診療
がなされている。口唇裂・口蓋裂では、チーム医療の充実とともに、歯科矯正治療の実態調査が数多く報告されてい
る。しかし、それ以外の厚生労働大臣が定める先天性疾患についての報告は少ない。そこで今回、当科における厚生
労働大臣が定める疾患患者の実態を把握することを目的として調査を行った。【資料および方法】2001年4月から2019
年3月までの18年間に福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科を受診した厚生労働大臣が定める疾患患者で、6歯以
上の非症候性部分性無歯症を除く175名（男性87名、女性88名）を対象として調査を行った。【結果および考察】疾患別
では、口唇裂・口蓋裂患者（以下、CL/P群）が126名で、それ以外の厚生労働大臣が定める先天性疾患患者（以下、先
天異常群）は49名であった。両群の来院患者数は、経年的な増加傾向を示した。初診時年齢は、CL/P群では平均年齢9.9
歳で、80％以上の患者が学童期までに来院していた。一方、先天異常群では平均年齢12.5歳で、年齢は多岐に渡って
おり、学童期以降に来院した患者も約40％を占めていた。これは、CL/P群と先天異常群における、歯科矯正治療の
保険導入の時期や認知度の違いが影響していると考えられた。また、ダウン症候群と第一第二鰓弓症候群の来院患者
数はほぼ同等であったが、それぞれの疾患の発生率からすると、第一第二鰓弓症候群に比べてダウン症候群患者の来
院率は少ないと考えられた。これは、精神発達遅滞や心疾患などの全身疾患の有無、あるいは来院経路の違いが影響
していることが考えられた。【結論】先天性疾患患者の来院は、保険適応の拡大とともに増加傾向を示していた。口唇裂・
口蓋裂以外の先天性疾患では、咬合異常や保険適用に関する認知度をより高める必要性のあることが示唆された。

学展 -116 歯並びに関する意識調査－第一報　矯正歯科治療患者と一般歯科治療患者の認
識の違いについて－
A Survey of patients attitudes of general practitioner and orthodontist toward the Teeth 
Alignment

渡邉　清香1、小針　寛子2、山田　雅一3

WATANABE S.1, KOBARI H.2, YAMADA M.3

1さんデンタルクリニック（ 福島県 ）、2こばり歯科（ 福島県 ）、3宇都宮矯正歯科（ 旧宇都宮プライム矯正歯科 ）（ 栃木県 ）

【目的】近年、歯並びに対する関心が高まっているが、不正咬合を有しながらも治療を行うまでに至らない患者も多い。そこで、
矯正治療を希望する患者（以下矯正治療患者）にはより患者の意向・心情に寄り添った説明・矯正治療を行うため、一般歯科
治療で受診した患者（以下一般治療患者）に対しては自身の咬合について知識を深める一助とするため、両者の不正咬合の種
類や程度による認識の違いを調査した。【資料および方法】2019年5月から3週間の間にこばり歯科、宇都宮プライム矯正歯科、
さんデンタルクリニックを受診した矯正治療患者115名および同医院を受診した一般治療患者61名を対象とした。資料は不
正咬合および正常咬合の口腔内写真・顔面写真を用いた。これらの症例をランダムに提示し治療の必要性を感じるか否かを
回答してもらった。不正咬合の種類は、上顎前突、下顎前突、上下顎前突、非対称、過蓋咬合、開咬、空隙歯列、叢生とした。
上顎前突、下顎前突、過蓋咬合、開咬、叢生はそれぞれ軽度・中等度・重度症例に分類し、正常咬合は典型的な3例を提示
した。統計学的比較はFisher検定を用いた。【結果および考察】空隙歯列、軽度・中等度叢生で有意差が認められ （p<0.05）、
要治療とした矯正治療患者は80.2 ～ 99.1％、一般治療患者は57.4 ～ 93.4％であった。また、非対称、軽度・中等度・重度
の過蓋咬合、軽度・中等度・重度の下顎前突、中等度上顎前突、上下顎前突、重度開咬で矯正治療患者の37.9 ～ 96.6％が
一般治療患者の23.0 ～ 85.2％に対し有意に治療の必要性を感じていた （p<0.05） 。よって矯正治療患者は個々の歯の並びに
加え、上下顎の前後的関係、噛み合わせの深さにも関心がある事が示唆された。【結論】本研究より、矯正治療患者は不正咬
合に対する認識が高く、単に叢生だけでなく全体のバランスにも関心を持っている事が示唆された。
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学展 -117 歯並びに関する意識調査－第二報 一期治療患者保護者と二期治療患者本人の
認識の違いについて－
A difference of understanding of the teeth alignment between pediatric patients' parents and 
adult patients

小針　寛子1、渡邉　清香2、山田　雅一3

KOBARI H.1, WATANABE S.2, YAMADA M.3

1こばり歯科（ 福島県 ）、2さんデンタルクリニック（ 福島県 ）、3宇都宮矯正歯科（ 栃木県 ）

【目的】近年、歯並びに対する関心が高まっているが、不正咬合を有しながらも治療に至らない患者も多い。その理由を考察
するため、一期治療患者保護者（以下一期保護者）と二期治療患者本人（以下二期本人）の認識の違いについて調査したので報
告する。【資料および方法】2019年5月から3週間の間にこばり歯科、宇都宮矯正歯科、さんデンタルクリニックを受診した
一期保護者 （29人）、二期本人 （86人）を対象とした。資料は不正咬合および正常咬合の口腔内写真・顔面写真を用いた。こ
れらの症例をランダムに提示し、治療の必要性の有無を回答してもらった。不正咬合の種類は、上顎前突、下顎前突、上下
顎前突、非対称、過蓋咬合、開咬、空隙歯列、叢生とした。なお上顎前突、下顎前突、過蓋咬合、開咬、叢生はそれぞれ軽度・
中等度・重度症例に分類し、正常咬合は3例を提示した。統計学的比較にはFisher検定（p<0.05）を用いた。【結果および考察】
軽度開咬、非対称、軽度叢生で有意差が認められ、二期本人群で治療の必要性を感じる割合が高かった。治療が必要と回答
した患者は、軽度開咬では二期本人が70.9％、一期保護者が41.4％、非対称では二期本人が74.4％、一期保護者では 48.3％
と、一期保護者の約半数は治療の必要性を感じていなかった。一方、軽度叢生に対しては、二期本人が84.9％、一期保護者
が65.5％と、両群において治療の必要性を感じる割合が比較的高いことが示された。また、軽度上顎前突、軽度過蓋咬合では、
両群とも治療の必要性を感じる割合が低く、その他の不正咬合では両群で要治療と回答した患者が多く、割合はほぼ同等で
あった。これらの結果より、早期治療の段階での保護者は、軽度な不正咬合に関する認識が低いことが示唆された。【結論】
軽度な不正咬合を、保護者が不正咬合と認識していないことが、治療に至らない理由の一つとして示唆された。

学展 -118 歯並びに関する意識調査－第三報　マルチブラケット矯正患者とマウスピース
矯正患者の認識の違いについて－
A Survey of orthodontic patient's treated with braces or aligner attitudes toward the teeth 
alignment

山田　雅一1、渡邉　清香2、小針　寛子3

YAMADA M.1, WATANABE S.2, KOBARI H.3

1宇都宮矯正歯科（ 栃木県 ）、2さんデンタルクリニック（ 福島県 ）、3こばり歯科（ 福島県 ）

【目的】近年、歯並びに対する関心が高まっているが、不正咬合を有しながらも治療を行うまでに至らない患者も多い。
そこで我々は、第一報として矯正歯科治療患者と一般歯科治療患者の認識の違いを、第二報として一期治療患者保護
者と二期治療患者本人の認識の違いについて報告した。今回第三報として、マルチブラケット矯正治療患者とマウス
ピース矯正治療患者の認識の違いを調査したので報告する。【資料および方法】2019年5月から3週間の間にこばり歯科、
宇都宮矯正歯科、さんデンタルクリニックを受診した矯正治療患者115名（女性89名、男性26名）を対象とした。資料
は不正咬合および正常咬合の口腔内写真・顔面写真を用いた。これらの症例をランダムに提示し、治療の必要性を感
じるか否かを回答してもらった。不正咬合の種類は、上顎前突、下顎前突、叢生、開咬、上下顎前突、空隙歯列、非
対称とした。なお上顎前突、下顎前突、叢生、開咬はそれぞれ軽度・中等度・重度症例に分類し、正常咬合は典型的
な3例を提示した。統計学的比較にはFisher検定（p<0.05）で有意差ありとした）を用いた。【結果および考察】開咬（軽
度）、叢生（軽度）、非対称、上顎前突（軽度）、過蓋咬合（軽度）、上下顎前突で有意差が認められ、この全てでマウスピー
ス矯正治療患者はマルチブラケット治療患者より歯並びに対する認識が高かった。このことから、マウスピース矯正
治療患者はマルチブラケット治療患者に比べ、軽度の不正咬合に対する認識が高い事が示唆された。【結論】マウスピー
ス矯正治療患者は審美に対する要求がマルチブラケット治療患者よりも高い事が示唆された。
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学展 -119 成人の上下顎前突症例の治療前後の硬軟組織変化についての評価
Evaluation of hard and soft tissue changes following orthodontic treatment of  bimaxillary 
protrusion in adults

岡田　佳子1、安積　瑛子1、中山　雄司1、細山　有規子1、安井　憲一郎1、居波　薫1、西浦　亜紀1、森　淳秀2、
松本　尚之1

OKADA Y.1, AZUMI E.1, NAKAYAMA Y.1, HOSOYAMA Y.1, YASUI K.1, INAMI K.1, NISHIURA A.1, MORI A.2, MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学数学教室

【目的】日本人の口元に対する関心の高まりにより、成人の矯正歯科治療は増加傾向にある。前歯部の叢生、突出な
どに加え、顔貌の審美性の改善についての要望も高まってきている。今回、われわれは、矯正歯科治療前後の硬軟
両組織の変化に注目し検討を行った。【資料および方法】対象として、大阪歯科大学附属病院に2009年1月から2014
年12月までに来院し、上下顎前突症と診断され、矯正歯科治療開始年齢が20歳以上、FMA 30°以上、ANB 角4°以
上、上下顎の叢生量2mm以下で、上下顎両側第一小臼歯抜去により矯正歯科治療を行った女性患者30名を用いた。
分析方法として、側面頭部エックス線規格写真、側貌顔面写真を用い、治療前後の硬軟両組織の変化について、これ
まで報告が少ないArnett分析、Powell分析を用いて計測を行った。今回、Projection TVLについて検討を行った。

【結果および考察】過去の報告より、上顎中切歯（U1）の後退量と上唇の後退量には、相関関係があることが知られてい
る。今回の研究では、TVLを基準としたU1の後退量を説明変数Ｘとし、上唇の後退量を目的変数Yとする回帰直線
を用いて評価を行い、Y=0.03X+4.41の結果が得られた。U1の後退量と、上唇の後退量は、患者の主訴の改善の指標
であるが、今回の結果では、U1の後退量が3mmに対し、上唇の後退量が4.5mmとなった。【結論】以上の結果より、
特定の患者背景における典型的な矯正歯科治療に関して、上顎前歯の後退量と軟組織の後退量の関係が得られた。軟
組織の変化を考慮した矯正歯科治療を行う際には、背景や治療ごとにそれらの関係を把握する必要がある事が示唆さ
れた。

学展 -120 当医院における永久歯の歯数異常に関する調査
Abnormality of number of permanent teeth in our clinic

石川　麻衣子、近藤　裕敏
ISHIKAWA M., KONDO H.

ひまわり矯正歯科（ 栃木県 ）

【目的】当院を受診した患者を対象に、永久歯の歯数異常である先天性欠如歯と過剰歯の発現状況について調査を行っ
たので報告する。【資料および方法】2017年1月から2019年3月までに当院を受診した総登録患者数644名のうち、5歳
から30歳未満の男女600名（男性190名、女性410名）を対象とした。対象とする患者のうち唇顎口蓋裂症例に該当す
るものはいなかった。調査には、パノラマX線写真、口腔内写真、研究用模型を用いた。なお、永久歯の先天性欠如
歯に第三大臼歯は含めなかった。【結果および考察】先天性欠如歯は65名（男性27名、女性38名）に認められ、発現率
は10.8％（男性14.2％、女性9.3％）であった。欠損歯数は、1歯が56.9％、2歯が26.2％、3歯以上が16.9％であり、6
歯以上では9.2％であった。発現部位は、下顎側方歯群が31.1％、上顎側方歯群が27.4％、下顎切歯部が20.7％、上顎
切歯部が11.1％、上顎大臼歯部が 8.1％、下顎大臼歯部が1.5％の順であった。過剰歯は15名（男性6名、女性9名）に
認められ、発現率は2.5％（男性3.2％、女性2.2％）であった。発現歯数は、1歯が93.3％、2歯が6.7％であった。発
現部位は、上顎切歯部が68.8％、上顎大臼歯部が18.8％、下顎切歯部と上顎側方歯群が6.3％の順であった。本調査
では、先天性欠如歯の発現率は8.0~10.9％、過剰歯では2.4~2.8％という矯正患者を対象とした過去の報告と比べ、同
様の発現率であった。また発現歯数、発現部位においても、同様の傾向であった。【結論】当院の調査において、2年
3か月の間に受診した患者のうち、永久歯の先天性欠如歯は10.8％、過剰歯は2.5％の割合で発現が認められ、過去の
報告と同様の結果であった。
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学展 -121 本院における矯正歯科治療に対する患者の意識調査について
Questionnaire survey on the orthodontic treatment in the patients

長谷川　洋輔
HASEGAWA Y.

しろがね矯正歯科（ 兵庫県 ）

【目的】矯正歯科治療に対する関心は高く、その需要は年々増加傾向にある。患者の矯正治療への認識や心情を予め把
握することにより、その後の説明や治療がより円滑に行えると考え、今回アンケート調査を行った。【資料および方法】
本院を受診した初診患者に、本研究の趣旨を説明し同意を得た後、回答の得られた157名（男性17.5％、女性82.5％）
を対象とし、矯正治療に関する知識、治療への不安、治療後の期待感など選択方式で回答する18項目の自記式アンケー
ト調査を行った。【結果および考察】10代が48.9％と最も多く、20代が34.3％であった。矯正治療の一般的知識の確
認について、歯並びが悪いと影響を及ぼす理由や、歯・顎の大きさ形が遺伝することは半数以上が理解していた。ま
た便宜抜歯については76.6％が理解していた。しかし小児から矯正を行うメリットの認識は41.6％だったが、大人の
矯正との違いや、早期治療により抜歯の可能性が低くなるという内容に関し20％台と低かった。一方、矯正治療中
に管楽器などの演奏に影響を及ぼすことや、金属アレルギーなどがあると治療内容に制約が出るなど、特定の対象者
に関する回答も20％台と低かった。矯正治療は高額医療であるが、近年ではそれが医療費控除の対象となることを
半数近くが認知していた。矯正治療の情報・来院動機で最も多かったのが37.2％と家族で、次いで知人、インターネッ
トであった。また治療に消極的な原因は、高額な医療費と長い治療期間であった。歯並び以外にさらなる改善を望む
項目においては、美しい口元が27％であった。矯正治療に対する認識は比較的高く、治療に意欲的な一方、未知で
不安なことから消極的となっている要素も多いため、今後はより正確で専門知識の啓発を高める必要があると考えら
れる。【結論】矯正歯科治療への関心は高いが、適切な情報のアナウンスがより患者の治療意欲を高める上で重要であ
ることが示唆された。

学展 -122 外科的矯正治療における歯科矯正用アンカースクリュー使用状況
Clinical investigation of the anchor screws using for surgical orthodontic treatment

内山　紅美1、飯島　由貴2、立木　千恵2、野嶋　邦彦2、高木　多加志3、柴原　孝彦3、西井　康2

UCHIYAMA K.1, IIJIMA Y.2, TACHIKI C.2, NOJIMA K.2, TAKAKI T.3, SHIBAHARA T.3, NISHII Y.2

1内山歯科クリニック（ 東京都 ）、2東京歯科大学歯科矯正学講座、3東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

【目的】近年歯科矯正用アンカースクリュー（アンカースクリュー）の矯正臨床への有用性が報告され、加強固定、大臼
歯の遠心移動や圧下など広く応用されている。しかし外科的矯正治療においてのアンカースクリュー使用状況につい
ての報告は未だ少ない。今回我々は外科的矯正治療におけるアンカースクリューの使用状況について検討を行ったの
で報告する。【資料および方法】2014年1月から2017年12月に東京歯科大学千葉歯科医療センターに来院し、顎変形症
と診断され外科的矯正治療を行なった268名を対象とした。この外科的矯正患者について診断名、アンカースクリュー
の使用の有無、使用目的、使用本数、使用時の歯の移動量について検討を行った。【結果および考察】当該治療におい
てアンカースクリューを使用して術前、術後矯正治療を行なったのは66名（24.6％）であった。年次変化としてはほぼ
横ばいで推移し、年間平均16.5名であった。アンカースクリューの使用人数は骨格性下顎前突症において最も多く48
名（72.7％）、次いで骨格性上顎前突症13名（19.7％）、骨格性非対称5名（7.6％）、開咬症1名（1.5％）であった。使用目
的は大臼歯加強固定64本（49.2％）が最も多く、次いで上顎遠心移動25本（19.2％）、顎間固定14本（10.8％）、大臼歯圧
下13本（10％）、下顎近心移動8本（6.2％）、側方拡大4本（3.1％）、その他2本（1.5％）であった。また上顎大臼歯遠心
移動量は平均1.7mmであった。【結論】外科的矯正治療における大臼歯のマネージメントは、抜歯・非抜歯の選択、顎
矯正手術法の選択などに大きく影響する。このためより確実な固定源の確保が求められ、アンカースクリューが応用
されていることが示された。また骨格性下顎前突症の治療におけるアンカースクリューの応用では、加強固定の他に、
上顎遠心移動を伴う非抜歯での治療に選択が増加し、手術法の選択において侵襲の少ない治療を選択できる可能性が
示唆された。
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学展 -123 本田矯正歯科クリニックにおける新規来院患者の過去6年間の統計調査
Clinical survey of new patients in Honda Orthodontics during past six years

成田　亜希子、植木　信
NARITA A., UEKI S.

本田矯正歯科クリニック（ 埼玉県 ）

【目的】当院における来院患者の動向を明らかにする目的で、過去6年間の新規来院患者の背景について調査した。
【資料および方法】調査対象者は、平成25年1月1日から平成30年12月31日までの6年間に当院を受診し、矯正治療開
始のための検査を受けた493名とした。調査項目は、性別、年代、居住地、紹介の有無、来院動機、不正咬合の種類
とした。【結果および考察】患者数は493名のうち男性183名（37.1％）、女性310名（62.9％）で、女性のほうが多かった。
患者の年代は、10歳以上20歳未満が最も多く46.5％で、次いで10歳未満が35.1％、20歳以上が19.1％であった。各
年代において、女性のほうが多く、若い年代の特に女性は、歯列不正による矯正治療への関心が高いことが考えられ
る。居住地は当院の位置する坂戸市からの来院患者が多く53.9％であった。また、県外からは0.4％であった。紹介
の有無として、一般歯科医院からの紹介が52.9％であった。当院は矯正歯科専門医院であり、一般歯科医院との連携
をとることで地域歯科医療の一端を担うことができると考えられる。来院動機として、審美的要求、機能的要求、そ
の他について調査を行った。叢生や前歯の突出感の改善などの審美的要求は85.0％で、噛めないなどの機能的要求は
8.3％であった。不正咬合の種類は、叢生が43.4％、次いで上顎前突が38.5％、反対咬合が11.8％、開咬が3.2％であっ
た。これは平成23年の歯科疾患実態調査結果とほぼ同じ傾向が認められた。【結論】当院における来院患者の動向は他
施設と比較し、同程度の傾向が認められた。一般歯科医院との円滑な連携をとることで、今後もより一層、地域歯科
医療へ貢献することが可能であると示唆された。

学展 -124 福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科における永久歯先天欠如に関する実態調査
Investigation on clinical statistics with congenital missing teeth patients at Fukuoka Dental 
College Hospital

陶山　大輝1、比嘉　礼美1、玉置　幸雄1、石川　博之2

SUYAMA T.1, HIGA R.1, TAMAOKI S.1, ISHIKAWA H.2

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2学校法人福岡学園（ 福岡県 ）

【目的】矯正歯科臨床において永久歯の先天欠如は、遭遇頻度が高い病態である。一方、近年の「6歯以上の非症候性部
分性無歯症」に対する矯正治療の保険適応や歯科矯正用アンカースクリューの薬事承認など医療状況の変化がみられ
る。福岡歯科大学医科歯科総合病院矯正歯科においては、過去（1991年4月～2002年3月）に先天欠如の実態調査を行っ
ており、医療状況の変化とともに矯正歯科を受診する先天欠如を有する患者の実態がどのように変化しているのか調
査することを目的とした。【資料および方法】2009年4月から2019年3月までに当科を受診し、治療を開始した2082名

（男性749名、女性1333名、平均年齢15.3歳）を対象に、第三大臼歯を除く先天欠如を有する者について、発現率、欠
如歯数および歯種の集計を行った。【結果および考察】永久歯先天欠如は254名（男性94名、女性160名）にみられ、発
現率は12.2％であった。先天欠如を有する症例のうち、欠如歯数が1歯または2歯の者は77.6％であり、3歯以上では
22.4％であった。このうち、6歯以上の欠如は13.0％にみられ、経時的な推移として2012年以降の来院数の増加傾向
を認めた。欠如歯総数に対する歯種別の発現率は、下顎第二小臼歯（21.5％）、下顎側切歯（19.3％）、上顎第二小臼歯

（14.6％）、上顎側切歯（14.0％）の順であった。全体的には前回の報告と同様の傾向がみられたが、調査対象数に対す
る発現率がやや増加しており、大臼歯部欠如の発現率増加がみられた。これは、6歯以上の先天欠如を有する患者の
来院数の増加が一因と考えられる。【結論】6歯以上の先天欠如に対する矯正歯科治療の保険適応前後において、患者
の来院様相に変化がみられ、また大臼歯部の欠如の発現率が増加したことから、今後は治療方針や治療内容について
も調べる必要性が示唆された。
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学展 -125 不正咬合は顎矯正に関する生活の質に影響を及ぼすか？
Does the malocclusion have influence on Orthognathic Quality of Life?

中村　文彦1,2、山崎　志穂1、藤井　千聖1、丸地　隆典1、留　和香子1、大沼　卓也3、坂井　信之4、硲　哲崇2、
北井　則行1

NAKAMURA F.1,2, YAMASAKI S.1, FUJII C.1, MARUCHI R.1, TOME W.1, ONUMA T.3, SAKAI N.4, SAKO N.2, 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朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野、
3近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科産業心理学研究室、4東北大学大学院文学研究科心理学研究室

【目的】本研究では不正咬合および心理特性が顎矯正に関する生活の質に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし
た。【被験者および方法】被験者は本実験について説明を行い、文書による同意を受けた歯学部以外の学生（n=67）、歯
科衛生士専門学校の1年生（n=96）と3年生（n=32）および歯学部5年生（n=66）とした。調査は、無記名、自記式の質問
調査法を用いた。質問内容は矯正歯科治療を受けた経験、主観的な不正咬合の有無、顎矯正に関する生活の質の質問
票（Orthognathic Quality of Life Questionnaire以下OQLQ）について尋ねた。心理特性を調べるために、矢田部・ギ
ルフォード性格検査を用いた。矯正歯科治療を受けた経験のない者を抽出しOQLQと不正咬合との関連性について、
OQLQを従属変数とし、OQLQと有意な相関がみられた不正咬合、心理特性項目、および性別を独立変数として重回
帰分析を行った。【結果】OQLQの平均値は23.4±15.0であり、下位尺度である顔貌の変形が社会に与える側面、顔貌の
審美性、機能、顔貌の変形の自覚の平均値はそれぞれ8.2±7.7、7.6±4.8、1.4±2.2、6.3±4.1であった。OQLQと有意な相
関がみられた不正咬合、心理特性項目、および性別を独立変数として重回帰分析を行った結果、有意な回帰式が得ら
れ、叢生、過蓋咬合、安静時口唇閉鎖不全、抑うつ性、非協調的、性別に有意な関連性がみられ、標準偏回帰係数は
それぞれ0.16、0.23、0.16、0.21、0.32、0.24であった。これらの変数の寄与率は47.8％であった。以上のことから叢生、
過蓋咬合、安静時口唇閉鎖不全を自覚する者、抑うつ性と非協調的項目得点の高い者、女性は、顎矯正の生活の質が
低い傾向にあった。【結論】不正咬合および心理特性は顎矯正に関する生活の質に影響することが示唆された。

学展 -126 スマートフォンアプリを利用した矯正治療経過の観察及びコミュニケーション
による患者満足度調査
Patient satisfaction survey of using smartphone application to monitor treatment progress 
and to communicate

吉住　淳、大塚　亜理沙、菅谷　歌織
YOSHIZUMI J., OTSUKA A., SUGAYA K.

吉住歯科矯正クリニック（ 東京都 ）

【目的】矯正治療中の患者の治療経過を、スマートフォンアプリを用いて、遠隔でモニタリングしコミュニケー
ションをとることで、装置使用のコンプライアンスや満足度にどのような影響があるか調査したので報告する。

【資料および方法】マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置にて矯正治療中で、仏・デンタルモニタリング社のス
マートフォンアプリ「Dental Monitoring」を利用している患者50名（女性45名、男性5名）に対し、患者満足度調査を行う。

【結果および考察】調査の結果、スマートフォンアプリを利用している患者の8割以上は、アプリのモニタリング機能
に満足しており、モニタリングされることで装置使用のモチベーション向上にもつながる、と答えた。アプリの操作
性や細かい機能については改善の余地があると考えられるが、アプリ使用の効果としては「安心感」が最も多く、アプ
リを通じてドクターと直接コミュニケーションが取れるところに意義を感じている患者が多いことが考えられた。こ
れはコミュニケーションだけでなく、実際に来院して診てもらう頻度よりも多い頻度で、撮影を行いモニタリングさ
れていることも寄与していると考えられる。また、アプリの使用により「予期せぬ不具合の早期発見ができた」という
患者が多く、装置の不具合や歯牙の予期せぬ動きの早期発見が容易なことも、安心感につながっていると考えられる。

【結論】「Dental Monitoring」のようなスマートフォンアプリによる治療経過の観察及びコミュニケーションは、マウス
ピース型カスタムメイド矯正歯科装置での治療に際しての患者満足度及び装置使用のコンプライアンス向上に有用で
あることが示唆された。
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学展 -127 矯正歯科医に対する矯正歯科治療中の鎮痛剤使用についての意識調査第1報：
回答者の基礎データ分析
An awareness survey on orthodontists concerning the use of analgesics 1: Basic data 
analysis

池森　由幸1、芝崎　龍典2、石橋　康正3、黒田　由彦4

IKEMORI Y.1, SHIBAZAKI T.2, ISHIBASHI Y.3, KURODA Y.4

1いけもり矯正歯科（ 愛知県 ）、2浅見矯正歯科クリニック（ 愛知県 ）、3名古屋大学大学院環境学研究科社会学講座、
4椙山女学園大学文化情報学部

【目的】矯正歯科治療中に生じる歯牙移動時の歯根膜炎に由来する疼痛に対して、矯正歯科医療従事者がどのような対応を
取っているのかを調査・分析することによって、今後の矯正歯科医療レベルの向上と患者とのより良い関係構築に役立てる
ことを目的とした。【資料および方法】矯正歯科医療に従事している専門知識を有する医療者として日本矯正歯科学会認定の
認定医に無記名式のアンケート用紙を郵送し、返送用の封筒を同封して回収し分析した。調査内容・設問・回答方法論は、
社会学的、法的な専門家を含めたワーキンググループで検討し、日本歯科薬物療法学会倫理審査委員会の疫学研究実施計
画倫理審査を申請、承認を受けた。【結果および考察】アンケート総数 2,971通、回答数 1,158通、回収率39％。内訳 男性：
789人（67.6％）平均年齢53.0歳　女性：378人（32.4％）平均年齢46.1歳。大学等の教育機関に勤務 8.3％、大学病院以外の総合
病院に勤務 0.9％、個人・法人の一般歯科併設の医療機関の開設管理者 20.7％、個人・法人の一般歯科併設の医療機関の勤
務医 18.5％、個人・法人の矯正歯科単科の医療機関の開設管理者 44.8％、個人・法人の矯正歯科単科の医療機関の勤務医 
6.8％。鎮痛剤を処方することがある 41.9％、ない 58.1％で、処方している内で、患者さんから希望があった場合に処方し
ているのが72.3％で、処方方法は、口頭で市販薬の使用を推奨 29.4％、口頭で具体的に商品名を示す 5.3％、処方箋発行 3.5％、
院内薬剤処方90.2％であった。投与前診査は、毎回口頭 53.7％、毎回書面 22.9％、行っていない 16.3％、毎回ではないが
行う場合がある 5.8％であった。【結論】矯正歯科治療中の歯根膜炎由来の疼痛は一過性のものではあるので対応されない場
合もあるが、患者の要望に応えて慎重に処方されている様子が伺われた。

学展 -128 矯正歯科医に対する矯正歯科治療中の鎮痛剤使用についての意識調査第２報：
鎮痛剤の種類や処方量
An awareness survey on orthodontists concerning the use of analgesics2: Types and 
quantities

芝崎　龍典1、池森　由幸2、石橋　康正3、黒田　由彦4

SHIBAZAKI T.1, IKEMORI Y.2, ISHIBASHI Y.3, KURODA Y.4

1浅見矯正歯科クリニック（ 愛知県 ）、2いけもり矯正歯科（ 愛知県 ）、3名古屋大学大学院環境学研究科社会学講座、
4椙山女学園大学文化情報学部

【目的】第一報での回答者の基礎データ分析をもとに、鎮痛剤の種類や処方量について分析を行い、どのような処方が多く行
われているか集計を行ない、疼痛への工夫や鎮痛剤に対する考え方を調査した。【資料および方法】アンケート方法は第1報
と同様である。設問内容は1．推奨する市販の薬剤の種類、2．鎮痛剤の費用、3.処方箋を発行する場合、小児と大人への薬
剤の種類・用量・回数、4.投与前検査の具体的内容、5.出さない場合の理由と対処方法とした。第一報と同じく、日本歯科
薬物療法学会倫理審査委員会の疫学研究実施計画倫理審査を申請、承認を受けた。【結果および考察】1.推奨している市販薬
でもっとも多いのはロキソプロフェン（ロキソニン）で市販薬を推奨している168名の回答者の54.8％を占めた。2.鎮痛剤の
費用については院内処方を行なっている448名の回答者の82.8％が無償で提供していた。3.小児に対する処方箋としてもっ
とも多いのがアセトアミノフェン（カロナール）の87％で、200mgを3回分という方法が多い。大人についてはロキソニン
が56.1％、カロナールが46.9％と2分する結果となった。ロキソニンは60mgを3回分が多く、カロナールは200mg以下の3
回分が多い。4.投与前診査の内容は、毎回アレルギーの確認を口頭で行うことが多かった。5.出さない理由としては一時的
な痛みで収まるという回答が多い。その理由として矯正力を強くしすぎない工夫をするとの回答や、鎮痛剤に含まれる成分
が歯の移動を阻害するためとの回答も多かった。今回のアンケート回答者の全体的な認識として、歯の移動中の痛みは1日
程度という認識があることが窺える。【結論】矯正治療中の鎮痛時の使用においては、薬物アレルギーを考慮しつつ、小児に
向けたカロナールと大人に向けたロキソニンを使い分け、およそ1日分を処方する方法が多い。
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学展 -129 特定商取引法に関する矯正歯科専門開業医の認識度調査
The Awareness survey of orthodontic specialists concerning Act on Specified Commercial 
Transactions

佐藤　國彦1,2、安永　敦2,3、伊藤　智恵2,4、土門　明哉2,5、野間　秀郎2,6、藤山　光治2,7、蓮舎　寛樹2,8、
岡下　慎太郎2,9、中島　健2、稲毛　滋自2

SATO K.1,2, YASUNAGA A.2,3, ITO T.2,4, DOMON S.2,5, NOMA H.2,6, FUJIYAMA K.2,7, RENSHA H.2,8, OKASHITA S.2,9, 
NAKAJIMA T.2, INAGE S.2

1アーク矯正歯科（ 千葉県 ）、2（ 公社 ）日本臨床矯正歯科医会（ 東京都 ）、3サトウ・ヤスナガ矯正歯科（ 福岡県 ）、
4伊藤矯正歯科クリニック（ 宮城県 ）、5ドモン矯正歯科（ 神奈川県 ）、6アルファ矯正歯科（ 東京都 ）、7ふじやま矯正歯科（ 京都府 ）、
8れんしゃ矯正歯科（ 大阪府 ）、9岡下矯正歯科（ 奈良県 ）

【目的】近年、矯正歯科治療に関する消費者問題、特に金銭に関わる苦情や相談が大幅に増加している。そこで（公社）日本臨
床矯正歯科医会では消費者問題に関する会員の認識度調査を行い、この問題点を再度検討した。【資料および方法】（公社）日
本臨床矯正歯科医会の1種会員及び終身会員、合計394名に対して矯正歯科医療に関連する特定商取引法についての認識調
査を文書で行った。【結果】回答者数182名、回答率46.2％で、前回の民法改正時に、特定商取引法によって規制される特定
継続的役務に美容医療が指定されその中に審美歯科が指定された。その課程で矯正歯科も指定候補に上がったことについて、
知っている 70％、聞いたことはある14％、知らない 16％この問題は、いわゆる医療上、学問上の問題ではなく、民法上
の契約概念に関しての問題であることを、知っている 48％、聞いたことはある 23％、知らない 29％特定継続的役務提供
について、知っている 26％、聞いたことはある 32％、知らない 42％特定継続的役務提供に指定されるとどのような規制
が課せられるか、知っている 20％、聞いたことがある 42％、知らない 38％矯正歯科治療契約は民法ならびに消費者契約
法では準委任契約であると解釈されているため、患者はいつでも中途解約することができる。その場合には治療の進行度に
より治療費を精算する義務があることを、知っている 61％、聞いたことはある 19％、知らない 20％患者都合等で治療を
中断した場合には返金しない等の特約は無効であるため、適格消費者団体が契約差し止め申し入れ、是正指導をされる事例
があることを、知っている 26％、聞いたことはある 25％、知らない 49％【考察】矯正歯科医療界では消費者問題の情報が
正しく伝わっていないことが判明した。【結論】法的問題発生抑制のため、関係者に対してこの問題の啓発、是正指導を早急
に行うことが求められる。

学展 -130 （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて　第7報　
2015-16年度と2017-18年度を比較して
Anything and everything about Orthodontic treatment counseling by JpAO7:Comparison 
between FY2015-FY2017

安永　敦1,2、伊藤　智恵2,3、土門　明哉2,4、野間　秀郎2,5、藤山　光治2,6、蓮舎　寛樹2,7、佐藤　國彦2,8、
岡下　慎太郎2,9、中島　健2、稲毛　滋自2

YASUNAGA A.1,2, ITO T.2,3, DOMON S.2,4, NOMA H.2,5, FUJIYAMA K.2,6, RENSHA H.2,7, SATO K.2,8, OKASHITA S.2,9, 
NAKAJIMA T.2, INAGE S.2

1サトウ・ヤスナガ矯正歯科（ 福岡県 ）、2（ 公社 ）日本臨床矯正歯科医会（ 東京都 ）、3伊藤矯正歯科クリニック（ 宮城県 ）、
4ドモン矯正歯科（ 神奈川県 ）、5アルファ矯正歯科（ 東京都 ）、6ふじやま矯正歯科（ 京都府 ）、7れんしゃ矯正歯科（ 大阪府 ）、
8アーク矯正歯科（ 千葉県 ）、9岡下矯正歯科（ 奈良県 ）

【目的】昨年の日本矯正歯科学会で（公社）日本臨床矯正歯科医会が公益事業で行っている「矯正歯科、何でも相談」に寄せられ
た相談内容についての調査報告を行った。今回、その後の2年間の状況と比較して、経年的な変化、傾向を分析し、その動
向を明らかにすることを目的とした。【資料および方法】2017年1月-2018年12月の2年間に「矯正歯科何でも相談」に寄せられ
た297件の相談の基礎的なデータを分類、分析し、2015年1月-2016年12月の2年間のデータと比較し、その傾向を考察した。

【結果】前回報告した2015年1月-2016年12月の集計総数189件に比べて、今回は297件であり、157％と大幅に増加した。相
談件数の年齢別分布では、6歳から14歳の、子供の矯正歯科治療を心配する保護者からの相談件数が23％、その上の18歳か
ら40歳の年代で、自分自身の矯正歯科に関する相談件数が58％を占め、大きく二つの群が認められ、これは前回と同様であっ
た。相談者が治療を受けていた医療機関別では、大学病院、総合病院歯科を含む、矯正歯科専門医療機関での案件が53％、
一般歯科で受診されていた案件は37％であった。人口の集中する、東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県）で
の相談件数が、相談件数の38％を占めていた。【結果および考察】子供の相談に比べて、大人の相談件数が2倍以上あり、大
人の矯正歯科治療に対する意識が高まっているように思われるが、年齢段階別人口対比を考慮すると、この二つの群には差
がない。東京圏に相談件数が集中しているが、東京圏の人口は、総務省の住民基本台帳に基づく人口動態調査でも30％と報
告されているので、人口対比では全国的に同様な傾向を示していると推察される。【結論】相談件数が年毎に増加しているこ
とは、善し悪しに関わらず矯正歯科に関する一般市民の意識が高まっていることが窺えた。
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学展 -131 （公社）日本臨床矯正歯科医会「何でも相談」の事例を通じて　第8報　
2017-18年度の相談内容の問題点について
Anything and everything about Orthodontic treatment counseling by JpAO8: Problems found 
in FY2017

藤山　光治1,9、安永　敦2,9、伊藤　智恵3,9、佐藤　國彦4,9、土門　明哉5,9、野間　秀郎6,9、蓮舎　寛樹7,9、
岡下　慎太郎8,9、中島　健9、稲毛　滋自9

FUJIYAMA K.1,9, YASUNAGA A.2,9, ITO T.3,9, SATO K.4,9, DOMON S.5,9, NOMA H.6,9, RENSHA H.7,9, OKASHITA S.8,9, 
NAKAJIMA T.9, INAGE S.9

1ふじやま矯正歯科（ 京都府 ）、2サトウ・ヤスナガ矯正歯科（ 福岡県 ）、3伊藤矯正歯科クリニック（ 宮城県 ）、
4アーク矯正歯科（ 千葉県 ）、5ドモン矯正歯科（ 神奈川県 ）、6アルファ矯正歯科（ 東京都 ）、7れんしゃ矯正歯科（ 大阪府 ）、
8岡下矯正歯科（ 奈良県 ）、9（ 公社 ）日本臨床矯正歯科医会（ 東京都 ）

【目的】（公社）日本臨床矯正歯科医会の公益事業である「矯正歯科、何でも相談」に寄せられた相談内容の動向を比較・分析する
ことを目的とした。【資料および方法】2017年1月-2018年12月の2年間に「矯正歯科何でも相談」に寄せられた297件の相談内容
を分類、分析し消費者問題専門弁護士の意見聴取も併せて検討した。【結果】1.相談内容の深刻度別に分類したところ（1）単純な
情報収集程度の相談が97件32.7％、（2）現状に不安がある相談が71件23.9％、（3）現状に不満がある相談が120件40.4％、（4）現
状で紛争になりかけている相談が5件1.7％、（5）既に紛争になっている相談が2件0.7％であった。2.矯正歯科治療の過程におけ
る相談のタイミング別に分類したところ（1）これから治療を受けようと思っているが分からないことがあるが66件22.4％、（2）
いま治療をうけているが相談したいことがあるが181件61.4％、（3）治療は終わったが、悩みがあるが48件16.3％であった。3.矯
正歯科治療を行っている歯科医師の種別で分類したところ（1）矯正歯科治療のみを行う常勤の医師が134件45.4％、（2）矯正歯科
治療のみを行う非常勤の医師が33件11.2％、（3）一般歯科治療と矯正歯科治療の両方を行う歯科医師が77件26.1％、（4）一般歯
科治療のみを行う歯科医師が10件3.4％、（5）その他6件2.0％、（6）不明35件11.9％であった。【考察】深刻度は高くはないが、不安、
不満を持った案件が64.3％あり、また、所謂セカンドオピニンオンが多く、直接担当医に尋ねれば済みそうな案件も散見され、
矯正歯科を専門に行う歯科医師が関係する案件も多かったことから、矯正歯科医療機関の管理者が患者に対して矯正歯科医療
に関連する情報提供を十分に行っていないか、患者が納得したかどうかの確認がなされていない可能性が推察された。【結論】
矯正歯科医療に携わる者は患者に対して十分な情報提供と確認を繰り返し行うことが求められていることが示唆された。

学展 -132 口腔内スキャナーおよび CBCT 画像を組み合わせた3次元歯科模型の開発
Development of three dimensional cast model constructed by combination of intra-oral scanner 
and CBCT images

渡邉　佳一郎1,2、田中　栄二2、出口　徹1

WATANABE K.1,2, TANAKA E.2, DEGUCHI T.1

1オハイオ州立大学歯学部矯正歯科、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、歯科用コーンビームCT（CBCT）が広く歯科領域で使用されており、埋伏歯の位置確認や歯科矯正用ア
ンカースクリュー（以下、MS）の埋入においても有用である。しかし、CBCTを撮影しても埋伏歯の正確な位置や安
全な牽引方向の把握は容易でなく、MSの歯槽部埋入時の角度決定が困難であることも少なくない。そこで今回、口
腔内スキャナーおよびCBCT画像を組み合わせた顎骨内可視化3次元歯科模型（以下、3Dプリント模型）を開発したた
め報告する。【資料および方法】1） ヒト犬歯および小臼歯部下顎骨標本（n=5）を2種類の異なるCBCT装置により、異
なる解像度の条件下（200および250 μm voxel size）にて撮影した。各DICOM画像データより小臼歯の3D模型を作製し、
抜去した実際の同小臼歯と比較した。2） 乾燥上顎骨を用い、メタルブラケット装着下で、本模型が作製可能どうか検
討した。3） 埋伏歯および鎖骨頭蓋異形成症の症例画像から本模型を作製した。X線被曝量を考慮しUltra Low Dose

（ULD）にて撮影した。CBCT画像と口腔内スキャナー画像を用いて、3種類のフリーウェアによるモデル構築を行い、
3Dプリンターにより3Dプリント模型を作製した。【結果および考察】1）DICOM画像データより作製した3Dプリント
模型は、CBCT装置の種類、解像度に関係なく、ヒト下顎骨から抜去した犬歯および小臼歯とほぼ同じ形態であった。
2）ULD撮影であっても、メタルブラケット装着下でも3Dプリント模型は作製可能であった。3）埋伏歯を伴う症例画
像からも高い精度の模型作製は可能であった。【結論】本法により、CBCT装置の種類、解像度に拘らず正確な形態の
顎骨内可視化3次元歯科模型作製が可能であった。本模型は埋伏歯の治療計画立案やMS埋入時の歯根形態の把握に
有用であると考えられた。
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学展 -133 歯科矯正学的に骨性癒着歯と診断された歯の歯科用 CB-CT 画像を用いた鑑別診断
Differential Diagnosis of Dental ankylosis Orthodontically Diagnosed by Dental Cone Beam CT 

高橋　史子1、日浅　雅博2、堀内　信也2、誉田　栄一3、田中　栄二1

TAKAHASHI F.1, HIASA M.2, HORIUCHI S.2, HONDA E.3, TANAKA E.1

1徳島大学大学院医歯薬研究部口腔顎顔面矯正学分野、2徳島大学病院矯正歯科、3徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科放射線学分野

【目的】骨性癒着歯は歯科矯正治療における動的処置を困難にするが、その予後が事前に予測できれば、治療計画立案
に有用である。そこで今回、我々は歯科用CB-CT（以下CB-CT）画像により臨床的に牽引が不可能な骨性癒着歯を診
断できるか否かを評価した。【資料および方法】2010年～2018年に徳島大学病院矯正歯科を受診した患者の内、骨性癒
着歯を有し、十分な説明の上、学会発表への同意を得た3名（9～11歳）のCB-CT画像（pixel size 0.08または0.125mm、
slice厚0.48または1mm）とパノラマX線（以下PA）画像を資料とした。対象歯は下顎第一大臼歯（3歯）とし、対照歯はアー
チファクトがない4隣接歯とした。骨性癒着歯の評価にはDucommunらの基準である歯根膜腔消失・歯根吸収・組織
置換に加え、骨性置換・歯根表面の凹凸の有無を用い、歯科放射線専門医と矯正歯科医の合議により行った。【結果】
CB-CT画像では骨性癒着歯は3例全てで歯根膜腔の消失と骨性置換を伴う表面が凹凸状な歯根吸収像が認められた。
健常歯では2例で歯根膜腔の消失が認められ、1例では滑らかな歯根吸収像が認められた。PA画像では骨性癒着歯の
3例全てで歯根膜腔の消失が見られたが、歯根吸収像は認められなかった。対照歯では歯根膜腔の消失は認められな
かった。【考察】DucommunらのCB-CT画像診断基準では、50％が過大評価となり、本研究においても健常歯の1例
が骨性癒着歯の偽陽性と診断された。しかしながら、Ducommunらの基準に、歯根表面の凹凸の有無と同部の骨性置
換を観察項目として追加することで偽陽性はなくなった。一方でPA画像では、骨性置換を伴う歯根吸収像は認めら
れず、PA画像のみで骨性癒着歯を診断することは困難と考えられた。【結論】骨性癒着歯の診断においては、CB-CT
画像での該当歯歯根の形状や周囲組織のより詳細な観察が必要であることが示唆された。発表演題に関連し、開示す
べき利益相反状態はありません。

学展 -134 歯科矯正用アンカースクリューを用いた上顎臼歯圧下量とそれに伴う下顎骨前
方移動量の関係
 The amount of mandibular advancement following upper molar intrusion with Orthodontic 
Anchor Screws

石部　由美1、西岡　真人2

ISHIBE Y.1, NISHIOKA M.2

1医療法人義裕会たかす歯科・矯正歯科（ 福岡県 ）、2西岡矯正歯科医院（ 福岡県 ）

【目的】近年歯科矯正用アンカースクリュー（以下OAS）を用いることにより、上顎臼歯の圧下とそれに伴うオートローテー
ション（下顎の前方移動）を行うことが容易になった。明確な治療ゴールを設定するため、上顎臼歯1mmの圧下において
下顎骨（B点）が何mm前方移動するか、また咬合にどのような変化をもたらすかについて検討すること。【資料および方法】
正中口蓋大臼歯部に植立した2本のOASを用いて上顎第一大臼歯を圧下およびそれに伴う下顎骨の前方移動を行った
Skeletal Class II OpenbiteとShallow Overbite（Shallow Overbite はOverbite が0～2mmのものとする）の4症例（平均年
齢24Y7M）に対し、圧下前後のセファロ重ね合わせから上顎第一大臼歯の圧下量（mm）およびB点の前方移動量（mm）に
ついて計測を行った。これまでに報告されている上顎第一大臼歯の圧下量と下顎骨の前方移動量（B点）との関係を治療
前の咬合状態を含め比較し、上顎大臼歯圧下量1mmに対しての下顎骨前方移動量（mm）を検討する。【結果および考察】
上顎第一大臼歯を3.5mm圧下したOpen bite症例では下顎骨の前方移動量（B点）は3.5mm、Shallow Overbiteの症例では
3mmの圧下に対して3mmの前方移動がみられた。これは今までに報告されているOpen biteやShallow Overbiteの症例
と一致する割合であった。上顎第一大臼歯の1mmの圧下でoverjetは0.7mm減少するという古賀らの報告があるが今回
検討したB点においてはそれよりも大きな前方移動がみられた。これはNB lineからのB点の前方移動量を計測したため
下顎の回転による軌跡を考えた場合N点からの距離が咬合平面よりもB点の方が大きくなるためと考えられる。【結論】
上顎第一大臼歯1mmの圧下に対し下顎骨の前方移動量はOpenbite 、Shallow Overbite においては1mmであった。
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学展 -136 セルフリゲイティングリンガルブラケットの摩擦特性に関する研究
Study on friction characteristics of self-ligating lingual brackets

内澤　朋哉1、ZUNIGA Ezra2、六車　武史2、川村　尚彦2、飯嶋　雅弘2

UCHIZAWA T.1, ZUNIGA E.2, MUGURUMA T.2, KAWAMURA N.2, IIJIMA M.2

1三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科（ 東京都 ）、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】リンガルブラケット矯正法には審美性をはじめ数多くの利点があるが、その摩擦抵抗は依然として懸念要素の
1つである。本研究では、異なる断面寸法の矯正用ワイヤーを使用して、3種類の舌側ブラケットの静摩擦力と動摩
擦力を比較した。【試料および方法】試料には3種類の市販舌側ブラケット（2D、フォレスタデント；Alias、オームコ；
Clippy L、トミー）と4サイズのステンレススチール製矯正用ワイヤー（オームコ、以下ワイヤー）を用いた。第二小臼
歯、第一大臼歯および第二大臼歯用のブラケットとチューブをアクリル板に取り付け、自作の治具に装着した。第二
小臼歯のブラケットのみ、アンギュレーション（ティップ）が5°になるように調整した。ワイヤーのサイズは、各ブラ
ケットのスロットサイズに対してフルサイズおよび非フルサイズになるように組合せた。万能試験機（EZ Test、島
津製作所）を用いてワイヤーを引き抜くことで摩擦試験を行い、静摩擦力と動摩擦力を測定した（n=20）。計測値は、
Kruskall-Wallis検定およびMann-Whitney U検定を用い統計的に比較した。【結果および考察】静摩擦力と動摩擦力は
どちらも、すべての試料において非フルサイズ群に比較してフルサイズ群が有意に大きな値を示した。非フルサイズ
群では、静摩擦力、動摩擦力ともにClippy Lが有意に大きな値を示した。フルサイズ群では、静摩擦力、動摩擦力と
もに2Dが有意に小さな値を示した。ワイヤーサイズの増大とともに、摩擦力が増大する傾向が認められた。これは、
主にワイヤーサイズの増大に伴いワイヤーの弾性係数が増大することに起因していると考えられる。【結論】舌側ブラ
ケットの摩擦力はワイヤーの弾性係数の影響を受けることが示唆された。今回は検証できなかったが、ワイヤーの弾
性係数だけではなく、スロットの表面性状やセルフリゲイション機構の違いも摩擦力に影響を及ぼす可能性が考えら
れる。

学展 -135 舌圧と顎顔面筋群の筋活動同時測定による嚥下運動解析法の有用性
The utility of deglutition analysis using simultaneous measurement of tongue pressure and 
orofacial muscle activities

長崎　司1、福井　忠雄1,3、栗原　加奈子1、坂上　馨1、深町　直哉1、阿部　遼1、堀　一浩2、小野　高裕2、
齋藤　功1

NAGASAKI T.1, FUKUI T.1,3, KURIHARA K.1, SAKAUE K.1, FUKAMACHI N.1, ABE R.1, HORI K.2, ONO T.2, 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包括歯科補綴学分野、
3ふくい矯正歯科医院（ 新潟県 ）

【目的】これまで我々は、骨格性下顎前突症患者の嚥下運動に着目し、嚥下時舌圧や顎顔面筋の筋活動が健常者とは異なるこ
とを明らかにしてきた。嚥下運動は顎顔面・口腔内外筋群の協調活動により遂行されているが、口唇や頬部軟組織の嚥下時
運動様相については不明な点が多い。そこで本研究では、個性正常咬合者において舌圧と顎顔面筋群筋活動の同時測定を
行い、臨床応用の可能性について検討するとともに骨格性下顎前突症患者における嚥下運動の特徴について検索を試みた。

【対象および方法】対象は、女性個性正常咬合者15名（平均年齢24.8歳、以下健常群）とした。5か所の計測部位を持つ舌圧セ
ンサシートを口蓋に貼付し、ゼリー嚥下時の舌圧を測定した。同時に左側の咬筋、口輪筋、舌骨上下筋群およびオトガイ筋
正中部の筋活動を記録した。舌骨上筋群の筋活動開始を基準とし、各パラメータのオンセット・オフセットを算出した。また、
新潟大学医歯学総合病院矯正歯科を受診し、術前矯正治療を終了した骨格性下顎前突症患者1名（年齢19.5歳、男性、以下
下突患者） についても測定した。【結果および考察】健常群ではオトガイ筋、口輪筋に続いて咬筋と舌骨上筋群がほぼ同時に
活動を開始し、その後舌骨下筋群が活動を開始した。この一連の活動の中で、舌圧は咬筋と舌骨上筋群の活動開始からやや
遅れて発現し、舌骨上筋群の活動静止までに舌圧消失が観察された。一方、下突患者は健常群と比較して口蓋周縁部の舌圧
持続時間の延長に伴い、オトガイ筋、舌骨上下筋群の筋活動持続時間も延長する傾向にあった。以上の結果より、舌圧と顎
顔面筋群筋活動の時間的関係性を検索することで嚥下運動の定量的評価が可能であることが推察された。【結論】舌圧と顎顔
面筋群筋活動の同時測定による準備期・口腔期嚥下運動様相の評価は、臨床における客観的評価手法として有用である可能
性が示唆された。
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学展 -137 Activator による下顎の牽引力と関節結節形態の関連性について
The relationship between the force provided by activator and the shape of articular eminence

鬼丸　美菜子1、高橋　正皓1、島﨑　絢1、木村　仁3、伊能　教夫2、槇　宏太郎1

ONIMARU M.1, TAKAHASHI M.1, SHIMAZAKI A.1, KIMURA H.3, INOU N.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯学科矯正学講座、2東京工業大学基礎研究機構、3東京工業大学工学院機械系機械コース

【目的】Activatorに代表される機能的顎矯正装置は下顎を前に出すことで矯正力を発揮するとされている。しかし、
構成咬合によって下顎にどのくらいの荷重が加わっているかは明らかにされていない。そこで本研究はActivatorを
用いて矯正治療を行なっている患者の、下顎前方位における咬合平面上での、下顎に発生する力の測定を行なった。
また、下顎前方位における下顎に発生する力と関節結節の形態の関係性を検討することを目的とした。【資料】対象は
当科を受診している9から13歳のActivatorを使用している下顎の劣成長患者（15症例）およびそのCone-beam CTデー
タとした。【方法】下顎前方位における下顎に発生する力は、嶋崎らの開発した測定装置1）を用いて計測し大小で分
類した。また、関節結節の形態評価はAnuragらの放射線学的計測項目をもとに距離・角度計測（3項目）を行なった。
得られた力の最大値と関節結節の形態評価の関係性を検討した。なお、本研究は昭和大学歯科病院臨床試験審査委員
会の承認を受けている。（登録番号：2018-020）【結果および考察】下顎に発生する力は症例ごとに異なる結果となった。
関節結節の距離計測結果は平均値で5.6mm、角度計測結果は平均値で34.4°、46.0°であった。下顎への応力と関節結節
形態について関係性を認めた。これは、下顎頭が滑走運動をする際に、関節結節の後縁斜面と接しながら移動するこ
とに関係があると考えられる。下顎に発生する力は、開・閉口筋群や関節円板の位置・性状などの影響を受けること
が考えられる。今後さらに対象患者数の増加・検証と別の視点からの検証が必要であると考えられる。【結論】下顎に
発生する力は患者ごとに異なり関節結節の形状と関係性があることが示唆された。1）A Shimazaki.Development of a 
measurement system for the mechanical load of functional appliances.Journal of Biomechanics 2017;197-202.

学展 -138 フックの内面構造の違いによる固定効果
Fixing effect by difference of inner surface structure of hook

藤田　一隆1、永澤　栄2、黒岩　昭弘2、津村　智信1、山田　一尋1

FUJITA K.1, NAGASAWA S.2, KUROIWA A.2, TSUMURA T.1, YAMADA K.1

1松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、2松本歯科大学病院歯科補綴学講座

【目的】クリンパブルフック（以下フック）は、固定した場所からずれる可能性がある。本研究ではフック内面に突起が
あるリブタイプクリンパブルフック（以下リブフック）と、フック内面に砥粒が吹き付けられたタングステンカーバイ
ト加工クリンパブルフック（以下タングステンフック）と、アーチワイヤー（以下ワイヤー）間の摩擦抵抗の違いを検討
すると共に、フックの固定を増加することを目的として、ワイヤー及びリブフック内面にサンドブラスト処理を施し、
摩擦抵抗の変化を検討した。【資料および方法】リブフックとタングステンフックのワイヤーの固定には、三角形状の
クリンピングプライヤーを用いた。ワイヤーは0.017×0.025インチステンレススチールワイヤーを用いた。ワイヤー
へのフックの固定を万能試験機により35kgfに設定した。サンドブラスト処理はワイヤー表面及び、リブフック内面
に対し4.0秒間ずつ行った。表面粗さの測定は共焦点レーザー顕微鏡にて行い、摩擦抵抗の測定は万能試験機を用い
た引抜き試験にて行った。【結果および考察】表面粗さは、サンドブラスト処理ワイヤーが、未処理ワイヤーに比べ有
意に大きく、タングステンフックが、サンドブラスト処理リブフックと未処理リブフックに比べ有意に小さい値を示
した。摩擦抵抗の測定では、未処理ワイヤーの固定は、サンドブラスト処理リブフックが、タングステンフックと未
処理リブフックに比べ、有意に大きな摩擦抵抗を示した。また、サンドブラスト処理ワイヤーの固定では、未処理リ
ブフックとサンドブラスト処理リブフックが、タングステンフックに比べ、有意に大きな摩擦抵抗を示した。【結論】
リブフックは、フック内面のサンドブラスト処理により、タングステンフックよりも大きなワイヤーへの固定が得ら
れた。また、ワイヤーへのサンドブラスト処理により、リブフックはタングステンフックよりも大きな固定が得られた。
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学展 -139 前歯舌側移動時の最適な力系を生じるループメカニクスの提案 - 長期的な歯の
移動シミュレーション -
Optimal loading condition for controlled movement of the anterior teeth in loop mechanics

陣内　祥男、濱中　僚、山岡　智、ヌエン アン チュアン、小牧　博也、富永　淳也、古賀　義之、吉田　教明
JINNAI S., HAMANAKA R., YAMAOKA S., NGUYEN A., KOMAKI 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】矯正臨床において、抜歯空隙閉鎖の方法としてループメカニクスが広く使用されている。その際には、適切なM/F
比を設定することで上顎前歯のトルクコントロールを行い、過度の舌側傾斜を防ぐ必要がある。しかし、実際には抜歯窩
にループを設置することで、抜歯窩に歯が傾斜し、前歯の舌側傾斜が起こりやすい。そこで、犬歯の近心にループを組み
込み、抜歯窩にゲーブルベンドを組み込むことで、より大きなM/F比をより前方の切歯に伝達することができると考えた。
しかしながら、そのようなメカニクスを使用した際の歯の移動動態については、未だ推測の域を出ない。本研究の目的は、
有限要素法を用いて、犬歯の近心にループを組み込み、抜歯窩にゲーブルベンドを組み込んだ場合の抜歯空隙閉鎖を行った
際の歯の移動動態を明らかにすることである。【資料および方法】乾燥頭蓋のCBCTを撮影し、第一小臼歯を抜歯した上顎
歯列の三次元モデルを作製した。モデルには0.018inchのブラケットに0.017×0.025inchのステンレスアーチワイヤーを組み
込んだ。Teardrop loopを犬歯の近心に組み込み、抜歯窩にゲーブルベンド10°を入れたモデル（MC）と、抜歯窩にゲーブル
ベンド10°を組み込んだループを設定したモデル（DC）で、空隙閉鎖時の歯の移動動態を比較することとした。また、両方の
ループは牽引力が同じになるように活性化し、その後の経時的な歯の移動シミュレーションを、有限要素法を用いて行った。

【結果および考察】MCの方がDCよりも切歯の舌側傾斜は抑制された。これは前方にループを設定したことと抜歯窩のワイ
ヤーの剛性が上昇したことで、より大きなM/F比が切歯に伝達されやすくなったためと考えられる。【結論】犬歯の近心に
ループを設置し、抜歯窩にゲーブルベンドを組み込んだ場合、抜歯窩にゲーブルベンドを組み込んだループを設置するより
も、有効な前歯のトルクコントロールが達成できることが示唆された。

学展 -140 CAD/CAM 技術を応用し、歯科矯正用アンカースクリューに連結した新しい
デザインの上顎大臼歯遠心移動装置
A novel design of mini-screw anchored maxillary molar distalizing device applying CAD/CAM 
technology

山口　修二
YAMAGUCHI S.

ドイチェ歯科・矯正歯科（ 埼玉県 ）

【目的】従来のスライディング・メカニクスを応用した口蓋部歯科矯正用アンカースクリューを使用した上顎大臼歯遠心移
動装置は、大臼歯の遠心移動時に誘導用のステンレススチールワイヤーの撓みが生じ、上顎大臼歯の頬側傾斜や近心への
捻転がみられることがある。また、アンカースクリューに連結される上部構造が主に口蓋前方部に位置するため、舌の違
和感や舌の機能的な問題が生じやすい。本研究は、上記の問題を解決するために考案した、CAD/CAM技術を応用した口
蓋部歯科矯正用アンカースクリューに連結した新しいデザインの上顎大臼歯遠心移動装置を紹介することを目的とする。

【資料および方法】歯科矯正用アンカースクリューに連結される上部構造が主に口蓋部後方に位置する、上顎大臼歯遠心移動
装置の新しいデザインを考案した。本装置は、オーラルスキャナーによる光学印象によるデータを基に、CADソフトによ
り装置のデザインを設計し、コバルト・クロム粉末を使用してレーザー・シンタリング技術を部分的に応用して作製される。
上顎大臼歯遠心移動の治療前後のデジタル画像の重ね合わせ計測により評価した。【結果および考察】本装置による上顎大臼
歯の効果的な遠心移動がみられた。本装置は、上部構造が主に金属プレートでできているため変形が少なく、所期した位置
に大臼歯を遠心移動させることができる。また、上顎大臼歯の遠心移動後に、より安定した間接的固定源を確立すること
が可能である。さらに、上部構造が口蓋前方部に位置しないため、舌の違和感が比較的少なく、舌の筋機能療法の妨げにな
りにくい。【結論】CAD/CAM技術を応用した口蓋部歯科矯正用アンカースクリューに連結した新しいデザインの本装置は、
効果的に上顎大臼歯を遠心移動することができ、従来の装置に比べて舌の違和感や舌の機能的な問題を改善することが可能
である。
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学展 -141 ２級および３級ゴムによる上下顎歯列移動の有限要素法シミュレーション
Finite element simulation on movement of maxillary and mandibular dentitions by Class2 and 
Class3 elastics

河村　純1,2、玉谷　直彦3,4、池森　由幸5

KAWAMURA J.1,2, TAMAYA N.3,4, IKEMORI Y.5

1河村歯科医院（ 岐阜県 ）、2愛知学院大学歯学部、3たまや矯正歯科（ 福井県 ）、4岡山大学医歯薬総合研究科応用情報歯学、
5いけもり矯正歯科（ 愛知県 ）

【目的】2級および3級ゴムによる上下顎歯列の移動様式とそのメカニズムを明らかにする。【資料および方法】上顎お
よび下顎歯列の有限要素法モデルを作成した。歯、歯槽骨、ブラケットは剛体とした。歯根膜は線形弾性体とした。アー
チワイヤーのサイズは0.018×0.025inchとし、材質はステンレス鋼とした。ブラケット溝は0.022×0.028inchであり、アー
チワイヤーに対して摩擦係数0.15で滑るとした。このモデルでは、上下顎の歯冠および隣接歯冠の接触、アーチワイ
ヤーの弾性変形、ブラケットとアーチワイヤーのすきまが考慮される。また、簡易モデルとして、上下顎の歯冠の接
触を考慮せず、アーチワイヤーが歯冠に固定されたモデルも作成した。歯は初期動揺が繰り返されて移動するとした。 

【結果および考察】Ⅱ級ゴムの場合、力を加えた直後、力は歯列全体に伝達されず、上顎前歯と下顎第2大臼歯に大きな
力が作用した。時間が経過すると、歯列は時計回りに回転して、オーバージェットが減少した。Ⅲ級ゴムの場合、上
顎第2大臼歯と下顎前歯に大きな応力が作用した。時間経過後、歯列は反時計回りに回転した。上下顎の歯冠の接触
を考慮しないモデルでは、力を加えた直後、すべての歯に力が伝達された。時間経過後、歯列は、対顎の歯列に拘束
されず、同じ程度回転した。【結論】Ⅱ級およびⅢ級ゴムにおける咬合平面の回転のメカニズムを示した。上下顎の歯列
の接触によって回転がやや拘束された。

学展 -142 口蓋正中部に植立した歯科矯正用アンカースクリューの安定性～誘導孔の直径
との関係について～
Stability of orthodontic anchoring screws on mid-palatal area according to pre-drilling diameter

本吉　満1、内田　靖紀1,2、稲葉　瑞樹1,2、納村　泰弘1,2

MOTOYOSHI M.1, UCHIDA Y.1,2, INABA M.1,2, NAMURA Y.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】口蓋正中における歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）は、上顎歯列の遠心移動や圧下等を可能と
し大変有用である。しかし誘導孔の適切な大きさについての見解は様々で成功率との関係も未だ明らかではない。そ
こで本研究では、スクリューのプレドリル径と成功率との関係について調査し、植立時の指針を得ることを目的とし
た。【資料および方法】本学付属歯科病院歯科矯正科に矯正治療目的で受診した患者で、口蓋正中部にスクリューの植
立が必要と診断された75名を対象とした。φ1.2又は1.5mmにてプレドリルを行いセルフタッピング法にて、第一大
臼歯近心（前方）および遠心（後方）へ植立したφ2mm、長さ6mmのスクリュー 145本について、植立後6か月以上緩
みや脱落しなかったものを成功と判断し、植立位置、ドリル径および成功率についてFischer正確確率検定を用いて
比較検討を行った。本研究は本学倫理委員会の承認（EP16D016）を得て行った。【結果および考察】スクリューの成功
率は、φ1.2mmで94.7％、φ1.5mmで83.0％と両者間に有意差が認められ（p<0.05）、φ1.2mmの成功率が有意に高
かった。また、部位別では、前方はφ1.2mmで100％、φ1.5mmで77.3％と両者間に有意差が認められ（p<0.01）、φ1.2 
mmの成功率が有意に高かったが、後方では有意差を認めなかったことから、骨厚の大きい前方においてはドリル径
が小さい方が安定性が高い傾向を示し、後方では骨厚の過小や軟口蓋、横口蓋縫合の存在などがより大きな影響を及
ぼすものと考えられた。また、プレドリル径による前方と後方での成功率には有意差を認めなかった。【結論】口蓋正
中部にスクリュー植立を行なう場合、プレドリル径が小さいほど安定性が高い傾向があり、特に前方部においてこの
傾向が顕著であることが示唆された。
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学展 -143 歯科矯正用ブラケット撤去時の不快度と力の関係
Relationship between discomfort and force during bracket debonding

宮本　成美1、納村　泰弘1,2、稲葉　瑞樹1,2、内田　靖紀1,2、本吉　満1,2

MIYOMOTO N.1, NAMURA Y.1,2, INABA M.1,2, UCHIDA Y.1,2, MOTOYOSHI M.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】近年セラミックブラケットが一般的に用いられるようになったが、撤去時には不快感や痛みを伴うことがあり、
撤去時間も長くなる。また、ブラケット撤去時に生じる痛みについてはいくつかの報告が見られるが、ブラケットの
種類と感じた不快感や痛みの関係を定量化した研究の報告は少ない。そこで本研究では、各種ブラケットの撤去時に
生じる力と不快感、痛みとの関係について検討し、痛みや不快感の少ない撤去方法やブラケットの種類を示すことを
目的とした。【試料および方法】ブラケットを撤去する患者79名に本研究主旨を説明、同意を得たのち実施された。ま
た研究実施前に本学倫理委員会の承認を得た（EP18D004）。撤去用プライヤーに小型ロードセルを取り付け、ブラケッ
ト脱離までの最大荷重を撤去力とし、撤去時に各歯で感じた痛み、不快感をVASスケールに記録した。ブラケット
の種類はメタル、セラミック、プラスチックの3種であり、接着材には光重合型接着材を使用し、各種ブラケット間
の撤去力およびVAS値について、Mann-Whitney U testにBonfferoni 補正を行い、有意水準5％として比較検討を行っ
た。【結果および考察】全体として撤去力はメタルが有意に大きく、次いでプラスチック、セラミックの順であった。
VAS値は、セラミックがメタルやプラスチックに比べ有意に大きな値を示し、区域別にみると、下顎切歯においてセ
ラミックがプラスチックより有意に大きかった。メタルはプラスチックやセラミックに比べ撤去時に破壊されにくい
為かかる力が大きくなり、セラミックは弱い力でもブラケットが破壊され、その時に生じる衝撃が痛みや不快感の増
加に影響していることが示唆される。【結論】メタルは撤去時にかかる力が大きく、セラミックは痛みや違和感を伴い
やすい傾向にある。撤去時に歯にかかる負担や患者が感じる不快感を考慮すると、下顎前歯部にはプラスチックの使
用が好ましいと考えられる。

学展 -144 II 級不正咬合者における Carriere Distalizer の治療効果の検討
Examination of effects of Carriere Distalizer in Class II malocclusion

大塚　亜理沙、吉住　淳、菅谷　歌織
OTSUKA A., YOSHIZUMI J., SUGAYA K.

吉住歯科矯正クリニック（ 東京都 ）

【目的】大臼歯の遠心移動のメカニクスは煩雑になることが多い。そこで、当院ではシンプルな機構であるCarriere 
Distalizerを使用してII級不正咬合者の治療を行い、その効果について検討したので報告する。【資料および方法】当
院でCarriere Distalizerにて上顎大臼歯遠心移動を行い、臼歯関係の改善を図った、II級不正咬合を有する4症例（初
診時平均年齢12.8歳）を対象とした。治療前と上顎大臼歯遠心移動後の頭部X線規格写真を用い、セファロ分析を
行った。装置使用期間は、平均7.0か月で、II級顎間ゴムは、食事と口腔清掃時を除く終日の使用を指示した。下顎に
は、インビジブルリテーナーもしくはマルチブラケット装置を装着した。【結果および考察】II級の臼歯関係は4症例
全てにおいて改善を認め、移動後のセファロ分析では、上顎大臼歯の遠心移動、上顎前歯の僅かな舌側傾斜、下顎前
歯の唇側傾斜を認め、ANBの減少およびSNB、Facial Depthの増加が認められた。臼歯関係は、上顎大臼歯の遠心
移動だけではなく、下顎骨の前方成長も寄与していることが考えられる。これは患者が比較的若年者であったこと、
Facial patternがMesio～Brachyであったことより、下顎骨の前方成長が促進された可能性も考えられる。また、上
顎前歯の舌側傾斜は、側方歯を一塊にして遠心移動した際に生じたスペースに、口唇圧が作用したものと考えられ、
下顎前歯の唇側傾斜に関しては、II級顎間ゴムに対する反作用であると推測される。【結論】Carriere Distalizerは、II
級不正咬合に対して有用であることが示唆された。
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学展 -145 Binding friction 測定のための基礎的研究：Rh-PTFE メッキによる摩擦抵抗の低減
Basic study for measuring binding friction: Improvement of wire frictional resistance with Rh-
PTFE plating

小山　晃裕1、島　芳夫1,2、簡野　瑞誠1、小野　卓史1、宇尾　基弘3

KOYAMA A.1, SHIMA Y.1,2, KANNO Z.1, ONO T.1, UO M.3

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島矯正歯科（ 福井県 ）、
3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野

【目的】マルチブラケット装置を用いた矯正治療において生じるbinding friction（BI）は歯の移動に影響する主な摩擦と考えら
れている。これまで様々な方法で摩擦の軽減は試みられてきたが、BIに対する影響は不明な点が多い。本研究ではBI発生
状況下での摩擦測定ならびにRh-PTFEメッキによる影響を検証した。【試料】0.016×0.022 inchステンレスワイヤー（control）、
3種類のPTFE濃度でRh-PTFEメッキを施した0.016×0.022 inchステンレスワイヤー（PTFE10、PTFE30およびPTFE70）、
ならびに0.018 inch slotの下顎前歯用スタンダードブラケットを用い、0.018×0.025 inchのステンレスワイヤーを冶具作成
用ガイドとした。【方法】まず、BIが発生するワイヤー変形量を調べるためにブラケット付き3点曲げ試験を行った（実験1）。
ガイドワイヤーを用いて3つのブラケットを7.0mm間隔で接着し、中央のブラケットの変位量を0.25、0.5および0.75mmと
した。測定は万能試験機（島津製作所）を用いた。次に、引き抜き抵抗を測定し、これを摩擦抵抗とした（実験2）。7.0mm間
隔の3つのブラケットのうち中央のブラケットをオフセットし、引き抜き試験を行った。ブラケットのオフセット量は弾
性限度内である0.25および0.5mmとした。 結紮は行わず、引き抜きの速度は1.0mm/分として2.0mm引き抜きし、動的摩
擦の平均値を採用した。【結果および考察】実験1では、変位量0.25および0.5mmにおいては弾性変形を示し、0.75mmにお
いては永久変形を示した。controlとPTFE70とでは0.25および0.5mmにおいて最大荷重に有意差はなかった。実験2では、
PTFE濃度が高いほど有意にBIが小さかった。また、すべての群でオフセットの違いによる変化率がほぼ一致していたため、
メッキによる摩擦係数の差がBIに影響していることが考えられた。【結論】ワイヤーのRh-PTFEメッキによりBIの軽減が
可能であることが示唆された。

学展 -146 完全なリンガルストレートアーチフォームのための各種リンガルブラケットの
slot-base 間水平的距離の計測
Measurement of horizontal slot-base thickness of various lingual brackets for complete lingual 
straight archwire method

宮本　豊、菅崎　弘幸、山口　祐希、勝又　裕太、友成　博
MIYAMOTO Y., KANZAKI H., YAMAGUCHI Y., KATSUMATA Y., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】近年、審美的矯正装置による治療の需要は高まっている。リンガルストレートアーチワイヤー法は、リンガル
ブラケットを用いた矯正治療をより効果的・効率的にする方法の一つである。しかしながら、ストレート化において
小臼歯insetを補償するために、ブラケットポジショニングを著しく深い位置にしたり、犬歯のレジンベースを著し
く厚くしたりする場合があるが、いずれの場合も歯肉炎や脱落率の増加のリスクが高くなる。今回の目的は、前歯部
に大きいブラケットを、小臼歯部に小さいブラケットを用いることにより、ストレート化を行いやすいことを証明す
ることである。【試料および方法】3種類の異なるリンガルブラケットにおいてスロット底からベース面までの水平的
距離を計測するために、micro-CTを用いて各bracketを撮影し、slot-base間の水平的距離を計測した。【結果】ブラケッ
トのslot-base間距離は、Fujita lingual bracketの上顎犬歯用が最も大きく、3.26mmであった。最も小さいのはSTb
の上下顎小臼歯用で、0.52mmであった。【考察】前歯部にslot-base間距離が大きいブラケットを、小臼歯部に小さい
ブラケットを組み合わせて用いることにより、無理なくリンガルアーチフォームのストレート化が可能であることが
考えられる。【結論】リンガルブラケットの種類によってslot-base間距離に違いがみられ、異なる種類のブラケットを
用いることによりストレート化が行いやすいことが考えられる。
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学展 -147 下顎大臼歯遠心移動における後方限界についての検討
Assessment of the mandibular posterior limit for molar distalization

大原　千明、宇塚　聡、大塚　絵里佳、土持　宇、内田　裕子
OHARA C., UZUKA S., OTSUKA E., TSUCHIMOCHI T., UCHIDA Y.

日本歯科大学附属病院矯正歯科

【目的】矯正歯科治療において大臼歯を遠心移動させることは、治療の選択肢を増やす有用な方法である。近年、大
臼歯の遠心移動のために歯科矯正用アンカースクリューが適用される機会は少なくない。一般的に、下顎における
遠心移動の限界は下顎枝前縁という報告が多いものの三次元的に複雑な形態を呈していることから詳細については
不明な点が多い。演者らは、下顎歯槽は外斜線より内側に存在し、下顎臼歯の萌出後方限界はパノラマX線写真上
の下顎枝前縁より後方に存在することを報告したが、今回はさらに遠心移動の限界について検討したので報告する。

【資料および方法】日本歯科大学附属病院矯正歯科を受診した永久歯列期の患者のうち、下顎大臼歯を歯科矯正用アン
カースクリューにて遠心移動を行った患者10名（左側8部位、右側10部位）とIII級ゴムにて遠心移動を行った患者12
名（左側10部位、右側12部位）の合計22名（40部位）を対象とした。ただし、先天性欠如歯、下顎第三大臼歯を除く埋
伏歯、顎骨病変および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を有する者、矯正歯科治療の経験があ
る者、治療が終了していない者は除外した。対象者の初診時と動的治療終了時のパノラマＸ線写真、側面頭部X線規
格写真、口腔模型を資料として用い、下顎第二大臼歯の遠心移動量および移動様式、下顎枝前縁との距離などについ
て計測を実施した。【結果および考察】遠心移動後に下顎第二大臼歯がパノラマX線写真の下顎枝前縁より後方に位置
していたものは40部位中6部位（歯科矯正用アンカースクリュー適用者4部位とIII級ゴム適用者2部位）だった。一方、
下顎第二大臼歯の遠心移動量は歯冠移動量より歯根移動量の方が小さかった。【結論】本研究から、下顎大臼歯は下顎
枝前縁より後方まで遠心移動が可能であり、移動様式は歯冠の遠心傾斜の傾向があることが示唆された。

学展 -148 マルチブラケット装置装着患者に対するマウスガードの作製法
Fabrication of mouth guard for the patients with the multibracket appliances

金子　知生1,2、中西　康1、佐藤　嘉晃1

KANEKO T.1,2, NAKANISHI K.1, SATO Y.1

1北海道大学大学院歯学研究院歯科矯正学教室、2北海道大学病院高次口腔医療センター

【目的】コンタクトスポーツを行っていて、マルチブラケット装置を装着している患者はマウスガードの使用が必要と
される場合がある。また、動的治療中は口腔軟組織の裂傷や歯の脱臼などの危険が伴うことがある。しかし、マウス
ガードの使用により歯の移動が妨げられたり、歯の移動によりマウスガードの適合が悪くなったりする可能性がある。
そこで、犬歯の遠心移動時の犬歯の移動量、マウスガードの適合性を評価し、マウスガードの最適な作製法の検討を
行った。【方法】犬歯の遠心移動用のタイポドントを使用し、ブラケット部分のみをリリーフしたものとさらに0.56mm
のシートワックスで歯列全体をリリーフしたもので作製した。マウスガードは厚さ3.0mmのエチレン酢酸ビニル樹脂
のソフトタイプとソフトタイプの上にさらに厚さ1.0mmのポリエステルシートをプレスしたハイブリットタイプの2
種類のマウスガードを作製した。タイポドントの犬歯を牽引し、それぞれのマウスガードを装着し、50℃の湯に20分
間浸漬し、犬歯が移動しなくなるまで同様の操作を繰り返した。歯の移動に対する影響の評価として、移動量を計測
した。また、タイポドントに装着したマウスガードをそれぞれ垂直に牽引し、撤去に必要な力を計測し適合性の評価
とした。【結果・考察】ブラケット部分のみリリーフしたハイブリットタイプでは犬歯の移動は2.3mmのみであったが、
それ以外では6.5mm以上の移動が可能であった。また、ブラケット部分のみリリーフしたマウスガードはどちらも撤
去に1.0kgf以上の力が必要であったが、歯列全体もリリーフしたものでは、ソフトタイプでは0.2kgf、ハイブリット
タイプでは0.4kgfと大きく低下することがわかった。【結論】犬歯の遠心移動では、ブラケット部分と歯列全体にスペー
サーを一枚装着することで、どちらのタイプでも十分な移動が可能であったが、適合性の面では脱離する可能性があ
り、今後の検討が必要である。
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学展 -149 上顎中切歯歯軸と歯冠部舌側面とのなす角度について
The angle between tooth axis and lingual surface of upper central incisor

竹内　寿子、梅木　伸一
TAKEUCHI H., UMEKI S.

吉祥寺エル矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】裏側からの矯正治療においては矯正用ブラケットのポジション決定のために各個人の動的治療終了を想定した
セットアップ模型を作製する必要がある。マニュアルセットアップにおいて石膏模型上で歯軸を設定後、歯冠部のみ
を分割して唇側面基準に排列することが多いが、舌側面の解剖学的形態は唇側面に比べて複雑で多岐にわたる。歯軸
と舌側面のなす角度の平均値と標準偏差を算出し、市販されているリンガルブラケットのスロット角度の整合性を検
討する。【試料および方法】長崎大学顎顔面解剖学分野に保管されている極端に歯根吸収が進んでいない上顎中切歯25
本と、神奈川歯科大学の解剖学教室に保管されている上顎中切歯40本と、患者の許可を得たCT上の上顎中切歯13本
を試料とした。各歯は近心方向から写真撮影したものと、CT上で近心方向より抽出し、それぞれの歯軸と舌側面の
なす角を計測した。また、平均値と標準偏差を計測した。【結果および考察】歯軸は根尖基準とせずに唇舌側のエナメ
ルセメント質境界線を結んだラインの中点と歯根の唇舌側の根尖側1/3を結んだラインの中点を直線で結んだものを
歯軸と定義した。また舌側面については2面になっている形態も多かったため裏側の装置のポジションを考慮し歯頸
部よりの角度を計測し、平均21.23°（最大値40.0°最小値7.0°）、標準偏差7.17°の結果となった。【結論】今回得られた上
顎中切歯の歯軸と舌側面のなす角度から、さまざまなスロット角度を持つ市販されている裏側の矯正ブラケットを選
択する際の指標の一つとなると考えられる。これを用いることでブラケットのベース面と各歯の舌側面を近づけるこ
とで、治療中のブラケットの脱落防止だけではなく結果として効率的な歯の移動のコントロールが行えると考える。

学展 -150 可動型クラスプの可撤式床装置の考案
The devising of removable appliance with  movable clasps

澤田　大介、大西　奈緒、岩田　明子、加藤　ゆい
SAWADA D., ONISHI N., IWATA A., KATO Y.

さわだ矯正歯科クリニック（ 京都府 ）

【目的】当院では、萌出余地の獲得と前歯のアライメントが可能な床装置を開発し臨床応用してきた。今回、クラスプ
位置が変動可能な可動型クラスプの把持機構を考案したので報告する。【資料および方法】混合歯列期とその永久歯交
換後の作業用模型を作製し、混合歯列期の模型上で床装置を作製する。0.7mmステンレスワイヤーを6EDC、CDE6
の両周囲に屈曲して、頬側の終端はループ状に屈曲する。0.6mmステンレスワイヤーをE6間、ならびにDE間に2本
通してCDE6周囲に屈曲したワイヤーに頬舌側にて巻き付けてロウ着せずに固定する。拡大用ワイヤーとして、チタ
ンモリブデン合金を口蓋側にコフィンスプリング状に屈曲した後、前歯部舌面に沿わせて屈曲する。頬舌面のワイヤー
と歯面の間に即時重合レジンを流し込み、周囲のワイヤー、歯間のワイヤーおよび拡大用ワイヤーをレジンで一体化
する。同一模型上で0.7mmのアダムスクラスプの床装置を作製する。各クラスプの把持力を棒形テンションゲージ
TK1000CN-G（中村製作所）にて測定する。永久歯交換後の作業用模型に両装置を適合させ、その把持力を同様に測定
する。【結果および考察】混合歯列期の模型では、可動型クラスプの把持力は、左側7N、右側6Nで平均6.5N、上顎第
二乳臼歯のアダムスクラスプの把持力は左側6.5N、右側7.5N、平均7Nであった。永久歯交換後の模型では、可動型
クラスプの把持力は、左側5.8N、右側5.8N、平均5.8N、上顎第一大臼歯のアダムスクラスプの把持力は左側2N、右
側3N、平均2.5Nであった。可動型クラスプは混合歯列期から永久歯交換後の模型でDE間のクラスプ移動とレジン盛
の技工操作であった。それに対してアダムスクラスプは第二乳臼歯から第一大臼歯へのクラスプの移動の技工操作を
余儀なくされた。【結論】可動型クラスプは混合歯列期から永久歯列期にかけて、長期にわたり把持力と操作性の高い
クラスプであることが示唆された。
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学展 -151 皮質骨を標的とした新規歯科矯正用アンカレッジデバイスの各種試作モデルが
骨形成に及ぼす影響
Bone formation induced by prototype models of a novel orthodontic anchorage device 
targeting cortical bone 

会坂　善也1、上園　将慶1、井上　雅葵1、高久田　和夫2、森山　啓司1

KAISAKA Y.1, UEZONO M.1, INOUE M.1, TAKAKUDA 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東京医科歯科大学附属生体材料工学研究所

【目的】歯科矯正用アンカースクリューは近年急速に普及したが、植立に際し歯根損傷等の危険性が伴うため、より安全性
の高いデバイスの開発が求められている。そこで今回われわれは、皮質骨を標的とした新規歯科矯正用アンカレッジデバ
イスの各種試作モデルが骨形成に及ぼす影響を、μCTを用いて検討した。【試料および方法】試料として平板状の骨表面
接合部 （短辺1.5 mm、長辺6.0 mm、高さ0.25 mm） とその中央に円筒状の骨埋入部 （外径1.5 mm、内径1.0 mm、高さ1.0 
mm） を有する純チタン製のデバイスを作製した。また、骨埋入部に付与したスリットと骨表面接合部上面に設けた孔の
有無によって、スリット無し・孔無し （NN群） 、スリット有り・孔無し （SN群） 、スリット無し・孔有り （NH群） 、スリッ
ト有り・孔有り （SH群） の4群とした （n=5） 。各試料を12週齢雄性SD系ラットの脛骨内側面に設置し、術後4週で安楽
死させ、周囲組織とともに摘出した。得られた検体のμCT撮像を行い、画像解析ソフトウェア （TRI/3D-BON、RATOC） で、
骨表面接合部の中央における新生骨被覆率と骨埋入部内のBMD値、BMC値、BV/TV値を測定した。測定値の統計解析
にはHolm法で有意水準を調整したWilcoxonの多重比較検定を用いた。【結果および考察】新生骨被覆率はNH群で最も大
きい値を示し、次いでSH群、SN群、NN群の順であった。また、SH群はNN群と比較し有意に大きな値を示した。骨埋
入部内のBMD値、BMC値、BV/TV値に関しては各群で有意差を認めなかったが、BMC値、BV/TV値においてはSN
群で最も大きい値を示し、次いでSH群、NN群、NH群の順であった。【結論】骨埋入部にスリットを付与することで骨埋
入部内の新生骨形成量が増加し、骨表面接合部上面に孔を設けることで新生骨被覆量が増加する可能性が示唆された。

学展 -152 新型歯科矯正用アンカースクリュー植立時に生じるマイクロダメージに関する検討
Evaluation on microdamage caused by a newly developed orthodontic miniscrew using 
synthetic cortical bone

上園　将慶1、高久田　和夫2、森山　啓司1

UEZONO M.1, TAKAKUDA 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東京医科歯科大学生体材料工学研究所

【目的】歯科矯正用アンカースクリューの脱落率は、メタアナリシスの結果から他のインプラントデバイスと比較して
高いことが明らかとなり、近年では、植立時に皮質骨に生じた過度のマイクロダメージがアンカースクリューの脱落
の原因となることが報告され注目を集めている。そこで今回われわれは、植立時の周囲骨への力学的負荷の抑制を目
的として、ねじ部に形状改変を行った新型歯科矯正用アンカースクリューにより生じるマイクロダメージを、模擬皮
質骨を用いて検討した。【試料および方法】実験群として、幅0.5mmのスリットを有するTi6Al4V合金製のスクリュー（ね
じ部; 最大直径2.5mm、長さ2.0mm）を用いた。対照群として、Ti6Al4V合金製の歯科矯正用アンカースクリュー（ねじ部; 
直径2.0mm、長さ6.0mm）を用いた。厚さ1.0mmの模擬皮質骨（Sawbones社; 圧縮強度157 MPa）に両群間の植立トル
クが同等になるよう誘導孔を設け植立した後、スクリューを逆回転させて撤去し、形成された孔の中心軸に沿って模
擬皮質骨試料を半割した。次いで断面の孔周囲を光学顕微鏡観察し、植立に伴う試料表面の変形状況および白濁した
色調を示す塑性変形領域の面積を評価した。【結果および考察】半割面の所見では、実験群では強く白濁した領域は観
察されず、表面での材料の変形も認められなかったが、対照群ではスクリューのねじ山に相当する部位の近傍におい
て強く白濁する領域が存在し、表面に材料の隆起が生じていた。また、塑性変形領域の面積の平均値は、実験群では
対照群と比較し著しく小さかった。【結論】ねじ部にスリットを付与することで皮質骨のマイクロダメージが抑制され
る可能性が示唆された。
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学展 -153 模擬皮質骨を用いた新型歯科矯正用アンカースクリューの接合強度に関する検討
Evaluation on bonding strength of a newly developed orthodontic miniscrew using synthetic 
cortical bone

上園　将慶1、高久田　和夫2、平塚　泰三1、森山　啓司1

UEZONO M.1, TAKAKUDA K.2, HIRATSUKA T.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

【目的】骨に植立された歯科矯正用アンカースクリューに荷重負荷を行うと、皮質骨に応力集中することが有限要素解
析を用いた過去の研究で明らかとなってきている。これは、仮に骨接合が皮質骨に限局しても十分な接合強度を発
揮する可能性があることを示唆している。そこで今回われわれは、ねじ部にスリットを付与し、長さを短縮した新型
歯科矯正用アンカースクリューの皮質骨部における接合強度について検討した。【試料および方法】実験群として、幅
0.5mmのスリットを有するTi6Al4V合金製のスクリュー（ねじ部; 最大直径2.5mm、長さ2.0mm）を用いた。対照群と
して、Ti6Al4V合金製の歯科矯正用アンカースクリュー（ねじ部; 直径1.3mm、長さ6.0mm）を用いた。厚さ1.0mmの
模擬皮質骨（Sawbones社）にスクリューを植立した後、万能試験機で横方向の圧縮試験を行なった。実験群では、荷
重方向がスリットに対して平行（P群）及び垂直（V-群）の場合について検討した。さらに溝内に骨組織が侵入した状況
を模して、V-群の溝内に常温重合レジンを充填した場合（V+群）についても検討した。得られた荷重変位曲線より、0
～2Nの範囲で線形応答を示す領域の剛性および塑性変形の開始荷重を評価した。【結果および考察】剛性の平均値は、
P群および　V+群の値の方が　V-群および対照群より大きかった。実験群では、スリットが荷重方向に垂直になる
よう設置した場合、ねじ部の曲げ剛性が小さくなったが、スリット内にレジンを充填すると、その値が増加すること
が示唆された。また塑性変形の開始荷重の平均値は、いずれの実験群でも対照群と比較し大きい値であった。【結論】
スクリューの骨接合が皮質骨に限局していても、ねじ部に付与したスリット内に新生骨が形成されることにより十分
な接合強度が発揮される可能性が示唆された。

学展 -154 マイクロミニピッグを用いた新型歯科矯正用アンカースクリューの骨接合に関
する検討
Evaluation on bone bonding properties of a newly developed orthodontic miniscrew using mini 
swine

上園　将慶1、高久田　和夫2、平塚　泰三1、小笠原　毅1、井上　雅葵1、会坂　善也1、森山　啓司1

UEZONO M.1, TAKAKUDA K.2, HIRATSUKA T.1, OGASAWARA T.1, INOUE M.1, KAISAKA Y.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

【目的】歯科矯正用アンカースクリューは近年急速に普及し、様々な症例に適用されるようになってきた。しかし、植
立時の歯根との接触または近接等の有害事象の可能性が指摘されており、これらのリスクを低減させることが臨床的
課題となっている。そこで今回われわれは、ねじ部を最短化し、かつ持続的荷重負荷を可能にする新型歯科矯正用
アンカースクリューを試作し、骨接合能をマイクロミニピッグの顎骨を用いて検討した。【試料および方法】試料は幅
0.5mmのスリットを有するTi6Al4V合金製のスクリュー（ねじ部; 最大直径2.5mm、長さ2.0mm）とした。実験動物は
33か月齢、雄性のマイクロミニピッグとし、下顎両側の犬歯と第一前臼歯間の歯槽骨に試料を植立した。4週間の免荷
期間を経た後、試料の頭部と犬歯に200g NiTiクローズドコイルを装着し、8週間持続負荷を行なった。荷重負荷終了
後、実験動物を安楽死させ、周囲顎骨と一塊に試料を摘出した。摘出検体はμCT撮像（島津製作所; smx100ct、管電圧
70kV、管電流30μA）を行なった後、試料の撤去トルクを測定した。【結果および考察】実験期間を通じ、スクリューの
動揺および脱落は認められなかった。摘出検体のμCT所見では、スクリュー周囲の明らかな骨吸収は認められず、スリッ
ト内には新生骨形成を認めた。撤去トルクの平均値は13.1N・cmであった。撤去後のスクリューの肉眼観察所見では、
スクリューの破折は認められず、スリット内部は新生骨で満たされていた。【結論】ねじ部にスリットを付与することで、
スリット内への骨の新生が認められ、持続的な荷重負荷後もスクリューと皮質骨が強固に接合している所見が観察さ
れた。以上より、新型歯科矯正用アンカースクリューの矯正歯科治療における固定源としての有用性が示唆された。



第78回日本矯正歯科学会学術大会

218

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 -155 審美ブラケットにおける破折の臨床評価
Clinical evaluation on the fracture of esthetic brackets

片岡　彩乃1、小森　成2、光岡　一行1、内田　裕子1、宮下　渉1、宇塚　聡1

KATAOKA A.1, KOMORI A.2, MITSUOKA K.1, UCHIDA Y.1, MIYASHITA W.1, UZUKA S.1

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

【目的】現在、様々な材質の審美ブラケットが市販されているが、物性や臨床的有用性から、セラミックが広く用いら
れている。セラミックブラケットは、結紮やアーチワイヤーの装着の際、ブラケットウィングが脆く欠けやすいとい
う特徴を有することが指摘されているが、臨床試験による検証は少ないのが現状である。また、近年は結紮による破
折が少ないと考えられるセルフライゲーションブラケットも普及している。本研究の目的は、矯正治療中におけるセ
ラミックブラケットの破折について明らかにすることである。【試料および方法】日本歯科大学附属病院矯正歯科にて
治療を開始した中で研究への同意が得られた患者に、単結晶アルミナ製ブラケット、多結晶アルミナ製ブラケット、
ならびにセルフライゲーションブラケットをランダムに割り当て、レジン強化型グラスアイオノマーセメントを用い
て歯面に接着した。対象は、3種類のブラケットを接着したそれぞれ10症例について治療開始から20か月間のブラケッ
トの破折について比較検討を行った。セルフライゲーションブラケットはクリップの動作不良の発現率も調査した。
検定はカイ二乗検定を用いて行った。【結果および考察】破折の発現率は、多結晶アルミナ製ブラケットおよびセルフ
ライゲーションブラケットにおいては0％、単結晶アルミナ製ブラケットは169部位中2部位で1.2％であった。単結
晶アルミナ製ブラケットのみで破折が認められたが、3種類それぞれに有意差は認められなかった。セルフライゲー
ションブラケットのクリップの破損は177部位中4部位で、2.3％であった。以上のことよりブラケットの組成はブラ
ケットウィングの破折に影響がないことが示唆された。【結論】3種類のブラケット間に破折の差は認められなかった。
今後は、ブラケットウィングの構造等に考慮したさらなる比較検討が必要であると考えられる。

学展 -156 スライディングメカニクス時の長期的な歯の移動シミュレーション - 唇側ブラ
ケットと舌側ブラケットの比較 -
Simulation for long-term tooth movement in sliding mechanics -comparison between labial and 
lingual fixed appliances-

小牧　博也、濱中　僚、山岡　智、ヌエン アン チュアン、陣内　祥男、富永　淳也、古賀　義之、吉田　教明
KOMAKI H., HAMANAKA R., YAMAOKA S., NGUYEN A., JINNAI S., 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】抜歯空隙閉鎖時の切歯のトルクコントロールは臨床的に重要であるが、唇側ブラケットと舌側ブラケットにお
ける違いは解明されていない。本研究の目的は、スライディングメカニクスを用いたen masse retraction時において、
唇側ブラケットと舌側ブラケットを使用した際の長期的な歯の移動の有限要素解析を行い、それぞれのブラケットにお
ける上顎中切歯の移動動態の違いを明らかにすることである。【資料および方法】乾燥頭蓋のCBCTを撮影し、第一小臼
歯を抜歯した左側上顎歯列の三次元有限要素モデルを作成した。モデルには0.018inchのブラケットに0.016×0.022inch
のステンレススチールアーチワイヤーを組み込んだ。さらに、側切歯と犬歯の間のアーチワイヤー上にパワーアームを
付与し、第二大臼歯ブラケットチューブのフックとの間に1 N の牽引力を負荷し、スライディングメカニクスにより
en masse retraction を行った。パワーアームの長さの変化に伴う、唇側ブラケットと舌側ブラケットの経時的な上顎
中切歯の移動動態について、上顎中切歯の抵抗中心の舌側移動量と回転角度で評価した。【結果および考察】経時的な上
顎中切歯の移動動態は、唇側ブラケットにおいては歯冠舌側傾斜移動により抜歯空隙が閉鎖しているが、舌側ブラケッ
トにおいては初期には歯冠舌側傾斜移動が起こり、続いて歯体移動が起こった。空隙閉鎖終了時の上顎中切歯歯冠舌側
傾斜角度は舌側ブラケットの方が小さかった。これは牽引方向やブラケット間距離など複数の要因がアーチワイヤーの
変形に影響を及ぼすことによるものと考えられた。【結論】スライディングメカニクスにおけるen masse retraction時
の上顎中切歯歯冠舌側傾斜角度は唇側ブラケットより舌側ブラケットの方が小さいことが示唆された。
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学展 -157 顎変形症患者における顎矯正手術前後での Y-G 性格検査の比較検討
Comparative study of Y-G personality inventory before and after surgical orthodontic surgery 
in jaw deformities

山内　由宣1、溝口　千乃2、中井　大史2、伊東　隆三1,2

YAMAUCHI Y.1, MIZOGUCHI C.2, NAKAI D.2, ITOH T.1,2

1医療法人伊東会伊東歯科口腔病院顎・顔面・歯列矯正センター（ 熊本県 ）、2医療法人伊東会伊東歯科口腔病院（ 熊本県 ）

【目的】顎矯正手術では咬合の改善だけでなく顔貌の著しい変化を伴うことから、患者の心理的変化は大きいものと考
えられる。当院では手術前後の心理的変化を評価するために矢田部・ギルフォード性格検査（Y-G性格検査）を行って
いる。今回手術前後にY-G性格検査を行い、その心理的変化を比較検討したので報告する。【資料および方法】2017年
1月から12月までに当院で顎矯正手術を行った患者（48名、平均年齢29.8歳）を対象とした。顎矯正手術前後のY-G性
格検査をもとに性別、年齢、不正咬合別、術式について比較検討した。【結果および考察】調査対象は男性14名、女
性34名であった。不正咬合別では上顎前突症12名、下顎前突症36名であった。術式別ではSSRO単独33名、Le Fort
Ι+SSRO15名であった。類型の比較では全体的に群間移動のない傾向が最も多かった。全体では次いで術後に不安
定から安定へと改善傾向の者が多かった。平均年齢以下では以上に比べてプラスに改善する傾向がみられた。不正咬
合別では上顎前突に比べ下顎前突ではプラスに変化する者が多かった。これらの結果から治療により機能的咬合の獲
得はもとより術後の顔貌の変化に対して大きな満足感が得られているものと考えられる。また若い年齢層では顔貌が
改善されたことに対して敏感に反応しているものと考えられる。下顎前突での変化は術直前ではマイナスのオーバー
ジェットが大きくなるが、術後顔貌が大きく変化することで満足度が高くなるためと考えられた。また、群間移動
しない者の中にも型や各尺度における変化がみられるため、無移動群内についても詳細な比較が必要と考えられた。

【結論】Y-G性格検査は患者の術後の心理的変化の傾向をおおまかに知り得るのに有用な検査であり、患者の性格を把
握でき、ラポールの形成に活用できることが示唆された。

学展 -158 上下顎骨切り術を施行した顔面非対称を伴う顎変形症症例の正貌術後評価の検討
Evaluation of postoperative frontal face for facial asymmetry undergoing 2jaw surgery

真下　育子1、田村　瑛子1,2、橋本　桃子1,2、外木　守雄2,3、清水　典佳1,2、田村　隆彦1,2、本吉　満1,2

MASHIMO I.1, TAMURA Y.1,2, HASHIMOTO M.1,2, TONOGI M.2,3, SHIMIZU N.1,2, TAMURA T.1,2, MOTOYOSHI M.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日本大学歯学部口腔外科学講座

【目的】顔面非対称を伴う顎変形症症例では、主訴として挙がる顔面の非対称が大きな問題となる。そのため歯科医が
できる治療としては歯を含めた硬組織の移動により、その非対称を解消するしかない。しかし、これら術式の決定に
は術者の主観的な判断によることも多く、また明確な基準がないため困惑することも多い。そこで今回、上下顎骨切
り術を施行した顎変形症症例の治療前後の正面セファロ、正面顔貌写真を利用してその分析評価を行い、知見が得ら
れたので報告する。【資料および方法】2010年1月から2016年11月までに、日本大学歯学部付属歯科病院へ来院され、
顎変形症と診断し、当院にて治療を行い、上顎Le FortI型骨切り術と下顎枝矢状分割術を施行した患者22名を対象と
した。治療前後の正面セファロと正面顔貌写真に計測項目を設定し、各計測項目について計測、分析、統計処理を行
い検討を行った。【結果および考察】初診時と動的治療終了時の変化では、咬合平面（上下第一大臼歯咬合面の中点）と
Me角度（左右の頬骨前頭縫合を結んだ線を水平基準線のX軸、鶏冠中心を通りX軸に垂直な線を正中基準線のY軸と
したとき、鶏冠とMeを結んだ線とY軸とのなす角度）、下顎下縁平面角（左右のGonial notchを結んだ線とX軸との
なす角度）、頬部最大豊隆線傾斜角（顔面軟組織における左右頬部最大豊隆点を結んだ線とX軸とのなす角度）、口唇
傾斜角（顔面軟組織における左右口角点を結んだ線とX軸とのなす角度）に正の相関を認めた。下顎下縁平面角と頬部
最大豊隆線傾斜角では負の相関を認めた。上顎の咬合平面を水平にすることが硬組織での左右対称性を獲得するため
には重要な要因になることが示唆された。【結論】左右の頬骨前頭縫合を結んだ線と咬合平面を平行に改善することに
よって、Me角度、下顎下縁平面角、頬部最大豊隆線傾斜角、口唇傾斜角を改善することが確認された。
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学展 -159 外科矯正治療の仮想手術における3DCG データと VR の活用法
Utilization of 3DCG data and Vurtial Reaity in virtual surgery for orthognathic surgery

茶谷　竜仁1、古谷　忠典1、西方　聡2、工藤　章裕3、宇賀　大4、田中　聡4、遠藤　憲雄1、茶谷　仁史1

CHAYA T.1, FURUYA T.1, NISHIKATA S.2, KUDOU A.3, UGA M.4, TANAKA S.4, ENDOU N.1, CHAYA H.1

1医療法人社団ユニ矯正歯科（ 北海道 ）、2札幌東徳洲会病院歯科口腔外科（ 北海道 ）、3帯広第一病院（ 北海道 ）、
4宇賀矯正歯科（ 北海道 ）

【目的】外科的矯正治療は矯正歯科医と口腔外科医の連携が重要であるが、治療計画の立案やその修正の伝達が円滑に
できず、治療計画の実現に差異が生じることがある。当院ではコミュニケーションツールの一つとして、コンピュー
タグラフィック（以下CG）をVirtual Reality（以下VR）で活用することで、三次元的画像の各種の分析、治療計画の立
案および修正に役立てているので報告する。【資料および方法】CBCTから患者および石膏模型のDICOMデータを得
た。頭蓋顎顔面手術用仮想術前計画ソフトウェア（ProPlan CMF, Materialise）を用いて、仮想手術を行った。また、
CGから各骨片の形状データ（STL形式）を出力し、実体模型を作成した。次に、医療モデル仮想空間可視ソフトウェ
ア（HoloeyesXR）に入力し、VR上でヘットマウントディスプレイを用いて可視化させた。仮想手術を行った5人の患
者の骨片の干渉量について、従来の二次元画面上での計測、実態模型における計測及びVR上での計測値について分
散を比較した。なお、上記ソフトウェアの使用は患者の同意があり、自己責任のもとで使用を行った。【結果および考察】
二次元画面上での計測の分散と比較して実態模型における計測およびVR上での計測の分散は有意に小さかった。CG
を用いた仮想手術を行い、VR技術によって可視化することにより、多方向から基準線を参照しながら立体的に検討
ができた。【結論】CGによる仮想手術により、従来の資料では難しかった骨片の干渉の位置や大きさを定量化し、VR
上で立体化する事は有用だと考えられる。

学展 -160 歯科用3D プリンターを使った組み換え式顎骨モデルの作成の試み
Attempt to create a recombination type laser formed plastic model using a dental 3D printer

古谷　忠典1、田中　聡2、宇賀　大2、田中　憲男3、鶴木　三郎4、上浦　庸司5、茶谷　竜仁1、茶谷　仁史1

FURUYA T.1, TANAKA S.2, UGA M.2, TANAKA N.3, TSURUKI S.4, KAMIURA Y.5, CHAYA T.1, CHAYA H.1

1ユニ矯正歯科クリニック（ 北海道 ）、2宇賀矯正歯科（ 北海道 ）、3プロ矯正歯科（ 東京都 ）、4鶴木クリニック医科歯科（ 東京都 ）、
5上浦歯科クリニック（ 北海道 ）

【目的】外科的矯正において、Computer Graphics（CG）による仮想手術が発達し、硬軟組織の実体モデルやSurgical splint
の作成などが可能となった。今回、従来は大型3Ｄプリンターを用いて造形していた頭骸骨モデルを、歯科用3Ｄプリ
ンタを用いて複数の骨片にわけて造形し術前後で組替えができる実体モデルを作成し、その精度検証と臨床応用を試み
たので報告する。【方法】顔面非対称の患者の頭蓋骨全体を歯顎顔面用コーンビームＸ線CT（CBCT）を用いて0.37ボクセ
ルピッチで撮影し、そのDICOMデータを顔面手術3Ｄ手術計画ソフトウェアに入力してLeFort IおよびSSROを用いた
仮想手術を行った。骨切り線を設定し骨切幅を1mmとし、上下の接合部分に0.2mmのスペースを空けた0.6mm厚の板
状のパーツと、その表面に位置関係を保持する為の4.6mmの球状の突起を、各種立方体を用いたブーリアン演算と移動
を繰り返して作成し、離断前のスペーサとした。次に離断された小骨片を計画された位置に移動し、同様にPredicted 
Positionでのスペーサを作成した。これらの形状データから歯科用高精細光造形機をもちいて樹脂製実体モデルと歯列位
置を復元する為のsplintの作成を依頼した。精度検証のために、これらスペーサーを使った術前後の実体モデルを組合
わせ、CBCTで0.3ボクセルピッチで撮影した。そして同ソフトウェアを用いてCGでの頭蓋骨部分を重ね合わせ、小骨
片部分の設計時と造形後の形態の再現性を検証し、従来法との比較を行った。【結果】設計と実体でオトガイ下部の位置
の差は約0.7mmないし1.4mmであった。この誤差は造形精度と結合部分の形態により生じたと考えられた。また従来の
実体モデルとの比較検討を行ったところ、より精密な骨移動の把握や骨削去量の検討や、コスト削減の可能性が示唆さ
れた。【結論】従来の方法に比べ、より安価に詳細な情報を得ることが可能となり臨床的に有用であると考えられた。
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学展 -161 4つの咀嚼筋の情報を付加した顎矯正手術三次元シミュレーション
3D simulation for orthognathic surgery including semi-automatically reconstructed masticatory 
muscles 

大塚　雄一郎、大島　隆史、箕田　碧、須田　直人
OTSUKA Y., OHSHIMA T., MINODA A., 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】昨年の本学会において我々は、内側翼突筋の付着や走行に関する情報を有する顎矯正手術三次元シミュレー
ションを考案した。しかしながら、このような三次元画像の構築には、100以上の断層画像を基にした手作業による
煩雑な筋抽出が必要であった。そのため、他の3つの咀嚼筋の情報を付加することは現実的に困難であった。そこで
三次元画像構築の半自動化を試み、作業工程の簡略化により咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋の情報を加え
た。【資料および方法】実験1：成人女性1名の初診時CTデータを資料とした。臓器立体模型作製を目的として開発さ
れた医科用3Dソフトウェア（Mimics inPrint Lite, Materialise社）を用い、少数の断層画像を基に形状補間機能により
半自動抽出を図ることで咬筋の三次元画像構築を行った。得られた画像を顎顔面手術シミュレーションソフトウェア

（ProPlan CMF，Materialise社）を用いて、手作業により再構成した三次元画像の形状と比較した。また、両手法の
画像構築に要する時間を比較した。実験2：顎変形症女性患者1名の初診時CTデータを資料とした。半自動抽出によ
り咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋を三次元画像構築し、得られた筋の形状と構築に要する時間を評価した。

【結果および考察】実験1：半自動抽出により構築された咬筋の形状は、使用する断層画像数を増加することにより、手
作業で構築された形状とほぼ同一となった。画像構築時間は半自動化によって大幅に短縮された。実験2：全ての筋で
半自動抽出による三次元画像構築は可能であったものの、側頭筋の画像構築時間は他の筋より約1.5倍長かった。側
頭筋は筋束が薄く大きいことから、断層画像の領域設定に時間を要したためと考えられた。【結論】三次元構築の半自
動化により、4つの咀嚼筋の情報付加が可能であった。

学展 -162 顎変形症患者における睡眠呼吸障害と口蓋扁桃肥大との関連
Relationship between sleep respiratory disturbance and tonsillar hypertrophy in jaw deformity 
patients

田中　崇嗣1、臼見　莉沙1、米満　郁男1、鈴木　康弘2、堤　剛2、小野　卓史1

TANAKA T.1, USUMI-FUJITA R.1, YONEMITSU I.1, SUZUKI Y.2, TSUTSUMI T.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東京医科歯科大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

【目的】顎変形症患者においては、顎骨を外科手術にて移動する際に軟組織が硬組織に追従し気道体積が変化する。特
に、骨格性下顎前突症患者においては、下顎骨体の後方移動に伴い上部気道が狭窄し、閉塞型睡眠時無呼吸（obstructive 
sleep apnea: OSA）を惹起するリスクがあると言われている。OSAは、睡眠時に咽頭気道が閉塞し、いびきや日中の
傾眠など種々の問題を引き起こすが、その要因の一つとして扁桃肥大が挙げられる。そこで本研究では、顎変形症患
者において口蓋扁桃肥大が術前における呼吸機能に与える影響を明らかにすることを目的とした。【資料および方法】
2016年から2019年に東京医科歯科大学矯正歯科外来を受診した患者のうち顎変形症（Class I: 14名、Class II: 31 名、
Class III: 54名）と診断され、術前に呼吸機能悪化リスク評価のため、口蓋扁桃肥大および咽頭閉塞部位の有無、終夜
ポリソムノグラフィー検査を評価した患者99名[（男性: 33名（18-55歳）、女性: 66名（16-48歳）]を対象とした。口蓋扁
桃はBrodsky scoreにてその大きさを分類し、BMI、ANB、中咽頭前後径、AHIとの関連を検討した。統計解析には、
Fisherの正確検定およびPearsonの相関係数を用いた（p<0.05）。【結果および考察】Class III患者は、Class II患者に比
べて口蓋扁桃が肥大している割合が有意に高かった。中咽頭気道前後径とANBは有意な負の相関を認めた。Brodsky 
scoreとBMI・AHIには、有意な相関を認めなかった。以上より、骨格性下顎前突症患者には口蓋扁桃肥大が認めら
れるものの、術前の呼吸動態には影響していないと考えられた。【結論】しかしながら、下顎骨の後方移動量が大きい
骨格性下顎前突症例においては、移動量・術式について配慮する必要があると考えられた。また外科的矯正治療前後
の呼吸機能の精査の重要性が示唆された。
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学展 -163 北海道大学病院における顎変形症患者に施行した SARPE 後の結果に関する考察
Assessment of results in jaw deformity patients with SARPE in Hokkaido University Hospital

吉沢　早織1、山本　隆昭1、中西　康1、武藤　麻未1、山口　博雄2、松下　和裕2、山方　秀一1、佐藤　嘉晃1

YOSHIZAWA S.1, YAMAMOTO T.1, NAKANISHI K.1, MUTOH M.1, YAMAGUCHI H.2, MATSUSHITA K.2, YAMAGATA S.1, 
SATO Y.1

1北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔機能学分野歯科矯正学教室、2北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔病態学分野口
腔顎顔面外科学教室

【目的】当院では、上顎の歯槽基底や歯列弓幅径に狭窄が認められる顎変形症患者に対し、確実に歯列を拡大するため、
Surgical Assisted Rapid Palatal Expansion （以下SARPE） を適応している。今回当院で施行したSARPE後の状態およ
び経過について検討したので報告する。【資料および方法】当院で顎変形症と診断され、2013年1月から2018年12月ま
でにSARPEを施行した22例のうち、転院したものや骨代謝に影響がある疾患を有するものなどを除いた18例（男性10
例：平均26.7歳、女性8例：平均34.3歳）を対象とした。資料として術前と拡大後のCT、オルソパントモ、オクルーザル
などを用いた。調査項目は（1）上顎第一小臼歯および第一大臼歯の歯冠部拡大量、同部根尖相当部の口蓋骨の拡大量お
よび装置拡大量 （2）拡大後の口蓋骨の骨形成状態 とした。なお（1）については18例中、術前と拡大直後のCTを撮影し
ていた12例を抽出した。【結果および考察】（1）歯冠部拡大率（歯冠部拡大量/装置拡大量×100）：第一小臼歯106.3％、第
一大臼歯115.4％ また、根尖相当部の口蓋骨拡大率（口蓋骨拡大量/装置拡大量×100）：第一小臼歯87.8％、第一大臼歯
61.9％であった。いずれも口蓋骨後方部は拡大されにくく、翼突上顎縫合およびその他の縫合も含め十分な離断が重要
であると考えられた。（2）18例中2例は早期（術後3、4か月）に骨形成を認めたものの、術後4か月で骨未形成の症例もあっ
た。しかし術後5か月以降に骨形成が認められないものはなかった。当院では口蓋骨形成の目安を術後約6か月と捉え
ており、今回の調査より概ね妥当だと考えられた。【結論】口蓋骨の平行拡大には翼突上顎縫合およびその他の縫合も含
め十分な離断が必要であること、骨が形成される目安として術後5か月以上は必要であるという可能性が示唆された。

学展 -164 偏位を伴う骨格性下顎前突者の外科的矯正治療前後のスマイル時の口唇運動の
三次元解析
Three-dimensional analyses of lip movements during smiling in patients with 
mandibularprotrusion before and after orthognathicsurgery

中根　隆1,2、山田　一尋1,2、影山　徹1,2、川原　良美3、楢本　達也1,2

NAKANE T.1,2, YAMADA K.1,2, KAGEYAMA T.1,2, KAWAHARA Y.3, NARAMOTO T.1,2

1松本歯科大学大学院歯学独立研究科硬組織疾患制御再建学部門臨床病態評価学、2松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科、
3松本歯科大学歯科矯正学講座

【目的】矯正治療では、咬合のみならず顔貌の改善がみられる。矯正治療後の静的な顔貌のみならずスマイルなど動的な顔貌
の改善が報告されているが、三次元的研究は少ない。そこで骨格性下顎前突者の外科的矯正治療前後のスマイル時の口唇と
頬部の動きについてステレオ写真を用いて、三次元的に解析することとした。【資料および方法】松本歯科大学病院育成期口
腔診療部門矯正歯科を受診し、外科的矯正治療を施術した骨格性下顎前突患者7名を対象とした。安静時とスマイル時の写
真をステレオカメラで撮影し、三次元解析ソフトウェアを用いて外科的矯正治療前後のスマイル時の口唇と頬部の動きを解
析した。【結果および考察】安静時からスマイル時に口唇運動は治療前後で以下の変化を示した。1）上唇中央部：治療前は上
後方で非偏位方向に移動し、治療後は有意な変化はなかった。2）下唇中央部：治療前は下後方で偏位方向に移動し、治療後
は後方移動量が有意に減少した。3）偏位側口角：治療前は上後方で偏位側へ移動し、治療後に上方への移動量が有意に増加
した。4）非偏位側口角：治療前は上後方で非偏位方向へ移動し、治療後に上方と非偏位側水平方向への移動量が有意に増加し、
後方移動量が有意に減少した。5）偏位側と非偏位側頬部：治療前は偏位側頬部と非偏位側頬部はともに上前方で外方へ移動
した。治療後に非偏位側頬部の前方向の移動量が有意に増加した。スマイル時の軟組織運動の対称性は、治療前は偏位側の
口角部水平距離と頬部偏位側の水平距離と前後距離は非偏位側に対して有意に大きい値を示し、治療後は口角部、頬部とも
に、偏位側と非偏位側間に有意な差はなかった。【結論】偏位を伴う骨格性下顎前突症では外科的矯正治療により、スマイル
時の口唇と頬部の運動の非対称性の改善と口角の上方への移動量が増加し、スマイルの改善が示された。



第78回日本矯正歯科学会学術大会 The 78th 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 -165 顎変形症における顎離断術が睡眠動態に与える影響
The influence of the maxillofacial surgery on sleep-disordered breathing in the patients with 
jaw deformity

菊地　玲美1、細谷　尚史2、川鍋　仁2、村上　彩乃2、村杉　嶺3、笹谷　哲郎3、福井　和徳2

KIKUCHI R.1, HOSOYA H.2, KAWANABE H.2, MURAKAMI A.2, MURASUGI R.3, SASATANI T.3, FUKUI K.2

1アースデンタルクリニック（ 福島県 ）、2奥羽大学歯学部成長発育学講座歯科矯正学分野、
3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】過去の報告において、下顎の後方移動術後に、気道の狭窄が発現し、閉塞性無呼吸症（OSA）が発症したとの報告が
ある。顎離断を行った直後に精神疾患を発現した症例が報告されるように、顎離断直後では気道の浮腫や炎症により睡眠
動態の悪化が推測される。本研究では、下顎矢状骨切術（SSRO）単独（One-jaw）および上下顎骨移動術（Two-jaw）を行った
骨格性下顎前突患者とOne-jawの骨格性上顎前突患者の術直前、術直後の比較を行ったので報告する。【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、外科的矯正歯科治療を行った患者を対象とした。対象群は骨格性下顎前突と
診断され、顎離断の種類により、One-jawを行った患者1名、Two-jawを行った患者1名。同様に骨格性上顎前突症と診断
され、One-jawを行った患者1名、計3名とし、術前矯正終了時および術後1週間後に資料採得（側面頭部Ｘ線規格写真）を行っ
た。睡眠時無呼吸の検査には簡易睡眠モニターを用い、術前は患者宅にて、術後は本学病棟にて1晩の終夜睡眠検査を行っ
た。睡眠イベントは睡眠障害国際分類に基づき解析を行った。【結果および考察】検査の結果、術前では下顎前突患者の方
が上顎前突患者に比べ睡眠呼吸イベントの増加がみられた。これは骨格性下顎前突症、特にTwo-jaw患者では中顔面の陥
凹のため、気道の狭窄のためと考える。術直後では術前と比較して骨格性下顎前突症を有するTwo-jaw患者の呼吸イベン
トの増加がみられた。このことは、骨格性上顎前突患者の方が骨格性下顎前突患者と比較し顎骨の移動量が少なく、骨格
性下顎前突を有するTwo-jaw患者では顎骨の移動量が大きく、炎症も大きかったためと考えられる。【結論】骨格性下顎前
突患者は睡眠時呼吸イベント頻度が高く、術直後では大きな移動量のため睡眠呼吸イベントが増加する可能性がある。

学展 -166 骨格性下顎前突症患者における術前後の短期的な睡眠動態変化についての考察
Studies on the shortterm changes after orthognathic surgery for mandibular prognathism

笹谷　哲郎1、細谷　尚史2、川鍋　仁2、村上　彩乃2、村杉　嶺1、福井　和徳2

SASATANI T.1, HOSOYA H.2, KAWANABE H.2, MURAKAMI A.2, MURASUGI R.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】睡眠時無呼吸症（OSA）は日中傾眠、注意力散漫そして抑うつ等の症状が発現するとされており、下顎の後方移
動術により気道の狭窄が発現し、閉塞性無呼吸症（OSA）や上気道抵抗症候群（UARS）が発現するとの報告がある。一
方、顎離断術後では精神医学的問題が出現するとの報告が散見され、特に精神疾患の既往が無く術後に精神障害が発
現したとの報告がみられるが、その原因は明らかではない。本研究では、下顎矢状分割骨切術（SSRO）単独もしくは
上下顎同時骨移動術を行った骨格性下顎前突患者に対し、術直後および術後1、2、3週後に簡易睡眠検査装置を用い
て施設外睡眠検査（OCST）を行い、形態的な気道変化との関連性について考察を行ったので報告する。【方法】対象は
本学歯学部附属病院にて外科的矯正治療を行い、SSRO単独を施術した患者4名（下顎単独群）、上下顎同時移動術を行っ
た患者6名（上下顎群）とした。形態的変化については術前矯正終了時および術後採得資料（側面頭部Ｘ線規格写真）を
計測した。OCSTはアリス Night One（Philips Respironics, USA）を用い、移動術前（T0）、術後1週間後（T1）、2週間
後（T2）および3週間後（T3）に検査を実施した。また、呼吸イベントの評価は睡眠障害国際分類第3版（ICSD-3）の定義
に基づき判定した。【結果および考察】下顎単独群および上下顎群共に睡眠動態の大きな変化はみられなかったが、上
下顎群ではT1においてSSRO単独群より睡眠イベントの増加がみられ、上下顎群では気道前後径の減少がみられた。
これは上下顎の顎骨の移動量が大きいため、より強い炎症が起こり気道が狭窄し、睡眠イベントが増加したと考える。

【まとめ】SSRO単独に比べ、上下顎骨同時移動術は咽頭部の炎症が強くなるため睡眠中に呼吸障害が出現しやすいこ
とが示唆された。
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学展 -167 下顎側方偏位を伴う下顎前突症の術前後における下顎頭の形態変化
Changes in the condylar head of mandible before and after orthodontic surgery in facial 
asymmetry

岡田　英之1,2,3、鈴木　雄士1,3、今村　竜太郎1,3、根岸　慎一1,3、葛西　一貴1,3

OKADA H.1,2,3, SUZUKI Y.1,3, IMAMURA R.1,3, NEGISHI S.1,3, KASAI K.1,3

1日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座、2日本大学大学院松戸歯学研究科、3日本大学口腔科学研究所

【目的】下顎枝矢状分割術（SSRO）は近位骨片の位置変化による下顎頭の形態変化が報告されている。本研究は下顎側
方偏位を伴う下顎前突症に対するSSRO前後の近位骨片の位置変化及び咀嚼運動変化が下顎頭形態変化に及ぼす影響
について明らかにする。【資料および方法】被験者はMeの偏位量が4.0mm以上の下顎側方偏位を伴う骨格性下顎前突
と診断され、SSROにて両側後退手術を施行した15名の患者（男性11名、女性4名）（30顆頭）とした。資料はSSRO前
及びSSRO後6か月に撮像されたCT断層データと咀嚼運動経路のデータを用いた。CT断層データから3D-CT像を再
構築し、近位骨片の位置と下顎頭表面の形態変化を調べた。咀嚼運動経路は、正常経路であるNormal（N）と、非正常
経路であるCross（C）、Reverse（R）の3つのTypeに分類した。【結果および考察】近位骨片の平均変化量は、偏位側で
は下顎角は外側へ1.5mm、上方へ2.3mm、下顎頭は前方へ0.7mm移動し、非偏位側ではそれぞれ1.9mm、2.4mm、0.4mm
移動した。術後の咀嚼運動経路については偏位側（15顆頭）では5顆頭、非偏位側（15顆頭）では10顆頭でN typeに変
化した。C、R typeは偏位側10顆頭と非偏位側5顆頭であり、C、R typeは術前後で変化はみられなかった。下顎頭
表面ではN typeは前方部に骨吸収像、後方部に骨添加像を認めた。これは下顎頭の前方移動に伴い、顎関節隙が前
方では狭くなり骨吸収を、後方では広くなり骨添加を生じたと考えられる。C、R typeは骨吸収・骨添加に一定の傾
向を認めなかった。【結論】下顎角の外上方と下顎頭の前方への位置変化と術後のN type咀嚼によって、下顎頭表面
の特徴ある骨添加・骨吸収傾向を認めた。

学展 -168 広島大学病院矯正歯科における過去５年間の顎関節症患者に関する統計調査
Statistical study of temporomandibular disorders in Hiroshima university orthodontic clinic 
over the past 5 years

大西　梓1、廣瀬　尚人2、粟田　哲也2、矢野下　真1、高野　真実1、山内　優佳2、西山　沙由理2、壷井　英里2、
谷本　幸太郎2

ONISHI A.1, HIROSE N.2, AWADA T.2, YANOSHITA M.1, TAKANO M.1, YAMAUCHI Y.2, NISHIYAMA S.2, TSUBOI E.2, 
TANIMOTO K.2

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、2広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】歯科領域でしばしば遭遇する顎関節症は、不正咬合との関係も報告されており、矯正歯科治療計画の立案の際に配
慮すべき病態である。当科では来院患者全員を対象に顎関節症に関する診査を行い、顎関節症状を認めた患者については
通常の検査に加えてMRI検査を実施している。そこで本研究では、当科を受診した患者における顎関節症の有病率および
その特徴を把握することを目的に統計学的調査を行った。【資料および方法】2014～2018年度の5年間に広島大学病院矯正歯
科を受診した患者1194名のうち、初診時に顎関節症に関する何らかの臨床症状を認めた患者および顎関節症の既往のある
患者で、MRI撮像が行われた303名（TMD群）を対象とし、性別、年齢、最大開口量、関節雑音（クリック音および捻髪音）、
疼痛（咀嚼筋群および顎関節部の圧痛）、およびMRI所見について検討を行った。【結果および考察】過去5年の総患者数に
対し、顎関節症を有する患者の割合は25％であった。性差に関してTMD群では女性の占める割合が有意に高く、これは
他の多くの報告と一致していた。年齢別では、10代の患者と比較して20～50代の患者で顎関節症を有する割合が大きかっ
た。また、開口障害（最大開口量40mm未満とする）を認めたものはTMD群の26％であった。関節雑音に関してはTMD群
の62％にクリック音、10％に捻髪音を認めた。初診時の触診においていずれかの咀嚼筋に圧痛を認めた患者はTMD群の
18％で、顎関節部の圧痛を認めた患者は10％であった。また、TMD群のおよそ半数に関節円板転位を認めた。下顎頭の
変形はTMD群の10％に認められた。【結論】顎関節症は多因子性疾患でその発症メカニズムは不明な点が多い。本研究によ
り矯正歯科受診患者の顎関節症の有病率およびその特徴が明らかとなった。
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学展 -169 骨格性上顎前突症における外科的矯正治療後の後戻りと顎関節形態の評価
Evaluation of post-treatment relapse and condyle in surgical orthodontic treatment of maxillary 
protrusion

丸山　友貴1、飯島　由貴1、森川　泰紀1、立木　千恵1、野嶋　邦彦1、末石　研二1、西井　康1、高木　多加志2、
柴原　孝彦2、片倉　朗3

MARUYAMA Y.1, IIJIMA Y.1, MORIKAWA T.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, NISHII Y.1, TAKAKI T.2, 
SHIBAHARA T.2, KATAKURA A.3

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、3東京歯科大学口腔病態外科学講座

【目的】我々は骨格性上顎前突症の外科的矯正治療の安定性には下顎頭形態の変化が影響を及ぼすことを報告した。しかし顎
矯正手術後の長期的変化として下顎頭の経時的・三次元的な形態変化は明らかにされていない。今回、骨格性上顎前突症の
外科的矯正治療前後の下顎頭形態の長期的変化と術後の安定性との関連を検討したので報告する。【資料および方法】東京歯
科大学千葉歯科医療センター矯正歯科に来院し骨格性上顎前突症の診断の下、外科的矯正治療を施行した20名を対象とし、
安定群と後戻り群の2群に分類した。それぞれの群において、顎矯正手術前（T1）、顎矯正手術後1か月（T2）、顎矯正手術
後1年（T3）および顎矯正手術後2年（T4）に撮影した顎顔面MDCTおよび側面頭部エックス線規格写真を用いて、各時点に
おける下顎頭の三次元的最大幅径、前後径および、高さを計測し、比較検討を行った。計測には画像解析ソフト（Simplant 
OMS Pro）を用いた。【結果および考察】安定群、後戻り群ともにT1-とT2間での有意差を認めなかった。また、後戻り群に
おいてT1-T4間で幅径と前後径に有意差を認めなかったが、高さに有意差を認めた。安定群ではどの時期においてもそれぞ
れの計測項目において有意差を認めなかった。高さの変化としてはT1と比較してT4において下顎頭上方部での減少が認め
られ、下顎頭下部の変化に差が認められず、後戻り群では下顎頭上部の形態が扁平に変化が吸収していくことが示唆された。

【結論】骨格性上顎前突症の顎矯正手術後の後戻り症例における下顎頭形態の長期的変化としては水平的な変化よりも垂直的
な変化のほうが大きいことが示唆され、垂直的な変化は下顎頭上方部で生じていることが示唆された。

学展 -170 骨格性上顎前突症の外科的矯正治療における後戻りの要因
Relapse factor of surgical orthodontic treatment in maxillary protrusion

西井　康1、丸山　友貴1、飯島　由貴1、森川　泰紀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、片倉　朗3

NISHII Y.1, MARUYAMA Y.1, IIJIMA Y.1, MORIKAWA T.1, TACHIKI C.1, NOJIMA K.1, SUEISHI K.1, TAKAKI T.2, 
SHIBAHARA T.2, KATAKURA A.3

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、3東京歯科大学口腔病態外科学講座

【目的】骨格性上顎前突症の外科的矯正治療後の後戻りの要因は多因子であると考えられるが、下顎頭形態はその中でも影
響の大きい因子であると報告されている。しかし、外科的矯正治療後の後戻りについて、多因子を同時に比較した報告は散
見されるのみである。本研究は、骨格性上顎前突症における外科的矯正治療後の後戻りについて、顔面形態と下顎移動量
および下顎頭形態の関係ついて多重ロジスティック回帰分析にて検討した。【資料および方法】東京歯科大学千葉病院矯正
歯科に来院し骨格性上顎前突症の診断の下、外科的矯正治療を施行し手術後2年以上（平均4.6年）経過した21名を対象とし
た。初診時（T1）と顎矯正手術後2年（T2）における対象者の3DCT画像および側面頭部エックス線規格写真を用いた。初診
時の下顎頭形態をNormal or Wideタイプ（NW）、Narrowタイプ（N）、Flat or Erosionタイプ（FE）に分類しT1-T2間におけ
るPogonionの後戻り量に対して、安定群と後戻り群とに分類し、それぞれの下顎頭タイプの分布を調査した。また後戻り
量に対して、T1における下顎下縁平面角、Gonial angle、下顎頭形態と下顎移動量の多重ロジスティック回帰分析を行った。

【結果および考察】術前の下顎頭形態は、安定群においてNW、N、FEタイプの順で多く認められた。後戻り群では反対に、
FE、N、NW、タイプの順で多く見られた。後戻りの要因としては下顎移動量が相関係数、オッズ比とも高い値を示し移動
量の設定の重要性が改めて認識された。また、下顎頭形態のオッズ比から、下顎頭形態が正常であるか否かが術後の安定に
大きく影響することも解析された。【結論】本研究より、骨格性上顎前突症の外科的矯正治療術後の安定性は、下顎移動量、
垂直的顔面形態、下顎頭形態の3要素と高い関連があり、特に下顎頭形態を考慮に入れた治療計画を立案することが重要で
ある事が確認できた。
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学展 -171 鶴見大学歯学部附属病院矯正科における矯正治療患者の治療前後 PAR index
による咬合状態の評価
Quality assessment of orthodontic treatment using the PAR index in Tsurumi University dental 
hospital

小澤　絵理香、菅崎　弘幸、及川　崇、関谷　利子、山口　祐希、勝又　裕太、吉澤　舞、友成　博
OZAWA E., KANZAKI H., OIKAWA T., SEKIYA T., YAMAGUCHI Y., KATSUMATA Y., YOSHIZAWA M., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】矯正治療において初診の不正咬合状態とその治療結果を客観的に評価することは、治療技術向上に必須であ
る。本研究では、鶴見大学歯学部附属病院矯正科において矯正治療を行った患者の治療前後の歯列・咬合状態をPAR 
indexで定量評価することにより、本学矯正科における治療成績の客観的評価を行った。【資料および方法】対象は、本
学附属病院矯正科における初診が2010年1月～2011年12月末の患者のうち、初診時年齢が15歳以上でマルチブラケッ
ト装置での本格矯正治療を行った患者199名（矯正単独治療135名、外科矯正治療64名）とした。治療途中の転院や中断
症例、またMTM症例は除外した。これらの条件に該当する患者の初診時および装置撤去時の模型からPAR indexを
算出し、矯正単独群と外科矯正群での初診時および治療後の咬合状態、両群における治療成績、初診時の不正咬合の
程度と治療成績の相関について調べた。各群のPAR indexは中央値（25％tile-75％tile）で示す。【結果および考察】初診
時PAR indexは矯正単独群が32（23-41.5）で外科矯正群は46（38-59.25）であり、初診時の不正咬合の度合が外科矯正群の
方が重度であった。また、両群における装置撤去時PAR indexは矯正単独群が1（0-6）、外科矯正群が0（0-2.5）と統計的
には外科矯正群が有意に低かったが、両群ともに5以下のため両群とも理想的な咬合状態であるといえる。両群におけ
る初診時および装置撤去時PAR indexには相関がなく、両群ともに初診時の不正咬合の状態に関わらず良好な咬合状
態が得られた。また初診時の不正咬合の度合に関わらず装置撤去時に良好な咬合状態が得られた。【結論】鶴見大学歯
学部附属病院矯正科における矯正治療は不正咬合の度合や治療法に関わらず良好な咬合状態を得ることができた。

学展 -172 側面セファログラムを用いた九州大学病院矯正歯科における矯正治療結果の評価
Evaluation of orthodontic treatment outcome using lateral cephalogram in Kyushu University 
Hospital

星　健治1、日高　慶樹2、福井　紗貴2、高橋　一郎3

HOSHI K.1, HIDAKA K.2, FUKUI S.2, TAKAHASHI I.3

1九州大学病院矯正歯科、2九州大学歯学部、3九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分野

【目的】当科では、矯正治療のアウトカム評価の一環として側面セファロにおける初診時立案の治療目標と動的治療終
了時のトレースとの重ね合わせを行っている。本研究では、側面セファロにおける治療目標と動的治療終了時のト
レースとの差異を症例分類ごとに検討した。【資料および方法】多数歯欠損、再治療、口唇口蓋裂、症候群の症例を除
き、平成22～29年にマルチブラケット法による動的治療を終了した106症例（女性84名、男性22名、初診時年齢13
歳1か月～49歳9か月）を対象とした。側面セファロにおける治療目標と動的治療終了時のトレースの差異を計測し、
矯正単独・外科的矯正治療、前後的顎間関係、抜歯の有無などの相違による比較を行った。2群間の検定にはMann-
Whitney U test、3群間ではKruskal-Wallis testを用いた。九州大学医系地区部局臨床研究倫理審査委員会の承認を
受け実施した（承認番号30-15）。【結果および考察】動的治療終了時、矯正単独治療群での上顎切歯と上下唇、外科的
矯正治療群でのGn、Goおよび下唇を除き、各計測点の治療目標からの乖離はミリ以内であった。外科的矯正治療群
では、下顎骨と上顎切歯の前方位を認めた。これらの結果は、外科的矯正治療症例における下顎骨の後戻りや上顎切
歯のディコンペンセーションの不足を示唆していた。一方、抜歯症例では、上唇と下顎切歯の後方位を認め、特に、
矯正単独治療の抜歯症例では、上下口唇と上顎切歯の後方位を認めた。これらの結果は、抜歯症例における切歯後退
時のトルクコントロールの不足によるものと考えられた。【結論】当院において、良好な治療結果獲得のためには、骨
格性III級の外科的矯正治療症例における下顎骨の前後的位置の設定法の改善や上顎切歯のディコンペンセーション、
また抜歯症例における切歯のトルクコントロールに注意を払うべきであると考えられた。



第78回日本矯正歯科学会学術大会 The 78th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

227

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 -173 広島大学病院矯正歯科受診患者の唾液分泌量と顎顔面病態との関連 
Relationship between salivation and skeletal morphology in orthodontic clinic in Hiroshima 
University Hospital 

吉見　友希1、角　伊三武1、山田　桜1、岡田　美穂2、徳井　文2、國松　亮1、小川　郁子3、谷本　幸太郎4

YOSHIMI Y.1, KADO I.1, YAMADA S.1, OKADA M.2, TOKUI F.2, KUNIMATSU R.1, OGAWA I.3, TANIMOTO K.4

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科、2広島大学病院診療支援部歯科衛生部門、3広島大学病院口腔検査センター、
4広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学講座

【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ず、十分な口腔衛生管理を必要とする。カリエ
スリスク検査は、様々なリスク因子を定量的に把握することによって患者のう蝕活動性を計測する有効な方法であり、当科
においても、患者の口腔衛生管理の具体的指標として利用している。その評価項目の一つである唾液分泌量は、全身疾患や
服薬による影響を受ける。当科初診患者において、全身的な問題が認められないにも関わらず、唾液分泌量が極端に少ない
症例が散見される。そこで、唾液分泌量に影響を及ぼす要因として、咬合状態および顎骨格との関連の有無について、統計
学的調査を行った。【資料及び方法】2015年4月から2019年3月までに当科を受診した初診患者のうち、カリエスリスク検査
と矯正基本検査を行った530名（平均年齢14.9±10歳）を対象とした。カリエスリスク検査項目のうち、刺激時唾液分泌量を
利用した。咬合状態の評価として模型分析を行い、ALD、overjetおよびoverbiteを計測した。骨格状態として、側面頭部エッ
クス線規格写真分析のうち、facial angle、上顎前突度、Y-axis、gonial angle、∠SN/MP、ramus plane angle、∠ANB、
occlusal plane angle、およびFMAについて、唾液分泌量との関連を解析した。統計処理にはピアソンの相関係数およびマ
ンホイットニーU検定を用いた。【結果および考察】唾液分泌量と顎骨格の評価において、上顎前突度、Y-axisに正の相関が
認められた。また、唾液分泌量と咬合状態の評価において、ALD、overjetに正の相関が認められ、下顎前突患者では刺激
時唾液分泌量が少ないことが示唆された。唾液分泌量に影響を及ぼす要因として、その他にも咬合接触面積や咬合力、呼吸
状態などの関連が考えられ、更なる検討が必要である。【結論】刺激時唾液分泌量は、咬合状態および顎骨格状態と相関があ
ることが示唆された。

学展 -174 広島大学病院矯正歯科受診患者における唾液を用いたカリエスリスク検査に関
する調査
Survey on caries risk test using saliva in orthodontic patients at Hiroshima University Hospital

岡田　美穂1、國松　亮2、吉見　友希2、角　伊三武2、山田　桜2、徳井　文1、北川　雅恵3、谷本　幸太郎2

OKADA M.1, KUNIMATSU R.2, YOSHIMI Y.2, KADO I.2, YAMADA S.2, TOKUI F.1, KITAGAWA M.3, TANIMOTO K.2

1広島大学病院診療支援部歯科部門、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 ）、
3広島大学病院口腔検査センター

【目的】矯正歯科治療中では、複雑な装置を口腔内に装着しなければならず、さらに、良好な治療結果を得るまで長期間に渡り、
十分な口腔衛生管理を必要とする。そのため、広島大学病院矯正歯科では、矯正歯科受診患者に対して、カリエスリスク検
査を実施している。カリエスリスク検査は、患者の唾液から唾液の質や細菌数などを調べることにより、患者のカリエスリ
スク評価を把握することができ、矯正歯科臨床における応用が期待されているものの、カリエスリスク検査の項目について
の相互関係については、ほとんど報告されていない。そこで、本研究は、カリエスリスク検査に関する各項目の相互関係を
明らかにすることを目的とした。【資料および方法】被験者は、2015年4月から2019年3月までに広島大学病院歯科矯正科を
受診した初診患者でカリエスリスク検査を実施した574人 （年齢5歳から64歳、平均年齢15.6歳）とし、カリエスリスク検査
に関する項目について分析を行った。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E-1039号）。【結果および考察】カリエスリスク検査の項目のうち、唾液pHと唾液緩衝能に正の相関が認められた。
また、唾液の流出量が少ないものほど、ミュータンス菌やラクトバチルス菌の細菌数、およびカンジダ菌の発現率が増加
する傾向にあった。p Hや唾液緩衝能は年齢とともに若干低下する傾向にあったものの、カリエスリスク度は年齢による有
意な差は認めなかった。さらに、PCR（プラークコントロールレコード）とカリエスリスク度は有意に相関が認められ、PCR
の改善のための口腔衛生指導が、カリエスリスク度を低下させる可能性が示唆された。【総論】今回の調査で、カリエスリス
ク検査の各項目の関連が明らかとなった。また、口腔衛生状態とカリエスリスク度の相関が示されたことにより、口腔衛生
指導の介入が重要である可能性が示唆された。
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学展 -175 矯正歯科治療中患者へのう蝕予防管理による介入効果の検討
Effects of caries prevention program during orthodontic treatment 

芳賀　秀郷1、宮野　二美加1、和田　沙也加1、神田　夏美2、鈴木　恵美2、槇　宏太郎1

HAGA S.1, MIYANO F.1, WADA S.1, KANDA N.2, SUZUKI M.2, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2昭和大学歯科病院歯科衛生室

【目的】長期に及ぶ固定式装置の装着によりブラッシングの困難さや患者特性としてう蝕好発年齢に相当する場合も多
く、矯正歯科治療中のう蝕リスクは非常に高まる。当院では歯科衛生士と連携を図りながら矯正歯科治療中のう蝕予
防管理に取り組んでいる。そこで、う蝕予防管理における歯科衛生士の介入効果について検討することを目的として
本研究行った。【資料および方法】2016年4月から2017年12月の間に昭和大学歯科病院矯正歯科を受診し、歯科衛生
士の専門的クリーニングおよび口腔衛生指導を受けた患者55名（平均年齢29.8歳、男性15名・女性40名）を対象とし
た。歯科衛生士の介入回数に応じて3群（I 群:0-5回、II群:6-10回、III群:11回以上）に分け、口腔内細菌数の測定結果
を元に比較検討を行った。データ分析には、相関分析および一元配置分散分析を用いた。本研究は、昭和大学歯科病
院臨床試験審査委員会により承認を得て実施した（承認番号：DH2017-010）【結果】歯科衛生士による介入回数と口腔内
細菌数の改善度との間に有意差は認められなかった。また介入により口腔内細菌数が改善した群、変化がなかった群、
悪化した群の間で介入回数の平均値に差があるか否かを一元配置分散分析により検討した結果、各群間で介入回数
の平均値に差は見られなかったが介入回数に応じて口腔内環境が向上する傾向が示された。【考察】2018年4月から歯
科大学病院として日本初となる「矯正歯科治療にう蝕の予防管理プログラムCAMBRA（Caries Management By Risk 
Assessment）」を導入した。開始にあたり既存の歯科衛生士による指導および口腔内細菌数を指標としてどのような
因子がう蝕リスクにあたるのかを検討した。本研究により歯科衛生士の介入回数が増加する程、口腔内環境への意識
や改善傾向が確認できたが、受診時のみの対応では不十分であり個人のリスクに応じた日常的な個別のアプローチが
必要である事が示唆された。

学展 -176 術前顎矯正における口腔内スキャナーの成績比較
Comparison of oral scanners in presurgical infant orthopedics

長谷川　紘也、真野　樹子、野尻　尚子、土屋　隆子、須田　直人
HASEGAWA H., MANO M., NOJIRI N., TSUCHIYA T., 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】我々は、唇顎口蓋裂の新生児や乳児の術前顎矯正治療に用いる哺乳床型口蓋床作製にあたり、口腔内スキャ
ナーを用いた光学印象を活用している。これまで光学印象の撮像時間は、口腔内の湿潤、患児の体動、顎裂の大き
さにより影響を受けることを報告した。口腔内スキャナーには撮像前に専用パウダーの噴霧を必要とする機種と不
要な機種があり、前者の方が撮像精度が高いと知られている。一方で、このような高い精度が唾液分泌量の多い新
生児や乳児においても得られるかは不明である。そこでパウダーの必要性が異なる2機種で唇顎口蓋裂児に対する光
学印象の成績を比較した。【資料および方法】生後40日の顎裂幅と口蓋裂幅が各々 11.5mmと18.0mmの左側唇顎口蓋
裂児1名のエポキシ模型を計測対象とした。パウダー噴霧を必要とする3M社製True Definitionと、不要な3Shape
社製Trios3を用いた。撮像時間は熟練した1名が計5回行い、乾燥条件下と人工唾液による湿潤下での平均を算出し
た。次に、生後65日の両側性唇顎裂児1名に対するアルジネート印象とTrios3を用いた光学印象の結果を比較した。

【結果および考察】左側唇顎口蓋裂児のエポキシ模型を用いた光学印象において、湿潤によりTrue Definitionでは撮像
時間が乾燥条件下より113％延長したのに対し、Trios3では58％延長するのみであった。この差は人工唾液によるパ
ウダー流出に起因すると考えられた。次に両側性唇顎裂児に対する印象採得では、アルジネート印象は光学印象と比
較して顎堤部と中間顎で最大500μm誤差が生じた。この誤差は可動性の大きな部位に対するアルジネートの印象圧に
より生じたと考えられる。なお、光学印象後にエポキシ模型上で口蓋床を作製したところ、問題なく装着可能だった。

【結論】新生児や乳児に対する光学印象では、専用パウダーの噴霧を必要としない機種使用が望ましい。
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学展 -177 乳歯歯髄由来間葉系幹細胞培養上清の骨再生治療への応用
Application of conditioned media of stem cells from human exfoliated deciduous teeth to bone 
regeneration

平木　智香1、國松　亮2、中島　健吾2、阿部　崇晴2、山田　桜2、力武　航大1、粟田　哲也2、吉見　友希2、
柄　優至2、加来　真人2、谷本　幸太郎1

HIRAKI T.1, KUNIMATSU R.2, NAKAJIMA K.2, ABE T.2, YAMADA S.2, RIKITAKE K.1, AWADA T.2, YOSHIMI Y.2, TSUKA Y.2, 
KAKU M.2, TANIMOTO K.1

1広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学、2広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

【目的】口唇口蓋裂の顎裂部に対して、腸骨を用いた顎裂部骨移植術が行われている。しかしながら、腸骨採取時の外科的侵
襲、長期入院の必要性、腸骨採取後の疼痛とそれに伴う歩行障害などの種々の問題が伴う。近年、再生医療の領域におい
て、間葉系幹細胞が分泌するサイトカインのパラクライン作用による、幹細胞培養上清の組織再生への有効性が報告されて
いる。しかしながら、骨再生に対する乳歯歯髄由来未分化間葉系幹細胞 （SHED） の培養上清 （SHED-CM） の影響について、
詳細な検討を行った報告は見られない。そこで、本研究は、SHED-CMを免疫不全マウス骨欠損モデルに移植することで、
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】抜去された乳歯の歯髄から、SHEDを単離・培養し、
SHED-CMを回収した。SHED-CM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 （BLAB/c-nu） の頭頂
骨に直径5.0mmの骨欠損を作製し、SHEDおよびSHED-CMを含有したアテロコラーゲンをそれぞれ移植した （n=6） 。一方、
α-MEMを含有したアテロコラーゲンを移植したマウスを対照群とした。その後、再生骨について、マイクロCTを用いて
三次元的な解析を行った。また、組織学的な検討として、HE染色および、Masson's trichrome （MT） 染色を行った。さらに、
免疫組織化学染色によりVEGFおよびCD34の発現を確認し、血管新生について検証した。【結果および考察】SHED-CM移
植群およびSHED移植群は、対照群と比較して、有意に骨再生が確認された。また、SHED-CM移植群では、SHED移植群
および対照群と比較して、MT染色において成熟骨形成の促進、免疫組織化学染色において血管新生の促進が確認された。
以上の結果より、SHED-CMの生体への移植により血管新生、骨再生が促進されることが明らかとなった。【結論】SHEDの
培養上清を応用した顎裂部再生治療への有効性が示唆された。

学展 -178 明海大学病院矯正歯科における1999年以降の口唇裂・口蓋裂患者の臨床統計
Clinicostatistical study on CLP patients at Orthodontic Clinic of Meikai University Hospital

鈴木　大喜、品川　令、藤本　舞、長谷川　紘也、真野　樹子、須田　直人
SUZUKI M., SHINAGAWA R., FUJIMOTO M., HASEGAWA H., MANO M., 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】口唇裂・口蓋裂治療では、医療施設の立地や医療連携の特色が、治療法や治療結果に影響を与える。明海大
学病院は埼玉県唯一の歯学部附属病院であり、口唇裂・口蓋裂治療においても地域に密着した医療が求められてい
る。今回、1999年以降の20年間の口唇裂・口蓋裂治療患者の来院動向を通じて、当院矯正歯科の特徴を考察する。

【資料および方法】1999年1月から2018年12月における当科の初診口唇裂・口蓋裂患者を対象とした。資料として、
患者台帳、診療録、歯列模型、口腔内写真を用いた。前半10年間（1999～2008年）と後半10年間（2009～2018年）に分
類し、過去20年間の施設統計を調査した。【結果および考察】20年間に来院した患者数は248例（初診時年齢0～41歳、
男女比1.0:1.2）であった。片側性唇顎口蓋裂と片側性唇顎裂が各々41.1％と17.7％であり、片側性症例が約6割であった。
次いで口蓋裂単独が19.4％、両側性唇顎口蓋裂が15.7％であった。紹介元は埼玉医科大学の附属3病院が59.3％と最
も多く、診療科別では形成外科が85.5％を占めた。前半10年間に比べ後半10年間は患者数が19.5％増加し、紹介元
の医療施設数が増加すると共に受診患者の居住地が広域化した。術前顎矯正治療の施行例は、前半10年間は9例のみ
であったが、後半10年間は62例と大きく増加した。一方、後半10年間に初診時年齢が10歳以上の患者数は大きく減
少した。また、初診時に前歯部と臼歯部の双方に交叉咬合のない患者の割合が増加した。この原因として、術前顎矯
正治療による矯正歯科医の早期介入と口蓋形成術の手術成績の向上が考えられた。【結論】比較的東西に広い埼玉県で
は、県央部の口唇裂・口蓋裂児はさいたま市や都内に通院しにくく、地域医療において当科が果たす役割が大きい。
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学展 -179 乳歯列期における唇顎口蓋裂の裂型別の下顎骨体積および顎顔面形態の比較
Comparison of mandibular volume and craniofacial morphology in different orofacial clefts in 
primary dentition period

高橋　正皓1、ABHISHEKHI Shrestha1、山口　徹太郎1,2、降旗　真由1、疋田　悠1、中脇　貴俊1、吉田　寛1、
槇　宏太郎1

TAKAHASHI M.1, Abhishekhi S.1, YAMAGUCHI T.1,2, FURUHATA M.1, HIKITA Y.1, NAKAWAKI T.1, YOSHIDA H.1, MAKI K.1

1昭和大学歯学部歯科矯正学講座、2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】唇顎口蓋裂は、上顎骨の劣成長を特徴とした顎顔面形態を有することが知られている。しかし、乳歯列期の唇顎口蓋
裂の下顎骨形態に着目し、下顎骨体積と顎顔面形態を各裂型に分類して、比較した報告はない。裂型の異なる唇顎口蓋裂の
下顎骨体積および顎顔面形態を三次元的に詳細に解析することは、顎顔面領域の成長発育過程を理解する上で重要である。
本研究は、乳歯列期における異なる裂型の唇顎口蓋裂の下顎骨体積と顎顔面形態の比較を三次元的に行い、裂型により違い
を認めるか明らかにすることを目的とした。【試料および方法】昭和大学歯科病院矯正歯科を受診した、非症候性唇顎口蓋裂
患児と先天性疾患や全身疾患を伴わない患児の中から、84名（平均年齢4.66±0.47歳、男児46人、女児38人）を選択し、両側
性唇顎口蓋裂（BCLP群）、片側性唇顎裂（UCLA群）、片側性唇顎口蓋裂（UCLP群）、及び先天性疾患や全身疾患を伴わない
患児（Control群）の4つの群に分類した。Cone-beam computed tomographyを用いて下顎骨体積の計測と角度・線計測（計9
項目）を行い、下顎骨体積および顎顔面形態の比較を行った。統計的検定には、共分散分析とBonferroni法を用いた。本研究は、
昭和大学倫理委員会の承認を得て実施した。【結果および考察】共分散分析の結果から、下顎骨体積に有意差は認められなかっ
た。角度・線計測を行った9項目のうち5項目（SNA、ANB、SN-MP、Co-A、Go-Gn）で有意差を認めた。Bonferroni法を用
いた多重比較検定の結果から、UCLA群とUCLP群間、UCLP群とBCLP群間、UCLA群とBCLP群間、およびBCLP群と
Control群間に、形態学的有意差を認めた。上顎骨の組織欠損量や顎顔面形態の違いに関わらず、咬合力等の力の作用によっ
て、下顎骨体積はある一定量を維持している可能性が考えられる。【結論】乳歯列期における唇顎口蓋裂の下顎骨体積は、裂
型、および顎顔面形態に影響されない可能性が示唆された。

学展 -180 片側性顎裂部を有する患者における顎裂部骨移植術が歯周組織におよぼす影響
The influence of alveolar bone graft in patients with unilateral alveolar cleft on periodontal 
tissues

吉田　陽子1、光岡　一行1、宮脇　剛司3、小森　成2

YOSHIDA Y.1, MITSUOKA K.1, MIYAWAKI T.3, KOMORI A.2

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、3東京慈恵会医科大学附属病院形成外科

【目的】顎裂部骨移植術での粘膜の縫合は緊密な方が望ましいが十分な粘膜弁を獲得することは困難であるため、
lesser segmentの粘膜弁を前方へ移動することが行われる。その際、大臼歯部に生じた歯肉不足分は可動粘膜を下方
へ移動するためraw surfaceは露出しないが、歯周組織への影響は不明である。そこで、顎裂部骨移植術において上
記の粘膜移動術を行った際の歯周組織への影響を検討した。【資料および方法】日本歯科大学附属病院矯正歯科を受診
している顎裂部を有する患者のうち、片側性の顎裂部に対して骨移植術を受けた患者13名（男7名、女6名）を調査対
象にした。内訳として片側唇顎口蓋裂が6例、片側唇顎裂が7例であった。手術はいずれも同一の術者および手術方
針に基づいて実施した。評価項目は、健側および患側の第一大臼歯部頬側中央の歯頸部から可動粘膜までの付着歯肉
の幅、骨移植部の骨面の露出の有無、および健側・患側の第一大臼歯とその近心に位置する隣在歯の頬側のプロービ
ングポケットデプスとした。付着歯肉幅の健側と患側の比較にはマン・ホイットニーのＵ検定、プロービングポケッ
トデプスの健側と患側の比較には一元配置分散分析を用いて評価した。【結果および考察】健側と患側の付着歯肉の幅
は患側の方が有意に短く（P<0.01）、健常者の正常範囲内であった。粘膜から骨面露出を認める症例はなかった。プロー
ビングポケットデプスは第一大臼歯とその隣在歯において健側・患側の差はほとんどなく、有意差は認められなかっ
た。【結論】顎裂部骨移植術によって、縦切開を行った第一大臼歯付近の付着歯肉の幅は影響を受ける可能性が示唆さ
れた。なお、移植骨の露出は認められず、粘膜弁を移動した部位の歯のプロービングポケットデプスは健側と変わら
なかった。
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学展 -181 上顎第二小臼歯先天性欠如が臼歯の歯軸に及ぼす影響
Effects of maxillary second premolars agenesis on posterior tooth inclination

加羽澤　侑以1、瀬戸　淑子2、遠藤　敏哉1

KABASAWA Y.1, SETO Y.2, ENDO T.1

1日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科咬合形態機能矯正学、2日本歯科大学新潟病院矯正歯科

【目的】演者らは、第77回日本矯正歯科学会学術大会で上顎第二小臼歯先天性欠如が上顎洞形態に及ぼす影響を
報告した。本研究の目的は、上顎第二小臼歯の先天性欠如が臼歯の歯軸に及ぼす影響を検討することである。

【資料および方法】資料は、日本歯科大学新潟病院矯正歯科を受診した上顎第二小臼歯の先天性欠如群（38名、片側
性欠如：28名、両側性欠如：10名）と先天性欠如歯のない対照群（38名）の45°斜位頭部エックス線写真である。臼歯
歯軸の計測は、角度計測2項目と距離計測8項目を行なった。統計処理にはt検定とTukey-Kramer検定を用いた。

【結果および考察】先天性欠如群では、有意に小さい第一小臼歯歯軸傾斜角（P<0.01）と第一小臼歯歯根の水平距離
（P<0.05）を示した。すなわち、上顎第二小臼歯の先天性欠如は、第一小臼歯の歯根の遠心位を伴う近心傾斜を引き起
こす。Alessandri-Bonettiらは、第一小臼歯の歯冠は8歳時に顎骨内で近心に傾斜するが、萌出とともに整直すると報
告した。本研究結果は、上顎洞が拡大し槽間中隔部へ陥入することで、第一小臼歯歯根の近心への移動を妨げ、さら
に第二小臼歯と比較して歯冠幅径の大きい第二乳臼歯の残存が、歯冠の遠心への移動を妨げたことによると推測する。
片側欠如群の欠如側と両側欠如群、片側欠如群の非欠如側と対照群において、すべての計測値で有意差を認めなかっ
たという本研究結果は、上顎第二小臼歯の片側性欠如が、非欠如側の臼歯歯軸に影響を与えないことを示唆する。し
かし、片側性下顎第二小臼歯の先天性欠如は反対側同歯の萌出遅延と遠心傾斜を引き起こし、局所的な現象ではない
と報告したNavarroらの研究結果とは異なる。【結論】上顎第二小臼歯の先天性欠如は、第一小臼歯の歯根の遠心位を
伴う近心傾斜を引き起こす。上顎第二小臼歯片側性欠如は非欠如側の臼歯歯軸に影響を与えない。

学展 -182 Hemifacial microsomia 患者に対するチーム医療における矯正治療の実態調査
A survey on orthodontic treatment in team care for the patient with hemifacial microsomia

坂本　輝雄1、岡安　麻里2、佐々木　会3、土持　宇4、長濱　諒5、近藤　俊6、大西　有理7、森　浩喜8、
森下　格9、石井　武展1、宮崎　晴代1、須田　直人3、須佐美　隆史2、齋藤　功2,10

SAKAMOTO T.1, OKAYASU M.2, SASAKI A.3, TSUCHIMOCHI T.4, NAGAHAMA R.5, KONDOU S.6, OONISHI Y.7, MORI H.8, 
MORISHITA T.9, ISHII T.1, MIYAZAKI H.1, SUDA N.3, SUSAMI T.2, SAITO I.2,10

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2国立大学法人東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
3明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野、4日本歯科大学附属病院矯正歯科、5昭和大学歯学部歯科矯正学講座、
6藤田医科大学医学部形成外科学講座、7大阪母子医療センター口腔外科（ 大阪府 ）、8徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学、
9雪の聖母会聖マリア病院矯正歯科（ 福岡県 ）、10新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

【目的】Hemifacial microsomia（HFM）は顔面非対称を主徴とする先天性疾患で、多領域のチーム医療が必要である。しか
し、その実態については未だ明らかにされていない。今回矯正歯科医による多施設共同研究を行った。【資料および方法】
19施設が調査に参加した。調査は共通の調査票にて矯正歯科診療録を基に各施設が行い、東京歯科大学にて集計・解析を
行った。調査項目は、性別、患側、重症度 （Pruzansky分類）、初診時年齢、合併症、矯正歯科治療歴および手術歴である。

【結果および考察】584症例のデータを収集した。性別は男性54.5％、女性45.5％であった。患側は右側45.9％、左側45.0％、
両側9.1％であった。Grade1が37.5％、2が52.1％、3が9.2％、不明が1.2％であった。初診時年齢は4歳から8歳が多かっ
た。合併症は、小耳症が66.1％、巨口症は25.9％、目の疾患は12.8％にみられた。唇顎口蓋裂は9.8％（57症例）、そのう
ち口蓋裂単独が35症例であった。第1期矯正治療は4歳から9歳に多く開始されていた。目的は主に咬合平面の傾斜の改善、
下顎骨の成長誘導、顔面非対称の改善で、FKO、バイトプレートなどが使用されていた。また、上顎の拡大や部分的な歯
の移動も行われていた。成長期の骨延長を含めた外科手術の術中・術後の咬合管理のための矯正治療も行われていた（33例・
7.2％）。第2期矯正治療として、外科的矯正治療と矯正治療単独が各々 41.9％と58.1％の比率で行われた。外科的矯正治療
の59.0％、矯正治療単独の64.3％で便宜抜歯が行われた。【結論】HFM患者に対する矯正治療の実態が明らかにでき、標準
的な治療を考える上で有用と思われた。
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学展 -183 第一第二鰓弓症候群患者の上下顎歯列正中の偏位に関与する歯・顎顔面形態の特徴
Characteristics of dentomaxillofacial morphology involved in the midline deviation of the 
dentition in oculo-auriculo-vertebral spectrum

水原　正博、志賀　百年、郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、川元　龍夫
MIZUHARA M., SHIGA M., GUNJIGAKE K., KUROISHI K., SAGO M., KAWAMOTO T.

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

【目的】第一第二鰓弓症候群（OAVS; OMIM #164210）の大半は顔面の片側性の形成不全により下顎骨の側方偏位を呈する。
先天異常を伴わない顎変形症（FD）の偏位症例では、顔面正中や上顎歯列正中に対して顎骨の偏位側への下顎歯列正中の
偏位を認める。OAVS患者でも顔面正中に対しては同様だが、上顎歯列正中に対しては非偏位側への偏位をしばしば認
める。これはOAVS患者が特有の顎顔面骨格を有するためと考えられる。本研究では、OAVS患者の歯・顎顔面形態の
特徴を解明することを目的とした。【試料および方法】九州歯科大学附属病院矯正歯科を受診したOAVS患者6名（男性2名、
女性4名）と、対照群はMe偏位量が5mm以上の非症候性のFD患者6名（男性1名、女性5名）とした。正面頭部X線規格
写真を用いて、Ricketts法と近藤法にてstandard scoreを算出し評価した。各計測項目を、t検定とSpearmanの相関係
数にて検討した。【結果】1）FD群と比較しOAVS群では上顎歯列正中に対して下顎歯列正中が有意に非偏位側に位置して
いた。2）FD群と比較しOAVS群では上顎歯列正中がより偏位側に位置している傾向を示した。3）FD群の偏位側の上下
顎第一大臼歯は臼歯部反対咬合を示すが、OAVS群では有意に正常な水平被蓋を示した。4）両群間で上顎第一大臼歯歯
頸部幅径に有意差はなかった。5）両群間で骨格系の計測項目に有意差はなかった。【考察】OAVS患者では上顎歯列正中
に対して、下顎歯列正中が非偏位側に位置していることが明らかになった。これはOAVS患者の上顎歯列正中がFD患者
と比較し、より偏位側に位置し、dental compensationしていない可能性が考えられた。また、偏位側の上下顎第一大臼
歯の頬舌側被蓋関係に違いが見られたことは、頬舌側的傾斜に両群間で差がある可能性が考えられた。【結論】OAVS患
者は、FD患者と比較して骨格系の要因ではなく歯系の要因により特徴的な歯・顎顔面形態を有することが示唆された。

学展 -184 当院における永久歯の先天性欠如に関する調査
Survey of congenital missing permanent teeth in our office

原　真美子、原　一惠
HARA M., HARA K.

四葉こども歯科（ 山形県 ）

【目的】永久歯の先天性欠如は隣在歯の傾斜、対合歯の挺出、正中線の偏位など機能的、審美的問題の一因となること
がある。今回、当院を受診した患者を対象に永久歯先天性欠如について調査したので報告する。【資料及び方法】当院
の開院時2012年6月から2018年11月までに初診登録した患者のうち、7歳以上18歳未満でパノラマＸ線撮影を行っ
た563名（男性300名女性263名）を調査対象とした。外傷やう蝕による欠損、第三大臼歯を除く永久歯先天性欠如に
ついて、1）発現頻度、2）男女差、3）先天性欠如部位、4）上下顎の差、5）左右差、6）1人当たりの先天性欠如の発現歯
数について調査した。【結果および考察】1）発現頻度：563名中74名で13.1％であった。2）男女差：男性は300名中28名
で9.3％、女性は263名中46名で17.5％であった。3）先天性欠如部位：多い順に下顎右側側切歯21本、下顎左側側切歯
13本、下顎右側第二小臼歯12本、下顎左側第二小臼歯と上顎右側側切歯がともに11本、上顎右側第二小臼歯が10本、
上顎左側側切歯が8本、その他39本で計125本であった。第一大臼歯と上顎中切歯に欠如はみられなかった。4）上下
顎の差：125本中上顎50本で40％、下顎75本で60％であった。5）左右差：左側56本で44.8％、右側69本で55.2％であっ
た。6）発現歯数：平均欠如歯数は1人当たり1.7本、欠如歯数別には1本45名で60.8％、2本18名で24.3％、3本6名で
8.1％、6本以上2名で2.7％であった。患者10名に1名以上の割合で先天性欠如があることが予想され、パノラマX線
撮影による先天性欠如の有無を早期に確認し治療計画を立案することが患者の良好な口腔の獲得に重要であると考え
られる。【結論】当院の患者563名中74名（13.1％）に永久歯先天性欠如が認められ、小児歯科学会誌（2010年）の報告に
おける10.09％より先天性欠如が多い傾向であった。
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学展 -185 Down 症候群患者における不正咬合別にみた頭蓋顎顔面形態の比較検討
Comparison of craniofacial features in different types of malocclusions in patients with Down 
syndrome

平野　有果1、藤原　琢也1、山崎　亜沙子1、楊　承諭1、草深　彩恵1、樋田　真由1、名和　弘幸2、宮澤　健1、
後藤　滋巳1

HIRANO Y.1, FUJIWARA T.1, YAMAZAKI A.1, YO S.1, KUSAFUKA S.1, HIDA M.1, NAWA H.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小児歯科学講座

【目的】Down症候群（以下、DS）では､ 前頭蓋底や中顔面の低形成のため、下顎前突が多くみられるとされる。我々の
先行研究においても下顎前突が48.6％と最も多く認めたが、上顎前突を有する患者も28.6％認められた｡ しかし､ 過
去の研究においてDS患者と健常者の頭蓋顎顔面形態の比較検討は行っているが、DS患者間で不正咬合別に検討して
いるものは見受けられない｡ そこで本研究では、前後的不正咬合を有するDS患者を下顎前突群と上顎前突群の2群に
分類し、セファロ分析項目について比較し､ 各不正咬合の頭蓋顎顔面の形態的特徴について検討を行ったので報告す
る｡【資料および方法】当科にて資料採得を行ったDS患者44名（6歳～16歳）から、下顎前突群（19名）と上顎前突群（15
名）を抽出した。それぞれの初診時側面頭部エックス線写真分析をもとに、各計測項目のZスコア（[計測値－日本人標
準値]/S.D.）を算出し､ Mann-Whitney U-testにより2群間の比較検討を行った｡【結果および考察】前頭蓋基底および
上顎骨と下顎骨の大きさは、日本人標準値と比較し小さい値であったものの2群間には有意差を認めなかった。上下
顎前歯の歯軸傾斜角も両群とも唇側傾斜を呈していたが有意差はなかった｡ 骨格的には、SNAは両群ともZスコアが1.0
以下で有意差を認めなかった。下顎前突群はSNBのZスコアが2.5と上顎前突群より大きく、下顎角とFMAは小さい
値であった｡ これらのことより、頭蓋底や上下顎の大きさ、および歯性には大きな相異を認めないが、下顎前突群で
は下顎骨が反時計回りにover closureし、前方位を呈していた。【結論】DS患者の前後的な不正咬合には、歯性の要因
よりも、下顎骨の垂直的成長方向の相異が大きく影響を及ぼしている可能性が示唆された。

学展 -186 胎生期における Apert 症候群モデルマウスの顎下腺の形態解析
Morphological analysis of the submandibular gland of the Apert syndrome model mouse in 
embryonic stage

渡邊　司、山地　晃二郎、郡司掛　香織、黒石　加代子、左合　美紗、志賀　百年、川元　龍夫
WATANABE T., YAMAJI K., GUNJIGAKE K., KUROISHI K., SAGO M., SHIGA M., KAWAMOTO T.

九州歯科大学歯学研究科顎口腔機能矯正学分野

【目的】Apert症候群（OMIM:101200）は頭蓋冠早期癒合症を主症状とする先天性疾患であり、口腔領域では反対咬合等
の不正咬合を呈する。原因遺伝子は線維芽細胞増殖因子2型受容体（FGFR2）とされている。Apert症候群患者では唾
液量が増大している所見が臨床経験から示唆される。また、顎下腺の発生にはFGFR2を介したFGFシグナルの関与
が知られている。我々は、第76回本学会にてFGFR2の機能亢進を示すApert症候群モデルマウス（Apマウス）を用
い、生後1日齢のApマウスの顎下腺において、単位面積当たりの実質が占める面積の割合が大きいことを報告した。
しかし、胎生期におけるApマウスの顎下腺の表現型は未だ不明な点が多い。本研究では、胎齢15日のApマウスの
顎下腺の形態を明らかにすることを目的とした。【試料及び方法】雄性のACTB-Cre+/+マウスと雌性のFgfr2+/Neo-
S252Wマウスを交配し、得たApマウスを実験群（n=5）、ACTB-Cre+/-マウスを対照群（n=5）とした。胎齢15日のマ
ウスを採取し、体重を測定後、顎下腺を採取した。HE染色を行い、顎下腺の単位面積あたりの実質が占める割合と
実質の総面積を計測した。統計解析はMann-Whitney U testを行い、有意水準はP<0.05とした。【結果】Apマウスの
体重は、ACTB-Cre+/-マウスと比較し有意に少なかった。顎下腺の単位面積あたりの実質が占める割合は、Apマウ
スにおいて有意に大きかった。実質の総面積では有意差は認められなかったが、Apマウスにおいて大きい傾向を示
した。【考察】本研究では、生後1日齢のApマウスの顎下腺における表現型と同様の結果が得られ、胎齢15日のApマ
ウスにおいてもFGFR2の機能亢進により、すでに顎下腺の分枝形態形成の促進が生じている可能性が示唆された。
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学展 -187 Non-syndromic oligodontia の歯種間における歯の先天性欠如のリスク
Tooth agenesis risks between tooth types in non-syndromic oligodontia

佐藤　絢香、新井　一仁、馬場　龍一
SATO A., ARAI K., BABA R.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】Non-syndromic oligodontiaの永久歯の先天性欠如パターンには個人差が大きいことが知られているが、歯
種間における歯の先天性欠如の関係については十分に明らかにされていない。そこで、本研究はnon-syndromic 
oligodontiaについて永久歯の歯種間における先天性欠如のリスクを調べることを目的とした。【資料および方法】対象
は、79機関の矯正歯科専門医院と日本歯科大学附属病院矯正歯科に来院した7歳以上の患者のうち、第三大臼歯を除
く6歯以上の永久歯先天性欠如を呈する非症候性部分性無歯症と診断された292名（女性184名、男性108名）とした。
対象患者のパノラマエックス線画像を用いて、一人あたりの欠如歯数と各歯における欠如頻度を算出した後、欠如歯
の左右対称性（クラメールの連関係数）、および永久歯の歯種間における先天性欠如のリスク（多重ロジスティック回
帰分析）についてそれぞれ検討した。【結果および考察】一人あたりの欠如歯数は6～19歯で、中央値±四分位範囲は7±
3歯であった。欠如頻度は上下顎第二小臼歯、上顎第一小臼歯の順で高かった。すべての歯種において、先天性欠如
の有意な左右対称性が認められた。先天性欠如のリスクは、26組の歯種間で有意に高く（ORs: 1.99-14.51）、15組の歯
種間で有意に低かった（ORs: 0.11-0.56）。上顎側切歯の先天性欠如は、下顎の中切歯と側切歯の欠如リスクをそれぞれ
2.63倍と2.78倍高めた。【結論】Non-syndromic oligodontiaの各歯種間における先天性欠如のリスクについて、欠如リ
スクが増加する組合せと逆に低下する組合せを認めた。本結果は、矯正歯科治療を含む包括的な治療計画の立案に際
し情報を提供するものである。

学展 -188 トリーチャー・コリンズ症候群患者の頭蓋顎顔面形態と上気道形態に関する検討
Analysis of craniofacial and upper airway morphology in Treacher Collins syndrome patients

横内　里帆、小倉　健司、庄司　あゆみ、中島　すみか、辻　美千子、松本　力、森山　啓司
YOKOUCHI R., OGURA K., SHOJI A., NAKAJIMA S., TSUJI M., MATSUMOTO T., 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】トリーチャー・コリンズ症候群（Treacher Collins syndrome : TCS）はTCOF1、POLR1C、POLR1Dを原因遺
伝子とし、神経堤細胞の増殖、遊走等の異常により頬骨および下顎骨の低形成、眼瞼裂斜下、耳介変形等を呈する常
染色体優性遺伝疾患である。さらに、下顎骨の低形成による上気道の狭窄が認められることが多いが、日本人TCS患
者の頭蓋顎顔面形態および上気道形態に関する報告は極めて少ない。そこで本研究では、TCSの頭蓋顎顔面形態お
よび上気道形態の特徴について分析を行った。【資料および方法】当分野を受診したTCS患者11名（男性5名、女性6
名、初診時平均年齢12.1歳）について初診時資料（口腔内写真、顔貌写真、側面頭部X線規格写真、パノラマX線写真）
を用いて検討した。セファロ分析は日本人標準値からstandard score（S.S.）を算出し中央値で評価した。またChang-
Minらの方法に準じて上気道径の計測を行い、上下顎骨形態との相関についてSpearmanの相関係数を用いて統計学
的に評価した。【結果および考察】口腔内所見に関して、口蓋裂が6症例に認められた。セファロ分析の結果、各項目
のS.S.の中央値はSNAは-1.2、SNBは-2.6で、頭蓋に対し上顎骨は後方位、下顎骨は著しく後方位となった。上顎骨
に関しては、口蓋平面傾斜角は+1.8、咬合平面傾斜角は+1.6で、上顎骨の時計回りの回転が認められた。下顎骨に関
しては、下顎枝長および下顎骨体長はともに著しく小さく、下顎平面角（∠Go-Gn to SN）は+3.7で、上顎骨と同様に
著しい時計回りの回転を呈した。また、下顎平面角と上気道上部径、中部径にはそれぞれ負の相関が認められ、下顎
骨の時計回りの回転が上気道形態に影響を及ぼす可能性が示唆された。【結論】TCS患者11症例における頭蓋顎顔面
形態および上気道形態の特徴を抽出することができた。一方で個々の症例においてバリエーションが認められ、各症
例に合わせた治療計画立案の重要性が示唆された。
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学展 -189 トリーチャー・コリンズ症候群患者の下顎骨における antegonial notch の
形態に関する検討
Morphological analysis of mandibular antegonial notch in Treacher Collins syndrome patients

井上　貴裕、庄司　あゆみ、小倉　健司、狩野　桜子、佐川　夕季、小林　起穂、辻　美千子、松本　力、森山　啓司
INOUE A., SHOJI A., OGURA K., KANO S., SAGAWA Y., KOBAYASHI Y., TSUJI M., MATSUMOTO T., 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】トリーチャー・コリンズ症候群（Treacher Collins syndrome : TCS）は眼瞼裂斜下、聴覚器および頬骨の低形成等を
主徴候とする先天性疾患であり、下顎骨の低形成による骨格性II級を呈することが多く、さらにantegonial notch（An）を認
めることが知られている。Anは下顎下縁に存在する切痕であり、骨格性II級患者に多く認められ、その成因として骨格と
咀嚼筋群の不調和との関連が報告されているが、いまだ不明な点が多い。本研究では、TCS患者および骨格性II級患者の
Anに着目し、下顎骨形態に関して比較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TCS患者11名［男
性5名、女性6名、初診時平均年齢12.1歳（5.8～20.3歳）、ANB 7.8±5.4°（以下TCS群）］、対象群として先天異常を伴わない
骨格性II級患者14名［男性7名、女性7名、初診時平均年齢11.8歳（6.9～16.1歳）、ANB 7.2±1.4°（以下Cl. II群）］の初診時側
面頭部X線規格写真を用いて下顎骨形態を比較検討した。日本人標準値の存在する項目はstandard scoreを、その他は実測
値を計測しMann-Whitney U-testを行った。また、Anの深さと各計測値との相関については、Spearmanの順位相関係数
を用いて統計学的解析を行った。【結果】Cl. II群と比較しTCS群において、SNB、下顎枝長は有意に小さい値、下顎平面角

（∠Go-Gn to SN）は有意に大きい値を示し、下顎骨の後方位、短い下顎枝、下顎平面の開大の特徴を認めた。Anの深さは、
TCS群において有意に大きい値を示し、さらにTCS群において下顎平面角と有意な正の相関を認めた。【考察および結論】
今回解析を行った日本人TCS患者においては骨格性II級患者と比較してAnがより顕著に認められ、また下顎平面の開大に
伴いその深さが深くなる傾向が観察された。これはTCS患者の顎顔面部における筋骨格系の形成不全がAnの出現に関与し
ている可能性を示唆するものと考えられた。

学展 -190 部分性無歯症を伴う矯正歯科患者における全顎でみた欠如パターン
Full-mouth tooth agenesis patterns in orthodontic patients with nonsyndromic oligodontia 

新井　一仁、佐藤　絢香、馬場　龍一
ARAI K., SATO A., BABA R.

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座

【目的】永久歯の先天性欠如は最も多い先天異常で、矯正歯科ではしばしば遭遇する疾患である。しかし第三大臼歯を
除く6歯以上の永久歯が欠如する重篤な症状をもつ部分性無歯症の頻度は低く、その特徴には不明な点が多い。本研
究の目的は、部分性無歯症を伴う矯正歯科患者における全顎でみた欠如パターンの特徴を明らかにすることである。

【資料および方法】（公社）日本臨床矯正歯科医会会員の71機関から提出された252名（7歳2か月～24歳3か月、女性
141名、男性87名）のパノラマエックス線画像を資料とした。第三大臼歯を除く永久歯について欠如歯の部位を2名の
矯正歯科医がそれぞれ独立に評価後に結果を確認した。全顎でみた欠如パターンはMicrosoft Excel 2013 （Microsoft, 
Redmond, Washington）を 用 い てTooth Agenesis Code [van Wijk AJ、Tan SP. A numeric code for identifying 
patterns of human tooth agenesis: a new approach. Eur J Oral Sci 2006; 114:97-101.]で集計した。【結果および考察】
全顎でみた欠如パターンは252名中に180種類認められ、欠如パターンごとの症例数は減衰曲線に近似し、両側の上
顎第一第二小臼歯と下顎第二小臼歯が欠如したパターンが17名（7.5％）で最も高く、ついで上下顎の両側第一第二
小臼歯が欠如したパターンで11名（4.8％）、両側の上顎第二小臼歯と下顎第一第二小臼歯が欠如したパターンで6名

（2.6％）の順であった。また、164種類の欠如パターンは1名のみに認められ、部分性無歯症の全顎でみた欠如パター
ンは多様であることが示唆された。【結論】欠如パターンの多様性は、同じ欠如パターンの患者を1人の歯科医が経験
できる可能性が低いことや診断と治療計画の難しさに加えて、矯正歯科医間の協力体制の構築や他分野との多職種協
働アプローチの重要性を示唆するものと考えられる。
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学展 -191 上顎前突の２期的治療におけるアクチバトールとヘッドギアの効果の比較
Comparison of effects between activator and headgear in 2-phase maxillary protrusion 
treatment

高田　俊輔1、石川　博之2、玉置　幸雄1

TAKATA S.1, ISHIKAWA H.2, TAMAOKI S.1

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2学校法人福岡学園（ 福岡県 ）

【目的】本研究は、アクチバトール（FKO）またはヘッドギア（HG）を用いて2期的治療を行った上顎前突患者の咬合およ
び顎顔面形態の変化を分析し、2期的治療における両装置の効果を比較検討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を受診し、治療が終了した上顎前突患者47名（FKO群:24名、HG群:23名）の初
診時（T0）、1期治療終了時（T1）、2期治療終了時（T2）の3段階の時期の口腔模型とセファログラムを用い、両群のPAR
スコアの推移と顎顔面形態の変化をそれぞれt 検定で比較検討した。【結果および考察】両群のPARの推移はFKO群で
33.58、15.83、4.08、HG群で33.52、24.39、3.30と治療を通してスコアは減少していたが、HG群のT0、T1間のみ有意差
は認められなかった。時期別では、T1のみ両群に有意差を認めた。PARの各要素について両群で比較したところ、T0
からT1におけるオーバーバイトおよびオーバージェットのスコアは、FKO群でHG群に比べて有意に大きな減少を認
めた。一方、側方歯群の接触点のスコアは、両群ともにT0からT1で有意に増加していたが、T1での値はHG群がFKO
群に比べて有意に大きかった。T0からT1におけるセファログラムの変化では、FKO群がHG群に比べて下顎下縁平面
角で有意に大きな増加を示した。上顎切歯の歯軸傾斜角は、FKO群がHG群に比べ有意に大きく舌側に傾斜していた。
以上より、FKOは1期治療終了の時点で一定の咬合改善の効果が期待でき、2期治療で精密な仕上げを行う装置である
のに対し、HGは2期治療での前歯の後退や叢生の解消スペースの獲得、臼歯の固定の強化など、マルチブラケット装置
の治療メカニクスを有利にする役割が主体の装置と考えられた。【結論】FKOは1期治療で一定の咬合改善の効果が期待
できるのに対して、HGはマルチブラケット治療と連続的に行う1期的治療で用いることが適していることが示唆された。

学展 -192 開咬を伴う骨格性反対咬合患者の歯槽骨幅径の特徴
Characteristics of the alveolar bone width diameter of  Skeletal Class III patients with open 
bite

若杉　寛、中納　治久、槇　宏太郎
WAKASUGI H., NAKANO H., MAKI K.

昭和大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】顎変形症（骨格的下顎前突症）において術前矯正を行う際、dental compensationを解消させるために下顎前歯の唇
側傾斜が必要となる。しかし、骨格性下顎前突症患者は、正常咬合者に比べてsymphysisの歯槽部厚径が小さく、過度
に下顎切歯を唇側傾斜させると歯根が皮質骨に接し、歯の移動速度が減少する。また歯根吸収が引き起こされるなど治療
上の制約を受けることが多い。これまでに下顎symphysisの形態と顎顔面形態との関連性を検討した報告はあるが、骨
格性下顎前突症患者の前歯部開咬の有無とsymphysis及び下顎臼歯部の歯槽部厚径の関連性を比較検討した報告はない。
そこで、本研究は、骨格性下顎前突症患者において前歯に咬耗のない開咬を伴う症例と開咬を伴わない症例のsymphysis
と下顎臼歯部の歯槽骨幅径に関連があるかCBCTを用いて分析、解明することを目的とした。【資料及び方法】昭和大学
歯科病院矯正歯科を受診し、術前診断資料としてCBCTを撮影した16歳以上の骨格性下顎前突症患者の内、前歯部咬耗
がない開咬を伴う下顎前突症患者30名 （開咬群）と開咬を伴わない下顎前突症患者30名（非開咬群）の計60名を選択した。
CBCT画像を用いて、下顎中切歯、下顎第一大臼歯のセメントエナメル境から各2、4、6、8、10mm下方のsymphysisと
下顎臼歯部の唇舌側（頬舌側）皮質骨、下顎歯槽骨幅径の距離をそれぞれ計測し2群間を比較検討した。統計学的検定には
Student's t-testを用いた。【結果および考察】開咬群と非開咬群を比較した結果、開咬群でセメントエナメル境から2、4、
6、8mmのsymphysisの歯槽骨幅径が有意に小さくなることが認められた（p<0.05）。一方、下顎臼歯部の歯槽骨幅径に有
意差は認められなかった。以上より、前歯部の咬合刺激がsymphysisの歯槽骨幅径に影響を与える可能性が示唆された。

【結論】骨格性下顎前突症患者において前歯部開咬群のsymphysisは、非開咬群に比べ歯槽骨幅径が有意に小さくなる。
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学展 -193 開咬における矯正治療の判断基準の検討
Consideration for the criteria of orthodontic treatment with open bite

立木　千恵1、飯島　由貴1、丸山　友貴1、末石　研二1、西井　康1、山本　雅絵2、高木　多加志3

TACHIKI C.1, IIJIMA Y.1, MARUYAMA Y.1, SUEISHI K.1, NISHII Y.1, YAMAMOTO M.2, TAKAKI T.3

1東京歯科大学歯科矯正学講座、2東京歯科大学口腔病態外科学講座、3東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

【目的】開咬の治療は従前、前歯部の挺出による矯正単独治療か骨格の上下的位置の改善を行う外科的矯正治療によっ
て行われてきた。しかしながら、歯科矯正用アンカースクリューによる臼歯の圧下が可能となったことによって、開
咬症の判断基準が変化したと考えられ、本研究はセファロ分析値を用いて検討することとした。【資料および方法】
2012年から2018年の間に東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院し、ANB3.0°以上、overbite-2mm以下、Mentonの
偏位2mm以下の開咬症例33名を対象とした。このうち外科的矯正治療（OP群）15名、矯正単独治療18名であり、矯
正単独治療は前歯挺出（IE群8名）、臼歯圧下（MI群10名）に分類した。これらの対象者の初診時における側面頭部
エックス線規格写真を用いてセファロ分析を行った。計測項目は骨格の垂直的・前後的計測項目、上顎歯の高さ、
overjet、overbiteとした。これらについて群間比較、多重ロジスティック回帰分析およびROC分析を行い検討した。

【結果および考察】3群間においてoverjet、overbite、前後的計測項目に有意差を認めず、FMA、Lower facial height、
上顎臼歯高さ、上顎前歯高さに有意差を認めた。また、OP群とMI群についてFMA、臼歯高さ、前歯高さを変数と
して多重ロジスティック回帰分析を行なったところ、FMAはオッズ比より影響力が最も高く、ROC分析を行ったと
ころAUCが0.91であり信頼性の高い変数であることが示唆された。またカットオフ値が37.5°であった。【結論】本結
果より上下的骨格の不調和が大きくなるほど上顎臼歯の高位が認められることが示唆された。したがってアンカース
クリューを用いた臼歯の圧下治療は中程度の上下的骨格不調和に適応されていると考えられ、判断基準としてFMA
の信頼性が高いことを示した。

学展 -194 下顎前歯に叢生を有する患者の矯正治療による根吸収について  
The root resorption with the correction treatment of patients crowding on mandibular front 
tooth 

塚野　尚子
TSUKANO S.

けやき歯科・矯正歯科（ 福岡県 ）

【目的】矯正歯科治療において根吸収は予後の安定の面より避けたい症状であるが、時として引き起こすことがある。
そこで当院で動的治療を行った症例で下顎前歯に根吸収を生じた患者の特徴を調査した。【資料および方法】動的矯正
歯科治療が終了した患者22名を対象に治療前後の根の状態をパノラマX線写真にて比較。また根吸収の発現に1．年
齢、2．下顎前歯叢生の有無、3．治療の際の下顎歯抜歯の有無、4．治療期間、5．歯槽骨の吸収および歯周病の有無、
6．その他（習癖など）の関連性を調査した。【結果】22名のうち3名に根吸収が見られた。1．根吸収ありの平均年齢は
37歳、なしは22歳であった。2．軽度叢生が13名、中-重度が9名であった。根吸収ありの3名は中ー重度であった。3．
治療における下顎歯の抜歯ありが9名、なしが13名で、根吸収の見られた3名は抜歯ありであった。低年齢の患者で
は中ー重度の叢生および下顎歯の抜歯を行った症例でも根吸収は見られなかった。4．22名の治療期間は平均18か月
で、3年以上かかった症例に根吸収が見られた。5．歯槽骨の吸収や歯周病が進行している患者に根吸収が発生してい
た。6．根吸収を引き起こした患者のうち2名にクレンチングやブラキシズムが見られた。【考察】根吸収を引き起こす
要因としてジグリングが上げられるが、今回の調査からも加齢とともに進行しやすい歯周病や歯槽骨の吸収、叢生に
よる骨量の過少による歯の支持力の低下がジグリングに繋がると考えられる。またブラキシズムなどの習癖があると
よりジグリングしやすいため、根吸収を起こしやすいと考えられる。【結論】根吸収を引き起こさないよう術者が十分
注意を払いながら治療を行うのはもちろんのことであるが、叢生が強い症例は歯周組織の支持力の低下前に矯正歯科
治療を行う方が根吸収を回避できる傾向が高く、以後の歯周組織の健康、安定につながることが示唆された。
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学展 -195 過去17年間の当医院における上顎埋伏犬歯の臨床学的研究
Clinical research of the impacted maxillary canines at our clinic for the 17 years

添田　悦子、佐藤　英彦、安永　敦
SOEDA E., SATO H., YASUNAGA A.

医療法人矯英会サトウ・ヤスナガ矯正歯科（ 福岡県 ）

【目的】上顎埋伏犬歯は埋伏歯の中でも比較的多くみられる歯の位置異常の1つである。埋伏の状態により多様な治療
方法が考えられるため、その状態を把握することは重要である。過去17年間に当医院を受診した患者に対し、上顎埋
伏犬歯の状態について調査を行ったので報告する。【資料および方法】当医院は、平成29年の第12回九州矯正歯科学
会において過去17年間3138症例について、歯列石膏模型、頭部X線規格写真、パノラマX線写真およびコーンビー
ムCT像を用いて埋伏歯の部位別発現個数の調査を行い報告している。今回はその中で上顎埋伏犬歯を対象とし、パ
ノラマＸ線写真を用いて、Sectorの分類（近遠心的位置の評価）、垂直的位置の評価（仮想咬合平面から鼻腔底までの
距離を5分割し、5階級に分類して評価）、歯軸の傾斜角度の計測を行った。【結果および考察】3138症例のうち上顎
埋伏犬歯所有者は40名（男子16名、女子24名）であり、片側性25名（右側11名、左側14名）、両側性15名であった。
上顎埋伏犬歯の近遠心的位置の評価では、Sector2（40％）が最も多かった。垂直的位置に関して、仮想咬合平面側か
ら2番目（48.9％）3番目（46.7％）の階級が多くを占めた。歯軸の傾斜角度に関しては正中線に対して10°以上20°未満

（25.5％）、20°以上30°未満（23.6％）の上顎埋伏犬歯が多かった。上顎埋伏犬歯（39名）の経過は、自然萌出38％、開窓
牽引38％、牽引のみ7％、埋伏のまま17％であった。上顎埋伏犬歯の水平的位置、垂直的位置および歯軸の傾斜角度は、
治療方針を決定する際の具体的な参考になることが再確認できた。【結論】歯の移動を想定した上顎埋伏犬歯の垂直的
位置、水平的位置、傾斜角度について度数分布あるいは頻度を調査することにより、上顎埋伏犬歯の状態を把握する
ことができた。

学展 -196 小臼歯抜歯症例における下顎水平埋伏第三大臼歯萌出空隙の増加量
Increase in eruption space of lower horizontally impacted third molar for premolar extraction 
cases

嶋田　甚一郎、野田　隆夫
SHIMADA J., NODA T.

野田矯正歯科クリニック（ 東京都 ）

【目的】下顎埋伏第三大臼歯が存在する場合、小臼歯を抜歯した矯正治療（以下、抜歯治療）により、下顎第三大臼歯
の萌出空隙が増加することが報告されている。ただし、萌出空隙不足の場合、下顎水平埋伏第三大臼歯をアップラ
イトしたとしても保存は困難である。つまり下顎水平埋伏第三大臼歯のアップライトの診断に萌出空隙の把握が
不可欠である。しかし抜歯治療における下顎第三大臼歯の萌出空隙増加量は未だ明らかとはいえない。そこで今
回、下顎第三大臼歯をアップライトで保存しえた抜歯治療症例において、萌出空隙増加量を計測したので報告する。

【資料および方法】資料は、16歳男性、20歳女性、33歳男性のAngleI級およびII級叢生症例における下顎水平埋伏第
三大臼歯5例である。上顎第一小臼歯、下顎第二小臼歯を抜歯治療し、空隙閉鎖後に資料をアップライトした。アッ
プライトには、Ti-Niワイヤーと小臼歯用チューブを用いた。萌出空隙の計測は、初診時、抜歯空隙閉鎖時、術後の
パノラマX線写真において行った。萌出空隙は臼歯機能咬合平面上の下顎第二大臼歯遠心面から下顎枝前縁までの長
さとした。【結果】萌出空隙は抜歯空隙閉鎖により3.3±1.8mm増加し、アップライトにより2.3±0.2mm増加した。平均
の萌出空隙増加量は、5.6±1.7mmであった。【考察】パノラマX線写真は撮影誤差が発生しやすいため、萌出空隙増加
量は治療的診断を行うべきである。つまり、空隙閉鎖時に再診査し、下顎第三大臼歯の萌出空隙不足量が2mm以下
であれば、アップライトにより萌出空隙を獲得しうることが示唆される。この萌出空隙増加は主に下顎歯列弓の近心
および側方への拡大によると考えられた。【結論】抜歯治療における下顎埋伏第三大臼歯の萌出空隙増加量が明らかと
なった。
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学展 -197 上顎埋伏犬歯の位置的関係に関する歯科矯正学的評価
Evaluation for the position of impacted maxillary canines from an orthodontic viewpoint

細山　智加子1、細山　有規子1、中山　雄司1、安積　瑛子1、安井　憲一郎1、居波　薫1、西浦　亜紀1、森　淳秀2、
松本　尚之1

HOSOYAMA C.1, HOSOYAMA Y.1, NAKAYAMA Y.1, AZUMI E.1, YASUI K.1, INAMI K.1, NISHIURA A.1, MORI A.2, 
MATSUMOTO N.1

1大阪歯科大学歯科矯正学講座、2大阪歯科大学数学教室

【目的】近年、埋伏歯を有する不正咬合を主訴に来院する患者が増加傾向にある。とりわけ、上顎埋伏犬歯は人口の約1.1％
から13％にみられるとされる一般的な歯の萌出異常である。今回我々は、埋伏犬歯を主訴に受診した患者の顎骨の成長
発育と埋伏犬歯との関連性について、検討を行った。【資料および方法】上顎埋伏犬歯を有する不正咬合を主訴に、2009年
1月から2018年12月までに当科を受診した患者70名のパノラマX線写真と側面頭部X線規格写真を用いて調査を行った。
Sectorの分類（近遠心的位置の評価）と、McSherryとPittらの評価法（側切歯との重なり、埋伏犬歯の角度や垂直的高さ、根
尖の位置の評価）に準じて計測を行った。また、成長発育と上顎埋伏犬歯との相関性についての評価を行うために、トルコ
鞍の石灰化（1型から3型）について検討を行った。骨年齢の評価には、Lamparskiの頸椎成熟段階（CS1からCS6）を用いた。
相関性の評価には、Pearsonの相関係数rに関する相関検定を行った。【結果および考察】埋伏犬歯は片側性36症例、両側性
34症例（計104歯）であった。トルコ鞍の石灰化については、1型48.6％、2型47.1％、3型4.3％であり、2型と3型の合計が
半数を超えた。頸椎成熟段階は、暦年齢より一段階低いことが分かった（平均±SD :0.98±0.15）。頸椎成熟段階と上顎埋伏犬
歯の相関については、Sectorの分類（p=0.021,r=0.224）、McSherryとPittらの方法の側切歯との重なり（p=0.007,r=0.259）お
よび埋伏犬歯の角度（p=0.009,r=0.253）について、有意な相関が認められた。【結論】暦年齢に比べ骨年齢が低い患者は、上顎
埋伏犬歯を有する傾向があり、埋伏犬歯は隣在歯の歯根吸収を引き起こす可能性が高いことから、早期に適切な診断を行う
ことが重要であることが示唆された。これらのことから、トルコ鞍の石灰化および頸椎成熟段階について評価を行うことは、
上顎埋伏犬歯の早期診断を行うための一つの判断基準になると考えられる。

学展 -198 深部埋伏歯への牽引用アタッチメント装着を目的とした新規インスツルメントの開発
Development of a novel instrument for installing attachments to the deeply impacted teeth

町谷　亜位子1、高野　安紀子1、吉川　正芳2、下島　孝裕1

MACHIYA A.1, TAKANO A.1, YOSHIKAWA M.2, SHIMOJIMA T.1

1明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラルリハビリテーション学分野、2明海大学保健医療学部口腔保健学科

【目的】近年、埋伏歯を伴う不正咬合症例に対し、埋伏歯牽引の一部が保険適応になった。埋伏歯を開窓・牽引する際、
牽引用アッタチメントをピンセット等で把持し、埋伏歯の歯面に圧接する。十分に開窓を行えない場合など、しばし
ば装着に苦慮する症例を経験する。今回、片頭エキスプローラーを改変し、深部埋伏歯にアタッチメントを装着する
インスルメントを開発した。埋伏歯モデル上で使用し、良好な結果が得られたので報告する。【試料および方法】片頭
エキスプローラー（シオタ社）を改良し、先端から3cmの部位で70-90度に屈曲し、先端 1mmの部位で80度屈曲し、
埋伏歯用インスルメントを作製した。リンガルボタン（トミーインターナショナル社）のヘッド部分にリガチャーワイ
ヤーを結紮し、牽引用アタッチメントとした。リンガルボタンのヘッド部を、適合する医療用チューブに挿入し、イ
ンスルメントをチューブ内に通してヘッド部に当てた。牽引用アッタチメントを埋伏歯歯面相当部に誘導し、光照射
を行った。光強度をRADIOMETER LM-100（MONITEX社）を用い測定した。得られた結果は、Student's t-testを用
いて統計学的解析を行った（p<0.05）。【結果および考察】1. 片頭エキスプローラーの先端から3cmの部位での屈曲は、
歯槽骨内の深部埋伏歯にアッタチメントを誘導するのに十分な長さであった。2. エキスプローラーの先端1mmで80
度に屈曲したことで、歯面へのアタッチメント圧接操作が安定した。3.医療用チューブを挿入した事で、埋伏歯歯面
へのアタッチメントの誘導が安定し、光照射器の光源から歯面への有効な照射が可能となった。4. ピンセットと比較
し、埋伏歯相当部に有効に光源が到達した。【結論】作製した埋伏歯用インスルメントは、深部埋伏歯へのアッタチメ
ント装着を容易にする可能性が示唆された。
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学展 -199 歯科用コーンビーム CT を用いた上顎未萌出犬歯の3次元的評価について
Three-dimensional analysis of unerupted maxillary canines using CBCT

阿部　朗子1、玉置　幸雄1、石川　博之2

ABE A.1, TAMAOKI S.1, ISHIKAWA H.2

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2学校法人福岡学園（ 福岡県 ）

【目的】混合歯列期のパノラマエックス線写真撮影において、上顎犬歯の萌出方向の異常がみられる場合、精査のため
歯科用コーンビームCT（以下CBCT）を撮像することがあり、その画像上で切歯の歯根吸収を認めることもある。こ
れまでに、切歯の歯根吸収の原因となった犬歯の近遠心的な位置をパノラマエックス線写真上で調べた報告がみられ
るが、水平断面上の位置など3次元的な位置について不明な点が多い。そこで、上顎未萌出犬歯の3次元的位置を調べた。

【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、初診時年齢が15歳以下でパノラマエックス線写真撮影時
にEricson（1988）のsector分類で1以上の萌出方向の異常を認めた片側性あるいは両側性の上顎未萌出犬歯について、
CBCT撮像を追加した93名115歯（女子65名、男子28名、平均年齢10.4歳）を対象とした。これらのCBCT画像から
隣接する切歯の歯根吸収を認める犬歯（歯根吸収群）と認めない犬歯（非吸収群）に分類した。次にCBCT画像にてフラ
ンクフルト平面に平行な水平断上で、切歯孔を原点とし、正中口蓋縫合方向の直線をx軸、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た。これにより犬歯尖頭の座標値を取得し、2群間でMann-
Whitney U検定を行った。【結果および考察】設定した3次元座標系において、非吸収群と歯根吸収群とを比較したと
ころ、犬歯の尖頭のx座標値は歯根吸収群では有意に小さく（p<0.01）、ｙ座標値、z座標値には有意差を認めなかった。
犬歯尖頭の前後的位置および萌出の垂直的位置に有意差を認めなかったが、前頭断的な評価では吸収群と非吸収群と
で犬歯尖頭の位置が異なっていた。このため、未萌出犬歯尖頭の位置が矢状面に近づくと切歯の歯根吸収が生じる可
能性が考えられた。【結論】未萌出犬歯による上顎切歯の歯根吸収は犬歯尖頭の正中線からの位置の影響が大きい可能
性が示唆された。

学展 -200 矯正歯科開設に関する地域住民への有効な情報伝達手段に関する調査
Survey on effective information transmission means to local residents about establishment of 
orthodontic clinic

宮下　俊郎
MIYASHITA S.

医療法人永仁会病院歯科矯正歯科（ 宮城県 ）

【目的】近年不正咬合に関する関心が高まる一方で、都市部以外の地域における矯正歯科医療の提供は十分とは言い難
い。人口約13万人の地域において、住民への矯正歯科開設に関する有効な情報伝達手段の検討のため、開設から1年
間で当科を受診した患者に対し、来院動機に関する調査を行った。【試料および方法】平成30年4月16日から1年間に
医療法人永仁会永仁会病院を受診した矯正患者70人（男性30人、女性40人、平均年齢14.8歳±11.1歳）に対し、受診動
機、通院距離、年齢に関する調査を行った。開設時には内覧会、フリーペーパー、ホームページ、院内掲示、病院スタッ
フへの開設説明および地区歯科医師会での新規開設の伝達により情報の提供を行った。【結果および考察】来院動機の
うち最も多いものは一般歯科から紹介されたためであり、次いでフリーペーパーで開設を知り受診したであった。通
院距離で最も多い範囲は3km圏内であり、最も遠方から受診した患者は19.4kmであった。また年齢別では学童期の
患者が最も多く、次いで未就学児であった。調査開始時はインターネットによる情報提供が最も効率的でありかつ有
効な情報伝達手段であると予測していた。しかし、紙媒体による情報発信の割合がより高い値となった。さらに治療
へ移行した患者は、一般歯科からの紹介患者の占める割合が最も多く、地域の一般歯科医との連携の重要性が示唆さ
れた。また地区歯科医師会への参加では、様々な場面で一般歯科医と連携を取ることが多く、その都度紹介患者に関
する情報交換を直接できることも有益であった。【結論】地域住民に対する矯正歯科開設に関する情報伝達手段として
有用なものは地区歯科医師会での情報伝達であり、また紙媒体の開設掲載も有用であると考えられる。以上のことか
ら、地域住民への矯正歯科医療の普及に関して、情報伝達や情報の共有において地域医療連携の重要性が示唆された。
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学展 -201 3ヶ国における好ましい正貌スマイルおよびその意識の検討
Comparison of frontal smile attractiveness and consciousness in three countries

舩木　純三1、船木　誠子2、財津　崇3、NASUTION Fajar4

FUNAKI J.1, FUNAKI S.2, ZAITSU T.3, NASUTION F.4

1ふなき矯正歯科町田クリニック（ 東京都 ）、2ふなき矯正歯科経堂クリニック（ 東京都 ）、3東京医科歯科大学健康推進学分野、
4Trisakti University

【目的】矯正治療の目的の一つに良好なスマイルがある。しかし各国の好ましい正貌スマイルについて比較検討した報
告は少ない。本研究は、日本、アメリカ、インドネシアの女性におけるスマイル時の好ましい正貌スマイルとスマイ
ルに対する意識について比較検討した。【資料及び方法】日本人109名、アメリカ人83名、インドネシア人70名の女性

（15歳～50歳：平均年齢25.89±7.72歳）計262名を対象に正貌スマイルとその意識に関するアンケート調査を実施した。
アンケートの質問表はposed-smileの正貌写真を用いた。「口角の位置」で4種類、「歯と歯肉の露出状況」で3種類、計
12種類のスマイルパタンを作成した。回答したスマイルパタンにスコア（0～3点）を与え、好感度の高いスマイルパタ
ンを数値化しANOVAとANCOVAを用い、国別に比較検討した。一方、3ヶ国のスマイルに対する意識として、口
元を手で隠す割合、スマイルに対する自信とその理由について比較検討した。尚、回答者の属性および意識について
カイ二乗検定を用い分析した。【結果及び考察】日本人のスマイル時の好ましい正貌スマイルは、口角が上唇中点より
上方に上がり、上顎の歯や歯肉が露出するタイプとなった。アメリカ人とインドネシア人は口角が上唇中点と並行で
下唇中点より上がり、「上下顎の歯や歯肉が露出」するタイプだった。一方、意識について日本は、「口元を手で隠す」
割合とスマイルに自信のない者の割合が2ヶ国より有意に高く、自信のない理由は「歯並び」「歯の色」「口角の位置」の
順であった。アメリカの理由は「歯の色」が最も多く、インドネシアは「歯並び」と「歯肉の露出状況」が最も多かった。

【結論】日本人は、アメリカ人、インドネシア人と比べて好ましい正貌スマイルが異なり、自信も有意に低かった。3ヶ
国のスマイルに対する自信がない理由は、異なっていた。

学展 -202 味蕾における Mash1発現細胞系譜の検索
The functional analysis of Mash 1 in adult mouse taste bud differentiation

徐　嘉鍵1、瀬田　祐司2、川元　龍夫1

JO 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】味蕾を構成する細胞は、周囲の舌上皮細胞から分化し、約10日のサイクルで細胞が更新されていると考えら
れている。我々の研究グループでは、神経細胞の分化初期に発現し、幹細胞から神経細胞への分化を誘導する転写
制御因子Mash1に注目して研究を行ってきた。これまでの研究で、神経細胞分化に関与するMash1の発現が上皮細
胞である味蕾においても認められ、味蕾細胞の分化に神経と同様の分化制御機構の存在することが推測された。舌乳
頭の味蕾は生後に分化が開始されるので、生後直後に死亡するMash1ノックアウトマウスでは、味蕾細胞における
Mash1の機能を解析することができない。そこで本研究では、味蕾におけるMash1発現細胞の細胞系譜を検索する目
的で、Cre-loxPシステムを使って味蕾におけるMash1発現細胞と味蕾細胞のマーカーとの共発現の変化を検討した。

【資料（試料）および方法】本研究は公立大学法人九州歯科大学動物実験委員会の承認を受けた（承認番号 17-010）。方法
はMash1-CreERマウスとCAG-floxed tdTomatoマウスを交配して、得られたMash1-CreER /CAG-floxed tdTomato
マウス2匹にタモキシフェンを経口投与し、タモキシフェン投与後2日・5日後舌乳頭と軟口蓋を採取し、凍結切片作
製後味蕾細胞のマーカーで免疫染色を行った。【結果および考察】タモキシフェン投与により、Mash1-CreER /CAG-
floxed tdTomatoマウスの味蕾において、tdTomato発現細胞が確認された。tdTomato発現細胞における味蕾細胞の
マーカーの発現を検索すると、III型細胞のマーカーとの局在は一致したが、II型細胞のマーカーとは局在が一致しな
かった。このことから味蕾におけるMash1発現細胞はII型細胞ではなくIII型細胞に分化することが示唆された。味
蕾におけるMash1の機能は、嗅上皮とは異なり特定の細胞（III型細胞）の分化に関与することが推測された。【結論】
Mash1発現細胞はIII型とPLCB2陽性細胞の分化に関与する。
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学展 -203 セメント質骨性異形成症が歯の移動に及ぼす影響
The effects of Cemento-osseous dysplasia on tooth movement

上村　光太郎、金井　壮律、菅原　由紀、山本　隆昭、佐藤　嘉晃
UEMURA K., KANAI T., SUGAWARA Y., YAMAMOTO T., SATO Y.

北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野歯科矯正学教室

【目的】セメント質骨性異形成症は、2017年のWHO分類で骨性異形成症から名称変更されたものである。パノラマエッ
クス線写真（以下パノラマ）上でエックス線不透過像（以下不透過像）として比較的高頻度に認められ、原則的に治療の
必要がないが、易感染性であるため注意が必要とされている。今回セメント質骨性異形成症と診断された不透過像が
歯の移動に及ぼす影響を検討した。【資料および方法】対象は、2015年1月1日から2015年3月31日までの間に北海道
大学歯科診療センター矯正専門外来を受診した20歳以上の患者のうち、2019年1月30日の時点までに当院でマルチブ
ラケット装置による矯正歯科治療を終了した症例のうち、マルチブラケット治療開始前に撮影したパノラマにおいて、
顎骨内にセメント質骨性異形成症と診断された不透過像が、歯根に接している症例と、接してはいないが歯根幅以上
離れていない症例の31例とした。抽出された症例の矯正治療開始時と終了後のパノラマを比較して歯の移動への影響
の有無を検討した。【結果】抽出された31例のうち、歯の移動に問題がなかったものは26例で84％であった。それに対し、
明らかに不透過像を避けるように不自然な傾斜を呈し歯の移動が阻害されたと判断される症例が5例で16％であった。
そのうち3例において不透過像の範囲の拡大が認められた。治療開始時のパノラマでは、歯の移動に問題がない症例と、
歯の移動が阻害された症例の不透過像の所見に明らかな違いは認められなかった。【考察】矯正歯科治療で、セメント
質骨性異形成症に近接した歯は、移動を阻害される可能性があると示唆された。また、セメント質骨性異形成症が認
められた場合は、透過像の変化に注意して経過観察し、増大の傾向が認められた際は、摘出を検討する必要があると
考えられる。【結論】セメント質骨性異形成症が認められる場合、歯の移動が阻害される可能性があることが示唆され
た。
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症展 -001 顎顔面形成不全を伴う未診断稀少疾患の原因究明（当科における未診断疾患イ
ニシアチブ（IRUD）の取り組み）
Investigating genetic cause of undiagnosed rare craniofacial disorder 

黒坂　寛、辻本　貴行、山本　沙優里、林　在娟、村田　有香、森田　知里、犬伏　俊博、白石　優季、青山　剛三、
山城　隆
KUROSAKA H., TSUJIMOTO T., YAMAMOTO S., LIM J., MURATA Y., MORITA C., INUBUSHI T., SHIRAISHI Y., AOYAMA G., 
YAMASHIRO T.

大阪大学歯学部附属病院矯正科

【目的】口唇口蓋裂を始めとする顎顔面形成不全症は不正咬合の原因となり歯科矯正治療の臨床現場において頻繁に遭遇する
疾患である。近年のGenome wide association study （GWAS）研究等により顎顔面形成不全症について多くの感受性遺伝子
が同定されているが、未だに原因不明の稀少・未診断疾患が多く存在する事も事実である。本研究では大阪大学歯学部附属
病院を受診した未診断顎顔面形成不全症の遺伝的原因を未診断疾患イニシアチブ （IRUD）と協力して明らかにする事を目的
とした。【資料および方法】本研究では遺伝的要因が強く疑われる1.顎顔面形成不全症と全身症状が併発している症例　2.家
族内に類似した症状を持つ症例 3.少なくとも発症者を含めた両親の解析が行える症例を収集した。またそれらの症例につ
いては順にIRUD診断会議及び患者家族の承認を得てエキソーム解析を行っている。【結果および考察】現在までに当科を訪
れた顎顔面形成不全の患者の中から全身的で多臓器にまたがる症状を有する10症例を候補症例として選出した。現在も候
補患者は増加しており順次、解析を行う予定である。現在までに選出された患者群に認められる顎顔面における症状は口唇
口蓋裂を含む多彩な顔面裂、小顎症、眼瞼下垂、耳介形成不全、難聴、両眼解離、頭蓋骨早期癒合症、歯牙萌出障害、多数
埋伏歯、永久歯先天性欠如、食道閉鎖等が認められた。また全身的な症状は過剰指、先天性心疾患、小腸閉鎖症、低身長、
ヒルシュスプルング病、副甲状腺機能障害、停留精巣、精神発達遅滞等が認められた。何れの症例においても文献検索及び
エキスパートパネル会議での類似疾患は認められず、未診断疾患に分類された。【結論】顎顔面形成不全を伴う未診断稀少疾
患の遺伝的病因の解明は矯正歯科臨床において重要である。

症展 -002 第一期矯正歯科治療にて睡眠障害の改善が得られた小児 Marfan 症候群の２例
Two cases of pediatric Marfan syndrome with sleeping disorder improved by orthodontic 
treatment

犬束　信一1、黒柳　範雄2、犬束　康実1、山本　勝徳3

INUZUKA S.1, KUROYANAGI N.2, INUZUKA Y.1, YAMAMOTO K.3

1いぬづか矯正歯科（ 愛知県 ）、2碧南市民病院歯科口腔外科（ 愛知県 ）、3岡崎メイツ睡眠クリニック（ 愛知県 ）

【目的】Marfan症候群（MFS）において、大動脈解離の突然死リスク軽減のため閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）治療の重要
性が報告されている｡ しかし小児MFSの睡眠障害に関する矯正治療の報告は少なく、今回われわれは小児MFSの
OSA2例に対して、矯正治療から睡眠障害の改善を得たので、その治療経過を報告する。【症例】患者1：10歳の男児。
出っ歯を主訴に来院した。既往歴に、MFSを認めた。全身所見：呼吸イベント指数（REI）は12.8回/ｈと中等度のOSA
を認めた。顔貌所見は、Convex type。口腔内所見では、overjet+9.0mm、overbite+5.5mmであった。セファロ所見
では、ANB 7.0°と下顎骨の後方位を呈していた。処置および経過：バイオネーターにて下顎骨前方誘導を開始し、大
臼歯咬合関係I級を確立した後に、バイヘリックスとクワッドヘリックス、続いてアンテリアーポジショナーを装着
した。第一期矯正治療開始2年後には、前後的咬合関係の改善、上下歯列幅径の拡大ならびに下顎骨の増大が認め
られ、REIは1.2回/ｈへ改善した。患者2：8歳5か月の男児。歯並びを主訴に来院した。既往歴に、MFSを認めた。
全身所見： REIは6.3回/ｈと軽度のOSAを認めた。顔貌所見は、Convex type。口腔内所見では、overjet+6.2mm、
overbite+4.0mmであった。セファロ所見では、ANB 3.6°であった。処置および経過：患者1と同様な処置を行った。
REIは3.6回/ｈへ改善した。【考察およびまとめ】今回小児MFSの第一期矯正歯科治療により睡眠障害が改善された
症例を経験した。矯正治療による顎骨成長では、症例により睡眠障害の改善が得られる可能性があると考えている。
OSAを有する小児MFSにおいて第一期矯正歯科治療は重要であり、睡眠障害の改善から生命予後に寄与する可能性
が示唆されたので報告した。
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症展 -003 多分割 Le Fort I 型骨切り術を応用し、睡眠関連呼吸障害を改善した1症例
A case of sleep related breathing disorder treated by multi segmental Le Fort I osteotomy

山中　美穂1、相川　友直2、新宅　優子2、古郷　幹彦2

YAMANAKA M.1, AIKAWA T.2, SHINTAKU Y.2, KOGO M.2

1みほ矯正歯科医院（ 京都府 ）、2大阪大学大学院歯学研究科第一口腔外科教室

【緒言】顎顔面形態が上気道狭窄や閉塞性睡眠時無呼吸症（Obstructive sleep apnea; OSA）に代表される睡眠関連呼吸
障害（Sleep related breathing disorder; SRBD） に関与することも多い。SRBDに対する歯科領域でのアプローチは、
口腔内装置の使用があるが、可撤式であるため永久的な治療法ではなく、非生理的な下顎前方位による顎関節や歯に
対する悪影響も懸念される。今回、SRBDを主訴とした上顎前突症症例についてLe Fort I型骨切り術（LFI）を応用し、
精査検討を行ったので報告する。【症例】初診時年齢19歳2か月の女性、主訴は「いびきを治したい」であった。大臼歯
関係II級の開咬を伴った著しい上顎前突で、Meso facial typeの骨格性II級であった。10歳からいびきを認め、激し
いいびきのため著しいストレスを感じていた。大阪回生病院睡眠医療センターでのPSG検査ではAHI: 1.0、SpO2: 92-
98％、睡眠効率: 88.6％、Sleep disruption events Index: 9.8で、睡眠中に呼吸に関連する覚醒反応RERA（Respiratory 
effort-related arousals）を認めた。本症例は、就寝時、上気道抵抗の増大に伴ういびきはあるもののOSAに特有な
無呼吸までには至らず、顕著なSpO2の低下も見られない、上気道抵抗症候群（Upper airway resistance syndrome; 
UARS）の病態であった。根本治療目的に外科的矯正治療を行った。術前矯正治療1年3か月後、左右上顎第一小臼歯
の抜歯を伴う三分割LF1を行った。術中に第一小臼歯を抜歯し、アンカーロスなく上顎前歯部を後方に移動させ、上
顎後方部は気道の拡大のため前方移動させた。下顎骨は両側下顎枝矢状分割術による前方移動を行い、上咽頭腔と下
咽頭腔の上気道を拡大した。術後矯正治療10か月後、保定治療を開始した。現在、いびきは完全に消失している。【考察】
外科的矯正治療により、顎顔面形態を根本的に治療した結果、上気道は拡大し、睡眠関連呼吸障害の改善および審美
的な顔貌の獲得ができた。

症展 -004 3D シミュレーションの臨床応用
The advantages of clinical treatment using 3D simulation model

山崎　隆一1、久保田　隆朗1、サチデバ ロヒット2

YAMASAKI R.1, KUBOTA T.1, C.L. SACHDEVA R.2

1ユアーズ矯正歯科（ 福岡県 ）、2IOI （ Institute of Orthodontic Care Improvement ）（ 福岡県 ）

【目的】従来の矯正診断は、治療ゴールの設定をするものの、そこに至る過程については術者の経験にまかされてきた
ことが多かったのではないだろうか。3Dシミュレーションモデルは治療過程の細かな分析、すなわち歯の移動様式
やメカニクスの副作用等を具体的に見ることができ、より安全で効果的な治療計画を立案することができると考えら
れる。そこで今回3Dシミュレーションを応用した臨床例を示しその有効性を検討することとした。【症例】16歳女性、
上下顎前歯の叢生を主訴に来院した患者である。3Dバーチャルモデルを作成し、シミュレーションを行った。バーチャ
ルシミュレーションモデルでは左右のdiscrepancyの違いやスピーの湾曲の程度を具体的に数値で把握できた（右上：
-4.3mm、左上：-6.3mm、右下：-3.3mm、左下：-2.0mm）。また複数の抜歯部位の異なるシミュレーションができ、その
中から最適なものを選択できた。この症例では非抜歯を選択した。さらに歯の傾斜、歯体移動の必要性も視覚的に捉
えることができた。またシミュレーションをアニメーション化することで治療過程を辿ることが可能だと分かった。

【考察およびまとめ】3Dシミュレーションを臨床応用することによって、治療過程を再現することが可能で、歯の移
動様式の把握やメカニクスの副作用を具体的に考えることで、より安全で効果的な治療につながると考えられる。
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症展 -005 低侵襲性直接法コンポジットレジン修復を活用して個性正常咬合を確立した3症例
Three cases that established individual normal occlusion applying minimally invasive 
restoration with direct composite resin

松本　芳郎、吹野　恵子、青柳　美咲、ケオ プレクサ、楊　午、金　善敏、小野　卓史
MATSUMOTO Y., FUKINO K., AOYAGI M., KEO P., YANG W., KIM 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】矯正歯科治療の目標である個性正常咬合は、歯の大きさや形態、骨格等の問題だけでなく、選択した治療方針
等によっても影響を受ける。今回、近年進歩が著しい低侵襲性直接法コンポジットレジン修復（DCR）を応用すること
で個性正常咬合を確立したので報告する。【症例1】11歳9か月の女児。上顎両側埋伏犬歯により両側中・側切歯の著
しい歯根吸収を伴うHigh angle叢生症例で、段階的に治療計画を見直し、最終的に上顎は両側中・側切歯を抜歯し、
抜歯した下顎両側第一小臼歯を上顎前歯部に移植して、DCRで歯冠形態を修正した。【症例2】8歳2か月の女児。上顎
左側臼歯部の後方位、上顎前歯正中の左側偏位を伴う機能性・骨格性III級症例で、I期治療後に前歯部開咬となった。
II期治療では歯科矯正用アンカースクリューを併用して上顎左側以外の智歯の抜歯と側方歯遠心移動を行い、上顎正
中の微調整の際に生じた左側側切歯遠心のわずかな空隙にDCRを行った。【症例3】他院で上下顎両側第二小臼歯を抜
歯して矯正歯科治療中、口もとの後退感の愁訴が生じた32歳8か月の女性。改良・超弾性型Ni-Ti合金角型ワイヤー
を応用して抜歯空隙を2/3程再獲得する再治療を行い、生じた大きな空隙にDCRを行った。【考察およびまとめ】矯正
歯科治療では、個人の不正咬合の原因をすべて取り除くことは困難で、適切な治療方針の立案が困難な場合がある。
歯冠形態修正法として、歯の切削を行わないDCRは従前より臨床応用されていたが、ボンディング剤やフィラーの
改良により、接着性や審美性も改善され、より広範囲な空隙や歯の形態不全・欠損等に対しても臨床応用可能となっ
てきた。今後は、抜歯やストリッピング、絶対的固定源、歯冠修復や補綴・インプラント治療とともにDCRも含め、
より緻密なカスタムメイドの包括的診断ならびに治療方針の立案が求められると考えられる。

症展 -006 金属アレルギーに配慮し上顎前突を改善した一例　 ―ベータチタンワイヤー
を用いて―
Orthodontic treatment of maxillary protrusion with metal allergy   - treated with beta-titanium 
wires -

丸岡　亮1、上床　喜和子1,2、大久保　和美1、岡安　麻里1、内野　夏子1、松林　幸枝1、宇賀　凛1、
須佐美　隆史1,3、星　和人1

MARUOKA R.1, UWATOKO K.1,2, OHKUBO K.1, OKAYASU M.1, UCHINO N.1, MATSUBAYASHI Y.1, UGA R.1, SUSAMI T.1,3, 
HOSHI K.1

1東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、2松戸なごみ矯正歯科（ 千葉県 ）、3ひろい歯科・すさみ矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】金属アレルギーを持つ患者に対し矯正歯科治療を行う際、用いる装置やフォースシステムに制約が多く、治療に苦慮
する場合が多い。今回われわれは、金属アレルギーを持つ患者に対し矯正歯科治療を行い、良好な咬合と安定した予後を得
ることができたので報告する。【症例】初診時年齢33歳5か月の女性。口元の突出感を主訴に来院された。初診時、正貌は左
右対称、側貌はコンベックスタイプで、上下口唇の突出を認めた。大臼歯咬合関係はAngle I級、オーバージェット5.5mm、オー
バーバイト1.5mmであった。頭部X線規格写真より、ANB 7.5°と骨格的II級を示し、上下顎前歯とも頭蓋に対し唇側傾斜
を示していた。主訴の改善のため、上顎両側第一小臼歯、下顎両側第二小臼歯抜歯とマルチブラケット装置により排列を行
う治療方針とした。また、日常生活において金属アレルギーを自覚していたため、術前にアレルギー検査を行なったところ、
コバルト、パラジウム、ニッケルにおいて強い陽性反応が認められた。そのため動的治療においては、セラミックおよびチ
タン製のブラケットとベータチタンワイヤーを用い、アレルギー反応の有無に注意を払いながら治療を行なった。2年3か
月の動的治療ののち、主訴の改善と良好な咬合が獲得できたと判断、クリアリテーナーによる保定に移行した。保定装置に
対する患者の協力度は良好で、保定開始2年2か月経過時で良好な咬合を維持している。【考察およびまとめ】今回われわれは、
金属アレルギー症状を呈する上顎前突患者に対し、上下顎小臼歯抜歯の上、排列を行い、良好な咬合と安定した予後を得る
ことができた。治療に際しては剛性の高いワイヤーを用いることができないため、動的治療にはメカニクスの工夫など十分
な配慮が必要と考えられた。
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症展 -007 上顎歯槽部骨切り術・骨延長術・顎裂部骨移植術を併施した慢性歯周炎を伴う
成人両側唇顎口蓋裂症例
An adult BCLP case with periodontitis, treated with segmental osteotomy, distraction 
osteogenesis and bone grafting

石田　雄之1、森田　圭一2、米満　郁男1、臼見　莉沙1、島崎　一夫1、沖原　秀政1、前川　南1,3、依田　哲也2、
小野　卓史1

ISHIDA Y.1, MORITA K.2, YONEMITSU I.1, USUMI-FUJITA R.1, SHIMAZAKI K.1, OKIHARA H.1, MAEKAWA M.1,3, YODA T.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顎顔面外科学分野、
3デンタルオフィス桜新町こども歯科（ 東京都 ）

【目的】唇顎口蓋裂症例では、上顎歯列弓の狭窄、歯槽骨の不連続性、顎裂に隣接する歯の欠損などがしばしば認められ、上
顎歯列弓の側方拡大後の欠損歯部空隙閉鎖に時間を要することが多い。今回、慢性歯周炎を伴う両側唇顎口蓋裂患者に対し、
一期的に顎裂部骨移植術に加え上顎歯槽部骨切り術を施行し、術中に側方拡大装置を設置した。Minor segmentの近心移動
による欠損歯部の空隙閉鎖を外科的に行い、術後に骨延長術を応用した側方拡大を行うことで上下顎歯列弓形態調和を図り、
良好な結果を得たので報告する。【症例】初診時年齢38歳の女性。上顎の叢生を主訴に来院した。大臼歯関係はAngle III級、
上顎両側側切歯および下顎両側第一小臼歯が欠損しており、前歯部切端咬合を認めた。また、上顎歯列弓の狭窄により、叢
生および側方歯交叉咬合であった。側面セファロ分析より、ANB0.2°、FMA32.5°とハイアングル骨格性III級関係を示して
おり、上下顎前歯の舌側傾斜を認めた。また、全歯にわたり4mm以上のポケットを認めた。以上の所見から、両側唇顎口
蓋裂に伴う上顎歯列弓狭窄による交叉咬合症例と診断した。歯周基本治療後、術前矯正治療を開始し、平成29年3月に上顎
歯槽部骨切り術、骨延長術、顎裂骨移植術を併施した。この際、上顎右側は歯槽部骨切り（＃13、14、15部）を行いminor 
segmentを4.5mm近心移動し固定、上顎左側は歯槽部骨切りを行った後、急速拡大装置を装着し、術後2週間にわたり7.0mm
の側方拡大を行った。30か月の動的治療後に保定治療に移行した。【考察およびまとめ】唇顎口蓋裂症例において、上顎歯列
弓拡大による欠損部空隙閉鎖には時間および歯周組織の負担を要する。本症例では、分割したminor segmentを近心移動し、
顎裂を一期的に縮小したほか、歯列側方拡大に骨延長術を用いたことで歯列に与える力に配慮したことで、咬合のみならず
歯周組織に対しても良好な結果を得ることができた。

症展 -008 正中口蓋歯科矯正用アンカースクリューを固定源とした上顎大臼歯遠心移動装
置にて矯正治療を行った3症例
Three cases treated using an orthodontic device for maxillary molar distalization with mid-
palatal miniscrews

藤原　琢也、鳥井　康義、平野　有果、楊　承諭、草深　彩恵、三島　好貴、杉本　穂波、樋田　真由、宮澤　健、
後藤　滋巳
FUJIWARA T., TORII Y., HIRANO Y., YO S., KUSAHUKA S., MISHIMA Y., SUGIMOTO H., HIDA M., MIYAZAWA K., GOTO S.

愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】上顎大臼歯の遠心移動を歯根間に植立した歯科矯正用アンカースクリュー（以下OAS）で行う場合は、植立時や歯
の移動時に歯根とOASが接触するリスクを伴い、移動様式も遠心傾斜となりやすい。そこで我々は、植立部位で最も
安全と考えられる正中口蓋部に植立した2本のOASを固定源としたMPMD装置（Midpalatal molar distalizer appliance 
with miniscrews）を考案し、良好な結果を得たので報告する。【症例1】20歳11か月の女性。オーバージェット10.5mm、
Angle II級でANB 7.5°、L1 to NA 9.5mm、L1 to NB 8.5mm、下顎のA.L.D.が -4.2mmで上下顎前歯の唇側傾斜を認めた。

【症例2】19歳4か月の女性。オーバージェット10.0mm、Angle II級でANB 7.5°、L1 to NA 9.9mm、L1 to NB 11.5mm、
下顎のA.L.D. -4.1mm、上下顎前歯の唇側傾斜と叢生を認め、ハイアングルケースであった。【症例3】29歳の女性。オーバー
ジェット5.0mm、Angle II級でANB 5.5°、L1 to NA 13.5mm、L1 to NB 15.5mm、下顎のA.L.D.が -1.6mmで上下顎前
歯の唇側傾斜を認めた。症例1、2は、上顎両側の第一小臼歯と第二大臼歯、下顎は両側第二小臼歯、症例3は上下顎両
側第一小臼歯を抜去し、全症例、MPMD装置にて上顎大臼歯を遠心移動し、症例3のみ下顎枝に植立したOASで、下顎
大臼歯の遠心移動を行った。結果、3症例とも下顎を開大させることなく、上顎大臼歯は歯体移動に近似した移動様式に
て遠心移動と圧下が行えていた。【考察およびまとめ】MPMD装置は、圧下を伴う上顎大臼歯の遠心移動が可能で、下顎
の開大も引き起こしにくいことから、上顎臼歯の遠心移動を要する症例において有用な装置となることが示唆された。
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症展 -009 包括的歯科治療を行った著しい狭窄歯列の過蓋咬合症例
Comprehensive dental treatment on a deepbite case with severe narrow arches

佐々木　会、藤本　舞、藤本　航大、大塚　雄一郎、須田　直人
SASAKI A., FUJIMOTO M., FUJIMOTO K., 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】欠如歯に対するインプラント補綴は、審美性と口腔機能の回復にあたり効果的な治療法である。しかしながら、
歯槽骨の高径や頬（唇）舌径、咬合高径、隣在歯の咬合関係といった問題から、その埋入に制約を生じる症例も多い。
今回我々は、鋏状咬合と重度の歯列狭窄を伴う過蓋咬合症例に対して、矯正治療とインプラント補綴を含む包括的
歯科治療を行い良好な咬合と審美性を得たので報告する。【症例】初診時年齢35歳0か月の女性。⎿６ ６⏋の補綴前処置
として矯正治療を希望し当科を受診した。側面セファロ分析から、ANB 6.0°の骨格性II級で、U1 to FH plane 91.0°、
L1 to mandibular plane 77.0°と上下顎前歯は著しく舌側傾斜していた。Overbiteは+7.5mmと大きく、５４⏉５７は鋏
状咬合、上下顎歯列は著しく狭窄していた。⎿６ ６⏋はカリエスのため保存不可能と診断された。⎿６ ６⏋の隣在歯は鋏状
咬合のため、欠損補綴の前に矯正治療による咬合と歯列の改善が必要と考えられた。そこで６⏋抜歯空隙へのインプラ
ント補綴前に、下顎歯列の側方拡大による鋏状咬合の改善、⎿６抜歯空隙の閉鎖を目的とした⎿７の近心移動と口蓋側
移動を行うこととした。マルチブラケット装置を装着し、⎾５７の鋏状咬合を改善し、挺出していた⎿７は歯科矯正用
アンカ－スクリュ－を用いて圧下と口蓋側移動後、⎿６抜歯空隙を閉鎖した。右側では、６⏌ 圧下による適切な咬合高
径の獲得と５４⏋の鋏状咬合の改善後、抜歯した６⏋部へインプラント補綴を施行した。【考察およびまとめ】矯正治療に
より大臼歯部の適切な咬合高径の獲得と鋏状咬合の改善が図られ、インプラント補綴が可能となった。本症例のよう
な咬合歯列に種々の問題点を持った症例においても、チームアプローチに基づく包括的歯科治療により審美性と口腔
機能の改善を図ることが可能である。

症展 -010 アライナー型矯正装置を用いて治療した Three incisor を伴う歯性上顎前突症例
Maxillary dental protrusion with three incisor case using the mouthpiece type orthodontic 
appliance

西村　則彦1、佐藤　亮介2、鈴木　陽典1

NISHIMURA N.1, SATO R.2, SUZUKI Y.1

1医療法人にしむら矯正歯科医院（ 福島県 ）、2医療法人にしむら矯正歯科医院 Big-i Office（ 福島県 ）

【目的】Three incisorを伴うケースでは、Tooth size ratioが問題となり前歯部排列のイメージが難しい。シミュレーショ
ンソフトを用いて、上下顎歯列の側方拡大、上顎前歯の遠心移動、ならびに必要なIPR量を計画して治療した1症例
について報告する。【症例】初診時年齢23歳6か月の女性。上の前歯が出ていることを主訴に来院。オーバージェット
+11.7ミリ、オーバーバイト+0.6ミリ、大臼歯咬合関係は左右ともにAngle Class Iであり下顎右側側切歯の先欠が認
められた。A.L.Dは、上顎が-7.8ミリ、下顎が-6.7ミリであった。全体的に歯牙素材は大きく上下顎歯列は狭窄し、前
歯部叢生と上下顎正中の不一致が1.5ミリ 認められた。骨格的には、SNA 83.8°、SNB 76.8°、FMA 37.8°と中顔型を呈し、
歯系ではU1 to FH 134.0°、IMPA 86.9°と上顎切歯が顕著に唇側傾斜していた。シミュレーションソフトを用いたアラ
イナー型矯正装置を用いて非抜歯法で治療した。使用したマウスピースは、71枚であり、装着期間は2年6か月であった。

【考察およびまとめ】アライナー型矯正装置では、わずかな歯の移動しか出来ないと思われているが、オーバージェッ
ト+2.7ミリ、オーバーバイト+2.8ミリまで改善し、バーチャルセットアップモデルどおりの結果が得られた。CBCT
検査より、遠心移動した上顎前歯の歯根と皮質骨の位置関係に問題を認めず、良好にトルクが制御されていた。日常
臨床においてTooth size ratioが問題となるケースは多い。シミュレーションソフトを応用することは、予測実現性
が高い治療を達成するために有用であると考える。
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症展 -011 抜歯矯正治療で E-line を改善した2症例
Two cases of improved E-line in extraction orthodontic treatment

森　淳一郎
MORI J.

もり矯正歯科医院（ 福岡県 ）

【目的】上下顎前歯に唇側傾斜や叢生がみられ抜歯を適用する症例において、本院では、上下顎前歯の後退にEn 
masse法に改良を加えた治療（6前歯を遠心移動する際、牽引力を50g前後と弱くする事）を行っている。今回、上下顎
左右側第一小臼歯を抜歯した症例と、上顎左右側第一大臼歯および下顎左右側第二小臼歯を抜歯した症例について報
告する。【症例1】初診時年齢21歳1か月の女性。主訴：口元が前に出ている。顔面所見：正面は顔面正中に対して下顎
が右側に偏位、側貌はコンベックスタイプ。診断：skeletal ClassI angle 右側 ClassII 左側 ClassI 上下顎前歯部唇側傾
斜を伴う crowding症例。治療方針：被蓋の改善、叢生の解消、正中の一致、犬歯および第一大臼歯一級関係の確立。
治療方法：上下顎左右側第一小臼歯抜歯後マルチブラケット装置を用い治療を行う。治療期間30か月。【症例2】初診時
年齢24歳10か月の女性。主訴：前歯が前に出て傾斜している。顔面所見：正面は顔面正中に対して下顎が左側に偏位、
側貌はコンベックスタイプ。診断：skeletalI angle 右側 ClassI 左側 ClassI 上下顎前歯部唇側傾斜を伴う crowding症
例。治療方針：上下顎前歯部唇側傾斜の改善、叢生の解消、正中の一致。治療方法：上顎左右側第一大臼歯、下顎左右
側第二小臼歯抜歯後マルチブラケット装置を用い治療を行う。治療期間30か月。【考察およびまとめ】今回2症例とも
に良好な咬合を得ることができた。1症例目は上下顎左右側第一小臼歯を抜歯しen masse法により治療を行った。2
症例目は上顎左右側第一大臼歯および下顎左側第二小臼歯が抜髄してあったため、同部と下顎右側第二小臼歯を抜歯
し治療を行った。2症例とも治療後4年以上経過しているが咬合は安定している。

症展 -012 パッシブライゲーションブラケットによるトルクコントロールの有用性を確認
した二症例
Two cases evaluated practical effectiveness of torque control by passive-ligation brackets

下田　哲也
SHIMODA T.

しもだ矯正歯科クリニック（ 福岡県 ）

【目的】矯正治療におけるトルクコントロールは最重要課題の1つである。トルクコントロールを行う場合、パッシブ
セルフライゲーションのブラケットでは矯正力が効き過ぎて、歯根に負担がかかることがある。逆にシャッターがス
プリング式のブラケットではトルクが効きにくいことがある。今回、調節可能でトルクコントロールをしやすいパッ
シブライゲーションブラケットにより舌側矯正治療を行い、良好な治療結果が得られたので報告する。【症例1】初診
時年齢26歳の女性。歯の凸凹を主訴に来院。大臼歯関係は左右ともAngle ll級傾向を呈しており、overjet+4.0mm、
overbite+2.5mmであった。口蓋に埋入した歯科矯正用アンカースクリューを用い上顎大臼歯を遠心移動させることに
より非抜歯での矯正治療を行なった。【症例2】初診時年齢18歳の女性。歯の凸凹と前歯が内側に入っていることを主訴
に来院。大臼歯関係は左右ともAngleii級を呈している。４⏊４を抜歯し矯正治療を行なった。【考察およびまとめ】今回
使用したブラケットはヒンジ式の蓋を有しており、リガチャーの締め付け具合を自在に調節しながらワイヤーをスロッ
トに収めることができるため、適切なトルクを歯牙に与えることができた。具体的に、一般的なパッシブセルフライ
ゲーションのブラケットはシャッターを閉じれば固有サイズのスロットになりトルクが歯牙に伝わりやすいが、スロッ
トに入りきれずサイズアップをはかれないことがしばしばあり、無理にワイヤーを挿入するとブラケットの破損や歯
根吸収の恐れがある。一方で、スプリング式のブラケットは3面形態でワイヤーを確実に固定できていない場合、トル
クの効きが悪いことがある。しかし、今回使用したブラケットは強固な4面形態で、蓋の閉じ具合を調節することがで
きるため、トルクを効かせつつも過度な力が歯牙に伝わることを防ぎながらトルクコントロールできたと考えられる。
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症展 -013 下顎前方誘導機能つきマウスピース型矯正装置を使用した AngleII 級１類症例
Treatment of Angle Class II division 1 using mouthpiece type orthodontic appliance with 
mandibular advancement

村上　久夫
MURAKAMI H.

村上矯正歯科（ 長崎県 ）

【目的】矯正歯科臨床において、成長期の下顎後退症例に機能的矯正装置を用いII級関係の改善を行うことがある。し
かしながら、このような装置では下顎前方誘導を行いながら個々の歯の矯正は同時に行うことができない場合が多い。
今回、機能的矯正装置の作用やメカニズムを基にデザインされたマウスピース型矯正装置を用いて治療を行い、有効
な結果が得られたので報告する。【症例】初診時年齢14歳7か月の女性、主訴は前歯の前突。Angle II級1類、下顎後退、
上顎前歯の唇側傾斜、空隙歯列、overjet+11.0mm。矯正装置には歯の整列とII級改善のため、マウスピース型矯正装
置に下顎前方誘導装置にあたるプレシジョンウイング付きのものを用いた。【考察およびまとめ】治療は、前方誘導治
療前のレベリング期、前方誘導期を経て、1度装置を再作製しディテイリングを行い終了した。追加マウスピース治
療時にはII級ゴムを使用した。前方誘導前期は5か月、前方誘導期間は7か月、追加の装置装着期間は5か月であった。
前方誘導は2mmずつ4回に分けて順次に行った。下顎のわずかな成長とカウンタークロックワイズローテーションに
より、ANB角は3.8°から1.8°に、SNB角は76.0°から78.4°に改善された。二態咬合は見られなかった。アクチバトール
などの機能的矯正装置と同様に、マウスピース型矯正装置でもII級不正咬合を改善できることが明らかになった。さ
らに、下顎前方誘導を行いながら空隙の閉鎖や上顎前歯の舌側傾斜などの歯の整列を行うことができた。固定式の機
能的矯正装置に見られる不便さ（装置の破損、急患対応、口腔衛生面など）や、従来の可撤式の機能的矯正装置に見ら
れる不便さ（装置の複雑さ、しゃべれない、第二期治療が必要など）を伴わず改善でき、可撤式かつ単一の治療システ
ムで矯正治療できるメリットを得られることがわかった。

症展 -014 歯科矯正用アンカースクリューを用い下顎両側第二小臼歯を抜歯して治療した
骨格性下顎前突症例
Skeletal Class III case with bilateral lower second premolar extraction using orthodontic 
anchor screws

舘　愛美、金　利鎬
TACHI M., KIM R.

医療法人社団スマイルステーション高輪矯正歯科医院（ 東京都 ）

【目的】歯科矯正用アンカースクリューを用いて、大臼歯遠心移動、咬合平面の平坦化を達成した非対称を伴う軽度骨
格性反対咬合を比較的短期間に改善する経験を得たので報告する。【症例】24歳の女性で、不正咬合の分類はアングル
III級。口腔内所見として、両側犬歯および左側側切歯反対咬合、下顎両側犬歯唇側転位があり、セファロ分析の結果、
SNA角74.0°、SNB角76.9°、Mx1 to APo8.0mm、Md1 to APo5.0mm、Lower Lip E-Line -3.0mmであった。アーチレ
ングスディスクレパンシーは上顎-8.6mm、下顎-10.6mm であった。【治療】 を抜歯後、マルチブラケットシステム
を用い、動的治療期間1年11か月で良好な治療結果を得た。歯科矯正用アンカースクリュー 6本を下顎両側第一大臼
歯近心、上顎右側第一大臼歯近心頬側、上顎右側第一・第二小臼歯間頬側と口蓋側、上顎左側第一大臼歯遠心頬側に
埋入し、上顎大臼歯遠心移動、左上がりの上顎咬合平面を右側臼歯部圧下による平坦化、また、下顎前歯リトラクショ
ンを比較的短期間に達成できた。【考察およびまとめ】レベリング時に下顎に意図的にセクショナルワイヤーを用いた
ことが下顎前歯のフレアアウトを可及的に予防することに繋がり、比較的短期間のうちに叢生の解消と前歯部正常被
蓋の獲得を達成できた。また、歯科矯正用アンカースクリューを効果的な部位に集中的に用いることで、抜歯部位の
選択肢が広がり、かつ、上顎大臼歯の遠心移動、咬合平面の平坦化等多様な歯牙移動を同時に行えた事が治療期間の
短縮に寄与したものと考えられる。
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症展 -015 RAP を利用した新しい矯正治療システムで治療した上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion treated  with brand-new treatment system using regional 
acceleratory phenomenon

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（ 東京都 ）

【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、治療期間を短縮し、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。患者が極度に嫌がるような処置を行わ
ずに治療期間を6-9か月にするべく改良を行っている。現在、期間目標は達成できていないがRAPに着目することで
空隙閉鎖を効果的に行え、良好な結果が得られたので報告する。【症例】初診時年齢19歳9か月の男性。前歯の突出お
よび口が閉じ難いことを主訴に来院した。ANB+8.2°、FMA35.3°、OB+1mm、OJ+6mm、L-1 to Mand. 114.7°、ALD
は上顎-8mm、下顎-4mm、大臼歯関係はAngle Class IIであった。Skeletal Class II ハイアングル症例と診断した。
上下顎両側第三大臼歯の埋伏が認められた。上下顎大臼歯部に歯科矯正用アンカースクリューを埋入し、上顎の加強
固定と100gf NiTi closed coil を用いて下顎の歯列弓の後方移動を行った。約3か月といわれるRAP効果を活用するた
めに上顎両側第一小臼歯を同時抜去し、マルチブラケット装置を装着し、同日より50gf NiTi closed coil を用いて犬
歯遠心移動を開始した。【考察およびまとめ】JETsystemで治療した患者の治療期間は11.5か月であった。左側は4か
月で空隙閉鎖が終了したが、右側は7か月を要した。また、上顎前歯部の.018ハイトルク、臼歯部.022 slot のパッシ
ブセルフリゲーティングブラケット、および超弾型NiTi合金線を組み合わせることによって上顎前歯部のトルクコン
トロールが適切に行えた。下顎前歯歯軸は改善は見られるものの唇側傾斜を呈していたが良好な咬合関係が得られた。
今後、侵襲の少ないRAPに着目して、さらなる改善を行なう予定である。

症展 -016 歯槽部部分骨切り術を併用して上顎中切歯の著しい舌側傾斜と過萌出を改善し
た AngleII 級２類症例
Dento-osseous osteotomy and subsequent distraction osteogenesis for an Angle Class II 
division 2 patient

梶井　貴史1、陶山　大輝1、泉　喜和子2、永嶌　勝之3

KAJII T.1, SUYAMA T.1, IZUMI K.2, NAGASHIMA K.3

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野、2福岡医療短期大学歯科衛生士学科、
3福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野

【目的】過蓋咬合を伴うII級2類症例の矯正治療では、上顎切歯の水平的および垂直的な移動距離が大きく、さらに切歯の歯
根の形態異常や切歯部の唇側歯槽骨の菲薄を伴う場合は、歯根吸収や歯槽骨のフェネストレーションとそれに伴う歯肉退縮
が生じるリスクが高い。一方で、骨性癒着歯などに適応される歯槽部部分骨切り術を伴う歯と歯槽骨の移動には、術中に移
動させる方法（一期的）と術後に移動させる方法（骨延長）がある。本症例では、上顎中切歯の著しい舌側傾斜と過萌出に対し
て、上顎中切歯部に歯槽部部分骨切り術を併用して一期的に歯軸の改善を行い、さらに術後2か月後から同部に矯正力を付
与して骨延長的な移動も試みた。動的治療終了後、良好な歯列咬合が得られたので報告する。【症例】初診時年齢18歳6か月
の女子。右の奥歯で噛めないことを主訴に来院した。口腔内所見では、下顎両側側切歯の先天欠如を認めた。Overjet＋4.0mm、
Overbite＋12.5mm、臼歯関係は左右ともAngle I級を呈していた。セファロ分析結果より、下顎骨の後方位による骨格性上
顎前突と上顎中切歯の著しい舌側傾斜を認めた。また、パノラマエックス線写真より上顎中切歯歯根の形態異常（ピペット
状）が疑われた。治療経過として、外科的矯正治療を適応し、術前矯正治療中に上顎中切歯歯槽部部分骨切り術を施行した。
その後の骨延長的な移動も含めて、上顎中切歯は8.0mm唇側移動し6.0mm圧下された。動的治療期間は4年7か月であった。

【考察およびまとめ】上顎中切歯の著しい舌側傾斜に対して歯槽部部分骨切り術による一期的および骨延長的な移動を行った
ことで、上顎中切歯の歯根吸収および歯肉退縮を抑えることができた。以上より、移動量の著しく大きい歯に対して、歯槽
部部分骨切り術で一期的に骨片移動を行い、その後さらに骨延長的な移動を行う方法は有用であると思われる。
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症展 -017 顎口腔機能の不調和を伴う骨格性 II 級開咬症に上顎骨単独の顎矯正手術を併
用した外科的矯正治療の一例
A Class II open bite case with functional disharmony treated by surgical orthodontic treatment 

門田　千穂1、小川　卓也1、姜　順花1、東堀　紀尚1、依田　哲也2、森山　啓司1

KADOTA-WATANABE C.1, OGAWA T.1, KANG J.1, HIGASHIHORI N.1, YODA T.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II級開咬症例に対する外科的矯正治療においては、しばしば顎運動などの顎口腔機能に不調和をきたし、治療
方針決定や術後安定性の獲得に苦慮する場合がある。今回我々は、上顎骨単独の顎矯正手術を併用した外科的矯正治療に
より、顎口腔機能の改善と咬合の安定が得られた症例を経験したので報告する。【症例】初診時年齢44歳5か月の女性。前
歯で噛み切れないことを主訴に来院した。ガミースマイルを呈し、大臼歯関係は両側Class II、overjet+10.0mm、overbite-
1.0mmであった。セファロ分析より、SNA83.0°、SNB72.5°、FMA42.3°と、ハイアングルを呈する下顎骨の後方位を示し
た。両側顎関節に開閉口時クリック音を認め、MRI画像より両側顎関節の関節円板前方転位、中心咬合位のCT画像よ
り下顎頭の前下方への位置異常を認めた。最大開口量は39.0mmであり、顎運動機能検査器による機能評価では、CO-CR 
discrepancyを認め、開閉口終末位が不安定であった。また口呼吸、いびき、舌突出癖を認めた。術前矯正治療を行い、動
的治療開始後1年10か月時に馬蹄形骨切り併用Le Fort I型骨切り術および上顎前歯部歯槽骨骨切り術を施行し、上顎骨は
大臼歯部で5.0mm挙上した結果、下顎骨は6.0°反時計方向に回転した。術後1年8か月時に保定を開始した。術後CT画像よ
り下顎頭は下顎窩内で後上方に変位し、機能評価では、最大開口量ならびに下顎運動量の増加、CO-CR discrepancyの減少、
開閉口終末位の収束を認めた。いびきの消失も認めた。現在保定開始後1年以上が経過し、概ね良好な咬合状態が維持され
ている。【考察およびまとめ】本症例においては、顎矯正手術の適用により上顎骨を上方に移動させることで下顎の反時計回
りの回転が生じ、顎間関係および顎口腔機能の改善を認めた。しかし術後に撮影したCT画像において、骨切り線の治癒不
全と見られる部位を認めたため、今後も長期的な経過観察が必要と思われる。

症展 -018 下顎枝垂直骨切り術後に偏位側顎関節の非復位性関節円板前方転位の改善を認
めた顔面非対称症例の一治験例
Facial asymmetry case with irreducible anterior disc displacement on the deviated side treated 
by IVRO

植田　紘貴1、国富　陽介1、岡　直毅1、村上　隆1、佐々木　朗2、山城　隆3、上岡　寛1

UEDA H.1, KUNITOMI Y.1, OKA N.1, MURAKAMI T.1, SASAKI A.2, YAMASHIRO 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岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野、
3大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室

【目的】顔面非対称症例では下顎の非対称性が偏位側顎関節における円板転位の発現に関連する。本症例では、下顎骨右方偏
位と右側顎関節の非復位性関節円板前方転位を伴う顔面非対称に対して下顎枝垂直骨切り術による外科的矯正治療を行い、
顔面非対称の改善と偏位側の非復位性関節円板前方転位の改善を得たので報告する。【症例】23歳5か月の男性。顔面非対称
と前歯部叢生を主訴に来院した。顔面正中に対し下顎骨正中は右側に9.0mm、下顎歯列正中は右側に5.0mm偏位し、顔面
非対称を示した。右側顎関節に関節雑音と疼痛を認め、MRI所見で右側顎関節の非復位性関節円板前方転位を認めた。上顎
の咬合平面のカントは認めなかった。下顎骨右方偏位と右側顎関節の非復位性関節円板前方転位を伴うアングルIII級、骨
格性III級、顔面非対称症例と診断し、右側で2.0mm、左側で9.0mmセットバックを行い、下顎骨正中を左方へ5mm移動し、
正中の一致と顔面非対称の改善を行うこととした。術式に関して、顎関節症を有することと下顎骨の骨片移動量が左右で大
きく異なる点に配慮し、下顎枝垂直骨切り術を選択した。【考察およびまとめ】下顎枝垂直骨切り術により下顎骨のセットバッ
クと下顎骨正中の左方移動を行った結果、主訴である顔面非対称は解消され、上下歯列正中の一致と緊密な咬合関係が得ら
れた。動的治療期間は2年7か月であった。治療終了時の顎口腔機能検査では、偏位側への側方滑走運動量の増加と下顎頭
の運動経路のばらつきが減少した。また、術後10年のMRI所見では、初診時に非復位性の前方転位を認めた偏位側顎関節
の関節円板は、正常な位置への復位を認め、右側顎関節の疼痛は消退した。以上から、本術式は非復位性関節円板前方転位
を伴う顔面非対称症例において、関節円板の復位や関節疼痛の消退等、顎関節症状の改善に有効であることが示唆された。
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症展 -019 中顔面の著しい陥凹感を認める口唇口蓋裂患者に上顎骨前方部骨延術および上
下顎骨骨切り術を併用した一症例
A CLP patient with midfacial deficiency treated by MASDO and Le Fort I osteotomy

大原　春香1、岡　綾香1、田中　晋2、古郷　幹彦2、山城　隆1

OHARA H.1, OKA A.1, TANAKA S.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】口唇口蓋裂患者では、口蓋裂手術の瘢痕に起因した上顎骨の劣成長により、中顔面の著しい陥凹感を伴う骨格性下顎
前突が多くみられる。そのため、顔貌および咬合の改善には上顎骨を前方移動することが必要となる。一方、上顎骨の前方
移動量が大きくなると鼻咽腔閉鎖機能への影響が懸念される。今回、上顎骨前方部骨延長術（maxillary anterior segmental 
distraction osteogenesis: MASDO）およびLe Fort I型骨切り術を併用して上顎骨の前方移動および右方偏位の改善を行い、
鼻咽腔閉鎖機能を悪化させずに、顔貌の改善と良好な咬合関係を得たので報告する。【症例】患者は、左側口唇口蓋裂を有
する15歳7か月の男性。側貌はコンケイブタイプ、著しい中顔面の陥凹感を認め、鼻下点が後退していた。上顎骨が後方
位で前後径が短いことに起因する骨格性3級で、前歯部反対咬合を認めた。上顎両側側切歯および第二小臼歯が先天欠如
し、上顎歯列正中は右方へ偏位、下顎骨および下顎歯列正中は左方へ偏位して、左側臼歯部交叉咬合を認めた。また、鼻
咽腔閉鎖機能不全を有した。上顎両側第二乳臼歯を抜去し、MASDOを施行して上顎骨前方部を延長させた。延長する際に
は、上顎骨前方部を回転して正中を左方へ移動させた。エッジワイズ装置を用いて術前矯正治療を行った後、上下顎骨切
り術を施行した。Le Fort I型骨切り術で上顎骨はさらに前方へ移動させるとともに上顎歯列正中を左方へ移動して顔面正
中に一致させ、下顎骨はBSSOにより後方かつ右方へ移動させた。19歳11か月時に動的治療期間を終了し保定へ移行した。

【考察およびまとめ】MASDOおよびLe Fort I型骨切り術を併用して上顎骨前方移動量を大きく設定した結果、鼻咽腔閉鎖
機能に影響することなく、良好な顔貌および咬合を獲得することができた。本治療法は、鼻咽腔閉鎖機能不全と上顎骨の劣
成長を伴う口唇口蓋裂患者に対する有効な治療法の一つであると考えられる。

症展 -020 下顎第二大臼歯喪失を伴う骨格性下顎前突症に対して第三大臼歯の近心移動と
外科的矯正治療を行った一例
Protraction of mandibular third molars into missing molar spaces in a patient with mandibular 
prognathism

寺尾　文恵1、北原　亨2、星　健治2、森　悦秀3、高橋　一郎1

TERAO F.1, KITHARA T.2, HOSHI K.2, MORI Y.3, TAKAHASHI I.1

1九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座歯科矯正学分野、2九州大学病院矯正歯科、3九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学
講座口腔顎顔面外科学分野

【目的】2014年以前においては、歯科矯正用アンカースクリュー（以下スクリュー）を利用して喪失した第二大臼歯の
代わりに第三大臼歯を近心移動して咬合に加えることは、顎変形症患者においては困難であった。今回、第二大臼歯
を喪失した顎変形症患者に対し、術後矯正中にスクリューを用いて第三大臼歯を近心移動することにより、良好な結
果を得たので報告する。【症例】初診時年齢25歳10か月の女性。下顎前突感を主訴として来院した。側貌はConcave、
スマイル時のBuccal corridorが過大であった。ANB-5.7°、overjet-5mm、overbite-3mm、全顎的に反対咬合を呈して
いた。上顎切歯軸傾斜は標準、下顎切歯軸は著しく舌側傾斜していた。上顎両側および下顎右側の第二小臼歯が先天
欠如し、下顎両側第二大臼歯の喪失が認められ、上下顎左右第三大臼歯は萌出していた。右側Angle Class II、左側
Class III、上顎歯列弓は狭窄していた。skeletal ClassIII、long faceの顎変形症と診断した。治療方針として、下顎第
三大臼歯は整直し、可能な限り近心移動を行った後、上下顎同時移動術を行う計画とした。2年8か月の術前矯正治
療終了後、分割Le Fort I骨切り術と下顎枝矢状分割術による上下顎同時移動術を行った。術後矯正治療中にスクリュー
を用い、下顎第三大臼歯の近心移動を行った。ANB-0.3°、overjet3mm、overbite2mmと適切な顎間関係および被蓋
関係が獲得でき、過大なBuccal corridorは改善された。【考察およびまとめ】本症例では、多数の欠損・喪失歯がみと
められたが、スクリューを用いた近心移動により第三大臼歯を配列することで、良好な咬合関係を得ることができた。
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症展 -021 顔面非対称の患者に対してリンガルブラケット矯正装置を用いて外科的矯正治
療を行なった症例
Facial asymmetry treated with orthognathic surgery and lingual orthodontic appliance

築山　正太郎、前川　裕亮、小林　美砂子、下田　直子、下田　哲也
TSUKIYAMA S., MAEKAWA Y., KOBAYASHI M., SHIMODA N., SHIMODA T.

しもだ矯正歯科クリニック（ 福岡県 ）

【目的】現在、歯科矯正治療における顎変形症は、一般的に、唇側のマルチブラケット装置を用いた外科的矯正治療が
保険診療の適用となっている。舌側の矯正装置でも行えるが、制限があり一般的ではない。今回、上顎咬合平面の左
上がりと下顎骨左方偏位による顔面非対称の患者に対し、舌側の矯正装置を用い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23歳の女性。下顎が左側に曲がっていることを主訴に来院された。顔
貌所見は、下顎が左方に偏位、口腔内所見は、軽度の叢生、側方デンタルコンペンテーションを認めた。レントゲン
所見（P-A法）より、下顎骨が左方に10°の偏位を認めた。本人の強い希望により舌側の矯正装置を装着し術前矯正治療
を開始した。動的治療開始1年1か月時に、上顎Le Fort I型骨切り術および下顎両側下顎枝垂直骨切り術（IVRO）を行っ
た。術前・術後の一時的ではあるが、顎間固定を目的に唇側にもブラケットを装着した。舌側の矯正装置にて術後矯
正を行い、機能的咬合を確立し、術後1年1か月で装置除去を行なった。結果、下顎の左方傾斜は4°まで改善し、現在、
保定開始から3年経過したが顎位は安定している。【考察およびまとめ】前述したように、外科的矯正治療の保険適用は、
現在、唇側のマルチブラケット装置による治療が一般的である。しかし、外科的矯正治療を受けなければならないが、
心理的にも社会的にも受け入れられない患者もいる。今回の症例を通して、将来、患者の希望に応える形で、舌側の
矯正装置による外科的矯正治療が普及してもよいのではないかと考えられた。

症展 -022 変形性顎関節症を併発した顎変形症症例
A case of jaw deformity complicated with osteoarthritis

平野　武弘1、亀井　和利2

HIRANO T.1, KAMEI K.2

1ひらの矯正歯科クリニック（ 東京都 ）、2横浜労災病院歯科口腔外科・顎口腔機能再建外科（ 神奈川県 ）

【目的】顎変症患者の中には顎関節症併発症例がみられる。特に顎関節円板転位や変形性顎関節症症例は顎位と咬合の
関連も考慮しなければならない。変形性顎関節症を有する顎変形症症例に対しては矯正治療計画を立てる上で特に慎
重に考慮しなければならない。顎関節の退行性変化は、顎位や機能的な咬合の確立に大きく関わる重要なファクター
と考えられる。症例は矯正治療経過中及び治療後のCBCT、MRIの画像検査により顎関節のリモデリングが認められ
良好な結果が得られたので報告する。【症例】初診時年齢47歳7か月の女性、上顎前歯部前突と叢生を主訴に来院。全
身所見は特記無し、咬合は不安定で顎機能検査により顎位の偏位を認め、術前CBCT、MRIの画像所見において変形
性顎関節症を認めた。これら所見より顎位の安定、負担軽減を目的としスタビライゼーション型スプリントを術前、
術前矯正中手術前にフルタイム使用した。抜釘時に診断鏡視を行い両側関節円板の穿孔と滑膜の線維化所見が認めら
れたが、CBCT、MRIの画像所見にて関節頭のリモデリングが認められ良好な結果が得られた。【考察およびまとめ】
抜釘時の診断鏡視所見から円板穿孔は陳旧性で長い経過を辿ったと考えられる。スタビライゼーション型スプリント
により術前矯正前、術前矯正中手術前に適切なアンテリアガイダンスを付与し顎位の安定化を図りさらに負担軽減し
たことでダブルスプリント法での上下骨片の位置付けがより正確となり術後の安定した咬合と顔貌の審美性が得られ
た。さらに顎関節の負荷は軽減され関節頭のリモデリングが生じ顎関節の形態は改善し、術前、術中、術後の適切な
アンテリアガイダンス付与はその有効性が示唆された。本症例をとおして変形性顎関節症併発の顎変形症治療におい
て術前、術中、術後の適切な顎位と咬合接触の付与は顎関節の安定と咬合の調和において重要なことが示唆された。
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症展 -023 顎関節の疼痛を訴える患者に対してスプリントとアライナー型矯正装置を併用
した症例
Using splint and aligner type orthodontics for the patient who complained of temporomandibular 
joint pain

尾島　賢治、熊谷　友理子、渡辺　仁資、檀　知里
OJIMA K., KUMAGAI Y., WATANABE H., DAN C.

スマイルイノベーション矯正歯科・新宿 / 本郷さくら矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】初診時に顎関節の不調を訴える患者においては顎位の整復が必要な場合があり、矯正治療前にスプリントを使用して
いる。今回は、スプリントとアライナー型矯正装置を併用し良好な結果が得られた症例を供覧する。【症例】初診時32歳女性。
主訴は、両側顎関節部、側頭筋、首の痛みと前歯部叢生であった。患者は夜間の強い食いしばりの自覚があり、左顎に開口
時の痛みと大きなクリック音を認めた。CT所見は、左下顎頭が関節内で後方に位置し関節空隙が少ない状態であった。触
診により左関節頭部の開口時圧痛を認めた。治療計画に基づき、初めに下顎安静位で光学スキャンを行い咬合状態を記録し
可綴式スプリントを作製、20時間使用するよう指示し4か月半使用した。使用開始から2か月目で患者は顎関節の不調が改
善された。その後可綴式スプリントの大臼歯の一部を下顎大臼歯部へ合着し固定式スプリントとして痛みのない顎位を維持
し、その上から光学スキャナーによるスキャニングを行なった。矯正装置としてアライナー型矯正装置を選択し、第一期で
は大臼歯にスプリントが合着されている歯の移動を計画せず、小臼歯から小臼歯までの歯の移動のみを行い咬合を確立した。
その後大臼歯部のスプリントを除去し、再度スキャニングを行い第二期にて大臼歯部の挺出移動を計画し治療を完了した。
治療期間は1年3か月であった。治療終了時、患者は顎関節の不調が改善された状態であった。保定用マウスピースを夜間
に使用して約2年の経過は良好である。【考察およびまとめ】診査時に顎及び頭頸部の不調を訴える患者においてはスプリン
ト治療を先行して行い、痛みや機能改善がされた後に歯牙の移動を行うことが有効である。その際にアライナー型矯正装置
はデジタルシミュレーションにより移動する歯と移動しない歯を分けることができるため、スプリントで構築した顎位を維
持しながら矯正治療を行う際に有効であった。

症展 -024 歯科矯正用アンカースクリューを併用して治療した変形性関節症を伴う開咬症例
An open bite case with Osteoarthrosis treated using implant anchors

田口　元康
TAGUCHI M.

医療法人社団健美会北千住矯正歯科（ 東京都 ）

【目的】変形性関節症（OA）では非復位関節円板前方転位や下顎頭の吸収により下顎枝の短小化を生じ、下顎の偏位や
オトガイの後退により、咬合関係はII級の開咬を呈する。そのような患者にスタビライゼーション型スプリントを用
い、顆頭位とCondyle形態の安定化を図り、歯科矯正用アンカースクリュー（AS）を併用して矯正治療を行い良好な
咬合が得られたので報告する。【症例】患者は19歳8か月の女子で開咬と下顎の右側偏位を主訴に来院した。顎関節
症状としては、高校3年時に右側顎関節部にClickingを自覚、大学1年の夏に右側顎関節のクローズドロックを経験、
その後6か月後に開咬になったとのことであった。初診時には右側顎関節部に疼痛と開口障害が認められた。骨格的
にはClass II、Severe dolichofacial type、下顎が右側に5mm偏位。口腔内は、Overbite-5.0mm、Overjet+3.5mm、 

まで開咬を呈していた。CBCTより右側下顎頭のAtrophyとOsteophyteが認められたため変形性関節症を疑い、
スタビライゼーション型スプリントを装着した。スプリント治療後、下顎頭の上方への挙上に伴い下顎の時計方向の
回転が認められたが、Condyleの形態変化は認められなかった。患者が外科的矯正治療を回避したいとのことで、開
咬の改善のために口蓋にASを装着して上顎大臼歯の圧下を行い、上顎は両側4番抜歯、下顎は左側4番を抜歯して下
顎の正中を是正し、左側はClass I に配列、右側はFull Class IIに配列して咬合の改善を図り、機能的な咬合が確立さ
れた。【考察およびまとめ】顎関節の状態の診査には、CTやMRIが必須であり、顎関節を安定化させるためにはスタ
ビライゼーション型スプリント治療は有効であると思われた。また、OAによる開咬の治療にも歯科矯正用アンカー
スクリューは有用であると思われた。
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症展 -025 歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬合平面 cant の修正により下顎頭の
位置と顎口腔機能が改善した症例
Improvement of mandibular condyle position and stomatognathic function by occlusal plane 
cant treatment using miniscrew

大柳　俊仁、清流　正弘、真山　敦、溝口　到
OYANAGI T., SEIRYU M., MAYAMA A., MIZOGUCHI I.

東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野

【目的】咬合平面cantの修正において、歯科矯正用アンカースクリューの使用が有効であることが知られているが、咬合平面
cantの修正が下顎頭の位置や顎口腔機能にどのような影響を及ぼすか、その詳細は明らかではない。今回、咬合平面cant
および顎関節症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て咬合平面cantを修正し、下顎頭の位置と顎
口腔機能に改善が認められたため報告する。【症例】上下の凸凹歯および左の顎の痛みを主訴に来院した24歳5か月の男性症
例。正貌は対称、側貌はconvex typeで、口唇閉鎖時オトガイ部の緊張が認められた。臼歯関係はAngleIII級、overjetは7.6mm、
overbiteは3.3mm、ALDは上顎-6.3mm、下顎-12.1mmであった。頭部X線規格写真より、骨格性I級、high angle、上顎中
切歯歯軸は唇側傾斜、下顎中切歯歯軸は標準的であり、左下がりの咬合平面cantが認められた。左側顎関節に開口時疼痛
があり、顎関節MRI所見では左側に非復位性の関節円板前方転位、下顎頭の変形および関節液の貯留が認められ、下顎頭
の位置に左右差が生じていた。以上より、上下顎歯列叢生、咬合平面cantおよび顎関節症を有する骨格性I級、AngleIII級、
high angle症例と診断した。治療方針として、左側顎関節の急性症状改善のため、スタビライゼーション型スプリントを用
いた後、上下顎歯列の叢生解消のため小臼歯の抜去を行い、マルチブラケット治療を開始した。上顎大臼歯に歯科矯正用ア
ンカースクリューを植立し、咬合平面cantの修正を行った。治療後、左側の顎関節疼痛は消失し、咬合平面cantは改善され、
AngleI級の臼歯関係および良好な前歯部被蓋を獲得した。また、下顎頭の位置の左右差が改善し、顎口腔機能検査におい
て良好なアンテリアガイダンスが認められた。【考察およびまとめ】歯科矯正用アンカースクリューを用いた咬合平面cant
の修正が、下顎頭の位置と顎口腔機能の改善を促すことが示唆された。

症展 -026 侵襲性歯周炎により歯の病的移動が生じていた全身疾患を有する患者の矯正歯
科治療１例
A case of orthodontic treatment for the underlying disease patient with aggressive 
periodontitis

渡辺　和也1,2、森川　暁2、下島　隆志1、宮城島　笑1、中川　種昭2

WATANABE K.1,2, MORIKAWA S.2, SHIMOJIMA R.1, MIYAGISHIMA E.1, NAKAGAWA T.2

1渡辺矯正歯科（ 東京都 ）、2慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

【目的】矯正歯科治療の必要性を認めても、重度歯周炎や全身疾患などのため矯正治療が制限されてしまうことは少なくな
い。今回、再生不良性貧血でHBVキャリア、侵襲性歯周炎に罹患していた患者に対し包括的歯科治療を行い良好な結果
が得られたので報告する。【症例】叢生を伴い上下顎前歯部の著しい唇側傾斜を示す36歳女性。再生不良性貧血による出血
後の止血困難を予防するためブセレリン酢酸塩を継続投与、その長期使用による骨粗鬆症を予防するためビスフォスフォ
ネート（BP）系製剤を内服していた。慶應義塾大学病院歯科・口腔外科において血小板輸血をしながら歯周外科処置を含む
歯周炎の治療を行い、炎症のコントロールがついた段階で矯正治療を開始した。必要な歯の抜歯を行い、得られた空隙を
利用して前歯の唇側傾斜の改善を行った。使用装置は上顎にマウスピース型矯正装置、下顎に.022ストレートワイヤー法
の固定式矯正装置を使用した。動的矯正治療期間は1年8か月。矯正治療前後で上下顎中切歯歯軸傾斜角は17°増加した。

【考察およびまとめ】歯周炎に起因する歯周組織減少に伴う不正咬合において、歯周病医によるコントロールのもと、矯正治
療を行い咬合の再建を図ることができた。一般に歯周病を有する成人患者に対する矯正治療は困難な場合が多いが、歯周病
の進行を抑えた上で効率よく咬合関係を改善させることは、口腔衛生管理および歯周病管理においても有効であることが示
された。矯正治療によりバーティカルストップを安定させた結果、咬合性外傷の要素を軽減できたと考えられる。BP系製
剤を服用している患者においては抜歯手術が契機となり顎骨壊死が生じる可能性があり、注意が必要とされている。ただし
抜歯適応の歯を残しても、そこに感染が加わり結局は顎骨壊死が起こってしまうことも懸念される。今後も他科との連携に
よる包括的歯科治療の一つとして、矯正歯科治療の需要は増加すると思われる。
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症展 -027 慢性辺縁性歯周炎を伴う骨格性 II 級叢生に対する歯科矯正用アンカースク
リューを用いた包括的治療例
Interdisciplinary approach to skeletal Class II crowding case with chronic marginal 
periodontitis using orthodontic miniscrew

岩浅　亮彦1、小笠原　直子2、沢田　正樹2、ASHTAR Mohannad2、堀内　信也3、田中　栄二1

IWASA A.1, OGASAWARA N.2, SAWADA M.2, ASHTAR M.2, HORIUCHI S.3, 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徳島大学病院矯正歯科

【目的】近年、包括的歯科治療の一環として中高年に対しても矯正治療を行う機会が増加している。しかし、成人の矯正治療
を行う場合には、歯周状態や根管治療歯、欠損補綴の存在が治療計画に影響を及ぼすことが少なくない。今回、慢性辺縁性
歯周炎を有し、大臼歯欠損を伴う骨格性II級叢生症例に対して歯科矯正用アンカースクリュー（以下OAS）を用いて包括的
歯科治療を行った結果、良好な治療成績が得られたので報告する。【症例】初診時年齢55歳7か月の女性。主訴は上顎前歯部
の叢生であった。全顎的な歯槽骨レベルの低下と、上下顎大臼歯部に4 mm以上の歯周ポケットを認め、慢性辺縁性歯周炎
と診断されていた。口腔内所見として、overjetが6.0mm、臼歯関係は両側Angle II級であった。セファロ分析所見として
ANB角 9.4°のskeletal Class II、FMA 36.9°のHigh mandibular plane angle caseであった。治療方針としては、失活歯であっ
た上顎右側第二小臼歯の抜歯と、上顎左側ブリッジ撤去を行い、上顎のみマルチブラケット装置を装着し、上顎両側臼歯部
頬側歯槽部にOASを埋入後、これを固定源として前歯部の遠心移動および臼歯の圧下を行うことで過大なoverjetを改善す
ることとした。下顎に関しては、歯周組織への負担と患者の希望を踏まえて矯正治療は行わないこととした。動的治療期間
は2年7か月であった。矯正治療と並行して歯周治療を行った結果、歯周ポケットの改善が認められた。【考察およびまとめ】
歯周状態に配慮して、全顎的なマルチブラケット治療は行わなかったが、OASを使用することで、失活歯の抜歯スペース
および、ブリッジ撤去による上顎左側第一大臼歯欠損スペースへ前歯・小臼歯を効率的に遠心移動させることが可能となり、
良好な前歯部被蓋関係が獲得された。以上のことから、歯周科、補綴科など複数の診療科との連携により、満足度の高い包
括的歯科治療を行うことが可能となった。

症展 -028 卒後研修課程42期による症例展示
Case presentation of the 42nd postgraduate orthodontic course in Tokyo Dental College

大山　莉奈、松本　高明、亀井　宏和、戸嶋　翼、永井　航平、深見　未妃、村上　沙也加、山口　樹里、
吉野　史人、坂本　輝雄、西井　康
OYAMA R., MATUMOTO T., KAMEI H., TOJIMA T., NAGAI K., FUKAMI M., MURAKAMI S., YAMAGUCHI J., YOSHINO F., 
SAKAMOTO T., NISHII Y.

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346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、認定医の取得に向けた歯科矯正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、第一期治療でのFunctional applianceお
よび顎外固定装置、第二期治療（外科的矯正治療を含む）でのEdgewize装置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編と治療例4症例、保定2年以上の1症例の報告が義務付けられている。そこで、本
年3月に本講座の卒後研修課程を修了した42期生9名が提出した治療例36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9名が提出した治療症例36例の治療前、治療後の模型、エックス線写真、顔面写真および口腔
内写真である。症例は抜歯症例14例、非抜歯症例22例、外科的矯正治療8例（うち抜歯症例が2例）であった。内訳と
してAngle分類はI級が12例、II級が14例、III級が10例であった。また性別は男性14例、女性　22例であった。動
的治療期間は、1年1か月～2年3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36症例について治療に対する自己評価を行った結果、Goodが23例、Satisfactoryが13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。
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症展 -029 多数歯欠損を伴う高齢期の下顎前突症患者に対して包括的歯科治療を行った１例
A senior adult case of comprehensive dental treatment of mandibular prognathism with 
multiple missing teeth 

河野　加奈1、中村　政裕2、川邉　紀章1、上岡　寛1

KONO K.1, NAKAMURA M.2, KAWANABE N.1, 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岡山大学病院矯正歯科

【目的】近年、顎変形症治療に関する認知度の高まりから中高年期の顎変形症患者は増加傾向にある。このような症例
においては、全身疾患への配慮や、多数歯欠損、歯周疾患等への配慮が必要となり、口腔外科のみならず他科との包
括的な治療が必要となってくる。今回、われわれは多数歯欠損を伴う下顎前突症の60代女性患者に対し、包括的歯科
治療を行い良好な結果を得たので報告する。【症例】患者は65歳1か月の女性、下顎前突を主訴に来院した。下顎骨が
過大な骨格性III級であり、下顎の右方偏位を呈していた。側貌はコンケーブタイプであった。現存歯は17、16、13-
24、26、38、35-45であり、多部位に補綴処置が施されていた。上下顎ともに空隙歯列であった。下顎前歯は舌側傾斜
を呈しており、機能性の反対咬合であった。骨格的不調和および側貌を改善するために外科的矯正治療を選択した。
下顎骨の後退量を確保するため、下顎前歯部に歯科矯正用アンカースクリューを埋入し、歯列弓を前方に牽引し空隙
を閉鎖するとともに、前歯部の圧下を図った。上顎歯列および下顎右側臼歯部は補綴処置による咬合獲得を前提とし、
術前矯正治療は行わず顎間関係改善のため下顎枝矢状分割術を施行した。歯科矯正用アンカースクリューを用いて術
前矯正治療を行うことで切歯歯軸を改善しつつ空隙を閉鎖することが可能となり、下顎骨の後退量を確保することが
できた。咬合補綴を併用することで、咬合的にも審美的にも良好な結果が得られた。保定開始2年経過しているが良
好な咬合関係は維持できている。【考察およびまとめ】多数歯欠損を伴う高齢者の外科的矯正治療においては、適切な
治療目標の設定と補綴処置を併用した包括的な治療が重要であり、治療目標達成のため、歯科矯正用アンカースク
リューの使用が有用であることが示唆された。

症展 -030 Miniscrew-assisted rapid palatal expander を上顎骨の狭窄を伴う不正
咬合者に適用した２症例
Two cases of Miniscrew-assisted rapid palatal expander to malocclusion with transverse 
maxillary deficiency

岡　志央理、川鍋　仁、福井　和徳
OKA 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】近年、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 Miniscrew-assisted rapid palatal expander 
（以下、MARPE）により、成人において歯の傾斜、舌側咬頭の挺出、歯根吸収や歯肉退縮を起こさずに、上顎骨の正
中口蓋縫合の離開が可能であると報告されている。今回我々は、マルチブラケット装置とMARPE.を併用した治療し
た2症例について報告する。【症例】患者は、当院にて上顎骨の狭窄による交叉咬合を伴う叢生と診断された2名であ
る。症例1は、初診時年齢18歳7か月の女性で、模型分析では、歯槽基底弓幅径が48.7mmで上顎歯列弓が狭窄して
いた。セファロ分析では、ANB：-1.5°の骨格性III級、Mp-FH：22.7°、U1-SN：109.0°、IMPA：84.1°であった。MARPE
を1日1/2回転拡大を行い、歯槽基底弓幅径が48.7mmから52.3mmと拡大された。マルチブラケット装置とMARPE
を併用して治療を行い動的治療期間は2年2か月であった。症例2は、初診時年齢24歳2か月の女性で、模型分析では、
歯槽基底弓幅径が55.5mmで上顎歯列弓が狭窄していた。セファロ分析はANB：+4.5°の骨格性II級、Mp-FH：23.9°、
U1-SN：101.5°、IMPA：98.9°であった。同様なシステムで治療を行い動的治療期間は2年4か月であった。また、歯槽
基底弓幅径が55.5mmから57.5mmと拡大された。さらに、2症例ともに治療前後のCTにて鼻腔容積の増大を認めた。

【考察およびまとめ】マルチブラケット装置とM.S.E.を併用した治療は、少ない外科的侵襲により成人でも上顎の歯槽
基底弓幅径が拡大することが可能であった。また、鼻上顎複合体全体が拡大することで、鼻腔容積が増加し鼻呼吸や
鼻咽腔疾患なども改善する可能性が示唆された。
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症展 -031 歯周病と多数歯補綴を有し、叢生、狭窄歯列弓、鋏状咬合を認める Angle 
Class I、上下顎前突症例
Class I bimaxillary protrusion,crowding, narrow arch, Scissors-bite with periodontal disease 
and multiple prostheses

宮島　悠旗1、柴田　暁晴2、宮島　邦彰1

MIYAJIMA Y.1, SHIBATA A.2, MIYAJIMA K.1

1みやじま歯科医院（ 愛知県 ）、2しばた歯科（ 岐阜県 ）

【目的】従来、矯正歯科治療の対象年齢は成長期の小児や若年者が中心であったが、近年では包括歯科治療の一環として中高
年者に対しても矯正歯科治療を行う機会が多くなった。成人の補綴治療を行う際、矯正歯科治療によって咬合状態を改善し
てから行うべきであることが十分周知されており、特に中高年の矯正歯科治療は歯周病治療や補綴治療との連携が必須であ
ることが多い。本症例では垂直性骨吸収により保存不可能な歯を抜歯部位に選択、健全な歯を保存し咬合を確立すること、
不正咬合を改善してから不良補綴物を適切な補綴物に再作製すること、咬合性外傷を改善することで歯周病の進行を防ぎ、
咀嚼能率も高めること、口唇閉鎖不全による口呼吸を是正することで、歯および全身的な健康寿命を改善する包括的歯科治
療を実践できると考えた。その結果、良好な治療成績が得られたので報告する。【症例】初診時年齢52歳8か月の女性、上下
顎前歯部の叢生を主訴として来院。左右側大臼歯部にシザースバイト、上下顎狭窄歯列弓、前歯部に著しい叢生、上下顎前突、
Angle I級不正咬合を呈していた。また、上顎右側第二小臼歯に垂直性骨吸収、口唇閉鎖不全、小舌症が認められた。上下
顎にエッジワイズ装置（.018プレアジャステッドブラケット）、上顎にはトランスパラタルアーチ、下顎にはバイヘリックス
を併用、動的治療期間は1年6か月であった。【考察およびまとめ】上顎は予後不良の左右側第二小臼歯抜歯、下顎は左右側
第一小臼歯抜歯し、叢生と上下顎前突を改善した。左右側大臼歯部のシザースバイトは上下顎大臼歯のアップライトにより
改善され、第三大臼歯も咬合させることができた。保定後に補綴治療を行うことで、緊密な咬合関係が獲得された。以上よ
り、矯正歯科治療を包括的歯科治療に組み込むことで、歯周病、補綴物の予後は良好になり、歯および全身的な健康寿命を
改善できたことが示唆された。

症展 -032 改良型超弾性 Ni-Ti カンチレバーを用いて近心傾斜した下顎両側大臼歯を整直
した一症例
A case treated with the Ni-Ti wire cantilever for uprighting mesially-inclined mandibular molars

石田　宝義、間邊　安寿雅、小山　晃裕、中井　雄太、井上　維、齋藤　絵里、大森　浩子、小野　卓史
ISHIDA T., MANABE A., KOYAMA A., NAKAI Y., INOUE M., SAITO E., OMORI H., 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】歯科矯正臨床において、抜歯窩や欠損部方向に下顎の大臼歯が傾斜している症例に遭遇する場合がある。それ
らを整直する際に、形状記憶特性や超弾性などの性質を有する改良型超弾性Ni-Ti wireは非常に有効な材料であると
考えられる。本症例では、傾斜した下顎の大臼歯に選択的かつ効果的なモーメントを与えることを目的に、改良型超
弾性Ni-Ti wireを用いカンチレバーを作成し付与した。その際、2種類のwire size （.016×.022 inchおよび.018×.025 
inch）を用いてカンチレバーを作成し、下顎両側大臼歯の整直を試みた。【症例】初診時年齢24歳女性。奥歯が倒れて
いること、奥歯で咬めないこと、下の前歯に空隙があること、ならびに顎関節痛を主訴に来院した。第一大臼歯咬合
関 係 は、 両 側Angle Class II。Overbite:3mm、Overjet:3mm、SNA:77.4°、SNB:74.8°、ANB:2.6°、FMA:34°、FMIA 
59.5°であった。上顎前歯舌側傾斜および下顎前歯舌側傾斜を呈していた。また上下顎両側第一小臼歯欠損、上顎右側
犬歯水平埋伏が認められ、下顎両側第一大臼歯は近心傾斜していた。治療では、上顎両側第二大臼歯および右側上
顎犬歯を抜歯した。その後、上顎両側第三大臼歯を用いて上顎第一大臼歯を遠心移動した。また傾斜した大臼歯は、
改良型超弾性Ni-Ti wireを用いて作成したカンチレバーを付与し整直した。【考察およびまとめ】下顎左側大臼歯は3
か月で整直されたが、下顎右側大臼歯は10か月経過後も整直が不十分であったため、.016×.022 inchから.018×.025 
inchのカンチレバーに変更した。その結果、2か月で整直が完了し良好な咬合を得ることができた。
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症展 -033 上顎前歯部2本の過剰歯が原因で90°捻転した上顎中切歯に対して歯根形成初
期に回転を試みた１症例
A treatment of sever rotated upper bilateral incisors in developmental stage of the root

大坪　邦彦、藤田　浩嗣、今井　なほこ、海老原　康宏、櫻井　誠人、小笠原　法子、林　澄令、黒田　由紀子、
宮島　理奈
OTSUBO K., FUJITA K., IMAI N., EBIHARA Y., SAKURAI M., OGASAWARA N., HAYASHI S., KURODA Y., MIYAJIMA R.

大坪矯正歯科医院（ 東京都 ）

【目的】上顎前歯部の過剰歯は発現頻度が高く、隣接永久歯の位置異常や捻転の原因となる。一方、上顎中切歯の大きな捻転は、
下顎前歯との早期接触、大きなoverjetなどの問題を引き起こすため、早期の改善が必要と考えられる。今回、上顎前歯部
2本の過剰歯が原因で90°捻転した歯根形成初期の上顎両側中切歯に対し、超弾性型Ni-Ti合金線を用いたマルチブラケット
法により治療を行った症例を経験したので報告する。【症例】初診時年齢5歳8か月の男児。上顎前歯部に変な歯が萌出して
きたことを主訴に来院した。Dental ageはIIC、臼歯関係はmesial step typeで咬合は安定していた。上顎前歯部には2か月
前に萌出したという2本の過剰歯が認められた。パノラマX線写真から、それぞれの過剰歯の歯根の遠心に極度に捻転が疑
われる中切歯が認められた。下顎前歯と強く接しないよう過剰歯の切縁を毎月削合した後、上顎両側中切歯の歯根形成度が
Moorreesらの分類によるR1/4に達した7歳0か月、2本の過剰歯を抜去した。抜歯後3か月、90°近く捻転した上顎両側中切
歯が萌出したため、上顎にマルチブラケット装置を装着し、φ0.012インチの超弾性型Ni-Ti合金線により捻転の改善を行った。
動的治療3か月で捻転が改善されたため保定に移行した。保定には固定式保定装置を用いた。保定開始後2年9か月、デン
タルX線写真から、上顎両側中切歯の歯根形成には全く問題が認められなかった。【考察およびまとめ】田尻らは、永久歯歯
胚を外科的に回転し方向異常を修正することにより自然萌出と歯根が正常形成すると報告している。今回の症例では、萌出
直後の歯根がほとんど形成されていない90°近く捻転した上顎中切歯に対して、超弾性領域の荷重が10gfの超弾性型Ni-Ti
合金線を用いて治療を行い、その後正常な歯根形成が達成できた。また捻転の改善は3か月と短期間での治療が可能であった。

症展 -034 下顎両側第一大臼歯にヘミセクションを適用して治療した成人叢生症例の長期
経過症例
Long-term follow up of adult crowding case treated with hemisection of mandibular first molars

坂巻　拓馬1、七條　なつ子2、高橋　巧3、田中　栄二2

SAKAMAKI T.1, HICHIJO N.2, TAKAHASHI T.3, TANAKA E.2

1徳島大学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、3瓦町矯正歯科（ 香川県 ）

【目的】ヘミセクションは、複根歯において、一部の歯根が保存不可能な場合、歯冠部分を含めた当該歯根のみを髄床
底部分で切断し抜去する処置を指し、処置後10年間の経過の中で約40％が抜歯となることが報告されている。歯科
矯正治療において、ヘミセクションを永久歯に適用した症例およびその長期保定を報告したものはほとんどない。今
回、下顎両側第一大臼歯にヘミセクションを適用して矯正治療を行い、保定10年を経過したため報告する。【症例】初
診時年齢20歳の女性で、前歯部の叢生と下顎両側第二大臼歯の近心傾斜を主訴に来院された。ANB 3.6°の骨格性I級で、
大臼歯関係は両側I級、overjetは +3.0mm、overbiteは +1.5mmであった。A.L.D.は上顎 -10.0mm、下顎 -9.0mmであり、
抜歯を伴う治療が適当と考えられた。初診時、多数の根管処置歯および歯冠補綴歯が確認された。健全歯を可能な限
り保存するために、上顎は両側第二大臼歯、右側第一小臼歯、左側第二小臼歯、下顎は両側第一大臼歯のヘミセクショ
ンにより近心根のみ抜去することとした。ヘミセクションは、下顎両側第二大臼歯の整直が完了した時点で行い、同
歯に矯正力をかけた期間としては17か月だった。28か月の動的治療後、保定10年が経過したが、概ね良好な咬合を
維持できている。しかし、下顎両側第一大臼歯の状態は、疼痛や動揺の症状はほとんど認められないものの、根尖病
巣の拡大と骨レベルの低下が顕著である。【考察およびまとめ】患者は、保定観察のため定期的に来院していたものの、
歯周メインテナンス等への意識が低く、病変の進行に気づいたものの進行を止めることができなかった。今後は、歯
周メインテナンスだけでなく再根管治療や歯根端切除を念頭に、ヘミセクションした歯を長期間保存できるように積
極的な治療を検討していく。
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症展 -035 卒後研修課程42期生による症例展示 - リテンションケース -
Case presentation of the 42nd postgraduate orthodontic course in Tokyo Dental College-
Retention case-

大山　莉奈、松本　高明、亀井　宏和、戸嶋　翼、永井　航平、深見　未妃、村上　沙也加、山口　樹里、
吉野　史人、坂本　輝雄、西井　康
OYAMA R., MATSUMOTO T., KAMEI H., TOJIMA T., NAGAI K., FUKAMI M., MURAKAMI S., YAMAGUCHI J., YOSHINO F., 
SAKAMOTO T., NISHII Y.

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が置かれる傾向がある。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習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継症例に対する長期保定管理を行い、リテンションケース1例を提示するこ
とが義務付けられている。今回卒後研修課程42期生9名は、10年以上の保定を行った症例について、治療前、治療
後、保定10年以上経過した後の資料を用いて比較、検討した。【症例】装置除去後10年0か月～33年1か月経過してい
る女性6名男性3名であった。初診時、Skeletal ClassIが2名、ClassIIが3名、ClassIIIが4名であった。また、抜歯症
例は4例、非抜歯症例は5例であり、外科的矯正治療は3例（そのうち抜歯症例は2例）であった。保定装置は上顎にお
いてCircumferential type単独8例、Fixed type単独1例、下顎においてCircumferential type単独4例、Fixed type
単独5例であった。保定装置の使用期間は、2年7か月～18年3か月であった。【考察およびまとめ】装置除去時に全症
例の下顎前歯部のALDは0mmであった。保定10年以上の経過資料では、下顎前歯部のALDは+2mm～-3mm（平均
-0.39mm）であり、後戻りが認められた。治療後に犬歯間幅径の増加を認めた症例における模型分析では、保定10年
以上の経過資料の犬歯間幅径にて0.49mmの減少を認めた。長期的に安定した咬合を得るためには初診時の咬合状態
及びアーチフォームを考慮した治療計画を立てる必要がある。

症展 -036 長期接着性舌側リテーナーの使用により歯根露出を生じた２症例
Root exposure during long-term use of bonded lingual retainer: A report of two cases

岡山　三紀1、西岡　秀起2、清水　伸太郎3、飯嶋　雅弘1

OKAYAMA M.1, NISHIOKA H.2, SHIMIZU S.3, IIJIMA M.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緑ヶ丘ファミリー歯科（ 北海道 ）、
3北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学

【目的】矯正歯科臨床では、動的治療終了後の後戻り防止のために長期間保定装置を使用することがある。保定装置選択
については、患者の希望や協力性を考慮して接着性舌側リテーナー（bonded lingual retainer）を用いることが多い。今
回我々は、接着性舌側リテーナーの長期使用中に歯根吸収と根の露出を生じた2症例を経験したので報告する。【症例1】
初診時年齢30歳7か月の女性。下顎前歯の動揺を主訴に来院した。既往歴としては、他院で上下顎第一小臼歯抜去によ
る動的治療を5年間行い、2年間の保定期間後、下顎に接着性舌側リテーナー装着した状態で、治療が終了になること
を告げられた。その6年後に当科を受診した。【症例2】初診時年齢29歳4か月の女性。下顎前歯の根露出を主訴に来院
した。既往歴としては、他院で歯列弓拡大による非抜歯治療を行い、2年間の保定期間後に下顎に接着性舌側リテーナー
装着した状態で転居となり、転院の説明や特別な指示もなく保定装置装着5年後に当科を受診した。【考察およびまとめ】
2症例ともに接着性舌側リテーナーを固定する接着材料と歯質間接着は、全ての歯において強固であったが、歯根露出
歯のワイヤーと接着材料間の接着（機械的結合）が認められなかった。保定中に何らかの影響でワイヤーと接着材料間の
接着が不十分となり、「鉄棒にぶら下がった状態」となったことが考えられた。その後何らかの唇側傾斜力が加わること
で、ワイヤーを回転中心とするroot lingual torque が生じ、歯根吸収と歯根露出に至ったものと考えられる。以上より、
接着性舌側リテーナーを用いるときは、接着材料とワイヤー間の十分な機械的嵌合が得られるような表面形状を持つワ
イヤーを選択する、ワイヤー表面を化学的に処理することで接着材料のぬれや化学的結合力を向上させることが必要で
あるともの考えられる。装置管理を患者任せにすることは非常に危険であることを学んだ2症例であった。
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症展 -037 二度の骨延長術を行った唇顎口蓋裂症例の長期保定報告
A report on long-term retention of a CLCP case treated by twice distraction osteogenesis

中村　政裕1、松村　達志2、飯田　征二2、山城　隆3、上岡　寛4

NAKAMURA M.1, MATSUMURA T.2, IIDA S.2, YAMASHIRO T.3, KAMIOKA H.4

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顎口腔再建外科学分野、3大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室、
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】唇顎口蓋裂（CLCP）患者は、上顎骨の劣成長によって臼歯部交叉咬合や上顎骨後方位による下顎前突を呈する
ことが多い。これらの問題を改善するため骨延長術は有効な治療法であるが、形態安定性に対し長期的なフォローが
必要である。今回、上顎骨に対し側方および前方への二度の骨延長術を施行したCLCP症例に対する保定5年経過時
の形態評価を行ったので報告する。【症例】右側CLCP を有する18歳10か月の男性。中顔面の著しい陥凹感を呈する
コンケーブタイプの顔貌を呈し、上顎歯列弓が狭窄したV字型で第二大臼歯を除き交叉咬合を呈していた。臼歯関係
はAngleIII級でオーバージェットは-5mmであった。セファログラム所見として、上顎骨の著しい後方位による骨格
性III級、ハイアングルを呈していた。治療方針として、上顎歯列弓形態改善のため上顎骨側方骨延長術（TDO）を、
中顔面の陥凹感および反対咬合を改善するために上顎骨前方部骨延長術（MASDO）を行うこととした。治療の結果、
上顎歯列は7mm程度拡大され、上顎骨前方セグメントは8mm前方移動し、概ね良好な顔貌および咬合状態を獲得し
た。保定5年経過時において歯性の後戻り傾向が認められたが、上顎骨の前後的水平的位置は概ね維持されていた。

【考察およびまとめ】TDOやMASDOは一期的な顎矯正手術よりも大きな上顎骨移動が可能であり、保定5年経過時に
おいても良好な形態安定性を有することが示された。二度にわたる骨延長術は入院期間が長期化し患者負担も増加す
ることとなるが、過大な水平的・前後的な劣成長を有する成人CLCP患者に対し予知性の高い治療法として提示でき
ると考えられる。

症展 -038 緊密な咬合を達成した片側性口唇口蓋裂患者の一例
A case report: improvement in occlusion of patient with UCLP

内田　喜昭1、飯島　重樹1、萩原　敏之2、大木　宏介3

UCHIDA Y.1, IIJIMA S.1, HAGIWARA T.2, OHKI K.3

1いいじま矯正歯科（ 茨城県 ）、2（ 公社 ）地域医療振興協会石岡第一病院（ 茨城県 ）、3茨城県立中央病院（ 茨城県 ）

【目的】口唇口蓋裂患者は埋伏歯や歯数異常を伴うことが多く、緊密な咬合の獲得に苦慮することが多い。また、近年
外国籍の患者も増えており、人種の差異を考慮した治療が求められることがある。今回、パキスタン出身の両親を持
つ右側口唇口蓋裂患者の治療を行い良好な結果を得たため報告する。【症例】初診時年齢11歳3か月の男児。幼少期に
形成外科で口唇形成術、口蓋形成術を実施。その後、矯正歯科による介入の機会がないまま当院初診となった。顎裂
部への骨移植は行われていなかった。口腔内所見は上顎右側中切歯、乳犬歯間に顎裂および裂部上方に側切歯の埋
伏を認めた。上顎劣成長による前歯部反対咬合と側方狭窄の改善のため、第1期治療としてクアドヘリックス装置に
よる側方拡大を開始したが、多数のう蝕処置が必要となったことや未来院の時期があり、顎裂部への骨移植の時機を
逸してしまった。さらに小児科での成長ホルモン投与で非定型的な成長をとることが危惧されたため、第1期治療で
は側方拡大のみの対処となった。成長が落ち着いた18歳0か月で上顎左側側切歯を抜去、マルチブラケット装置によ
る術前矯正を開始し、上下顎同時移動術を施行。埋伏していた上顎右側側切歯は術中に抜去した。また顎裂部の確認
を行ったところ、上顎骨は顎裂によって完全に分割されていた。20歳7か月で術後矯正を終了し、保定へ移行した。

【考察およびまとめ】上顎両側側切歯抜去による変則的な配列となったが、動的治療後2年を経過した現在、良好な顔
貌を維持するとともに、模型およびパノラマX線写真を用いたABOの評価では良好なスコアを達成できた。今後も
特に側方歯群の幅径に留意した保定管理を継続したい。口唇口蓋裂は頻度の高い先天疾患である一方、地方では産婦
人科、小児科、形成外科、そして口腔外科すべてを有する病院が存在せず、長期の一貫した口唇口蓋裂患者の管理は
困難で、連携治療の重要性を痛感した。
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症展 -039 Marfan 症候群患者に対してエッジワイズ装置を用いて非抜歯にて上下顎歯列
の排列を行った一例
A case with Marfan syndrome treated by edgewise appliances with no extraction of teeth

山本　沙優里、黒坂　寛、山城　隆
YAMAMOTO S., KUROSAKA H., 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】Marfan症候群は全身性の結合組織の異常を特徴とする常染色体優性遺伝性の疾患である。特徴として高身長、長い
手指、水晶体亜脱臼、大動脈瘤等が挙げられ、FBN1遺伝子、FBN2遺伝子、TGFBR1遺伝子、TGFBR2遺伝子等の変異
が原因であると報告されている。今回、我々はMarfan症候群を伴う骨格性2級症例に対して非抜歯にて上下顎歯列の排列
を行い、良好な結果が得られたので報告する。【症例】本症例は初診時年齢35歳8か月の女性で、上の歯が出ている見た目が
気になることを主訴に来院した。過去に遺伝子検査を行いFBN1遺伝子（p. Cys 2674 Ser c. 8021G>C）にミスセンス変異を
認め、Marfan症候群と診断されていた。また31歳11か月時に予防的手術として自己弁温存大動脈基部置換術を施行した既
往があり、降圧剤を服用していた。顔貌はconvex typeであり、オトガイの後退感およびガミースマイルを認めた。セファ
ロ分析において、骨格性2級、high mandibular plane angle、大きなoverjetを認めた。上下顎歯列は狭窄し、上顎歯列に
中等度の叢生、下顎歯列に重度の叢生を認めた。以上の所見より本症例は外科的矯正治療の適応となるが、既往歴から周術
期の血圧コントロールが必要であるため、全身麻酔によるリスクを避け、カムフラージュ治療を選択した。36歳8か月時か
らエッジワイズ装置を用いた上下顎歯列の排列を開始した。また上下顎歯列に対して約3.0mmのストリッピングを行った。
約24か月の動的治療期間後に保定に移行し、概ね良好な咬合状態が得られている。【考察およびまとめ】本症例ではMarfan
症候群を伴う骨格性2級症例に対して、非抜歯にてエッジワイズ装置を用いた上下顎歯列の排列を行った結果、概ね良好な
咬合状態が得られた。ストリッピングを併用することにより、上下顎歯列を非抜歯かつ歯列形態を維持した状態で排列する
ことが可能であった。今後も慎重な保定を継続していくことを予定している。

症展 -040 軟骨・毛髪低形成症と診断された１症例の顎顔面領域の臨床的特徴について
Craniofacial characteristics of a patient with cartilage-hair hypoplasia

平林　恭子、辻　美千子、森山　啓司
HIRABAYASHI K., 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】軟骨・毛髪低形成症（cartilage-hair hypoplasia; CHH, MIM #250250）は、常染色体劣性遺伝形式をとる骨幹端
軟骨異形成症の一つであり、9p13.3に座位するRMRPが原因遺伝子として報告されている。主な臨床症状は、四肢短
縮型低身長、細くシルク状の毛髪であるが、歯科領域からのCHHに関する報告は国内外を通じて極めて少ない。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CHH患者の顎顔面領域に特徴的な臨床所見を認めたので報
告する。【症例】初診時年齢8歳8か月の女児。前歯部の開咬を主訴に来院した。著しい低身長（-9.6 S.D.）、茶褐色の細
くシルク状の毛髪、側弯症、弱い筋力、頸部の可動域制限、聴覚過敏や精神発達遅滞などを認め、3歳2か月時に遺
伝子検査を実施しCHHと確定診断されている。乳歯に異常は認められなかったものの、永久前歯において、歯冠幅
径が著しく小さく（-5.1から-3.1 S.D.）、歯冠は菲薄化し、切縁部に深い切痕を有するなどの特徴を認めた。その他の後
継永久歯の歯胚においても著しい矮小化が認められ、上顎右側犬歯、下顎両側犬歯に関しては、加えて歯根の強い弯
曲も認められた。また口腔内容積に比べ舌は大きく、開咬を呈し、側面頭部X線規格写真分析では、SNA、SNBは著
しく小さい値（-3.2 S.D., -3.3 S.D.）、下顎下縁平面角は著しく大きい値（+6.6 S.D.）を示し、上下顎骨の後方位及びハイ
アングル傾向を認めた。【考察およびまとめ】本症例はCHH患者において過去に報告のない、極めて特徴的な永久歯
形態を認めた。今後成長に伴う顎顔面形態ならびに咬合の変化を長期的に観察し、矯正歯科の立場からどのように患
者のQOL向上に寄与できるか継続して検討していく予定である。
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症展 -041 ジュベール症候群を有する男児の上顎前突に対して早期治療を行った一例
A case report of early orthodontic treatment in Joubert syndrome patient

伊藤　慎将、辻本　貴行、森田　知里、犬伏　俊博、山城　隆
ITOH S., TSUJIMOTO T., MORITA C., INUBUSHI T., 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】ジュベール症候群（JBTS）は、小脳および脳幹の形態異常を伴い、呼吸異常、眼球運動障害、筋緊張低下、運
動失調、発達遅延などを呈する稀有な疾患である。繊毛に関連する遺伝子の異常が原因と考えられているが、その発
症病態は不明であり、JBTS関連疾患として28亜型に分類されている。顎顔面領域に関する報告は世界的に希少であ
るため、早期治療を行った症例について報告する。【症例】初診時年齢7歳8か月の男児。妊娠40週で普通分娩にて出
生直後、呼吸不全で搬送された。3か月健診時に筋力の発達遅延を指摘され、小児科にて筋力訓練を受けていた。3歳
時に頭部MRIにてJBTSが疑われ、専門科にて確定診断を得た。患児は軽度精神発達遅滞を有し、全身的な筋力低下
による運動失調があるが、自立歩行は可能。日常的に上下口唇は離開し、舌低位であり構音障害があった。上下顎骨
ともに後方位にある骨格性I級（ANB=4.0°）であったが、側貌はオトガイの後退を伴うコンベックスタイプであった。
またハイアングル（Mp-SN=43.0°）で前顔面高が大きく骨格性開咬傾向であった。臼歯関係はII級で上下顎前歯はとも
に唇側傾斜し（U1-SN=109.0°）オーバージェットは大きかった。治療方針としては、上顎骨の成長抑制ならびに開咬傾
向の改善を目的にハイプルヘッドギアを使用し、セクショナルアーチを用いて上顎前歯の歯軸改善を行うこととした。
両親の協力もあり良好な結果が得られた。現在11歳10か月であり、アベレージアングル（Mp-SN=40.0°）となり上顎前
歯は標準範囲内の歯軸（U1-SN=103.0°）に改善され口元の突出は緩和した。【考察およびまとめ】JBTS患児の矯正歯科
治療を経験したが、装置作製の際には、開口の保持と舌排除の困難さが障壁であった。また治療経過の最中、転倒に
より顔面を打撲したことがあったが、幸い上顎前歯は切縁の破折程度であった。以上よりJBTS患児の上顎前突症例
に対する早期治療の有用性が示唆された。

症展 -042 遺伝子解析診断を要した類似した臼歯部開咬２症例
Similar posterior open bite two cases requiring genetic analysis diagnosis

石井　武展、宮崎　晴代、坂本　輝雄、末石　研二、西井　康
ISHII T., MIYAZAKI H., SAKAMOTO T., SUEISHI K., NISHII Y.

東京歯科大学歯科矯正学講座

【目的】類似した永久歯列の臼歯部萌出不全患者2例に対して、原発性萌出不全を推測した。確定診断および今後の矯
正治療の可否について遺伝子解析診断を行ったところ、一方はPTHR1遺伝子のミスセンス変異を認める原発性萌出
不全、もう一方はGDD1遺伝子のミスセンス変異を示す顎骨骨幹異形成症であることが判明した。本症例報告により
矯正歯科治療における遺伝子解析診断の重要性について報告する。【症例】患者は17歳7か月の男性（症例A）と28歳4
か月の男性（症例B）の2症例である。ともに臼歯部開咬を主訴として来院した。混合歯列期には異常を認めず、永久
歯交換期より臼歯部が噛み合わないことに気づいていたが放置していた。ともに本人が矯正治療を強く希望し、矯正
歯科医院に相談したところ臼歯部の開窓牽引および外科的矯正治療の適応と判断され、当院矯正歯科を紹介され来院
した。初診時口腔内所見は、症例A、Bともに上下顎小臼歯部より後方歯の低位による開咬を呈し前歯部のみ咬合し
ていた。レントゲン所見では、症例（A）では、臼歯の低位および埋伏以外の異常を認めなかったが、症例（B）では、
頭蓋顎顔面の石灰化が著明で歯根のセメント質の肥厚を認めた。以上より、原発性萌出不全の可能性を懸念し遺伝子
解析診断を行った。その結果、症例（A）では原発性萌出不全、症例（B）では顎骨骨幹異形成症という異なる確定診断
を得た。【考察およびまとめ】原発性萌出不全に対する矯正歯科治療は、矯正力による臼歯部の移動が困難ではあるが、
骨代謝に関しては問題なく外科的矯正治療による治験例が報告されている。しかしながら、顎骨骨幹異形成症は骨代
謝が異常であり大理石骨病様の症状を呈するため、外科的矯正治療は困難である。従って、遺伝子解析診断は、確定
診断を得ることができるだけでなく矯正歯科治療の計画立案および治療方法にも大きな影響を与えることが示唆され
た。
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症展 -043 DSPP に遺伝子変異を疑う家族性の象牙質形成不全症2型の一症例
A case report of dentinogenesis imperfecta type 2 with DSPP mutation 

辻本　貴行1、黒坂　寛1、森田　知里1、横山　美佳1、大川　玲奈2、仲野　和彦2、山城　隆1

TSUJIMOTO T.1, KUROSAKA H.1, MORITA C.1, YOKOYAMA M.1, OKAWA R.2, NAKANO K.2, YAMASHIRO T.1

1大阪大学歯学研究科顎顔面口腔矯正学講座、2大阪大学歯学研究科口腔分子感染制御学講座（ 小児歯科学教室 ）

【目的】象牙質形成不全症は骨形成不全症を伴うものと伴わないものに大別される。そのうち骨形成不全症を伴わない
象牙質形成不全症2型（DGI-2）は象牙質単独に症状がみられる疾患であり、原因遺伝子としてDSPPが知られている。
これまで多くのDSPPの遺伝子変異が報告されているが、遺伝的な変異と表現型の関係性については未だに解明され
ていない。今回、家族性のDGI-2の患者を経験し、さらに遺伝子の同定を行ったので、ここに報告する。【症例】象牙
質形成不全症を伴う7歳9か月の男児であり、当院小児歯科からの矯正治療依頼により当科を受診した。医科的既往
歴として、骨折の既往はなく、軽度発達遅滞がある。家族歴として、父親がDGI-2であった。全身所見として、低身
長を認めた。側貌はコンケイブタイプであり、下口唇が前突していた。骨格性3級であり、上顎骨前後径は短く、下
顎骨体長は長かった。また、下顎骨は反時計周りに回転しており、ローアングルであった。口腔内所見では前歯部反
対咬合を認め、上顎両側中切歯が唇側傾斜し、上下顎乳歯は著しく咬耗していた。また、乳歯・永久歯ともに半透明
状であった。パノラマエックス線画像・CT画像により精査を行ったところ、すべての永久歯が存在し、乳歯の歯髄
腔の著しい狭窄、短い歯根が認められた。トリオ検体によるサンガー法を用いた遺伝子検査により、DSPP遺伝子の
イントロン2上に父と子に共通するc.52-6T>Aの単一塩基置換が同定された。【考察およびまとめ】今回遺伝子検査に
よりc.52-6T>Aの単一塩基置換が同定された。同部位は、サプライシングアクセプターサイトであり、この部位の変
異がmRNAの生成に影響を与えていることが示唆される。患者の治療方針としては、機能的矯正装置を用いて咬合
挙上と下顎骨の成長方向のコントロールを行う予定である。

症展 -044 多数の形態異常歯を有し骨格性 III 級を呈する6番染色体 p24-25部分モノソ
ミー患者の1例
A case of 6p24-25 monosomy with multiple tooth shape abnormality and skeletal class III

湯田　智美1、春山　直人2、宮崎　佳奈子3、高橋　一郎2

YUTA T.1, HARUYAMA N.2, MIYAZAKI K.3, TAKAHASHI I.2

1九州大学大学院歯学府口腔保健推進学歯科矯正学分野、2九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学歯科矯正学分野、
3九州大学病院矯正歯科

【目的】染色体欠失症候群のうち、6番染色体短腕ではこれまで6p24から末端部の欠失についての報告が比較的多く、中間部
欠失の報告は非常に稀で、特に歯科領域の報告はない。今回、6番染色体p24-25部分モノソミーと診断された成長期の患者
について、その顎顔面口腔形態に関する特徴および第一期治療の経過を報告する。【症例】初回検査時年齢10歳10か月の男児。
歯列不正を主訴に来院した。患者は、初診時までに他院にて46、XY、del（6）（p24p25）の核型を有すると診断され、両側高
度感音性難聴のため右側に人工内耳を埋入していた。初回検査時の正貌は卵型で、耳介低位、両眼解離、眼瞼裂斜上、上口
唇がテント状の唇紅を呈していた。側貌はconcave、下顎骨の大きさが大きくかつ前方位を示し、ANB角は-0.7°で骨格性
III級であった。口腔内には上顎歯列弓の軽度狭窄、前歯部反対咬合、高口蓋、乳歯・永久歯ともに複数の形態異常歯を認め、
右側下顎側切歯が先天欠如し、永久歯萌出交換は暦齢に対し遅れていた。本症例では、上顎歯列弓狭窄ならびに前歯部反対
咬合に対して、クワドヘリックス装置による上顎歯列弓拡大、舌側弧線装置による前歯部反対咬合の改善を行なった。初回
検査1年後との重ね合わせより、治療に伴う下顎の軽度後方回転および垂直的被蓋の減少が認められたが、上下顎の成長方向・
量に特異な所見はなかった。【考察およびまとめ】本症例では、6p部分欠失のみならず6p24から末端部の欠失に関する過去
の報告に類似した特徴的な顔貌が観察された。6p24-25部にはTFAP2A、OFCC1、DSP、BMP6、RREB1等、顎顔面の形
態異常に関連するとされる複数の遺伝子が存在しており、6p末端部欠損のない本症例の表現型発現にもこれらの遺伝子機
能の関与が推察された。今後は、適切な前歯部被蓋獲得のための上顎骨の前下方成長促進あるいは第二期治療として外科的
矯正治療を適用することを検討する予定である。
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症展 -045 家族性に Primary Failure of Eruption が認められた症例
A case report of familial Primary Failure of Eruption

村田　有香、青山　剛三、森田　知里、辻本　貴行、長田　奈幹、黒坂　寛、山城　隆
MURATA Y., AOYAMA G., MORITA C., TSUJIMOTO T., NAGATA N., KUROSAKA H., 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】Primary Failure of Eruption（PFE）は、parathyroid hormone receptor 1（PTH1R）の突然変異を原因とし、萌
出メカニズムの異常によって生じる歯の萌出障害である。PFEでは臼歯の萌出が阻害されることがほとんどであるが、
その他の歯への影響など未だ明らかにされていないことが多い。今後のさらなる学術的な解明への手がかりとなるこ
とを目的とし、今回経験した家族性にPFEが認められた症例を報告する。【症例】患者は11歳5か月と7歳7か月の姉
妹であり、第一大臼歯の萌出障害を認めたため、近医からの紹介により当科を受診した。姉妹ともに骨格性I級、コ
ンベックスタイプの側貌を呈しており、上顎中切歯の口蓋側傾斜、下顎中切歯の舌側傾斜および過蓋咬合を認めた。
パノラマエックス線画像により精査を行ったところ、患者（姉）では上顎両側第一大臼歯が低位であり、下顎右側第一
大臼歯の埋伏を認め、下顎右側第二大臼歯は未萌出であった。患者（妹）では上顎両側第一大臼歯、下顎左側第一大臼歯、
上下顎右側乳臼歯が低位であり、患者の母親では上顎両側第一大臼歯、下顎右側第一大臼歯が低位であった。これら
の所見から家族性のPFEが疑われたため、患者および母親の同意を得た上で、遺伝子検査を行いPTH1Rシークエン
スの解析を進めている。治療経過としては、患者（姉）において下顎右側大臼歯部の開窓を行い、下顎右側第二大臼歯
の萌出が認められた。【考察およびまとめ】本症例では家族性のPFEが疑われた。PFEは症例数が少ないため、診断
方法や経過などあまり多くの知見が得られていないが、今回のような経験を積み重ねていくことで、今後のさらなる
学術的な解明につながると考えられる。今後は、必要に応じて開窓などの萌出誘導を行い、適切な矯正歯科治療を加
えることにより咬合の回復を行う。

症展 -046 頭蓋顔面および全身の形態異常を伴うダイアモンド・ブラックファン貧血患者
の1症例
A case report of Diamond-Blackfan anemia with craniofacial and physical abnormalities

福井　裕子1、早野　暁2、川邉　紀章2、上岡　寛2

FUKUI Y.1, HAYANO S.2, KAWANABE N.2, 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

【目的】ダイアモンド・ブラックファン貧血 （DBA）は、発症率がおよそ20万人に1人の稀な疾患で、リボソームタン
パク （RP）をコードする遺伝子変異によって引き起こされる遺伝性疾患であり、赤芽球癆と様々な身体的形態異常に
よって特徴付けられる。原因遺伝子とされるRP遺伝子の中でも、特にRPL5変異は頭蓋顔面の形態異常の合併率が
高く、またその程度が重篤であると報告されている。今回、頭蓋顔面および全身に身体的形態異常を伴うRPL5ハプ
ロ不全DBA患者を経験したため、ここに報告する。【症例】初診時年齢9歳0か月の男児。家族歴に特記事項はない。
臨床症状として大球性貧血の他、全身的には低身長、心室中隔欠損症等、頭蓋顔面には小顎症、口唇裂、口蓋裂、両
眼乖離、永久歯の先天欠如等、複数の身体的形態異常を認めた。側貌は凸顔型の骨格性II級で、SN長さおよび下
顎骨体長は短かった。下顎枝高は短くハイアングルであった。頭蓋冠や鎖骨の骨化に、明らかな異常は認めなかっ
た。本患者はこれまでに口唇形成術、口蓋形成術の既往がある。遺伝子検査により、RPL5の第3エクソンの2塩基欠
失 （c.175_176delGA）によるフレームシフト突然変異 （p.D59Yfs*53）が認められたことから、DBAの確定診断を得た。

【考察およびまとめ】貧血に関しては、RP異常に起因する赤血球前駆細胞におけるp53細胞死の亢進が原因とされてい
るが、形態異常の分子病態に関する報告は乏しい。in vitroでは、患者由来の軟骨細胞におけるムチン産生低下と細
胞死の増加が認められており、RPL5変異が軟骨細胞におけるp53細胞死を特異的に誘導し、それがDBA患者の身体
的形態異常につながる可能性が示唆されている。今後は顎骨の成長観察および永久歯の萌出観察を行いつつ、医科・
歯科で連携しながら、矯正治療の介入時期を検討する予定である。
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症展 -047 Klippel-Trenaunay-Weber syndrome （KTWS） ２症例における顎顔面頭
蓋の特徴
Characteristics of the craniofacial morphology in 2 cases of Klippel-Trenaunay-Weber 
syndrome （KTWS）

川原　良美1、宮本　剛至1、丸山　歩美2、野口　昌彦3、岡藤　範正1、川原　一郎4、山田　一尋2

KAWAHARA Y.1, MIYAMOTO T.1, MARUYAMA A.2, NOGUCHI M.3, OKAFUJI N.1, KAWAHARA I.4, YAMADA K.2

1松本歯科大学歯科矯正学講座、2松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座臨床病態評価学、
3長野県立こども病院形成外科（ 長野県 ）、4松本歯科大学公衆衛生学講座

【目的】Klippel-Trenaunay-Weber syndrome （KTWS）は四肢の骨や軟部組織の肥大、静脈瘤、皮膚血管腫の3症状を
特徴とする稀な症候群である。3症状は片側分布が一般的であり、片側性肥大が顎顔面頭蓋に現れることがあるが、歯
科での報告は極めて少ない。今回、KTWSと診断された2症例の歯科矯正治療用の資料から顎顔面頭蓋の形態的特徴
を検討した。【症例1】初診時年齢10歳3か月の女児。両側顔面頬部・上口唇・両側四肢に血管腫がみられ、右側の肥大
が確認され、顎顔面頭蓋においても左右差を認めた。口腔内においては右側の歯槽部に膨隆がみられ、重度の叢生を
伴う前歯部開咬を呈していた。模型計測よりすべての歯種において歯冠幅径は右側の値が大きかった。パノラマエッ
クス線写真より下顎右側側切歯と下顎両側第二小臼歯の欠如が確認された。【症例2】初診時年齢10歳3か月の男児。右
側顔面頬部・右側を主とした両側四肢と体幹に血管腫がみられ、右側の肥大が確認され、顎顔面頭蓋においても左右
差を認めた。口腔内においては右側の歯槽部に膨隆がみられ、左側側方歯群の萌出遅延を伴う空隙歯列を呈していた。
模型計測より歯冠幅径は右側の値が大きかった。パノラマエックス線写真より下顎左側第二小臼歯の欠如が確認され
た。【考察およびまとめ】今回のKTWS2症例では、いずれも顎顔面頭蓋において形態的に大きな左右差が認められ、また、
下顎第二小臼歯先天欠如が確認された。本症例以外にもKTWSに伴う下顎第二小臼歯先天欠如の報告がみられること
から、KTWSには、顎顔面頭蓋における形態的左右差と先天欠如歯を伴う症状を特徴として有する可能性が考えられた。

症展 -048 歯科矯正用アンカースクリューを固定源として改善した正中離開を伴う上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with diasthema using TADs

双石　博之、竜　立雄、福井　和徳
KURABEISHI H., 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】近年、歯科矯正用アンカースクリュー（TADs）の使用により、これまで困難であった大臼歯の遠心移動や圧下
が可能となった。今回、我々はTADsを固定源としてプリアジャステッドアプライアンスを使用し、上下顎歯列全体
の遠心移動および上下顎前歯の圧下を行い、非抜歯にて良好な結果を得たので報告する。【症例】21歳女性。口唇の
突出を主訴としており、上顎前突、過蓋咬合および正中離開を認めた。骨格性II級ハイアングルケースであり、大臼
歯関係はAngle I級、Overbiteは+4.5mm、Overjetは+6.5mmであった。上顎前突、過蓋咬合および口唇の突出の改
善を目的に上下顎左右側第三大臼歯を抜去し、TADsを固定源としたプリアジャステッドアプライアンス（.022slot）
を用いて上下顎前歯の圧下および上下顎歯列全体の遠心移動を行った。遠心移動量は、上下顎大臼歯ともに3.0mm
で上顎前歯では5.8mmであった。上顎前歯で1.5mm、下顎前歯で2.0mm圧下したことで、下顎下縁平面の開大は
なく過蓋咬合が改善した。上下顎前歯の後退に伴い、軟組織ではE-lineに対し上唇で+1.5mmから-1.2mm、下唇で
は+2.5mmから0mmへと改善したことで口唇閉鎖時のオトガイ部の緊張が緩和されプロファイルも良好となった。

【考察およびまとめ】本症例では、上下顎左右側ともに第二小臼歯と第一大臼歯間の付着歯肉部にTADsを埋入し、歯
列全体の遠心移動を行った。上顎歯列の遠心移動時には上顎のアーチワイヤーにコンペンセーティングカーブを付与
し、ロングフックを用いたことで咬合の挙上とトルクコントロールが可能となったと考える。McLaughlin Bennett 
system に歯科矯正用アンカースクリューを併用した歯列の遠心移動により、非抜歯にて口唇の突出を改善し、患者
の満足が得られた。垂直的にはハイアングルケースで、歯系は過蓋咬合を示す症例に対しTADsを用いた矯正歯科治
療は有用であることが示唆された。
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症展 -049 歯科矯正用アンカースクリューを用いて下顎の成長を引き出した2症例
Two cases that induce mandibular growth using temporary anchorage device

ユン ヒョン シック
YOON H.

Korea Level Anchorage System Society

【目的】成長期における下顎の後退を伴う上顎前突症は難しい治療の一つと考えられる。咬合を構築するだけでなく、
残された下顎の成長を最大限引き出すことが必要だからである。本症例では歯科矯正用アンカースクリューを用いて、
成長期において著しい上顎前突および下顎後退症を呈する2症例を治療し、良好な結果が得られた。【症例1】初診時年
齢12歳0か月の女性、ANB 8.3°、FMA 39.3°、U1 to FH 125.5°、左側Angle Class IIで右側はFull Cusped Class IIであった。
両側上顎第一小臼歯、両側下顎第二小臼歯を抜去し両側上下顎第二小臼歯および第一大臼歯の歯根間にアンカースク
リューを埋入した。 Active wireは.017×.025 inch のstainless wire （SS） を選択した。動的治療は3年であった。治
療の結果、ANB 5.9°、FMA 36.5°、U1 to FH 105.9°となり臼歯関係はAngle Class Iであった。【症例2】初診時年齢12
歳8か月の女性、ANB 8.5°、FMA 29.5°、U1 to FH 124.2°、両側Full Cusped Class IIであった。 両側上顎第一小臼歯、
両側下顎第二小臼歯を抜去し上顎第二小臼歯と第一大臼歯の歯根間にアンカースクリューを埋入した。Active wire
は.017×.025 inch のSSを選択した。動的治療は3年5か月であった。治療の結果、ANB 4.9°、FMA 28.9°、U1 to FH 
108.5°となり臼歯関係はAngle Class Iであった。【考察およびまとめ】歯科矯正用アンカースクリューによって、十分
な臼歯の垂直的および水平的コントロールにより下顎の成長を最大限に引き出したと考えた。本治療法は有効である
と考えられる。

症展 -050 矯正歯科治療単独で対応した骨格性下顎前突三症例
Three cases of skeletal mandibular protrusion treated without orthognathic surgery

増永　守雄、前川　宣子
MASUNAGA M., MAEKAWA N.

ますなが矯正歯科（ 大阪府 ）

【目的】外科的矯正治療は、手術による顎関係の改善がなされる一方で、術前矯正治療中の顔貌や咬合の一時的な悪
化、術時の偶発症、術後の近位骨片の後戻りなどの問題があり、もとより患者の手術に対する不安を完全に除去す
ることが困難であることがある。今回外科的矯正治療の適応と他院で指摘を受けた患者に対し、患者自身が強く手
術を望まなかったことから、当院にて矯正歯科治療単独で対応した三症例を報告する。【症例】症例1　初診時年齢27
歳6か月の女性。下顎左方偏位を伴う骨格性開咬および反対咬合と診断した。∠ANB -2.3°、Angle Class III、Wits 
appraisal-11.3mm、overjet-3.5mm、overbite-3.1mmであった。動的治療期間2年1か月後、Wits appraisal-7.4mm、
overjet2.1mm、overbite1.4mmと改善した。症例2　初診時年齢17歳2か月の女子。骨格性反対咬合と診断した。∠
ANB- 4.0°、FMA 26.1°、Angle Class III、Wits appraisal-9.9mm、overjet-2.8mm、overbite4.0mmであった。動的治
療期間2年0か月後、FMA23.4°、Wits appraisal-9.7mm、overjet2.9mm、overbite1.1mmと改善した。症例3　初診時
21歳1か月の男性。下顎左方偏位を伴う骨格性下顎前突と診断した。∠ANB2.1°、FMA33.4°、Angle Class III、Wits 
appraisal-5.9mm、overjet-0.4mm、overbite-0.8mmであった。動的治療期間3年7か月後、FMA30.0°、overjet3.2mm、
overbite0.3mmと改善した。【考察】外科的矯正治療を適用すべき症例でも、手術に対する不安から手術を選択するこ
とができないケースに遭遇する。本三症例では上下顎第三大臼歯の抜去を行い、顎間ゴムを用いて近心傾斜した個々
の歯を整直し、咬合平面および咬合の再構成を行った。その結果、被蓋改善および上下顎骨の前後的または垂直的位
置関係の改善が認められた。今後、長期保定を含めさらに検討を重ねて行く予定である。
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症展 -051 歯科矯正用アンカープレートを用いた矯正治療により外科矯正を回避した骨格
性下顎前突症例における機能適応
Adaptation of stomatognathic function in mandibular prognathism after orthodontic treatments 
with mini anchor plates

細道　純、田中　崇嗣、小澤　英里佳、阿部　泰典、小野　卓史
HOSOMICHI J., TANAKA T., OZAWA-SHIMAZAKI E., ABE Y., 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】テンポラリーアンカレッジデバイス（TAD）の普及により、外科的矯正治療の適応症とされてきた骨格性下顎前突症
例において、顎矯正手術を回避する例が増えている。しかし、そのような症例における機能や歯槽骨構造に関する治療前後
の経過を追った報告は少ない。今回、初診時にて下顎骨後方移動術の適応と判断されたものの、TAD併用の矯正治療により、
顎矯正手術を回避した成人骨格性下顎前突を経験し、治療開始から保定に至る間の機能および解剖学的構造の変化について
考察したので報告する。【症例】初診時年齢19歳6か月女性。受け口を主訴に、近医を受診し、外科的矯正治療の適応と判断
され、当科に紹介された。臼歯関係はAngle Class III、overjet/overbiteは-4.0/+2.5mm、ANBは-1.0°、FMAは36.2°であっ
た。CT画像から、下顎第二大臼歯歯根と舌側板との水平的距離は左側2.6mm、右側2.1mmであった。顎口腔機能検査にて、
下顎の機能的誘導は認められなかったが、顎運動経路は不安定であった。患者の顎矯正手術の回避希望があり、下顎骨体部
の歯科矯正用アンカープレートと超弾性コイルスプリングを併用し、臼歯の垂直的コントロールに配慮しながら、下顎歯列
の遠心移動を行った。動的治療は2年5か月、overjet/overbiteは+2.5/+2.0mm、ANBは+0.5°、FMAは37.5°となり、緊密
な咬合を得て、下顎の後方回転により側貌も改善された。保定に移行して1年9か月経過したが、安定した咬合状態を維持
している。術後のCT画像から、舌側板に沿った大臼歯歯根の動きが認められた。術後および保定中の顎口腔機能検査から、
下顎滑走運動の運動経路は安定し、咬合重心および両側咀嚼筋活動の均衡が得られていた。【考察およびまとめ】外科矯正を
回避した骨格性下顎前突症例における矯正単独治療前後の経過を追った結果、TADによる下顎歯列の遠心移動の予後にお
いて、良好な機能適応と解剖学的安定が維持されることが判明した。

症展 -052 ゼロベース・バイオプログレッシブ法における骨格性 III 級不正咬合の非抜歯
による矯正単独治療
Skeletal Class III malocclusion cases treated with non-extraction by orthodontics alone in 
Zerobase Bioprogressive Philosophy

石山　隆文1、西村　亮2、八幡　拡大3、根津　崇4、山下　亜希子4、仲谷　龍太郎4、根津　浩4

ISHIYAMA T.1, NISHIMURA R.2, YAHATA K.3, NEZU T.4, YAMASHITA A.4, NAKATANI R.4, NEZU H.4

1石山矯正歯科クリニック（ 兵庫県 ）、2西村矯正歯科クリニック（ 神奈川県 ）、3いけがみ矯正歯科クリニック（ 東京都 ）、
4根津矯正歯科クリニック（ 神奈川県 ）

【目的】65回大会以来6回にわたり、ゼロベース・バイオプログレッシブ法による治験例を報告してきたが、今回は、骨格
性III級不正咬合を非抜歯による矯正単独にて治療した6症例を報告する。III級不正咬合は、歯列・咬合、骨格、審美、機
能的諸問題の難易度に応じて、外科矯正による治療、インプラントアンカーの併用および矯正治療単独の中から選択す
る。そのためには、それぞれの治療法の利点、欠点および治療限界を十分理解した上で、予知性のある治療目標（Visual 
Treatment Planning：VTP）を作成して最適な治療法を選択するべきである。今回、骨格性III級不正咬合に対して、本法に
よる診断と矯正治療単独による改善を行った6症例について、予知性のある治療計画により良好で安定した治療結果を得た
ので、治療経過とともに報告する。【症例】初診時年齢16歳11か月から44歳10か月までの男性3名、女性3名の永久歯列骨
格性III級不正咬合を非抜歯の矯正治療単独により改善した6症例。III級不正咬合には、前後的不正を主体としたもの、過
蓋咬合を伴うもの、開咬を伴うものの3タイプがあり、それぞれに咬合挙上、咬合閉鎖、下顎歯列の遠心移動法、保定法な
どの相違があるため、最適なメカニクスを適用するように治療法を個別化した。なお、開咬を伴わない著しい骨格性III級
不正咬合の場合、下顎骨の整形的な後方回転を意図的に利用することにより、外科的な手段に頼らずに矯正治療単独による
改善を行った。【考察およびまとめ】ゼロベース・バイオプログレッシブ法による骨格性III級不正咬合の6治験例を通して、
歯列・咬合、骨格、審美、機能的諸問題などの難易度に応じた総合的な診断により、個別化した治療目標の設定およびメカ
ニクスの選択を行えば、予知性のある治療が可能であることが示された。
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症展 -053 AZOOR を患う骨格性 II 級開咬症例
Orthodontic treatment of skeletal Class II open bite suffering from acute zonal occult outer 
retinopathy

須藤　智省、新井　千博、中村　芳樹、友成　博
SUDO T., ARAI C., NAKAMURA Y., TOMONARI H.

鶴見大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】急性帯状潜在性網膜外層症（acute zonal occult outer retinopathy: AZOOR）は、1990年代Gassが提唱した疾患
であり、現在厚生労働省の指定難病に指定されている。主に若年女性の片眼あるいは両眼に好発し、光視症を伴い急
激な視力低下や視野欠損で発症し、網膜の外層に主病巣が存在する疾患である。これまでにAZOORを患う患者の矯
正治療の報告はない。本症例はAZOORを併発する骨格性開咬患者に対し歯科矯正用アンカースクリューを用いて咬
合の再構築を行い、良好な治療結果を得たので報告する。【症例】初診時年齢37歳女性、主訴は開咬。既往歴として
19歳時に脳腫瘍（星状細胞腫）、34歳時にAZOORを発症した。ANB7.7°、FMA39.9°、U1 to FH 120.9°、FMIA37.0°、
overjet（OJ）+12.0mm、overbite（OB）-7.0mm臼歯関係は両側Angle II級であった。以上よりAZOORを患う骨格性 II
級開咬症例と診断した。本症例は脳腫瘍の既往およびAZOORを患っていることから、外科的侵襲を回避した方法に
よる咬合の再構築を行うこととした。上顎両側第一大臼歯抜去後、マルチブラケット装置を装着した。歯科矯正用ア
ンカースクリューを上顎両側第一大臼歯近心部に埋入し大臼歯の圧下を行い、その後上顎の抜歯空隙の閉鎖を行った。
治療の結果ANB6.2°、FMA37.4°、U1 to FH 105.9°、FMIA43.6°、OJ+2.0mm、OB+1.8mmとなった。【考察およびまとめ】
AZOORは治療薬として、ステロイドや免疫抑制剤を服用している報告がある。本患者は以前にステロイド薬服用や
脳腫瘍の既往があるため、感染のリスクおよび骨代謝不全の可能性を考慮し、矯正治療単独の治療を行った。術後3
年経過し安定した咬合を維持している。

症展 -054 Bite jumping appliance を用いて治療を行なった前歯部開咬を伴う上顎前突３症例
Treatment of maxillary protrusion with anterior open bite using bite jumping appliance in three 
cases

大庭　康雄、大庭　知子
OBA Y., OBA T.

大庭矯正歯科（ 徳島県 ）

【目的】Bite jumping appliance （BJA）は、上下顎分離型の機能的顎矯正装置で成長期の骨格性II級患者に用いられる
が、前歯部開咬を伴った骨格性II級症例に用いられた報告はこれまで見られない。今回、一期治療として成長期に
BJA治療を開始し上下顎間関係と臼歯関係の改善を行った後、二期治療では上下顎両側第一小臼歯抜歯によるマル
チブラケット治療にて良好な治療結果を得た前歯部開咬を伴う上顎前突3症例を経験したので報告する。【症例1】初
診時年齢11歳0か月の女児で上顎前突を主訴に来院した。オーバージェットは＋6.3mm、オーバーバイトは-0.6mm、
Angle Class II、骨格性II級（ANB 6.8°）、FMA31.9°、BJA使用期間は10か月であった。【症例2】初診時年齢11歳8か
月の女児で上顎前突を主訴に来院した。オーバージェットは＋8.2mm、オーバーバイトは-1.0mm、Angle Class II、
骨格性II級（ANB 9.0°）、FMA33.3°、BJA使用期間は12か月であった。【症例3】初診時年齢7歳6か月の女児で上顎前
突を主訴に来院した。オーバージェットは＋8.2mm、オーバーバイトは-2.5mm、Angle Class II、骨格性II級（ANB 6.2°）、
FMA35.2°、BJA使用期間は18か月であった。一期治療後、症例1と2は直ちに、症例3は永久歯列完成後に、二期治
療として上下顎両側第一小臼歯抜歯によるマルチブラケット治療を行った。【考察およびまとめ】本上顎前突3症例は
ともに前歯部開咬を伴っていたが、一期治療として、BJAによる上下顎間関係と臼歯関係の改善が開咬を悪化させる
ことなく得られ、その結果、二期治療では上下顎ともに第一小臼歯抜去治療により良好な顔貌と咬合関係を得ること
ができた。これより、BJAは成長期の前歯部開咬を伴う上顎前突に対して有効な装置であることが示唆された。



第78回日本矯正歯科学会学術大会

270

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 -055 片側の第一大臼歯を抜去して治療した小臼歯の先天性欠如を伴う開咬症例
Anterior open bite case with a congenitally missing premolar treated by extraction of unilateral 
molar

江口　俊子1、吉岡　基子2、野本　健作1、芝崎　龍典2

EGUCHI T.1, YOSHIOKA M.2, NOMOTO K.1, SHIBAZAKI T.2

1医療法人清健会光明池ニコニコ歯科（ 大阪府 ）、2医療法人瑞翔会浅見矯正歯科クリニック（ 愛知県 ）

【目的】我々は第73回学術大会にて、当院3949人の受診患者において一歯の先天性欠如の発生率が8.5％の割合で認め
られることを報告した。歯の先天性欠如を有する抜歯症例では治療の難易度は増す。本症例では、第一小臼歯の片側
性先天欠如を伴う開咬症例に対し、同側の保存不可能な第一大臼歯を抜去し矯正歯科治療を行った結果、良好な咬合
を得られたので報告する。【症例】初診時年齢15歳5か月の女子で、上顎左側第一小臼歯の先天的な欠如を認め、開咬
による緊張性頭痛を疑うとの理由で近隣の医院より当院へ紹介された。両側AngleII級で前歯部開咬を呈していた。
上顎左側第一小臼歯の欠如により同第二小臼歯および第一大臼歯は近心に転位し、後方第三大臼歯も萌出完了してい
た。下顎安静位で小臼歯部の早期接触が認められ、オトガイはさらに後退した。パノラマX線写真所見では上顎左側
第一大臼歯根尖部には歯根嚢胞が見られた。セファロ所見ではSNA 82°、SNB 77.5°、ANB 4.5°といずれも標準偏差内
であったが、U1 to FHは118.4°、L1 to A-Pogは29.3°と上下前歯の唇側傾斜を認めた。オーバーバイトは-3.5mmだっ
た。治療計画として、前歯部被蓋改善を行うために、歯科矯正用アンカースクリューを固定源として使用し、上顎左
側第一大臼歯、上顎右側第一小臼歯および下顎両側第一小臼歯の抜去を行うこととした。約2年のマルチブラケット
装置による矯正歯科治療の結果、上下前歯の唇側傾斜と前歯部開咬は改善し、両側AngleI級となり、下顎の早期接触
が除去され緊張性頭痛は緩和された。【考察及びまとめ】上顎は先天欠如が見られる同側の第一大臼歯の抜去を行った
が、正中が偏位することなく、前歯開咬が改善され、良好な咬合関係を得られた。

症展 -056 Dental anomaly patterns を伴う II 級不正咬合の一症例
A case of class II malocclusion with dental anomaly patterns

小笠原　毅、松本　力、五十嵐　七瀬、PHYO Thiha、早川　大地、馬場　優里、森山　啓司
OGASAWARA T., MATSUMOTO T., IGARASHI N., Phyo T., HAYAKAWA D., BABA Y., MORIYAMA K.

東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野

【目的】S.Peckらが提唱したdental anomaly patterns （DAP）は先天性欠如歯、歯胚の位置異常などの複数の歯の異常
が相互に関連して認められる症状であり、矯正歯科治療計画の立案においては注意を要すると考えられる。今回我々
はDAPを伴うII級不正咬合患者に矯正歯科治療を行い、咬合の改善がなされたので報告する。【症例】初診時年齢14
歳3か月の女性。叢生の改善を主訴に来院した。上下顎前歯部の叢生、上顎正中の左方偏位、下顎正中の右方偏位を
認め、上下顎歯列弓形態は非対称性を有していた。上顎右側および下顎左側第二小臼歯の先天性欠如を認めた。CT
画像より下顎右側第二乳臼歯の低位残存、第一大臼歯の著しい近心傾斜を認め、第二小臼歯は両歯根間に埋伏して
いた。第一大臼歯咬合関係はClass II、overjetは +5.0mm、overbiteは +4.0mmであり、セファロ分析より、SNA 
81.0°、SNB 73.5°、FMA 32.5°、U-1 to FH plane 102.5°、IMPA 93.5°と、下顎骨の後方位、上顎切歯の舌側傾斜を認め
た。下顎右側第二乳臼歯の抜歯、第二小臼歯の萌出誘導を行なった後、上顎左側第一小臼歯、上顎右側および下顎左
側第二乳臼歯を抜歯し、上下顎マルチブラケット装置による動的治療を行った。動的治療2年10か月後に再評価を行
い、上下顎正中の偏位量を考慮して下顎右側小臼歯は非抜歯にて排列を行う方針とし、口蓋正中部および下顎左側臼
歯部に歯科矯正用アンカースクリューを植立して上顎右側および下顎左側臼歯部の遠心移動を行った。動的治療期間
は4年11か月であり、咬合関係の改善がみられた。【考察およびまとめ】DAPを伴うII級不正咬合患者に対する矯正歯
科治療によって咬合の改善がなされた。DAPを有する症例では歯の位置異常および数的異常により複雑な咬合状態を
呈するため、矯正歯科治療においてはCT画像による歯の三次元的位置関係の把握、再評価による抜歯適応などの慎
重な判断が必要であると考えられた。
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症展 -057 犬歯遠心移動のフォースシステムと臼歯の固定に留意して治療を行った著しい
正中線偏位を伴う上顎前突症例
A case report with the midline shift in consideration for the canine movement and anchorage

高橋　美文、田渕　雅子、木村　文香、川村　彩花、宮澤　健、後藤　滋巳
TAKAHASHI M., TABUCHI M., KIMURA F., KAWAMURA A., MIYAZAWA K., GOTO S.

愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座

【目的】正中線偏位を伴う症例では、偏位を改善させる方向へ前歯を移動できるよう、片側の犬歯を積極的に遠心移動するこ
とが重要になる。しかし、この犬歯遠心移動時に反作用として起こりうる臼歯の近心移動が片側に大きく生じると、臼歯関
係は左右非対称となり、治療が複雑化しやすい。本症例では、下顎前歯の著しい正中線偏位を伴う上顎前突症に対して、前
歯部にブラケットを装着せず犬歯を単独で遠心移動し、犬歯遠心移動のフォースシステムと臼歯の固定に留意して治療を
行ったところ、良好な結果を得たので報告する。【症例】患者は初診時年齢26歳の女性で、下の八重歯と出っ歯を主訴とし
て来院した。大臼歯関係は左右側共にAngle III級、ANB角2.0°、o.j. 6.0mmで上顎前突であった。下顎右側犬歯は近心に位
置し、左側には叢生を認め、下顎歯列正中は主に歯性に5.5mmの左方偏位を示した。よって、本症例を下顎前歯の著しい
正中線偏位を伴う上顎前突症例と診断した。治療方針として、上下左右側第一小臼歯を抜去し、下顎前歯部の叢生を解消す
ると共に、下顎前歯の左方偏位の改善のために、下顎前歯にはブラケットを装着せず、右側犬歯の単独遠心移動を行うこと
とした。犬歯の遠心移動にはオープンコイルを用い、左側犬歯の近心にクリンパブルフックを装着することによって、右側
犬歯のみの積極的な遠心移動を図った。また、右側臼歯の加強固定のために、左右側第一大臼歯にはリンガルアーチを装着
した。その結果、右側臼歯をほぼ近心移動させることなく効率的な正中線の右方移動を行うことができ、上下顎歯列正中は
一致し、適切な前歯部の被蓋とAngle I級の大臼歯関係を獲得することができた。【考察およびまとめ】著しい正中線偏位を
歯性に改善するには、臼歯の固定に留意し、前歯部にブラケットを装着せずに片側犬歯の単独遠心移動を積極的に行うこと
が有効であると示唆された。

症展 -058 骨格性下顎前突症に対する顎矯正手術前後の姿勢変化
Posture Changes in Cervicomental Region by Orthognathic Surgery in Skeletal Mandibular 
Protrusion

山野辺　晋也1、川鍋　仁1、酒井　佑佳子2、福井　和徳1

YAMANOBE S.1, KAWANABE H.1, SAKAI Y.2, 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】矯正歯科治療において、動的治療前後で、しばしば姿勢の改善が臨床的に観察されている。今回、骨格性下顎
前突症患者の顎矯正手術前後における筋活動と姿勢の変化を評価したので報告する。【症例】被験者は、奥羽大学歯学
部附属病院矯正歯科に来院し、顎矯正手術予定の骨格性下顎前突症患者24名（女性）から、不良姿勢と下顎左右側偏位
が3.0mm以上を有した4人を抽出した。資料採得は、手術日の前日、手術後3週間後および1年後の各時点で、側面
頭部エックス線規格写真と左右側側頭筋、咬筋および顎二腹筋筋電図を彩得した。姿勢の評価は、被験者の立位姿勢
を正面および右側面から規格撮影した。撮影時の姿勢は、後踵を床面に接しさせ、つま先は左右の肩幅程度に開かせ、
上肢は体側に自然に接した楽な直立二足姿勢をとるよう口頭で指示し3回撮影したうちの平均を記録し、過去におこ
なった小児データとの比較をした。【考察およびまとめ】顎矯正手術前後の姿勢の変化は、頭蓋回転角（Scr）が平均で
6.2mm減少し標準値（長久保ら）103.5°に近づいた。頸部頭蓋角（Scer-cr）が平均で6.0mm減少し標準値134.6°に近づいた。
筋活動量の変化は、咬筋の左右差の減少と顎二腹筋の筋活動量の増加がみられ、骨格性下顎前突症患者は手術前に頭
蓋の後屈が認められたが、手術にて下顎骨を後方移動させたことにより頭蓋が前屈し、さらに筋活動量の左右差が減
少した。また、過去におこなった小児データと同様の結果がみられたことから、下顎骨や頭部の形態と姿勢は、咀嚼筋、
前頸筋、側頸筋が背筋や後頸筋と協調関係にあるため密接に関連することが考えられる。これらより下顎骨の過成長
を伴う不正咬合の改善が、不良姿勢や筋の不調和を変化させる可能性が示された。
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症展 -059 マルチブラケット装置による矯正治療中に上顎右側中切歯が失活した一症例
A case of tooth devialization that was caused during orthodontic treatment with multibracket 
appliance

飯塚　康之1、菊池　恵美子1、藤澤　慶子1、浅沼　莞奈1、工藤　義之2、佐藤　和朗1

IIZUKA Y.1, KIKUCHI E.1, FUJISAWA K.1, ASANUMA K.1, KUDOU Y.2, SATOU 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歯科保存学講座う蝕治療学分野

【目的】矯正治療における偶発症の一つに、歯の移動中における歯髄壊死がある。マルチブラケット装置による矯正
治療中に、移動歯の歯髄壊死を生じた症例を経験したので報告する。【症例】初診時年齢28歳10か月の男性。上顎の
八重歯と下顎の歯並びが気になることを主訴として来院した。I級叢生の診断のもと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る動的処置を開始した。治療開始1年8か月後に舌側転位していた上顎右側側切歯の唇側
移動中に同側中切歯の歯冠が黒ずんできたとの連絡があった。その後の来院時の話では、連絡した時点よりは変色の
度合いは和らいだとのことであったが、反対側同名歯と比べて明らかに黒ずんでいるのが認識できた。歯髄電気診で
反対側同名歯は知覚を認めたが、当該歯は反応が無かった。保存治療を手掛ける総合歯科に対応を依頼したところ、
歯髄処置が必要であるとの判断から抜髄となった。歯髄処置の際、根部歯髄の根尖側は知覚が残っていたとのことで
あった。患歯はその後根管充填を行い、動的処置終了後に最終補綴を行う予定である。【考察およびまとめ】矯正力を
加えたときの歯髄には一過性の炎症反応が生じるが、通常の矯正治療では治療の終了とともに治癒するため問題は生
じない。しかし、過度の強い持続的な矯正力が加わった時や外傷の既往がある歯には歯髄の壊死が生じやすいと言わ
れている。本症例における患歯は過度な矯正力は加えておらず、外傷の既往もなかった。症状発症直前にも思い当た
る外傷はなかったとのことであった。また、発症時に当該歯における外傷性咬合となる咬合接触も認められなかった。
当該歯の歯髄に対する何らかの循環障害があったと思われるが、過去の知見からは原因を明らかにすることは困難で
あった。
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症報 -001 重度の鼻閉と舌突出癖を伴う上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with severe nasal obstruction and tongue thrusting habit

森岡　和子
MORIOKA K.

森岡歯科医院（ 沖縄県 ）

【症例】8歳10か月、女児【初診】2008年6月【主訴】出っ歯【所見】顔貌所見として、正貌は左右対称で短顔型、側貌は
convex type、上下口唇の突出を認める。口腔内所見では、大臼歯関係はAngle II級、overjet、overbiteの左右平均
はそれぞれ5.7mm、2.1mmである。セファロ分析所見では、ANB角8.9°、FMA 23.7°と上下顎の前後関係はII級、垂
直的にはlow angleを示し、U1 to SN角111.4°、FMIA 40.1°と上下顎中切歯は唇側傾斜を示す。【診断】重度の鼻閉と
舌突出癖を伴う上顎前突症例【治療方針】舌突出癖に対し、筋機能訓練を行う。上顎前歯部のV字型歯列弓形態と上
下顎のII級前後関係改善のため、急速拡大を行い、サービカルプルヘッドギアー （HG）を用いる。また、上下顎切
歯にブラケットを装着、セクショナルアーチにて前歯部唇側傾斜の改善を行う。必要に応じて2期治療へ移行する。

【治療経過】上顎に急速拡大装置とHGを装着、側方拡大と骨格性II級の改善を開始した。次いで、上下顎切歯にブラケッ
トを装着、唇側傾斜の改善を行った。上下顎切歯のブラケット撤去後、II級の骨格、咬合関係のさらなる改善のため
FKOを装着、I級大臼歯関係を獲得した。動的治療期間は3年11か月であった。2年8か月後に、上下顎マルチブラケッ
ト装置を用いた2期治療を開始した。2期治療期間は1年6か月であった。保定には、上下顎ベッグタイプリテーナー、
下顎犬歯間にリンガルボンディッドリテーナーを用いた。【考察】上顎の側方拡大とHGの使用により、上下顎のII級
前後関係に改善が見られた。上下顎切歯にブラケットを装着、セクショナルアーチにより切歯の唇側傾斜が改善した。
その後のFKOの使用により、I級の臼歯関係が得られ、鼻閉と口唇閉鎖不全も大きく改善した。2年8か月後、マルチ
ブラケット装置による2期治療を開始、1年6か月後、動的治療を終了、良好な顔貌と咬合を得た。保定開始後2年経
過しているが咬合は安定している。

症報 -002 叢生を伴う下顎側方偏位症例
A case report of mandibular lateral shift with crowding 

阿部　亮太
ABE R.

りょう矯正歯科クリニック（ 栃木県 ）

【症例】31歳4か月 女性【初診】2015年11月【主訴】下顎のズレが気になる。【所見】顔貌所見：正貌では、オトガイ部の
左方偏位、口裂とスマイル時の上顎咬合平面に左上がりの傾斜を認めた。側貌形態はstraight　typeでプロファイル
は良好であった。口腔内所見：大臼歯関係は左側がAngle I 級、右側がAngle III 級であった。Overjetは+2.5mm、
overbiteは+4mmであった。下顎前歯部に叢生を認めた。頭部X線規格写真所見： SNA（74.5°）とSNB（71.5°）は標準
偏差を超えて小さかったがANBは3°でSkeletal Class I であった。U1 to SNは84°で上顎中切歯は舌側傾斜していた。
IMPAは90°で下顎中切歯歯軸に異常を認めなかった。正面セファログラムより下顎の左方偏位を認めた。【診断】叢生
を伴う下顎側方偏位症例【治療方針】個性正常咬合を獲得する為、小臼歯非抜歯でマルチブラケット治療を行う。下顎
におけるA.L.D解消と偏位改善の為、IPRと下顎右側臼歯の遠心移動を計画した。上顎咬合平面の傾斜を改善させる為、
歯科矯正用アンカースクリューを併用する。【治療経過】.022standard edgewise装置で上顎からレベリングを開始した。
11か月後、.018"×.025"のステンレススチールワイヤーを装着した。上顎右側前歯部に歯科矯正用アンカースクリュー
を埋入し、detailingを開始した。下顎歯列の偏位をover correctionし動的治療を終了した。動的治療期間は1年10か
月であった。保定にはBegg type retainerを使用した。【考察】機能的で審美的な咬合を得られた。上顎切歯部に歯根
吸収を認めた。これは上顎咬合平面の傾斜を改善させる為、矯正用アンカースクリューで強い圧下力を加えたためと
推察する。
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症報 -003 下顎両側側切歯の先天欠如を伴う上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with congenital missing of lower lateral incisors

吉岡　基子
YOSHIOKA M.

浅見矯正歯科クリニック（ 愛知県 ）

【症例】下顎両側側切歯の先天欠如を伴う上顎前突症例【初診】初診2013年12月27日、初診時年齢21歳5か月、女性【主訴】
下顎両側側切歯の先天欠如【所見】顔貌所見では正貌はほぼ左右対称、側貌はConvex typeで口唇閉鎖時に口腔周囲軟
組織の緊張を認めた。口腔内所見では大臼歯関係は左右ともにAngle Class II、overjet 7.0mm、overbite 0.5mm、上
顎両側犬歯は低位唇側転位、下顎両側側切歯は欠如していた。セファロ所見ではSNA86.1°、SNB76.5°、ANBは9.6°
で骨格性II級、Mp-SNは45.0°でハイアングル傾向を示した。【診断】下顎両側側切歯の先天欠如を伴う上顎前突症例

【治療方針】上下左右第三大臼歯と上顎左右第一小臼歯の抜去を行い、マルチブラケット装置を用いて咬合の改善を図
る。上顎の固定源として歯科矯正用アンカースクリューとパラタルアーチを用いる。【治療経過】上顎にパラタルアー
チを装着、上顎左右第一小臼歯を抜去し、マルチブラケット装置を装着、レベリングを開始した。上下左右第三大臼
歯を抜去後、上顎口蓋側に歯科矯正用アンカースクリューを埋入し、上顎前歯の後方移動を行った。治療最終段階で
先にパラタルアーチを撤去し、1か月間臼歯部に顎間ゴムを使用した。動的治療期間は2年8か月。保定には上下とも
可撤式保定装置を使用。【考察】下顎両側側切歯が先天欠如のため、上顎犬歯と下顎第一小臼歯でのガイドを取らざる
を得なかったが、大臼歯I級関係の良好な咬合を獲得することができた。また、歯科矯正用アンカースクリューを併
用した結果、上顎大臼歯の後方移動を行うことができた。保定開始後2年以上経過した現在も咬合関係は安定している。

症報 -004 上下顎叢生を伴う反対咬合症例
A case report of protrusion lower bite with crowding

松原　大樹
MATSUBARA T.

医療法人社団松生会まつばら矯正歯科（ 岐阜県 ）

【症例】上下顎叢生を伴う反対咬合症例【初診】平成24年7月11日 初診時年齢14歳6か月 女性【主訴】上下顎前歯部の
でこぼこ、反対咬合【所見】SNA86°SNB86.5°ANB-0.5°で上顎骨の位置に対して、下顎骨が前方に優位な値を示した。
U1toSN117°で上顎前歯部の唇側傾斜が認められた。overjet-1mm、overbite2mm、上顎A.L.D.-7mm、下顎A.L.D.-5mm
であった。【診断】左側大臼歯関係III級、上下顎叢生歯列【治療方針】上下顎両側第一小臼歯を抜歯し、上下顎にマル
チブラケット装置を装着し、叢生の改善、臼歯関係の改善、反対咬合の改善を行う。【治療経過】上下顎第一小臼歯を
抜歯後、.018×.025スタンダードエッジワイズブラケットを装着し治療を開始した。round wireにてレベリング後、
上下顎犬歯の遠心移動を行った。途中下顎にV-loopを組み込んだrectangular wireにて下顎前歯の舌側移動を行った。
前歯部被蓋改善後、再度下顎犬歯の遠心移動を再開した。その後は上下顎V-loopを組み込んだrectangular wireにて
上下顎歯列のconsolidationを行った。空隙閉鎖後上下顎第二大臼歯のコントロールを行い、rectangular wireのideal 
arch wireを装着し垂直ゴムにて咬合の緊密化を行った。マルチブラケット装置を撤去し、上顎Begg typeリテーナー
下顎は第二小臼歯間にFSWによるlingal bonded typeリテーナーを装着し保定治療を行った。【考察】上顎左側側切歯
の後戻りがみられた。患者の保定装置装着の協力があまり得られなかったこと、トルクコントロールが足りなかった
が反省点である。
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症報 -005 叢生を伴う Angle III 級 subdivision 歯性上下顎前突症例
A case report of Angle Class III subdivision with crowding and dental bimaxillary protrution

吉居　朋子
YOSHII T.

忠重歯科医院（ 東京都 ）

【症例】28歳1か月 女性【初診】2012年3月【主訴】右側中切歯の切端咬合、下の前歯の歯並び、上の前歯が前に出ている
【所見】顔貌所見：正貌はオトガイがわずかに左方偏位、側貌はconvex typeであった。口唇閉鎖時において口腔周囲軟
組織に軽度な緊張と上下口唇（特に下唇）の突出を認めた。口腔内所見：A.L.D上顎-1.0mm、下顎-3.0mmと主に下顎前
歯部に叢生を認め、下顎右側中切歯の唇側転位と唇側傾斜により上下顎右側中切歯は切端咬合を呈していた。左側中
切歯のoverjet、overbiteはともに1.0mm、臼歯関係は右側がAngle III級、左側がI級であった。セファロ所見：SNA 
83.0°、SNB 81.0°と下顎骨がやや前方位の位置を示したが、骨格系に大きな問題はなく、U1 to SN 111.0°、IMPA 99.0°
と上下顎切歯の唇側傾斜を認めた。【診断】叢生を伴うAngle III級subdivision 歯性上下顎前突症例【治療方針】上下顎
両側第一小臼歯を抜歯して叢生と上下顎切歯の唇側傾斜および被蓋関係の改善を行う。【治療経過】小臼歯の便宜抜歯
後、上下顎に.018”×.025”standard edgewise装置を装着しレベリングを開始した。犬歯を遠心移動させた後でclosing 
loopを組み込んだステンレススチールワイヤーを用いて空隙閉鎖を行い、最終的にideal archにて咬合の緊密化を図っ
た。動的治療期間は2年11か月。保定装置は上顎にcircumferential type可撤式、下顎にFSW固定式装置を使用した。

【考察】上下顎切歯の唇側傾斜と叢生および被蓋関係が改善されたことで良好な側貌と緊密な咬頭嵌合を得ることがで
きた。一方で上下顎切歯は治療後に歯根がやや短根化したが、ワイヤーの調節量やトルクコントロールに対して配慮
したものの根尖形態が先細りを示していたことから歯根吸収のリスクも高かったと考える。装置除去時における歯冠
歯根比は1対2以上であり、保定2年後においても歯根に著変はなく良好な歯列と咬合が維持されている。

症報 -006 前歯部反対咬合を伴う軽度の骨格性下顎前突、Angle classIII 症例
Mild skeletal mandibular protrusion with anterior cross bite  Angle classIII malocclusion

井上　春奈
INOUE H.

いのうえ歯科・矯正歯科（ 長崎県 ）

【症例】43才2か月 女性【初診】2014年7月【主訴】上の前歯が見えないのが気になる【所見】顔貌所見にて正貌はほぼ
symmetry、側貌はConcave type、E-lineに対して上口唇の後退が認められた。口腔内所見は、臼歯関係は両側と
もAngle classIII、overjet-3.5mm、overbite+6.5mm、A.L.Dは上顎-5.0mm、下顎-4.0mmであった。セファロ分析
にて歯系は上下顎ともに前歯の舌側傾斜が認められ、骨格系はANB-2.0°、Wits appraisal-7.0mm、SN-Mp 32.4°で、
averageタイプの骨格性下顎前突を示した。誘導により切端咬合位が可能。【診断】前歯部反対咬合を伴う軽度の骨格
性下顎前突、Angle ClassIII症例【治療方針】上顎前歯の前方拡大により叢生を解消し、オーバージェットの増加を図る。
III級ゴムを使用し下顎歯列の遠心移動を図る。【治療経過】上顎はリンガルアーチを装着し前歯部を複式弾線にて唇側
へ傾斜移動、咬合挙上のため下顎にバイトプレートを装着。被蓋改善後、上顎全歯および下顎側方歯にマルチブラケッ
ト装置を装着しレベリングを開始。III級ゴムにて下顎側方歯の遠心移動後、下顎前歯部にマルチブラケットを装着、
再度レベリング後、最終調整を行った。動的治療期間は1年8か月であった。保定は上顎にinvisible retainer、下顎に
fixed type retainerを使用した。上顎右側中切歯は動処終了後補綴物を再制作した。【考察】デンタルコンペンセーショ
ンがそれほど強くなく、ディスクレパンシー量も中程度で、オーバーバイトも大きいことから、非抜歯にて被蓋改善、
緊密な咬合の確立が可能と考え治療を開始した。U1-SNが標準を超えることは許容項目だったが、かなり大きくなっ
たので保定期間中慎重に経過観察してく予定である。
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症報 -007 下顎右側小臼歯部に埋伏過剰歯を認める上下顎前突症例
Bimaxillary protrusion with impacted supernumerary mandibular premolar

本田　綾
HONDA A.

みなみ歯科・矯正歯科（ 東京都 ）

【症例】下顎右側小臼歯部に埋伏過剰歯を伴う上下顎前突症例【初診】上顎前歯の唇側傾斜により過大なオーバージェッ
トを有し、叢生を認める。初診日は2013年2月14日、15歳5か月であった。【主訴】出っ歯と下の前歯のガタガタを治
したい。【所見】側面頭部X線規格写真よりSNA76.4度SNB71.5度に対し、U1toFHは122.6度と大きく、FMIAは39.5
度と小さい。パノラマX線写真より下顎右側第一小臼歯・第二小臼歯間に埋伏過剰歯を認め、下顎両側第二大臼歯は
第三大臼歯の影響で遠心傾斜を呈している。スマイルは左右対称で上顎前歯正中は顔面正中に一致しているが、下顎
前歯正中は左側に1.5ミリメートル偏位している。【診断】歯性上下顎前突および叢生。下顎右側小臼歯部埋伏過剰歯。

【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、マキシマムアンカレッジのもとマルチブラケット装
置にて上下顎前歯前突の改善を図る。固定元として上顎にホールディングアーチ・パラタルバーを設置しヘッドギア
を併用する。下顎右側小臼歯部の埋伏過剰歯は下顎右側第二小臼歯抜歯時に同時に摘出する。上下顎両側第三大臼歯
は歯根の完成を待って抜歯を行う。【治療経過】上顎にホールディングアーチ・パラタルバーおよびヘッドギアと犬歯
から遠心部にブラケット装置を設置し上顎両側第一小臼歯を抜歯した。上顎両側犬歯の遠心移動が終了後、前歯部に
ブラケット装置を設置しリトラクションを行った。下顎はブラケット装置を装着後、下顎両側第二小臼歯を抜歯しス
ペースクローズを行った。動的治療期間は1年6か月、保定期間は3年10か月である。【考察】上顎のアンカレッジロ
スが大きかったが、大臼歯の咬合に関しては下顎骨の成長にも助けられた面が大きく、固定方法の改善が必要であっ
た。また、保定期間中の上顎両側第二大臼歯の後戻りに対し装置の工夫も必要であった。

症報 -008 叢生を伴う Skeletal Class II　上下顎前突症例
A case report of skeletal class II bimaxillary protrusion with crowding

春木　隆伸
HARUKI T.

はるき小児・矯正・歯科（ 兵庫県 ）

【症例】14歳6か月 女性【初診】2013年6月【主訴】前歯の叢生と口元の突出感が気になる【所見】顔貌所見では正貌は左
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に緊張が認められた。口腔内所見より、臼歯
関係は左側がAngle Class I、右側がAngle Class II、Over jet 6.5mm、Over bite 3.5mm、Arch length discrepancy
は、上顎 -3.0mm、下顎 -5.5mmであった。セファロ所見では、ANB 6.5°とskeletal Class II 関係を認め、Inter incisal 
angle 101.0°と上下顎前突、FMA29.0°とややHigh angle傾向を認めた。【診断】叢生を伴うSkeletal Class II上下顎前突
症例と診断した。【治療方針】上顎を拡大後、上下顎第一小臼歯抜歯し、上顎に矯正用アンカースクリューを用い、マ
ルチブラケット装置により前歯部叢生の改善、前歯部を圧下しながら舌側傾斜移動させプロファイルの改善を行うこ
ととした。【治療経過】上顎にQHを装着し、上下顎第一小臼歯を抜歯した。ブラケットを装着しレベリングを行った。
上顎第二小臼歯と第一大臼歯間に矯正用アンカースクリューを固定源とし、上顎前歯部の後方移動を行った。動的治
療期間は2年10か月であった。動的治療終了後、両側下顎水平埋伏智歯の抜歯を行った。保定開始後、2年11か月経
過し現在も良好な咬合関係を維持している。【考察】上下顎前突に対して、上下顎第一小臼歯抜歯を行い、上顎に矯正
用アンカースクリューを固定源として治療を行った結果、Inter incisal angleが大きく変化したことにより、主訴であ
る口元の突出感を改善することができた。動的治療期間が長かったが、う蝕や歯肉炎に罹患せず、また急速な力をか
けず前歯部を移動したため歯根吸収は認めなかった。
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症報 -009 Angle II 級叢生症例
A case report of Angle Class II with crowding

山田　亨
YAMADA T.

アーチ矯正歯科（ 東京都 ）

【症例】13歳7か月 男性【初診】2012年7月【主訴】前歯のガタガタが気になる【所見】顔貌所見は左右対称、側貌は
straight typeを呈す。口腔内所見は大臼歯関係Angle II級、overjet +2.5mm、overbite +1.5mm。A.L.D.は上顎 
-10.0mm、下顎 -6.0mm、上顎両側側切歯は口蓋側へ転位し両側側切歯反対咬合を認めた。顔面正中に対し上下顎とも
に左側へ1.0mm偏位していた。側面頭部Ｘ線規格写真において骨格系はANB +0.5°と上下顎骨の関係はIII級傾向を
認めた。歯系は上顎中切歯歯軸U1 to SN 113.0°と唇側傾斜を認めた。家族歴に下顎前突、反対咬合の特記事項を認め
ない為、治療開始とした。【診断】上顎両側切歯口蓋側転位および下顎前歯部叢生を伴うAngle II級症例【治療方針】上
顎両側側切歯口蓋側転位および正中偏位の改善スペース確保として上顎両側第一小臼歯抜歯、下顎前歯部叢生および
臼歯関係の改善スペース確保として、下顎第二小臼歯抜歯とした。また、加強固定は上顎にナンスのホールディング
アーチを用いることとした。E-lineは平均的であり、上下前歯部の前後的位置は可及的に変えず配列することとした。

【治療経過】上顎にナンスのホールディングアーチ装着後、上顎両側第一小臼歯、下顎両側第二小臼歯抜歯。上下顎に
マルチブラケット装着を装着し、レベリングを開始。上顎両側犬歯の遠心移動および正中偏位の改善終了後、上顎両
側側切歯へブラケットを装着、再レベリング開始。空隙閉鎖の後、顎間ゴムを使用しながら咬合の緊密化を行った。
動的治療期間は2年3か月であった。保定装置には上顎ラップアラウンドリテーナー、下顎にホーレータイプリテーナー
を使用した。【考察】上下顎両側小臼歯抜歯スペースを利用し、上顎両側側切歯の唇側移動、下顎叢生の改善を行うこ
とができた。結果、良好な前歯部被蓋関係および緊密な咬合関係が得られた。保定開始から2年以上経過しているが
咬合状態は安定している。

症報 -010 過大な overjet を伴う上顎前突症例
A case report of maxillary protrusion with severe overjet

岡本　篤剛
OKAMOTO A.

おかもとこども矯正歯科クリニック（ 兵庫県 ）

【症例】10歳7か月 女性【初診】2013年5月【主訴】上の歯が出ていて咬みにくい【所見】顔貌において正貌は左右対称、
側貌はConvex typeであり上口唇の突出を認めた。口腔内において大臼歯関係は両側ともAngle Class II、overjet 
+10.7mm、overbite +2.0mm、上顎前歯は唇側傾斜していた。上顎はV字歯列弓、下顎はU字歯列弓を呈しており
歯冠幅径と比較し上下歯列弓幅径は狭窄していた。セファロ分析ではANBが+4.0°でskeletal Class 1、FMAは27.5°
でmesiofacial patternであった。【診断】過大なoverjetを伴うskeletal I、Angle Class II、上顎前突症例【治療方針】
第1期治療は歯列弓形態の改善のため上顎に急速側方拡大装置、下顎にはバイヘリックス側方拡大装置を使用し、臼
歯関係改善を目的にハイプルヘッドギアを用いることとした。また、過大なoverjetの改善を補うため下顎前方成長
を補助する目的に切歯斜面付バイトプレートを併用することとした。第2期治療は側方歯群の後方移動を円滑に行う
ため乳臼歯交換直後よりマルチブラケット装置を装着することとした。上顎犬歯および前歯の後方移動にはJ-hook 
headgearを併用することとした。【治療経過】第1期治療は1年、第2期治療は中学受験を控えていたため2年10か月 
の動的治療期間を要した。上顎歯列にはホーレータイプのリテーナーを、上下顎前歯部舌側にワイヤー固定を装着し
た。【考察】第1期治療における上顎第一大臼歯の遠心移動および下顎の前方成長 により臼歯関係の改善につながった。
第2期治療においても顎外装置の使用は良好であり上顎前歯の後方移動が達成されoverjetが改善され主訴の改善を達
成した。保定後2年1か月経過し咬合は安定している。
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症報 -011 上下顎前歯部叢生を伴う Angle I 級の抜歯治療症例
Extraction orthodontic treatment of a Class I case with maxillary and mandibular crowding

浅川　幸子
ASAKAWA S.

医療法人社団早蕨会（ 東京都 ）

【症例】24歳10か月【初診】2013年12月【主訴】前歯のガタガタが気になる【所見】顔貌所見：正貌より口唇閉鎖時に頤部の
緊張を認めた。側貌はConvex type。口腔内所見：大臼歯関係はAngle I 級。ALDは上顎が-5.2mm、下顎が-9.5mmであっ
た。前歯部において早期接触が認められ、下顎は前方に偏位していた。舌は大きめで低位、前方突出癖が認められた。
セファロ分析所見：骨格系ではSNAは80.5°、SNBは76.0°。ANBは4.5°となり下顎後退型Skeletal Class IIを呈していた。
歯系ではU1 to A-Pogが12.0mm、L1 to A-Pogが8.5mmで上下顎前歯の前方位が認められた。【診断】上下顎前歯部叢
生を伴うAngle I 級症例【治療方針】上顎両側第1小臼歯、下顎両側第2小臼歯を抜去し、マルチブラケット装置によ
り上下顎前歯部叢生および早期接触の解消、上下顎前歯前突の改善を図ることとした。MFTにより舌癖のコントロー
ルも行う事とした。【治療経過】上顎両側第1小臼歯、下顎両側第2小臼歯を抜去後、上顎は4前歯、下顎は舌側転位し
ている左側側切歯を除いて全歯にマルチブラケット装置を装着、レベリングを開始した。上顎は犬歯遠心移動終了後、
4前歯にもブラケットを装着。下顎も同様に左側側切歯にブラケットを装着し、上下顎とも再度レベリングを行った。
上顎前歯を圧下し咬合挙上を行った後、上下顎前歯牽引を開始。空隙閉鎖完了後、最終調整を行った。動的治療期間
は2年4か月であった。保定は上下顎ともCircumferrential Typeの可撤式保定装置を使用した。【考察】上下顎小臼歯
抜去とMFTにより、叢生および早期接触の解消、前歯牽引を図ることができた。下顎位は安定しており、口唇閉鎖
不全と口元の突出感も改善された。保定観察2年1か月経過後も咬合は安定している。

症報 -012 上下顎前歯の叢生を伴う上下顎前突症例
A case report of bimaxillary protrusion with anterior crowding

江口　俊子
EGUCHI T.

医療法人清健会光明池ニコニコ歯科（ 大阪府 ）

【症例】上下顎前歯の叢生を伴う上下顎前突症例【初診】2014年3月13日当院を受診。初診時年齢31歳4か月 女性【主訴】
出っ歯で口が閉じにくい【所見】側貌はconvex typeで口唇閉鎖時、オトガイの緊張を認めた。口腔内所見では大臼
歯関係は両側Angle I級、overbite+3mm、overjet+6mmであった。Arch length discrepancyは上顎-3.0mm、下顎
-5.5mm、下顎正中は顔面に対し右側へ2mm偏位していた。パノラマ所見では下顎両側に水平埋伏智歯を認めた。セ
ファロ所見において、骨格系はANB5.3°とskeletal II級傾向を示し、FMA29.0°、Gonial angle124°とbrachy facialパター
ンを示した。歯系はU1 to FH 121.5°、IMPA 100°と上下顎前歯は唇側傾斜を認めた。【診断】上下顎前歯の叢生を伴う
上下顎前突症例【治療方針】上下顎両側第一小臼歯を抜去して上下顎前歯を後退させ、上下顎前突の改善を行うことと
した。【治療経過】上下顎両側智歯および同第一小臼歯を抜去し、上下顎にマルチブラケットを装着してレベリングお
よび犬歯の遠心移動、前歯部の後方移動を行い、被蓋の改善を行った。治療途中で患者が妊娠・出産のため受診がで
きなかった5か月間も含め、動的処置期間は2年8か月であった。保定装置は上下顎に可撤式装置を使用した。【考察】
本症例では、口唇閉鎖の困難およびオトガイの緊張感を改善するために上下顎第一小臼歯抜歯を行った。前歯の被蓋
がやや大きいが、上下顎前歯を大きく後退させ良好な側貌が得られた。動的処置が終了してから2年を経過したが咬
合は安定している。
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症報 -013 習癖を伴う Angle Class II 上顎前突症例
A case report of  Angle class II maxillary protrusion with oral habit

田中　匡
TANAKA T.

さえき矯正・小児歯科医院（ 兵庫県 ）

【症例】8歳8か月女子【初診】2010年7月27日【主訴】出っ歯が気になる【所見】顔貌所見として正貌は左右対称であるが、
口唇閉鎖時口元及びオトガイの緊張を認める。側貌はコンベックスタイプであった。口腔内所見として、Hellman の 
denatl age で IIIB期 であった。大臼歯関係 Angle Class II、overjet+10.0mm、overbite+5.0mm であった。セファ
ロ分析所見としてANB6.0°で skeletal Class II を示した。習癖は過去に吸指癖があり、初診時も下唇咬みが続いていた。

【診断】習癖を伴う Angle Class II 上顎前突症例【治療方針】エッジワイズ装置による動的治療を行う前に習癖の除去及
び機能的装置を用いて顎整形的な治療アプローチを行うこととした。【治療経過】第一段階として上下顎前歯部をレベ
リング後、咬合斜面板を装着した。第二段階として非抜歯にてマルチブラケットによる動的治療を開始した。動的治
療期間は22か月であった。トゥースポジショナーを使用し保定を開始し、その後ラップアラウンドタイプリテーナー
を使用した。【考察】骨格系の変化はANBの減少を認め改善され、その結果良好なプロファイルを獲得できた。大臼
歯関係は Angle Class I、overjet+2.0mm、overbite+2.0mmと適正な値となり緊密な咬合が得られた。動的治療終了
後2年以上経過しているが良好な咬合状態は維持されている。
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AE-001 Re-evaluation of initial lateral cephalometric analyses from a 
retrospective examination

KO Shih-Hsien, YU Jian-Hong

Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）

【Objective】Statistics of initial lateral cephalometric analyses wil l be re-evaluated and discussed.
【Materials and Methods】Cephalometric lateral X-ray films of patients, aged from 18 and above, visiting China 
Medical University Hospital orthodontic out-patient clinic from 2013 to 2017 for orthodontic treatment evaluations, 
were used as population. Exclusion criteria: patient's with noted functional interference including Class II division 
2 occlusion, single tooth crossbite, asymmetry of jaw development, multiple CO, and undefinable CR. 164 patients 
passed the exclusion criteria. Cephalometric analysis was re-evaluated by the same researcher with Adobe 
Photoshop CC 2018 and Excel 2017 for data collection. Statistics were done with Excel 2017 divided by skeletal 
classification, gender, age, type of mandibular plane angle, type of anterior teeth relation.【Discussion and Summary】
In this study, among 164 patients, the distribution of skeletal malocclusion of patients shows 18.3% （30/164） skeletal 
Class I patients, 45.7% （75/164） skeletal Class II, and 36.0%（59/164） skeletal Class III patients. Furthermore, the 
influence of cephalometric analysis results due to landmarks Pog, pointA, point B which have multiple definitions 
to locate them, which includes trusting a natural head position, adjusting head positions with FH plane to 
horizontal, and point A, point B locating solution by Downs analysis definition combined modified Pog locating by 
Dr. Kunihiko Miyashita is also noted. Finally, through this retrospective study of initial cephalometric analysis, we 
can get a clearer idea of the etiology of malocclusion among recent orthodontic patients.

AE-002 Retinoic acid deficiency results in midfacial defects with elevated 
apoptosis and decreased cell proliferation

WU Yanran1, KUROSAKA Hiroshi1, WANG Qi1, SANDELL Lisa L2, TRAINOR Paul3, 
YAMASHIRO Takashi4

1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,   Graduate School of Dentistry ,  Osaka University ,  
2Department of Oral Immunology and Infectious Diseases ,  University of Louisville School of Dentistry ,  United States 
of America ,  
3Stowers Institute for Medical Research ,  United States of America ,  
4Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,   Graduate School of Dentistry ,  Osaka University

【Objective】In clinical orthodontics, we frequently encounter various congenital craniofacial defects which sometimes 
include midfacial cleft and/or premaxilla dysgenesis. Despite the impact on quality of life in individuals, the mechanisms 
underlying the etiology of midfacial cleft is still elusive. Embryonic craniofacial development depends on the 
outgrowth and fusion of multiple facial prominences. Midfacial hypoplasia or cleft could be caused by unfused and/or 
underdeveloped medial nasal processes. Many molecules and signaling pathways are suggested to be associated. In our 
previous study, RDH10 has been shown essential for retinoic acid （RA） synthesis and midfacial development whose 
disruption could lead to midfacial cleft.【Materials and Methods】To detect the mechanisms underlying the etiology of 
midfacial cleft caused by RA deficiency, Rdh10 fxmouse lines were crossed with tamoxifen inducible ubiquitous Cre driver 
lines （Cre -Ert2） to eliminate the RDH10 gene in a stage-specific manner.【Results and Discussion】Initial phenotype of 
midfacial cleft could be detected as early as E11.5 when tamoxifen was administrated at E7.0-E7.5. Histological sections 
of mutant mice also revealed disrupted nasal septum and upper incisor. Cytological analysis showed concurrent 
elevated cell death and decreased cell proliferation of cranial neural crest population in developing frontonasal process. 
Furthermore, molecular analysis revealed disrupted Fgf8 and Shh gene expression in developing frontonasal processes.

【Conclusion】These results indicate RA signaling could control specific genes which are important for maintaining cranial 
neural crest cells and its disruption could lead to midfacial cleft. This is the first report to show the disruption of RA-
Shh-Fgf8 signaling pathway on the etiology of midfacial cleft.
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AE-003 Comparison of alveolar bone thickness in mandible between 
skeletal Class III and Class I malocclusions

KI Hye-Rim, CHA Kyung-Suk, CHUNG Dong-Hwa, LEE Sang-Min

Department of Orthodontics ,  Dankook University ,  Republic of Korea

【Introduction】The aim of this study was to compare alveolar bone thickness of mandibular posterior teeth in 
skeletal Class III and Class I malocclusions, in a Korean population.【Materials and Methods】Cone beam computed 
tomography （CBCT） images of 60 patients, including 30 Class I patients （Group 1） and 30 Class III patients （Group 
2） were analyzed. ANB angle was used as the criterion for classifying sagittal skeletal pattern. Total alveolar bone 
thickness （ABT） and buccolingual cortical bone thickness （CBTB/CBTL） were measured for posterior teeth at 
three different levels.【Results】There was no significant difference in mean age, gender distribution, and vertical 
skeletal pattern （SN-GoGn） between the two groups （P>0.05）. Only ANB angle showed significant difference 

（P<0.001）. ABT was increased from anterior to posterior, and when comparing two groups, group 1 was thicker 
in most of regions with statistically significant differences being more prominent with shallower depth. CBTB 
had no significant difference between the two groups. CBTL showed similar tendency with ABT. When cortical 
bone thickness was compared between buccal and lingual sides, all measurement values of both groups showed 
statistically significant differences between the two sides.【Conclusions】Total alveolar bone thickness of mandibular 
posterior teeth appears to be thinner in skeletal Class III malocclusion patients than that in Class I. This tendency 
increases when it is closer to the cervical region. When it is closer to the apex, differences between groups are 
decreased.

AE-004 MicroRNAs are involved in midfacial development

TRAKANANT Supaluk1,2, KAWASAKI Maiko1, KAWASAKI Katsushige1, SAITO Isao2, 
OHAZAMA Atsushi1

1Division of Orthodontics ,  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  
2Division of Oral Anatomy ,  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

【Objective】The timing, location, and level of gene expression are crucial for organ development, since morphogenesis 
requires strict genetic control. MicroRNAs are non-coding small single-stranded RNAs that negatively regulate 
gene expression by binding target mRNAs. Although microRNAs are considered to be involved in many biological 
events, the detailed role of microRNAs in craniofacial development, however, is not fully understood. The aim of this 
study is to investigate the role of microRNAs in craniofacial development.【Materials and Methods】Transgenic mice 
with neural crest mesenchymal deletion of Dicer （Dicerfl/fl;Wnt1Cre） were generated. Mutation of Dicer results in 
no functional microRNA formation, since Dicer is an essential microRNAs processing molecule. Dicer mutant （n=25） 
and wild-type （n=25） mice embryos were obtained and processed for HE staining, sectioned in situ hybridization, 
immunohistochemistry, pseudo scanning electron microscopy and qPCR.【Results and Discussion】Dicerfl/fl;Wnt1Cre 
mice embryos showed median lip cleft in both upper and lower jaws. Shh signaling is known to be a crucial 
pathway in midline formation, and Gli1 （marker of Shh signaling） was significantly downregulated in both the 
upper and lower lip of Dicer mutant mice. Expression of Ptch1 （inhibitor of Shh signaling） was increased in the 
midline of Dicer mutant mandible. The data has suggested the possibility that mesenchymal microRNAs is involved 
in lip formation through distinct mechanisms between upper and lower lip formation.【Conclusion】MicroRNAs play 
an important role in the regulation of gene expression during development. The understanding of their role leads to 
the understanding of the causes of diseases and their prevention.
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AE-005 Relationship between the maxillofacial skeletal pattern and the 
morphology of the mandibular symphysis

KIM Youngil, AHN Miso, HAN Sanghee, KIM Hyejin

Department of Orthodontics ,  Pusan National University Dental Hospital ,  Yangs ,  Republic of Korea

【Objective】The purpose of this study was to investigate the relationship between the facial skeletal patterns and 
the shape of the mandibular symphysis in adults with malocclusion by using a structural equation model （SEM）.

【Methods】Ninety adults who had malocclusion and had records of facial skeletal measurements performed using 
cone-beam computed tomography were selected for this study. The skeletal measurements were classified into 
three groups （vertical, anteroposterior, and transverse）. Cross-sectional images of the mandibular symphysis were 
analyzed using generalized Procrustes and principal component（PC） analyses. A SEM was constructed after the 
factors were extracted via factor analysis.【Results】Two factors were extracted from the transverse, vertical, and 
anteroposterior skeletal measurements. Latent variables were extracted for each factor. PC1, PC2, and PC3 were 
selected to analyze the variations of the mandibular symphyseal shape. The SEM was constructed using the 
skeletal variables, PCs, and latent variables. The SEM showed that the vertical latent variable exerted the most 
influence on the mandibular symphyseal shape.【Conclusions】The relationship between the skeletal pattern and the 
mandibular symphysis was analyzed using a SEM, which showed that the vertical facial skeletal pattern had the 
highest effect on the shape of the mandibular symphysis.

AE-006 CBCT analysis of lower anterior alveolar bone thickness in Class 
III regarding vertical skeletal pattern

KANG Minji, JANG Hosik, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho

Dept. of Orthodontics ,  Gangnam Severance Dental Hospital ,  The Institute of Craniofacial Deformity ,  College of 
Dentistry ,  Yonsei University ,  Republic of Korea

【Objectives】The aim of this study was to investigate the lower anterior alveolar bone thickness of skeletal Class 
III malocclusion patients with different vertical skeletal patterns using CBCT images.【Materials and Methods】
A total of 93 skeletal Class III malocclusion patients were selected and divided into 3 groups according to the SN-
MP angle. Using CBCT, buccal and lingual alveolar bone thickness of mandibular incisors was measured at the 
alveolar crest and 3,6,9mm apical to the alveolar crest.【Results】Regardless of vertical skeletal pattern, there was 
no significant difference in labial and lingual bone thickness at alveolar bone crest and 3mm apical to the crest. 
However, the lingual alveolar bone was thicker than the labial bone at the 6mm and 9mm level apical from the 
crest. Class III high angle group showed significantly thinner buccal and lingual alveolar bone compared to Class 
I normal angle group at all areas except for the buccal thickness at the alveolar crest. SN-MP angle had negative 
correlation with the lower anterior alveolar bone thickness.【Conclusions】Skeletal Class III patients with increased 
mandibular angles had thinner alveolar bone thickness in all areas compared to other groups. Skeletal Class III 
patients with normal or low mandibular angles had similar alveolar bone widths compared to skeletal Class I 
patients with normal mandibular angles.  The alveolar bone thickness was similar for all groups in the area within 
the alveolar crest and 3mm apical to the crest regardless of the mandibular plane angle.



第78回日本矯正歯科学会学術大会 The 78th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

283

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

AE-007 Comparison of different midsagittal plane configurations for 
evaluating craniofacial asymmetry by expert preference

KANG Minji, JUNG Sooin, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho

Dept. of Orthodontics ,  Gangnam Severance Dental Hospital ,  The Institute of Craniofacial Deformity ,  College of 
Dentistry ,  Yonsei University ,  Republic of Korea

【Introduction】In this study, we aimed to compare 8 candidate midsagittal planes constructed from different median 
landmarks to determine the most appropriate one for evaluating craniofacial asymmetry.【Methods】We included 
30 patients with a complaint of facial asymmetry. Eleven reference points were set in the 3D images and eight 
midsagittal planes（MSPs） for this study were constructed. Three-dimensional images of the craniofacial structures 
and 8 MSPs of the 30 subjects were shown to 6 experts. They selected 180 MSPs that were considered the most 
appropriate planes. The horizontal distances from all MSPs to menton and ANS, and the angles to the A-P line 
were measured. The values and absolute values of differences in deviation measurements using the candidate 
MSPs were determined, and their mean values were calculated.【Results】Experts most frequently selected the 
plane passing through nasion and basion perpendicular to the Frankfort horizontal plane. In evaluating craniofacial 
asymmetry, using MSPs passing through 3 median landmarks in the cranial base can lead to underestimation 
of the asymmetry of the menton, anterior nasal spine, and anterior nasal spine-to-posterior nasal spine line.

【Conclusions】We suggest using MSPs perpendicular to the Frankfort horizontal plane or a plane passing through 
anterior nasal spine in clinical practice.

AE-008 Rogdi plays an important role during bone and enamel development

MITSUI Silvia Naomi1, YASUE Akihiro1, HORIUCHI Shinya1, OYADOMARI Seiichi2, TANAKA Eiji1

1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Institute of Biomedical Sciences ,  Tokushima University 
Graduate School ,  
2Division of Molecular Biology ,  Institute of Advanced Enzyme Research ,  Tokushima University

【Objective】Kohlschutter-Tonz syndrome （KTS） is an autosomal-recessive disease characterized by amelogenesis 
imperferta, epilepsy and intellectual disability. Although several ROGDI mutations have been associated with KTS, 
the function of ROGDI protein remains unknown. The aim of the present study is to create an animal model to 
elucidate the role of Rogdi during development.【Material and Methods】Rogdi disrupted mice were generated by 
targeting the start codon and fifth exon with CRISPR/Cas system. After verification of the correct targeting of the 
founders, mosaic mice were backcrossed with C57BL/6 mice. Micro-CT, alcian blue-alizarin red staining, calcein 
labeling and histology were analyzed.【Results and Discussion】Three different alleles with nonsense mutations 
in the start codon and one allele with a nonsense mutation in the exon 5 of Rogdi were obtained. All mice in 
the homozygous condition of these alleles, except one, were smaller in size with chalky white enamel. Normal 
phenotype in the mice with a nonsense mutation in the start codon might be due to illegitimate translation from 
the second methionine located near the start codon. Micro-CT images showed that enamel and bone mineralization 
were significantly decreased in Rogdi deficient mice. In addition, the head of mutant mice were smaller with 
significant mineralization defects in parietal and interparietal bones. Calcein labeling of Rogdi deficient mice 
enamel did not show the bands of smooth ended ameloblasts observed in the wild-type, suggesting a disruption in 
the ameloblast modulation cycle.【Conclusions】Present results suggest that Rogdi plays an important role during 
enamel biomineralization and bone formation.
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AE-009 PQBP1, a splicing factor related to intellectual disability, affects 
skeletal development and bone structure 

YANG Shin-Sheng1, ISHIDA Takayoshi1, NAKAI Yuta1, FUJITA Kyota2, TAGAWA Kazuhiko2, 
ONO Takashi1, OKAZAWA Hitoshi2

1Department of Orthodontic Sciences ,  Tokyo Medical and Dental University （ TMDU ） Graduate School ,  
2Department of Neuropathology ,  Tokyo Medical and Dental University （ TMDU ） Graduate School

【Objective】Polyglutamine tract-binding protein 1 （PQBP1）, which directly links neurodegenerative diseases 
accompanying brain atrophy, is a protein involved in transcriptional regulation. Although PQBP1-linked microcephaly 
was expectedly observed in nestin-Cre conditional Pqbp1-knockout （cKO） mice , these mice had an unexpectedly small 
body size. Therefore, we aimed to evaluate the nestin-Cre Pqbp1-cKO-related variation in skeletal morphology in this 
study during mouse growth.【Materials and Methods】Longitudinal micro-CT analysis of femurs and tibiae was performed 
for 4- to 10-week-old male cKO mice and 3 other groups of control mice: XY, XFY, nestin-Cre XY （n=4 each）. Calcein 
labeling was performed prior to euthanasia to examine bone formation. Cephalometric radiographs of 10-week-old mice 
were obtained after sacrifice. Femurs and tibiae were collected for HE, TRAP, and Safranin-O staining and RT-qPCR 
analysis of SOX9, COL2A1, SP7, BGLAP, TNFSF11, TNFRSF11B, and NFATC1 mRNA expression. All data were 
statistically analyzed （ANOVA, Tukey's, p<0.05） and presented as mean ± SEM.【Results and Discussion】The sizes of 
femurs, tibiae, and skulls of cKO mice exhibited significant reduction compared to those of control mice. The femurs 
and tibiae of cKO mice had alterations in the trabecular system and showed signs of osteopenia from 6 to 10 weeks of 
age, consistent with the results of histomorphometry. Osteogenesis and chondrogenesis declined in the cKO mice, with 
a corresponding downregulation of gene expression.【Conclusion】The altered appearance of the bone trabecular network 
and the abnormal craniofacial structure in cKO mice suggest that PQBP1 plays a crucial role in bone remodeling and 
homeostasis during mouse growth.

AE-010 Palatally erupted maxillary lateral incisors may be a causative 
factor of mandibular deficiency

FAHIM Fady H., ELABBASY Dina O.

Faculty of Dentistry ,  Cairo University ,  Arab Republic of Egypt

【Introduction】Several factors play a role in the etiology of skeletal Class II malocclusion. The aim of this study was 
to evaluate the influence of palatally displaced maxillary incisors on mandibular growth in a group of Egyptian 
patients.【Materials and Methods】The sample consisted of the digital lateral cephalograms of untreated 24 patients 
with age range of 15-30 years during the permanent dentition stage. The radiographs were selected from the 
patient database of private practice in Cairo. The sample was divided into 2 groups each consisting of 12 patients. 
Group A had palatally displaced maxillary lateral incisors without crossbite. Group B had palatally displaced 
maxillary lateral incisors with crossbite. Cephalometric measurements were used to assess the anteroposterior 
skeletal malocclusion （SNA, SNB, ANB, Witts appraisal）. Independent samples t-test was performed between two 
groups.【Results】Cephalometric measurements revealed statistically significant differences between groups A and B. 
Group A had skeletal Class II with retrognathic mandible while group B had skeletal Class I pattern with normal 
mandibular position. The maxilla was well positioned in relation to the cranial base. No statistically significant 
difference between genders was evident.【Conclusion】Palatally displaced maxillary lateral incisors without crossbite 
cause restraining effect on normal mandibular growth which results in skeletal Class II with mandibular deficiency. 
Palatally displaced maxillary lateral incisors in crossbite have no restraining effect on the mandible.  This can be 
used as a tool for early prediction of mandibular growth.
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AE-011 Prediction of long-term success of orthopedic treatment in skeletal 
Class III malocclusion

KIM Sujin, HWANG Woochan, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho

Dept. of Orthodontics ,  Gangnam Severance Dental Hospital ,  The Institute of Craniofacial Deformity ,  College of 
Dentistry ,  Yonsei University ,  Republic of Korea

【Objective】The purpose of this study was to investigate the long-term success of orthopedic treatment in skeletal 
Class III malocclusion and to establish a model to predict its long-term success.【Materials and Methods】Fifty-
nine skeletal Class III patients who underwent successful facemask treatment and were followed up until growth 
completion and were evaluated using cephalograms. After growth, the patients were divided into successful and 
unsuccessful groups. Logistic regression analysis was used to identify the predictors of long-term success.【Results】
The AB-mandibular plane angle, Wits, and the articular angle were identified as predictors. The prediction models 
proposed by four previous studies and our study showed similar results for the subjects included in this study. The 
predictability for the unsuccessful group was low.【Conclusions】The results in this study suggest that no particular 
method or factor can predict the long-term success of orthopedic treatment for skeletal Class III malocclusion.

AE-012 Masticatory hypofunction effects induced by BTXA injection of 
hippocampal neurons in developing rats

TSAI Chi-Yang1, LEE Hsin-Ping1, CHANG Hung-Ming2, WU Fang-Chun3

1Department of Orthodontics ,  Taipei Medical University Hospital ,  Taiwan ,  
2Department of Anatomy ,  Taipei Medical University ,  Taiwan ,  
3Department of Orthodontics ,  Taipei Medical University ,  Taiwan

【Objective】In clinical practice, malocclusion is often encountered during the period of growth and development 
of individuals. In addition to nutritional imbalance, some studies have found that mastication affects learning 
and memory ability. The present study evaluated the relationship between masticatory hypofunction and 
neuropathological changes of the hippocampus in developing rats.【Material and Methods】Twenty four-week-
old Wistar rats were randomly divided into saline-injected and botulinum toxin type A （BTXA）-injected groups. 
After an experiment period of 4 weeks, the rats were sacrificed for evaluation of neuropathological changes in the 
hippocampus through Nissl staining and phosphorylated cyclic AMP （cAMP） response element binding protein 

（CREB） immunohistochemistry.【Results】Nissl staining revealed a significant reduction in the density of neurons 
in the BTXA-injected rats. The BTXA-injected rats exhibited a decreased level of CREB phosphorylation. The 
degree of p-CREB immunoreactivity differed significantly between the two groups.【Discussion and Conclusion】The 
BTXA-injected rats exhibited a reduction in neuron density and phosphorylated CREB, indicating that mastication 
might influence the learning and memory ability during the growth period. Therefore, it is strongly suggested that 
malocclusion be corrected as soon as possible during growth and development.
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AE-013 Effects of active mandibular exercise after orthognathic surgery: a 
non-randomized oontrolled trial

JANG Hyo Jin1, CHOI Youn Kyung1,2

1（ Bio ）medical Research Institute ,  Pusan National University Hospital ,  Busan ,  Republic of Korea ,  
2Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Pusan National University ,  Busan ,  Republic of Korea

【Purpose】This study was to evaluate the effects of active mandibular exercise （AME） in patients with limited 
mouth opening after maxillomandibular fixation （MMF） release for orthognathic surgery.【Methods】The AME was 
performed in the experimental group for 4 weeks. The exercise AME consisted of maximal mouth opening, lateral 
excursion and protrusive movement. After, the number of tongue blades used for mouth opening was noted. The 
control group have not been given any specific explanation for exercise. The effect of AME was evaluated after 
MMF release at different time intervals: a） immediately, b） after 1 week, c） after 2 weeks, d） after 4 weeks, and e） 
after 12 weeks. The exercise was assessed using the following criteria: a） mandibular movements, b） pain scores 
associated with maximal mouth opening, c） discomfort scores associated with range of movement, and d） daily 
life activities that involve opening the mouth.【Results】The experimental group showed significant improvement 
regarding the range of mandibular movements （maximal mouth opening （F=23.60, p<.001）, lateral excursion to 
the right side （F=5.25, p=.002）, lateral excursion to the left side （F=5.97, p=.001）, protrusive movement （F=5.51, 
p=.001））, pain score （F=39.59, p<.001）, discomfort score （F=9.38, p<.001）. Daily life activities that involve opening 
the mouth were more favorable compared to those in the control group.【Conclusion】The AME in patients after 
mouth opening limitation is helpful for increasing mandibular movement range, decreasing pain and discomfort, 
and improving day life activities that involve opening the mouth. Therefore, AME is highly recommended as an 
effective intervention.

AE-014 Localization of type XII collagen and fibromodulin in periodontal 
ligament during orthodontic tooth movement

THANT Lay1,3, KAKU Masaru2, MIZUKOSHI Masaru1,2, KITAMI Kohei1, KAKIHARA Yoshito3, 
UOSHIMA Katsumi2, SAITO Isao1

1Division of Orthodontics ,  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  
2Division of Bio-prosthodontics ,  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  
3Division of Dental Pharmacology ,  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

【Objective】Type XII collagen （ColXII）, a member of fibril-associated collagens in periodontal ligament （PDL）, is 
considered to be responsible for the organization of collagenous fibers in response to mechanical loading and interacts 
with other extracellular matrices including Fibromodulin （Fmod）. However, the exact localization and significance of 
these fibrous components are still unclear. In this study, we investigated the changes in the distribution of ColXII and 
Fmod in PDL during orthodontic tooth movement.【Materials and Methods】The upper left first molars of C57BL/6 mice 

（n=10） were moved mesially with a 25g force nickel-titanium closed coil spring. The contralateral molars served as 
control. After 7 and 14 days, alveolar bones containing teeth and periodontal tissue were harvested and examined by 
immunohistochemical analysis for localization of ColXII and Fmod.【Results and Discussion】In control, ColXII mainly 
distributed in cervical region of PDL whereas Fmod was detected abundantly throughout PDL but fewer in cervical 
region. In experimental group, there was a marked ColXII immunoreactivity adjacent to cementum on tension side and 
Fmod immunoreactivity was decreased in both compression and tension sides. The mechanical loading seems to induce 
ColXII production in the specific regions and changes the distribution of Fmod during orthodontic tooth movement.

【Conclusion】Fibrillar collagens play an important role in maintaining and remodeling of PDL during orthodontic tooth 
movement. The understanding of the distribution of specific collagens and its interacting molecule may lead to better 
treatment quality and outcomes in the future orthodontics.
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AE-015 Association between malocclusion and academic performance 
among Mongolian adolescents 

BADRAKHKHUU Nomin1, ARAKI Miyu1, YASUDA Yuko1, OGAWA Takuya1, TUMURKHUU Tsasan2, 
GANBURGED Ganjargal2, BAZAR Amarsaikhan3, FUJIWARA Takeo4, MORIYAMA Keiji1

1Department of Maxillofacial Orthognathics ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and 
Dental University ,  
2Department of Prosthodontics and Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Mongolian National University of Medical 
Sciences ,  Ulaanbaatar ,  Mongolia ,  
3Section of Research and Development ,  Mongolian National University of Medical Sciences ,  Ulaanbaatar ,  Mongolia ,  
4Department of Global Health Promotion ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University

【Objective】Numerous studies have estimated the relationship between malocclusion and its effect on quality of life in 
the young population. Nevertheless, only a small number of them focused on academic performance. That being the 
case, in our study, we intended to find the association between malocclusion, its types, and academic performance among 
Mongolian adolescents.【Methods】The study included 766 participants aged 7-16 （mean age 11.3±1.9） from 2 public 
schools, located respectively in an urban and a suburban area in Ulaanbaatar, Mongolia. We randomly selected two 
classes in each school. Three orthodontists evaluated malocclusion treatment need and type of malocclusion using dental 
casts of the participants that were collected in 2013. Academic performance records were obtained from the schools, 
then standardized （i.e. converted to z-score） to combine data from all grades. A multivariate regression analysis was 
performed to assess the association between malocclusion type and academic performance.【Results】Overall, malocclusion 
was not significantly associated with academic performance （95% confidence interval [CI]: -0.43 to 0.89）. Dental crowding 
was significantly associated with academic performance （95% CI: -2.35 to -0.69） and remained significant after the 
adjustment for covariates （95% CI: -1.70 to -0.15）. Furthermore, in the subject categories, arts （95% CI: -0.34 to -0.02） 
and physical education （95% CI: -0.46 to -0.13） had significant associations with dental crowding.【Conclusion】Dental 
crowding is significantly associated with the academic performance of Mongolian adolescents. Our results suggest that 
schoolchildren with dental crowding tend to show poor academic performance.

AE-016 Chronic systemic exposure of PgLPS induces long bone loss and 
cognitive decline in middle-aged mice

GU Yebo1, WU Zhou2,3, NI Junjun2, TAKAHASHI Ichiro1

1Section of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Division of Oral Health ,  Growth and Development ,  Faculty of 
Dental Science ,  Kyushu University ,  
2Department of Aging Science and Pharmacology ,  Faculty of Dental Sciences ,  Kyushu University ,  
3OBT Research Center ,  Faculty of Dental Sciences ,  Kyushu University

【Objectives】Periodontitis is closely bound up with poor orthodontic treatment with alveolar resorption. It is also 
suspected to be involved with Alzheimer's disease （AD） and osteoporosis with aging. We have found that chronic 
systemic exposure to Lipopolysaccharide from Porphyromonas gingivalis （PgLPS） could induce AD-like phenotype in 
middle-aged mice. However, the evidence of memory decline and bone loss during periodontitis is still unknown. This 
study aimed at exploring memory decline and bone structure changes after chronic systemic exposure to PgLPS in 
middle-aged mice.【Materials & Methods】Middle-aged female mice （DBA/2, 12-13months old） （n=8） were exposed to 
PgLPS daily （1mg/kg, intraperitoneally） for 3 weeks as control mice were exposed to double-distilled water（n=8）. 
Memory abilities were assessed by behavior test. Tibia indexes were assessed by micro-CT, qPCR was utilized to 
analyze mRNA levels of IL-17, IL-23, TNF-α and IL-6 in tibia and cortex of brain, and localizations of them were checked 
by immunofluorescence.【Results & Discussion】Compared with control, memory decline and upregulated expression of 
IL-17, IL-23, TNF-α and IL-6 in the microglia of cortex were detected after 3 weeks. Most bone indexes decreased, while 
structure model indexes, trabecular separation increased at the 3rd week after chronic systemic exposure to PgLPS.

【Conclusion】These findings demonstrated the evidence that bone disorder paralleled with memory decline in middle-
aged mice during chronic systemic exposure to PgLPS and we are elucidating the linkage between them.
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AE-017 Immunoregulatory role of p21 on the development of osteoarthritis 
in the temporomandibular joint

KHUREL-OCHIR Tsendsuren1, IZAWA Takashi2, SAKAMAKI Takuma1, MORI Hiroki2, IWASA Akihiko2, 
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】The cyclin-dependent kinase inhibitor p21 is identified as a potent inhibitor of cell cycle progression. 
Furthermore, p21 regulated the expression of MMP-13 and aggrecan （ACAN） in articular cartilage. The loss of 
balance of these molecules is assumed to induce mandibular cartilage destruction, leading to TMJ-OA. In this study, 
we evaluated the role of p21 in mechanical stress （MS） effects on mandibular condylar cartilage and subchondral 
bone in p21 knockout （p21-/- ） mice.【Materials and Methods】Eight-week-old p21+/+  and p21-/- mice were used in 
this study（n=10 in each）. MS was applied to the TMJs of p21+/+ and p21-/- mice with a sliding plate for 10 days. 
At the end of 10 days MS procedure, TMJs were resected for histological and immunohistochemical analysis.

【Results and Discussion】p21-/- mice showed more severe subchondral bone destruction, thinner cartilage, and smaller 
areas of proteoglycans than p21+/+ mice. Immunohistochemical analysis revealed that MMP-9 and MMP-13-positive 
cell numbers were significantly larger in p21+/+ mice with MS compared to p21+/+ mice without MS, while ACAN-
positive cell numbers were lower in p21-/- mice with MS compared to p21+/+ mice with MS.【Conclusion】Our results 
suggest that p21 in chondrocytes regulatory roles in matrix synthesis through regulation of ACAN and MMPs.  p21 
may function as a regulator of transcription factors in addition to being an inhibitor of cell cycle progression in the 
cartilage tissue.It is concluded that cell cycle related molecule p21 might regulate TMJ-OA pathogenesis in mice.

AE-018 Periodontal ligament fibroblast mechanotransduction: Intracellular 
Ca 2+ signaling in tooth movement-initiated alveolar bone 
remodeling

EI HSU HLAING Ei1, ISHIHARA Yoshihito2, WANG Ziyi1,3, ODAGAKI Naoya2, KAMIOKA Hiroshi1

1Department of Orthodontics ,  Okayama University Graduate School of Medicine ,  Dentistry ,  and Pharmaceutical 
Sciences ,  
2Department of Orthodontics ,  Okayama University Hospital ,  
3Japan Society for the Promotion of Science （ JSPS DC2 ）

【Objective】This study investigated mechano-induced [Ca 2+]i dynamic of hPDL fibroblasts and its specific role in 
mechanotransduction that underlies bone remodeling process.【Methods】The isolated hPDL fibroblasts were obtained 
from healthy donors' premolars that had been extracted for orthodontic reasons. Static compressive force induced 
oscillatory [Ca 2+]i activity was evaluated by a live-cell Ca 2+ imaging system and several feature extraction methods. 
Moran's Index and gap junction （GJ） inhibitor were used to clarify the spatial pattern of cell-cell communication. The 
role of [Ca 2+]i upregulation in hPDL cell behavior was investigated by Ca2+-transporting ionophore, A23187.【Results】
hPDL fibroblasts displayed autonomous [Ca 2+]i responses. Compressive MS activated this autonomous responsive 
behavior with an increased percentage of responsive cells both in-vitro and ex-vivo. The integration, variance, maximum 
amplitude, waveform length, and index J in the [Ca 2+]i responses were also significantly increased, whereas the mean 
power frequency was attenuated in response to MS.【Discussion】The increased Moran's I after MS indicated that MS 
might affect the pattern of cell-cell communication via GJs. Similar to the findings of MS-mediated regulation, the A23187-
mediated [Ca 2+]i uptake resulted in the upregulation of Rankl and Sost along with increased Sclerostin immunoreactivity. 
Besides, A23187-treated hPDL fibroblasts also showed the suppression of osteogenic differentiation and mineralization.

【Conclusion】Our results indicate a significant role of augmented MS-mediated [Ca 2+]i signaling in hPDL at compression 
sites of bone remodeling via Rankl/Opg and canonical Wnt/β-catenin pathway involving as an early signaling processes 
in tooth movement-initiated bone remodeling process.
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AE-019 Effects of rewinding coil on reverse direction on the force-
deflection characteristics of nickel-titanium closed-coil springs

BAEK Seung-Hak1, JUNG Suk-Hwan2, YOON Ju-il2, JEE Kwang Koo3, HAN Jun Hyun4, 
PARK Hwan-Hyung1

1Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Seoul National University ,  Republic of Korea ,  
2Department of Mechanical System Engineering ,  Hansung University ,  Republic of Korea ,  
3Future Convergence Research Division ,  Korea Institute of Science and Technology ,  Republic of Korea ,  
4Department of Materials Science & Engineering ,  Chungnam National University ,  Republic of Korea

【Objective】The purpose was to investigate the effects of rewinding coil on reverse direction of nickel-titanium closed-
coil springs （NiTi-CCSs） on the force-deflection characteristics.【Materials and Methods】The samples consisted of two 
conventional NiTi-CCS groups （force: 100g, total length: 8.5-9.0mm） and two reverse-wound NiTi-CCS groups （Ormco-
Conventional group vs. Ormco-Reverse group; GAC-Conventional group vs. GAC-Reverse group; n=20/group）. The 
reverse-wound NiTi-CCSs were directly made from the corresponding conventional NiTi-CCSs by rewinding coiling on 
reverse direction. Tensile tests were performed in a temperature-controlled acrylic chamber. After measuring the force 
level, the range of deactivation force plateau （FP） and the amount of mechanical hysteresis （MH）, statistical analyses 
were performed.【Results and Discussion】The Ormco-Reverse group exhibited a significant shift of the deactivation 
FP end point toward the origin point （2.3 to 0.6mm）, an increase in the force level （1.2 to 1.3N）, and an increase in 
the amount of MH （1.0 to 1.5N） compared to the Ormco-Conventional group （all P<0.001）, which indicated that force 
could be constantly maintained until the end of the deactivation curve. In contrast, the GAC-Reverse group exhibited a 
significant shift of the deactivation FP-end point away from the origin point （0.2 to 3.3mm）, a decrease in the force level 

（1.1 to 0.9N）, and a decrease in the amount of MH （0.6 to 0.4N） compared to the GAC-Conventional group （all P<0.001）, 
which may hinder the maintenance of force until the end of the deactivation curve.【Conclusion】Rewinding coil on 
reverse direction of NiTi-CCS groups exhibited different patterns of change in the force-deflection characteristics.

AE-020 Comparison of the mechanics of space closure between the 
reversed L-loop and the teardrop loop

NGUYEN Tuan A, HAMANAKA Ryo, TOMINAGA Junya, KOGA Yoshiyuki, YOSHIDA Noriaki

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics （ Orthodontics ） - Nagasaki University - Graduate School

【Introduction】During the space closure in orthodontics treatment, anterior teeth tend to have lingual tip torques 
due to the not enough moment force ratio created by the force system. Reversed L loop was mentioned in the 
literature as a mean to reduce overbite during the treatment. Since there is a lack of evidence to understand 
this loop mechanics, hence this research.【Material and methods】Two models of 10mm reverse L Loop and 10mm 
teardrop loop were created to compare the effects of overbite reduction. Long term bone remodeling FEM （Finite 
element method） was used for this non-linear analysis. The anterior teeth were displaced 1mm occlusally in the 
initial stage to simulate the deep bite condition, following with the stage of 1mm loop activation. The last stage 
was the bone remodeling stage in which the extraction spaces were closed.【Results】Both L loop and teardrop loop 
showed the ability to reduce the deep bite when incisor edges of the center incisors move apically. However, in the 
model of reversed L loop, the incisal edge of the center incisor moved gingivally more than this in the model of the 
teardrop loop.【Discussion】Reversed L loop could be clinically beneficial in deep bite cases and in-vivo experimental 
data are necessary.  【Conclusion】Both L loop and teardrop loop were able to reduce the deep bite whereas the L 
loop showed the higher ability.
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AE-021 Local injections of high-dose diabetic medicine exendin-4 inhibit 
orthodontic tooth movement of mice

SHEN Weiren, KITAURA Hideki, QI Jiawei, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, OHORI Fumitoshi, 
NOGUCHI Takahiro, MARAHLEH Aseel, NARA Yasuhiko, PRAMUSITA Adya, MIZOGUCHI Itaru

Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Tohoku University Graduate School of Dentistry

【Objective】Recently, patients with metabolic syndromes have increased as a result of the global trends in 
population aging. Diabetes is one of the major diseases of metabolic syndrome. Orthodontic patients who take 
diabetic medicines are increasing. Exendin-4 is a subcutaneously administered medicine for type II diabetic 
patients refractory to traditional oral medicines. The purpose of this study is to investigate the effect of exendin-4 
on orthodontic tooth movement of mice.【Materials and Methods】A 10 gf NiTi coil spring was placed on the central 
incisor and upper left molar of each eight-week-old male C57BL/6 mouse. 20 μl exendin-4 solutions （containing 0.2 μ
g, 4 μg or 20 μg exendin-4） and PBS solution were injected on the buccal side of upper left first molar respectively 
every two days until twelfth day （n=3 or 4）. Silicone impressions were taken on the final day to record tooth 
movement.【Results】Exendin-4 20 μg injection group had less orthodontic tooth movement distance than PBS 
injection group.【Discussion】Our previous study suggested that high-dose exendin-4 （20 μg） can ameliorate LPS-
induced osteoclast formation and bone resorption. Although inflammation induced by orthodontic tooth movement 
is not as severe as that induced by LPS, inhibition of orthodontic tooth movement still requires high-dose exendin-4 
in mice. According to these results, the rate of orthodontic tooth movement in diabetic patients may be affected 
by long-term administration of exendin-4.【Conclusion】Our results indicate that short-term injections of high-dose 
exendin-4 can suppress orthodontic tooth movement of mice.

AE-022 C-X-C receptor 7 agonist as C-X-C Ligand 12 Inhibitor ameliorates 
osteoclastogenesis and Bone Resorption

NUGRAHA Alexander Patera, KITAURA Hideki, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, SHEN Weiren, 
QI Jiawei, OHORI Fumitoshi, NOGUCHI Takahiro, MARAHLEH Aseel, NARA Yasuhiko, 
PRAMUSITA Adya, MIZOGUCHI Itaru

Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Department of Translational Medicine ,  Tohoku University 
Graduate School of Dentistry

【Objective】C-X-C Receptor 7 （CXCR7） agonist is a chemical compounds that specifically bind to CXCR7. CXCR7 
agonists negatively regulate C-X-C Ligand 12 （CXCL12） and C-X-C Receptor 4 （CXCR4） induced cellular events. 
Lipopolysaccharide （LPS） has been shown to be a prominent substance that can induce inflammatory cytokine 
and pathological bone loss. In this study, we investigated the effect of CXCR7 agonist on LPS-induced osteoclast 
formation and bone resorption in vivo, and then elucidate the underlying mechanisms by in vitro experiments.

【Material and methods】We subcutaneously injected LPS alone （100 μg/day）  or LPS and CXCR7 agonist （100 μg/day） 
daily on eight-week-old male C57BL/6 mice calvariae for 5 days. After sacrifice, we measured the number of osteoclasts, 
the percentage of bone resorption area. Then, we performed in vitro experiment to investigate the effects of CXCL12 

（100ng/ml） and CXCR7 （100 ng/ml） on the Receptor Activator of Nuclear Factor kappa B Ligand （RANKL） induced 
osteoclast formation and Tumor Necrosis-α （TNF-α） induced osteoclast formation.【Results and Discussion】Mice injected 
with LPS and CXCR7 agonist demonstrated significantly reduced osteoclast formation and bone resorption compared to 
mice injected with LPS alone. Meanwhile, our in vitro results showed that CXCR7 agonist inhibits CXCL12 enhancement 
of RANKL induced osteoclast formation and TNF-α induced osteoclast formation.【Conclusion】Our results suggested that 
CXCR7 agonist might inhibit LPS-induced osteoclast formation and bone resorption in vivo through inhibiting CXCL12 
enhancement of osteoclastogenesis.
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AE-023 TNF-α enhances osteocyte RANKL expression and promotes 
osteoclast formation during orthodontic tooth movement

MARAHLEH Aseel, KITAURA Hideki, OHORI Fumitoshi, KISHIKAWA Akiko, OGAWA Saika, 
SHEN Weiren, QI Jiawei, NOGUCHI Takahiro, NARA Yasuhiko, MIZOGUCHI Itaru

Orthodontics and Dentofacial Department ,  Tohoku University

【Objective】Orthodontic tooth movement （OTM） is mediated by bone remodeling with bone resorption taking place 
on the compression side and bone deposition on the tension side. RANKL is obligatory for osteoclastogenesis and is 
secreted by osteoblasts, bone marrow stromal cells and osteocytes. Osteocytes have been described as the critical 
source of RANKL in bone remodeling during OTM. Tumor necrosis factor-α （TNF-α） is also critical in OTM as 
TNF receptorI,II （TNFR I,II）KO mice exhibited less OTM than WT mice. Our research demonstrated that TNF-
α increases osteocyte RANKL expression but whether this is relevant in an OTM setting is still questioned, so we 
present the relationship between TNF-α and osteocyte RANKL expression during OTM.【Materials and Methods】
Neonatal calvaria of Dmp1-Topaz mice was used to obtain pure cultures of osteocytes through cell sorting. A 
coculture system of osteocytes and TNFRI,II KO osteoclast precursors showed a significant increase in TRAP-
positive cells when maintained with TNF-α compared to cocultures without TNF-α. 10gf NiTi closed coil spring was 
connected between the upper first molar and incisor of WT mice or TNFRI,II KO mice and OTM was monitored 
for 6 days. The mice were sacrificed and the number of RANKL positive osteocytes in WT mice was significantly 
higher than TNFRI,II KO mice on the compression side in histological examination.【Results and Discussion】TNF-
α is important in OTM, it significantly promoted osteoclast formation in coculture of osteocytes and osteoclast 
precursors while no osteoclasts were formed in coculture without TNF-α.【Conclusion】These results demonstrate 
that TNF-α increases osteocyte RANKL expression and facilitates osteoclastogenesis during OTM.

AE-024 Circadian rhythm impact mechanical force induced changes of 
spatial distribution of sclerostin

WANG Ziyi1,2,5, ISHIHARA Yoshihito3, ODAGAKI Naoya3, EI HSU HLAING Ei1, TANAKA Tomoyo1, 
OSUMI Ryuta1, KAMEO Yoshitaka4, BONEWALD Lynda F.5, KAWANABE Noriaki1, KAMIOKA Hiroshi1

1Department of Orthodontics ,  Okayama University Graduate School of Medicine ,  Dentistry ,  and Pharmaceutical 
Sciences ,  
2Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science ,  
3Department of Orthodontics ,  Okayama University Hospital ,  
4Department of Biosystems Science ,  Institute for Frontier Life and Medical Sciences ,  Kyoto University ,  
5Indiana Center for Musculoskeletal Health ,  Indiana University School of Medicine ,  United States of America

【Objective】This study aimed to investigate the influence of orthodontic tooth movement （OTM） on the circadian 
rhythms of sclerostin expression in the periodontal alveolar bone.【Materials&Methods】In 8-wk-old male mice （n=24）, 
OTM was performed for 0 and 5 days. Periodontal ligament （PDL）-Osteocyte co-culture system designed to mimic OTM. 
24-hour profiles of sclerostin expression in alveolar bone （with/without OTM） and 48-hour profiles of Sost expression 
in the three-dimensional （3D） cultured osteocytes （mono-culture and co-culture with PDL/compressed PDL） were 
generated by immunofluorescence and qPCR respectively. The expression of core clock genes in MLO-Y4 osteocytes 
was investigated by qPCR under different treatments （A23187-mediated Ca2+ uptake, shear stress, compression, co-
culture with compressed PDL）.【Results】Circadian rhythms of sclerostin expression in osteocytes was observed both  in 
vivo and in vitro when co-cultured with PDL but not compressed PDL. The OTM also influenced spatial distribution 
of sclerostin in vivo. The expression of core clock genes in osteocytes was regulated by the compressive stress, shear 
stress, or co-culturing with compressed PDL cells. A23187-mediated Ca2+ uptake resulted in the similar expression 
pattern of core clock genes to the compressive force treated osteocytes. A computer simulation was conducted to show 
a potential mechanism that how does the mechanical force or crosstalk with PDL cells induced changes of circadian 
rhythm expression pattern of sclerostin impact its spatial distribution in alveolar bone during OTM.【Discussion】Our 
findings implied that intracellular Ca2+-regulated biorhythm regulate the response of osteocytes to mechanical stimuli by 
controlling spatiotemporal pattern of sclerostin expression via the osteocytic network.
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AE-025 Melatonin attenuates RANKL-induced osteoclastogenesis via 
inhibition of Atp6v0d2 through MAPK and NFATc1 signaling 
pathways

KIM Seongsik, JEONG Soonphil, HA Nahee, KIM Hyejin, HAN Sanghee

Department of Orthodontics ,  Pusan National University Dental Hospital ,  Yangsan ,  Republic of Korea

【Objective】Melatonin is a hormone secreted by the pineal gland that is involved in the biorhythm. Many studies 
have reported that melatonin has an alternative therapy for improving bone health. Several studies have addressed 
the relationship between melatonin and bone health, yet no studies have examined the effect of melatonin on 
osteoclastogenesis and cell fusion based on changes in V-ATPase expression and the inhibition of MAPK and 
NFATc1 signaling.【Materials and Methods】The present study investigated the inhibitory effects of melatonin 
on osteoclastogenesis in RAW 264.7 cells according to changes in V-ATPase and the corresponding inhibition of 
the MAPK and NFATc1 signaling processes. The cytotoxic effect of melatonin was investigated by MTT assay. 
Osteoclast differentiation and gene expression of osteoclast-related factors were confirmed via TRAP staining, 
pit formation assay, immunofluorescence imaging, Western blot, and real-time PCR.【Results and Discussion】
Melatonin was found to inactivate the p38 and JNK of MAP kinase in RAW264.7 cells treated with RANKL 
and combined treated with RANKL and melatonin for 1, 3, 5 days. The melatonin treatment group showed a 
reduction in osteoclastogenesis transcription factors expression. We next examined the expression of V-ATPase 
during osteoclastogenesis. The melatonin treatment group showed reduced ATPase activity and ATP6v0d2 gene 
expression. Therefore, melatonin inhibits osteoclast differentiation and cell fusion by inhibiting the expression of 
Atp6v0d2 through the inactivation of MAPK and NFATc1 signaling in RANKL-stimulated RAW264.7 macrophages.

【Conclusion】The findings of the present study expect that melatonin could be a suitable therapy for bone loss.

AE-026 Aberrant activation of Wnt/β-catenin signaling in the coronal 
sutures of an Apert syndrome mouse model 

MINSWE Nay Myo, KOBAYASHI Yukiho, KAMIMOTO Hiroyuki, MORIYAMA Keiji

Department of Maxillofacial Orthognathics ,  Division of Maxillofacial and Neck Reconstruction ,  Graduate School of 
Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental University

【Objective】Apert syndrome （AS）, characterized by craniosynostosis, midfacial hypoplasia, and syndactyly of hands 
and feet, is linked to point mutations in fibroblast growth factor receptor 2 （FGFR2）. This study investigated the 
role of Wnt/β-catenin signaling in the pathological mechanism of craniosynostosis in a model mouse of AS, presenting 
premature fusion of coronal sutures during embryonic development.【Materials and Methods】Calvarial coronal sutures 
of wild-type mice （WT） and Fgfr2+/S252W mutant mice （MT） were sectioned on embryonic day E15.5 and analyzed by 
in situ hybridization and immunohistochemical staining. Digoxigenin-labelled Wnt3, Wnt3a, Fzd4, Fzd6, Lrp5, Lrp6, 
Axin2, and Dkk1 RNA probes were used to identify expression patterns of Wnt/β-catenin pathway-related molecules. 
Immunohistochemical staining of non-phospho-β-catenin, phospho-LRP5, and phospho-LRP6 was performed, and 
expression patterns were compared between WT and MT.【Results and Discussion】Lrp5 and Lrp6 mRNA expression 
was dramatically higher in mid-sutural mesenchymal cells and osteogenic fronts of MT than in WT. There were no 
differences in the expression patterns of Wnt3, Wnt3a, Fzd4, Fzd6, Axin2, and Dkk1 in the coronal sutures of WT 
and MT. Immunohistochemical staining revealed that phospho-LRP5 and phospho-LRP6 were higher in the osteogenic 
front of the coronal suture in MT than in WT. Significantly higher non-phospho-β-catenin expression was observed 
in the osteogenic front and mid-sutural mesenchymal cells of MT. Thus, enhanced Wnt/β-catenin signaling in the 
coronal suture of MT was presumably derived from the aberrant expression and phosphorylation of LRP5 and LRP6.

【Conclusion】The Wnt/β-catenin pathway may play a role in the pathological mechanism of craniosynostosis in AS.
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AE-027 Fluorinated bioactive glass nanoparticles

SON Woosung, NAM Hyungjin, KIM Hyejin, HAN Sanghee

Department of Orthodontics ,  Pusan National University Dental Hospital ,  Yangs an ,  Republic of Korea

【Objective】The objective of this study is to synthesize a fluoride-containing BAG and create an orthodontic 
bonding agent containing the BAG. In addition, the study includes an evaluation of the clinical applications of this 
orthodontic bonding agent through the conduction of a mechanical test and an evaluation of its antibacterial and 
remineralization properties.【Materials and methods】Bioactive glass containing 2.5% fluoride was synthesized and 
mixed with the orthodontic bonding adhesive Transbond XT Low Flow （LV） to prepare orthodontic adhesive 
samples. Samples of 30 resin disc was prepared. Scanning electron microscopy and X-ray direction were used. The 
Vickers hardness test, bracket retention test, and adhesive remnant index （ARI） of the samples were analysed 
to determine their mechanical properties. To evaluate the antidemineralization effect, the sample was bonded to 
extracted teeth and a pH cycle test was performed. The Vickers hardness of the sample was higher than that of 
LV and was dependent on the concentration of fluoride-containing bioactive glass （FBAG）.【Result】The present 
study also showed that the antibacterial activity of the FBAG-containing group was higher than that of both the 
DW and LV group.【Conclusion】FBAG demonstrated physical and biological stability sufficient for its clinical use in 
bondingresins. Anti-bacterial activity show that FBAG have a higher concentration-dependent anti-bacterialactivity 
than LV. FBAG demonstrated an excellent anti-demineralization effect than LV. Therefore,orthodontic resins 
containing FBAG demonstrated the capacity to prevent WSLs.

AE-028 A study on augmented reality （AR） bracketing

YU Jian-Hong1, LO Yu-Cheng1, CHEN Li-Chuan1, HUANG Su-Chen2, CHEN Jian-Ren2, CHEN Guan-An2, 
JIANG Yue-Min2, LIU Yin-Chun2

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）,  
2Service Systems Technology Center ,  Industrial Technology Research Institute ,  Taiwan （ R.O.C. ）

【Objective】Precise bracketing is important when straight wire system is adopted. We embarked on an innovation 
to combine AR and Bracketing in our clinic. There was a clinical trial to verify its feasibility. （IRB number : 
CMUH106-REC3-146）【Materials and Methods】Assisted orthodontic bracket navigation system with computer 
vision analysis was integrated with a tube camera through an oral endoscope as a front-end image access device 
for image analysis. In order to verify the feasibility of this proposed system, there was a clinical trial to test its 
accuracy and performance. There were 4 subjects in this study. A. Independent Variables, I.V.: （1）Dentists with 
different level of experience （Expert, Novice）, （2）System support （yes, no）. B. Dependent Variables, D.V.: （1）
Errors between the Preoperative planning and the system suggesting positions. （2）Time during the front teeth 
brackets attachment.【Results and Discussion】From the experiment results, it could be reduced to around 0.35 

（44.89%） mm in the vertical error. Due to the features between the teeth being inconspicuous, the horizontal error 
was reduced by approximately 0.03 （8%） mm. Furthermore, a novice orthodontist can achieve the same accuracy 
as the expert orthodontist who used boons gauge. Although the operating time increased about 1-2 minutes, after 
familiarizing with the system, we were convinced that it should be helpful to reduce the time and improve the 
accuracy of bracket positioning.【Conclusion】By AR bracketing, we can bond the brackets more accurately and 
ideally, an improvement contributing to the clinical benefits in the digital dentistry.
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AE-029 Automated identification of cephalometric landmarks - accuracy 
and reliability

HWANG Hye-Won1, PARK Ji-Hoon1, MOON Jun-Ho1, YU Youngsung2, KIM Hansuk2, HER Soo-Bok2, 
SRINIVASAN Girish2, ALJANABI Mohammed Noori A.3, DONATELLI Richard E.4, LEE Shin-Jae1

1Department of Orthodontics ,  Seoul National University Dental Hospital ,  Seoul ,  Republic of Korea ,  
2DDH Inc. ,  Seoul ,  Republic of Korea ,  
3Ministry of Health ,  Damman ,  Kingdom of Saudi Arabia ,  
4Department of Orthodontics ,  University of Florida College of Dentistry ,  Gainesville ,  Florida ,  United States of 
America

【Objective】Currently available automated cephalometric landmark detection （AI） solutions focused on a limited 
number of skeletal landmarks, limiting its application either in determining precise anatomical structures or soft-tissue 
information. In order to effectively apply AI in clinical practice, the computational performance would be an important 
factor. In addition, what really matters to clinicians is whether AI is more reliable than experienced experts. The purpose 
of this study was 1） to compare the accuracy of the latest deep learning methods for AI of cephalometric landmarks, and 
2） to compare detection patterns of cephalometric landmarks identified by a recently proposed deep learning method 

（You-Only-Look-Once version 3, YOLOv3） with those of human examiners.【Materials and Methods】A total of 1,311 
lateral cephalometric radiograph images were randomly selected from the Seoul National University Dental Hospital 
Picture Aided Communication System Server. 1,028 images were randomly selected as learning data, and the remaining 
283 images played a role as new test data. The number of target labelling was 80 landmarks.【Results and Discussion】
AI demonstrated perfect reproducibility upon repeated trials. In terms of inter-examiner reliability, AI showed as 
accurate identification of cephalometric landmarks as human examiners did. AI proposed in the present study might be 
compatible with the current clinical environment and would retain its validity under the constant supervision of experts 
in orthodontists.【Conclusion】The proposed AI in the present study might be a viable option for repeatedly identifying 
multiple cephalometric landmarks.

AE-030 Registration accuracy between intraoral-scanned crown and cone 
beam computed tomography-scanned crown in various registration 
methods

LIM Seung-Weon1, CHO Jin-Hyoung1, BAEK Seung-Hak2

1Department of Orthodontics ,  Chonnam National University ,  Republic of Korea ,  
2Department of Orthodontics ,  School of Dentistry ,  Seoul National University ,  Republic of Korea

【Objective】The purpose of this study was to investigate the registration accuracy between intraoral-scanned crown and 
cone-beam computed tomography （CBCT）-scanned crown in various registration methods.【Material and methods】The 
samples consisted of 18 Korean adult patients, whose pre-treatment intraoral scan and CBCT were available. A 3D dental 
model was fabricated using TRIOS intraoral scanner and OrthoAnalyzer program （3Shape）. After CBCT was taken, 3D 
volume rendering was performed to fabricate 3D dental model using InVivo5 software （Anatomage）. Registration of the 
3D dental crowns made from intraoral- and CBCT-scanned images was performed with Rapidform 2006 software （Inus 
technology） by a single operator. According to registration methods, three groups were established: individual-arch-
total-registration group, individual-arch-segment-registration group, and bimaxillary-arch-centric-occlusion-registration 
group （n=18 per group）. After the amounts of shell/shell deviation were obtained, the mixed model analysis of variance 
and Bonferroni correction were performed.【Results and Discussion】Although there was no significant difference in 
the registration accuracy between the individual-arch-total-registration group and individual-arch-segment-registration 
group, the bimaxillary-arch-centric-occlusion-registration group exhibited the lowest registration accuracy （maxillary and 
mandibular teeth, all 0.21 mm in the individual-arch-total-registration group; all 0.20 mm in the individual-arch-segment-
registration group vs. 0.26 mm and 0.25 mm in the bimaxillary-arch-centric-occlusion-registration group; p<0.001）. Color-
coded visualization charts exhibited that most red spots were localized on the occlusal surface of the posterior teeth in 
all three groups.【Conclusion】When considering the registration accuracy and convenience of the process, the individual-
arch-total-registration method can be regarded as an efficient tool when integrating CBCT-scanned crown and intraoral-
scanned crown.
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AE-031 Accuracy of 3-dimentional printed models from intra-oral scanner 
and cone beam computed tomography

DEGUCHI Toru, FERRARO Joshua, FALTER Jake, LEE Sanghee, WATANABE Keiichiro, KIM Do-Gyoon

The Ohio State University College of Dentistry ,  United States of America

【Objective】It is well known that the digital models obtained from intra-oral scanner are accurate. Cone bean 
computed tomography （CBCT） is also has been frequently used for orthodontic diagnostic tool. If digital model 
from CBCT could be used as reliable diagnostic tool, we will not need to use the intra-oral scanner or any other 
radiographs. We compared the accuracy of printed digital models obtained from intra-oral scanner and CBCT 
in human mandibular cadaver.【Methods】Six human mandibular cadaver was scanned by TRIOS （3Shape, 
Copenhagen, Denmark） and had CBCT （Planmeca ProMax 3D Mid, Roselle, IL） taken. For constructing CBCT 
digital model, we used the width of right central incisor as a reference to adjust the CT image by ImageJ software. 
Scanner and CBCT constructed digital model were printed by 3D printer （Form2, formlabs, Somerville, MA）. 
Individual teeth measurements, inter-canine and molar width was measured. Intraclass correlation coefficients 

（ICC） were calculated to determine the interexaminer reliability and the paired t-tests were used for intergroup 
comparisons analyzed.【Results】All ICC values for the 3 measurements exceeded 0.90. Statistically significant 
difference was observed between the scanner （average of 0.18±0.08mm for width,0.16±0.12mm for thickness） and 
CBCT （0.28±0.01mm for width, 0.37±0.2mm for thickness） digital model measurements （p<0.01）. There was no 
significant difference between groups in inter-canine and molar width.【Conclusion】Digital model obtained from 
CBCT had significantly less accuracy than that from the intra-oral scanner. Improvement of constructing the 
digital model on CBCT is required in order to routinely used as orthodontic diagnostic tool.

AE-032 Electrodiagnosis of peripheral function for the evaluation of 
mastication in orthodontics: viability study of  cases

GONZAGA Francine O., MACIEL Marcia, MARTINS Emerson F., ZEREDO Jorge L. L.

UNIVERSITY Of BRASILIA - UnB  Brazil ,  Federative Republic of Brazil

【Objective】We seek to develop a quick and easy approach for a quantitative sensory-motor evaluation of the 
mandibular nerve and the masseter muscle and analysis of mastication in dentistry. Therefore, we aimed at 
doing a preliminary evaluation of electrodiagnostic techniques often used for physical therapy for dental use.

【Materials and method】Variables of sensory perceptual threshold （T） and period of latency （L） to electrical 
senoidal wave stimulation at distinct frequencies , （2000 Hz, 250 Hz, and 5 Hz）, as well as parameters of motor 
function, rheobase and chronaxie, were tested in a group 5 participants. Sensory stimulation was applied on the 
mental region bilaterally, and motor stimulation was applied to the masseter muscles.  The participants were 
predominantly female with an age range of 21 to 50 years.【Discusson】The electrodiagnosis of sensory function 
showed a greater perceptual threshold at 2000 Hz when compared to lower frequencies, no differences were 
found in the period of latency between stimulation frequencies. The electrodiagnosis of motor function showed 
no diferences in rheobase or chronaxie between the left and right masseters.【Conclusion】This preliminary study 
indicated the applicability of specific variables of peripheral sensory-motor function for diagnostic purposes in 
dentistry.
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AE-033 Digital diagnosis in orthodontics: a qualitative research under the 
vision of specialists

ALBUQUERQUE Sofia W. C., ZEREDO Jorge L. L., MACIEL Marcia, GONZAGA Francine O., 
DOBRANSZKI ADRIANO

UNIVERSITY OF BRASILIA ,  Federative Republic of Brazil

【Objective】To collect information on the experience and perception of orthodontists on the use of digital models for 
orthodontic diagnosis.【Materials and Methods】Semi-structured interviews were conducted with 16 orthodontists as 
they scrutinized pretreatment records of an anonymous patient. Records consisted of panoramic radiograph, lateral 
cephalogram, photographs, digital study model presented on a touch screen tablet through a viewer application 
and study model in plaster. Transcripts of the interviews were analyzed for contents and occurrence of comments, 
such as advantages and disadvantages of each type of study model, propensity to adopt new technology, impact 
on patient's opinions, as well as any other spontaneous remarks.【Results and Discussion】All interviewees showed 
a generally favorable attitude toward digital study models. They were able to handle the digital study model 
efficiently, and demonstrated intention to substitute traditional plaster casts to digital ones. Frequently mentioned 
advantages for digital models included patient comfort, ease of access to digital records and communication among 
professionals, visualization and accuracy. However, critical limitations of digital models have also mentioned in 
the visualizer application, such as lack of measurement, drawing directly on models and limitations in simulating 
treatments. Storage, risk of breaks and impression-taking were the often-mentioned disadvantages of plaster model. 
Opinions of orthodontists on patients' perceptions were balanced.【Conclusion】The perceptions of orthodontists are 
strongly favorable to digital records, but the complete replacement of traditional plaster models still depends on 
more technological advances adapted to the routine and reality of professionals.

AE-034 Kinematics for the evaluation of motor performance in the 
mastication of foods with different textures

MACIEL Marcia1, GONCALVES Guilherme C.1, LEMOS Cassio M.2, ZEREDO Jorge L. L.1, 
MARTINS Emerson F.1

1University of Brasilia ,  Federative Republic of Brazil ,  
2Federal University of Uberlandia ,  Federative Republic of Brazil

The analysis of movement as a function of time has been used for the evaluation of motor performance and the 
measurement of quality of masticatory movements.【Objective】In this study we aimed at measuring the motor 
performance through the recording of gain in the rate of acceleration （jerk） during the mastication of foodstuffs 
with different textures. In addition, we associated such measurement with bodily measurements and a malocclusion 
index.【Materials and Methods】In this observational study of a series of 5 cases, we created a kinematic model in 
order to evaluate the relationship between jaw movements, speed, and jerk, during the mastication of soft and 
hard foodstuffs, with different types of malocclusion【Results and Discussion】results indicate that soft foodstuff 
cause larger amplitudes of lateral and opening movements of the jaw, greater speed mainly in opening movements, 
and with a greater efficiency of motor performance when compared to hard foodstuff. Mastication of hard foodstuff 
caused a greater variation in speed （37,9% coefficient of variance） and greater jerk in 4 out of 5 participants （in 
average a 10% increase in the total sample）. Contrary to our expectations, participants with a smaller malocclusion 
index displayed less efficient masticatory movements, older age, and greater overwheight.【Conclusion】We 
may conclude that, in this preliminary sample, masticatory movements are more efficient in processing soft 
foodstuffs, and that degree of malocclusion, age, and body mass seem to influence gains in jerk that may represent 
inefficiencies in mandibular motor performance.
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AE-035 Low temperature-polytetrafluoroethylene coating can improve 
metallic appearance of titanium wires without changing their 
mechanical property

KAMEDA Takashi1, SATO Harumi2, MIYAZAKI Akiko2, OKA Shunya3, OHKUMA Kazuo4, 
TERADA Kazuto5

1Department of Orthodontics ,  Nippon Dental University ,  
2Nippon Dental University College ,  
3Department of Biology ,  Nippon Dental University ,  
4Department of Dental Materials Science ,  Nippon Dental University ,  
5Orthodontic Dentistry ,  Nippon Dental University Niigata Hospital

【Objective】Polytetrafluoroethylene （PTFE） is chemically stable, and has an extremely low friction, which indicates 
one of the suitable coating materials for orthodontic wires. In a process of PTFE coating, base materials are heated 
usually at 380-400ºC, which might alter their mechanical property. Recently, low temperature （200ºC） - PTFE coating 
was established. In this study, we examined the influences of heating during PTFE coating on mechanical property 
of base wires.【Materials and Methods】We prepared orthodontic wires made of stainless steel （SUS; PermachromeTM 
standard, 3M Unitek Orthodontic Product）, nickel titanium （Ni-Ti; Sentalloy®, TOMY International） and β-titanium 

（Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn （BENDALOY®, Rocky Mountain Morita） and Ti-23Nb-0.7Ta-2.0Zr-1.2O （Ti-Nb; GUMMETAL®, 
JM Ortho）） for PTFE coating at 200ºC （LTC; low temperature coating） and 380ºC （CC; conventional coating）, which 
were provided for three-point bending test, right angle-bending test for wire fracture, X ray diffraction analysis for the 
surface crystal structure, friction evaluation between wires and a bracket, wear test against toothbrushing, and bacterial 
adhesion.【Results and Discussion】Heating of orthondontic wires at coat-baking condition revealed that CC, but not LTC, 
changed mechanical property, especially in Ni-Ti and Ti-Nb wires, but not SUS wires. CC made a Ni-Ti wire diminish 
its superelasticity, and made a Ti-Nb wire change its crystal structure. Each PTFE-coating wire exhibited low friction 
against metallic brackets, low wear, and bacterial adhesion compared with non-coating one.【Conclusion】Low temperature 

（200ºC） - PTFE coating should be an excellent method for orthodontic wires, especially for titanium wires.

AE-036 Dentoskeletal differences between mini-implant-assisted and 
tooth-borne rapid palatal expanders in adult orthodontic patients

SEO Bo-Yeon1, AN Jung-Sub2, AHN Sug-Joon1

1Department of Orthodontics ,  Seoul National University ,  Republic of Korea ,  
2Department of Orthodontics ,  Seoul National University Dental Hospital ,  Republic of Korea

【Objective】The purpose of this study was to evaluate differences in the dentoskeletal effects between mini-implant-
assisted rapid palatal expanders （M-RPE） and tooth-borne rapid palatal expanders （T-RPE） in adult orthodontic 
patients.【Materials and Methods】Forty-two adult patients with constricted maxillary arches were divided into two 
groups according to the type of expander: T-RPE （n=24, age=21.8±3.1 years） and M-RPE （n=18, age=21.5±6.5 years）. 
After thirty measurements were evaluated from lateral and postero-anterior cephalometric radiographs taken before and 
after expansion, Wilcoxon sign rank test and Mann-Whitney U test were performed to compare the dentoskeletal effects 
between the two expanders.【Results and Discussion】After expansion, the nasal, maxillary, and maxillary intermolar 
widths were significantly increased in both expanders. However, the expansion pattern was significantly different 
between the two expanders. M-RPE expanded the maxillary width about two times more than T-RPE. T-RPE induced 
significant buccal tipping of the maxillary molars during expansion, while M-RPE demonstrated parallel expansion 
of the molars. M-RPE showed significant forward movement of maxilla, but T-RPE showed significant backward 
movement of the mandible after expansion. T-RPE induced significant backward rotation of the mandible, but M-RPE 
did not significantly alter vertical position of the mandible during expansion.【Conclusion】M-RPE produced a greater 
skeletal expansion with forward movement of the maxilla, but T-RPE produced a greater dentoalveolar expansion with 
backward rotation of the mandible. This study suggests that M-RPE can be an effective modality for severe maxillary 
transverse deficiency in adult patients, specifically with retrognathic maxilla and vertical skeletal pattern.
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AE-037 Periodontal consequences of mandibular incisor proclination 
during presurgical orthodontic treatment in Class III malocclusion 
patients

KIM Sujin, LEE Won, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J., KIM Kyung-Ho

Dept. of Orthodontics ,  Gangnam Severance Dental Hospital ,  The Institute of Craniofacial Deformity ,  College of 
Dentistry ,  Yonsei University ,  Republic of Korea

【Objective】To test the hypothesis that periodontal changes are similar between proclined and minimal-changed 
mandibular incisor position groups during presurgical orthodontic treatment for Class III orthognathic surgery.

【Materials and Methods】The following measurements were performed before and after presurgical orthodontic 
treatment of 75 patients （proclination group, 39 subjects; minimal-change group, 36 subjects）: clinical crown length, 
sulcus and bone probing depths, and width of attached gingiva from clinical examination, infradentale-to-MP 

（perpendicular distance of infradentale to mandibular plane） from examination of lateral cephalograms, and the 
distance between the cementoenamel junction and alveolar crest from examination of periapical radiographs. Data 
were compared between the two groups, and a regression analysis was performed to investigate factors affecting 
the periodontal changes.【Results】In both groups, clinical crown length and bone probing depth increased during 
presurgical orthodontics. Infradentale-to-MP and the width of attached gingiva decreased more in the proclination 
group than in the minimal-change group. Proclination and protrusion of the mandibular incisors, and treatment 
duration affected the periodontal changes.【Conclusions】Proclination of the mandibular incisors for decompensation 
in Class III surgery patients seems to result in labial alveolar bone recession and a decrease in width of attached 
gingiva. However, the amount of the periodontal recession appeared to be clinically insignificant.

AE-038 Lateral maxillofacial characteristics in anterior and mediolateral 
disc displacement of temporomandibular joints among mandibular 
asymmetry 

SUNTORNCHATCHAWEACH Supakorn, HOSHI Kenji, TAKAHASHI Ichiro

Section of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ,  Faculty of Dental Science ,  Kyushu University

【Objective】Temporomandibular joint disorder is often seen in the patients of jaw deformity with facial asymmetry. 
The present study was aimed to analyze the relationship between maxillofacial morphology and conditions of disc 
displacement （DD） of temporomandibular joint.【Methods】Ninety cases with lateral mandibular deviation more 
than 2mm were involved （64 females and 26 males; mean age 23.5 ± 7. 2）. Magnetic resonance images in sagittal 
and coronal planes were analyzed for anterior disc displacement （ADD） and mediolateral disc displacement 

（MLDD）. Samples with ADD were grouped by 2 purposes 1） unilateral ADD or bilateral ADD, and 2） ADD 
with reduction （ADDwR） or without reduction （ADDwoR）. Samples with MLDD were grouped by 2 purposes 
1） unilateral or bilateral MLDD, and 2） MLDD in ipsilateral or contralateral side to the facial asymmetry. Lateral 
cephalograms were taken to analyze maxillofacial characteristics and used to compare between these groups and 
cases without DD. Kruskal-Wallis test was performed to find the differences.【Results and Discussion】Bilateral ADD 
was significantly different from no ADD, and ADDwoR was significantly different from no ADD and ADDwR, by 
1） anteroposterior position of mandible, 2） size and form of mandible, 3） overjet, and 4） prominence of upper lip. 
Meanwhile, significant differences were not found in MLDD samples. Thus, lateral cephalometric variables were 
considered to relate to ADD, but not MLDD.【Conclusion】Lateral maxillofacial morphology would be significantly 
relating with ADD in jaw deformity patients with facial asymmetry.
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AE-039 Risk factors associated with open gingival embrasures after 
orthodontic treatment

KIM Kyung-Ho, KIM Sujin, KANG Minji, HWANG Soonshin, CHUNG Chooryung J.

Dept. of Orthodontics ,  Gangnam Severance Dental Hospital ,  The Institute of Craniofacial Deformity ,  College of 
Dentistry ,  Yonsei University ,  Republic of Korea

【Objective】To investigate the incidence and contributing factors of open gingival embrasures between the central 
incisors after orthodontic treatment.【Materials and Methods】100 post treatment patients were divided into 
occurrence and nonoccurrence groups. Parameters were compared between groups by using independent t-tests. 
Logistic regression analysis was performed to identify the contributing factors.【Results】Open gingival embrasures 
between the central incisors was 22% and 36% in the maxilla and the mandible. Lingual movement of the incisors, 
distance from the contact point to the alveolar crest after treatment, antero-posterior overlap of the incisors 
before treatment, and distance from the contact point to the alveolar crest after treatment in the mandible were 
associated with open gingival embrasures. The amount of intrusion in mandible was related to severity of open 
gingival embrasures.【Conclusions】The incidence of open gingival embrasures following orthodontic treatment is 
relatively high in central incisors.

AE-040 Prevalence of supernumerary teeth in malagasy orthodontic 
patients

RATSIRARISOA Tahina1,2, ANDRINIAINA Florian A.1, RAKOTONIAINA Antsa F.1, 
RANDRIANARIMANARIVO Henri M.1, ANDRIAMBOLOLONIVO Rabetrano D.1, SAKUMA Yuya2, 
SHIMAZAKI Aya2, YOSHIDA Hiroshi2, NAKANO Haruhisa2, MAKI Kotaro2

1Department of Orthodontics ,  Mahajanga University ,  Republic of Madagascar ,  
2Department of Orthodontics Showa University School of Dentistry

【Objective】The aim of this study was to determine the prevalence and characteristics of supernumerary teeth in 
a sample of Malagasy orthodontic patients.【Materials and methods】A retrospective study was perfomed on 837 
patients recorded over a period of 10 years from January to June 2018, in a private orthodontic clinic located in the 
city of Antanarivo. All patients aged more than 7 years old were included whereas foreign patients and those with 
syndromes were excluded. Intraoral photographs, models and panoramic radiographs were examined to detect 
permanent supernumerary teeth. The variables taken into consideration for patients with hyperdontia were gender, 
age, number of supernumerary teeth, type, location and morphology.【Results】Fifty two supernumerary teeth were 
detected in 38 subjects, of which 21 were males and 17 were females. Single supernumerary tooth was seen in majority 
of the cases. The most common type was mesiodens, found in the maxillary anterior region and a conical shape 
predominated.【Discussion】Compared to other countries, the frequency of supernumerary teeth in Malagasy is higher. 
The characteristics remain almost the same but some differences in the order of occurrence were observed for the type 
and the morphology.【Conclusion】A prevalence of 4.5% for hyperdontia was found in Malagasy orthodontic patients. 
This study confirmed the results of formers studies that supernumerary teeth is more common in males, and the most 
common type being mesiodens located in the premaxilla region. Also, a conical shape and a single supernumerary tooth 
are frequent.
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AE-041 Effect of anterior open bite on gastric emptying rate using solid 
meal

KAMARATIH Anindya, OHMORI Hiroko, AOYAGI Misaki, KANNO Zuisei, ONO Takashi

Department of Orthodontic Science ,  Graduate School of Medical and Dental Sciences ,  Tokyo Medical and Dental 
University

【Objective】The previous study revealed a connection between malocclusion, mastication, and gastric emptying rate 
（GER）. However, the study included all types of malocclusion and used liquid meal that requires no mastication 
as a test meal. Therefore, this research aimed to investigate the effect of declined mastication performance caused 
by less occlusal contact area in anterior open bite subjects to GER of solid meal compared to subject with normal 
occlusion.【Materials and Methods】2 female subjects with normal occlusion （control group） and 2 female subjects 
with anterior open bite malocclusion （AOB group） （age 22.3±4.3 years, BMI 20.6±2.1 kg m-2） participated in this 
study. After ingesting the muffin test meal, the breath samples were collected every 15 minutes for 4 hours to 
measure the excretion rate of 13CO2 accumulated in the breath. Chewing time and number per swallowing were 
noted. Food questionnaire to study food preference were distributed. Occlusal contact areas, bite pressure and 
bite force of the subjects were measured.【Results and Discussion】In this study, maximum 13CO2 excretion time 
between AOB group and the control group will be compared to observe the GER. To reveal the adaptation of AOB 
group for possible declining mastication, average time and chew per swallow will be compared to control group. 
The food questionnaire will reveal whether the declined mastication impact their nutrition intake.【Conclusion】
Better understanding of malocclusion and GER might be achieved by narrowing down the type of malocclusion 
and conducting an experiment that closer to how digestive work in daily life.

AE-042 Development of an occlusion-training/rehabilitation assist robot 
preventing from oral frailty and its motion analysis

KAMEDA Takashi1, SAKAMOTO Makoto2, TERADA Kazuto3

1Department of Orthodontics ,  Nippon Dental University ,  
2School of health sciences Faculty of medicine ,  Niigata University ,  
3Orthodontic Dentistry ,  Nippon Dental University Niigata Hospital

【Objective】Chewing promotes the secretion of saliva, and prevents weakening of deglutition function, which could 
contribute to decrease of prevalence of aspiration-related pneumonia, prevention of the bedridden, and elongation of 
healthy life expectancy. To prevent the oral frailty, we develop a wearable occlusion-training/rehabilitation assist robot.

【Materials and Methods】This study was performed with ethical approval of the Nippon Dental University at Niigata 
（ethical approval number; ECNG-H-267）, and supported by JSPS KAKENHI under grant number JP17K12064. Power 
device of this assist robot was prepared the mechanisms （m） with mechanical power （springs） （m-1）, and combination 
of mechanical and electrical control （m-2）. Assist robot installed m-1（trial-1） was developed, and checked the assist of 
jaw closing by evaluation of myoelectricity. We also developed assist robot installed m-2（trial-2） with distinct concept 
of trial-1.【Results and Discussion】As a trial-1-1 with power device in the chin cup, chin cup was put out of main body, 
because of unstable motion by device weight and low tracking with jaw closing. After this result, we transferred a 
device to head portion （trial-1-2）, and amplitude of myoelectricity became small, but not enough decrease, by wearing. 
From these results of trial-1, we developed the assist robot （trial-2） installed the device which support the jaw 
opening with loading, and jaw closing actively/passively by intervention of the switching by the electrical control with 
emergency stop mode. We checked and evaluated its loading/assist motion for healthy persons.【Conclusion】Developed 
occlusion-training/ rehabilitation assist robot can assist jaw opening training and support of jaw closing.
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CE-001 Botulinum toxin injection combined with orthodontic treatment in a 
child with mandibular asymmetry 

CHO Yu-min1, KIM Seong-gon2, CHOI Dong-soon1, JANG Insan1, CHA Bong-kuen1

1Department of Orthodontics ,  Gangneung-Wonju National University ,  Republic of Korea ,  
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery ,  Gangneung-Wonju National University ,  Republic of Korea

【Objective】Earlier animal studies have reported on the influence of Botulinum toxin （BTX-A） injection in 
masticatory muscles on the growth of the mandible. In this case report, we illustrate a child with mandibular 
asymmetry and unilateral chewing habit, who had been treated successfully with a removable orthodontic 
appliance and BTX-A injection.【Case】An 8-year-old girl in the mixed dentition presented constriction of the upper 
dental arch, mandibular asymmetry with hypertrophy of the right masseter muscle and a unilateral chewing 
habit. She had undergone orthodontic treatment with a removable appliance for expansion of the upper arch for 
14 months. At 2 months of expansion, BTX-A was injected into the right masseter muscle to control the unilateral 
chewing habit and masseter muscle hypertrophy. After treatment, maxillary dental arch was expanded and 
symmetric. Her unilateral mastication habit was corrected and the bulge in the right masseter muscle diminished 
noticeably. Analysis of the cone-beam computed tomography images revealed that the discrepancy in bilateral 
mandibular ramus heights decreased dramatically after treatment.【Discussion and Summary】Single injection of 
BTX-A combined with orthodontic treatment showed correction of unilateral mastication habit and harmonious 
growth of the mandible. Interestingly the discrepancy between the bilateral mandibular ramus heights decreased. 
These results indicate that the change in masseter muscle activity have influence on the mandibular ramus height 
in the short term. BTX-A injection can be an alternative treatment modality to modify asymmetric mandibular 
growth in children with muscular disorder.

CE-002 ISW for crossbite with low mandibular plane angle for three years 
follow up

LO Yu-Cheng, CHEN Yuan-Hou, CHIANG Hsien-Hsiung, YU Jian-Hong

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 upper right lateral incisor crossbite with low mandibular plane angle for three years follow-up 
case will be discussed.【Case】An adult male （21 years old） came to our clinic with a chief complaint of poor dental 
alignment. Clinical examination revealed Angle Class III. We used ISW to relieve the lateral incisor crossbite 
over the upper right area and relieved the crowding. We used differential intermaxillary elastics to correct 
midline and intercuspal interdigitation. In the end, correction of arch coordination, bite control and stability were 
successfully achieved and maintained.【Discussion and Summary】In this case, we corrected poor dental alignment 
rapidly by using ISW and aligner for fine detailing. ISW can provide an efficient and easy way to correct such 
kind of malocclusion. After the treatment, 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 a young female Skeletal Class III with 
anterior skeletal crossbite

HSU Jui-Ann1, CHEN Chih-Hsun2, PONCE Betzy1, YU Jian-Hong1

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）,  
2CHEN Chih-Hsun Dental Clinic ,  Taiwan

【Objective】ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） 
for the treatment of a young female low angle Skeletal Class III with anterior crossbite and linguversion upper 
second premolars will be discussed.【Case】A 13-year-old young female came to our clinic with a chief complaint 
of unattractive smile due to anterior skeletal crossbite. After clinical examination she was diagnosed as Skeletal 
Class III with anterior skeletal crossbite and lingualized #15. The active treatment started with the use of Class 
III intermaxillary elastics for bite raising with leveling and alignment of the upper arch. After ISW Crossbite Arch 
in the upper arch was applied, the correction of the skeletal crossbite and the creation of space for anterior dental 
alignment was accomplished in only four days. Afterwards, distalization of #16 and #17 was done with open coil 
springs creating space for the inclusion of #15 and bite raising. Mechanism involved the use of open coil spring, 
and elastic chain for space closure as well as intermaxillary elastics （IME）, aiding in intercuspal interdigitation. A 
harmonious arch coordination as well as a well aligned dental arch was achieved.【Discussion and Summary】In this 
case, the property of the ISW （super-elasticity and shape memory） for the correction of anterior skeletal crossbite, 
as well as decision making for the treatment of lingualized premolars and bite raising mechanics will be examined. 
Finally, after 1 year and 2 months of therapy, a desirable outcome was achieved.

CE-004 ISW for non-surgical treatment of skeletal Class III malocclusion 
combined with facial asymmetry case

HSU Meng-Chu1, CHANG Yin-Yu2, YU Jian-Hong1

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan ,  
2Department of Mechanical and Computer-aided Engineering ,  National Formosa University ,  Taiwan

【Objective】Nonsurgical treatment of skeletal Class III malocclusion combined with facial asymmetry case with 
ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） will be 
discussed.【Case】A 25-year-old male with a chief complaint of facial asymmetry and anterior crossbite came to 
our clinic for treatment. Clinical examination found the skeletal Class III relationship profile and facial asymmetry 
appearance. Anterior crossbite and severe crowding of lower anterior teeth were also noted. We used ISW not-
in-slot technique for eliminating occlusal interferences and for correcting the mandibular position. Expansion arch 
was used for lower arch expansion. Class III elastics were used from the lower anterior teeth to upper molars for 
lower anterior teeth retraction and vertical control. The active treatment was finished after 48 months and the 
improvement of appearance and dentition alignment were noticeable.【Discussion and Summary】In this case, the 
properties of ISW （super-elasticity and shape memory） for alignment of poor positioned teeth, as well as the use of 
expansion arch and not-in-slot technique were discussed. Finally, after 48 months of therapy, a desirable outcome 
was achieved and the patient was pleased with the treatment outcome.
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CE-005 ISW for the treatment of Angle Class II division 2 combined with 
mandibular unstable positions

KUO Li-Ling1, WU Wei-Te2, YU Jian-Hong1

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】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 mandibular unstable positions will be discussed.【Case】
An adult female （28 years old） came to our clinic with a chief complaint of poor dental alignment and facial 
asymmetry. Clinical examination revealed Angle Class II div. 2. We used ISW and MEAW technique to create 
space and to relieve the anterior crowding. Intermaxillary elastics （IME） were used to achieve a stable mandibular 
position and intercuspal 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 and MEAW technique. Compared with traditional treatment with SSW, ISW can provide an efficient and easy 
way to correct such kind of malocclusion. After the treatment, a desirable outcome was achieved and the patient 
was pleased with the treatment result.

CE-006 ISW for adult skeletal Class II and Angle Class II division 2 
protruded extraction case

HOU Chen-Chun1, SHIH Wei-Hung2, YU Jian-Hong1

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, developed by Tokyo Medical and Dental University） 
for the treatment of adult skeletal Class II division 2 protruded extraction case will be discussed.【Case】An adult 
female （18y5m） came to our clinic with a chief complaint about protruded teeth and for esthetic consultation. 
Clinical examination revealed left and right side Class II molar relationship with class II canine relationship, and 
severe retroclination over the upper anterior area. Active treatment included ISW curve was performed over the 
upper anterior teeth for control of overbite and inclination of anterior teeth. Then upper anterior retraction with 
Gable bend for space closure after upper bilateral bicuspid extraction, and Noda curve was performed over the 
lower arch for adequate control of overbite. Treatment was completed within 48 months and a stable occlusion 
was achieved after the active treatment.【Discussion and Summary】Control of inclination over the anterior teeth 
of space closure is very critical for a bicuspid extraction case. This case showed class II molar relationship, 
severe retroclination over the upper anterior area, and esthetic concern for the protruded teeth. After 48 months 
of treatment, space closure was completed, and with the use of Class II IME（intermaxillary elastics）, a better 
interdigitation was established. Finally, a desirable esthetic outcome was achieved and the patient was pleased 
with the treatment result.
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CE-007 ISW for adult Angle Class II extraction case combined with lower 
right bicuspid missing

HUANG Yu-Ting1, LIN Chih-Chieh2, YU Jian-Hong1

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） 
for the treatment of adult Angle class II combined with lower right bicuspid missing will be discussed.【Case】
An adult female （27 years old） came to our clinic with a chief complaint of protruded teeth and inadequate tooth 
size. Clinical examination revealed right side Class III molar relationship tendency because of #15 missing and 
large overjet over the anterior teeth with lower midline deviated to the right side. Because of large overjet, single 
arch extraction of #14 #24 was performed. Canine distal drive and anterior retraction were performed to reduce 
large overjet and to improve her lateral profile. Intermaxillary elastics（IME） were used to adjust intermaxillary 
relationship and to achieve a better interdigitation. Finally, adequate overbite, overjet and desirable occlusion were 
achieved.【Discussion and Summary】Control of inclination over the anterior teeth during the space closure phase is 
very critical for a bicuspid extraction case. The use of intermaxillary elastics（IME） to adjust interjaw relationship 
and to achieve better interdigitation was also discussed. After 48 months of treatment, a better interdigitation was 
established and a desirable esthetic outcome was also achieved.

CE-008 ISW for Angle Class I with severe crowding without extraction 
case

CHEN Tzu-An1, HSIEH Cheng-Yen2, YU Jian-Hong1

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）,   
2Ying-Chi Dental Clinic ,  Taiwan

【Objective】A Class I malocclusion with severe crowding case with ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy wire, 
developed by Tokyo Medical and Dental University） will be discussed.【Case】A 22-year-old female with a chief 
complaint of severe crowding of lower tooth alignment showed up in our clinic for treatment. Clinical examination 
found severe lower anterior teeth crowding and Class I molar malocclusion. We decided non-extraction treatment 
by expansion and by stripping lower teeth to obtain space, using ISW to correct both arch alignments and Class 
II intermaxillary elastics for arch coordination. After expansion of the upper arch with ISW, this case showed 
beautiful alignment of both arches and an ideal smiling appearance.【Discussion and Summary】In this case, the 
multi-dimensional leveling properties of the ISW for alignment of poor positioned teeth were discussed. By using 
ISW, severe crowding dentition can be solved easily. Indication of non-extraction with intermaxillary elastics 
to solve crowding was also discussed. After the treatment, patient was satisfied with the wonderful smiling 
appearance and the improved tooth alignment.
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CE-009 ISW for camouflage treatment of an anterior crossbite with Class 
III malocclusion case

CHU Hsiang-Chang1, HSU Meng-Chu1, HSU Che-Kang2, YU Jian-Hong1

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）,  
2Infinite Dental Clinic ,  Taiwan （ R.O.C. ）

【Objective】A Class III malocclusion with anterior crossbite case with ISW （Improved Super-elastic Ti-Ni alloy 
wire, developed by Tokyo Medical and Dental University） camouflage treatment will be discussed.【Case】A 
22-year-old male with a chief complaint of protruded lower incisors showed up in our clinic for treatment. Clinical 
examination found the anterior teeth crossbite（overbite: -3.0 mm）. Skeletal and molar Class III molar malocclusion 
were recognized. Because the patient refused orthognathic surgery, we tried camouflage treatment. First, we 
used the crossbite arch to eliminate the anterior interference, in order to observe the change of the mandibular 
position. After that, we extracted #34 and rotated #45. With proper anterior retraction and the application of 
intermaxillary elastics, a well arch coordination was achieved. The treatment was finished with the improvement 
of facial appearance and a stable occlusion.【Discussion and Summary】In this case, with the application of crossbite 
arch, the anterior crossbite and relief of the interference were corrected easily. Then, we decided to extract #34, 
#45 after the mandibular position was confirmed. We used several techniques including revers curve of ISW to 
control the anterior teeth. Intermaxillary elastic were also applied for interdigitation, and the treatment outcome 
was extraordinarily satisfactory.

CE-010 ISW for the treatment of adult skeletal Class II case with 
temporary anchorage devices

HUANG Chun-Yi1, CHEN Cheng-Yu2, YU Jian-Hong1

1Department of Orthodontics ,  China Medical University Hospital Medical Center ,  Taiwan （ R.O.C. ）,  
2Graduate Institute of Clinical Dentistry ,  School of Dentistry ,  National Taiwan 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 II case with Temporary Anchorage Device（TAD） will be discussed.

【Case】A 18-year-old adult male came to our clinic with a chief complaint of poor dental alignment and occlusion. 
Clinical examination found Angle Class II malocclusion with large overjet, maxillary protrusion and anterior 
crowding of the teeth in the upper and lower jaws. Radiographic examination showed skeletal Class II. 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. In 
order to improve arch coordination and to relieve upper and lower anterior crowding, we extracted 14, 24 and used 
ISW for leveling and canine retraction. Mechanism involved buccal shelf Temporary Anchorage Device placement, 
ISW differential MEAW technique and intermaxillary elastics for better interdigitation. Finally, adequate overbite 
and overjet were achieved.【Discussion and Summary】This case showed a short lower jaw and large overjet. We 
corrected poor dental alignment rapidly by using ISW and large overjet by using Temporary Anchorage Device. 
After the treatment, a desirable outcome was achieved and the patient was pleased with the treatment result.
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CE-011 ISW for the treatment of adult Angle Class III case with anterior 
crossbite

LIN Chien-Ta, HUANG Yu-Ting, YU Jian-Hong

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 Angle Class III high angle with anterior crossbite will be discussed.【Case】An adult 
male （29 years old） came to our clinical with a chief complaint of poor dental alignment. Clinical examination 
revealed an Angle Class III malocclusion with anterior crossbite and moderate dental crowding. Radiographic and 
clinical examination showed skeletal Class III, teeth attrition over occlusal surfaces of canines and premolars. We 
used ISW MEAW at the lower arch combined with up and down elastics to facilitate the correction of anterior 
crossbite. Intermaxillary elastics（IME） were also used to achieve a better interdigitation. Finally, adequate 
overbite, overjet and desirable occlusion were achieved. The active treatment time took 4 years and 10 months.

【Discussion and Summary】In this case, we will discuss the non-extraction strategy with using ISW MEAW to 
correct anterior crossbite. Conventional treatment with SSW multiple L loops is detrimental to oral hygiene. 
However, with ISW MEAW for the correction of anterior crossbite, our patient feels comfortable and easy to 
maintain their oral hygiene. The use of intermaxillary elastics（IME） to adjust interjaw relationship and to achieve 
better interdigitation was also discussed. A desirable occlusion （with adequate overbite and overjet） and a 
favorable facial profile after the active treatment were achieved.

CE-012 ISW for the treatment of adult skeletal Angle Class I with severe 
crowding and overjet

YANG Kai-Jen, HSU Meng-Chu, YU Jian-Hong

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 Angle Class I with severe crowding case will be discussed.【Case】A 28 years old male 
came to our clinic with a chief complaint of maxillary severe crowding and anterior overjet. Intraoral examination 
revealed molar Class I tendency combined with large anterior overjet. Cephalometric analysis showed that this 
patient is high angle profile with mandibular retrognathism. The treatment included upper premolar extraction, 
application of sliding mechanism, elastic chain and intermaxillary elastics（IME）. Over a duration of 42 months, 
correction of arch coordination and desirable dentition alignment were achieved.【Discussion and Summary】In this 
case, we corrected skeletal Class I combined with maxillary severe crowding and overjet by using ISW. During 
the treatment, long hooks and implants were also used for canine distal drive. Besides, we used several techniques 
for de-rotation of lower premolars. The methods mentioned above will be further discussed.
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CE-013 Early intervention for a child with Class II malocclusion and a lip 
sucking habit

KIM Jae-jun, LIM Jaemin, JANG Insan, CHOI Dong-soon, CHA Bong-kuen

Department of Orthodontics ,  Gangneung-Wonju National University ,  Republic of Korea

【Objective】To present the growth modification of the mandible and regaining the spaces for permanent teeth by 
an elastic open activator and a lower lip bumper in a prepubertal child with Class II malocclusion and a lip sucking 
habit.【Case】An 8-year-old boy showed a Class II malocclusion with large overjet, severe shortened mandibular 
arch length and almost no space for bilateral canines. He had a lower lip sucking habit and his lower lip was in 
contact with the lingual surface of upper incisors in resting position. The skeletal maturity was determined as 
before the onset of pubertal growth. He was treated with an elastic open activator with myofunctional lip training. 
After 10 months, overjet decreased from 11.0 mm to 7.0 mm with forward mandibular growth and the lip sucking 
habit was eliminated. Subsequently, a lip bumper was applied for 6 months and the lower arch perimeter increased 
dramatically with enough spaces for mandibular canines. Overjet was within normal range and Class I molar 
relationship was achieved.【Discussion and summary】This case demonstrates a successful early intervention for a 
child with Class II malocclusion and a lower lip sucking habit. Elastic open activator with lower lip pads induced 
the forward mandibular growth resulting in improvement of Class II relationship. Application of lip bumper with 
myofunctional therapy was effective in reducing the large overjet, and increasing the mandibular arch perimeter.

CE-014 Treatment of a patient with diastema and deep bite using an 
aligner type orthodontic appliance

LIM Hyun-Woo, LIM Won Hee, AHN Sug-Joon

Department of Orthodontics ,  Seoul National University Dental Hospital ,  Republic of Korea

【Objective】Orthodontic treatment with aligner type orthodontic appliances is a protocol using removable, clear 
thermoplastic aligners in sequence. Diastema closure in a deep bite case can be challenging due to deepening of 
bite during closing space. The purpose of this case report was to show a treatment outcome of a patient with 
diastema and deep bite using aligner type orthodontic appliances.【Case】A chief complaint of a 35-year-old man was 
upper midline diastema. On examination, he showed skeletal class I and deep bite with a 3.1 mm of overbite and a 4.6 
mm of overjet. When he smiled, mandibular anterior teeth were fully showed. Using an aligner type orthodontic 
appliance, 2.2 mm diastema closure as well as deep bite correction by the intrusion of mandibular anterior and 
posterior teeth, were planned. 3D scanned models were superimposed to quantify the positional changes of the 
dentition using nonmovable anatomic structure as a reference. The treatment duration was 5 months. Mandibular 
anterior and posterior teeth were intruded by a mean amount of 0.83 mm and 0.6 mm, respectively, while maxillary 
anterior and posterior teeth were extruded by a mean amount of 0.6 mm and 0.3 mm, respectively. Simultaneously, 
maxillary anterior teeth were palatally moved, which led to diastema closure.【Discussion and Summary】Diastema 
and deep bite were successfully treated using aligner type orthodontic appliances. The results of treatment and 
its 3D analysis showed that aligner type orthodontic appliance therapy can be effective for treatment of a patient 
with diastema and deep bite.
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CE-015 Nonextraction treatment of Class II open bite malocclusion using 
mini-implants by distalization of maxillary dentition

MO Seong-Pil, LEE Yoo-Sun, KIM Tae-Woo, AHN Sug-Joon

Department of Orthodontics ,  Seoul National University Dental Hospital ,  Republic of Korea

【Objective】If total distalization is performed in treating Class II open bite malocclusion, there is a risk that open 
bite will become more severe. The purpose of this report is to introduce the successful treatment of a Class II 
open bite malocclusion with the use of orthodontic mini-implants, transpalatal arch and sigmoid parallel arm by 
distalization of maxillary dentition.【Case】This case report describes the nonextraction treatment of a 19-year-
old girl with Class II open bite, TMD and minor crowding by distalization of upper teeth. When the leveling of 
the upper arch was finished, orthodontic mini-implants were positioned on palatal side between upper second 
premolar and first molar for total distalization. The entire maxillary dentition was distalized with the use of 
orthodontic mini-implants, transpalatal arch and sigmoid parallel arm. The interproximal reduction was applied 
on lower anterior teeth. After a total of 16 months of treatment, the mandibular plane angle was slightly 
decreased due to the posterior movement of the maxillary dentition and the intrusion of the maxillary molars. The 
maxillary incisors were extruded and lingually inclined. The protrusion and the eversion of lips were improved.

【Discussion and Summary】By distalization using orthodontic mini-implants, Class II open bite was successfully 
treated with the intrusion of upper molar as well as distalization of upper teeth.
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（A）

ABE Akiko 阿部　朗子 学展-199

ABE Makoto 阿部　真土 学展-022

ABE Mayuko 阿部真由子 学展-019 ,  学展-020

ABE Ryo 阿部　　遼 学展-037 ,  学展-135

ABE Ryota 阿部　亮太 症報-002

ABE Shigeaki 阿部　薫明 学展-103

ABE Takaharu 阿部　崇晴 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-177

ABE Yasunori 阿部　泰典 口演1-09 ,  学展-040 ,  

症展-051

ABE Yoko 阿部　陽子 口演2-06

ABHISHEKHI Shrestha ABHISHEKHI Shrestha 学展-179

ADACHI Kazunori 安達　一典 学展-045

AHN Miso AHN Miso AE-005

AHN Sug-Joon AHN Sug-Joon AE-036 ,  CE-014 ,  

CE-015

AIDA Jun 相田　　潤 学展-039

AIHARA Yasuo 藍原　康雄 学展-019 ,  学展-020

AIKAWA Tomonao 相川　友直 症展-003

ALBUQUERQUE Sofia W. C. ALBUQUERQUE Sofia W. C. AE-033

ALJANABI Mohammed Noori A. ALJANABI Mohammed Noori A. AE-029

AMITANI Kiriko 網谷季莉子 学展-006

AN Jung-Sub AN Jung-Sub AE-036

ANDRIAMBOLOLONIVO Rabetrano D. ANDRIAMBOLOLONIVO Rabetrano D. AE-040

ANDRINIAINA Florian A. ANDRINIAINA Florian A. AE-040

AOKI Yuki 青木　勇樹 学展-070

AOYAGI Misaki 青柳　美咲 症展-005 ,  AE-041

AOYAMA Gozo 青山　剛三 学展-023 ,  症展-001 ,  

症展-045

AOYAMA Iyo 青山　依儒 学展-012

ARAI Chihiro 新井　千博 症展-053

ARAI Daishi 荒井　大志 学展-087 ,  学展-093

ARAI Kazuhito 新井　一仁 学展-187 ,  学展-190

ARAI Moe 新井　萌生 学展-063 ,  学展-078

ARAI Syuko 新井　修子 学展-040

ARAKAWA Takahiro 荒川　貴博 学展-047

ARAKI Miyu 荒木　美祐 学展-057 ,  AE-015

ARAKI Yasutomo 荒木　康智 学展-011

ARIMURA Megumi 有村　　恵 学展-057

ARIZONO Keira 有薗ケイラ 学展-027

ASAKAWA Sachiko 浅川　幸子 症報-011

ASANO Masatake 浅野　正岳 学展-056

ASANO Yuichiro 浅野雄一郎 学展-070

ASANUMA Kanna 浅沼　莞奈 症展-059

ASHTAR Mohannad ASHTAR Mohannad 症展-027

ATARASHI Chihiro 新　ちひろ 学展-024

AWADA Tetsuya 粟田　哲也 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-168 ,  

学展-177

AZUMI Eiko 安積　瑛子 学展-119 ,  学展-197
 

（B）

BABA Ryuichi 馬場　龍一 学展-187 ,  学展-190

BABA Yuri 馬場　優里 症展-056

BADRAKHKHUU Nomin BADRAKHKHUU Nomin AE-015

BAEK Seung-Hak BAEK Seung-Hak AE-019 ,  AE-030

BANDO Yosuke 坂東　洋祐 学展-103

BAZAR Amarsaikhan バザル アマルサイハン 学展-057 ,  AE-015

BONEWALD Lynda F. BONEWALD Lynda F. AE-024
 

（C）

C.L. SACHDEVA Rohit サチデバ ロヒット 症展-004

CHA Bong-kuen CHA Bong-kuen CE-001 ,  CE-013

CHA Kyung-Suk CHA Kyung-Suk AE-003

CHANG Hung-Ming CHANG Hung-Ming AE-012

CHANG Yin-Yu CHANG Yin-Yu CE-004

CHAYA Hitoshi 茶谷　仁史 学展-159 ,  学展-160

CHAYA Tatsuhito 茶谷　竜仁 学展-159 ,  学展-160

CHEN Cheng-Yu CHEN Cheng-Yu CE-010

CHEN Chih-Hsun CHEN Chih-Hsun CE-003

CHEN Guan-An CHEN Guan-An AE-028

CHEN Jian-Ren CHEN Jian-Ren AE-028

CHEN Li-Chuan CHEN Li-Chuan AE-028

CHEN Tzu-An CHEN Tzu-An CE-008

CHEN Yuan-Hou CHEN Yuan-Hou CE-002

CHIANG Hsien-Hsiung CHIANG Hsien-Hsiung CE-002

CHIBA Mirei 千葉　美麗 口演2-06

CHO Jin-Hyoung CHO Jin-Hyoung AE-030

CHO Yu-min CHO Yu-min CE-001

CHOI Dong-soon CHOI Dong-soon CE-001 ,  CE-013

CHOI Youn Kyung CHOI Youn Kyung AE-013

CHU Hsiang-Chang CHU Hsiang-Chang CE-009

CHUNG Chooryung J. CHUNG Chooryung J. AE-006 ,  AE-007 ,  

AE-011 ,  AE-037 ,  

AE-039

CHUNG Dong-Hwa CHUNG Dong-Hwa AE-003
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（D）

DAIMON Shigeru 大門　　茂 学展-005

DAN Chisato 檀　　知里 症展-023

DEGUCHI Toru 出口　　徹 学展-132 ,  AE-031

DOBRANSZKI ADRIANO DOBRANSZKI ADRIANO AE-033

DOMON Sayaka 土門　明哉 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

DONATELLI Richard E. DONATELLI Richard E. AE-029
 

（E）

EBIHARA Yasuhiro 海老原康宏 症展-033

EGUCHI Toshiko 江口　俊子 症展-055 ,  症報-012

EI HSU HLAING Ei イスライン イ 口演1-05 ,  AE-018 ,  

AE-024

ELABBASY Dina O. ELABBASY Dina O. AE-010

ENDO Chitose 遠藤千登世 学展-043 ,  学展-044

ENDO Ryoshun 遠藤　諒俊 学展-103

ENDO Toshiya 遠藤　敏哉 学展-004 ,  学展-100 ,  

学展-181

ENDOU Norio 遠藤　憲雄 学展-159
 

（ F）

FAHIM Fady H. FAHIM Fady H. AE-010

FALTER Jake FALTER Jake AE-031

FERRARO Joshua FERRARO Joshua AE-031

FU Yao 傅　　　堯 口演1-03 ,  学展-098

FUJII Chise 藤井　千聖 学展-055 ,  学展-125

FUJIMOTO Kouta 藤本　航大 学展-014 ,  学展-015 ,  

症展-009

FUJIMOTO Mai 藤本　　舞 学展-178 ,  症展-009

FUJIMURA Yuji 藤村　裕治 学展-026

FUJISAWA Atsuro 藤澤　厚郎 口演2-03

FUJISAWA Keiko 藤澤　慶子 症展-059

FUJISHIRO Atsushi 藤代　　篤 学展-029 ,  学展-030

FUJISHITA Ayumi 藤下あゆみ 口演1-11

FUJITA Akiyo 藤田　秋世 口演1-09

FUJITA Kazutaka 藤田　一隆 学展-138

FUJITA Koichi 藤田　紘一 口演2-08

FUJITA Koji 藤田　浩嗣 症展-033

FUJITA Kyota FUJITA Kyota AE-009

FUJITA Takahiro 藤田　隆寛 口演2-05 ,  学展-115

FUJIWARA Shinnichi 藤原　眞一 学展-067

FUJIWARA Takeo FUJIWARA Takeo AE-015

FUJIWARA Takuya 藤原　琢也 学展-185 ,  症展-008

FUJIYAMA Koji 藤山　光治 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

FUKAMACHI Naoya 深町　直哉 学展-037 ,  学展-135

FUKAMI Miki 深見　未妃 症展-028 ,  症展-035

FUKASAWA Kanako 深沢香菜子 学展-018 ,  学展-042

FUKATA Jun 深田　　淳 学展-106

FUKINO Keiko 吹野　恵子 症展-005

FUKUI Kazunori 福井　和徳 学展-165 ,  学展-166 ,  

症展-030 ,  症展-048 ,  

症展-058

FUKUI Saki 福井　紗貴 学展-172

FUKUI Tadao 福井　忠雄 学展-135

FUKUI Yuko 福井　裕子 症展-046

FUKUNAGA Tomohiro 福永　智広 学展-075

FUKUSHIMA Mika 福嶋　美佳 学展-038

FUNADA Keita 鮒田　啓太 口演1-03 ,  学展-098

FUNAHASHI Makoto 舩橋　　誠 学展-051

FUNAKI Junzo 舩木　純三 学展-201

FUNAKI Seiko 船木　誠子 学展-201

FURUHASHI Yuno 古橋　唯乃 学展-110

FURUHATA Mayu 降旗　真由 学展-179

FURUKAWA-SAINOKI Minami 古川みなみ 学展-038

FURUYA Tadanori 古谷　忠典 学展-159 ,  学展-160

FUSHIMA Kenji 不島　健持 学展-062
 

（G）

GANBURGED Ganjargal ガンブルゲド ガンジャルガル 学展-057 ,  AE-015

GODA Yoshihito 合田　義仁 学展-029 ,  学展-030

GOKE Hideaki 郷家　秀昭 学展-025

GONCALVES Guilherme C. GONCALVES Guilherme C. AE-034

GONZAGA Francine O. GONZAGA Francine O. AE-032 ,  AE-033

GOTO Fumihiro 後藤　章浩 学展-017

GOTO Hitomi 後藤　　瞳 学展-082

GOTO Mariko 後藤真理子 学展-061

GOTO Shigemi 後藤　滋巳 学展-064 ,  学展-070 ,  

学展-083 ,  学展-089 ,  

学展-090 ,  学展-185 ,  

症展-008 ,  症展-057

GOTOU Hitomi 後藤　　瞳 学展-081

GU Yebo GU Yebo AE-016

GUNJI Hidemi 郡司　秀美 学展-065 ,  学展-088
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GUNJIGAKE Kaori 郡司掛香織 口演1-07 ,  学展-010 ,  

学展-013 ,  学展-046 ,  

学展-049 ,  学展-069 ,  

学展-084 ,  学展-183 ,  

学展-186
 

（H）

HA Nahee HA Nahee AE-025

HAGA Shugo 芳賀　秀郷 学展-175

HAGIWARA Toshiyuki 萩原　敏之 症展-038

HAMADA Yoshiki 濱田　良樹 学展-012

HAMAMURA Kazunori 浜村　和紀 学展-089

HAMANAKA Ryo 濱中　　僚 口演1-11 ,  学展-139 ,  

学展-156 ,  AE-020

HAMBA Yusuke 半場　悠介 学展-112

HAN Jun Hyun HAN Jun Hyun AE-019

HAN Sanghee HAN Sanghee AE-005 ,  AE-025 ,  

AE-027

HAN Xue 韓　　　雪 口演1-03 ,  学展-098

HANYUDA Yoshimi 羽入田佳美 学展-011

HARA Kazue 原　　一惠 学展-184

HARA Mamiko 原　真美子 学展-184

HARA Toru 原　　　徹 口演1-08

HARAMOTO Hiroko 原本　紘子 学展-029 ,  学展-030

HARUKI Takanobu 春木　隆伸 症報-008

HARUYAMA Naoto 春山　直人 症展-044

HASEGAWA Hiroya 長谷川紘也 学展-176 ,  学展-178

HASEGAWA Naoya 長谷川尚哉 学展-045

HASEGAWA Yosuke 長谷川洋輔 学展-121

HASHIMOTO Mana 橋本　真奈 口演1-08

HASHIMOTO Momoko 橋本　桃子 学展-158

HASHIMOTO Noboru 橋本　　登 学展-086

HAYAKAWA Daichi 早川　大地 症展-056

HAYANO Satoru 早野　　暁 症展-046

HAYASHI Sumire 林　　澄令 症展-033

HAYASHIDA Kaori 林田佳央理 口演1-11

HER Soo-Bok HER Soo-Bok AE-029

HIASA Masahiro 日浅　雅博 学展-133

HICHIJO Natsuko 七條なつ子 学展-048

HICHIJO Natsuko 七條なつ子 症展-034

HIDA Mayu 樋田　真由 学展-185 ,  症展-008

HIDAKA Keijyu 日高　慶樹 学展-172

HIGA Remi 比嘉　礼美 学展-124

HIGASHI Yuri 東　　友莉 学展-091

HIGASHIHORI Norihisa 東堀　紀尚 症展-017

HIJIYA Keiko 土屋　恵子 学展-041

HIKIDA Takuji 疋田　拓史 学展-079 ,  学展-080 ,  

学展-082

HIKITA Yu 疋田　　悠 学展-179

HIRABAYASHI Kyoko 平林　恭子 症展-040

HIRAKI Tomoka 平木　智香 口演1-02 ,  学展-088 ,  

学展-177

HIRANO Miyuki 平野美由紀 学展-070

HIRANO Narumi 平野　成美 口演2-05

HIRANO Takehiro 平野　武弘 症展-022

HIRANO Yuka 平野　有果 学展-185 ,  症展-008

HIRATSUKA Taizo 平塚　泰三 学展-153 ,  学展-154

HIROSE Naoto 廣瀬　尚人 学展-168

HIROTA Makoto 廣田　　誠 口演2-08

HIROTA Natsuki 広田　夏樹 学展-106

HISANO Masataka 久野　昌隆 学展-060

HISATSUNE Junzo 久恒　順三 学展-059

HITOMI Suzuro 人見　涼露 学展-069

HIURA Kenji 日浦　賢治 学展-005

HLA-MYINT Thiri ハラ ミャント シリ 口演2-07

HONDA Aya 本田　　綾 症報-007

HONDA Ayako 本多　綾子 学展-024

HONDA Eiichi 誉田　栄一 学展-133

HONDA Koji 本田　康二 口演2-08

HONDA Yoshitomo 本田　義知 学展-067

HORI Kazuhiro 堀　　一浩 学展-135

HORIE Kayo 堀江　佳代 学展-065

HORIGOME Yurie 堀篭百合恵 学展-094

HORIHATA Satoshi 堀畑　　聡 学展-050

HORIUCHI Shinya 堀内　信也 学展-133 ,  症展-027 ,  

AE-008

HOSHI Kazuto 星　　和人 学展-001 ,  症展-006

HOSHI Kenji 星　　健治 学展-028 ,  学展-172 ,  

症展-020 ,  AE-038

HOSHINO Masanori 星野　正憲 学展-042

HOSOMICHI Jun 細道　　純 口演1-04 ,  学展-068 ,  

症展-051

HOSOYA Hisashi 細谷　尚史 学展-165 ,  学展-166

HOSOYAMA Chikako 細山智加子 学展-197

HOSOYAMA Yukiko 細山有規子 学展-119 ,  学展-197

HOTOKEZAKA Hitoshi 佛坂　斉祉 学展-027

HOTTA Yasuhiro 堀田　康弘 口演2-11

HOU Chen-Chun HOU Chen-Chun CE-006

HSIEH Cheng-Yen HSIEH Cheng-Yen CE-008

HSU Che-Kang HSU Che-Kang CE-009
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HSU Jui-Ann HSU Jui-Ann CE-003

HSU Meng-Chu HSU Meng-Chu CE-004 ,  CE-009 ,  

CE-012

HUANG Chun-Yi HUANG Chun-Yi CE-010

HUANG Su-Chen HUANG Su-Chen AE-028

HUANG Yu-Ting HUANG Yu-Ting CE-007 ,  CE-011

HWANG Hye-Won HWANG Hye-Won AE-029

HWANG Soonshin HWANG Soonshin AE-006 ,  AE-007 ,  

AE-011 ,  AE-037 ,  

AE-039

HWANG Woochan HWANG Woochan AE-011
 

（ I ）

ICHIHARA Aki 市原　亜起 学展-087

ICHIKAWA Nanami 市川　七海 学展-110

IDA Takako 井田　貴子 学展-063

IGARASHI Kaoru 五十嵐　薫 学展-039

IGARASHI Nanase 五十嵐七瀬 症展-056

IIDA Seiji 飯田　征二 症展-037

IIJIMA Masahiro 飯嶋　雅弘 学展-072 ,  学展-099 ,  

学展-136 ,  症展-036

IIJIMA Shigeki 飯島　重樹 症展-038

IIJIMA Yuki 飯島　由貴 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-021 ,  学展-122 ,  

学展-169 ,  学展-170 ,  

学展-193

IIZUKA Yasuyuki 飯塚　康之 症展-059

IKEDA Kazutaka 池田　和隆 学展-085

IKEMORI Yoshiyuki 池森　由幸 学展-127 ,  学展-128 ,  

学展-141

IMAI Haruki 今井　治樹 口演2-08

IMAI Nahoko 今井なほこ 症展-033

IMAMURA Keigo 今村　圭吾 学展-029 ,  学展-030

IMAMURA Ryutarou 今村竜太郎 学展-167

IMAZATO Satoshi 今里　　聡 学展-096

INABA Mizuki 稲葉　瑞樹 学展-142 ,  学展-143

INAGE Shigeyori 稲毛　滋自 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

INAMI Kaoru 居波　　薫 学展-091 ,  学展-119 ,  

学展-197

INATOMI Koki 稲富　弘毅 学展-100

INOU Norio 伊能　教夫 学展-061 ,  学展-137

INOUE Asako 井上愛沙子 口演1-07 ,  学展-049

INOUE Atsuhiro 井上　貴裕 学展-189

INOUE Haruna 井上　春奈 症報-006

INOUE Masaki 井上　雅葵 学展-151 ,  学展-154

INOUE Masamu 井上　　維 症展-032

INUBUSHI Toshihiro 犬伏　俊博 口演1-06 ,  学展-022 ,  

学展-023 ,  学展-096 ,  

症展-001 ,  症展-041

INUZUKA Shinichi 犬束　信一 症展-002

INUZUKA Yasumi 犬束　康実 症展-002

ISHIBASHI Yasutada 石橋　康正 学展-127 ,  学展-128

ISHIBE Yumi 石部　由美 学展-134

ISHIDA Takayoshi 石田　宝義 口演2-02 ,  学展-032 ,  

症展-032 ,  AE-009

ISHIDA Tomoko 石田　朋子 口演2-03

ISHIDA Yuji 石田　雄之 口演1-04 ,  学展-068 ,  

症展-007

ISHIDORI Hideyuki 石通　秀行 口演1-09

ISHIHARA Seiko 石原　聖子 口演1-04

ISHIHARA Yoshihito 石原　嘉人 口演1-05 ,  AE-018 ,  

AE-024

ISHII Hitomi 石井　　瞳 学展-029 ,  学展-030 ,  

学展-108

ISHII Kaori 石井かおり 学展-050

ISHII Takakazu 石井　貴和 学展-062

ISHII Takenobu 石井　武展 口演1-10 ,  学展-095 ,  

学展-182 ,  症展-042

ISHII Tomohiro 石井　智浩 学展-052

ISHIKAWA Hiroyuki 石川　博之 学展-066 ,  学展-107 ,  

学展-115 ,  学展-124 ,  

学展-191 ,  学展-199

ISHIKAWA Maiko 石川麻衣子 学展-120

ISHIKAWA Rina 石川　里奈 学展-099

ISHIMITSU Syunsuke 石光　俊介 学展-050

ISHIYAMA Takafumi 石山　隆文 症展-052

ISOGAI Yukako 磯貝由佳子 学展-023

ITAGAKI Yusuke 板垣　祐介 学展-039

ITO Aiko 伊藤　愛子 学展-034

ITO Shinsuke 伊藤　慎将 学展-108

ITO Tomoe 伊藤　智恵 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

ITOH Shinsuke 伊藤　慎将 学展-096 ,  症展-041

ITOH Takami 伊東　隆三 学展-157

ITOHIYA Kanako 糸日谷佳菜子 学展-092

IWANE Takehiro 岩根　健大 学展-081

IWASA Akihiko 岩浅　亮彦 症展-027 ,  AE-017

IWATA Akiko 岩田　明子 学展-150

IWATA Kouichi 岩田　幸一 学展-043 ,  学展-044
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IZAWA Takashi IZAWA Takashi AE-017

IZUMI Kiwako 泉　喜和子 口演2-05 ,  症展-016

IZUMINO Jin 泉野　　尋 学展-085
 

（J）

JANG Hosik JANG Hosik AE-006

JANG Hyo Jin JANG Hyo Jin AE-013

JANG Insan JANG Insan CE-001 ,  CE-013

JEE Kwang Koo JEE Kwang Koo AE-019

JEONG Soonphil JEONG Soonphil AE-025

JIANG Yue-Min JIANG Yue-Min AE-028

JINNAI Sachio 陣内　祥男 学展-139 ,  学展-156

JO Kaken 徐　　嘉鍵 学展-202

JUNG Sooin JUNG Sooin AE-007

JUNG Suk-Hwan JUNG Suk-Hwan AE-019
 

（K）

KABASAWA Yui 加羽澤侑以 学展-181

KADO Isamu 角　伊三武 学展-059 ,  学展-173 ,  

学展-174

KADOTA-WATANABE Chiho 門田　千穂 症展-017

KAGAWA Haruka 香川　　遥 学展-085

KAGEYAMA Toru 影山　　徹 学展-018 ,  学展-036 ,  

学展-041 ,  学展-042 ,  

学展-164

KAISAKA Yoshiya 会坂　善也 学展-151 ,  学展-154

KAJII Takashi 梶井　貴史 口演2-05 ,  症展-016

KAKAMI Chifumi 各務知茉美 口演2-11

KAKIHARA Yoshito KAKIHARA Yoshito AE-014

KAKIZAKI Yosuke 柿崎　陽介 学展-026

KAKO Shunsuke 加古　駿輔 学展-070

KAKU Masaru 加来　　賢 学展-063 ,  学展-078 ,  

AE-014

KAKU Masato 加来　真人 学展-085 ,  学展-177

KAMARATIH Anindya KAMARATIH Anindya AE-041

KAMEDA Takashi KAMEDA Takashi AE-035 ,  AE-042

KAMEI Hirokazu 亀井　宏和 口演1-10 ,  学展-095 ,  

症展-028 ,  症展-035

KAMEI Kazutoshi 亀井　和利 症展-022

KAMEO Yoshitaka KAMEO Yoshitaka AE-024

KAMIMOTO Hiroyuki KAMIMOTO Hiroyuki AE-026

KAMIOKA Hiroshi 上岡　　寛 口演1-05 ,  口演1-08 ,  

口演2-03 ,  症展-018 ,  

症展-029 ,  症展-037 ,  

症展-046 ,  AE-018 ,  

AE-024

KAMIURA Youji 上浦　庸司 学展-160

KANADA Saki 金田　紗季 学展-090

KANAI Takenori 金井　壮律 学展-203

KANAYAMA Hayato 金山　隼人 学展-053

KANAZAWA Eisaku 金澤　英作 口演2-09

KANDA Eiichiro 神田英一郎 口演2-02 ,  学展-032

KANDA Natsumi 神田　夏美 学展-175

KANEKO Sawa 金香　佐和 口演1-04 ,  学展-068

KANEKO Tomoo 金子　知生 学展-148

KANETAKA Hiroyasu 金高　弘恭 学展-039

KANG Junka 姜　　順花 症展-017

KANG Minji KANG Minji AE-006 ,  AE-007 ,  

AE-039

KANNO Zuisei 簡野　瑞誠 学展-145 ,  AE-041

KANO Mizuki 鹿野　瑞貴 学展-079 ,  学展-080

KANO Sakurako 狩野　桜子 学展-189

KANOMI Ryuzo 嘉ノ海龍三 学展-029 ,  学展-030 ,  

学展-108

KANZAKI Hiroyuki 菅崎　弘幸 学展-058 ,  学展-073 ,  

学展-076 ,  学展-092 ,  

学展-113 ,  学展-146 ,  

学展-171

KASAHARA Yuki 笠原　由紀 学展-060

KASAHARA Yuki 笠原　由紀 口演1-04 ,  学展-040

KASAI Kazutaka 葛西　一貴 学展-050 ,  学展-052 ,  

学展-079 ,  学展-080 ,  

学展-081 ,  学展-082 ,  

学展-094 ,  学展-167

KATAKURA Akira 片倉　　朗 学展-021 ,  学展-169 ,  

学展-170

KATAOKA Ayano 片岡　彩乃 学展-155

KATAOKA Tomoki 片岡　伴記 口演2-03

KATAOKA Yu 片岡　　有 口演2-11

KATO Chiho 加藤　千帆 口演1-09 ,  学展-040

KATO Riyu 加藤　梨友 口演2-11

KATO Yui 加藤　ゆい 学展-150

KATSUMATA Akitoshi 勝又　明敏 学展-106

KATSUMATA Yuta 勝又　裕太 学展-076 ,  学展-092 ,  

学展-113 ,  学展-146 ,  

学展-171
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KAWADA Masako 川田　雅子 口演2-09

KAWAHARA Ichiro 川原　一郎 学展-102 ,  症展-047

KAWAHARA Yoshimi 川原　良美 学展-036 ,  学展-041 ,  

学展-042 ,  学展-102 ,  

学展-164 ,  症展-047

KAWAJIRI Akemi 川尻　朱美 学展-014 ,  学展-015

KAWAKAMI Masayoshi 川上　正良 学展-074

KAWAMATA Takakazu 川俣　貴一 学展-019 ,  学展-020

KAWAMOTO Tatsuo 川元　龍夫 口演1-07 ,  学展-010 ,  

学展-013 ,  学展-046 ,  

学展-049 ,  学展-069 ,  

学展-084 ,  学展-183 ,  

学展-186 ,  学展-202

KAWAMURA Ayaka 川村　彩花 症展-057

KAWAMURA Jun 河村　　純 学展-141

KAWAMURA Naohiko 川村　尚彦 学展-099 ,  学展-136

KAWANABE Hitoshi 川鍋　　仁 学展-165 ,  学展-166 ,  

症展-030 ,  症展-058

KAWANABE Noriaki 川邉　紀章 口演2-03 ,  症展-029 ,  

症展-046 ,  AE-024

KAWASAKI Katsushige KAWASAKI Katsushige AE-004

KAWASAKI Maiko KAWASAKI Maiko AE-004

KAWATANI Makoto 川谷　　誠 学展-070

KEO Preksa ケオ プレクサ 症展-005

KHUREL-OCHIR Tsendsuren KHUREL-OCHIR Tsendsuren AE-017

KI Hye-Rim KI Hye-Rim AE-003

KIBE Toshiro 岐部　俊郎 口演2-01

KIKAWADA Toru 黄川田　徹 学展-011

KIKUCHI Emiko 菊池恵美子 症展-059

KIKUCHI Remi 菊地　玲美 学展-165

KIKUTA Jun 菊田　　純 学展-081 ,  学展-082

KIKUTANI Takeshi 菊谷　　武 学展-035

KIM Do-Gyoon KIM Do-Gyoon AE-031

KIM Hansuk KIM Hansuk AE-029

KIM Hugh KIM Hugh 学展-072

KIM Hyejin KIM Hyejin AE-005 ,  AE-025 ,  

AE-027

KIM Jae-jun KIM Jae-jun CE-013

KIM Kyung-Ho KIM Kyung-Ho AE-006 ,  AE-007 ,  

AE-011 ,  AE-037 ,  

AE-039

KIM Riho 金　　利鎬 症展-014

KIM Seong-gon KIM Seong-gon CE-001

KIM Seongsik KIM Seongsik AE-025

KIM Sujin KIM Sujin AE-011 ,  AE-037 ,  

AE-039

KIM Sunmin 金　　善敏 症展-005

KIM Tae-Woo KIM Tae-Woo CE-015

KIM Youngil KIM Youngil AE-005

KIMURA Aya 木村　　綾 学展-065

KIMURA Fumika 木村　文香 学展-070 ,  症展-057

KIMURA Hitoshi 木村　　仁 学展-137

KIMURA Ryo 木村　　綾 学展-040 ,  学展-068

KIRITA Tadaaki 桐田　忠昭 学展-074

KISHIKAWA Akiko 岸川　明子 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

KITAFUSA Hiroyuki 北總　博之 学展-007

KITAFUSA Yukio 北總　征男 学展-007

KITAGAWA Masae 北川　雅恵 学展-174

KITAI Noriyuki 北井　則行 学展-106

KITAI Noriyuki 北井　則行 学展-016 ,  学展-017 ,  

学展-055 ,  学展-125

KITAI Shuto 鍛代　秀人 学展-021

KITAMI Kohei 北見　公平 学展-063 ,  学展-078 ,  

AE-014

KITAURA Hideki 北浦　英樹 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

KITHARA Toru 北原　　亨 症展-020

KO Shih-Hsien KO Shih-Hsien AE-001

KOBARI Hiroko 小針　寛子 学展-116 ,  学展-117 ,  

学展-118

KOBAYASHI Masaru 小林　　優 学展-062

KOBAYASHI Misako 小林美砂子 症展-021

KOBAYASHI Tadaharu 小林　正治 学展-006 ,  学展-024

KOBAYASHI Yukiho 小林　起穂 学展-077 ,  学展-189 ,  

AE-026

KOGA Yoshiyuki 古賀　義之 口演1-11 ,  学展-139 ,  

学展-156 ,  AE-020

KOGO Mikihiko 古郷　幹彦 症展-003 ,  症展-019

KOH Myongsun 高　　明善 学展-008

KOIZUMI Yuma 小泉　祐真 学展-059

KOKABU Shoichiro 古株彰一郎 学展-084

KOKABU Shouichirou 古株彰一郎 口演1-07

KOKAI Satoshi 小海　　暁 口演1-09

KOMAKI Hiroya 小牧　博也 学展-139 ,  学展-156

KOMAZAKI Yusuke 駒崎　佑介 学展-110

KOMORI Akira 小森　　成 学展-155 ,  学展-180
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KONDO Hirotoshi 近藤　裕敏 学展-120

KONDO Junko 近藤　純子 学展-106

KONDOU Suguru 近藤　　俊 学展-182

KONO Kana 河野　加奈 症展-029

KOSHIO Yutaka 小塩　　裕 学展-114

KOU Kaishin 洪　海シン 学展-068

KOYAMA Akihiro 小山　晃裕 学展-145 ,  症展-032

KUBOTA Takao 久保田隆朗 症展-004

KUDOU Akihiro 工藤　章裕 学展-159

KUDOU Yoshiyuki 工藤　義之 症展-059

KUMAGAI Yuriko 熊谷友理子 症展-023

KUNIMATSU Ryo 國松　　亮 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-173 ,  

学展-174 ,  学展-177

KUNITOMI Yosuke 国富　陽介 症展-018

KUO Li-Ling KUO Li-Ling CE-005

KURABEISHI Hiroyuki 双石　博之 症展-048

KURATA Kazuyuki 倉田　和之 学展-053

KURIHARA Kanako 栗原加奈子 学展-037 ,  学展-135

KURODA Yoshihiko 黒田　由彦 学展-127 ,  学展-128

KURODA Yukiko 黒田由紀子 症展-033

KUROISHI Kayoko 黒石加代子 口演1-07 ,  学展-010 ,  

学展-013 ,  学展-046 ,  

学展-049 ,  学展-084 ,  

学展-183 ,  学展-186

KUROIWA Akihiro 黒岩　昭弘 学展-138

KUROSAKA Hiroshi 黒坂　　寛 口演2-04 ,  学展-023 ,  

学展-096 ,  学展-097 ,  

症展-001 ,  症展-039 ,  

症展-043 ,  症展-045 ,  

AE-002

KUROYANAGI Norio 黒柳　範雄 症展-002

KUSABA Gaku 草場　　岳 学展-021

KUSAFUKA Sae 草深　彩恵 学展-185

KUSAHUKA Sae 草深　彩恵 症展-008

KUSANO Shinnosuke 草野慎之介 学展-096
 

（ L）

LEE Hsin-Ping LEE Hsin-Ping AE-012

LEE Sanghee LEE Sanghee AE-031

LEE Sang-Min LEE Sang-Min AE-003

LEE Shin-Jae LEE Shin-Jae AE-029

LEE Won LEE Won AE-037

LEE Yoo-Sun LEE Yoo-Sun CE-015

LEMOS Cassio M. LEMOS Cassio M. AE-034

LIM Hyun-Woo LIM Hyun-Woo CE-014

LIM Jaemin LIM Jaemin CE-013

LIM Jaeyeon 林　　在娟 症展-001

LIM Seung-Weon LIM Seung-Weon AE-030

LIM Won Hee LIM Won Hee CE-014

LIN Chien-Ta LIN Chien-Ta CE-011

LIN Chih-Chieh LIN Chih-Chieh CE-007

LIU Yin-Chun LIU Yin-Chun AE-028

LO Yu-Cheng LO Yu-Cheng AE-028 ,  CE-002
 

（M）

MACHIYA Aiko 町谷亜位子 学展-198

MACIEL Marcia MACIEL Marcia AE-032 ,  AE-033 ,  

AE-034

MAEDA Aya 前田　　綾 学展-002

MAEDA Hideyuki 前田　秀将 学展-068

MAEDA-IINO Aya 前田　　綾 口演2-01 ,  学展-038

MAEKAWA Minami 前川　　南 症展-007

MAEKAWA Noriko 前川　宣子 症展-050

MAEKAWA Yusuke 前川　裕亮 症展-021

MAKI Kotaro 槇　宏太郎 口演2-11 ,  学展-009 ,  

学展-061 ,  学展-105 ,  

学展-137 ,  学展-175 ,  

学展-179 ,  学展-192 ,  

AE-040

MAKINO Eriko 牧野衣利子 学展-090

MAMADA Katsuyoshi 侭田　勝由 口演2-11

MANABE Asuka 間邊安寿雅 口演2-02 ,  学展-032 ,  

症展-032

MANABE Yoshikazu 真鍋　義一 口演1-07 ,  学展-049

MANO Mikiko 真野　樹子 学展-114 ,  学展-176 ,  

学展-178

MARAHLEH Aseel マラーレ アジール 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

MARTINS Emerson F. MARTINS Emerson F. AE-032 ,  AE-034

MARUCHI Ryusuke 丸地　隆典 学展-055 ,  学展-125

MARUOKA Ryo 丸岡　　亮 学展-001 ,  症展-006

MARUTANI Kanako 丸谷佳菜子 口演2-01 ,  学展-038

MARUYAMA Ayumi 丸山　歩美 学展-018 ,  学展-041 ,  

症展-047

MARUYAMA Kazuhiro 丸山　和宏 学展-005

MARUYAMA Yuuki 丸山　友貴 学展-169 ,  学展-170 ,  

学展-193

MASHIMO Ikuko 真下　育子 学展-158
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MASUDA Yuji 増田　裕次 学展-041

MASUNAGA Morio 増永　守雄 症展-050

MATOBA Hiroshi 的場　　大 学展-067

MATSUBARA Taiki 松原　大樹 症報-004

MATSUBARA Takuma 松原　琢磨 学展-084

MATSUBARA Tatsuaki 松原　達昭 学展-090

MATSUBAYASHI Yukie 松林　幸枝 症展-006

MATSUMOTO Hidekazu 松本　英和 学展-047

MATSUMOTO Naoyuki 松本　尚之 学展-067 ,  学展-091 ,  

学展-119 ,  学展-197

MATSUMOTO Takaaki 松本　高明 症展-035

MATSUMOTO Tsutomu 松本　　力 学展-188 ,  学展-189 ,  

症展-056

MATSUMOTO Yoshihiro 松本　嘉寛 口演1-06

MATSUMOTO Yoshiro 松本　芳郎 症展-005

MATSUMURA Tatsushi 松村　達志 症展-037

MATSUSHITA Kazuhiro 松下　和裕 学展-163

MATSUURA Ken 松浦　　健 学展-053

MATUMOTO Aiko 松本　愛子 学展-103

MATUMOTO Takaaki 松本　高明 症展-028

MAYAMA Atsushi 真山　　敦 症展-025

MINAMI Satoshi 南　　哲至 学展-017

MINAMOTO Chisato 源　　千里 学展-070

MINATO Yukari 湊　友香里 学展-081

MINODA Aoi 箕田　　碧 学展-161

MINOURA Yusuke 箕浦　雄介 学展-114

MINSWE Nay Myo MINSWE Nay Myo AE-026

MISHIMA Yoshitaka 三島　好貴 学展-089 ,  症展-008

MITSUBAYASHI Kohji 三林　浩二 学展-047

MITSUDO Kenji 光藤　健司 口演2-08

MITSUI Naomi 三井なおみ 学展-087 ,  学展-093

MITSUI Silvia Naomi MITSUI Silvia Naomi AE-008

MITSUOKA Kazuyuki 光岡　一行 学展-155 ,  学展-180

MIYAGISHIMA Emi 宮城島　笑 症展-026

MIYAJIMA Kuniaki 宮島　邦彰 症展-031

MIYAJIMA Rina 宮島　理奈 症展-033

MIYAJIMA Yuki 宮島　悠旗 症展-031

MIYAMOTO Takeshi 宮本　剛至 学展-041 ,  症展-047

MIYAMOTO Yutaka 宮本　　豊 学展-076 ,  学展-146

MIYANO Fumika 宮野二美加 学展-175

MIYANO Junichi 宮野　純一 学展-029 ,  学展-030

MIYASHITA Shunro 宮下　俊郎 学展-200

MIYASHITA Wataru 宮下　　渉 学展-155

MIYAWAKI Shouichi 宮脇　正一 口演2-01 ,  学展-002 ,  

学展-038

MIYAWAKI Takeshi 宮脇　剛司 学展-180

MIYAZAKI Akiko MIYAZAKI Akiko AE-035

MIYAZAKI Haruyo 宮崎　晴代 学展-182 ,  症展-042

MIYAZAKI Kanako 宮崎佳奈子 口演1-03 ,  学展-098 ,  

症展-044

MIYAZAWA Ken 宮澤　　健 学展-064 ,  学展-070 ,  

学展-083 ,  学展-089 ,  

学展-090 ,  学展-114 ,  

学展-185 ,  症展-008 ,  

症展-057

MIYOMOTO Narumi 宮本　成美 学展-143

MIZOGUCHI Chino 溝口　千乃 学展-157

MIZOGUCHI Itaru 溝口　　到 口演1-01 ,  学展-071 ,  

症展-025 ,  AE-021 ,  

AE-022 ,  AE-023

MIZUHARA Masahiro 水原　正博 口演1-07 ,  学展-010 ,  

学展-013 ,  学展-046 ,  

学展-049 ,  学展-069 ,  

学展-183

MIZUKOSHI Masaru 水越　　優 学展-063 ,  学展-078 ,  

AE-014

MIZUTA Kanji 水田　敢士 口演1-03 ,  学展-098

MIZUTANI Kyosuke 水谷　匡佑 学展-003

MO Seong-Pil MO Seong-Pil CE-015

MOON Jun-Ho MOON Jun-Ho AE-029

MORI Atsuhide 森　　淳秀 学展-119 ,  学展-197

MORI Hiroki 森　　浩喜 学展-182 ,  AE-017

MORI Junichiro 森　淳一郎 症展-011

MORI Yoshihide 森　　悦秀 症展-020

MORI Yoshiyuki 森　　良之 学展-048

MORII Aoi 森井　　葵 学展-069

MORIKAWA Satoru 森川　　暁 症展-026

MORIKAWA Taiki 森川　泰紀 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-169 ,  学展-170

MORIOKA Kazuko 森岡　和子 症報-001

MORISHITA Tadashi 森下　　格 学展-182

MORITA Asami 森田　彩美 学展-003

MORITA Chisato 森田　知里 学展-096 ,  症展-001 ,  

症展-041 ,  症展-043 ,  

症展-045

MORITA Keiichi 森田　圭一 症展-007

MORITA Yukiko 森田　幸子 学展-027

MORIUCHI Emi 森内　絵美 口演1-11
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MORIYAMA Keiji 森山　啓司 口演2-07 ,  口演2-10 ,  

学展-047 ,  学展-057 ,  

学展-077 ,  学展-114 ,  

学展-151 ,  学展-152 ,  

学展-153 ,  学展-154 ,  

学展-188 ,  学展-189 ,  

症展-017 ,  症展-040 ,  

症展-056 ,  AE-015 ,  

AE-026

MOTOYOSHI Mitsuru 本吉　　満 学展-043 ,  学展-044 ,  

学展-056 ,  学展-101 ,  

学展-142 ,  学展-143 ,  

学展-158

MUGURUMA Takeshi 六車　武史 学展-136

MURABAYASHI Manabu 村林　　学 学展-106

MURABAYASHI Manabu 村林　　学 学展-017

MURAKAMI Ayano 村上　彩乃 学展-165 ,  学展-166

MURAKAMI Goichi 村上　剛一 学展-036 ,  学展-102

MURAKAMI Hisao 村上　久夫 症展-013

MURAKAMI Madoka 村上　円郁 学展-041

MURAKAMI Sayaka 村上沙也加 症展-028 ,  症展-035

MURAKAMI Takashi 村上　　隆 症展-018

MURAKI Katsuhiko 村木　克彦 学展-083

MURAMATSU Ryujiro 村松隆二郎 学展-064

MURAOKA Rina 村岡　理奈 学展-036

MURASUGI Ryo 村杉　　嶺 学展-165 ,  学展-166

MURATA Yuka 村田　有香 学展-096 ,  症展-001 ,  

症展-045

MUSHIAKE Jin 虫明　　仁 学展-097

MUTOH Mami 武藤　麻未 学展-163
 

（N）

NAGAHAMA Ryo 長濱　　諒 学展-182

NAGAI Kohei 永井　航平 口演1-10 ,  学展-095 ,  

症展-028 ,  症展-035

NAGAIE Maya 長家　茉耶 学展-067

NAGAOKA Noriyuki 長岡　紀幸 口演1-08

NAGASAKI Tsukasa 長崎　　司 学展-037 ,  学展-135

NAGASAWA Sakae 永澤　　栄 学展-138

NAGASHIMA Katsuyuki 永嶌　勝之 症展-016

NAGASHIMA Keigo 永島　圭悟 学展-035

NAGATA Namiki 長田　奈幹 症展-045

NAGATA Takeshi 永田　　毅 学展-105

NAKAGAWA Shoko 中川　祥子 口演2-01 ,  学展-002 ,  

学展-038

NAKAGAWA Taneaki 中川　種昭 症展-026

NAKAI Daishi 中井　大史 学展-157

NAKAI Yuta NAKAI Yuta AE-009

NAKAI Yuuta 中井　雄太 症展-032

NAKAJIMA Akira 中嶋　　昭 学展-101

NAKAJIMA Kengo 中島　健吾 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-177

NAKAJIMA Sumika 中島すみか 学展-188

NAKAJIMA Takeshi 中島　　健 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

NAKAMURA Fumihiko 中村　文彦 学展-055 ,  学展-125

NAKAMURA Kaoru 中村かおる 学展-054

NAKAMURA Masahiro 中村　政裕 口演2-03 ,  症展-029 ,  

症展-037

NAKAMURA Norifumi 中村　典史 口演2-01

NAKAMURA Yoshiki 中村　芳樹 学展-012 ,  学展-025 ,  

学展-034 ,  学展-076 ,  

症展-053

NAKANE Takashi 中根　　隆 学展-018 ,  学展-036 ,  

学展-164

NAKANISHI Ko 中西　　康 学展-103 ,  学展-148 ,  

学展-163

NAKANISHI Yuichiro 中西祐一郎 口演1-06 ,  学展-022

NAKANO Haruhisa 中納　治久 口演2-11 ,  学展-009 ,  

学展-105 ,  学展-114 ,  

学展-192 ,  AE-040

NAKANO Kazuhiko 仲野　和彦 症展-043

NAKANO Taiji 中野　泰児 学展-101

NAKAO Yuya 中尾　友也 学展-072

NAKAOKA Kazutoshi 中岡　一敏 学展-012

NAKATANI Ayaka 中谷　文香 学展-065 ,  学展-088

NAKATANI Ryuutarou 仲谷龍太郎 症展-052

NAKATSUGAWA Kohei 中津川昂平 口演2-04 ,  学展-023

NAKATSUKA Kumiko 中塚久美子 学展-053

NAKAWAKI Takatoshi 中脇　貴俊 学展-179

NAKAYAMA Erika 中山　瑛加 学展-080 ,  学展-081

NAKAYAMA Masashi 中山　仁史 学展-050

NAKAYAMA Yuji 中山　雄司 学展-119 ,  学展-197

NAM Hyungjin NAM Hyungjin AE-027

NAMURA Yasuhiro 納村　泰弘 学展-142 ,  学展-143

NARA Yasuhiko 奈良　靖彦 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

NARAMOTO Tatsuya 楢本　達也 学展-018 ,  学展-036 ,  

学展-164
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NARIMIYA Tsuyoshi 成宮　　毅 学展-073 ,  学展-092

NARITA Akiko 成田亜希子 学展-123

NARITA Kiyoko 成田　清子 症展-015

NARITA Noriyuki 成田　紀之 学展-052

NARITA Shinichi 成田　信一 症展-015

NARUSE Keiko 成瀬　桂子 学展-090

NASUTION Fajar NASUTION Fajar 学展-201

NAWA Hiroyuki 名和　弘幸 学展-185

NEGISHI Shinichi 根岸　慎一 学展-052 ,  学展-167

NEZU Hiroshi 根津　　浩 症展-052

NEZU Takashi 根津　　崇 症展-052

NGUYEN Anhtuan ヌエン アン チュアン 学展-139 ,  学展-156

NGUYEN Tuan A NGUYEN Tuan A AE-020

NI Junjun NI Junjun AE-016

NIHARA Jun 丹原　　惇 学展-006 ,  学展-024

NIKI Yuki 仁木　佑紀 学展-077

NISHII Yasushi 西井　　康 口演1-10 ,  学展-019 ,  

学展-020 ,  学展-021 ,  

学展-095 ,  学展-122 ,  

学展-169 ,  学展-170 ,  

学展-193 ,  症展-028 ,  

症展-035 ,  症展-042

NISHIKATA Satoshi 西方　　聡 学展-159

NISHIMURA Norihiko 西村　則彦 症展-010

NISHIMURA Ryou 西村　　亮 症展-052

NISHIMURA Toshiya 西村　俊哉 学展-008

NISHIOKA Hideki 西岡　秀起 症展-036

NISHIOKA Masato 西岡　真人 学展-134

NISHIURA Aki 西浦　亜紀 学展-067 ,  学展-119 ,  

学展-197

NISHIYAMA Hideyoshi 西山　秀昌 学展-024

NISHIYAMA Sayuri 西山沙由理 学展-168

NODA Kanae 野田　佳苗 学展-028

NODA Takao 野田　隆夫 学展-196

NOGUCHI Masahiko 野口　昌彦 症展-047

NOGUCHI Takahiro 野口　隆弘 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

NOJIMA Kunihiko 野嶋　邦彦 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-021 ,  学展-122 ,  

学展-169 ,  学展-170

NOJIRI Naoko 野尻　尚子 学展-176

NOMA Hideo 野間　秀郎 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

NOMOTO Kensaku 野本　健作 症展-055

NOMURA Yasuyo 野村　泰世 学展-114

NOMURA Yoshiaki 野村　義明 学展-058

NUGRAHA Alexander Patera NUGRAHA Alexander Patera AE-022
 

（O）

OBA Tomoko 大庭　知子 症展-054

OBA Yasuo 大庭　康雄 症展-054

OCHIAI Yuka 落合　柚香 学展-050

ODAGAKI Naoya ODAGAKI Naoya AE-018 ,  AE-024

OGA Yasuhiko 大賀　泰彦 学展-038

OGASAWARA Naoko 小笠原直子 学展-086 ,  症展-027

OGASAWARA Noriko 小笠原法子 学展-060

OGASAWARA Noriko 小笠原法子 症展-033

OGASAWARA Takeshi 小笠原　毅 学展-154 ,  症展-056

OGAWA Ikuko 小川　郁子 学展-173

OGAWA Kiyofumi 小川　清史 学展-114

OGAWA Saika 小川紗衣香 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

OGAWA Takuya 小川　卓也 口演1-09 ,  学展-057 ,  

症展-017 ,  AE-015

OGIWARA Miki 荻原　美希 学展-018

OGURA Hiroyuki 小倉　弘之 学展-021

OGURA Kenji 小倉　健司 学展-188 ,  学展-189

OHARA Chiaki 大原　千明 学展-147

OHARA Haruka 大原　春香 症展-019

OHAZAMA Atsushi OHAZAMA Atsushi AE-004

OHBAYASHI Naoto 大林　尚人 口演2-07

OHJIMI Hiroyuki 大慈弥裕之 学展-115

OHKI Kosuke 大木　宏介 症展-038

OHKUBO Kazumi 大久保和美 学展-001 ,  症展-006

OHKUMA Kazuo OHKUMA Kazuo AE-035

OHMORI Hiroko OHMORI Hiroko AE-041

OHNO Jun 大野　　純 学展-066

OHNUKI Yoshiki 大貫　芳樹 学展-034

OHORI Fumitoshi 大堀　文俊 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

OHSHIMA Takafumi 大島　隆史 学展-161

OIKAWA Takashi 及川　　崇 学展-012 ,  学展-113 ,  

学展-171

OISHI Akihito 大石　章仁 学展-038

OISHI Shuji 大石　修史 口演1-04 ,  学展-068

OJIMA Kenji 尾島　賢治 症展-023

OKA Ayaka 岡　　綾香 学展-023 ,  症展-019
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OKA Naoki 岡　　直毅 口演2-03 ,  症展-018

OKA Shiori 岡　志央理 症展-030

OKA Shunya OKA Shunya AE-035

OKADA Hideyuki 岡田　英之 学展-167

OKADA Miho 岡田　美穂 学展-173 ,  学展-174

OKADA Naruo 岡田　成生 学展-048

OKADA Wataru 岡田　　渉 学展-025

OKADA Yoshiko 岡田　佳子 学展-119

OKAFUJI Norimasa 岡藤　範正 学展-102 ,  症展-047

OKAMOTO Atsuyoshi 岡本　篤剛 症報-010

OKAMOTO Hiroaki 岡本　博明 口演2-11

OKASHITA Shintaro 岡下慎太郎 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

OKAWA Rena 大川　玲奈 症展-043

OKAYAMA Miki 岡山　三紀 症展-036

OKAYASU Mari 岡安　麻里 学展-001 ,  学展-182 ,  

症展-006

OKAZAWA Hitoshi OKAZAWA Hitoshi AE-009

OKIHARA Hidemasa 沖原　秀政 口演1-09 ,  症展-007

OKUMURA Satoshi 奥村　　敏 学展-034

OMORI Hiroko 大森　浩子 症展-032

OMURA Susumu 大村　　進 口演2-08

OMURE Haruhito 大牟禮治人 学展-038

ONIMARU Minako 鬼丸美菜子 学展-137

ONISHI Azusa 大西　　梓 学展-168

ONISHI Nao 大西　奈緒 学展-150

ONO Kentro 小野堅太郎 学展-069

ONO Sayumi 小野紗友美 学展-019 ,  学展-020

ONO Takahiro 小野　高裕 学展-037 ,  学展-135

ONO Takashi 小野　卓史 口演1-04 ,  口演1-09 ,  

口演2-02 ,  口演2-08 ,  

口演2-09 ,  学展-032 ,  

学展-040 ,  学展-068 ,  

学展-145 ,  学展-162 ,  

症展-005 ,  症展-007 ,  

症展-032 ,  症展-051 ,  

AE-009 ,  AE-041

ONUMA Takuya 大沼　卓也 学展-055 ,  学展-125

OONISHI Yuri 大西　有理 学展-182

OOTAKE Tomohisa 大竹　智久 口演1-10 ,  学展-095

OSADA Hiroyuki 長田　裕之 学展-070

OSAKO Yuki 大迫　佑季 学展-038

OSAWA Kazuaki 大澤　知朗 学展-024

OSHIMA Yasuyoshi 大嶋　康義 学展-006

OSHIMA Yoshihisa 大嶋　嘉久 学展-053

OSUMI Ryuta OSUMI Ryuta AE-024

OTSUBO Kunihiko 大坪　邦彦 症展-033

OTSUKA Arisa 大塚亜理沙 学展-126 ,  学展-144

OTSUKA Erika 大塚絵里佳 学展-147

OTSUKA Takero 大塚　剛郎 学展-033

OTSUKA Yuichiro 大塚雄一郎 学展-015 ,  学展-161 ,  

症展-009

OYADOMARI Seiichi 親泊　征一 学展-087 ,  学展-093 ,  

AE-008

OYAMA Rina 大山　莉奈 症展-028 ,  症展-035

OYAMA Youko 大山　蓉子 学展-016

OYANAGI Toshihito 大柳　俊仁 症展-025

OZAKI Hiroya 尾崎　博弥 学展-062

OZAWA Erika 小澤絵理香 学展-113 ,  学展-171

OZAWA-SHIMAZAKI Erika 小澤英里佳 症展-051
 

（P）

PARK Hwan-Hyung PARK Hwan-Hyung AE-019

PARK Ji-Hoon PARK Ji-Hoon AE-029

PECHAYCO Roan ペチャイコ ロアン 口演2-06

PHYO Thiha PHYO Thiha 症展-056

PHYO THURA Aung ピョースラ アン 口演1-09

PONCE Betzy PONCE Betzy CE-003

PRAMUSITA Adya PRAMUSITA Adya AE-021 ,  AE-022
 

（Q）

QI Jiawei セイ カイ 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023
 

（R）

RAKOTONIAINA Antsa F. RAKOTONIAINA Antsa F. AE-040

RANDRIANARIMANARIVO Henri M. RANDRIANARIMANARIVO Henri M. AE-040

RATSIRARISOA Tahina RATSIRARISOA Tahina AE-040

RENSHA Hiroki 蓮舎　寛樹 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

RIKITAKE Kodai 力武　航大 学展-177

RIKITAKE Koudai 力武　航大 口演1-02

RYU Tatsuo 竜　　立雄 症展-048
 

（S）

SAGAWA Yuki 佐川　夕季 学展-189

SAGO Misa 左合　美紗 学展-010 ,  学展-013 ,  

学展-046 ,  学展-069 ,  

学展-183 ,  学展-186
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SAHA Mithun サハ ミスン 学展-097

SAITO Eri 齋藤　絵里 症展-032

SAITO Hisae 齊藤　久絵 学展-100

SAITO Isao 齋藤　　功 学展-006 ,  学展-024 ,  

学展-037 ,  学展-063 ,  

学展-078 ,  学展-135 ,  

学展-182 ,  AE-004 ,  

AE-014

SAKAI Nobuyuki 坂井　信之 学展-055 ,  学展-125

SAKAI Satomi 酒井　聡美 学展-102

SAKAI Yukako 酒井佑佳子 症展-058

SAKAI Yuma 酒井　優真 学展-109

SAKAMAKI Takuma 坂巻　拓馬 症展-034 ,  AE-017

SAKAMOTO Makoto SAKAMOTO Makoto AE-042

SAKAMOTO Mayuri 坂本麻由里 学展-075

SAKAMOTO Teruo 坂本　輝雄 学展-182 ,  症展-028 ,  

症展-035 ,  症展-042

SAKATA Shuzo 坂田　修三 学展-065 ,  学展-088

SAKAUE Kei 坂上　　馨 学展-037，学展-135

SAKO Noritaka 硲　　哲崇 学展-055 ,  学展-125

SAKOGUCHI Yoko 迫口　陽子 学展-038

SAKUMA Yuya SAKUMA Yuya AE-040

SAKURAI Makoto 櫻井　誠人 症展-033

SAKURAI Mioko 櫻井三央子 学展-079 ,  学展-080

SANDELL Lisa L SANDELL Lisa L AE-002

SANJO Keisuke 三條　恵介 学展-104

SASAGURI Kenichi 笹栗　健一 学展-048

SASAKI Akira 佐々木　朗 症展-018

SASAKI Au 佐々木　会 学展-014 ,  学展-015 ,  

学展-045 ,  学展-182 ,  

症展-009

SASAKI Junichi 佐々木淳一 学展-096

SASAKI Kiyo 佐々木紀代 学展-075

SASAKI Mie 佐々木美枝 学展-016

SASATANI Tetsuro 笹谷　哲郎 学展-165 ,  学展-166

SATA Eri 佐田　英理 学展-056

SATAKE Keisuke 佐竹　奎亮 学展-095

SATO Ayaka 佐藤　絢香 学展-187 ,  学展-190

SATO Daisuke 佐藤　大介 学展-004

SATO Harumi SATO Harumi AE-035

SATO Hidehiko 佐藤　英彦 学展-195

SATO Kunihiko 佐藤　國彦 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131

SATO Ryosuke 佐藤　亮介 症展-010

SATO Takuma 佐藤　琢麻 学展-064 ,  学展-089 ,  

学展-114

SATO Yoshiaki 佐藤　嘉晃 学展-051 ,  学展-103 ,  

学展-148 ,  学展-163 ,  

学展-203

SATOKAWA Chiho 佐戸川千帆 学展-060

SATOU Chikatoshi 佐藤　允俊 学展-062

SATOU Kazurou 佐藤　和朗 症展-059

SAWADA Daisuke 澤田　大介 学展-150

SAWADA Masaki 沢田　正樹 学展-087 ,  症展-027

SEIRYU Masahiro 清流　正弘 学展-075 ,  症展-025

SEKI Yusuke 関　　雄介 学展-011

SEKIYA Toshiko 関谷　利子 学展-012 ,  学展-025 ,  

学展-113 ,  学展-171

SEO Bo-Yeon SEO Bo-Yeon AE-036

SETA Yuji 瀬田　祐司 学展-202

SETO Yoshiko 瀬戸　淑子 学展-181

SHEN Weiren 沈　　威任 口演1-01 ,  学展-071 ,  

AE-021 ,  AE-022 ,  

AE-023

SHIBAHARA Takahiko 柴原　孝彦 学展-021 ,  学展-122 ,  

学展-169 ,  学展-170

SHIBATA Akiharu 柴田　暁晴 症展-031

SHIBATA Kana 柴田　佳那 口演1-04

SHIBATA Yo 柴田　　陽 口演2-11

SHIBAZAKI Tatsunori 芝崎　龍典 学展-127 ,  学展-128 ,  

症展-055

SHIGA Momotoshi 志賀　百年 口演1-07 ,  学展-010 ,  

学展-013 ,  学展-046 ,  

学展-049 ,  学展-183 ,  

学展-186

SHIH Wei-Hung SHIH Wei-Hung CE-006

SHIMA Yoshio 島　　芳夫 学展-145

SHIMADA Eriya 島田栄理遣 学展-039

SHIMADA Jinichiro 嶋田甚一郎 学展-196

SHIMAZAKI Aya 島﨑　　絢 学展-137 ,  AE-040

SHIMAZAKI Kazuo 島崎　一夫 口演2-08 ,  症展-007

SHIMAZAKI Tateshi 島崎　盾詩 学展-033

SHIMIZU Mami 清水　真美 学展-079 ,  学展-080

SHIMIZU Noriyoshi 清水　典佳 学展-114 ,  学展-158

SHIMIZU Shintaro 清水伸太郎 症展-036

SHIMIZU Yasuhiro 清水　康広 口演1-04 ,  口演2-09

SHIMODA Naoko 下田　直子 症展-021

SHIMODA Tetsuya 下田　哲也 症展-012 ,  症展-021

SHIMOJIMA Ryuji 下島　隆志 症展-026
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SHIMOJIMA Takahiro 下島　孝裕 学展-198

SHIMOKAWA Natsuko 下川奈津子 学展-107

SHIMOMOTO Masayoshi 下元　正義 学展-105

SHIMOMURA Tadahiro 下村　忠弘 学展-074

SHINAGAWA Rei 品川　　令 学展-178

SHINODA Masamichi 篠田　雅路 学展-043 ,  学展-044

SHINTAKU Yuko 新宅　優子 症展-003

SHIOGAMA Motoya 塩竈　素哉 口演2-11

SHIOTANI Saeko 塩谷沙慧子 学展-058

SHIRAISHI Yuuki 白石　優季 症展-001

SHIRAKAWA Tomohiko 白川　智彦 口演1-07 ,  学展-084

SHOJI Ayumi 庄司あゆみ 学展-188 ,  学展-189

SOEDA Etsuko 添田　悦子 学展-195

SOGAWA Norio 十川　紀夫 学展-051

SON Woosung SON Woosung AE-027

SONE Yumiko 曽根由美子 学展-031

SOYA Takemi 曽矢　猛美 学展-114

SRINIVASAN Girish SRINIVASAN Girish AE-029

SUDA Miki 隅田　実希 学展-003

SUDA Naoto 須田　直人 学展-014 ,  学展-015 ,  

学展-045 ,  学展-161 ,  

学展-176 ,  学展-178 ,  

学展-182 ,  症展-009

SUDO Tomomi 須藤　智省 学展-058 ,  症展-053

SUEISHI Kenji 末石　研二 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-021 ,  学展-169 ,  

学展-170 ,  学展-193 ,  

症展-042

SUGA Mayu 菅　　真有 口演2-01

SUGAI Motoyuki 菅井　基行 学展-059

SUGAWARA Yasuyo 菅原　康代 口演1-05

SUGAWARA Yuki 菅原　由紀 学展-203

SUGAYA Kaori 菅谷　歌織 学展-126 ,  学展-144

SUGIMORI Tadasu 杉森　　匡 学展-094

SUGIMOTO Honami 杉本　穂波 症展-008

SUMI Keisuke 鷲見　圭輔 口演1-02

SUNTORNCHATCHAWEACH Supakorn SUNTORNCHATCHAWEACH Supakorn AE-038

SUSAMI Takafumi 須佐美隆史 学展-001 ,  学展-182 ,  

症展-006

SUYAMA Taiki 陶山　大輝 学展-124 ,  症展-016

SUZUKI Masaharu 鈴木　大喜 学展-178

SUZUKI Megumi 鈴木　恵美 学展-175

SUZUKI Shouichi 鈴木　聖一 口演2-07

SUZUKI Yasuhiro 鈴木　康弘 学展-162

SUZUKI Yosuke 鈴木　陽典 症展-010

SUZUKI Yuji 鈴木　雄士 学展-167

SUZUKI Yusuke 鈴木　裕介 学展-052
 

（T）

TABATA Kaori 田畑　香織 口演1-08

TABUCHI Masako 田渕　雅子 学展-070 ,  症展-057

TACHI Mamami 舘　　愛美 症展-014

TACHIKI Chie 立木　千恵 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-021 ,  学展-114 ,  

学展-122 ,  学展-169 ,  

学展-170 ,  学展-193

TAGAWA Kazuhiko TAGAWA Kazuhiko AE-009

TAGUCHI Motoyasu 田口　元康 症展-024

TAIRA Ayako 平良　綾子 学展-048

TAKAGI Ritsuo 高木　律男 学展-024

TAKAGI Satoshi 高木　誠司 学展-115

TAKAHASHI Fumiko 高橋　史子 学展-133

TAKAHASHI Ichiro 高橋　一郎 口演1-03 ,  学展-028 ,  

学展-098 ,  学展-172 ,  

症展-020 ,  症展-044 ,  

AE-016 ,  AE-038

TAKAHASHI Kojiro 高橋功次郎 学展-006 ,  学展-024

TAKAHASHI Kotaro 高橋広太郎 学展-038

TAKAHASHI Masahiro 高橋　正皓 学展-011 ,  学展-137 ,  

学展-179

TAKAHASHI Mifumi 高橋　美文 症展-057

TAKAHASHI Risako 高橋里沙子 学展-053

TAKAHASHI Takumi 高橋　　巧 症展-034

TAKAHASHI Tetsu 高橋　　哲 口演2-06

TAKAKI Takashi 高木多加志 学展-019 ,  学展-020 ,  

学展-021 ,  学展-122 ,  

学展-169 ,  学展-170 ,  

学展-193

TAKAKUDA Kazuo 高久田和夫 口演2-10 ,  学展-151 ,  

学展-152 ,  学展-153 ,  

学展-154

TAKANO Akiko 高野安紀子 学展-198

TAKANO Mami 高野　真実 学展-168

TAKANO-YAMAMOTO Teruko 山本　照子 学展-075

TAKARA Yurie 高良有理江 学展-061

TAKATA Shunsuke 高田　俊輔 学展-115 ,  学展-191

TAKEGUCHI Atsushi 竹口　敦士 学展-064

TAKESHITA Nobuo 竹下　信郎 学展-075

TAKEUCHI Aya 竹内　　綾 学展-016

TAKEUCHI Hisako 竹内　寿子 学展-149
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TAKEUCHI Masaki 竹内　雅規 学展-006

TAKEUCHI Tomoka 竹内　智夏 学展-054

TAMAOKI Sachio 玉置　幸雄 口演2-05 ,  学展-066 ,  

学展-107 ,  学展-115 ,  

学展-124 ,  学展-191 ,  

学展-199

TAMAYA Naohiko 玉谷　直彦 学展-141

TAMURA Fumiyo 田村　文誉 学展-035

TAMURA Takahiko 田村　隆彦 学展-158

TAMURA Yoko 田村　瑛子 学展-158

TANAKA Eiji 田中　栄二 学展-086 ,  学展-087 ,  

学展-093 ,  学展-101 ,  

学展-132 ,  学展-133 ,  

症展-027 ,  症展-034 ,  

AE-008 ,  AE-017

TANAKA Hiroko 田中　弘子 学展-053

TANAKA Ken 田中　　健 学展-092

TANAKA Norio 田中　憲男 学展-160

TANAKA Satoru 田中　　聡 学展-159 ,  学展-160

TANAKA Susumu 田中　　晋 症展-019

TANAKA Tadasu 田中　　匡 症報-013

TANAKA Takashi 田中　崇嗣 学展-162 ,  症展-051

TANAKA Tomoyo TANAKA Tomoyo AE-024

TANAKA Tomoyo 田中　智代 学展-008

TANIKAWA Chihiro 谷川　千尋 学展-108

TANIMOTO Kotaro 谷本幸太郎 口演1-02 ,  学展-059 ,  

学展-065 ,  学展-085 ,  

学展-088 ,  学展-168 ,  

学展-173 ,  学展-174 ,  

学展-177

TANIYAMA Yoshiaki 谷山　義明 口演1-04

TATSUMI Kouko 辰巳　晃子 学展-074

TERADA Kazuto TERADA Kazuto AE-035 ,  AE-042

TERAO Fumie 寺尾　文恵 学展-028 ,  症展-020

THANT Lay THANT Lay AE-014

TIAN Tian 田　　　甜 口演1-03 ,  学展-098

TOGANE Yuri 東金　由莉 学展-014 ,  学展-015

TOGARI Akifumi 戸苅　彰史 学展-089

TOJIMA Tsubasa 戸嶋　　翼 症展-028 ,  症展-035

TOKUI Fumi 徳井　　文 学展-173 ,  学展-174

TOME Wakako 留　和香子 学展-106

TOME Wakako 留　和香子 学展-016 ,  学展-055 ,  

学展-125

TOMINAGA Junya TOMINAGA Junya AE-020

TOMINAGA Junya 富永　淳也 学展-139 ,  学展-156

TOMINAGA Kazuhiro 冨永　和宏 学展-013

TOMONARI Hiroshi 友成　　博 学展-012 ,  学展-025 ,  

学展-034 ,  学展-058 ,  

学展-073 ,  学展-076 ,  

学展-092 ,  学展-113 ,  

学展-146 ,  学展-171 ,  

症展-053

TOMOYOSE Hikaru 友寄ひかる 学展-008

TOMURA Takuma 戸村　拓真 口演1-10 ,  学展-095

TONOGI Morio 外木　守雄 学展-158

TORII Yasuyoshi 鳥井　康義 症展-008

TOYOSAWA Satoru 豊澤　　悟 学展-023

TRAINOR Paul TRAINOR Paul AE-002

TRAKANANT Supaluk TRAKANANT Supaluk AE-004

TSAI Chi-Yang TSAI Chi-Yang AE-012

TSUBOI Eri 壷井　英里 学展-168

TSUCHIDA Dai 土田　　大 学展-099

TSUCHIMOCHI Akane 土持　　茜 学展-043 ,  学展-044

TSUCHIMOCHI Takashi 土持　　宇 学展-147 ,  学展-182

TSUCHIYA Takako 土屋　隆子 学展-045 ,  学展-176

TSUDA Kenji 津田　賢治 学展-008

TSUJI Michiko 辻　美千子 口演2-07 ,  学展-114 ,  

学展-188 ,  学展-189 ,  

症展-040

TSUJIMOTO Makoto 辻本　　真 学展-102

TSUJIMOTO Takayuki 辻本　貴行 症展-001 ,  症展-041 ,  

症展-043 ,  症展-045

TSUKA Yuji 柄　　優至 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-177

TSUKADA Michiko 塚田美智子 学展-082

TSUKANO Shoko 塚野　尚子 学展-194

TSUKIBOSHI Yosuke 月星　陽介 学展-108

TSUKIYAMA Shotaro 築山正太郎 症展-021

TSUMURA Toshinobu 津村　智信 学展-138

TSUNODA Mariko 角田麻里子 学展-056

TSURUKI Saburou 鶴木　三郎 学展-160

TSURUSHIMA Hiroki 鶴島　弘基 学展-013

TSUTSUMI Tsuyoshi 堤　　　剛 学展-162

TUMURKHUU Tsasan トムルホー ツァサン 学展-057 ,  AE-015
 

（U）

UCHIDA Yasuki 内田　靖紀 学展-142 ,  学展-143

UCHIDA Yoshiaki 内田　喜昭 症展-038

UCHIDA Yuko 内田　裕子 学展-147 ,  学展-155

UCHINO Natsuko 内野　夏子 学展-001 ,  症展-006
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UCHIYAMA Kumi 内山　紅美 学展-122

UCHIZAWA Tomoya 内澤　朋哉 学展-136

UEDA Hirotaka 植田　紘貴 症展-018

UEDA Takunori 上田　拓範 学展-017

UEDA Yuika 上田悠依華 学展-027

UEHARA Megumi 上原めぐみ 学展-009

UEKI Shin 植木　　信 学展-123

UEMURA Kotaro 上村光太郎 学展-203

UESATO Tadashige 上里　忠成 学展-014 ,  学展-015

UEZONO Masayoshi 上園　将慶 口演2-10 ,  学展-151 ,  

学展-152 ,  学展-153 ,  

学展-154

UGA Masaru 宇賀　　大 学展-159 ,  学展-160

UGA Rin 宇賀　　凜 学展-001 ,  症展-006

UMEKI Daisuke 梅木　大輔 学展-034

UMEKI Shinichi 梅木　伸一 学展-149

UNNAI（ YASUDA ） Yuko 雲内（ 保田 ）裕子 学展-057

UO Motohiro 宇尾　基弘 学展-145

UOSHIMA Katsumi 魚島　勝美 学展-063 ,  AE-014

USAMI Yu 宇佐美　悠 学展-023

USUI Chihiro 臼井ちひろ 学展-039

USUI Takashi 薄井　　崇 学展-033

USUI Toshiaki 臼井　暁昭 学展-053

USUMI-FUJITA Risa 臼見　莉沙 口演1-04 ,  学展-040 ,  

学展-068 ,  学展-162 ,  

症展-007

UWATOKO Kiwako 上床喜和子 症展-006

UZUKA Satoshi 宇塚　　聡 学展-147 ,  学展-155
 

（W）

WADA Satoshi 和田　悟史 学展-073 ,  学展-092

WADA Sayaka 和田沙也加 学展-175

WAKAE Hanae 若江　皇絵 学展-111

WAKASUGI Hiroshi 若杉　　寛 学展-192

WANAKA Akio 和中　明生 学展-074

WANG Qi ワン チー 学展-097 ,  AE-002

WANG Ziyi 王　　紫儀 口演1-05 ,  AE-018 ,  

AE-024

WATANABE Hiroto 渡辺　博人 学展-101

WATANABE Hitoshi 渡辺　仁資 症展-023

WATANABE Kazuya 渡辺　和也 症展-026

WATANABE Keiichiro 渡邉佳一郎 学展-132 ,  AE-031

WATANABE Sayaka 渡邉　清香 学展-116 ,  学展-117 ,  

学展-118

WATANABE Tsukasa 渡邊　　司 学展-186

WATARI Ippei 渡　　一平 学展-040

WU Fang-Chun WU Fang-Chun AE-012

WU Wei-Te WU Wei-Te CE-005

WU Yanran ウー ヤンラン 学展-097 ,  AE-002

WU Zhou WU Zhou AE-016
 

（Y）

YAGISAWA Yuka 八木澤由佳 学展-034

YAHAGI Aya 矢作　　彩 学展-053

YAHATA Koudai 八幡　拡大 症展-052

YAKLAI Sanicha ヤクライ サニーシャ 口演2-06

YAMADA Ayaka 山田　純華 学展-105

YAMADA Kana 山田　佳奈 口演1-11

YAMADA Kazuhiro 山田　一尋 学展-018 ,  学展-036 ,  

学展-041 ,  学展-042 ,  

学展-102 ,  学展-138 ,  

学展-164 ,  症展-047

YAMADA Masakazu 山田　雅一 学展-116 ,  学展-117 ,  

学展-118

YAMADA Sakura 山田　　桜 学展-173 ,  学展-174 ,  

学展-177

YAMADA Tohru 山田　　亨 症報-009

YAMAGATA Shuichi 山方　秀一 学展-103 ,  学展-163

YAMAGUCHI Hiro-o 山口　博雄 学展-163

YAMAGUCHI Juri 山口　樹里 症展-028 ,  症展-035

YAMAGUCHI Kazunori 山口　和憲 学展-005

YAMAGUCHI Koji 山口　浩司 学展-014 ,  学展-015

YAMAGUCHI Shuji 山口　修二 学展-140

YAMAGUCHI Tetsutaro 山口徹太郎 学展-011 ,  学展-033 ,  

学展-179

YAMAGUCHI Yu 山口　　祐 口演1-06 ,  学展-022

YAMAGUCHI Yuki 山口　祐希 学展-076 ,  学展-092 ,  

学展-113 ,  学展-146 ,  

学展-171

YAMAJI Kojiro 山地晃二郎 学展-186

YAMAMOTO Akihito 山本　朗仁 学展-086

YAMAMOTO Katsunori 山本　勝徳 症展-002

YAMAMOTO Masae 山本　雅絵 学展-193

YAMAMOTO Sayuri 山本沙優里 学展-023 ,  症展-001 ,  

症展-039

YAMAMOTO Taeko 山本多栄子 学展-085

YAMAMOTO Takaaki 山本　隆昭 学展-163 ,  学展-203

YAMANAKA Miho 山中　美穂 症展-003

YAMANOBE Shinya 山野辺晋也 症展-058

YAMAOKA Satoshi 山岡　　智 学展-139 ,  学展-156
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YAMASAKI Ryuichi 山崎　隆一 症展-004

YAMASAKI Shiho 山崎　志穂 学展-055 ,  学展-125

YAMASHIRO Takashi 山城　　隆 口演1-06 ,  口演2-04 ,  

学展-022 ,  学展-023 ,  

学展-096 ,  学展-097 ,  

学展-108 ,  症展-001 ,  

症展-018 ,  症展-019 ,  

症展-037 ,  症展-039 ,  

症展-041 ,  症展-043 ,  

症展-045 ,  AE-002

YAMASHITA Akiko 山下亜希子 症展-052

YAMASHITA Kimiko 山下　公子 学展-050

YAMAUCHI Yoshinori 山内　由宣 学展-157

YAMAUCHI Yuka 山内　優佳 学展-168

YAMAZAKI Asako 山崎亜沙子 学展-185

YAMAZAKI Nanae 山崎　七愛 学展-051

YANG Kai-Jen YANG Kai-Jen CE-012

YANG Shinsheng 楊　　新晟 口演2-02 ,  学展-032

YANG Shin-Sheng YANG Shin-Sheng AE-009

YANG Wu 楊　　　午 症展-005

YANOSHITA Makoto 矢野下　真 学展-168

YASHIMA Yuka 八島　由佳 学展-085

YASUDA Go 安田　　豪 口演1-11

YASUDA Yuko YASUDA Yuko AE-015

YASUE Akihiro 泰江　章博 学展-087 ,  学展-093 ,  

AE-008

YASUI Kenichirou 安井憲一郎 学展-119 ,  学展-197

YASUNAGA Atsushi 安永　　敦 学展-129 ,  学展-130 ,  

学展-131 ,  学展-195

YASUNAGA Kayoko 安永佳代子 学展-060

YASUNAGA Madoka 安永まどか 学展-066

YO Shoyoku 楊　　承諭 学展-089 ,  学展-185 ,  

症展-008

YODA Tetsuya 依田　哲也 症展-007 ,  症展-017

YOKOUCHI Riho 横内　里帆 学展-188

YOKOYAMA Mika 横山　美佳 症展-043

YONEDA Maki 米田　真希 学展-083

YONEMITSU Ikuo 米満　郁男 口演2-08 ,  学展-040 ,  

学展-162 ,  症展-007

YOON Hyungsik ユン ヒョン シック 症展-049

YOON Hyungsik 尹　　炯植 口演2-02 ,  学展-032

YOON Ju-il YOON Ju-il AE-019

YOSHIDA Hiroshi 吉田　　寛 学展-179 ,  AE-040

YOSHIDA Kenichi 吉田　謙一 学展-068

YOSHIDA Noriaki 吉田　教明 口演1-11 ,  学展-027 ,  

学展-139 ,  学展-156 ,  

AE-020

YOSHIDA Yasuhiro 吉田　靖弘 学展-103

YOSHIDA Yoko 吉田　陽子 学展-180

YOSHIDOME Yuu 吉留　　優 学展-054

YOSHII Tomoko 吉居　朋子 症報-005

YOSHIKAWA Hiroshi 吉川　浩史 学展-108

YOSHIKAWA Masayoshi 吉川　正芳 学展-198

YOSHIMI Keiko 吉見　圭子 学展-027

YOSHIMI Tomoko 吉見　知子 口演1-11 ,  学展-027

YOSHIMI Yuki 吉見　友希 口演1-02 ,  学展-065 ,  

学展-088 ,  学展-173 ,  

学展-174 ,  学展-177

YOSHINO Fumito 吉野　史人 症展-028 ,  症展-035

YOSHIOKA Motoko 吉岡　基子 症展-055 ,  症報-003

YOSHIZAKI Keigo 吉崎　恵悟 口演1-03 ,  学展-028 ,  

学展-098

YOSHIZAWA Mai 吉澤　　舞 学展-113 ,  学展-171

YOSHIZAWA Mitsuhiro 吉澤　光弘 学展-075

YOSHIZAWA Saori 吉沢　早織 学展-163

YOSHIZUMI Jun 吉住　　淳 学展-126 ,  学展-144

YOTSUMOTO Mika 四元　みか 学展-054

YU Jian-Hong YU Jian-Hong AE-001 ,  AE-028 ,  

CE-002 ,  CE-003 ,  

CE-004 ,  CE-005 ,  

CE-006 ,  CE-007 ,  

CE-008 ,  CE-009 ,  

CE-010 ,  CE-011 ,  

CE-012

YU Youngsung YU Youngsung AE-029

YUGAWA Misato 湯川　未郷 学展-045

YUTA Tomomi 湯田　智美 口演1-03 ,  学展-098 ,  

症展-044

YUUDA Kyouko 祐田　京子 学展-111

YUZURIHA Syunsuke 杠　　俊介 学展-036
 

（Z）

ZAITSU Takashi 財津　　崇 学展-201

ZEREDO Jorge L. L. ZEREDO Jorge L. L. AE-032 ,  AE-033 ,  

AE-034

ZUNIGA Ezra ZUNIGA Ezra 学展-136





広告企業一覧

朝日レントゲン工業株式会社

株式会社 ASO

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

医歯薬出版株式会社

株式会社オーティカ・インターナショナル

有限会社オーラルアカデミー

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

株式会社松風

株式会社 JM Ortho

スリーエムジャパン株式会社

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

デンツプライシロナ株式会社

株式会社トミーインターナショナル

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

安永コンピュータシステム株式会社

株式会社ヨシダ

（五十音順）

出展企業一覧

朝日レントゲン工業株式会社

株式会社 ASO

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

アリッド株式会社

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

有限会社ウィルデント

株式会社エイトサプライ

M&M imports

大井書店

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

有限会社オーラルアカデミー

株式会社オーラルケア

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

株式会社 CATS システム

クインテッセンス出版株式会社

株式会社クラーク

コアフロント株式会社

株式会社コムネット

サンデンタル株式会社

株式会社シエン社

株式会社松風

株式会社ジーシー

株式会社 JM Ortho

株式会社ジェニシス

ストローマン・ジャパン株式会社

株式会社スマートプラクティスジャパン

スリーエムジャパン株式会社

株式会社 3D!

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

デンケン・ハイデンタル株式会社

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

デンツプライシロナ株式会社

株式会社東京ミライズ

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

株式会社バイオデント

パナソニック株式会社

有限会社バルビゾン

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 

Bebop Inc.

フォレスタデント・ジャパン株式会社

株式会社プロシード

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

株式会社メディアート

株式会社メディカルネット

株式会社メルシー

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

株式会社 RAY JAPAN

株式会社 YDM

（五十音順）
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矯 正 歯 科 医 療
～どこから来て、どこへ 行くのか？

Orthodontic treatment 
-where it comes from and where it is going-

第78回
日本矯正歯科学会

学術大会 in長崎
The 78th Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

長崎ブリックホール、長崎新聞文化ホール、
長崎県歯科医師会館、長崎県総合福祉センター

会 場

2019.11.20㈬～22㈮

◆◆◆　プログラム・抄録集　◆◆◆

■連絡・問い合わせ先

第78回日本矯正歯科学会学術大会 運営事務局
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2－2－5 共同通信会館 4Ｆ
㈱インターグループ内
TEL：03-5549-6913　FAX：03-5549-3201
E-mail：jos-meeting@intergroup.co.jp
HP：http://square.umin.ac.jp/jos-am/
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