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　一般社団法人日本口腔診断学会の会員の皆様におかれましては，コロナ禍にあってもますますご清祥の
ことと拝察申し上げます。また，平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。
　はじめに，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆さま，および関係者の皆さまに心よ
りお見舞い申し上げます。
　このたび，第 33 回日本口腔診断学会学術大会は，第 30 回日本口腔内科学会学術大会と第 13 回日本口腔
検査学会学術大会と 3学会合同学術大会として，2020 年 9 月 18 日（金）・19 日（土）にわたり，片倉　朗
教授（東京歯科大学口腔病態外科学講座）により，一橋大学一橋講堂にて「BASED FOR DENTISTRY 
AND STOMATOLOGY―新たな時代に論理的な歯科医療を展開するために―」というテーマで開催し，3
学会の多くの会員を集めて盛会裏に行う予定でした。しかし，昨年 12 月頃より中国湖北省武漢市で発生し
た新型コロナウイルス（COVID-19）の感染禍は，大会開催時には収束の方向へ向かうのではと思っていた
ところ，未だに世界的にも対応に苦慮しているのが現状です。そのため，今年度の多くの学術大会は，
Web もしくは紙面での開催となっております。本学会も従来通りとはいかず，片倉　朗大会長が苦慮して
縮小制限でのWeb 大会開催となりました。このような新興感染症の発生は，今後も起こる危険性はありま
すので，「新たな生活様式」を意識した開催の仕方について，将来を見据え英知を絞り策定しておく必要が
あるかと思われます。
　また，今年度は，COVID-19 の影響で遅滞しております学会事業につきまして，以下の項目から速やかに
開始して参りますので，ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。
　1．日本歯科専門分科会への昇格
　2．日本口腔内科学会との協働歩調
　3．日本歯科専門医機構における日本口腔診断学会の立ち位置の明確化
　4．「口腔診断学」の教科書作成
　上記の 1～ 3につきましては，学問領域を狭めた他の専門分科会と比べて，口腔診断学の学問基盤は，広
く網羅的であり，その専門性を理解されにくいという特徴があります。歯科医学をジグソーパズルのごとく
一つのピースに当てはめるような考えでは，なかなか理解されません。そこで，そのような方に理解してい
ただくには，「教科書」を作成し，コンテンツから全体像をイメージしていただくことが大切だと考え，7
月開催の理事会で決定しました。現代の歯科医学に合致する「口腔診断学」のコンテンツを一元的に網羅す
ることが重要ととらえ，スタートさせたいと思います。会員の皆さまにはご協力をお願いいたします。
　一日も早く COVID-19 が終息し，この状況が解消され平穏な日々が戻りますこと，併せて，学会並びに
会員の益々のご発展を祈念申し上げます。

ご挨拶
一般社団法人日本口腔診断学会理事長　伊藤　孝訓

（日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 教授）
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　この度，第 30 回日本口腔内科学会総会・学術大会を，日本口腔診断学会ならびに日本口腔検査学会との
3学会合同学術大会として，2020 年 10 月 5 日（月）から 20 日（火）までの期間にWeb 開催させていただ
きます。当初は，9月 18 日（金）と 19 日（土）の 2日間に例年どおりに集合型で開催する予定で準備を進
めていただきましたが，このコロナ禍の中で会員の方々の安全性を第一に考え，Web 開催への変更を決定
いたしました。ましてや，本学会は「口腔内科学の発展を期すとともに，会員相互の親睦と国民医療の向
上に資すること」を目的としており，医療関係の学会の一つとして社会に範を示す必要があり，間違って
も学術大会の開催がクラスター形成に繋がることは絶対に避けないといけません。会員の方々にはご容赦
とご理解をいただければ幸いです。
　ご存知のようにWeb 開催は初めての開催方法です。日本口腔内科学会と日本口腔診断学会側の大会長の
片倉　朗教授，実行委員長の野村武史教授，準備委員長の笠原清弘准教授，ならびに日本口腔検査学会側
の松坂賢一教授，準備委員長の國分克寿講師におかれましては，先の見通しが全く立たないこのコロナ禍
の中で，準備には並々ならぬご苦労があったと思います。開催まで辿り着いていただき，心から感謝を申
し上げます。しかしながら，このような極めて開催が困難な情況の中にあっても，会員の方々に少しでも
有意義な学会になるように多大なご配慮いただいており，学術的には通常の開催に全く引けを取らない企
画と内容になっていると思います。学会会場や会員懇親会などで会員同士が対面で語り合うことはとても
重要なことではありますが，今のコロナ禍では断念をせざるを得ないと思います。会員の方々にはこの点
だけはご容赦とご理解をいただき，今回のWeb 開催が有意義なものになるようにご協力とご支援をお願い
したいと思います。そして，コロナ禍の後の新しい学術大会の開催方法に繋がればと願っています。
　今回の 3学会合同学術大会のテーマは「BASED FOR DENTISTRY AND STOMATOLOGY」です。3
つの学会はいずれも検査・診断と根拠に基づいた歯科医療を目指しており，だからこそ合同学術大会の目
的と意義があると考えています。この場を借りまして，日本口腔診断学会ならびに日本口腔検査学会の全
ての会員の方々に，合同学術大会を長期的かつ継続的に開催させていただいていることに，心から感謝を
申し上げます。新たな時代に論理的な歯科医療を展開すべく，実りのある合同学術大会になることを祈念
しています。甚だ略儀ではありますが，理事長のご挨拶とさせていただきます。

第 30回日本口腔内科学会総会・
学術大会の開催にあたって

一般社団法人日本口腔内科学会理事長　中村　誠司
（九州大学歯学研究院口腔顎顔面病態学講座

顎顔面腫瘍制御学分野 教授）
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　初秋の候，先生方におかれましては年明け以来続くコロナ禍において臨床・教育など様々な場面で大変
ご苦労されておられることと拝察いたします。この度，日本口腔検査学会理事長に就任いたしました福本
雅彦です。
　第 13 回日本口腔検査学会学術大会は，松坂賢一大会長の指導の下，第 33 回日本口腔診断学会，第 30 回
日本口腔内科学会との3学会合同学術大会という形で通常開催を準備予定しておりました。しかしながら，
現下のコロナウイルス感染拡大により開催が危ぶまれましたが，3学会大会長のご尽力によりweb 開催と
いう形式に変更して開催することができました。改めまして，3学会大会長のご苦労に敬意を表します。
　一方，日本口腔検査学会理事長の観点からは，SARS-COV-2 による感染症が猛威を振るう中，マスコミ
報道などで連日のように「検査」という言葉を耳にします。またこれに付随して「唾液」も注目されてい
ます。今，日本国民の耳目はこの 2つの言葉に集中しているといっても過言ではありません。「検査」と
「唾液」という 2つのキーワードから投げかけられる先はまさに「日本口腔検査学会」ではないでしょう
か。現下の感染症は社会に強烈な逆風となっています。しかし，表現にご批判はあるかと思いますが，本
学会はこの逆風を追い風に転換して，一般社会に口腔の検査の必要性・重要性を大きくアピールできる機
会であると考えております。本学会からの口腔に関連する種々の検査の発信は，社会に貢献できるもので
あると確信しております。その先に見えるものは，検査→診断→処置・指導・経過観察→検査（評価）と
いう一連の流れが歯科医療のスタンダードとなる姿であると思います。
　第 13 回学術大会においては検査領域に限らず様々な講演やシンポジウムなどの企画が盛り込まれてお
り，口腔領域の疾病を多角的に分析することが可能になっております。各学会の領域を超え，横断的に知
識を吸収できる，またとない機会であると考えます。3学会合同学術大会が歯科医療の更なる発展の発信源
となることを期待致します。
　結びになりますが，日本口腔検査学会は「検査のない歯科界」から「検査がルーティンの歯科界」への
移行を活動の原点としております。皆様のお力添えをいただけるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

理事長挨拶
日本口腔検査学会理事長　福本　雅彦

（日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座 教授）
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　今年は私共が第 30 回日本口腔内科学会と第 33 回日本口腔診断学会の開催を担当させていただくことになりました。
今回は大会長を片倉　朗，実行委員長を東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 （旧 オーラルメディシン・口腔外科学講
座）の野村武史教授が担当させていただき，合わせて東京歯科大学臨床検査病理学講座の松坂賢一教授が大会長を務め
る第 13 回日本口腔検査学会との 3学会合同の学術大会として開催いたします。
　テーマは「BASED FOR DENTISTRY AND STOMATOLOGY」。新たな専門医制度が整備される今こそ，「検査・
診断と根拠に基づいた歯科医療」という共通の認識を持つ 3つの学会で扱っている内容こそが，臨床歯科医学の根本と
して開業されている先生も含めたすべての歯科医師が修得しておくべき知識や態度であることを認識して欲しいという
意図をもって付けたテーマです。
　‘TOKYO 2020’ での開催に鋭意準備を進めてきましたが，7月に入って東京を中心に再び COVD-19 の感染拡大の兆
しがみられ，9月に入っても都市部では未だ第 2波はおさまりません。本学術大会も参加される皆様の安全を鑑みて当
初の日程を繰り延べて 2週間にわたるWeb 開催に変更いたしました。皆様の口演・ポスター発表はもちろん，特別講
演，教育講演，シンポジウムもお知らせしています企画をほぼ網羅してオンデマンドで配信致します。Web の画面は
わかりやすいレイアウトにし，特別講演・教育講演・シンポジウムは視聴しやすいように 40 分～ 60 分以内の構成にい
たしました。医局，自宅でいつもの学会とは違ってリラックスしながらすべての内容に御参加いただけます。東京歯科
大学の 3つの講座が一丸となり，ネットワークインターナショナル（運営），中屋意匠（デザイン・Web），一ツ橋印刷
（印刷・発送）とともに今迄にない形式での開催の準備を進めてまいりました。多くの方にWeb を通じて参加していた
だき，座り慣れた環境で新たな知識を吸収していただけることを期待しています。

第33回日本口腔診断学会・第30回日本口腔内科学会
第13回日本口腔検査学会　合同学術大会

大会長挨拶
日本口腔診断学会・日本口腔内科学会大会長　片 倉　 朗

（東京歯科大学口腔病態外科学講座 教授）

　13 回目を迎える日本口腔検査学会学術大会は第 33 回日本口腔診断学会学術大会と第 30 回日本口腔内科学会学術大
会との 3学会合同学術大会として，「BASED FOR DENTISTRY AND STOMATOLOGY 新たな時代に論理的な歯科
医療を展開するために」をテーマに，開催させていただきます。これまで，一橋講堂での対面での開催を準備してきま
したが，COVID-19の影響で余儀なくWeb開催となりました。綿密にWebもしくはeメール等での打ち合わせを行い，
口腔疾患の治療のために 3学会がタッグを組み，論理的な歯科医療を国民の口腔管理を担えるような大会になるように
準備しています。
　国民の歯科医療に対するニーズに応えるために，治療の術式の修得も重要なことではありますが，臨床検査，全身状
態の把握，そして診断の下に口腔疾患の治療がなされるというエビデンスに則った医療が必要不可欠であると考えま
す。本学術大会は 3学会個別のプログラムは設定せず，特別講演，教育講演，シンポジウム，一般口演発表，ポスター
発表に至るまで，基礎から臨床的な研究すべてを共有することも目的のひとつであると考えます。シンポジウムでは
「口腔扁平苔癬Up to date」や「歯科衛生士による口腔管理」，日本臨床口腔病理学会を含めた「4学会合同シンポジウ
ム」では，各学会の枠を超えて，活発なディスカッションがなされることと思います。
　本大会が，参加される皆さまにとって有意義な，そして今後の歯科医療に価値のある大会になることを期待します。

第33回日本口腔診断学会・第30回日本口腔内科学会
第13回日本口腔検査学会　合同学術大会

大会長挨拶
日本口腔検査学会大会長　松坂　賢一
（東京歯科大学臨床検査病理学講座 教授）
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日本口腔診断学会総会開催一覧
回 開催年 担当校 大会長（敬称略）

第 1 回 1988 年 神奈川歯科大学 赤松　英一
第 2 回 1989 年 東京歯科大学 川 島　 康
第 3 回 1990 年 明海大学歯学部 増 田　 屯 
第 4 回 1991 年 日本大学松戸歯学部 山野　博可
第 5 回 1992 年 東北大学歯学部 三條　大助
第 6 回 1993 年 岡山大学歯学部 西嶋　克巳
第 7 回 1994 年 東京医科歯科大学歯学部 黒﨑　紀正
第 8 回 1995 年 大阪歯科大学 黒田　洋生
第 9 回 1996 年 岩手医科大学歯学部 戸塚　盛雄
第 10 回 1997 年 日本大学松戸歯学部 笹原　廣重
第 11 回 1998 年 日本大学歯学部 後 藤　 實
第 12 回 1999 年 東京医科歯科大学歯学部 黒﨑　紀正
第 13 回 2000 年 明海大学歯学部 藤澤盛一郎
第 14 回 2001 年 東京歯科大学 山根　源之
第 15 回 2002 年 東北大学大学院歯学研究科 笹野　高嗣
第 16 回 2003 年 岡山大学大学院医歯学総合研究科 岸　 幹 二
第 17 回 2004 年 大阪歯科大学 北條　博一
第 18 回 2005 年 明海大学歯学部 藤澤盛一郎
第 19 回 2006 年 奥羽大学歯学部 高橋　和裕
第 20 回 2007 年 神奈川歯科大学 瑞穂　冬樹
第 21 回 2008 年 日本大学歯学部 今村　佳樹
第 22 回 2009 年 神奈川歯科大学 森　　　啓
第 23 回 2010 年 日本大学松戸歯学部 伊藤　孝訓
第 24 回 2011 年 防衛医科大学校 佐藤　泰則
第 25 回 2012 年 明海大学歯学部 町 野　 守
第 26 回 2013 年 自治医科大学歯科口腔外科学 草間　幹夫
第 27 回 2014 年 九州歯科大学歯科放射線学 森本　泰宏
第 28 回 2015 年 東京医科歯科大学歯科医療行動科学分野 俣木　志朗
第 29 回 2016 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 浅海　淳一
第 30 回 2017 年 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学 北川　善政
第 31 回 2018 年 鶴見大学歯学部口腔内科学講座 里村　一人
第 32 回 2019 年 自治医科大学歯科口腔外科学講座 神部　芳則
第 33 回 2020 年 東京歯科大学口腔病態外科学講座 片 倉　 朗
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日本口腔内科学会総会開催一覧
回 開催年 担当校 大会長（敬称略）

口
腔
粘
膜
疾
患
研
究
会

第 1 回 1991 年 昭和大学 南雲　正男
第 2 回 1992 年 朝日大学 森　 昌 彦
第 3 回 1993 年 東京医科歯科大学 榎本　昭二
第 4 回 1994 年 大阪大学 作田　正義

日
本
口
腔
粘
膜
学
会

第 5 回 1995 年 奈良県立医科大学 杉村　正仁
第 6 回 1996 年 久留米大学 亀山　忠光
第 7 回 1997 年 自治医科大学 赤坂　庸子
第 8 回 1998 年 岩手医科大学 関山　三郎
第 9 回 1999 年 神奈川歯科大学 新藤　潤一
第 10 回 2000 年 徳島大学 長 山　 勝
第 11 回 2001 年 広島大学 石川　武憲
第 12 回 2002 年 獨協医科大学 藤林　孝司
第 13 回 2003 年 愛知学院大学 亀山洋一郎
第 14 回 2004 年 東京歯科大学 山根　源之
第 15 回 2005 年 熊本大学 篠原　正徳
第 16 回 2006 年 日本歯科大学新潟歯学部 又 賀　 泉
第 17 回 2007 年 日本大学松戸歯学部 山本　浩嗣
第 18 回 2008 年 自治医科大学 草間　幹夫
第 19 回 2009 年 神奈川歯科大学 久保田英朗
第 20 回 2010 年 大阪歯科大学 森田　章介
第 21 回 2011 年 鹿児島大学 杉原　一正

日
本
口
腔
内
科
学
会

第 22 回 2012 年 東北大学 笹野　高嗣
第 23 回 2013 年 東京歯科大学市川総合病院 田中　陽一
第 24 回 2014 年 九州大学 中村　誠司
第 25 回 2015 年 大阪大学 由良　義明
第 26 回 2016 年 岡山大学 佐々木　朗
第 27 回 2017 年 北海道大学 北川　善政
第 28 回 2018 年 鶴見大学 里村　一人
第 29 回 2019 年 自治医科大学 神部　芳則
第 30 回 2020 年 東京歯科大学 片 倉　 朗



 15

日本口腔検査学会総会開催一覧
回 開催年 担当校 大会長（敬称略）

第 1 回 2008 年 東京歯科大学臨床検査学研究室 井 上　 孝

第 2 回 2009 年 広島大学病院口腔検査センター
広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野 栗原　英見

第 3 回 2010 年 北海道医療大学個体差医療科学センター 安彦　善裕
第 4 回 2011 年 順天堂大学浦安病院 石　 和 久
第 5 回 2012 年 日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座 福本　雅彦
第 6 回 2013 年 鶴見大学歯学部病理学講座 斎藤　一郎
第 7 回 2014 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病学分野 高柴　正悟
第 8 回 2015 年 神奈川歯科大学口腔科学講座歯周病学分野 三辺　正人
第 9 回 2016 年 奥羽大学歯学部口腔外科学講座 高 田　 訓
第 10 回 2017 年 日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座 岡田　康男
第 11 回 2018 年 東京歯科大学臨床検査病理学講座 井 上　 孝
第 12 回 2019 年 日本大学歯学部病理学講座 浅野　正岳
第 13 回 2020 年 東京歯科大学病理学講座 松坂　賢一
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ご案内（WEB開催）
1．会期
令和 2年 10 月 5 日（月） ～ 20 日（火）　　合同学術大会　（WEB開催）

2．会場
第 33 回日本口腔診断学会，第 30 回日本口腔内科学会，第 13 回日本口腔検査学会
合同学術大会　ホームページ内　　https://jsem-jsodom2020.com/
※「一橋講堂」での開催はございません。
※WEB学会参加には，参加登録完了後に発行されます IDとパスワードが必要です。

3．参加者の方へ
事前参加登録のみとさせていただきます。当日参加登録はございません。
（1）：受付期間　令和 2年 8月 3日（月）～ 9月 15 日（火）正午
（2）：登録方法　合同学術大会ホームページよりオンラインによる登録を受け付けます。
（3）：参 加 費　歯科医師・医師・企業　　　10,000 円
　　　　　　　 その他の職種　　　　　　　 5,000 円
　　　　　　　 ※看護師・歯科衛生士など医療関連分野に従事している方
　　　　　　　 大学院生　　　　　　　　　 5,000 円

※WEB学会，ご参加を希望には必ず事前の参加登録が必要です。
※ 参加費には，プログラム・抄録集，参加証（兼領収書）が含まれます。参加登録時に入力いただ
いた送付先に発送いたします。
※参加証（兼領収書）の再発行は出来ませんので大切に保管してください。

（4）ランチョンセミナー /共催セミナー
　　事前申し込みはございません。事前参加登録をいただいた皆様はどなたでも視聴いただけます。

4．演者の方へ
【発表方法】
（A）発表データ作成方法・提出方法につきましては，事前にホームページにてご案内した通りです。
（B） 発表データは，WEB開催期間（10 月 5 日（月）～ 20 日（火））中，大会ホームページ内の閲

覧用サイトにて配信いたします。
（C） 公開動画ならびに発表データは，事前参加登録者のみ閲覧可能です。会期中，事前参加登録者

は何度でもセッション動画・発表データを閲覧することができます。
（D）WEB会期中に口頭発表等はございません。
（E） 会期中，問い合わせフォームにて参加者からの質疑を受け付けます。発表者の先生方におかれ

ましては，参加者からの質疑に対して，回答をお願いします。
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【発表に関する利益相反の開示】
今回の学術大会では，発表するすべての筆頭演者において，COI（conflict of interest：利益相反）
の開示を必須とすることとします。発表者の先生方は利益相反に関するスライド（以下参照）を発
表スライドの 2枚目またはポスターの最後に必ず入れて下さい。

第13回日本口腔検査学会   合同学術大会（WEB開催）

第33回日本口腔診断学会　 第30回日本口腔内科学会

第13回日本口腔検査学会   合同学術大会（WEB開催）

第33回日本口腔診断学会　 第30回日本口腔内科学会
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5．司会（座長）の先生方へ
WEB開催期間中，リアルタイムでの進行はございません。

6．質疑・討論について
WEB開催期間中，リアルタイムでの討論セッションはございません。質疑用問い合わせフォーム
を設置しますので，参加者は積極的にご活用下さい。

7．一般演題大会長賞
一般演題（口演）・（ポスター），それぞれに「大会長賞」を授与します。5題を予定しております。
審査は選考委員会が行い，大会長がこれを承認します。受賞者には，事務局よりご連絡させていた
だきます。

8．認定に係る事項
3 学会の認定医・専門医取得要件につきましては従来の学会参加と同様です。

9．日本歯科医師会生涯研修の単位登録に関して
WEB学会参加（ログイン）後，日本歯科医師会生涯研修の単位登録フォームより，必須項目を入
力の上，登録下さい。
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2020 年度日本口腔診断学会 
認定医試験中止のお知らせ

一般社団法人日本口腔診断学会
理事長　伊　藤　孝　訓

認定委員会委員長　米　谷　裕　之

　2020年度の日本口腔診断学会合同学術大会が新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため，Web開催となりました。このため9月17日（木）に予定しており
ました認定医講習会および認定医試験を行うことが困難となりました。現状で
は新型コロナウイルス感染症の拡大が心配され，終息の見通しが立たない状況
です。試験会場での接触により受験者の感染リスクが危惧されます。このため
今年度の認定医講習会および認定医試験は中止とさせていただきます。
　2021年度の日本口腔診断学会学術大会時には認定医講習会および認定医試験
を行う予定です。
　
　2020年度の認定医や指導医の更新，指導医や研修機関の新規認定などは通常
通り行います。



プログラム
■教育講演・特別講演・Great Achievement Lecture・
　シンポジウム・共催セミナー   P23 ～ 26

■一般演題（口演）   P27 ～ 29

■一般演題（ポスター）   P30 ～ 35
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教育講演　

 座長：高橋　慎一（東京歯科大学市川総合病院皮膚科）

皮膚バリアとアレルギー疾患
 慶應義塾大学医学部皮膚科理化学研究所 生命医科学研究センター　天谷　雅行

特別講演　

 座長：片 倉　 朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）

『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』
 株式会社ユーグレナ　出 雲　 充

Great Achievement Lecture　

がんと共に生き，学問を楽しむ
　—粘膜疾患研究から言い残したいこと—

 藤林　孝司
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シンポジウム 1

4 学会合同シンポジウム「臨床推論の教育をどうするか」

基調講演：臨床推論の教育基盤となる研究の移り変わり
 日本大学特任教授（松戸歯学部）　伊藤　孝訓　　

1．二重プロセス理論を中心とした臨床推論の教育について
 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座　多田　充裕　　

2．われわれが行っている臨床推論の教育
	 　—口腔内科を担当して 15 年の経験から—

 北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室　北川　善政　　

3．病態の理解は検査と臨床推論から
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻歯周病態学分野　高柴　正悟　　

4．病理学の教育方法の紹介
 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野　田沼　順一　　

シンポジウム 2

「OLP up to date」
 座長：高橋　慎一（東京歯科大学市川総合病院皮膚科）

基調講演：扁平苔癬とC型肝炎ウイルス〜病態と治療戦略
 順天堂大学医学部公衆衛生学講座　長尾由実子　　

1．口腔扁平苔癬の病態形成に関わるヘルパーT細胞とその活性化機構
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野　森山　雅文，他

2．口腔扁平苔癬における病理組織学的変化
	 　—主に角化層の形成と基底層の傷害について—

 松本歯科大学口腔病理学講座　嶋田　勝光，他

3．口腔扁平苔癬の病勢評価と治療戦略
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　三邉　正樹　　
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シンポジウム 3

「Life Science Seminar」
 座長：里村　一人（鶴見大学歯学部口腔内科講座）

1．歯数制御による歯の再生治療薬の開発
 京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野　高 橋　 克　　

2．血液検体を用いたリキッドバイオプシーの有用性
 国立がん研究センター中央病院消化管内科　庄司　広和　　

3．5-アミノレブリン酸	（5-ALA）を用いた光線力学的診断
 鶴見大学歯学部口腔内科学講座　舘原　誠晃，他

シンポジウム 4

「歯科衛生士シンポジウム」
 座長：福本　雅彦（日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学分野）

1．歯科衛生士による術者磨きから判ること
 フリーランス・歯科衛生士　遊佐　典子　　

2．歯科衛生士における口腔健康管理
	 　〜臨床の現場では〜

 熊谷歯科医院　塩浦　有紀　　

3．病院歯科における口腔健康管理の実際
	 　—東京歯科大学口腔がんセンターの視点から—

 東京歯科大学口腔がんセンター　小島　沙織，他
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共催セミナー 1（共催　イーエヌ大塚製薬株式会社）

「がん終末期患者の口腔管理」
 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　岩渕　博史

共催セミナー 2（共催　富士フィルム富山化学株式会社）

「今だからこそ，口腔カンジダ症を再考する」
 東京歯科大学　オーラルメディシン・病院歯科学講座　酒井　克彦
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一般演題（口演）

口腔粘膜疾患
O-01	 口腔粘膜と皮膚に生じたDPP-4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡の 2例
 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　　桒原　正浩，他
O-02	 大根おろしによる口腔アレルギー症候群の 1例
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野　　上杉　篤史，他
O-03	 Candida	albicans 感染におけるCEACAM1によるCandida 細胞壁構成成分の認識
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学　　佐久間美雪，他
O-04	 Direct-Acting	Antiviral による C型肝炎治療に関連したOLPの 2例
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　　鶴 見　 惇，他
O-05	 画像認識によるweb アプリケーション版口腔粘膜疾患診断支援システムの開発
 九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野　　大谷　泰志，他
O-06	 尋常性天疱瘡と口腔扁平苔癬の病勢における口腔衛生管理の有効性に関する検討
 東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科　　多田　理佐，他

　

悪性腫瘍
O-07	 High	Mobility	Group	Box	1 は口腔癌の骨破壊を誘導する
 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　　坂本　裕美，他
O-08	 口腔がんの腎転移と鑑別を要した悪性リンパ腫の 1例
 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座　　合島怜央奈，他

　

良性腫瘍
O-09	 口腔内多発外骨症の 1例
 岐阜市民病院歯科口腔外科　　北 村　 優，他
O-10	 パノラマX線検査を契機に発見した耳介下部に発生した石灰化上皮腫の 1例
 鹿児島市立病院歯科口腔外科　　新田　哲也，他

　

全身疾患と関連する口腔症状疾患
O-11	 亜鉛欠乏性味覚障害に対する酢酸亜鉛水和物の効果
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室　　武 田　 遼，他
O-12	 緊急気道管理を行なった成人ヘルペス初感染類似症状を呈した 1例
 広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科　　神 田　 拓，他
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O-13	 舌の疼痛を契機として診断に至った Sweet 症候群の 1例
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座　　松岡祐一郎，他
O-14	 口唇浮腫を初発症状とした急性骨髄性白血病の 1例
 広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科　　松井　健作，他
O-15	 口蓋扁桃結石の経時変化に関する分析
 九州歯科大学歯科放射線分野　　山下　浩平，他

　

唾液性疾患
O-16	 シェーグレン症候群の診断に関わる臨床的検討
 北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室　　佐 藤　 淳，他

　

炎症性疾患
O-17	 診断と治療法選択に難渋した頬部皮膚Mycobacterium	chelonae 感染症の 1例
 九州大学歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野　　樋渡　萌美，他

　

口腔乾燥症
O-18	 シェーグレン症候群における自己抗体発現と口腔乾燥所見および病態像との関連
 神奈川歯科大学付属病院口腔外科　　石田　孝文，他

　

薬剤関連疾患
O-19	 	下顎骨に発生した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）に対し，治療に難渋し

た 1例
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座　　町田　好聡，他

　

臨床検査
O-20	 LAMP法による Porphyromonas	gingivalis の fimA遺伝子Ⅱ型とⅣ型迅速検出
 広島大学病院口腔検査センター　　北川　雅恵，他
O-21	 舌痛症患者における口腔機能検査とその解析
 広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室　　土 井　 充，他
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その他
O-22	 Gorlin 症候群診断遺伝子パネル開発とその信頼性の検証
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　　中村ゆり子，他
O-23	 周術期管理中に薬剤熱を認めた舌癌の 1例
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座　　川原　健太，他
O-24	 歯種鑑別時の情報処理への経験と知識の影響についての検討
 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座　　桃 原　 直，他
O-25	 当科における緊急事態宣言下での外来患者の臨床的検討
 日本歯科大学附属病院口腔外科　　武田　宗矩，他
O-26	 	2019 年度東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科心身医療外来における初診患者

の臨床統計的検討
 東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野　　須賀　隆行，他
O-27	 上下顎前方移動術後の上顎の安定性と口腔容積の変化の検討
 日本大学歯学部口腔外科学第 1講座　　西久保周一，他
O-28	 北海道大学病院口腔内科における口腔内異常感症患者の検討
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室　　羽藤　裕之，他
O-29	 下顎智歯抜去術症例の臨床的検討
 東京歯科大学口腔病態外科学講座　　立澤孝太郎，他
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一般演題（ポスター）

口腔粘膜疾患
P-01	 多発性口腔潰瘍を認めたANCA関連血管炎の 2例
 国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科　　藥師寺　孝，他
P-02	 口腔管理により摂食障害が改善した Stevens-Johnson 症候群の 1例
 中濃厚生病院歯科口腔外科　　林　　　樹　　
P-03	 顎骨壊死を伴ったEBV陽性皮膚粘膜潰瘍（EBV-MCU）の 2例
 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　　竜門　省二，他

　

悪性腫瘍（基礎）
P-04	 新規血管新生阻害薬 terrein の悪性黒色腫に対する抗腫瘍効果に関する研究
 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　　廣瀬　泰良，他
P-05	 	Docetaxel・γ-tocotrienol の時間差投与による口腔扁平上皮癌細胞株に対する

抗腫瘍効果の検討
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野　　可児　耕一，他
P-06	 Phosphodiesterase	5 阻害剤 Sildenafil	citrate の抗腫瘍効果
 東京歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座　　岩﨑　敬大，他

　

悪性腫瘍（臨床）
P-07	 	半導体検出器を搭載した新 PET装置による舌がん原発腫瘍の検出能および腫瘍

サイズとの相関に関する検討
 東北大学大学院歯学研究科歯科医用情報学分野　　小嶋　郁穂，他
P-08	 HEY1-NCOA2 癒合遺伝子が同定されなかった上顎骨間葉性軟骨肉腫の 1例
 高知大学医学部歯科口腔外科学講座　　北村　直也，他

　

良性腫瘍
P-09	 萌出遅延を契機に発見されたエナメル上皮線維腫の 2例
 大阪歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）　　長谷　小町，他
P-10	 口底部に発生した孤立性神経線維腫の 1例
 新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野　　野 澤　 舞，他
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顎骨関連疾患（MRONJを除く）
P-11	 SAPHO症候群と考えられたびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1例
 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　　岸本　晃治，他
P-12	 病的骨折を生じた放射線性下顎骨骨髄炎の 1例
 石川県立中央病院歯科口腔外科　　高木純一郎，他
P-13	 下顎埋伏智歯抜歯後に単純性骨嚢胞を生じた 1例
 石川県立中央病院歯科口腔外科　　仲井　慎吾，他

　

全身疾患と関連する口腔症状・疾患
P-14	 MRI 検査にて診断された歯科治療後に脳梗塞を発症したと思われる 1例
 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院歯科口腔外科　　廣畠　広実，他
P-15	 	パノラマX線写真の骨粗鬆症スクリーニング指標とHAインプラント予後との

検討
 松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座　　杉野　紀幸，他
P-16	 当科における直接経口抗凝固薬投与下の観血的処置の現状分析
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野　　桃田　幸弘，他
P-17	 味覚障害が契機で発見された限局型強皮症の 1例
 明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野　　早川　華穂，他
P-18	 	インプラント埋入術後出血を契機に判明した自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

の 1例
 愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座　　日野　聡史，他
P-19	 下顎歯肉に認められた肉芽腫が契機となり診断された潰瘍性大腸炎の一例
 独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科　　庭田千恵子，他

　

唾液腺疾患
P-20	 口唇に発生した多形腺腫の 2例
 石川県立中央病院歯科口腔外科　　宮 田　 勝，他
P-21	 シェーグレン症候群の診断における口腔水分計の有用性に関する検討
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野　　坂本　瑞樹，他
P-22	 ヒト歯髄幹細胞培養上清を用いたシェーグレン症候群に対する免疫抑制能の検討
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野　　川島　万由，他
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口腔乾燥症
P-23	 当科における口腔乾燥症初診患者の特徴
 奥羽大学歯学部口腔外科学講座　　高橋文太郎，他

　

炎症性疾患（感染症を含む）
P-24	 禁煙により症状改善傾向を認めた好酸球性副鼻腔炎の 1例
 松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　　原　弥革力，他
P-25	 	マウスにおける軽度な慢性予測不可能ストレスによる口腔内細菌叢と腸内細菌

叢の影響
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学　　パウデル・ドゥルガ，他
P-26	 P.	gingivalis 由来 LPS による脳血管内皮細胞の遺伝子発現の変化
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学　　森川　哲郎，他
P-27	 オーラルケア製品ORAL7 による Candida	albicans 殺菌効果
 鶴見大学歯学部口腔内科学講座　　堤　 千 明，他
P-28	 下唇に生じた開口部形質細胞症の 1例について
 東京歯科大学病理学講座　　明石　良彦，他

　

薬剤関連疾患（MRONJを含む）
P-29	 薬剤関連顎骨壊死発症モデルマウスの作製と発症メカニズムに関する検討
 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座　　秋谷　勇介，他

　

神経疾患（持続性特発性顔面痛を含む）
P-30	 糖尿病治療に伴い改善した特発性 first	bite	syndrome の 1 例
 磐田市立総合病院歯科口腔外科　　石 川　 純，他
P-31	 三叉神経痛の予後予測においてのMR	cisternographyによる新たなアプローチ法
 九州歯科大学歯科放射線学分野　　田中　達朗，他
P-32	 対応に難渋したメトトレキサート内服患者の一例
 日本歯科大学附属病院口腔外科　　北詰　栄里，他

　



 33

顎関節・咀嚼筋疾患
P-33	 	日本大学松戸歯学部付属病院総合診療科における筋・筋膜性歯痛患者の臨床的

検討
 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座　　内田　貴之，他
P-34	 頭蓋内三叉神経鞘腫術後長期経過観察中に咀嚼筋廃用性萎縮を認めた 1例
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野　　藤井　彩貴，他
P-35	 顎矯正手術前後における近位骨片の位置変化の評価
 九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野　　鶴島　弘基，他

　

画像診断・教育
P-36	 頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）における左右別発生頻度
 松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　　内田　啓一，他
P-37	 下顎第二大臼歯埋伏の 2症例
 松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　　岩﨑由紀子，他

　

臨床検査
P-38	 口臭症と関連するヒト口腔Veillonella 属菌の新たな分離・同定法の確立
 日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　　渕上　真奈，他
P-39	 Rothia	aeria はインプラント周囲炎のリスク判定に有用な健常マーカーとなり得る
 日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　　鈴木　秀紀，他
P-40	 	CHROMagarTM	Candida で分離したCandida 属真菌のMultiplex	PCR 法を用い

た正確かつ簡便な同定法の確立
 日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　　深 津　 晶，他
P-41	 疾患特異的バイオマーカーに着目した糖尿病スクリーニング検査キットの開発
 日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座　　内堀　聡史，他
P-42	 う蝕発症リスク検査におけるCRTとデントカルトとの判定評価の比較
 医療法人社団厚誠会歯科　　伊藤　朋美，他
P-43	 	シェーグレン症候群における非侵襲的検査確立に向けたうがい液中エクソソー

ム由来miRNAの検出
 鹿児島大学医歯学総合研究科顎顔面疾患再建学講座顎顔面疾患制御学分野　　山城　康太，他
P-44	 CRTの唾液分泌量と唾液緩衝能におけるう蝕発症リスクの検討
 医療法人社団厚誠会歯科　　佐藤　彩子，他
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口腔健康管理（周術期口腔機能管理を含む）
P-45	 細菌・酵母共棲発酵培養物の継続摂取が口腔環境へ及ぼす影響に関する検討
 鶴見大学歯学部口腔内科学講座　　寺田　知加，他

　

その他
P-46	 口腔癌の増殖に寄与するGIMAP2 の functional	genome 解析
 千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座　　駒　 綾 香，他
P-47	 エホバの証人への歯科診療における問題点
 松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　　大木　絵美，他
P-48	 ヒト口腔からのピロリ菌検出法の確立と唾液を介した家庭内感染の実態調査
 日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　　續 橋　 治，他
P-49	 骨密度の低下は歯の喪失と関連するのか？
	 　〜当院におけるパノラマX線写真による検討〜
 高木歯科医院　　清 水　 潤　　
P-50	 腹腔鏡下小腸部分切除術にて摘出を行った部分床義歯誤飲の 1例
 松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　　伊能　利之，他
P-51	 インプラント周囲炎の病態推察に有用な新しい簡易細菌検査キットの開発
 日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座　　高橋　佑次，他
P-52	 	口腔外科手術後栄養管理における新規濃厚流動食（ハイネイーゲルⓇ）使用例に

関する検討
 中濃厚生病院歯科口腔外科　　林　　　樹　　
P-53	 当科における顎顔面骨折の臨床的検討
 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院歯科口腔外科　　根本　敏行，他
P-54	 青年期成人における味覚閾値に関する研究
 高岡市民病院歯科口腔外科　　渡辺　紘士，他
P-55	 BMS 患者における熱条件刺激による condi	tioned	pain	modulation の変調
 日本大学歯学部口腔診断学講座　　小笹　佳奈，他
P-56	 Eugenol 二量体は RAW264.7 細胞のヘムオキシゲナーゼ 1発現を誘導する
 明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野　　村上　幸生，他
P-57	 	亜鉛欠乏性味覚障害患者に対する酢酸亜鉛水和物製剤の治療効果に関する後ろ

向き研究
 広島大学病院口腔検査センター　　新谷　智章，他
P-58	 舌痛症患者の自閉スペクトラム症傾向に関する検討
 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野　　松岡　紘史，他
P-59	 演題取り下げ
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P-60	 当科における舌に生じた腫瘤性病変 296 症例の臨床統計学的検討
 日本大学歯学部口腔外科学第 1講座　　篠塚　啓二，他
P-61	 	口腔灼熱症候群（Burning	 Mouth	 Syndrome：BMS）患者におけるガム咀嚼に

よるレスティングステートの変化の検討
 日本大学歯学部口腔診断学講座　　髙根沢大樹，他
P-62	 12 歳女児の口底に再発した奇形腫様嚢胞の 1例
 九州歯科大学生体機能科学講座口腔内科学分野　　吉賀　大午，他
P-63	 エピジェネティクスを応用した歯髄細胞の歯根膜様細胞への誘導
 北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野　　大 西　 綾，他
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皮膚バリアとアレルギー疾患
Skin barrier and allergic disorders

慶應義塾大学医学部皮膚科理化学研究所 生命医科学研究センター
Department of Dermatology, Keio University School of Medicine 
RIKEN Center for Integrative Medical Sciences

天谷　雅行

天　谷　雅　行（あまがい　まさゆき）

【略歴】
　1985 年　慶應義塾大学医学部卒業
　1989 年　慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了
　1989 年　米国国立衛生研究所国立癌研究所皮膚科（Dermatology Branch, NCI, NIH）
　1996 年　慶應義塾大学専任講師（医学部皮膚科学）
　2005 年　慶應義塾大学教授（医学部皮膚科学）
　2007 年　慶應義塾大学病院副病院長（2013 年 9 月まで）
　2013 年　理化学研究所 統合生命医科学研究センターチームリーダー（非常勤）
　2013 年　慶應義塾大学医学部学部長補佐（2017 年 9 月まで）
　2017 年　慶應義塾大学医学部長
　　　　　  現在に至る
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　免疫系が外来抗原と皮膚で出会うことにより成立する「経皮感作」が，アトピー性皮膚炎のみなら
ず , 喘息 , 食物アレルギー , アナフィラキシー等のアレルギー疾患の原因となっていることが注目され
ている。しかし，皮膚には，角層バリア，タイトジャンクションなどの外来抗原が簡単に超えること
のできないバリアが存在する。これらの皮膚バリアは，正常状態においてどのようにその恒常性を維
持しているのであろうか。そして，どのような障害がおきるとアレルギー疾患を誘導する経皮感作が
成立してしまうのであろうか。かゆみを伝える神経線維は表皮の中で，どのように分布しているので
あろうか。我々の研究グループは，可視化という技術を用いてこれらの問いに答えようとしている。
本講演では，皮膚バリアに注目して見えてくる新しい皮膚の魅力に関して，最新の知見を交えて概説
したい。
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『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』

株式会社ユーグレナ
euglena Co.,ltd.

出 雲　 充

出　 雲　　 充（いずも　みつる）

【略歴】
　駒場東邦中・高等学校，東京大学農学部卒業後，2002 年東京三菱銀行入行。2005 年株式会社ユーグレナ
を創業，代表取締役社長就任。同年 12 月に，世界でも初となる微細藻類ミドリムシ（学名：ユーグレナ）
の食用屋外大量培養に成功。世界経済フォーラム（ダボス会議）Young Global Leaders，第一回日本ベン
チャー大賞「内閣総理大臣賞」受賞。日本経済団体連合会審議員会副議長。著書に『僕はミドリムシで世
界を救うことに決めた。』（小学館新書）がある。
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　微細藻類ミドリムシ（学名：ユーグレナ）はワカメやコンブと同じ藻の一種で，栄養価が高く CO2
を吸収することから，食料問題，エネルギー問題，地球温暖化の解決など様々な観点から注目を集め
ています。株式会社ユーグレナは，絶対に不可能と言われてきたミドリムシの食用屋外大量培養に
2005 年に世界で初めて成功し，ミドリムシの産業利用を進めています。またミドリムシが含有する油
脂がバイオ燃料に適していることから，バイオジェット燃料の研究開発も行っております。株式会社
ユーグレナは 2014 年 12 月 3日，東京大学発ベンチャー企業として日本で初めて東証一部に上場しまし
た。講演では起業を思い立ってから，上場までの軌跡，今後の未来像についてお話し致します。
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「がんと共に生き，学問を楽しむ
　—粘膜疾患研究から言い残したいこと—」
Cancer life with pleasure of living in academic 
activity, leaving commentary from my oral mucosal 
research studies

藤林　孝司

藤　林　孝　司（ふじばやし　たかし）

【学歴・職歴】
　1963 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
　1967 年　東京医科歯科大学大学院修了（歯学博士），同大学歯学部口腔外科学第 2講座助手
　1972 年　米国NIH特別研究員（Laboratory of Oral Medicine, NIDR）
　1995 年　獨協医科大学医学部 口腔外科学講座 主任教授
　1998 年　日本シェーグレン症候群学会大会長，顧問（2008 年）
　2000 年　日本口腔内科学会理事長，大会長（2002 年），名誉会員（2017 年）
　2001 年　日本口腔腫瘍学会大会長，名誉会員（2003 年）
　2003 年　昭和大学客員教授，日本口腔科学会名誉会員，日本癌治療学会功労会員
　2005 年　Editorial Board, Chairman of Oral Medicine/Therapeutics Section, IJOMS
　2007 年　神奈川歯科大学客員教授 顎顔面外科学講座
　2012 年　Editorial Board, Section of Oral Medicine, OS.OM.OP.OR.（OOOO） 
　2016 年　IBCSOMS Examination Panel, Examiner, Fellow

【受賞歴】
　2011 年　日本シェーグレン症候群学会功労賞
　2015 年　IAOMS（国際口腔顎顔面外科学会）Presidential Citation 賞
　2016 年　AAOM（米国口腔内科学会） James Little ‒ Don Falace 賞

【国際誌編集委員（現職）】
　 IJOMS, OOOO, JOMSMP, Journal of Oral Medicine and Pain, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial 
Surgery
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　本 3学会合同総会・学術集会において，講演する機会が与えられたので標題の話をさせていただく。
内容的には次の 3つの項目について，それぞれをまた 3点について述べる予定である。
　Ⅰ．始めに自分が現在がんと共に生きている状態を述べたい。私は今まで 3つのがんを経験してい
る。最初は 30 年以上前に大腸（S状結腸）がんで開腹切除手術を受けた。2回目は約 10 年前から前立
腺がんで放射線外照射とホルモン療法を行ってきたが，約 3年半前に腰痛自覚，脊椎骨等に骨転移がみ
つかり，脊椎骨外照射，去勢抵抗性前立腺がんに対する新ホルモン剤Enzalutamide 内服，Denosumab
注射を受けてきた。その後約 1年半前に 3回目のがんが大腸（盲腸）に見つかり，これも開腹切除術を
受けた。ところがその頃から前立腺がんの PSA値が上昇してきたため，化学療法を行うことになり
Docetaxel の DIV を月 1回で 16 回行って現在に至っている。私は今まで口腔外科医としてがん患者さ
んの外科手術，放射線治療，化学療法等に携わってきたので，治療に伴う不快事項は医療者として理
解はしていたが，がん患者の心情たとえば化療に伴う全身倦怠，食欲不振，筋肉痛，頭重感などの何
とも言えない不快な気持や，経過予後に関する不安などは自分で経験して初めて実感している。
　Ⅱ．このようにがんと共に生きていても，近未来の自分の目標，生きがい，楽しみを持つことは大
変重要で，私の場合は学会をはじめとする今まで現役時代に自分がやってきた研究や学問的興味は維
持したいと考えた。それを「学問を楽しむ」と称して具体的には次の 3つの事項を取り上げる。第 1は
IJOMS（International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery）の編集委員 SE（Section Editor）で，
2005 年に就任以来 2006-2019 年の 14 年間で 753 編の投稿論文を査読，編集した。2015 年にはその功績
により ICOMS総会において Presidential Citation Award を受賞した。第 2は OOOO（Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol） のOral Medicine部門の編集委員で，2012-2019年で担当論文数は55編，
2016 年にはその査読内容が評価されAAOM学会総会にて James Little & Don Falace Award を受賞
した。第 3は IBCSOMS（International Board for the Certification of Specialists in Oral and Maxillo-
facial Surgery）の試験委員で，2016 年の就任以来，大阪で 3回，Bangalore（India）で 2 回の試験開
催に参加し，国際的受験者に対する面接試験と審査委員会に参加した。これらの活動は編集査読にお
いてはOral Medicine 分野での最新論文に接する機会を高め，編集委員や試験委員間の学術的交流とと
もに私的交流を深める結果となり，学問を楽しむ境地を与えられたと感謝している。
　Ⅲ．3項目は私の今までの粘膜疾患研究から言い残したいことを 3点に要約して述べる。
　Ⅲ-1）第 1点はシェーグレン症候群（SS）の診断基準における病理組織像の focus の考え方で，国際
間の差異についてである。SSの診断基準は歴史的に種々な経緯があるが，現在日本では 1999 年の厚労
省改訂診断基準1，2）があり，欧米では紆余曲折を経て現在は 2017 年の ACR-EULAR 分類基準3）があっ
て国際的には標準になりつつあるといえよう。両者の診断の有用性は日本人対象を用いた厚労省研究
班の報告4）では厚労省基準の方が良かったとされているので，20 年以上が経過するが現在も広く国内で
は用いられている根拠でもあろう。診断基準の重要項目である病理組織診断では口唇腺（日本では涙
線も可）生検像で両者ともに 50 個以上のリンパ球浸潤を focus として 1 focus/4 mm2 以上を陽性とし
ているが，実はその内容に微妙な差異が存在する。ACR-EULAR基準の病理基準はそれ以前の SICCA
グループの研究を要約したFLS（focal lymphocytic sialadenitis）が診断のポイントとする概念5）であ
り，focus のリンパ球浸潤は血管周囲性，導管周囲性に集簇し，導管拡張や間質の線維化はない正常に
みえる腺房細胞に隣接して存在するものと定義している。一方厚労省基準では導管周囲にとの記載が
あるのみである。私はAAOMの学会の際に自己症例の病理像を持参し，FLS の概念の著者である
Troy Daniels と同じ像をみながら討論した結果，focus についての日本の考え方と彼のその判断の間に
は上記の諸点で差異があることを実感した。従って focus 内容を国際的に一致させるためにはさしあた
り厚労省基準をFLS の概念に準じて運用するのがよい。
　Ⅲ-2）第 2 点は口腔扁平苔癬（OLP）と口腔苔癬様病変（OLL）の区別である。近年OLP と類似の
病変があることが知られるようになり，従来のWHOの診断基準はOLPのみを対象としていたことか
ら，その鑑別の必要性から 2003 年 modified WHO基準6）が提唱された。さらにその鑑別が広く注目さ
れたのは 2006 年の第 4回WWOMの会議で私も参加したが，OLLには歯科用金属等への接触病変，薬
物反応，GVHDの 3種があることが合意された7）。その後このOLLの概念はOral Medicine の分野で
は世界の主流となって認識されて来ている。2016 年には米国口腔病理学会（AAOMP）からOLP診断
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の公式見解論文8）があり，OLLとの鑑別の点でOLPは多発性，対称性，固有層上部に限局したリンパ
球浸潤，基底細胞層融解，上皮性異形成の欠如など従来の古典的OLPの概念に限ること，それ以外の
片側性，歯科用金属と接触，薬物服用由来病変などはOLLとすると定義している。日本では両者の区
別の認識はまだ遅れていると感じており，私はそれなりに鑑別概念の普及に努力してきた。OLL のな
かでも特に高齢者等で薬物服用の多い今日では口腔苔癬様薬物反応（OLDR）は注目が必要で，推定薬
を抗原としたリンパ球のDLSTは一助としているがその診断はなかなか困難で，機序の解明を含めて
今後の研究が求められる。
　Ⅲ-3）第 3 点は OPMD（口腔潜在的悪性疾患）についてである。2005 年英国でWHO協力機関主催
の国際ワークショップ（WS）があり，その内容は 5編の報告論文として公表された。その最初は 2007
年のWarnakulasuriya らによる報告9）で，従来の口腔前がん病変，口腔前がん状態を区別する概念
（1997 年WHO）から，この区別をなくし potentially malignant として OPMDに統一され，白板症，
紅板症，口腔粘膜下線維症，扁平苔癬をはじめ 8種の病変が記載された。その後は関係する国際学会，
国際専門雑誌等においてもOPMDの用語は普及し，その概念は世界的に広く馴染んできていると思わ
れる。それと共に各疾患の悪性化率に関する研究も進み，疾患別の文献メタアナリシスによるものも
最近多くなった。ところで 2017 年に頭頸部腫瘍のWHO分類第 4版 10）が刊行され，その中にOPMD
が初めて記載された。そこには 12 病変の記載があり，2007 年のWSによる 8病変と比較すると，従来
白板症の特殊型としていた PVL（増殖性疣贅状白板症）がOPMDからは外れ，腫瘍性病変の範疇に入
り，OPMDの中ながら紅板白板症を白板症から独立して記載するなど多少の異同がみられる。私が違
和感を覚えるのは 2007 年WSになかったChronic candidiasis と Syphilitic glossitis の記載で，名前が
あるのみで 2017 年復活収載の説明は何もされていない。口腔粘膜疾患の臨床において慢性口腔カンジ
ダ症（CC）は時にみられる病変であるが，この 2007-2017 年の間 CCの悪性化に関する報告や議論は
Oral Medicine 関連国際学会や国際雑誌でもほとんど見られなかった。これをOPMDと考えるべきか
どうか疑問に思うところである。その妥当性を議論するには疫学的な prospective study が求められよ
う。

文献：
1）厚生省特定疾患免疫疾患調査研究班　平成 10 年度研究報告書：p135-138, 1999.
2）Mod Rheumatol  14：425-434, 2004.
3）Arthritis Rheumatol  69：35-45, 2017.
4） 厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患等政策研究事業　自己免疫疾患に関する調査研究　平成
30 年度統括・分担研究報告書：p15-20, 2019.

5）Arthritis Rheumatism  63：2021-2030, 2011.
6）J Oral Pathol Med  32：507-512, 2003.
7）Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endo 103（3 Supple 1）：s25-s31, 2007.
8）Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol  122：332-354, 2016.
9）J Oral Pathol Med  36：575-580, 2007.
10） WHO Classification of Head and Neck Tumours  4th Edition p112-115, International Agency for 
Research on Cancer, Lyon, 2017.
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「臨床推論の教育をどうするか」
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シンポジウム 1・基調講演
臨床推論の教育基盤となる研究の移り変わり
Changes in research that serve as the educational basis 
for clinical reasoning

日本大学特任教授（松戸歯学部）
Special Appointed Professor Nihon University School of Dentistry 
at Matsudo

伊藤　孝訓

伊　藤　孝　訓（いとう　たかのり）

【略歴】
　1980 年 3 月　日本大学松戸歯学部卒業
　1985 年 3 月　日本大学大学院松戸歯学研究科修了
　1985 年 4 月　日本大学松戸歯学部助手（口腔診断学）
　1993 年 4 月　日本大学松戸歯学部専任講師（口腔診断学）
　2004 年 4 月　日本大学松戸歯学部助教授（口腔診断学）
　2005 年 4 月　口腔診断学は歯科総合診療学に講座名称変更
　2008 年 10 月　日本大学教授（松戸歯学部・歯科総合診療学）
　2009 年 4 月　日本大学大学院 教授
　2017 年 4 月　日本総合歯科学会 理事長（～平成 31 年 3 月）
　2017 年 9 月　（一社）日本口腔診断学会 理事長
　2020 年 4 月　日本大学 特任教授（松戸歯学部）
　2020 年 6 月　（一社）日本歯科専門医機構 業務執行理事（総務）
　　　　　　　   （一社）日本歯学系学会協議会 理事
　　　　　　　　現在に至る
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　臨床推論（診断推論）の教育がこれまでなかなか進まなかった理由は，診断学の研究が発展しなか
ったことに起因すると思われる。推論で用いられるパターン認知は単なる標本照合に過ぎないという
話もあるが，ヒトの思考は科学的な証明が難しい。わが国の診断学の研究は，名医の暗黙知の思考プ
ロセスを一般化・汎用化するために，客観的データによる裏付けをつくることから始まった。そこ
で，直観的・経験的に行われていた診断について，当初は多変量解析を用いた数学的モデルの作成が
試みられた。
　最初の計量診断学のアプローチは，ヒトの思考をコンピュータに模倣させることで進められたが，
当時のコンピュータの処理速度が遅いために，研究が進まないうちに検査機器の開発時代となった。
検査診断学，病理診断学，放射線診断学として，理解しにくいヒトの頭の中の診断推論よりも検査機
器による診断の方が，客観的データが出力され，わかりやすいために医療分野としては好まれた。患
者から会話を通して得られる情報よりも，検査データが疾患の証明を示すので，直ぐに検査をした方
が効率的だという考えが進められ，思考プロセスの解明は衰退した。
　これまで，診断学を大学院時代より，研究・教育に活用した経験を踏まえて，計量診断学，医学判
断学，臨床推論（診断推論）と，研究の変遷をまとめ紹介する。
　1）第 1次診断ブーム…計量診断学がキーワード
　直観的・経験的に行われていた診断について，多変量解析の数学的手
法を利用して人間を対象とした研究は，当初，MMPI や CMI などの心
理検査として活用され，心理学や精神医学領域で試みられた。わが国で
数学的論理を用いた臨床診断が本格的に取り上げられたのは，1952 年に
鳥居敏雄，高橋晄正，柏木　力先生が，黄疸と胆道がんの区別に線形判
別関数を用いて計量診断したのが初めてである。1959 年に米国の Ledley
とLustedは，碓率論におけるべイズの定理とプール代数を取り上げて，
診断論理として報告しており，計量診断の始まりといわれているが，残
念ながら鳥井らは英文報告でなかったために周知されなかった。
　この当時，古川俊之1）は，「診断学の手順は，患者からさまざまの手段
によって情報を引出し，患者の状態を正確に記述することに始まり，適
当な情報処理，すなわち，分類，照合，さらにはある種の数値計算などによって何らかの出力を得る
ことである。求められる出力には，病因，病態生理など医学固有の問題をはじめとして，病名，症候
名，病型，病期などの定性的分類，重症度，進行性，回復性，予後確率などの間隔ないし順序尺度，
さらに治療法や検査法の選択などが属している。さらに，少なくとも実践的な立場から診断学を眺め
ると，個体について医師のとるべき最適の行動を決定する論理過程であると定義することができる」
と述べている。医工学の視点から「診断」を考え，コンピュータの自動診断へ導き，AI の最初である
第 1次の人工知能ブームの火付けとなった。
　2）第 2次診断ブーム…臨床判断学・医学判断学がキーワード
　1980 年になると，長谷川敏彦，福井次矢，久繁哲徳，久道　繁らにより，臨
床判断学（clinical decision making）・医学判断学（medical decision making）
が紹介された。写真が，当時執筆された本である。残念ながら既にほとんどが
絶版である。「臨床判断学の基礎学問は，臨床疫学，医療認知心理学，行動判断
理論および臨床経済学だ」と久繁哲徳2）は述べ，臨床判断学を疫学のような学問
として位置づけるだけでなく，日常の臨床に役立つものとして，第一線の臨床
医に向けてその内容を紹介している。
　臨床判断学の本質は，「不確実な状態の下で，合理的また体系的に最善の医療
行為を選択することにある」とも言っている。臨床データには，誤りと曖昧さ
が潜み，その評価にバラツキがあり，さらに欲しい情報が全て得られるという
保障はない。それでも，その限られた状況下で，その患者の問題の構造を明ら
かにして，最善策を考え解決しなければならない。そのためには，臨床判断学
の考えとしては，定量的で臨床情報を確率や数値で表し，優れた医療行為の内容や考えを可能な限り
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科学的に明らかにして，最後に今後どうすべきかを指示するクリニカルスキルとしてまとめるべきで
ある。また，診断は初診時医療面接の一過程に含まれるために，医療面接の中に一緒にまとめられて
書かれている本も多く出版された。
　3）第 3次診断ブーム…臨床推論がキーワード
　2000 年頃になると，東京大学の大西弘高3）を筆頭に，野口善令，生坂政臣らにより，臨床推論という
名称で次のブームが訪れた。イリノイ大学のArthur Elstein は，医師の思考過程を心理学的手法，原
理を用いて研究する分野として，医療認知心理学を誕生させた。直接指導を受けた大西弘高は，これ
までに日本口腔診断学会で講演し紹介している。第 2次ブームの臨床疫学を重視するよりも，医療現場
での診断思考の経験知に関わる内容が多く，また学生や研修医の教育に活用できるもので，非常に取
り組みやすくなり，新たな教育としての確立が望めるような認知心理学に基づいた学習スキルとなっ
た。すなわち，医師が疾病に関して持っている知識と，実際に行われる診療行為とが明確に区別され
た臨床推論（診断推論）にシフトした内容である。キーワードとしては，スナップ診断，仮設演繹
法，症例プレゼンテーションの活用，5つのマイクロスキルなどの教育用語が頻出する。

1）古川俊之：計量診断学の現状について，計測と制御，17（10）：36-45，1978．
2）久繁哲徳，編：臨床判断学，篠原出版新社，1989．
3）大西弘高，編：The 臨床推論，南山堂，2012．
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二重プロセス理論を中心とした臨床推論の教育について
The education of clinical reasoning based on the dual 
process theory

日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
Department of Oral Diagnosis, Nihon University School of Dentistry 
at Matsudo

多田　充裕

多　田　充　裕（おおた　みつひろ）

【略歴】
　1988 年　日本大学松戸歯学部卒業
　1992 年　日本大学大学院松戸歯学研究科　修了
　1993 年　日本大学松戸歯学部　助手（口腔診断学）
　1995 年　Louisiana State University School of Dentistry, Research fellow
　2007 年　日本大学松戸歯学部　専任講師（歯科総合診療学）
　2011 年　日本大学松戸歯学部　准教授（歯科総合診療学）
　　　　　  現在に至る
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　医療者が診断と治療のために患者から臨床情報を収集し，解析するプロセスを「臨床推論」とい
う。この「臨床推論」の概念は，多くの研究分野や多様な見解から発生してきたものであるが，「医療
現場における情報を観察して収集し，分析するための認知作業が必要であり，それが患者の特定の状
況や希望を考慮した医療行為につながる」という見解で一致している。
　診断をする際には，最初に思い浮かべる病名は，医療者の直感によるものと考えられるが，このよ
うな思考は大脳の「短期作業記憶領域」という部分で行われる「システム 1」の直感的思考と呼ばれて
いる。パターン認識に代表されるこの思考は，思いついた疾患名を一つずつ分析する過程を端折るこ
とができるため，確定診断に到達する時間が早いことから，臨床推論のスタート地点として重要とさ
れている。しかし，厳密な除外診断を経ていないので，よくも悪しくも偏った判断になり，バイアス
がかかりやすい。また，診断した本人もどうしてその診断にたどりついたのかわからないことが多
く，診断過程を他人に説明しようとしてもうまく伝わらないので教育しにくいという欠点がある。
　これに対して「システム 2」とされているのが仮説演繹法に代表される分析的思考である。これは，
患者の話を聴くことによって鑑別診断のリストを作成する仮説形成と，そのリストにあがった鑑別疾
患の可能性を吟味していく仮説検証からなる。直観的思考に比較して論理的で網羅的なアプローチの
ため，鑑別の挙げ漏らしが少なく，診断のセーフティーネットとしても用いられる。そして，論理的
な思考プロセスに従っているので自分の推論のどこがまずかったのかを後から検討して学習できると
いう利点があるが，診断に時間がかかることが最大の欠点とされている。
　これら 2つの思考法，すなわち直感的思考（速くて潜在意識下のシステム 1）と分析的思考（時間を
かけた意識的なシステム 2）による相互作用として臨床推論の認知プロセスを説明したのが二重プロセ
ス理論（Dual process theory）である。これは，2つの思考法の片方だけではなく，相補的に共同させ
て問題解決に当たることが有用であるという考え方を示している。
　近年，国際的にも二重プロセス理論を中心に臨床推論の教育がなされることが多くなっているが，
臨床推論の過程においては，診断に有用な情報をいかに効率的に収集するかという点も見過ごすこと
はできない。この点については，コミュニケーション能力を含めた医療面接の技術向上も大切であ
り，認知領域のほか，情意領域の教育にも時間をかける必要があると考えられる。その点も鑑み，本
シンポジウムでは，口腔診断学の立場から，臨床推論の教育に関する考え方を概説したい。
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われわれが行っている臨床推論の教育
　—口腔内科を担当して 15 年の経験から—

Education of clinical reasoning for dental students in 
our university
　—From my 15 year’s experience in oral medicine—

北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室
Oral Diagnosis and Medicine Division of Oral Pathobiological Science 
Graduate School of Dental Medicine Hokkaido University

北川　善政

北　川　善　政（きたがわ　よしまさ）

【略歴】
　1983 年 3 月　東京医科歯科大学歯学部　卒業
　1988 年 3 月　東京医科歯科大学大学院歯学研究科　修了（第 1口腔外科）
　1988 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院　医員（第 1口腔外科）
　1988 年 10 月　伊豆赤十字病院歯科口腔外科勤務
　1989 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院　医員（第 1口腔外科）
　1990 年 5 月　浜松医科大学医学部附属病院歯科口腔外科　助手
　1993 年 4 月　福井医科大学医学部附属病院歯科口腔外科　講師
　2001 年 5 月　米国ミシガン大学口腔顎顔面外科出張（2002 年 3 月まで）
　2004 年 7 月　北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科（旧第 1口腔外科）　教授
　2012 年 4 月　北海道大学病院　病院長補佐
　2016 年 4 月　北海道大学病院　副病院長（歯科担当）
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　最近の歯科臨床では口腔内科的疾患の急増は目を見張るものがあり，口腔内科的疾患に適切に対応
するためには口腔病変について正しい知識のみならず全身の病態の診方や心身医学を含む医学的知識
も要求される。つまり「歯や口の中だけでなく全身を考えながら診てくれる歯科医師」が社会から期
待されている。新たな歯学教育においては，一人の患者として診察・診断し，全身性疾患や全身状態
を把握したうえで治療計画を立案し，診療を行うことを，歯学部としてシステマティックに教育する
必要がある。そこで重要になるのが「臨床推論の教育」である。臨床推論とは，臨床医が診断を下し
たり治療法を決定したりする際の思考過程を示す言葉である。思考過程は，臨床医が日常臨床の中で
当たりまえに行っているプロセスであり，臨床医にとって羅針盤ともいえる不可欠な能力である。こ
の思考過程は経験を積むほどに自動化され，無意識のうちに頭の中で処理されるため，歯学教育でい
ざ学生に「臨床推論とは」と教えようとすることは意外に難しい。
　われわれ臨床医の最大の使命は，患者の苦痛を取り除くこと（治療），予見される病的状態の発現を
妨げること（予防）にある。そのために患者がどのような状態にあるのかを正確に知ることができれ
ば（診断），病的状態ごとに有効が証明されている治療法，予防法（マネージメント）を選択すること
ができる。つまり診断とは，どのように患者をマネージメントしたらよいかを知るための知的分類作
業（カテゴリゼーション）と言える。診断のための情報は，医師と患者が交わす会話の内容（と非言
語的メッセ－ジ）の解釈に基づき，どのような疾患をどれくらいの可能性で患者が有しているかを医
師は推定する。
　この思考プロセス，臨床推論は新たに患者から情報が得られるごとに繰り返される，動的で高度な
知的労力を要する認知プロセスである。科学者としての目，指，頭を使い 5感，経験，人間力を要する
臨床医にとって最も challenging な知的分類作業と言える。著者は大学で学生に臨床推論の重要性，学
問的面白さを教育している。
　口腔内科を正式に担当して 15 年が経過した。本講演では当教室が取り組んでいる臨床推論教育につ
いて紹介するとともに超高齢化社会のニーズにマッチする歯科医師の育成について考えてみたい。



シンポジウム 1

58

病態の理解は検査と臨床推論から
Understanding of pathophysiology is based on examination 
and clinical reasoning

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻歯周病態学分野
Department of Pathophysiology - Periodontal Science
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences

高柴　正悟

高　柴　正　悟（たかしば　しょうご）

【略歴】
　1986 年　　　　　岡山大学歯学部　卒業
　1990 年　　　　　岡山大学大学院歯学研究科　修了（歯学博士）
　1990 年 -1992 年　岡山大学　助手（歯学部附属病院）
　1992 年 -1994 年　米国イーストマンデンタルセンター　研究員
　1994 年 -1995 年　岡山大学　助手（歯学部）
　1995 年 -2001 年　岡山大学　助教授（歯学部，改組後大学院医歯学総合研究科）
　1996 年　　　　　文部科学省　在外研究員（米国USCおよひ NIDCR）
　2002 年　　　　　岡山大学　教授（大学院医歯学総合研究科，改組後大学院医歯薬学総合研究科）
　　　　　　　　　  現在に至る
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　医療の世界，特に医科系では，医師だけではなく薬剤師も看護師も，臨床推論に関する話題に囲ま
れています。インターネット上で検索すると多くのサイトがヒットしますが，なぜか歯科系の話題は
少ないようです。私自身も臨床推論という用語を理解して 10 年にも満たない状況です。これは，一般
歯科に関する教育体制が，Aと言えば次は Bである，という点と点を結ぶものであったからかもしれ
ません。
　私が大学院生となりさらなる臨床教育を受けるようになったとき，歯周・歯内の分野の教育・研究
を担当する研究室に入り，先代の教授から「病態」を理解し，さらにその病態が成立するまでの経緯
を「ストーリー」として説明する，という教育を受けました。その後に，総合内科の先生方と接する
機会もあり，診断は謎解きであるという観点も知ることができました。今では，こうした過程を経て
臨床推論を行う教育を受けていたのだと思い返す次第です。
　では，具体的にはどのように「臨床推論」を具体化しているのでしょうか？ 私の専門分野である歯
周・歯内領域は，慢性の細菌感染と炎症を治療の対象としています。症状が起こるまでの間に生体は
種々の反応を次々と起こしており，この反応が収束して治癒へ向かうものかあるいは悪循環に陥って
さらなる悪化へ向かうものかを判断することが，診察（特に診断）の際に大切なこととなります。そ
のためには，症状にとらわれることなく（無視はできませんが），疾患の原因や生体の反応を判断する
ための資料を根拠の一つひとつとして入手していかなくてはなりません。これこそが，問診に始まっ
て視診・触診等に繋がります。これによって，症状の原因と成り立ちを発想していきます。この発想
の多種多様性が病態の理解につながり，さらにはその後の鑑別診断の枠を拡大することになり，いわ
ゆる「誤診」を防ぐことができます。
　この多種多様な発想が，この後に必要とする画像検査と検体検査に発展していきます。もう一度問
診に返ることも決して無駄なことではありません。検体検査は，歯科疾患の検査には少ないのです
が，医科系の疾患の背景を理解するために非常に有用なものになります。この意味で，私たちは総合
内科との連携を重要視しています。時には，内科医等との合同カンファレンスを開催して，若年期か
ら発症する重度な歯周炎（侵襲性歯周炎）やがん治療時の口腔粘膜炎などの症例を検討し，歯科的な
観点および医科的な観点から，表現型である症状を，原因や修飾因子の観点から説明しようと努力し
ています。まさに，用いることが可能な検査結果を集めることから，病態説明のストーリーを構築し
ているわけです。
　学部学生や大学院の低年次生には，病態の説明に関連する因子が多くて複雑に絡み合うと感じられ
るようで，病名（診断名）当てのクイズのようにカンファレンスが扱われる傾向があります。しか
し，夜の道を自動車で通行する際にどうやって安全に走行するの？ と問いかけてみると，皆さんが五
感に通ずるいろいろな行動を挙げてくれます。まさにこうした情報を五感で得ることが「検査」であ
り，これらの情報から正しい道を安全に走行するという診断・治療が行われるのです。そこでは，情
報の入手，推論，再評価による情報の再入手，鑑別診断，そして確定診断へと到達します。
　以上のような，疾患の病態を理解してその疾患を解決しようとする思考過程こそが臨床推論であ
り，症例を通してこの過程を経験することが臨床推論の教育と思います。シンポジウムでは，私の領
域で考えたこうした内容をディスカッションできることを楽しみにしています。
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病理学の教育方法の紹介
Introduction of educational methods of pathology

新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
Division of Oral Pathology, Faculty of Dentistry & Niigata 
University Graduate School of Medical and Dental Sciences

田沼　順一

田　沼　順　一（たぬま　じゅんいち）

【学歴】
　1994 年 3 月　鹿児島大学歯学部卒業
　1994 年 4 月　埼玉県立がんセンター臨床病理部・研究所病理部　研修医
　1998 年 4 月　鹿児島大学歯学部　口腔病理解析学分野　助手
　2000 年 10 月　イタリア国立がん研究センター研究所　実験腫瘍学　研究員
　2005 年 4 月　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　准教授
　2010 年 4 月　朝日大学歯学部　口腔病理学分野・大学院研究科　教授
　2018 年 2 月　新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野　教授
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　現在新潟大学歯学部の多くの講座において，学生実習や研修医教育のツールとしては，バーチャル
スライドシステム（VSS）すなわちスライドガラス標本をデジタル化して，顕微鏡の代わりにパソコン
やタブレット端末で観察できる顕微鏡観察システムを構築し，特に解剖学，病理学等の学部学生教育
で使用頻度の高い顕微鏡実習に対応できる教育システムの一つとして確立している。また同時に実習
前・後に行なわれているテストシステムは，学生・研修医および教員が学内・学外で利用可能な ICT
等で，時代の流れに沿う形式のネットワーク通信による情報・知識の共有を可能としている。
　従来の顕微鏡を用いた実習は，歯学部の基礎・臨床の実習および研修医教育の中でも重要な位置づ
けにあるが，スライドガラス標本の観察やスケッチおよび病院内検討会を行う際に，これまでの標本
実習では標本ごとに観察する部位が異なる，標本の経年劣化および希少な標本を観察共有することが
不可能であった。さらに自学自習の観点から，均一な教育機会の提供に問題があった。それらの所見
等に偏りが出てしまうことは，教育の平等性の観点から問題がある。
　そこでVSS は，標準的な標本から非常に貴重な標本まで，組織画像を自動で超高精密画像として取
り込み，高解像度のデジタルデータ化を行うことで，基礎・臨床実習および研修の参加者が同じ標本
を実習室・外来等に備え付けのモニター画面やタブレット端末を用いて参加者全員が同時に観察する
ことができ，教育内容の均一化を図ることができるだけでなく，その簡便さからの学習・研修へのモ
チベーションの高揚が期待され，かつ学習効果を高めることができるテストシステム等など同時に実
行可能な数多くの工夫をシステムに盛り込んでいる。さらに操作はシンプルで，デジタル化されたス
ライドガラスのデータを実習室内閲覧はもとより，場所を選ばずインターネットを介して，どこから
でもアクセス可能となるため，オンラインアクセスによるセルフラーニングとしての需要にも対応し
ている。今回は病理学の臨床推論教育への取り組みの一部紹介をしていきたい。
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「OLP up to date」
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シンポジウム 2・基調講演
扁平苔癬と C 型肝炎ウイルス〜病態と治療戦略
Lichen planus and hepatitis C virus : Clinical condition 
and strategies for treatment

順天堂大学医学部公衆衛生学講座
Department of Public Health, Graduate School of Medicine, Juntendo 
University

長尾由実子

長 尾 由 実 子（ながお　ゆみこ）

【略歴】
　1989 年 3 月　福岡歯科大学卒業
　1991 年 1 月　久留米大学医学部口腔外科学講座　助教
　1992 年 3 月　久留米大学医学部麻酔学講座　兼務
　1992 年 9 月　久留米大学医学部免疫学講座　兼務
　1997 年 2 月　医療法人社団高邦会高木病院歯科口腔外科　医長
　1999 年 4 月　久留米大学先端癌治療研究センター　助教
　2002 年 5 月　久留米大学医学部第二内科（現 消化器内科）　助教
　2003 年 4 月　久留米大学学長直属　講師
　2005 年 4 月　久留米大学医学部消化器疾患情報講座　准教授
　2015 年 4 月　佐賀大学医学部臓器相関情報講座　教授（～ 2019 年 3 月）
　2018 年 10 月　順天堂大学医学部公衆衛生学講座　客員教授
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　日本には，約 150 万人の C型肝炎ウイルス（HCV）感染者が存在する。国内の肝癌死亡者数は年間
2万 9千人で，その約 8割がHCVと B型肝炎ウイルス（HBV）感染に由来する。そのため，肝癌の撲
滅にはHCVと HBV感染への対策が重要となる。近年，C型慢性肝炎に対して治療効果の高い経口抗
ウイルス薬（DAAs）が登場し，大半の患者は体内からウイルスを排除できるようになった。しかし，
既知の未治療患者が多数存在し，いまだ解決すべき課題が残されている。
　一方，HCVは肝臓以外の臓器や組織にも種々の病変を引き起こす。こうした肝外病変として，リン
パ増殖性疾患（悪性リンパ腫，クリオグロブリン血症），腎疾患（膜性増殖性糸球体腎炎），皮膚疾患
（扁平苔癬，晩発性皮膚ポルフィリン症），内分泌代謝性疾患（慢性甲状腺炎，糖尿病）などが知られ
ている。口腔領域の肝外病変としては，扁平苔癬，シェーグレン症候群，口腔癌が報告されている。
　日本における扁平苔癬とHCVとの関連は，演者が 1995 年にはじめて報告し（Eur J Clin Invest, 
1995），現在までに疫学，発症要因，抗ウイルス治療との関連性を明らかにしてきた。HCVによる扁平
苔癬の発症には，ウイルス因子・宿主因子・薬剤因子が関連する。ゲノムワイド関連解析（GWAS）
を通して有意な一塩基多型（SNPs）も明らかにした（Clin Gastroenterol Hepatol, 2017）。インター 
フェロンやDAAs によってウイルスが駆除されると扁平苔癬が治癒 /改善することもわかっている
（Clin Transl Gastroenterol, 2016）。
　扁平苔癬治療の第一歩は，口腔環境の改善である。難治性扁平苔癬には，グリチルリチンによる注
射が効果的なこともあるが（J Gastroenterol, 1996），口腔ケアジェルの使用が患者のQOLとくにドラ
イマウス感や睡眠障害を有意に改善させる（Virol J, 2011）。
　このように，HCV感染は多彩な肝外病変を合併する。扁平苔癬から見えてくる全身疾患を中心に，
歯科医師としてウイルス性肝疾患をどう捉えればよいのだろうか？口腔領域の病態と対策について提示
したい。全国複数の地域で検証した，歯科を介した未治療の肝炎患者の拾い上げについても紹介する。
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口腔扁平苔癬の病態形成に関わるヘルパー T 細胞とその
活性化機構
Activation mechanism of T helper cells on the 
pathogenesis of oral lichen planus

1．九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御
学分野

2．九州大学大学院歯学研究院 OBT研究センター
1． Section of Oral and Maxillofacial Oncology, Division of 
Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental 
Science, Kyushu University

2． OBT Research Center, Faculty of Dental Science, Kyushu 
University

森山　雅文 1，2，山内　昌樹 1，望月　敬太 1，

A. S. M. Rafiul Haque1，中村　誠司 1

森　山　雅　文（もりやま　まさふみ）
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　2007 年　歯学博士取得
　　　　　  九州大学病院　顎顔面口腔外科　医員
　2012 年　九州大学病院　顎顔面口腔外科　助教
　2013 年　九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　助教に配置換え
　2015 年　九州大学歯学研究院OBT研究センター　PI　兼任
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6.「日本シェーグレン症候群学会　学術奨励賞」受賞（2013 年）　第 22 回　日本シェーグレン症候群学会
（大阪）
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　口腔扁平苔癬（OLP）は，口腔粘膜に角化異常を伴う慢性炎症性疾患であり，基底膜直下へのT細
胞を主体としたリンパ球浸潤を特徴とする。しかしながら，OLP の発症の原因や機序についての詳細
はいまだ不明である。浸潤T細胞は CD4 陽性ヘルパーT（Th）細胞を主体とし，免疫学的にはThサ
ブセット（特にTh2 や Th17）が病態形成に関与していることが示唆されている。しかし，なぜ病変局
所に特定のTh細胞が誘導されるかについては，いまだ不明な点が多い。そこで今回の発表では，OLP
の病変局所におけるTh2 や Th17 の活性化機構を中心に，われわれの最新の知見を紹介する。
　①胸腺間質性リンパ球新生因子（TSLP）によるTh2 活性化機構
　近年，Th2 疾患であるアトピー性皮膚炎や気管支喘息の発症に，IL-33 や胸腺間質性リンパ球新生因
子（TSLP）が同定され，アレルギー疾患におけるTh2 活性化や病態を進展させることが指摘されてい
る。われわれはOLP を病変部と正常部の 2つに分けて免疫組織化学染色法にて IL-33 と TSLP の発現
と局在を検索した。その結果，IL-33 は病変・正常部ともほとんど発現を認めなかったが，TSLP は病
変部のみ基底膜とその直下の浸潤炎症細胞に強い発現を認めた。TSLP は TSLP 受容体を発現する骨髄
様樹状細胞 （mDC）に作用してTh2 ケモカイン産生を促進させ，Th2 細胞を病変局所に遊走させるこ
とが報告されている。そこで病変局所におけるCD11c （mDC） と GATA3 （Th2 転写因子） について検
索したところ，基底膜直下のみに著明に発現しており，CD11c 陽性細胞数と GATA3 陽性細胞数は正
の相関を示した。
　②カテプシンK（CTSK）によるTh17 活性化機構
　同一患者（n＝ 3）の病理切片の上皮および直下のリンパ球浸潤部を病変部と正常部に分けて LMD
法にて分離採取し，DNAマイクロアレイにて発現上昇を認めた遺伝子を網羅的に解析した。その結果，
76 遺伝子が病変部で発現上昇を認め，その中でTh細胞の活性化に関与する液性因子として CTSKが
抽出された。CTSKは病変部の上皮とその直下の炎症細胞浸潤部に強い発現を認め，正常粘膜と比較
してmRNA発現は有意に亢進していた。CTSKは破骨細胞から産生され，骨吸収に関与することが知
られているが，上皮や免疫細胞からも CTSK は産生される。最近の報告では，形質細胞様樹状細胞
（pDC）に発現する Toll 様受容体 9（TLR9）が CTSK を認識して IL-6 や IL-23 を産生することで，
Th17 細胞を活性化させることが明らかとなっている。そこで，ヒト PBMC から pDC を抽出し，
CTSKによる刺激実験を行った。その結果，CTSK刺激群では非刺激群と比較して，上清中の IL-6 お
よび IL-23 濃度が有意に高く，CTSK阻害剤を添加するとこれらの濃度は著明に低下した。
　これらの結果から，OLP の Th サブセットの活性化にはmDCや pDCなどの樹状細胞が重要な役割
を担っていることが示唆された。OLP の第一選択薬はステロイドであるが，治療に難渋する症例も散
見されることからも，Th－樹状細胞ネットワークを標的とした新規治療薬の開発が期待される。
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口腔扁平苔癬における病理組織学的変化
　―主に角化層の形成と基底層の傷害について―

Histopathological changes in oral lichen planus
　― Mainly in formation of keratinized layer and 

injury of basal layer―

1．松本歯科大学口腔病理学講座 
2．松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学分野 
1．Department of Oral Pathology, Matsumoto Dental University 
2． Hard Tissue Pathology Unit, Graduate School of Oral Medicine, 
Matsumoto Dental University

嶋田　勝光 1，Rita Rani Roy2，村 上　 聡 1，長谷川博雅 2

嶋　田　勝　光（しまだ　かつみつ）

【学歴】
　2012 年 3 月　松本歯科大学　歯学部　卒業
　2012 年 4 月　松本歯科大学　大学院　入学
　2016 年 3 月　松本歯科大学　大学院　修了

【職歴】
　2016 年 4 月　松本歯科大学　歯学部　口腔病理学講座　助教
　　　　　　　  現在に至る
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　皮膚の扁平苔癬は表皮直下のリンパ球による基底層の傷害とそれに伴うターンオーバーの延長が生
じると考えられている。その結果，上皮細胞は終末分化に至るまでの時間が長くなり，細胞層の増加
が生じる。さらに，表層分化に関連する角化層の肥厚が生じるとされる。口腔の扁平苔癬（OLP）も
類似の病態を示し，病理組織学的には口腔粘膜上皮と粘膜固有層境界部に主座を持つ慢性炎症として
位置づけられる。
　これまで我々は両側頬粘膜発症で，網状白斑型を呈するOLPを実験群，非角化を示す正常頬粘膜を
対照群として，主に上皮の変化に着目した詳細な組織学的検討を行ってきた。OLP の上皮を肥厚部と
菲薄部に分け，角化層，有棘層および基底層の各層に着目し，基底層の傷害と角化層の形成に関わる
変化を組織学的および免疫組織学的に検索した。
　その結果，基底層の傷害やそれに伴う液化変性および角化亢進を示す組織学的所見と，その所見を
裏付けるタンパク質の局在を確認した。特に基底層でのケラチン 19，デスモグレイン 1，タイプⅣコ 
ラーゲンの局在変化および上皮の分化に伴って発現し，角化を引き起こす分子群である周辺帯関連 
タンパク質（トランスグルタミナーゼ，インボルクリンやスモールプロリンリッチプロテインファミ
リー）の局在変化について報告する。
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口腔扁平苔癬の病勢評価と治療戦略
Disease activity assessment and treatment strategy in 
oral lichen planus

東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 
牛久愛和総合病院歯科口腔外科
Tokyo Dental College, Department of Oral Oncology, Oral and 
Maxillofacial Surgery
Ushiku Aiwa General Hospital, Dentistry and Oral Surgery
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　口腔扁平苔癬 （OLP） の治療は，診断の確定と異形性の有無の確認を目的として，病理組織学的評価
を行った上で開始される必要がある。薬物療法の第 1選択はステロイド外用療法であるが，薬剤，金属
アレルギーなどの原因や不良な口腔環境などの増悪因子がある場合は，薬物療法のみでは病勢の制御
が困難となる場合がある。さらに，これらの要因を可能な限り取り除いても抵抗性を示す難治例が存
在し，ステロイド外用療法以外の選択肢が望まれる場面がある。このような治療方針の検討において
OLP の病勢を評価することは極めて重要であるが，その評価法について世界的なコンセンサスは得ら
れていない。そのため，様々な治療法の研究で病勢評価法が異なり，その治療効果の比較が困難で，
病勢評価法の統一が課題とされている。また，外用ステロイド無効例に対して，他に選択できる治療
法が必要である。東京歯科大学市川総合病院の歯科・口腔外科と皮膚科の合同外来 （粘膜疾患外来） で
は，病勢評価法に関するレビュー論文にて詳細な検証がなされている方法として紹介され，治療法の
ランダム化比較試験にも使用されている REU scoring system を用いて病勢評価を行っている。治療
は，病理組織学的評価を行った後，病態説明と生活習慣指導を行った上で，皮膚症状の検索と治療，
原因の検索と除去，増悪因子の除去，薬物療法を並行して行っている。増悪因子の除去は，咬合調整
や歯科衛生士による専門的口腔衛生処置，症例により遊離歯肉移植術を併用した口腔前庭拡張術を施
行している。薬物療法はステロイド外用療法を第 1選択とするが，スコアリングによる病勢評価から判
断して無効の場合，異形性がないことを確認の上，潰瘍形成を伴う紅色型のOLPには期間を限定した
ステロイド内服療法とタクロリムス外用療法を併用し，潰瘍形成を伴わない紅色型のOLPにはタクロ
リムス外用療法単独にて治療を行っている。
　今回，OLP の病勢評価法と治療に関する過去の報告を整理した上で，粘膜疾患外来で行った病勢評
価法の比較検討やステロイド外用療法無効例におけるタクロリムス外用療法の効果に関する検証の結
果を提示する。さらに，当科におけるOLPの治療戦略を実際の症例を供覧しながら紹介する。
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歯数制御による歯の再生治療薬の開発
Development of tooth regenerative medicine by 
control ling of the number of teeth

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野
Kyoto University, Graduate School of Medicine, Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery
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　超高齢化社会の健康寿命延伸に向け未病の改善に向けた先制医療への取り組みが，日本の健康・医
療戦略の重要な施策となっています。未病改善の対策としてオーラルフレイルを改善するための食が
取り上げられ，歯の重要性が再認識されています。本邦における歯の欠損を有する患者は，高齢者を
中心に 3000 万人以上と非常に高い罹患率です。現在の治療法は，義歯や歯科インプラントなど人工補
綴物に置換するのみであり，根治的な治療法は存在しません。組織工学的な手法による歯の再生研究
が数多く試みられてきましたが，コストや安全性等の問題で，臨床応用まで至っていません。その一
方，がんばかりでなく，関節リウマチ等多様な疾患において抗体製剤の分子標的薬の開発が行われ，
臨床応用が進んでいます。また，本邦においても家族性アミロイドーシスの分子標的薬として siRNA
核酸製剤であるパティシランが承認申請された状況です。
　歯は，ヒトでは大臼歯が 1生歯性以外は 2生歯性で，歯数は厳密に制御されています。これまで我々
は，歯数制御による歯の再生を目指して分子標的薬の開発に，取り組んできました。過剰歯を有する
USAG-1 ノックアウトマウスを解析することにより，標的分子を同定するとともに 1つの分子により歯
を増やすこと，つまり歯を再生できる事を明らかにしてきました。各種先天性無歯症モデルマウスと
過剰歯モデルマウスのUSAG-1 遺伝子欠損マウスの交配により，歯の形成が回復することを見出しま
した。次にUSAG-1 stealth siRNA 含浸カチオン化ゼラチンの局所投与により，genetic linkage に加え
て，USAG-1 の局所抑制の有効性を明らかにしました。そこで，活性の確認されたUSAG-1 組み換え蛋
白を抗原として，USAG-1 中和抗体を作製しました。その結果，先天性無歯症マウスに標的分子である
USAG-1 の中和抗体を投与することで欠損歯が回復することを確認致しました。更に，野生型マウスに
USAG-1 の中和抗体を同様に投与することで過剰歯を形成すること，つまり完全な形の新しい歯を再生
することに成功致しました。最初の対象疾患を先天性無歯症として，原因遺伝子変異をバイオマー 
カーとし，両親から遺伝子変異を判別しておきます。子供の表現型が明らかになる前に，分子標的薬
を投与し，歯を再生させる治療法を想定しています。更に，分子標的薬を投与することにより通常退
化消失する第 3歯堤を賦活化し，第 3生歯を形成させることにより歯を再生する治療法を確立すること
を目指しています。
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血液検体を用いたリキッドバイオプシーの有用性
The usefulness of liquid biopsy using blood samples

国立がん研究センター中央病院消化管内科
Department of Gastrointestinal Medical Oncology, National Cancer 
Center Hospital
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　Apr 2006 ‒ Mar 2010 　Resident in Yamagata City Hospital
　Apr 2010 ‒ Mar 2015 　Resident in National Cancer Center Hospital
　Apr 2015 ‒ Jan 2016 　Project researcher in National Cancer Center Research Institute
　Feb 2016 ‒ Present 　 Staff physician, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, National 

Cancer Center Hospital
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　がん細胞は治療の介入によりさらに遺伝子異常の蓄積をきたし，様々な特性を獲得する。そのため
治療経過中の薬剤抵抗性の既存クローンや，新規の耐性サブクローンが増殖することで新たな治療抵
抗性を獲得すること（clonal evolution）が課題である。既に EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに
対して，第一世代 EGFRチロシンキナーゼ阻害薬使用中に出現する獲得耐性遺伝子EGFR T790M変
異に対して有効な，オシメルチニブなどの新規 EGFR阻害薬が開発され，国内でも日常臨床で使用さ
れている。
　様々ながん腫でのさらなる予後改善のためには，がんの個性に基づいた治療法の選択，すなわち個
別化医療が必須である。個別化医療の遂行のためには，がんの個性を的確に捉え，最適な治療を予測
するコンパニオン診断法が必要になる。そのため，継時的・空間的に変化するがん細胞の個性を正確
かつ非侵襲的にとらえる技術の創出が求められる。
　血中循環腫瘍細胞（circulating tumor cells, CTCs）や循環腫瘍DNA （circulating tumor DNA, 
ctDNA）の存在が知られており，CTCs や ctDNA を用いたリキッドバイオプシー技術が世界的に着目
されている。針や内視鏡での組織生検と異なり，血液などの体液を用いた診断技術であるため患者負
担が少なく，頻回に行うことが可能なため，がんのスクリーニング，治療選択，治療モニタリング，
再発モニタリング等に活用が可能になるためである。
　固形がんにおいては ctDNAが，術後再発のモニタリング，早期がんの予後予測，切除不能・進行再
発がんの予後予測，そして化学療法のモニタリングとして研究が進められている。一方，近年のテク
ノロジーの進歩により，CTCs に関する研究も進み始めている。我々は，上皮表面マーカーを利用せず
細胞径によりCTCs を血球から分離する微小流路（microfluidic separation tool）を用いた分離法の開
発に取り組み，頭頚部がん・消化管がん患者から CTCs の分離に成功し，腫瘍関連遺伝子の検討を行
うことが可能であった。
　本講演ではリキッドバイオプシーのなかでも特に ctDNA, CTCs を用いた臨床応用の可能性について
紹介したい。
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5-アミノレブリン酸 （5-ALA）を用いた光線力学的診断
Photodynamic diagnosis using 5-aminolevulinic acid  

（5-ALA）

鶴見大学歯学部口腔内科学講座
Department of Oral Medicine and Stomatology, School of Dental 
Medicine, Tsurumi University

舘原　誠晃，里村　一人

舘　原　誠　晃（たてはら　せいこう）

【略歴】
　1999 年 3 月　徳島大学歯学部歯学科　卒業
　1999 年 4 月　徳島大学大学院歯学研究科入学（口腔外科学第一講座）
　2003 年 3 月　徳島大学大学院歯学研究科修了　博士（歯学）取得
　2003 年 4 月　徳島大学歯学部附属病院　研修医
　2004 年 4 月　徳島大学医学部・歯学部附属病院歯科口腔外科　助手
　2007 年 10 月　徳島大学医学部・歯学部附属病院歯科口腔外科　助教
　2010 年 2 月　鶴見大学歯学部口腔内科学講座　助教
　2014 年 4 月　鶴見大学歯学部口腔内科学講座　講師
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　わが国においては，高齢化に伴い口腔癌の罹患者が増加している。一方，口腔癌治療の技術向上や
薬剤の開発によりその生存率は向上しているものの治療に伴う副作用や術後の機能障害によるQOLの
低下は未だ問題となっている。このような状況から，口腔癌または腫瘍性病変（口腔上皮性異形成）
をできる限り早期発見することは，身体的および精神的影響が少ない低侵襲治療を可能とするばかり
でなく，治療後の摂食・嚥下・会話機能を維持する上でも重要と考えられる。しかしながら，これら
の病変のうち平坦で無症候性のものは視診・触診で発見することが困難な場合があり，診断の遅れに
なることもある。
　近年，これらの病変を補助的に診断する法として特殊光を応用した光線力学的診断（Photodynamic 
diagnosis，以下 PDD）が脳腫瘍，膀胱癌および消化器癌に臨用応用され，その有用性が示されるよう
になってきた。特に，光感受性物質であるプロトポルフィリン IX（PpIX）の前駆体物質である 5-アミ
ノレブリン酸（5-aminolevulinic acid，以下ALA）を用いた PDD（ALA-PDD）が注目されている。
ALAは生体内に存在する天然のアミノ酸でヘムの原料であるため低毒性であり，また代謝が早いため
光過敏症を起こさない安全な薬剤である。ALA-PDDは，ALA投与により腫瘍細胞内に PpIX を選択
的に蓄積させ，腫瘍のみを赤色に発光させることで正常組織との鑑別を可能とする。
　ALA-PDDは非侵襲的に腫瘍性病変を可視化することから，口腔粘膜病変に対しても非常に有用な診
断法と考えられる。われわれは口腔粘膜の腫瘍性病変に対してALA-PDDを応用し，その有用性を検
討してきた。本シンポジウムでは，ALA-PDDの特徴およびその有用性とその将来展望について述べる
予定である。
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「歯科衛生士シンポジウム」
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歯科衛生士による術者磨きから判ること
Discoveries from toothbrushing paitients by dental 
hygienists

フリーランス・歯科衛生士
Freelance dental hygienist

遊佐　典子

遊　佐　典　子（ゆさ　のりこ）

【略歴】
　1976 年　　　　　 鶴見大学短期大学部保健科（現・歯科衛生科）卒業
　1976 年～ 1984 年　医療法人京二会　田中歯科医院（東京）に勤務
　1985 年　　　　　 フリーランスとなる
　1994 年～ 1996 年　公益社団法人　東京都歯科衛生士会会長
　2000 年～ 2017 年　医療法人社団厚誠会にて技術指導顧問
　2008 年　　　　　 特定非営利活動法人　日本歯周病学会　認定歯科衛生士
　2020 年　　　　　 一般社団法人　日本口腔検査学会　理事
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　私は，長年にわたり，患者さんの歯のクリーニングをしており，ここ 30 年は若手の歯科衛生士を指
導する機会も多くなっています。そうした経験をもとに，また，多くの仲間の助言や患者さんからの
意見を参考にして，人にとっての「よい歯磨きとは何だろうか」を追求してまいりました。「歯を磨
く」をテーマに，試行錯誤を繰り返し，歯のブラッシングについて工夫し実践してまいりました。そ
のような中から生まれたのが，歯のバイオフィルムを限りなく除去することを目指した，術者，歯科
衛生士によるブラッシング方法です。のちにこの方法は「エッセンシャルクリーニング法」と名付け
られ，少しずつ歯科医，歯科衛生士が取り上げるようになり，静かに広まってきています。
　本シンポジウムでは，この方法を取り入れたプロフェッショナルケアの方法と，その臨床への導入
をとおして認識を深めたことを述べます。
　歯科衛生士は歯科における予防処置，診療補助，保健指導を担う専門職であり，さらに地域医療お
よび介護現場での口腔ケアへの期待も増して来ています。このたびの歯科衛生士シンポジウム「歯科
衛生士による口腔管理」をテーマに，共に現場で活躍されているシンポジストの方々との熱い意見交
換が出来たら，望外のしあわせです。

〈発表内容〉
　術者磨きのススメ
　エッセンシャルクリーニング法とは
　術者磨きがもたらす患者と歯科衛生士との相乗効果
　歯科衛生士の観察力と医療面接の力
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歯科衛生士における口腔健康管理
　〜臨床の現場では〜
Oral health care in the dental hygienist
　〜 In the spot of the clinical practice 〜

熊谷歯科医院
Kumagai Dental Office

塩浦　有紀

塩　浦　有　紀（しおうら　ゆき）

【略歴】
　1989 年　日本歯科大学付属歯科専門学校（現日本歯科大学東京短期大学）卒業
　　　　　  下村石膏株式会社研究室勤務
　1991 年　住友不動産株式会社歯科室勤務
　1996 年　若林歯科医院（東京都渋谷区）勤務
　2000 年　熊谷歯科医院（東京都中野区）勤務
　　　　　  現在に至る
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　世界中が襲われているこの突然のコロナ禍において，歯科衛生士における口腔健康管理においても
今までのやり方で良いのでしょうか？
　歯周治療の中では治しきれなかった歯周ポケットや，解剖学的なリスクがある口腔内を持った患者
さんに「一月に一度来ないと大変な事になりますよ」と言って SPTをおこなってきた歯科衛生士も多
いのではないでしょうか？
　問題がそれほど無い患者さんも 3か月，4か月で定期検診を行っていることが多いと思います。
　それが緊急事態宣言発令や，その後の感染者数の増加によって頻繁に通院したくない患者さんや，
来たくても来られない患者さんもいると思います。
　また，いままでの日常ではなくなったことで痛みを感じる歯が多くなった患者さんも増えたように
感じます。
　そこで今回はホームケアやプロフェッショナルケアの見直しをし，新しい生活様式に添える新しい
口腔健康管理について提案ができればと思っています。
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病院歯科における口腔健康管理の実際
　—東京歯科大学口腔がんセンターの視点から—

Oral management of hospital dentistry at oral cancer 
center, Tokyo Dental College, Ichikawa general hospital

1．東京歯科大学口腔がんセンター 
2．東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科 
3．東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 
4．東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 
1．Oral cancer center, Tokyo Dental College 
2． Division of oral medicine, oral and maxillofacial surgery, Tokyo 
Dental College, Ichikawa general hospital

3． Department of oral oncology, oral and maxillofacial surgery, 
Tokyo Dental College

4． Department of oral medicine and hospital dentistry, Tokyo 
Dental College

小島　沙織 1，2，大屋　朋子 2，鈴木　大貴 1，大 金　 覚 1，

野村　武史 1，3，松浦　信幸 2，4

小　島　沙　織（こじま　さおり）

【略歴】
　2003 年　東京歯科大学歯科衛生士専門学校卒業
　2003 年　東京歯科大学市川総合病院　歯科・口腔外科勤務
　2006 年　東京歯科大学口腔がんセンター開設　配属
　2009 年　東京歯科大学市川総合病院 歯科・口腔外科　配属
　2019 年　東京歯科大学口腔がんセンター　配属
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　口腔がんの治療は，手術療法，放射線療法，化学療法の 3大治療を単独もしくは組み合わせて行われ
ている。東京歯科大学口腔がんセンターでは，口腔がんの診断から治療，さらに予後不良症例に対し
ての終末期医療においても，専任の歯科衛生士が継続的に関与できる施設となっている。一貫した口
腔健康管理は，心理的ケアも含めた口腔機能の回復，QOLの向上に貢献できるものと考えられ，がん
緩和ケアの一つとして，その役割は非常に大きいものと思われる。今回は，口腔がん患者に対する口
腔健康管理について症例を提示し，口腔がん患者に対する歯科衛生士の関わり，その重要性について
報告する。
　口腔がんの術後は，劇的な形態の変化，機能障害が出現し，セルフケアが困難となる。これらに対
し，術前から創部感染予防および術後の口腔機能変化の説明を行い，特に術直後は，病棟へ訪室し，
個々に応じたセルフケア指導を行っている。また，放射線治療やがん化学療法による口腔粘膜炎や口
腔乾燥症等の有害事象に対しても，治療開始前より徹底した口腔衛生管理と局所麻酔薬入り含嗽剤や
アイスボール等による疼痛コントロールを行っている。そして，終末期では，初診時から構築された
信頼関係を基盤とした口腔衛生管理を通じて，心理的ケアに努めている。
　口腔がん患者は，治療全期にわたり口腔に関する器質的，機能的な障害を抱え，これらは永続的に
続くことから，心理的ケアも含めた口腔機能の回復，QOLの向上に努めなければならない。
　一方，一般歯科診療所においては，歯科医師の指示により，歯科衛生士が患者の口腔衛生管理を任
され，歯科医師よりも長いチェアタイムで，口腔内を観察する機会が多い。直視直達が可能な環境
は，他臓器と異なる「口腔」の大きな特徴の一つであり，これは歯科治療を受ける機会自体が，口腔
がんのスクリーニングを意味するとも言われている。このことから，歯科衛生士は責任を持って，常
に口腔内の異常を探すという疑いの目を持ち，口腔内を観察するということが極めて重要である。そ
のことが，口腔がんの早期発見につながり，口腔がん患者の命を救うことに直結するという自覚を，
より多くの歯科衛生士に持ってもらいたい。
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共催セミナー1
（共催　イーエヌ大塚製薬株式会社）
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がん終末期患者の口腔管理
Oral management of terminal cancer patient

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
Department of Dentomaxillofacial Diagnosis and Treatment Division 
of Oral and Maxillofacial Surgery, Kanagawa Dental University

岩渕　博史

岩　渕　博　史（いわぶち　ひろし）

【略歴】
　1992 年 3 月　東京歯科大学卒業
　1992 年 5 月　慶應義塾大学医学部研修医（歯科口腔外科）
　1998 年 5 月　慶應義塾大学医学部助手（歯科口腔外科学）
　2001 年 5 月　国立栃木病院歯科口腔外科
　2003 年 7 月　（独）国立病院機構栃木病院　歯科・歯科口腔外科・ 小児歯科
　　　　　　　　歯科口腔外科医長
　2013 年 11 月　神奈川歯科大学附属病院診療科講師
　2015 年 4 月　神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面外科学講座
　　　　　　　　（現：顎顔面機能再建学講座顎顔面外科学分野）准教授
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　緩和ケアとは，「生命を脅かす全ての病に関連する諸問題に直面している患者と家族の痛み，その身
体的，心理社会的な問題などを適切に評価し対応することで，苦痛を予防し，患者と家族のQOLを改
善する取り組みである」とされている。従来は終末期ケアと考えられることの多かった緩和ケアであ
るが，現在ではがんと診断された時から開始されるべきものと考えられるようになった。そして，診
断時からの緩和ケアにより，抑うつ状態や不安を持つ患者が有意に減少することやQOLが良好に保た
れることなどが分かってきている。がん患者では口腔内にも様々な有害反応や合併症・併発症の発症
がみられ，これらに対する口腔管理は口腔の緩和ケアであると考えられる。一方，終末期のがん患者
においても歯科疾患の急性転化，口腔乾燥症（口渇），口内炎，口腔カンジダ症，口臭・出血，摂食嚥
下障害など様々な口腔内併発症が発症する。これらに対する口腔管理は口腔の緩和ケアにつながる。
例えば，口腔乾燥症（口渇）はがん終末期患者の 80 ～ 90％が訴えると言われており，その対策は大変
重要である。また，がん終末期患者では容易に口腔カンジダ症が発症するため，その予防と早期の診
断による治療が重要となる。口腔カンジダ症は口内炎と同じく口腔内に疼痛を生じ，食事摂取を妨げ
る原因となる。口臭や出血は患者のみならず，家族も不安にさせるため適切な対応が必要になる。こ
のように終末期のがん患者への口腔管理は口腔内の苦痛を緩和することにより経口摂取のサポートを
行うことにもなる。口から食事を取ることは人にとって大きな喜びの 1つであるのみではなく，余命が
延長することも分かってきている。がん患者では比較的長い間摂食嚥下機能は保たれて，最後の 2か月
ぐらいで急速に機能が低下する。その主な原因は，筋力の低下による咀嚼機能が低下するためであ
る。対策としては食種の工夫やONS（Oral Nutritional Supplements）の利用が考案されている。本セ
ミナーではがん終末期患者の口腔内併発症の種類と口腔管理方法，咀嚼機能低下患者に対する対応に
ついて解説する。
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共催セミナー2
（共催　富士フィルム富山化学株式会社）
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今だからこそ，口腔カンジダ症を再考する
Reconsider about oral candidiasis

東京歯科大学　オーラルメディシン・病院歯科学講座
Department of Oral Medicine and Hospital Dentistry

酒井　克彦

酒　井　克　彦（さかい　かつひこ）

【略歴】
　2005 年　神奈川歯科大学卒業
　2005 年　東京歯科大学市川総合病院　臨床研修歯科医
　2012 年　東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科講座　助教
　2017 年　東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科講座　講師
　2020 年　東京歯科大学　オーラルメディシン・病院歯科学講座　講師（配置替）

【資格】
　日本口腔外科学会指導医・専門医，日本口腔内科学会専門医，日本老年歯科医学会認定医
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　口腔カンジダ症は，主に口腔内常在菌であるCandida albicans により引き起こされる内因性の日和
見感染症である。様々な全身的要因（抗菌薬，ステロイド薬，抗癌薬などの投与，加齢，AIDS，糖尿
病による免疫力低下）や局所的要因（義歯の清掃不良，口腔乾燥）などにより感染が成立する。現
在，超高齢社会を迎えて口腔カンジダ症患者が増加している。要介護高齢者は口腔機能が低下し，口
腔衛生状態が悪化することで様々な口腔疾患に罹患しやすくなる。また，医療技術の進歩に伴い様々
な病気に対して先進医療が応用されているが，一方で最先端の医療が易感染宿主の数を増加させてい
る側面もある。さらに，周術期等口腔機能管理や訪問歯科診療の充実に伴い，これら患者の歯科医療
機関への受療機会が増加しており，我々が口腔カンジダ症を発見する機会が増加していることも一因
と考えられる。
　口腔カンジダ症は，典型的な偽膜性カンジダ症を臨床所見から容易に診断することが可能である
が，萎縮性カンジダ症や肥厚性カンジダ症，カンジダ関連病変である口角炎や正中菱形舌炎などは他
の粘膜疾患との鑑別が必要であり，検査による確定診断が行われる。口腔カンジダ症の検査には口腔
擦過液の培養検査や病理学的検査が行われるが，直接顕微鏡検査による仮性菌糸の確認が迅速で，臨
床的にも有用である。
　口腔カンジダ症の治療にはポリエンマクロライド系のアムホテリシン B，アゾール系のミコナゾー
ル，イトラコナゾールなどが用いられる。口腔カンジダ症の多くは表在性カンジダ症であり，治療は
まず局所療法薬が適応となる。局所療法の成功のためには患者コンプライアンスの向上が重要な要因
である。2019 年 2 月に口腔粘膜付着型の抗真菌薬である「オラビⓇ錠口腔用 50mg」が使用可能となっ
た。オラビ錠は 1日 1回 1錠を口腔粘膜に付着して用いる口腔咽頭カンジダ症の治療薬である。本剤は
患者利便性を向上させる新たな治療選択肢であり，米国感染症学会のガイドラインでは口腔咽頭カン
ジダ症の第一選択薬となっている。
　今後，口腔カンジダ症がますます増加することが予測され，臨床現場においても十分な対処が必要
である。本セミナーでは，当院での臨床データから得られた口腔カンジダ症の新たな知見をもとに，
口腔カンジダ症について再考させていただく予定である。
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上杉篤史1，2，津島文彦1，宮本洋二2，原田浩之1

1．東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野
2．徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

桒原正浩1，清水博之1，藤田康平1，池浦一裕1，3

臼田　聡1，加藤　伸1，宗像花楠子1，山上　淳2

小川千晴3，山内智博3，中川種昭1，角田和之1

1．慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　2．慶應義塾大学医学部皮
膚科　3．がん・感染症センター 都立駒込病院歯科口腔外科

O-01
口腔粘膜と皮膚に生じた DPP-4 阻害薬関連水疱
性類天疱瘡の 2 例

O-02
大根おろしによる口腔アレルギー症候群の 1 例

　水疱性類天疱（BP）は表皮，上皮基底膜部に対する
自己抗体により発症する自己免疫性水疱症である。近
年，糖尿病治療薬のDipeptidyl peptidase-4 （DPP-4）阻
害薬投与後にBPを発症する症例の報告がある。 今回わ
れわれは口腔粘膜と皮膚に生じたDPP-4 阻害薬関連 BP
と考えられた 2例を経験したのでその概要を報告する。
　症例 1：50 歳男性。当科初診 2年前に口腔粘膜および
皮膚の水疱形成を自覚。初診 6か月前頃に紹介医を受診
し口腔粘膜生検および血液検査が実施された。検査の結
果BPが疑われたため当科へ紹介受診となった。併存症
として 17 年前より糖尿病がありアログリプチンが投与
されていた。初診時，口腔粘膜に軽度の水疱形成と粘膜
疹があり，鼻翼皮膚に限局性の紅斑形成を認めた。当院
皮膚科にて皮膚生検が実施され，表皮下水疱形成と直接
蛍光抗体法（DIF）にて基底膜部への IgG，C3 の沈着
がみられた。DPP-4 阻害薬関連 BPが疑われ，当院腎臓
内分泌代謝内科受診し，アログリプチンがエンパグリフ
ロジンへ変更となった。口腔粘膜疹及び皮疹に対しては
外用ステロイド薬が使用され，症状は徐々に軽快傾向を
示した。
　症例 2：81 歳男性。当科初診 3か月前頃より口腔粘膜
の水疱形成を自覚。初診 2か月前頃より下肢皮膚の水疱
形成を自覚。皮膚水疱形成が増悪し当院皮膚科を受診し
入院加療となり，口腔症状精査目的にて当科受診となっ
た。併存症として糖尿病がありアログリプチンが投与さ
れていた。初診時，口腔粘膜および皮膚に広範な水疱お
よび潰瘍形成があり，生検およびDIF にて BP の診断
となった。皮膚科よりステロイド薬の投与およびアログ
リプチン投与が中止となり，粘膜疹および皮疹の軽快傾
向を認めた。
　糖尿病治療においてDPP-4 阻害薬は比較的使用頻度
の高い薬剤である。自験例では 2例ともにDPP-4 阻害
薬であるアログリプチンが投与されており，BP発症の
一因である可能性が考えられた。また，BPは通常皮膚
優位に発症する事が多いが，自験例では 2例ともに口腔
粘膜にも水疱を形成していたことから，糖尿病を有する
症例に生じた皮膚・口腔粘膜疹の診断には，本疾患も鑑
別疾患として考慮する必要があると考えられた。

　【緒言】口腔アレルギー症候群は，果物や野菜など特
定の食物の摂取時に口腔・咽頭粘膜の過敏症状をきたし
同時に全身に有害事象が出現することもある食物アレル
ギーの 1種である。今回，大根おろしによる口腔アレル
ギー症候群の 1例を経験したので報告する。
　【症例の概要】患者は 31 歳男性。2019 年 10 月初旬口
内炎と咽頭痛を主訴に当科を受診した。3日前より全身
倦怠感，下顎歯肉に疼痛を自覚し，その後疼痛は軟口
蓋，右季肋部から下腹部にも出現した。逆流性食道炎，
痔の既往があり，アレルギーの既往は聴取されなかっ
た。初診時，軟口蓋と下顎歯肉に小アフタを認め，硬口
蓋に糜爛を認めた。臨床的にヘルパンギーナを疑った
が，コクサッキーウイルスに対する血清学的検査は陰性
であった。1 週間後には口内炎，咽頭痛はほぼ改善し
た。消化器内科で腹部症状に対し精査を予定していた
が，10 月下旬の深夜，口腔内の腫脹と激しい心窩部痛
を主訴に救急外来に搬送された。意識は清明で自立歩行
は可能な状態であり，腹部CTでは特に異常は指摘され
なかった。詳細な問診を行ったところ，搬送される直前
に生の大根を摂取し，その 2時間後から上記症状を自覚
していたこと，さらに当科初診時も大根おろしを事前に
摂取していたことが判明した。11月消化管内視鏡検査，
腹部超音波検査を行ったが異常所見は指摘されなかっ
た。大根おろしによる口腔アレルギー症候群を疑い，皮
膚科にて入院下に検査の方針となった。プリックテスト
では大根おろしに対し強い陽性反応を認め，さらに同じ
アブラナ科であるからしとわさびを用いた経口負荷試験
では，ともに硬口蓋に軽度疼痛を伴う発赤を認めた。現
病歴と被疑食物によるプリックテストの結果より，大根
おろしによる口腔アレルギー症候群と診断した。今後は
大根の摂取制限のみ継続してもらい，外食時の誤食によ
る発作に備えて抗ヒスタミン薬とアドレナリン自己注射
薬が処方された。
　【結語】大根おろしによる口腔アレルギー症候群の 1
例を経験したため，その概要を報告した。
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鶴見　惇1，森田奈那2，三邉正樹1，4，稲田潤一郎1，秋山友理恵1

井口直彦1，鈴木大貴3，大金　覚3，浮地賢一郎1，橋本和彦5

河野通良6，高橋愼一6，松浦信幸2，野村武史1

1．東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　2．東京歯科大学オーラルメディシ
ン・病院歯科学講座　3．東京歯科大学口腔がんセンター　4．医療法人社
団常仁会牛久愛知総合病院歯科口腔外科　5．東京歯科大学市川総合病院臨
床検査科　6．東京歯科大学市川総合病院皮膚科

佐久間美雪1，太田耕司2，加藤大喜1，鳴瀬貴子1

石田陽子1，福井曉子1，重石英生2，武知正晃1

1．広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学　2．広島大学大学院
医系科学研究科口腔健康科学講座公衆口腔保健学研究室

O-03
Candida albicans 感染における CEACAM1 に
よる Candida 細胞壁構成成分の認識

O-04
Direct-Acting Antiviral による C 型肝炎治療に
関連した OLP の 2 例

　【目的】口腔Candida 症は Candida albicans（Ca）に
よって惹起される日和見感染症である。Ca は口腔粘膜
に付着，定着し，増殖しながら粘膜に侵入し，粘膜の障
害を引きおこす。これまで我々は，口腔粘膜の上皮細胞
が Ca の細胞壁を構成する成分であるβ-glucan を認識
し，ストレス応答蛋白であるHeme oxygenase-1（HO-1） 
を発現誘導することで，宿主防御を行っていることを報
告した（Infect Immun 22（4）, 2018.）。しかしながら，
口腔粘膜上皮細胞における Ca 細胞壁構成成分を認識す
る受容体は解明されていない。一方，免疫細胞や上皮細
胞に発現する細胞間接着分子である CEAファミリーの
サブグループ CEACAM1 は，口腔粘膜における機能に
関しては明らかにされていない。今回，我々は，Ca で
誘導される口腔粘膜上皮細胞における CEACAM1 の発
現や Ca 細胞壁構成成分により誘導されるHO-1 の発現
に対するCEACAM1の影響を検討した。
　【材料および方法】不死化口腔粘膜上皮細胞（RT7）に
Ca 生菌，Ca 加熱死菌，Ca あるいは酵母由来β-glucan 
を添加し，CEACAM1 の発現を Real-time PCR 法，
Western blotting 法により検討した。CEACAM1 の局
在を蛍光免疫染色により検討した。Ca および酵母由来 
β-glucanで誘導されるHO-1の発現に対するCEACAM1 
の特異的 siRNA，CEACAM1中和抗体の影響を検討し
た。CEACAM1のリコンビナントタンパクをプレートに
結合させた後，β-glucan との Binding assay を行った。
　【結果】Ca生菌，Ca 加熱死菌，Caおよび酵母由来β- 
glucan 添加によって RT7 における CEACAM1 の発現
が誘導された。CEACAM1 は RT7 の細胞膜，細胞質に
局在していた。CEACAM1 siRNA，中和抗体によって，
Ca および酵母由来β-glucan で誘導されるHO-1 の発現
が抑制された。リコンビナント CEACAM1 と Ca 由来
β-glucan が結合することが示された。
　【結論】Ca 感染の際に，口腔粘膜上皮細胞の
CEACAM1 が Ca 細胞壁構成成分であるβ-glucan を認
識することで，宿主防御機構を稼働している可能性が示
唆された。

　【緒言】口腔扁平苔癬（OLP）は上皮直下のリンパ球
浸潤と上皮基底層の液状変性などを特徴とする慢性炎症
性角化症であり，口腔潜在的悪性疾患の 1つである。そ
の原因は不明であるが，C型肝炎との関連が報告されて
いる。近年Direct-Acting Antiviral （DAA）が C型肝
炎の治療薬として承認され，100％に近いウイルス学的
著効率が得られるようになった。今回，我々はDAAに
よる C型肝炎治療を実施したOLP の 2 例を経験したの
で報告する。
　【症例 1】70 代の女性。20XX－10 年より下唇に白斑
を自覚。近皮膚科にてOLPと診断されステロイド外用
にて加療していたが，20XX年 6月頬粘膜にびらん形成
を認めたため当科紹介となった。生検施行しOLPの診
断の下，ステロイド外用にて治療開始した。患者は既往
にC型肝炎があり，20XX＋1年 8月よりレジパズビル / 
ソホスブビルによるDAA治療が開始となった。開始時
からウイルス持続陰性化（SVR）12 週までの期間は一
時的に頬粘膜症状の増悪を認めた。SVR24 週以降から
症状は改善傾向を示し，104 週後に症状消失，安定化を
認めた。下唇病変は当科初診時より症状は不変であった
が，20XX＋4年（SVR128 週後）に病変の悪性転化を認
め，扁平上皮癌の診断に至り，当院口腔がんセンターに
て加療を行った。
　【症例 2】70 代の男性。20XX－1 年より下唇の水疱形
成を自覚，20XX年 6 月当科紹介。下唇に網状白斑とび
らんを認め，生検にてOLP の診断を得た。ステロイド
外用にて治療開始も効果が乏しく，全身検索として血液
検査を施行，結果として肝機能障害とHCV抗体陽性を
認めたため，当院消化器内科に対診，DAA治療開始と
なった。SVR12 週後，下唇のびらん改善を認め，ステ
ロイド外用を終了，保湿剤のみでの対応とした。SVR24
週後も症状の増悪なく経過良好である。
　【考察】症例1ではSVR後にOLPの悪性転化を認め，
症例 2では改善傾向を示した。過去の報告では，従来の
インターフェロン療法はOLP の誘因・悪化が認められ
る一方で，DAA治療に関連したOLP は概ね改善した
報告が散見される。本症例では悪性転化する症例と増悪
なく改善する症例を経験し，DAA治療に関連したOLP
の転機は多岐にわたる可能性が示唆された。
　【結語】今後，DAA治療に関連するOLP の転機に関
し慎重な経過観察を行いつつ，症例を蓄積・検討を行っ
ていく必要がある。
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多田理佐1，財津　愛1，大屋朋子1，鶴見　惇2，稲田潤一郎2

秋山友理恵2，森田奈那3，三邉正樹2，4，井口直彦2，浮地賢一郎2

野村武史2，松浦信幸3，河野通良5，高橋愼一5

1．東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科　2．東京歯科大学口腔腫瘍外科学
講座　3．東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座　4．医療法人社
団常仁会牛久愛和総合病院歯科口腔外科　5．東京歯科大学市川総合病院皮膚科

大谷泰志1，土生　学2，吉賀大午1，鶴島弘基1

坂口　修1，田中純平1，西牟田文香1，冨永和宏2

吉岡　泉1

1．九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野　2．九州歯科大学
生体機能学講座顎顔面外科学分野

O-05
画像認識による web アプリケーション版口腔粘
膜疾患診断支援システムの開発

O-06
尋常性天疱瘡と口腔扁平苔癬の病勢における口腔
衛生管理の有効性に関する検討

　ディープラーニングによる第 3世代AI は医療画像へ
の応用が行われ始めている。基本的にさまざまな状況の
多くのデータを用いることでその精度を上げる手法であ
るため，不十分なデータでは問題がおこる。十分なデー
タ量がどの程度であるかは学習させたいものが何である
かで変わり，画像認識であれば質の良い画像が数万から
数十万枚必要であると言われる。
　口腔粘膜疾患は臨床診断において視覚情報が大きな比
重を占めており，画像のみでの診断が可能な場合も多
く，AI による画像認識に向いているように思える。し
かし十分なデータ量が集められるかというと絶対数の問
題や，病態や口腔環境の特殊性，多様性を考えると容易
ではない。
　われわれは 12 年にわたりソフトコンピューティング
を用いた口腔粘膜疾患の画像認識を行ってきた。この手
法は画像の特徴を自動認識させるディープラーニングと
違い，設定した画像処理によって特徴量を算出する。言
ってしまえば古い手法であるが，少ない画像からでも設
計が可能である。その結果についてはこれまで報告して
きたように満足できる精度を得ている。
　今回，これまで開発してきたシステムをweb アプリ
ケーション化したので報告する。

　【目的】口腔粘膜疾患患者は，疼痛や出血等によりセ
ルフケアが困難となるため，口腔衛生状態が不良となり
やすい。また，ステロイド治療が行われるため，易感染
状態による口腔内の 2次感染が懸念される。これまでに
口腔衛生管理の重要性は報告されているが，疾患の病勢
と口腔衛生管理の有効性を詳細に検討した報告は少な
い。今回私たちは，尋常性天疱瘡患者（PV）および口
腔扁平苔癬患者（OLP）における病勢と口腔衛生管理
の有効性について検討したので報告する。
　【対象および方法】2018 年 11 月から 2020 年 5 月まで
の期間に当科を受診し，PVおよび OLP と診断された
患者のうち，疾患により口腔清掃が困難となり，歯科衛
生士による口腔衛生管理を行った 14 名（PV：4 名，
OLP：10 名）を対象とした。半年間で計 5回の口腔衛
生管理を実施し，1，3，5 回目の介入時に，歯科医師に
よる病勢評価｛PV：Pemphigus Disease Area Index
（PDAI），OLP：Reticular-Erythematous-Ulcerative 
（REU） scoring system｝，歯科衛生士によるO’Leary の
Plaque Control Record（PCR）を用いた口腔衛生状態
の評価を行った。病勢評価と PCR の結果の相関性を
Spearman の順位相関係数にて解析した。
　【結果および考察】PVでは PDAI と PCR の相関が高
く（r ＝ 0.741，P ＜ 0.01），OLP では REUと PCR の相
関が低い傾向を認めた（r ＝ 0.233，P ＜ 0.05）。PV は
自己免疫性疾患であり，ステロイド治療による病勢軽減
に伴い口腔衛生状態も改善されるのに対し，OLP はス
テロイドによる治療効果が不確定のため，病勢や口腔衛
生状態に個人差が生じることが示唆された。OLP は全
例が紅色型で，部位に歯肉を含んでおり，口腔前庭狭小
や誤咬等の悪化要因も影響していると考えられた。ま
た，慢性的な経過を追う場合が多いため，歯科衛生士が
継続的に介入し，長期に渡り患者のモチベーションを維
持させることや，患者の生活背景を汲み取り，病勢増悪
因子除去への架け橋となることの必要性が示唆された。
　【結論】PVは，病勢が強くセルフケアが困難である急
性期から歯科衛生士が介入することにより，口腔環境悪
化による病変の増悪や2次感染を予防することができた。
　これに対しOLPは，歯科衛生士が患者の生活背景か
ら病勢増悪因子を察知し，歯科医師へと提示すること
や，個々の口腔環境に合わせて口腔衛生管理の方法や介
入頻度を細かく調整することが重要であると考えられた。
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合島怜央奈，蒲原麻菜，森　啓輔，檀上　敦，山下佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

坂本裕美，奥井達雄，竜門省二，中村友哉
伊原木聰一郎，佐々木朗
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

O-07
High Mobility Group Box 1 は口腔癌の骨破壊
を誘導する

O-08
口腔がんの腎転移と鑑別を要した悪性リンパ腫の
1 例

　【目的】進行口腔癌は高頻度に顎骨に浸潤し癌骨破壊
病変を形成する。骨破壊によって骨に貯蔵された増殖因
子が腫瘍周囲に遊離し腫瘍増大を促進する。High 
mobility group box 1 （HMGB1）は 25kDa の非ヒスト
ン核タンパク質であり，種々の腫瘍細胞では発現が亢進
する。またHMGB1 は骨リモデリングに影響を与えて
いることが知られているが，癌骨破壊においてHMGB1
の役割は不明である。本研究では，進行口腔癌における
HMGB1 が癌骨破壊に与える影響を検討した。
　【方法】口腔癌組織切片におけるHMGB1 の発現を免
疫染色法にて検討した。ヒト口腔扁平上皮癌細胞株およ
び骨関連細胞における HMGB1 ならびに HMGB1 受容
体であるRAGE，TLR4 の発現を検討した。ヒト口腔扁
平上皮癌細胞株と骨関連細胞におけるHMGB1 シグナ
ル阻害が細胞増殖に与える影響を検討した。口腔癌由来
のHMGB1 が破骨細胞分化と破骨細胞機能に与える影
響を検討した。マウス脛骨骨髄腔に口腔癌細胞を移植す
ることで作製した癌骨破壊モデルマウスを用い，
HMGB1 の阻害が骨破壊に与える影響を検討した。
　【結果】正常口腔粘膜上皮に比べ口腔癌組織において
HMGB1 発現は亢進していた。HMGB1 中和抗体，TLR4
拮抗薬，RAGE拮抗薬は in vitro において破骨細胞形成
を抑制し，癌骨破壊モデルマウスにおいてもHMGB1 の
シグナル阻害は癌骨破壊病変の進行を抑制した。
　【結論】HMGB1 が口腔癌骨破壊を促進することが明
らかになった。

　【緒言】悪性リンパ腫は全身のどの部位にも発症し，
腎原発に発症することも報告されている。しかし，口腔
がん治療後の既往がある場合，その転移かもしくは腎由
来の病変かを鑑別するには組織生検が必要となる。今回
我々は，下顎歯肉癌の頸部後発転移の術後に両側腎に発
生した悪性リンパ腫を経験したので報告する。
　【症例の概要】患者：68歳（初診時），男性。現病歴：
2017 年 4 月右側下顎部の疼痛と知覚鈍麻を主訴に近歯
科医院を受診，悪性腫瘍が疑われ精査加療目的に当科紹
介受診となった。生検にて扁平上皮癌の診断となり，同
年 5月右側下顎歯肉癌に対して右側下顎区域切除術，右
側肩甲舌骨筋上頸部郭清術を施行した（pT4aN0M0）。 
その後，Cetuximab＋TS-1 隔日投与での術後維持療法
を実施した。2018 年 10 月に右側頬粘膜に局所再発を認
め，腫瘍切除術を施行（pT2N0M0）。術後に右顎動脈
より CDGP での超選択的動注化学療法を行った。2019
年 3 月に右側副神経領域に転移性リンパ節を認め，超選
択的頸部郭清術を施行したところ，節外浸潤を認めた。
術後治療を行う上で全身スクリーニングを行ったところ
両側腎の腫瘍性病変と左外腸骨領域に腫大リンパ節が指
摘された。泌尿器科，放射線科との協議で転移性病変が
強く疑われたため，頸部への術後放射線併用化学療法
（CDGP 静注）を行う方針とした。治療後 1か月の造影
CT検査にて外腸骨領域のリンパ節は縮小したが，腎病
変は明らかな縮小を認めなかった。腫瘍内科と協議し，
腎病変の確定診断を得て治療内容を決定することとし
た。超音波ガイド下に経皮的針生検を施行したところ，
びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）の診断で
あった。腫瘍内科にて R-CHOP 療法が開始され，その
後R-THP-COP 療法が 6コース継続された。治療後 2か
月の PET-CT 検査にて右上腕，左大腿などに再発病変
を認め，現在，救済化学療法として R-GCD 療法が導入
されている。
　【結語】口腔がんの治療過程では局所再発に加えて，
頸部および遠隔転移の可能性に留意が必要である。画像
にて遠隔臓器に腫瘍性病変が指摘された際には，重複癌
の可能性を十分に念頭におく必要がある。他科との連携
を図りながら可能な限り組織生検による確定診断を行な
う必要がある。
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新田哲也1，上栗裕平2，田畑博章3，桝家啓介1

平原成浩1，上川善昭3

1．鹿児島市立病院歯科口腔外科　2．鹿児島大学大学院医歯学総合
研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学分
野　3．鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔
面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野

北村　優，中島教行，兵東　巌
岐阜市民病院歯科口腔外科

O-09
口腔内多発外骨症の 1 例

O-10
パノラマ X 線検査を契機に発見した耳介下部に発
生した石灰化上皮腫の 1 例

　【緒言】外骨症は，外骨瘤あるいは外発性骨増生とも
いわれ，反応性または発育異常と考えられる骨の限局性
過剰発育によって外方に増生する骨隆起である。今回
我々は，巨大な口蓋隆起を含む口腔内多発外骨症の 1例
を経験したので報告する。
　【症例の概要】患者は 61 歳女性で，以前より近医歯科
にて口蓋隆起の除去を勧められるも全身麻酔への不安か
ら放置していた。2019 年 10 月に口腔カンジダ症にて近
医歯科受診，その際に骨隆起の除去を勧められ，2019
年 11 月に紹介にて当科初診となった。既往歴に不整脈
と高脂血症，脳梗塞，左非機能性副腎皮質腺腫を認め
た。家族歴に特記事項は認めなかった。初診時，口蓋正
中部に約 28×23×13mm，上顎右側頬側臼歯部に約 35
×10×7mm，上顎右側口蓋側臼歯部に約 10×7×
7mm，上顎左側頬側臼歯部に約 20×9×7mm，上顎左
側口蓋側臼歯部に約 15×12×7mm，下顎左側舌側前歯
部に約 8×7×7mm，下顎右側舌側前歯部に約 8×12×
6mmの骨様硬の膨隆を認め，計 7箇所に及ぶ口腔内多
発外骨症を認めた。2020 年 1 月に全身麻酔下に口蓋隆
起および下顎隆起除去術を施行した。口蓋隆起は巨大で
あったため，6分割し鼻腔へ貫通しないよう慎重に削合
した。術後直後に止血シーネを頬粘膜と縫合し，装着固
定した。術後 14 日で退院した。
　【結語】現在術後半年経過するが，再発所見なく創部
の治癒経過も良好である。現在近医歯科にて義歯製作途
中である。我々の渉猟し得た限りでは本邦における 7箇
所における口腔内多発外骨症の報告はない。巨大な口蓋
隆起を含む口腔内多発外骨症の 1例を経験したので報告
した。

　石灰化上皮腫は，若年層の顔面や上肢などに好発する
毛母細胞由来の腫瘍である。これまで，皮膚科や形成外
科，耳鼻咽喉科からの報告は多いが，歯科口腔外科から
の報告は少ない。
　今回，パノラマX線写真検査を契機に発見した耳下
部の石灰化上皮腫の 1例を経験したので文献的考察を含
めて報告する。
　患者は 25 歳の男性で，術前の口腔内管理を主訴とし
て二期的に腹腔鏡下遺残結腸全摘術および回腸嚢吻合
術，人工肛門造設術に際して周術期口腔機能管理目的で
当科へ紹介された。既往歴には大腸亜全摘出術があり，
常用薬はペンタサⓇ，ミヤBMⓇであった。右耳介下部の
腫瘤は，自覚していなかった。家族歴に特記事項はなか
った。現症では，BMI 19.3 普通体重で栄養状態は良好
であった。顔貌は左右対称で，右耳介下部に正常皮膚色
で表面は平滑で軽度隆起した約 10mm大の硬性で可動
性の腫瘤を触知した。全身他部位に腫瘤は触知しなかっ
た。パノラマX線写真では，下顎孔の高さで右側下顎
枝後縁の外側に，大豆大の不透過像を認めた。CT写真
では耳下腺浅葉に接するように右側耳介根部に 10mm
大の石灰化結節が認められた。臨床診断：右側耳介下部
の良性腫瘍（石灰化上皮腫の疑い）。
　処置及び経過：全身麻酔下での消化器外科手術に影響
する動揺歯や口腔内感染源は確認できなかったため，か
かりつけ歯科へ術前周術期口腔機能管理を依頼し，当院
で消化器外科手術後に局麻下での右耳介下部の腫瘍摘出
術を施行した。右側耳朶下方の腫瘍直上の皮膚に約
1 cmの横切開線を設定し，一層の周囲組織をつけて皮
下組織から容易に剥離摘出できた。摘出物所見：薄い被
膜様組織の中は黄白色で表面凹凸のある石灰化物 10×8
×8mm大であった。病理組織学的検査では，不規則な
形態の島状細胞集塊を認め，これらの集塊は類円形を有
する小型多角細胞に相当する “shadow cell” から構成さ
れており，周囲には著明な石灰化および骨化を認めた。
間質には多数の多核巨細胞が集簇していた。病理組織学
的診断：石灰化上皮腫。
　術後，約2年を経過して再発など認めず経過良好である。
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神田　拓1，櫻井　繁1，岩政美郷1，岡本健人1

小泉浩一2，坂本真一3，吉岡幸男2，虎谷茂昭2

岡本哲治2

1．広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科　2．広島大学大学院医
系科学研究科分子口腔医学・顎顔面外科学広島大学病院口腔検査セ
ンター　3．広島大学病院口腔検査センター

武田　遼，坂田健一郎，佐藤　淳，浅香卓哉
大賀則孝，渡辺陽久，北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室

O-11
亜鉛欠乏性味覚障害に対する酢酸亜鉛水和物の 
効果

O-12
緊急気道管理を行なった成人ヘルペス初感染類似
症状を呈した 1 例

　【目的】味覚障害の主因は亜鉛欠乏とされ，耳鼻咽喉
科領域からの報告では亜鉛製剤の有効性は全体で 70％
程度とされている。硫酸亜鉛製剤であるポラブレジンク
（プロマックⓇ）の有効性を検討した二重盲検比較試験
による多施設共同研究では，実際の臨床で使用する
150mg/ 日 群（亜鉛含有量 34mg）ではプラセボ群と比
較し有効率に有意な差は認めず，300mg/ 日 群（亜鉛含
有量 68mg）で有意差を認めた。2017 年 3 月に酢酸亜鉛
水和物（ノベルジンⓇ）が低亜鉛血症に対して保険適応
が認められた。同薬剤は亜鉛含有量として 50 ～
100mg/ 日の投与が可能であり，より短期間に味覚障害
の改善が期待される。今回，演者らは低亜鉛血症で味覚
障害を訴える患者に対して酢酸亜鉛水和物の効果と安全
性について後方視的に検討した。
　【材料および方法】2017 年 3月から 2020 年 1月に当科
を受診し，亜鉛欠乏性味覚障害（血清亜鉛値が 70μg/dl
未満）と診断した患者 18 例を安全性解析対象とした。3
例が副作用により早期脱落したため，ノベルジン 25mg
錠Ⓡを 1日 2×（亜鉛含有量 50mg）を 3か月間単独投与
可能であった15例（男性3例，女性12例，平均66.1歳）
を有効性解析対象とした。効果判定および血液検査の時
期は，ノベルジンⓇ投与開始から3か月後とした。
　【結果・考察】味覚異常の自覚症状の改善率は 46.7％ 
（7例 /15 例）であった。平均血清亜鉛値は 57.5μg/dl か
ら 83.7μg/dl へと上昇し，血清亜鉛値の改善率は 78.6％ 
（12 例 /15 例）であった。また，亜鉛 /銅比は全例で上
昇を認めた。胃部不快等の副作用を認めた 3例ではいず
れも，ノベルジンⓇ投与中止により副作用の症状が改善
した。
　【結論】酢酸亜鉛水和物は亜鉛欠乏性味覚障害の患者
に対して，治療の選択肢になりうる薬剤であることが示
された。

　【緒言】単純ヘルペスウイルス（HSV）は成人までに
不顕性感染を含め 50％が感染するとされる代表的なウ
イルス疾患である。本疾患は初感染は小児期での不顕性
感染が多く，回帰感染では一般に軽微な症状で治癒する
ことが多い。しかし成人における初感染では症状が口腔
咽頭扁桃の広範囲に認められ，発熱，倦怠感を伴うなど
重篤化が特徴とされる。今回われわれは，急性咽喉頭炎
を併発し，挿管管理を行なった成人ヘルペス初感染に類
似した臨床経過を認めた 1例を経験したのでその概要を
報告する。
　【症例】34 歳，男性。【既往歴・家族歴】特記事項な
し。【処置及び経過】2019 年 9 月初旬下唇のびらんを自
覚するも放置。その後歯肉腫脹，発熱および嚥下痛を自
覚し，9月中旬当科受診した。初診時上下唇，舌にびら
ん形成と接触痛，嚥下痛を認めた。体温 37.4 度，白血
球および CRP の上昇を認めた。臨床病態から疱疹性口
内炎の臨床診断下，全身管理目的の入院をすすめたが同
意得られず，抗ウイルス薬処方を行った。2日後嚥下困
難，38 度台の熱発みとめ再診。初診時より病変範囲が
拡大しており，当院耳鼻科に対診を行ったところ両側被
裂部および喉頭蓋の腫脹を認めた。急性咽喉頭炎の診断
下，気道狭窄の増悪が想定されたため，当院救命セン 
ターにて気管挿管およびステロイド投与による全身管理
を行なった。気道管理 3日目に腫脹消退し抜管，一般病
棟にて抗ウイルス薬投与を行い入院 16日目に解熱，口
内炎消失し軽快退院となった。入院期間中にHSV感染
確定目的に口腔粘膜の組織生検，HSVウイルスマーカー
ペア血清，VZV，EBV，CMV，天疱瘡，カンジダ等に
ついてスクリーニングを行なった。いずれも陰性であっ
たが，臨床病態経過からヘルペス性咽頭炎と診断した。
　【臨床診断】急性咽喉頭炎を併発した成人単純ヘルペ
ス初感染症。
　【考察】成人の単純ヘルペス初感染は咽頭扁桃炎を伴
い髄膜炎や脳炎など重篤化しやすいとされる。自験例で
は血清学的検査は陰性であったが，近年成人のHSV抗
体保有率が低下しているとの報告もあり，慎重な対応が
必要である。
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松岡祐一郎，川原健太，永田将士，廣末晃之
福間大喜，吉田遼司，中山秀樹
熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座

O-13
舌の疼痛を契機として診断に至った Sweet 症候
群の 1 例

O-14
口唇浮腫を初発症状とした急性骨髄性白血病の 
1 例

　【緒言】Sweet 症候群は，発熱，末梢血好中球増加，
有痛性の境界明瞭な紅斑や結節を三徴とする比較的まれ
な疾患である。発熱と有痛性の紅斑性皮疹や結節を認め
た場合，Sweet 症候群であることを疑うことが臨床上重
要とされる。今回，われわれは舌の疼痛を契機に，顔面
に紅斑性皮疹および結節を伴った発熱発作で Sweet 症
候群と診断でき，その治療を行なった 1例を経験したの
で報告する。
　【症例】患者：16 歳，女性。現病歴：2020 年 1 月 25
日より微熱や咳嗽の感冒症状を認めたため，近在医院に
て抗生剤投与をうけた。同年 1月 30 日より舌の疼痛を
自覚し，2月 2 日より舌腫脹と疼痛増悪を自覚した。ま
た，同年 2月 2 日に 38 度を超える発熱と倦怠感を認め
たため近在総合病院救急を受診した。口腔内疾患の可能
性から近在歯科医院を受診指示されるも，同歯科医院に
てカンジダ症やウイルス性疾患等が考慮され，精査加療
目的に同年 2月 4日に当科紹介受診となった。既往歴：
川崎病，全身所見：39.1 度の発熱，倦怠感を認め食事摂
取不良であった。顔貌所見：両側頬部，口唇およびオト
ガイ部の腫脹を認め，有痛性の紅斑性皮疹を認めた。ま
た，両側顎下部のリンパ節は腫大し，圧痛を認めた。口
腔内所見：溝状舌を呈しており，舌背部に舌苔付着を認
めた。舌の腫脹と疼痛が著明で，運動低下を認めた。処
置および経過：同日当院皮膚科へ対診し，Sweet 症候群
を鑑別とし，ヨウ化カリウム，コルヒチン内服にて経過
観察となった。同年 2月 5日に CT撮影を行うも，頸部
リンパ節腫大を認めるのみであった。検査所見，臨床所
見より上気道炎後の Sweet 症候群の診断に至り，同年 2
月 6日に当科入院し，ステロイド療法を開始した。これ
が著効し，症状は寛解傾向，経口摂取も改善を認めたた
め，プレドニゾロン 10mg/ 日内服継続で同年 2月 13 日
に退院となった。皮膚科診察のもと，プレドニゾロン漸
減を行い，同年 3月 19 日で内服終了した。現在まで症
状の再燃はなく経過している。
　【結語】今回，われわれは舌の疼痛を契機に診断に至
り，ステロイド療法により著効を認めた Sweet 症候群
の 1例を経験した。

　【緒言】急性骨髄性白血病（acute myeloid leukemia
以下 AML）は，分化・成熟能が障害された幼若骨髄系
細胞の自律性増殖を特徴とする造血器腫瘍である。初発
症状には，貧血，倦怠感，発熱のほか，血小板減少によ
る歯肉出血や歯肉腫脹などの口腔症状があり，歯科受診
を契機に発見される場合も少なくない。今回われわれ
は，口唇浮腫を初発症状とした急性骨髄性白血病の 1例
を経験したので報告する。
　【症例の概要】症例 78 歳男性【現病歴】初診当日，歯
磨き後に左側口唇と頬部に急激な腫脹感を自覚し，当科
紹介初診となった。【既往歴】高血圧症，陳旧性心筋梗
塞，前立腺肥大，両側下肢静脈瘤の既往があり，アスピ
リン腸溶錠，プラスグレル塩酸塩錠，エナラプリルマレ
イン酸（ACE 阻害剤）を内服されていた。【初診時現
症】口腔外所見は左側上唇から頬部皮膚にかけて紅斑を
伴わないびまん性の浮腫性腫脹を認めた。口腔内所見は
左側頬粘膜と左側舌尖部に小血腫を認めた。【検査】血
液検査にて軽度の汎血球減少を認めたが，血液凝固能や 
C3，C4，C1インヒビター活性には異常はなかった。【臨床 
診断】ACE阻害剤による血管性浮腫【治療経過】ACE
阻害剤による血管性浮腫を疑い，かかりつけ医にACE
阻害剤の変更を依頼し，カルペジロールとバルサルタン
に変更された。口唇腫脹を自覚した直後と比較し，初診
時には腫脹は軽減しており，その後，症状の増悪はなく
1週間後の経過観察時には浮腫や血腫は消失していた。
初診 2か月後，8相当歯肉と右側頬粘膜に血腫を指摘さ
れ当科を再診され，再度，血液検査を施行した。その結
果，汎血球減少の増悪と骨髄芽球 13％を認め，当院血
液内科を対診した。同日，血液内科に緊急入院となり，
AML（M2：分化型骨髄芽球性白血病）と診断された。
入院下，寛解導入療法（ダウノルビシン＋シタラビン）
を施行されたが寛解に至らず，現在，外来にて緩和的化
学療法中である。
　【結語】頭頸部領域において腫脹や血腫を呈するさま
ざまな疾患があるが，AMLの存在も念頭に置いて診療
を行う必要があり，専門診療科と連携した早期の診断・
治療が重要と考えられた。
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山下浩平，小田昌史，田中達朗，若杉奈緒，松本　忍
城嶋孝章，宮村侑一，森本泰宏
九州歯科大学歯科放射線分野

O-15
口蓋扁桃結石の経時変化に関する分析

O-16
シェーグレン症候群の診断に関わる臨床的検討

　口蓋扁桃結石は細菌や細胞残渣を核とし，口蓋扁桃の
陰窩に形成される結石で，口臭や扁桃膿瘍の発症に関連
するとされている。そのため，近年研究報告が増加して
いるが，そのほとんどが横断的調査である。今回，我々
はCT画像を用いて縦断的調査を行い，口蓋扁桃結石の
時間的経過による大きさの変化，石灰化度，口蓋扁桃内
での位置の変化を分析することとした。対象は九州歯科
大学附属病院にて 2回以上の CT検査が施行され，口蓋
扁桃が描出された患者とし，レトロスペクティブに追跡
調査を行なった。評価対象は各患者において最大径を有
する口蓋扁桃結石とし，評価項目はその大きさ，石灰化
レベル（CT値），移動距離の経時的な変化率とした。
追跡調査した多くの口蓋扁桃結石には変化がなかったが
結石の一部には増大および石灰化レベルの上昇が認めら
れた。口蓋扁桃内の位置についてはごく少数の結石にて
気道側への移動がみられたものの，ほとんどの結石で位
置の変化は見られなかった。口蓋扁桃内に存在する結石
の多くは変化せず安定して存在しているが，一部の結石
には活動性の高いものが含まれると考えられる。今後，
活動性が高い口蓋扁桃結石についてさらに詳細に分析す
ることで口臭発生の予測や扁桃膿瘍の原因の診断に役立
つ可能性があると考えられる。

　【目的】シェーグレン症候群（以下 SS）は，患者さん
が口腔乾燥を主訴に歯科を受診することの多い疾患であ
る。眼乾燥や他の自己免疫疾患を合併することも多い進
行性・原因不明の疾患である。著者らは，SS が疑われ
て紹介された患者さんや，口腔乾燥を主訴に受診した患
者さんが，どのような検査結果から SS と診断されたか
を後方視的に明らかにする目的で研究を行った。
　【対象・方法】対象は 2013 年～ 2018 年に北大病院・
歯科口腔内科を受診して SS の診断のスクリーニングと
して，血清抗 SS-A 抗体の検査を受けた患者さん 152 例
（男性：9 例，女性：143 例，年齢 11 ～ 90 歳（62±17
歳））とした。当院内科からの紹介が 60 例，歯科クリニ
ックからの紹介が 48 例と多かった。SSの診断基準に準
じた臨床検査，画像検査および病理検査の結果と SS の
診断の関連を検索した。
　【結果】152 例のうち，最終的にSSの診断に至ったのは
52例（34％）で，原発性 SS：32 例，二次性 SS：20 例で
あった。施行した検査は口唇腺生検 48 例（32％），涙腺
生検：1例，唾液腺造影：33例（21％），ガムテスト：140
例（92％），唾液腺シンチグラフィー：6 例（4％）， 
眼科検査：38例（25％），血清抗SS-A抗体：152例（100％）， 
抗 SS-B 抗体：147 例（97％）であった。SSの確定診断
がなされた症例の割合は，口唇腺生検陽性 24 例中 23 例
（96％），唾液腺造影陽性 17 例中 15 例（88％），ガムテス
ト陽性 85 例中 30 例（35％），唾液腺シンチグラフィー陽
性 4 例中 3 例，眼科検査陽性 17 例中 17 例（100％）， 
血清抗 SS-A 抗体陽性 57 例中 34 例（75％），抗 SS-B 抗
体陽性 17 例中 14 例（82％）であった。
　【結論】SS の診断に関する検査法では，血清抗体検
査，刺激唾液分泌量検査，口唇腺生検，眼科検査，唾液
腺造影検査の順に多く行われていた。口唇生検，唾液腺
造影検査，眼科検査の陽性結果が SS の診断に結びつく
割合が高かった。SS の診断においては，歯科医師が貢
献していることが示された。
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O-17
診断と治療法選択に難渋した頬部皮膚 Myco-
bacterium chelonae 感染症の 1 例

O-18
シェーグレン症候群における自己抗体発現と口腔
乾燥所見および病態像との関連

　【緒言】抗酸菌のうち結核菌以外のものは非結核性抗
酸菌（nontuberculous mycobacteria：NTM）と呼ばれ
る。NTM感染症の多くは肺に発生するが，まれに皮膚
に発生する報告がある。今回，NTM の一種である 
Myco bacterium chelonae（以下M. chelonae）感染症が
顔面に生じた症例を経験した。
　【症例と経過】患者：76 歳，男性。受診の 1週間前か
ら左側頬部の腫脹に気付き，増大してきたため当科受
診。現症：体温 37.3℃。左側咬筋の前縁部から外側部に
65×54mmの弾性硬で中央部に発赤と圧痛を伴うびまん
性の腫瘤を認めた。自発痛や表情筋の麻痺はなかった。
経過：血液検査では白血球数：6,050，アミラーゼ唾液
腺分画と CRP の軽度上昇を認め，sIL-2R および LDH
の上昇は認めなかった。CTとMRI では耳下腺悪性腫
瘍，悪性リンパ腫または炎症性肉芽腫が疑われたため耳
鼻科や皮膚科にも対診し，生検を計 4回行ったが，いず
れも炎症性肉芽組織の病理診断であった。受診より 11
日目に皮膚中央部が自壊し膿様の液体の流出を認め，細 
菌検査①にて Staphylococcus species（CNS）とCoryne-
bacterium が検出されたため炎症性疾患を考え，17 日
目より AMPC 750mg/ 日内服，23 日目より ABPC 注
4 g/ 日を開始したが効果は乏しかった。対応に苦慮し
ている中，35 日目，細菌検査①の増菌培養によりNTM
が検出され，外注にて菌種はM. chelonae と同定され
た。頬部皮膚M. chelonae 感染症の確定診断のもとに
57 日目より LVFX 500mg/ 日，CAM 800mg/ 日の多剤
併用抗菌薬療法を開始し，17 か月後の現在も抗菌薬治
療継続中である。頬部の腫脹は十分改善傾向にある。
　【考察】M. chelonae 感染症に対する確立された治療
法はなく，治療効果を判定しながらの多剤併用抗菌薬療
法が一般的である。本症例においては増菌培養と菌種同
定を経て診断までに 35 日を要し，一方で複数回の生検
を行うも悪性所見は認められず，診断および治療法の選
択に難渋した。

　【緒言】シェーグレン症候群（SS）では抗SS-A/Ro抗
体や抗 SS-B/La 抗体，抗核抗体，リウマトイド因子な
どの種々の自己抗体が検出される。抗 SS-A/Ro 抗体や
抗 SS-B/La 抗体は診断マーカーとして用いられること
が一般的であるが，病的な意義や臨床像との関連につい
ても取り上げられている。しかし，口腔乾燥症状との関
係についての報告は少ない。われわれは，SS 症例にお
ける抗 SS-A/Ro 抗体および抗 SS-B/La 抗体の有無と乾
燥症状を中心とした臨床像や病態との関連について報告
してきた。今回は症例数を増やし，解析法を追加したと
ころ新たな知見を得られたので報告する。
　【対象】栃木医療センター歯科口腔外科ドライマウス
外来にて 2001 年 5 月から 2019 年 12 月までに SS と診
断した 411 例である。年齢の中央値は 65.0（31 ～ 86）
歳，男性 30 例，女性 381 例である。これらの症例を抗
SS-A/Ro 抗体および抗 SS-B/La 抗体ともに陰性（陰性
群），抗 SS-A/Ro 抗体のみ陽性（A群），抗 SS-A/Ro 抗
体および抗 SS-B/La 抗体ともに陽性（AB群）として乾
燥症状および病態について比較した。
　【結果】年齢は 3群間で有意差がみられ，AB群が最
も若かった（P＝ 0.021）。乾燥症状では，初診時の 10
分間ガムテスト値と安静時唾液量は 3群間で有意差がみ
られた（P＜ 0.001, P ＜ 0.001）。主訴ではA群および
AB群では陰性群に比べ，口腔乾燥感を訴える患者が多
かった（P ＝ 0.027）。病態との関連では，口唇腺の
focus の有無や膠原病合併の有無は陰性群に比べA群さ
らに AB 群では有意に有の症例が多かった（P ＜
0.001，P ＝ 0.003）。さらに，抗 SS-A/Ro 抗体および抗
SS-B/La 抗体の抗体価と各指標との相関を調べた。抗
SS-A/Ro 抗体は年齢（r ＝－0.229，P ＝ 0.043），10 分
間ガムテスト値（r＝－0.231，P ＝ 0.040），安静時唾液
量（r＝－0.354，P＝ 0.006）と有意な相関がみられた。
　【まとめ】SSにおける自己抗体は口腔乾燥症状の臨床
指標にもなりえる可能性が示唆された。
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北川雅恵1，應原一久2，長嶺憲太郎3，柴　秀樹1，4

1．広島大学病院口腔検査センター　2．広島大学大学院医系科学研
究科歯周病態学　3．広島国際大学健康科学部医療栄養学科　4．広
島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学

町田好聡1，越沼伸也1，浅田泰幸1，山元貴弘2

山本　学1

1．滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座　2．独立行政法人地域
医療機能推進機構滋賀病院歯科口腔外科

O-19
下顎骨に発生した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死

（ARONJ）に対し，治療に難渋した 1 例

O-20
LAMP 法による Porphyromonas gingivalis の
fimA 遺伝子Ⅱ型とⅣ型迅速検出

　ビスフォスフォネート製剤（以下，BP製剤）は骨転
移を有するがん患者および骨粗鬆症患者の治療に広く用
いられている薬剤であるが，2003 年に BP 製剤を投与
した患者に難治性の顎骨壊死（Bisphosphonate-related 
osteonecrosis of the jaw：以下 BRONJ）が発生するこ
とが初めて報告された。また，BP製剤とは作用機序の
異なるデノスマブ投与患者においても顎骨壊死
（Denosumab-related osteonecrosis of the jaw：以下
DRONJ）が発生したことから，両者を包括した骨吸収
抑制薬関連顎骨壊死（Anti-resorptive agents-related 
osteonecrosis of the jaw：以下ARONJ）という名称が
使われるようになってきている。本邦においては，骨吸
収抑制薬関連顎骨壊死の病態と管理：顎骨壊死検討委員
会ポジションペーパー 2016 が 2012 年版より改訂され，
Stage 2 以上の症例においては外科療法を推奨する傾向
がみられる。しかし，現時点では，未だ治療方法は確立
されていない。
　今回われわれは，下顎骨に発生した骨吸収抑制薬関連
顎骨壊死（ARONJ）に対して保存療法と外科療法を併
用して治療を行った 1例を報告する。
　患者は 70 歳代男性で下顎左側臼歯部歯肉に骨露出を
認めたため，近在歯科医院より当科を紹介され，受診し
た。既往歴に前立腺癌があり，その骨転移のため，BP
製剤の投与歴があった。初診時，下顎左側臼歯部歯肉に
骨露出を認め，その部分は腐骨様であった。パノラマX
線写真では，下顎左側臼歯部に骨硬化像を認め，その周
囲には透過像を認めた。下顎骨骨髄炎と診断し，当院泌
尿器科主治医と相談の上 BP 製剤を休薬した。当科で
は，骨露出部の洗浄および口腔清掃指導を行ったが，初
診より 10 か月後に同部の感染を認めた。その後，腐骨
が拡大したため，初診より 1年 6 か月後，2年 7 か月後
に腐骨除去術を施行したが，腐骨の再発を認めた。しか
し，洗浄と抗菌薬の投与を繰り返し行っていたところ，
初診より 3年 4か月後に腐骨の著しい動揺を認め，容易
に除去することができた。腐骨除去後 2年が経過した現
在，下顎骨に感染所見，腐骨形成は認められず，経過は
良好である。

　歯周病原細菌のうち偏性嫌気性グラム陰性桿菌である
Porphyromonas ging Ⅳ alis （P.g）の線毛（fimA）は 5
つの遺伝子型（Ⅰ～Ⅴ型）に分類され，それらの型に依
存して歯周病病態が異なることが報告されている。特
に，Ⅱ型とⅣ型は歯周病のリスク因子として注目され，
さらに，Ⅳ型は全身疾患との関連も明らかとなってい
る。このように，fimA遺伝子型による歯周病診断の必
要性が高まっている。
　従来では，プラークから DNAを抽出し，PCR 後電
気泳動を行い検出する方法が主流であるが，線毛型によ
っては検出が困難なものがあり，nested PCR を行うな
ど時間や費用が必要となっていた。そこで，迅速かつ操
作が簡単で，感度および特異度の良い方法を確立するた
めに，歯周病や全身疾患と関連するⅡ型とⅣ型の線毛に
ついて LAMP法を用いた検出を試みた。
　Ⅱ型とⅣ型について LAMPプライマーを作製し，Ⅰ
～Ⅴ型の鋳型DNA，Ⅱ型の株であるHW24D1，Ⅳ型の
株である W83， 口腔内細菌である Streptococcus 
sobrinus，S. mutans，および Candida spp を用いて特
異性を検討した。この結果，Ⅱ型およびⅣ型プライマー
は，それぞれの鋳型DNAにのみ反応し，他の型には反
応しなかった。さらに，Ⅱ型プライマーは HW24D1
に，Ⅳ型プライマーはW83 にのみ反応し，S. sobrinus， 
S. mutans，および Candida spp には反応しなかったこ
とから，Ⅱ型およびⅣ型にそれぞれ特異的なプライマー
であることが示された。次に，サンプルの性状について
の検討したところ，精製したDNAと同等に，菌体サン
プルを用いてもⅡ型およびⅣ型の検出が可能であった。
感度についての検討では，Ⅱ型とⅣ型の鋳型DNAを 0
～500 分子およびHW24D1，W83 を 10-4～10-8OD にな
るように調整して用いた。Ⅱ型プライマーは 50 分子あ
るいは 50 細胞で，Ⅳ型プライマーは 100 分子あるいは
100 細胞で検出可能であった。最後に，予備実験的に 22
検体分の P.g 陽性サンプルを用いてⅡ型およびⅣ型の検
出を行なったところ，Ⅱ型陽性者は 1名（4.5％），Ⅳ型
陽性者は 3名（13.6％）であった。
　以上より，本 LAMP 法が P.g の fimA遺伝子型のⅡ
型およびⅣ型を迅速かつ正確に検出できる方法であるこ
とが示された。今後は，本法を用いて，fimA遺伝子型
と全身疾患との関係を明らかにしていく予定である。
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中村ゆり子1，小野寺晶子2，秀島　樹3，森田奈那4，渡邊豪士5

加藤　宏5，國分克寿6，橋本和彦7，佐々木文7，松坂賢一6

髙野正行5，片倉　朗3，東　俊文2，野村武史1

1．東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　2．東京歯科大学生化学講座　 
3．東京歯科大学口腔病態外科学講座　4．東京歯科大学オーラルメディシ
ン・病院歯科学講座　5．東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座　6．東京歯
科大学病理学講座　7．東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

土井　充1，北川雅恵2，新谷智章2，柴　秀樹2，3

入舩正浩1

1．広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室　2．広島大学
病院口腔検査センター　3．広島大学大学院医系科学研究科歯髄生
物学

O-21
舌痛症患者における口腔機能検査とその解析

O-22
Gorlin 症候群診断遺伝子パネル開発とその信頼性
の検証

　【目的】舌痛症は口腔内に器質的異常が認められないに
もかかわらず，持続性の舌のヒリヒリ感が慢性的に認め
られる疾患で，その病因としては心理社会的要因や末梢
神経障害などが考えられている。今回は，舌痛症患者に
おける口腔機能を検査し，痛みの要因について検討した。
　【方法】広島大学病院歯科麻酔科外来を受診した舌痛
症患者 78 名（M：13 ／ F：65），年齢 58.2±12.9（平均
値±標準偏差）歳を対象とした。口腔機能の検査として
は，咬合力検査，舌圧検査，唾液量検査（安静時唾液
量，ガムテストによる刺激時唾液量）を行った。各検査
結果を，患者背景をマッチさせた舌痛症を認めない健康
ボランティア群と比較した。
　【結果】咬合圧は有意差をもって健康群のほうが高かっ 
た（p＜ 0.01）。咬合面積と舌圧は有意に舌痛症群に比
べ健康群のほうが高かった（p＜ 0.05）。安静時唾液量
と刺激時唾液量に関しては，両群に差を認めなかった。
　【まとめ】舌痛症患者において舌圧や咬合力が健康群
に比べ低いのは，慢性的な痛みによる影響が考えられた。
　舌痛症患者では唾液の分泌量や性状に異常感を訴える
患者が多く存在するが，実際の唾液分泌機能については
健康ボランティア群と差はなかった。
　これまで我々は舌痛症の要因として，注意機能の異
常，身体内受容感度の異常，破局的思考を報告してき
た。今回，唾液分泌機能に異常を認めなかったことか
ら，実際に唾液分泌機能に関連した口腔感覚異常がある
ために口腔内に囚われ，反芻して注意を向けることで症
状が慢性化しているのではなく，心理社会的要因や脳機
能の要因が大きく影響している可能性が示唆された。

　【緒言】Gorlin 症候群はHedgehog 経路遺伝子変異を有
する常染色体優性遺伝性疾患で，基底細胞癌・髄芽腫・
歯原性角化嚢胞（OKC）等の腫瘍性病変を生じ早期診断
が重要である。臨床診断は複数の診療科で発症時期が異
なる症状を複数項目で判定するため，早期診断が困難とな
る場合があり有効な遺伝子診断法の開発が急務である。
Hedgehog 経路関連遺伝子 PTCH1・PTCH2・SMO・
SUFUの変異（日本小児神経学会の指針）を次世代シー
クエンサーで一度に検出するキット（遺伝子パネル）を開
発し，本症候群診断での有用性と信頼性を検証する。
　【対象・方法】東京歯科大学倫理委員会（974-1, 2/I19-
85, 86）承認のもと Gorlin 症候群患者 7 名のゲノム
DNAを抽出後，AmpliSeq Library PLUS（Illumina 社）
を用いてライブラリーを精製し，MiSeq を用いてアン
プリコン法に供した。
　【結果】設計はDesign Studio（Illumina社）を使用し，
4遺伝子（PTCH1・PTCH2・SMO・SUFU）のエクソン 
領域の塩基配列を 99％以上解読する遺伝子パネルを作
製した。対象者 7 名の歯肉または OKC からゲノム
DNAを抽出し，MiSeq を用いてアンプリコン法による
解析を行った。シークエンス解析後はHg19（ヒトゲノ
ム参照配列）に対してFASTQデータをBWAにてマッ
ピング後，GATKで変異解析を行った。抽出した変異
は 5つのソフトウェア（Mutation Taster 2, Poly Phen-
2, SIFT, PROVEAN, PANTHER）を用いて病原性を予
測し，病的変異を抽出した。次にパネル解析の正規性の
検証のため，エキソーム解析データとパネル解析データ
を比較し，同一患者の遺伝子変異の同一性を確認した。
標的領域をアライメントした割合は平均 90％以上を示
し，ベースコール品質スコアは平均90％以上であった。
Coverage Depth の平均は 500 以上あった。本症候群の
患者から PTCH1，PTCH2 領域で病的変異を検出した
が SMO，SUFU領域で病的変異は検出されなかった。
　【結論】標的領域を高精度で解読し，病原性を有する
生殖細胞変異の検出が可能である Gorlin 症候群診断遺
伝子パネルの開発に成功した。今後，臨床応用可能な遺
伝子診断法となることが期待される。
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桃原　直1，青木伸一郎1，2，岩橋　諒1，岡本康裕1，2

遠藤弘康1，2

1．日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座　2．日本大学松戸歯学
部口腔科学研究所

川原健太，宮原知也，山下真柚子，松岡祐一郎
永田将士，福間大喜，廣末晃之，吉田遼司，中山秀樹
熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座

O-23
周術期管理中に薬剤熱を認めた舌癌の 1 例

O-24
歯種鑑別時の情報処理への経験と知識の影響につ
いての検討

　【緒言】薬剤熱は臨床的に遭遇する非感染性の発熱の
1つである。しかしながら，同疾患は疑わなければ診断
に至ることが難しく，特に術後の場合は創部感染との鑑
別が困難な場合がある。今回われわれは，周術期に薬剤
熱を認めた舌癌の 1例を経験したので報告する。
　【症例の概要】患者は 62 歳の女性。右側舌癌の疑い
で，20XX年 3 月に当科紹介受診。精査の結果，右側舌
扁平上皮癌 cT2N0M0 の診断のもと，同年 4月に全身麻
酔下に気管切開術，右側舌可動部半側切除術，右側肩甲
舌骨筋上頸部郭清術，前腕皮弁再建術，腹部分層植皮術
を施行。出血量は 508g で輸血は行わなかった。経過は
良好であり，術後 6日目には気管カニューレと持続吸引
ドレーンを抜去した。術後 8日目に排尿時痛の訴えがあ
ったため，尿培養検査を施行し，術後 10 日目の尿沈渣
にて白血球と細菌の検出を認めたため，泌尿器科へ対診
した。膀胱炎の診断のもと，レボフロキサシンの内服開
始となったが，尿培養検査でメチシリン耐性黄色ブドウ
球菌が検出されたため，翌日よりスルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム（以下 ST合剤）の内服へ変更とな
った。術後 16 日目には末梢穿刺中心静脈カテーテルを
抜去し，徐々に経口摂取へ移行した。術後 20 日目に
ST合剤内服も終了となったが，同日 38.8℃の発熱を認
め，術後創部感染や誤嚥性肺炎を疑ったが，血液生化学
検査では CRP は 0.36mg/dl，白血球数も 2,200/μl と低
値であり，プロカルシトニンも陰性であった。尿沈渣で
も膀胱炎の所見は改善しており，血液培養検査も陰性で
あり，また全身造影CTを撮影するも明らかな感染源は
同定できなかった。そのため ST合剤による薬剤熱を疑
い，感染制御部に対診し抗菌薬は投与せず経過観察とし
た。また白血球数の経時的な減少を認めたため，血液内
科へも対診し，薬剤性血球減少症との診断となったが， 
経過観察となった。ST合剤投与終了 3日後には 36℃台
に解熱し，その後も発熱を認めることなく，白血球数も
上昇を認め，最終的には抗菌薬による薬剤熱と診断した。
　【結語】今回われわれは，周術期に薬剤熱を認めた舌
癌の 1例を経験したので報告した。

　【目的】歯科領域の診断は診査や検査を通して，様々
な情報を加味することで疾患を想定され，対象物の特徴
抽出により入力された情報は，診断を行う際の識別に大
きな影響を与えていると言われている。診断の思考過程
は脳の認知過程の性質や仕組みについて脳波を用いて報
告されており，特に脳波で出現する P300 の波形につい
ての研究は多数報告されている。
　先行研究では対象物を抽出してから情報処理をするま
での過程は，経験や知識が関与していると報告されてい
るが，経験や知識の違いにおいて情報処理も変化してい
ると推察されているものの，これまで明らかにされてい
ない。そこで本研究は鑑別を行う際の情報処理に経験や
知識の違いがどのように影響するか検討を行った。
　【方法】被験者は，日本大学松戸歯学部の5年生（熟達
者）20名と1年生（初学者）20名の 2つのグループとし
た。課題は 2課題行い，臼歯部の咬合面観と不完全咬合
面観の模式図を課題ごとに呈示した。各課題の鑑別を行
った際の情報処理について脳波測定にて計測し，2つの
グループ間の認知過程の違いについて比較検討を行った。
　【結果】完全咬合面観では，P300 潜時で有意差を認め
た。不完全咬合面観では，P300 潜時と P300 振幅に有意
差を認めた。
　【考察】熟達者は臨床経験と専門知識を取得しており， 
臨床実習を通して脳内で情報処理を行うことで様々な観
点から歯を観察することを経験として身につけ，自身が
これまで得た知識を応用させることで不変特徴を抽出す
ることが可能となり，特徴抽出の分析を効率よく行うこ
とができたと考察した。
　初学者は専門知識を取得しているため脳内に歯の全体
像を既にイメージしているが，経験情報量が少ないこと
による特徴抽出を行う際の視覚情報処理が困難であり，
また経験として様々な観点から歯の観察を効率よく行う
ことができないため，空間負荷と記憶負荷が大きく影響
を及ぼしたと考察した。
　以上より，経験や知識の違いが対象物を抽出してから
情報処理を行う過程に影響していることが明らかと 
なった。
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須賀隆行，豊福　明
東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

武田宗矩，猪俣　徹，石垣佳希，澁井武夫
日本歯科大学附属病院口腔外科

O-25
当科における緊急事態宣言下での外来患者の臨床
的検討

O-26
2019 年度東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科
心身医療外来における初診患者の臨床統計的検討

　【緒言】新型コロナウイルス感染症（以下COVID-19） 
の感染拡大を受け，4月 7 日に 7都道府県に緊急事態宣
言が発令された。さらに 4月 13 日には全国へその範囲
が拡大され，診療規模の縮小ないしは休止措置をとる医
療機関が各所で見られた。当院でも 4月 13 日から 5月
29 日まで診療体制を縮小し診療にあたっていた。その
期間に当科を受診された患者についての臨床的検討を
行ったので，若干の考察を加えて報告する。
　【概要】対象は 4月 13 日から 5月 29 日までの期間に
当科を受診された患者について調査した。診療実日数
31 日，初診患者数は 127 名，延患者数は 481 名であっ
た。男女比は男性193名（40.1％），女性288名（59.9％） 
と女性の方が多かった。年齢別では 70 歳台が 96 名
（20.0％）と最も多く，次いで 40 歳台が 79 名（16.4％）
であった。 初診患者のうち，軟組織疾患と診断された
患者は 42 名（33.0％）であり，その内悪性腫瘍と診断
された患者は 5名（11.9％）であった。当該期間中に外
来で処置を行った件数は 20 件であり，消炎処置が 10 件
と最も多く，次いで抜歯と生検が 3件ずつであった。
　【考察】COVID-19 感染拡大に伴い十分な体制での医
療の提供が困難であったが，来院された患者の中には悪
性腫瘍の患者も含まれていたため，規模を縮小しながら
でも歯科医療の提供を継続することが重要であると考え
られた。またその他の疾患でも緊急性をトリアージし対
応できたことは，非常時であっても歯科における高次医
療機関としての役割を果たせたと考える。
　今回の経験から，新型感染症流行下と新たなる生活様
式での診療体制の整備が急務であると考えられた。

　【緒言】当科における歯科心身症初診患者のデータか
ら，昨今の歯科心身症の患者背景を明らかにする目的で
臨床統計的分析を行った。
　【対象と方法】診療録をもとに後ろ向きに検討を行っ
た。対象は2019年度に当科を初診で受診した524名（男
性：105 名，女性：419 名）。対象項目は年齢，性別，病
悩期間，紹介元，診断名とした。
　【結果】平均年齢は 59.6±14.6 歳。約 8 割が女性であ
った。主訴としては「舌のヒリヒリ」241 名（46.0％），
「口がヌルヌルベタベタする」88 名（16.8％）の順で多
かった。平均病悩期間は 40.6 か月であった。精神科既
往は 286 名（54.6％）で認められた。診断名は舌痛症
307 名（58.6％），口腔異常感症 154 名（29.4％），非定
型歯痛 96 名（18.3％）　phantom bite syndrome 32 名
（6.1％）の順で多かった。520 人（99.2％）の患者は医
科からの紹介状を持参した。そのうち，内科からの紹介
は 234 人（44.6％），精神科からは 144 人（27.5％），耳
鼻咽喉科からは 54 人（10.3％）であった。歯科からの
紹介は 308 人（58.8％）であり，そのうち院内外の口腔
外科からの紹介は 109 人（20.8％）であった。40 歳未満
の若い患者（48 人）では 32 人（75％）に精神科既往が
あった。そのうち発達障害は 6人（12.5％）であった。
　【考察】従来より当科では診断・治療にあたり医科歯
科連携を推進してきており，近年，耳鼻咽喉科からの紹
介が増えている。これは同科でも舌痛症や口腔異常感症
の対応に苦慮している結果と考えられた。また若い患者
のセネストパチーは発達障害と関連している場合示唆さ
れているので，精神科主治医との連携が重要と考えられ
た。また舌痛症と紹介されてきたが，頬粘膜がんが発見
された症例もあった。顎変形症と診断されてきたが，薬
物性開咬を疑われた症例もあった。歯科心身症の背景の
複雑化が疑われているため，本症の診断・治療では以前
に増して幅広い口腔内科的知識・素養が求められるよう
になってきていると考えられた。
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　【目的】口腔内異常感症は様々な口腔内の異常感を伴
うが，その病態については未だ不明な点が多い。これま
で本邦および海外においても，口腔内異常感症について
多数例の臨床研究はほとんどみあたらず，治療方法とそ
の効果について十分に検討された報告は少ない。本研究
は口腔内異常感症患者を後方視的に検討し，その特徴と
治療効果を明らかにすることを目的に行った。
　【対象】2011 年 1 月から 2018 年 12 月の間に北海道大
学病院口腔内科を受診した外来患者の診療録から口腔内
異常感症と診断された患者 51 例を対象とした。調査項
目は年齢，男女比，受診経路，病悩期間，全身疾患，異
常感の性質，治療効果とした。治療効果の判定について
は Clinical Global Impressions-global improvement 
（CGI-I）を用いて評価した。治療の有効性の評価は診療
録の記載からVAS（Visual analog scale）や患者の満足
度を抽出して行った。
　【結果】対象患者の平均年齢は 63 歳で女性が 78％を
占めていた。患者紹介率は 69％で開業歯科からの紹介
が最も多かった。病悩期間の平均値はそれぞれ 35 か月
であった。異常感の性質は口腔内全体に異常感を自覚す
る患者が半数以上を占めていた。全身疾患を有する症例
は 41 例で，逆流性食道炎の既往がある患者は 6例であ
った。何らかの精神神経系疾患を有する症例は 13 例で
あった。治療法としては簡易精神療法と薬物療法の併用
が中心であった。投与薬の内訳は漢方薬の使用例が多
く，抗不安薬など多種類の薬剤も使用されていた。治療
効果としては 31％（16 例 /51 例）と難治性であった。
　【結論】年齢，性別においては 50 歳代から 70 歳代の
女性に多い傾向が認められた。患者紹介経路は開業歯科
医院からが最も多く，患者の多くは既に数か所以上の医
療機関を受診していた。治療内容は半夏厚朴湯を中心と
した漢方薬での薬物療法主体であった。改善を認めない
場合は抗不安薬などの薬剤が使用されていた。

羽藤裕之，坂田健一郎，佐藤　淳，浅香卓哉，大賀則孝
北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室

O-28
北海道大学病院口腔内科における口腔内異常感症
患者の検討

　【緒言】閉塞性睡眠時無呼吸症に対する外科療法の一
つであるMaxillo-mandibular advancement（MMA）お
よびGenioglossus advancement（GA）では，顎骨を大
きく前方に移動することが推奨されているが，その反面
術後の安定性を欠き，後戻りが大きくなる。そこで我々
は上顎骨に大きな前方移動を加えても，術後安定性を強
化したKUMIKI 法を開発した。閉塞性睡眠時無呼吸症
患者に対するMMA＋GA手術施行術前後の口腔容積の
変化およびKUMIKI 法の上顎骨の安定性について検討
したので報告する。
　【方法】患者は 2012 年から 2019 年の間に顎変形症，
睡眠時無呼吸症の診断下にMMA＋GA手術を施行し，
研究の趣旨に同意を得られた 16 名とした。MMAの術
式はRiley-Powell technique に準じて施行した。上顎骨
前 方 移 動 術 は Adjustment of Maxillary bone like  
KUMIKI 法（KUMIKI 法）を用いて上顎骨の調整を行っ
た。術前，術後，術後 1年後に撮影された側方頭部X線
規格写真を用いて，S点，N点，A点，B点，PNS，H点 
（hyoid bone），Pog とし，オトガイ棘は Sp（Spine）と
定義して解析を行った。
　【結果】上顎骨の移動量はA点が水平方向に 5.37±
2.80mm，垂直方向に 0.01±2.34mm，PNS が水平方向に
5.45±4.48mm，垂直方向に－0.67±1.68mm であった。
術直後と 1 年後の比較は A点が水平方向に－0.55±
1.48mm，垂直方向に－0.31±1.54mm，PNS が水平方向
に－0.99±1.86mm，垂直方向に－0.02±0.76mm であっ
た。口腔容積は術前と術直後および術後 1 年時で
Friedman の直接確率検定にて有意差を認めた（P ＜
0.01）。Steel.Dwass 法で多重比較したところ，術前と術
直後および術前と術後 1 年時で有意差を認め（P ＜
0.01），口腔容積が増加していた。
　【考察】本研究の結果から，KUMIKI 法を用いた
MMAの上顎骨術後安定性は高く，安定した口腔容積の
改善が可能となることが示唆された。

西久保周一，荻澤翔平，篠塚啓二，外木守雄
日本大学歯学部口腔外科学第 1講座

O-27
上下顎前方移動術後の上顎の安定性と口腔容積の
変化の検討
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　【緒言】下顎智歯抜去術は，口腔外科分野において一
般的で高頻度処置の 1つである。合併症として下歯槽神
経障害・舌神経障害があり，近年増加傾向にある。下顎
智歯抜去に伴う神経障害を含む様々な合併症の増加に
は，顎骨の形態の変化とそれに伴う下顎智歯の埋伏状態
の変化が関与していると考えられる。本研究では，パノ
ラマX線画像で 2次元的に下顎智歯と下顎管の上下，
近遠心的位置関係を調査し，3 次元画像である Cone 
Beam Computed Tomography （CBCT）画像を用いて
の上下，近遠心的に加えて頬舌的な位置関係を調査し臨
床情報との関連を検討した。
　【対象と方法】2019 年 7 月 1 日から 2019 年 12 月 31
日までの 6か月間に東京歯科大学水道橋病院口腔外科に
てパノラマX線写真を撮影し両側下顎埋伏智歯抜去術
を施行した 172 症例 344 歯とした。今回の検討では根未
完成歯症例，歯列矯正症例，欠損部の未補綴症例を対象
から除外した。調査項目は性別・年齢・術後所見（下歯
槽神経障害・舌神経障害・抜歯後感染・術後出血），パ
ノラマX線画像および CBCT画像にて埋伏状態・下顎
管と智歯根尖との位置関係を計測した。
　【結果】男女比は 1：1.3 で女性が多い傾向であり，年
齢は 18 歳から 61 歳，平均年齢は男性 30.6 歳，女性 
28.5 歳，全体 29.4 歳であった。術後所見として下歯槽
神経障害は 5症例 5歯（2.9％・1.5％），舌神経障害は認
めず，抜歯後感染は 13 症例 18 歯（7.6％・5.2％），術後
出血は 1 症例 1 歯（0.58％・0.29％）であった。Pell-
Gregory 分類では IAが最も多かった。下歯槽神経障害
の内，パントモ X線画像では 4 症例，CBCT 画像で 2
症例が下顎管との重複を認めた。
　【考察】合併症の回避には術前診査が重要であり，特
に智歯根尖と下顎管との位置関係の把握は必須である。
画像評価は一般的にパノラマX線で行われているが，
下顎管との接触，重複を認める症例での評価にはCBCT
画像が必要である。今後，症例数を増やし，CBCT画像
撮影が必要な症例に関する因子の検討が必要と考える。

立澤孝太郎，岩崎　亮，谷本雄輝，小山　侑
菅原圭亮，片倉　朗
東京歯科大学口腔病態外科学講座

O-29
下顎智歯抜去術症例の臨床的検討
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林　　樹
中濃厚生病院歯科口腔外科

藥師寺孝，前山恵里，柴野正康，稲川元明
国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科

P-01
多発性口腔潰瘍を認めた ANCA 関連血管炎の 2 例

P-02
口腔管理により摂食障害が改善した Stevens-
Johnson 症候群の 1 例

　ANCA関連血管炎は抗好中球細胞質抗体に関連する
全身性の血管炎症候群である。今回われわれはANCA
関連血管炎（顕微鏡的多発血管炎）に伴う多発口腔潰瘍
の 2例を経験したので報告する。
　【症例 1】67 歳，男性。2017 年 2 月より上肢のしびれ
を自覚。脳血管障害を疑い精査するも否定された。その
後両下肢の浮腫を認めるようになり，2017 年 3 月当院
総合診療科を紹介来院となった。血液検査にて白血球数
増加，CRP 高値を認めた。腎障害と進行性末梢神経障
害を認め，全身性血管炎が疑われた。腓腹神経生検によ
り顕微鏡的多発血管炎の診断が得られた。ステロイドパ
ルス療法，エンドキサンパルス療法が開始され，症状改
善傾向を認めたが，治療開始 1か月経過して口腔内に多
発潰瘍を認めるようになったため，当科受診となった。
口腔潰瘍による疼痛に対してはキシロカイン含嗽剤によ
り除痛を図ったが，完全な除痛は困難であった。
　【症例 2】79 歳，女性。2018 年 2 月より咽頭痛や咳嗽
が出現し，近医で加療するも改善なく上腕，大腿部に疼
痛と下肢の浮腫を認めたため当院総合診療科受診となっ
た。血液検査にてCRP高値であり入院下に精査加療す
ることとなった。入院後に間質性肺炎，うっ血性心不
全，急性腎不全を呈したため，ANCA関連血管炎が疑わ
れた。同時期に舌を中心とした口腔粘膜に多発潰瘍を認
めるようになったため，精査加療目的に当科紹介となっ
た。診断目的に舌背の潰瘍部より生検を行ったものの，
血管炎の診断には至らなかった。その後，血液検査結果
にて血清MPO-ANCAの高値と腓腹神経生検の結果から
顕微鏡的多発血管炎との診断が得られ，ステロイドパル
ス療法，血液透析療法，エンドキサンパルス療法が開始
された。口腔潰瘍は化学療法開始に伴って消失した。
　【結語】ANCA関連血管炎では多発口腔潰瘍や苺状歯
肉，口蓋瘻孔等口腔内にも特徴的な症状を呈することが
ある。本症例では 2例とも多発性口腔潰瘍を認めたが，
苺状歯肉や口蓋瘻孔などは認められなかった。多発性口
腔潰瘍を認める症例に遭遇した場合には本疾患を考慮す
る必要がある。

　【緒言】Stevens-Johnson 症候群（以下，SJS）は多形
滲出性紅斑の重症型であり，発生頻度は 100 万人当たり
年間 3.1 人とされ，比較的稀な疾患である。SJS の症状
は発熱，皮膚粘膜移行部の粘膜疹，皮膚に多発する多形
紅斑様発疹を三兆候とし，通常感冒様の前駆症状に続い
て全身の皮膚に水疱，紅斑が出現する。時として重度の
口内炎により摂食障害を惹起する。今回，我々は口腔管
理により摂食障害が改善した Stevens-Johnson 症候群の
1例を経験したのでその概要を報告する。
　【症例】患者：10 歳男児。主訴：体表部の多発性紅
斑，経口摂取不良。現病歴：2018 年 7 月（第 1病日），
感冒症状につき近医を受診。処方された内服薬（カルボ
システイン，シプロヘプタジン，チペタジンヒベンズ酸
塩）を服用後から顔面紅斑が出現。第 2病日の朝，発熱
と皮疹が出現したため当院小児科を受診。薬剤に起因す
る SJS と判断され，当院小児科での入院加療を開始。
重度の口内炎を伴っていたため，口内炎治療目的に当科
紹介受診。
　【処置及び経過】発症 2日目から小児科で入院加療と
なり，同日より近医処方の被疑薬の中止，PSL（1 mg/
kg/ 日）を開始。当科では，口内炎の投薬治療としてリ
ドカイン含有アズレンスルホン酸含嗽液での含嗽，ステ
ロイド局所噴霧＋軟膏塗布を開始。口腔内の接触痛によ
りセルフケア不能な状態であったため，セルフケア可能
になるまで歯科衛生士による歯面清掃を 1日 1回施行。
口腔内の接触痛により経口摂取が困難であったため，疼
痛緩和目的で毎食前にリドカイン含有アズレンスルホン
酸含嗽液での含嗽を行い，食事形態はミキサー食を選択
した。次第に全身皮膚の皮疹と口腔内のびらんは縮小傾
向を示し，第 19 病日，口腔内を含む粘膜皮膚病変の治
癒を確認できたため，PSL 投与を終了した。第 21 病
日，経過良好のため退院。
　【結語】重度口内炎を伴う Stevens-Johnson 症候群で
は摂食障害を来す場合がある。本症例では小児科と連携
して全身管理と口内炎治療を行うことで摂食障害を改善
し，QOLの回復を図ることが出来た。
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廣瀬泰良，伊原木聰一郎，竜門省二，奥井達雄
岸本晃治，佐々木朗
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

竜門省二，岸本晃治，奥井達雄，吉岡德枝， 小畑協一
國定勇希，増井正典，小野喜章，伊原木聰一郎
佐々木朗
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

P-03
顎骨壊死を伴った EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍（EBV-
MCU）の 2 例

P-04
新規血管新生阻害薬 terrein の悪性黒色腫に対す
る抗腫瘍効果に関する研究

　【緒言】2016 年にWHOより新たに提唱された EBV
陽性皮膚粘膜潰瘍（EBV-MCU）は，メトトレキサート
（MTX）使用中患者の皮膚や粘膜，口腔に好発し，病理
組織学的に悪性リンパ腫を呈するものの，MTXを中止
することで消退する予後良好な疾患である。そして，こ
れまでMTX関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）と診
断されてきた症例の多くが本疾患に位置付けられるもの
と考えられる。今回，歯肉に発生し，顎骨壊死を伴う
EBV-MCUの 2例を経験し，骨吸収抑制薬の関与も考え
られたので，その対処法について報告する。
　【症例 1】66 歳，女性。17 部の歯肉腫脹・潰瘍が治癒
しないため近医歯科より当科へ紹介された。歯肉生検の
結果，EBV 陽性びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫
（DLBCL）の組織所見を示し，血液検査で LDHと sIL-
2R の上昇を認め，MTXを投与中であることから EBV-
MCUと診断した。なお，ビスフォスフォネート（BP）
製剤内服歴があり，現在はデノスマブ投与中であった。
MTX中止 1か月後には歯肉の腫脹・潰瘍は消失し，17
の動揺と腐骨分離を認めた。このため，再生検と同時に
抜歯と腐骨摘出を行った。組織学的にはDLBCL の所見
は認めず，1年後の現在まで再発は認めていない。
　【症例 2】87 歳，女性。35，36 の自然脱落後，同部の
歯肉腫脹と骨露出が治癒しないため，近医歯科より当科
へ紹介された。歯肉生検を行ったが炎症性肉芽であっ
た。BP製剤の内服歴から薬剤関連性顎骨壊死と診断し，
局所の洗浄と抗菌薬投与で経過をみた。しかし，症状の
増悪を認めたため，再生検を行い EBV陽性 DLBCL の
組織所見を得た。また，血液検査で sIL-2R の上昇を認
めた。MTXも投与中であることからEBV-MCUと診断
し，両薬剤を中止し経過観察を行った。1か月後には依
然骨露出は認めるが歯肉病変は消退し，現在，洗浄を継
続し経過観察中である。
　【考察】口腔に発生した EBV-MCUは顎骨露出を伴う
ことが多く，自験例のようにMTXの中止により歯肉の
腫脹は消退するが，腐骨形成や顎骨露出が継続すること
がある。リウマチ患者の多くは骨粗鬆症を防止する目的
で，BP製剤やデノスマブなどの骨吸収抑制薬が使用さ
れている。このような場合には，骨吸収抑制薬の関与も
考慮し，保存的治療を継続するか，外科的治療に踏み切
るかの見極めを経過を見ながら決定する必要があると考
えられる。

　【目的】真菌Aspergillus terreus の代謝産物 terrein
は，血管新生因子 angiogenin 発現を抑制することが報
告されている。しかし，天然型 terrein は大量培養した
菌体から微量しか抽出できないため，その薬理作用の解
明は進んでいない。そこで我々の研究グループは
terrein を完全化学合成する経路を確立した。今回，
我々の化学合成した terrein が，悪性黒色腫に対して抗
腫瘍効果を示すか検討したので報告する。
　【方法】ヒト悪性黒色腫細胞株を terrein の存在下で
培養し，解析を行った。増殖能は細胞増殖アッセイ，運
動能は創傷治癒アッセイ，浸潤能はマトリゲルを用いて
測定した。Angiogenin 産生量はELISA法で評価した。
リボソーム生合成は，nucleolar organizer region の銀
染色を行い評価した。ヌードマウス背部皮下に悪性黒色
腫細胞を移植し動物モデルを作製した。移植から 2週目
より，terrein を腹腔内投与した。5 週目に腫瘍を摘出
し病理組織学的に解析した。
　【結果】terrein は悪性黒色腫細胞の angiogenin 発現，
増殖能，運動能，浸潤能，リボソーム生合成を抑制し
た。また動物モデルにおいて terrein は腫瘍増殖と血管
新生を抑制した。
　【考察および結論】本研究により terrein は，悪性黒
色腫に対して抗腫瘍効果を示すことが明らかとなった。
我々の完全化学合成した非天然型 terrein は大量生産す
ることが可能で，新規抗腫瘍薬の候補になりうると考え
られた。
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岩﨑敬大1，恩田健志1，林　宰央1，柴原孝彦1

野村武史3，片倉　朗2，髙野正行1

1．東京歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座　2．東京歯科大学歯
学部口腔病態外科学講座　3．東京歯科大学歯学部口腔腫瘍外科学
講座

可児耕一1，桃田幸弘1，高野栄之2，青田桂子1

東　雅之1，2

1．徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野　2．徳島大学病
院口腔管理センター

P-05
Docetaxel・γ-tocotrienol の時間差投与による
口腔扁平上皮癌細胞株に対する抗腫瘍効果の検討

P-06
Phosphodiesterase 5阻害剤Sildenafil citrate 
の抗腫瘍効果

　【目的】癌化学療法において docetaxel は優れた抗腫
瘍効果を発揮する。一方，癌細胞の転写因子NF-κBを
活性化させる結果，その抗腫瘍効果の減弱が起こるとさ
れる。これまでにわれわれは，口腔扁平上皮癌細胞株に
対し，γ-tocotrienol を docetaxel と併用することによ
り，docetaxel により誘導されるNF-κB の活性化がγ- 
tocotrienol により抑制されること，その結果として抗腫
瘍効果が増強されることを報告した。今回われわれは，
γ-tocotrienol の投与のタイミングに関して検討を行
い，その抗腫瘍効果に関して検討を行ったので報告す
る。
　【材料および方法】ヒト口腔扁平上皮癌細胞株 B88 を
用いた。docetaxel 先行投与群とγ-tocotrienol 先行投与
群に分け，細胞増殖への影響，またNF-κB p65 発現に
関して検討を行った。
　【結果】γ-tocotrienol 先行投与群において，細胞増殖
の抑制の増強が認められた。またNF-κB p65 の発現抑
制が認められた。
　【結論】γ-tocotrienol 投与のタイミングを最適化する
ことにより，docetaxel により誘導されるNF-κBの活性
化が抑制され，細胞増殖を抑制する可能性が示唆された。

　【目的】Phosphodiesterase 5（PDE5）は，細胞内セ
カンドメッセンジャー（SM）である cAMP および
cGMPを分解する酵素であり，胃癌，乳癌，前立腺癌，
膵臓癌などの多くの悪性腫瘍において発現の亢進が報告
されている。PDE5 を阻害することで，SMの量を調節
し，複数のシグナル系を同時に制御可能なため，PDE5
はがん治療のターゲット分子として期待されている。一
方で，口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞における PDE5 の
阻害効果については不明である。本研究ではOSCC 細
胞に対する PDE5 阻害剤 Sildenafil Citrate （SC）の効果
について解析した。
　【材料および方法】OSCC細胞株 6株を使用した。SC  
（0，10，50μM） を 投 与 し，MTT cell proliferation 
assay，Wound-healing assay，Matrigel cell invasion 
assay により抗腫瘍効果の有無を解析した。また，当科
を受診しOSCCと診断された 50 症例の手術時切除標本
における PDE5 発現状態を免疫組織化学染色法により
解析した。なお，本研究は東京歯科大学倫理委員会の承
認を得た上で行った（承認番号 709 号）。
　【結果】MTT cell proliferation assay では SC投与群
では濃度依存的に生細胞数の低下が認められた。
Wound-healing assay では投与群において細胞増殖，移
動能が抑制された。In vitro invasion assay では投与群
で浸潤能が抑制された。免疫組織化学染色法では，50
症例中 34 例（68％）において PDE5 タンパク質の高発
現が認められた。PDE5 発現状態と臨床指標との間に有
意な相関は認められなかった。
　【結論】SCは肺高血圧症等への適応承認済みの薬剤で
ありドラッグリポジショニング的な性格を有する薬剤で
ある。SCを用いてOSCC細胞の PDE5 を抑制したとこ
ろ，OSCC細胞に対する細胞増殖能，移動能，浸潤能が
抑制された。さらなる解析が必要ではあるが，PDE5 は
OSCCにおいても各種癌と同様に治療のターゲットとな
り得る可能性が示唆された。
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北村直也1，常松貴明2，大野清二1，笹部衣里1

工藤保誠3，石丸直澄2，山本哲也1

1．高知大学医学部歯科口腔外科学講座　2．徳島大学大学院医歯薬
学研究部口腔分子病態学分野　3．徳島大学大学院医歯薬学研究部
口腔生命科学分野

小嶋郁穂，阪本真弥，飯久保正弘
東北大学大学院歯学研究科歯科医用情報学分野

P-07
半導体検出器を搭載した新 PET 装置による舌がん原発
腫瘍の検出能および腫瘍サイズとの相関に関する検討

P-08
HEY1-NCOA2 癒合遺伝子が同定されなかった上
顎骨間葉性軟骨肉腫の 1 例

　【目的】Positron emission tomography（PET）検査
で得られる半定量値の Standardized uptake value 
（SUV）は，悪性腫瘍の治療効果判定や予後予測に有用
な指標である。しかし，PET装置の限界から小病変で
は SUVが過小評価され，病変の検出能も低下する。近
年，半導体検出器を搭載し，エネルギー /空間 /時間分
解能がいずれも向上した新 PET装置が開発され，従来
の装置より小病変における評価の正確性向上が期待され
ている。今回，舌癌原発腫瘍の検出および腫瘍サイズに
ついて，半導体検出器搭載の PET（半導体 PET）と光
電子増倍管を使用した従来の PET（非半導体 PET）を
比較検討した。
　【方法】対象は 2016 年 10 月～ 2019 年 1 月に舌扁平
上皮癌のために 18F-fluorodeoxyglucose（FDG）-PET
検査を施行した患者のうち，検査前 1週間以内の生検術
施行の患者を除外した 46 名（男性 26 名，女性 20 名，
年齢 21 ～ 94 歳，平均年齢 65.9 歳）をレトロスペクテ
ィブに検討した。25 名（T1-2 病変；15 名，T3-4 病変；
10 名）は半導体 PET，21 名（T1-2 病変；11 名，T3-4
病変；10 名）は非半導体 PETを使用した。視覚的な原
発腫瘍検出の可否とMRI および PET にて計測した腫
瘍サイズ（長径，短径および体積）の相関係数を比較検
討した。
　【結果】T1-2 病変の検出能は半導体 PET 80％で非半
導体 PET 36.4％に対し有意に優れていた。一方，T3-4
病変の検出能は，非半導体 /半導体 PETともに 100％
であった。T1-2 病変の腫瘍サイズにおいて，非半導体
PETはMRI 計測値と相関関係を示さなかったが，半導
体 PETは長径と体積において，MRI 計測値と有意な相
関を示した。一方，T3-4 病変の腫瘍サイズは，非半導
体 / 半導体 PET ともにいずれのMRI 計測値とも有意
な相関を示した。
　【結論】半導体 PETは非半導体 PETと比べて，小さ
な舌癌原発腫瘍の検出能および腫瘍サイズの評価に優れ
ていることが示唆された。

　間葉性軟骨肉腫（Mesenchymal chondrosarcoma：
MC）は非常に稀な悪性腫瘍であり，骨肉腫や軟骨肉腫
との鑑別を要する。組織学的には紡錘形や円形の未分化
な腫瘍細胞が増殖し，その中に軟骨組織が島状に散在す
る。近年，MCの診断にHEY1-NCOA2 癒合遺伝子の同
定が有用であると報告されている。今回我々は，上顎骨
に発生した間葉性軟骨肉腫の 1例を経験し，分子病理学
的に考察したのでその概要を報告する。患者は 29 歳，
女性。初診 6か月前，左上 5根尖相当部歯肉に腫脹が生
じ，近在歯科にて同歯の感染根管治療を受けるも改善し
ないため，当科に紹介となった。初診時，同部に弾性硬
の腫瘤を触知した。CTにて左上 4-6 周囲に径 2 cm 大
で類球形，境界やや不明瞭な low density 領域を認め，
左上 5・6 の根尖は一部吸収されていた。生検組織の
H-E 染色では紡錘形を呈する細胞と軟骨への分化を示す
異型細胞の増殖を認めた。腫瘍細胞は，免疫組織化学染
色で CD99，Bcl-2 に陽性で，上皮，筋肉，血管，神経
などのマーカーに陰性であったことから骨肉腫あるいは
MCが疑われた。初診 4か月後に全身麻酔下にて上顎部
分切除術を施行した。切除検体のH-E 染色像では，紡
錘形細胞の増殖と島状の軟骨組織の散在が認められ，
MCが強く示唆された。そこで，HEY1-NCOA2 癒合遺
伝子の同定を RT-PCR を用いて試みたものの，同定で
きなかった。また，MC で発現が報告されている
NKX3.1 と NKX2.2 を免疫組織学的染色により検討した
ところ，いずれも核に陽性を示した。以上より，本症例
は HEY1-NCOA2 癒合遺伝子を有さないMCと診断さ
れた。過去の文献ではHEY1-NCOA2 癒合遺伝子が同定
されず，IRF2BP2-CDX1 癒合遺伝子が同定されたもの
や，両者のいずれも同定されなかった症例も報告されて
いる。発表に際しては，これらの文献的考察をふまえ
て，本症例の分子病理診断について詳述する。なお，現
在，術後 3.5 年が経過しているが無再発生存を維持して
いる。
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野澤　舞1，三上俊彦1，船山昭典1，齋藤大輔1

須田大亮1，新美奏恵1，阿部達也2，田沼順一2

新國　農3，西山秀昌3，林　孝文3，小林正治1

1．新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分
野　2．新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座口腔病理学分野　
3．新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野

長谷小町1，本橋具和2，濱田翔央1，妻野誠仁1

渡辺昌広2，正重裕一2，窪　寛仁2，中嶋正博2

1．大阪歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）　2．大阪歯
科大学口腔外科第二講座

P-09
萌出遅延を契機に発見されたエナメル上皮線維腫
の 2 例

P-10
口底部に発生した孤立性神経線維腫の 1 例

　【緒言】エナメル上皮線維腫はWHO分類（4th 2017） 
では良性腫瘍の上皮 -間葉混合性歯原性腫瘍に分類さ
れ，発生頻度は全歯原性腫瘍の 1.5 ～ 6.5％と比較的ま
れな疾患である。臨床的には若年者の下顎臼歯部に好発
し，緩慢に発育して無痛性に顎骨の膨隆をきたすため，
X線画像検査で偶然発見されることも少なくなく，症例
の 80％で埋伏歯を伴う。今回われわれは，萌出遅延を
契機に発見された下顎臼歯部に発生したエナメル上皮線
維腫の 2例を経験したので報告する。
　【症例の概要】　＜症例 1＞患者は 13 歳女児。近歯科
医院にて矯正治療を行っていたが，左下 7の萌出遅延を
認めた。パノラマX線写真にて左下 7の低位および歯
冠上方に類円形X線透過像を認めたため精査目的に当
科に紹介来院した。CT画像では左下 7の低位埋伏およ
びその歯冠の上方に散在した顆粒状のX線不透過像を
含む拇指頭大のX線透過像を認めた。歯原性腫瘍を疑
い生検を行い，Ameloblastic fibroma の診断を得た。全
身麻酔下で左下 7抜歯術および腫瘍摘出術を施行し，周
囲骨面を一層削除し閉鎖創とした。摘出標本の病理組織
検査結果はAmeloblastic fibroma であった。術後 14 か
月経過し，良好である。＜症例 2＞患者は 7歳女児。既
往歴に自閉症スペクトラムを認める。歯科検診にて左下
Eの萌出遅延を指摘され，近歯科医院のパノラマX線
写真にて左下 Eの低位埋伏を認めたため，精査目的に
当院小児歯科に紹介来院し，左下 E抜歯依頼で当科受
診した。CT画像で左下Eの低位埋伏およびその歯冠上
方に顆粒状のX線不透過物を含む不整形のX線透過像
を認めた。歯原性腫瘍を疑い生検を行い，Ameloblastic 
fibroma の診断を得た。全身麻酔下で左下E左下 6抜歯
術および腫瘍摘出術を施行し，周囲骨面を一層削除し閉
鎖創とした。摘出標本の病理組織検査結果は
Ameloblastic fibroma であった。術後 4か月で経過し，
良好である。
　【結果】下顎臼歯部に発生したエナメル上皮線維腫の
2例を経験したので報告した。

　【緒言】神経線維腫は von Recklinghausen 病の部分
症状としてみられることが多く，孤立性に生じることは
比較的まれである。今回われわれは，口底部に生じた孤
立性神経線維腫の 1例を経験したので報告する。
　【症例】患者は 69 歳女性。既往歴や家族歴に特記事項
はなかった。当院で2008年5月に歯の移植術を施行し，
その経過観察で来院された 2020 年 3 月に左側部口底粘
膜下に腫瘤を認めた。触診で同部に弾性硬で大きさ 15
×15mmの無痛性腫瘤を認めた。周囲との癒着はなく可
動性は良好で表面粘膜は正常であった。MRI では左側
口底部に 9×16mmの紡錘形を呈する境界明瞭な腫瘤を
認め，内部はT1 強調像で筋と同程度，T2 強調像でほ
ぼ均一に高信号を呈し，ダイナミックMRI で中心部の
み非常に緩やかにかつ淡く滲むように造影された。造影
CTでは大きさ 18×10×16mmの境界明瞭な紡錘形の低
濃度域として描写され明らかな被膜様構造は認めなかっ
た。超音波診断では低エコー腫瘤性病変として描出され
内部に血流を認めた。唾液腺悪性腫瘍を完全には否定で
きなかったが，画像所見からは唾液腺由来や神経原性の
良性腫瘍が最も疑われ，同年 6月に全摘生検を施行し
た。摘出標本は 14×5×7mmの表面平滑な充実性腫瘤
で，内部は透明感のある白色調・粘液様を呈していた。
病理組織学的所見では，明らかな線維性被膜は認めず，
好酸性の線維性組織を伴う短紡錘形細胞の増生とその間
に豊富な粘液様基質を認めた。免疫組織染色で増生細胞
は S-100 蛋白陽性で，Ki-67 陽性率は 3％以下であった。
以上から，孤立性神経線維腫の確定診断に至った。術後
経過は良好で再発無く経過観察中である。
　【考察】顎顔面領域に発生する孤立性神経線維腫は少
なく，なかでも口底に生じることはきわめてまれで，国
内，国外ともに数例の報告を認めるのみである。本症例
は腫瘍と舌神経は接しており，舌神経由来に生じたもの
と推定される。孤立性神経線維腫は神経線維腫症と比較
して再発や悪性化は少ないとされるが，再発例も報告さ
れていることから，今後も画像検査等を用いた定期的な
経過観察が必要と考えられる。
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高木純一郎，釡本宗史，仲井慎吾，宮田　勝，坂下英明
石川県立中央病院歯科口腔外科

岸本晃治，小畑協一，竜門省二，廣瀬泰良，坂本裕美
伊原木聰一郎，佐々木朗
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

P-11
SAPHO 症候群と考えられたびまん性硬化性下顎
骨骨髄炎の 1 例

P-12
病的骨折を生じた放射線性下顎骨骨髄炎の 1 例

　【緒言】びまん性硬化性骨髄炎（diffuse sclerosing 
osteomyelitis：DSO）は骨の融解・新生を繰り返し，顔
面の腫脹や疼痛を伴う難治性の疾患である。一方，
SAPHO症候群は，無菌性炎症性の骨・関節・皮膚病変
を生じる疾患で，Synovitis（滑膜炎）・Acne（ざ瘡）・
Pustulosis（膿疱症）・Hyperostosis（骨過形成症）・
Osteomyelitis（骨髄炎）の頭文字から命名された疾患
である。DSOは，X線画像的には不規則な骨の硬化と
吸収の混在を特徴とし，SAPHO症候群の一部分症であ
る可能性も示唆されている。今回，下顎DSOの 1 例を
経験し，その臨床病理組織学的所見と病状経過から
SAPHO症候群と診断したので，その概要を報告する。
　【症例】53 歳，女性。2017 年 6 月頃，右側下顎臼歯部
歯肉から下顎角部の疼痛を自覚したため，かかりつけ歯
科を受診した。同院で 47 の根管治療と抗菌薬の投与を
受け症状は消失したが，同部の腫脹・疼痛を繰り返すた
め，2018 年 11 月に当科での精査・加療を勧められ来院
した。CTとパノラマ画像では，右側下顎臼歯部から下
顎各角部にかけて，辺縁不正な骨吸収像と骨硬化像の混
在像を認めた。骨シンチグラフィでは，右側下顎骨に加
え，左側胸鎖関節近傍に RI 集積更新を認め，時々左側
鎖骨の腫脹・疼痛も自覚していた。また，掌蹠嚢胞症の
ため皮膚科通院中であった。臨床検査所見では，白血球
数 9,220/μl，CRP 0.49mg/dl と軽度上昇を認めた。生
検を右側下顎枝部から行なった結果，不規則な骨形成と
炎症細胞浸潤を伴う骨髄炎の所見であった。なお生検部
からの排膿はなく，細菌培養検査も陰性であった。以上
から，下顎DSOを伴う SAPHO症候群と診断した。抗
菌薬（AMPC 750mg/ 日，CVA/AMPC 1,125mg/ 日）
の長期投与を試みたが画像的には改善が認められず，現
在は腫脹・疼痛時に消炎鎮痛剤（ロキソプロフェン）を
主に投与している。そして，定期的にCT撮影を行なっ
ているが，DSOの範囲は徐々に拡大傾向である。
　【考察】本症例のような DSO を伴う SAPHO 症候群
の治療法は確立されているとは言えず，今後，ステロイ
ドや免疫抑制剤，テリパラチドの投与を検討していく必
要があると考える。

　【緒言】昨今，顎骨骨髄炎は，骨吸収抑制製剤などの
投与で生じる薬剤関連顎骨壊死の症例が散見されるよう
になっている。その他にも放射線治療後の晩発障害とし
て生じる場合もある。このような難治性の顎骨骨髄炎か
ら病的骨折を生じるとその治療は，通常の整復固定では
治癒を得にくい場合が多い。今回われわれは，中咽頭癌
の放射線化学療法後に生じた下顎骨骨髄炎の加療中に病
的骨折を生じその治療に難渋した症例を経験したのでそ
の概要を報告する。
　【症例の概要】67 歳，男性。主訴は右側下顎歯肉の腫
脹および疼痛。現病歴は，62 歳に中咽頭癌T4aN0M0，
StageⅣa にて放射線化学療法を施行し CRを得て耳鼻
咽喉科にて経過観察中。初診の約 3か月前より右側下顎
歯肉および右側頬部の腫脹と間歇的な疼痛を自覚してい
た。同部位を冷却し様子を見ていたが，疼痛が増大する
ため，近医歯科医院を受診。精査，加療を要するため紹
介にて当科初診となった。既往歴は特記事項なし。臨床
診断を右側下顎骨の放射線性骨髄炎とした。処置および
経過は，初診時は消炎を目的に抗生剤を投与および口腔
内の洗浄を切り返し，一旦消炎したが，初診から 3か月
後に症状の増悪を認めたため，全身麻酔下に腐骨除去お
よび掻爬術をおこなった，その後一旦症状は軽快した。
術後 4か月後に再度疼痛を自覚するようになり，画像評
価をおこなったところ同部位に病的骨折を認めた。病的
骨折治療として右側顎関節を含めた下顎骨半側切除およ
び再建用プレートにて再建をおこなうも早期にプレート
露出を認めたため，全身麻酔下にプレート除去および周
囲のデブリートメントをおこない現在は経過良好であ
る。
　【結語】放射線化学療法後の顎骨骨髄炎の場合，その
治療については顎骨およびその周囲の軟組織についても
組織障害があるため，腐骨除去術をおこなっても治癒不
全や病的骨折を生じる場合もあるため，全身状態や既往
歴を考慮しながら，適切な治療法を選択することが重要
である。
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廣畠広実1，2，3，内田貴之3，遠藤弘康3，多田充裕3

1．社会医療法人若竹会つくばセントラル病院歯科口腔外科　2．筑
波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻　3．日本大学
松戸歯学部歯科総合診療学講座

仲井慎吾1，釡本宗史1，高木純一郎1，宮田　勝1

坂下英明2

1．石川県立中央病院歯科口腔外科　2．明海大学歯学部病態診断治
療学講座口腔顎顔面外科学第 2分野

P-13
下顎埋伏智歯抜歯後に単純性骨嚢胞を生じた 1 例

P-14
MRI 検査にて診断された歯科治療後に脳梗塞を発
症したと思われる 1 例

　【緒言】単純性骨嚢胞は組織学的に，嚢胞に見られる
上皮を欠いた薄い繊維組織におおわれた偽嚢胞である。
上腕骨や大腿骨などの長管骨に好発し，口腔領域の発生
は比較して少ない。発症機序については諸説があり統一
の見解はない。今回，左側下顎智歯抜歯後に発症した単
純性骨嚢胞の 1例を経験したのでここに報告する。
　【症例】患者：41 歳，女性。既往歴：子宮筋腫。現病
歴：4年前に当科で左側下顎智歯抜歯を施行した。4年
前のパノラマX線写真で左下 7根尖部に歯根とは非連
続性の塊状の不透過像を認めた。その他に，明らかな異
常所見は認めなかった。近日，かかりつけ歯科にて右上
56 根尖相当部の歯根嚢胞を指摘され精査加療目的に当
科を再受診した。パノラマX線写真にて，抜歯を施行
した左下智歯部に境界明瞭な拇指頭大の単房性透過像を
認めた。CT画像にて，同部は左下 7根尖部に至る単房
性の骨吸収性病変を呈し，病変に接触した不透過性病変
を認めた。臨床診断：単純性骨嚢胞。
　【処置及び経過】全身麻酔下に右上 56 部歯根嚢胞摘出
術根尖切除術と併せて，左側下顎骨智歯部病変の生検に
臨んだ。術中に左下智歯部に明らかな上皮をもつ病変は
認めず，骨内の空洞化を認めた。骨開削し同部に接して
いた外側骨を一部採取し，生理食塩水にて洗浄し閉創し
た。病理組織診断では採取した組織に腫瘍や嚢胞を疑う
上皮を認めず単純性骨嚢胞の診断に至った。術後 7か月
のパノラマX線写真にて同部の骨形成を認めた。
　【考察】今回の経過から，埋伏智歯抜歯後に顎骨内に
血腫が形成され，線維性の骨病変に接していたことで凝
血の器質化が障害され，嚢胞が形成されたと考えられ
る。これは出血を原因としてできた血腫が吸収され単純
性骨嚢胞を形成する説を支持する経過と考える。
　【結語】今回，我々は左側下顎智歯抜歯後，4年が経
過したのちに，同部位に単純性骨嚢胞の発症を確認し得
た 1例を報告する。

　【はじめに】わが国の高齢化率は上昇しており，歯科
医院を受診する患者も高齢化が進んでいる。高齢者は
様々な内科的基礎疾患を有していることが多い。今回，
MRI 検査にて診断された開業医にて歯科治療後に脳梗
塞を発症したと思われた症例を経験したので報告する。
　【症例】患者：70 歳男性。主訴：左顔面のしびれ。初
診：2017 年 9 月上旬。既往歴：虫垂炎，その他特記事
項なし。
　【現病歴】開業医にて局所麻酔下に左上顎部の歯科治
療後より，左顔面感覚障害を自覚し，当科へ精査加療目
的に紹介となった。現症としては血圧 214/96mmHg，
心拍数 89 回 / 分，体温 36.8℃，ふらつき・嘔気あり。
左三叉神経第 1～ 3枝の感覚障害を認めた。顔面神経の
運動障害は認めなかった。
　【処置及び経過】中枢神経系疾患が疑われたため，当
院内科へ対診した。同日頭部CT検査を施行したが異常
がなく，その後のMRI 検査にて左延髄梗塞と診断され
た。また，今回の血液検査等により高血圧，2 型糖尿
病，脂質異常症が判明した。当院脳神経外科へ緊急入院
となり，抗血栓療法が開始された。その後，第 2枝の感
覚低下と軽度のふらつきが残存したが，ADLが自立さ
れたため同年 9月下旬退院となる。
　【考察】脳梗塞の診断にはCT検査よりMRI 検査が有
効であると言われており，今回の症例もはじめ行われた
CT検査では明らかな異常所見がなく，その後のMRI
検査にて脳梗塞と診断された。また，今回の症例は歯科
治療後に症状がみられたことから歯科治療と脳梗塞発症
との因果関係は明らかではないが，歯科治療に対する不
安感や恐怖心などの精神的ストレス，注射刺入時や治療
中の疼痛刺激，さらに歯科用局所麻酔薬に添加されてい
るアドレナリンの作用などにより循環動態は著しく変動
し，基礎疾患が増悪ないしは再発する危険性があり影響
していた可能性がある。今回のように問診のみでは全身
状態の把握が困難な場合もあるため，歯科治療を行う際
には全身的状態の把握と偶発症に対する知識を身につ
け，予防や発症時の適切な対応ができるよう医科との連
携を図っていく必要がある。
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桃田幸弘1，可児耕一1，高野栄之2，小野信二2

青田桂子1，松本文博1，山ノ井朋子3，中原崇道1

大山博行1，金川裕子2，東　雅之1，2

1．徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野　2．徳島大学病院
口腔管理センター　3．徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔学分野

杉野紀幸1，北村　豊2，黒岩昭弘3，黒岩博子1

森こず恵1，山田真一郎1，内田啓一4，田口　明1

1．松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座　2．信州口腔外科インプ
ラントセンター　3．松本歯科大学歯学部歯科理工学講座　4．松本
歯科大学病院総合診断科・総合診療科

P-15
パノラマ X 線写真の骨粗鬆症スクリーニング指標
と HA インプラント予後との検討

P-16
当科における直接経口抗凝固薬投与下の観血的処
置の現状分析

　【目的】パノラマX線写真における下顎骨下縁皮質骨
形態分類は骨粗鬆症スクリーニングに有用であると報告
されている。一方，骨粗鬆症はインプラント治療の成功
を妨げる局所的危険因子とされている。本研究ではパノ
ラマX線写真の骨粗鬆症スクリーニング指標を用い，
HAインプラント予後との関連を評価検討した。
　【方法】対象は 2008 年から 2012 年までに信州口腔外
科インプラントセンターにおいてHAインプラント体埋
入手術を施行された 26 歳から 83 歳（平均年齢：59.3±
8.7 歳）の男女 202 名（男性：62 名，女性：140 名）と
した。埋入総本数は 667 本（上顎：381 本，下顎：286
本）で，予後は口腔インプラント治療指針 2016 の基準
に従い判定した。下顎骨下縁皮質骨形態は両側ともにオ
トガイ孔直下から下顎角前方までを評価し，高度に皮質
骨粗鬆化が進行している側の型を指標とし 3型に分類し
た。埋入手術は 1名の口腔外科専門医，形態分類は 1名
の歯科放射線専門医が行った。目的変数を予後の 2値変
数とし，年齢，性別，部位，形態分類，術前CT値，残
存歯数，糖尿病の有無，高血圧の有無を説明変数とする
ロジスティック回帰分析を行った。性別，埋入部位，形
態分類，糖尿病の有無および高血圧の有無はダミー 
変数を用い，新たな説明変数の定義を行った。
　【結果】予後不良は 27 本（上顎：26 本，下顎：1本）
存在した。形態分類は 1型が 118 名，2型が 63 名，3型
が 21 名だった。下顎の予後不良症例が 1例しかなく結
果が不安定となるため，本研究では上顎のみに絞って分
析を行った。上顎前歯部は上顎臼歯部と比較して予後不
良となるオッズ比が 2.65（95％信頼区間，0.99-7.09）で
あった。2型または 3型では 1型に比べ予後不良となる
オッズ比が 13.5（95％信頼区間，1.32-138.00）であった。
また，1型では CT値が 100 上昇すると予後不良となる
オッズ比が 1.5（95％信頼区間，1.15-1.95）であった。
　【結論】下顎骨下縁皮質骨形態分類 2型または 3型で
は 1 型と比較してHAインプラント予後が不良となる
可能性が高いことが示唆された。

　【緒言】直接経口抗凝固薬（DOAC）投与下の観血的
処置の現状を調査・分析し，その安全性を考察する。
　【方法】2016 年 1 月から 2020 年 6 月までに本院口腔
内科に来院した患者のうちDOAC投与下に観血的処置
を施行したものを対象とした。年齢，性別，DOAC種，
血液検査値，CHADS2 スコア，HAS-BLED スコア，部
位，疾患，処置，止血操作，止血時間，止血難易度，後
出血の有無などを後ろ向きに調査した。
　【結果】性別は男性 25 名，女性 19 名で，年齢は 45 歳
から 91 歳，平均 73 歳 2 か月であった。DOAC 種はリ
バーロキサバン 26 例，アピキサバン 13 例，エドキサバ
ン 5例であった。血液検査値は平均 Plt：223,000/μl，
PT：18.0 秒，APTT：36.9 秒，BUN：17.2mg/dl，
Cre：0.89mg/dl であった。平均 CHADS2 スコアは
1.8，HAS-BLED スコアは 2.1 であった。部位は上顎 28
例，下顎 23 例，舌 2例，頬粘膜 2例などであった。疾
患は残根17例，根尖性歯周炎9例，辺縁性歯周炎8例，
歯根破折 5例，良性腫瘍 3例などであった。処置は抜歯
術 34 例，切除術 5例，掻爬術 3例，摘出術 2例などで
あった。止血操作は圧迫に縫合を併用したもの 34 例，
局所止血剤を併用したもの 29 例，止血用スプリントを
併用したもの 8例，電気凝固を併用したもの 3例などで
あった。止血時間は 10 分未満のもの 39 例，20 分以上
のもの 3例などであった。止血難易度は容易 39 例，困
難 3例などであった。後出血したものは 4例であった。
　【結論】DOAC投与下の観血的処置の安全性が確認さ
れたが，出血性合併症のリスクを有する場合，注意を要
することが示唆された。
　本発表について申告すべき利益相反はない。
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日野聡史，栗林伸行，内田大亮
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

早川華穂，井上瑛弘，三木朱里，下山大慈，尾島健斗
佐藤朋佑，渡辺裕美，香村亜希子，田所瑞希
川田朗史，村上幸生
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野

P-17
味覚障害が契機で発見された限局型強皮症の 1 例

P-18
インプラント埋入術後出血を契機に判明した自己
免疫性後天性凝固因子欠乏症の 1 例

　全身性強皮症は手指より始まる皮膚硬化に加え全身の
諸臓器の病変を発症する慢性の結合組織病変である。口
腔症状として舌小帯短縮がみられることもある。一方，
味覚障害は薬剤や亜鉛欠乏，神経障害，全身疾患などの
原因により生じた味覚の低下や消失した状態を指す。今
回，味覚障害が契機で発見された限局型強皮症の 1例を
経験したので報告する。
　患者は 72 歳の女性で口の中が苦いことを主訴に来院
した。5年ほど前から口の中が乾き苦味が続いていた。
半年前からは舌や口蓋のザラザラ感も気になっていると
いう。現在，気管支喘息と逆流性食道炎にて近内科で服
薬加療中である。初診時，両側舌側面に歯痕と舌背の軽
度の乾燥を認めた。舌口蓋部には著変を認めなかった。
口腔水分計と刺激唾液分泌検査を行ったが明らかな分泌
低下を認めなかった。含嗽剤で様子をみたが舌の乾燥感
に変化はなかった。ろ紙ディスク法による味覚検査では
甘味と酸味に味覚減退を認めた。苦味は鋭敏であった。
膠原病性の口腔乾燥症と亜鉛に関連した味覚異常を疑い
血液検査を行った。その結果，血液一般検査，腎機能，
肝機能等に異常値は見られなかったが，血清亜鉛の若干 
の低下を認めた。また，抗 SS-A抗体，抗 SS-B 抗体はい
ずれも陰性であったが，抗核抗体価の上昇とセントロメア
型の抗核抗体が陽性となった。セントロメア型抗核抗体
陽性と既往歴から全身性強皮症を疑い近大学病院膠原病
科に対診したところ，舌小帯短縮，皮膚硬化，逆流性食
道炎から限局型強皮症と診断され転科となった。現在，
味覚障害に対してプロマック錠にて経過観察中である。
　今回の症例では味覚障害と限局型強皮症との明らかな
相関は認められなかったが，血液検査によって発見され
た抗セントロメア抗体を通して味覚障害における血液検
査の重要性が示唆された。

　【緒言】誘因のない口腔内出血あるいは口腔外科処置
後の止血困難を契機に，出血性素因が明らかとなる事例
が知られている。慢性播種性血管内凝固症候群や特発性
血小板減少性紫斑病，白血病などが代表的であり複数の
症例報告が見られるが，後天性凝固因子欠乏症が判明し
たとする報告は極めて少ない。われわれは，インプラン
ト埋入術後に止血困難をきたし，その原因として自己免
疫性後天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症が診断された症例を
経験したのでその概略を報告する。
　【症例の概要】症例は，61 歳男性。既往歴に高血圧症
があり降圧薬を服用していたが，抗凝固薬の内服歴はな
かった。家族歴に特記すべき事項は見られなかった。当
科受診の 11 日前に，近在歯科医院で左下側切歯部にイ
ンプラント埋入術を受けた。術後 2日目に滲出性出血の
自覚があったが，自己による経過観察を行った。出血が
持続するため，術後 4日目にはカルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物の処方を，術後 6日目と 7日目には
創部の再縫合処置を受けたが完全な止血には至らなかっ 
た。術後 8日目からは血尿を認めるようになり，内科的
疾患の関与が疑われたが，術後 11日目になって初めて他
院歯科口腔外科を紹介受診した。同院にて再縫合とサー 
ジカルパックの貼付処置を受けるも止血が得られず，血
液検査で凝固異常が疑われたため当院へ紹介となった。
血小板数は正常で，PT，APTTの著明な延長があり，
肝機能異常や PIVAK Ⅱの高値がないことから，凝固因
子欠乏症が疑われ血液内科と共診することとなった。即
日入院の上，プレドニゾロン 60mg/ 日の投与が開始さ
れた。入院 2日目には口腔内出血，血尿ともに消退し，
第Ⅴ因子活性の低下と同因子のインヒビターの存在か
ら，自己免疫性後天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症と診断さ
れた。入院 3日目にはパックを除去し，7日目に抜糸を
行った。ステロイドを漸減して再出血がないことを確認
し，10 日目に退院となった。
　【結語】自己免疫性後天性凝固因子欠乏症では，頭蓋
内出血などの致死的な出血も報告されている。非常に稀
な症例ではあるが，早急な対応を要する事例として歯科
医療関係者への啓発が必要である。
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宮田　勝1，高木純一郎1，釡本宗史1，仲井慎吾1

坂下英明2

1．石川県立中央病院歯科口腔外科　2．明海大学病態診断治療学講
座口腔顎顔面外科学第 2分野

庭田千恵子，長谷川大悟，細井鴻之介，田林万奈
別所央城
独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科

P-19
下顎歯肉に認められた肉芽腫が契機となり診断さ
れた潰瘍性大腸炎の一例

P-20
口唇に発生した多形腺腫の 2 例

　【緒言】Orofacial granulomatosis（以下OFG）は，臨
床的には口腔粘膜や口唇および顔面に生じた肉芽腫性病
変を統括した診断名であり，病理組織学的には壊死を伴
わない肉芽腫を特徴とするまれな病態と言われている。
今回われわれは下顎右側歯肉に生じた肉芽腫と診断され
た症例から，潰瘍性大腸炎の診断を得た一例を経験した
ので報告する。
　【症例の概要】患者は 18 歳女性。2018 年 10 月頃より
下顎右側歯肉の違和感を自覚していたが自己判断で経過
をみていた。2019 年 3 月中旬に，症状の改善が認めら
れないため近医歯科を受診した。下顎右側歯肉に陥凹を
伴う腫瘤を認め，悪性腫瘍が疑われたため，某大学附属
病院歯科口腔外科を紹介された。同院にて生検を行った
結果，病理学的に類上皮細胞肉芽腫を認めサルコイドー
シス，クローン病，結核等などが疑われたが，進学に伴
い2019年4月当院当科へ転院となった。当科初診時も，
口腔内に下顎右側歯肉に同様の病変を認め，前医での生
検プレパラートを当院病理診断科で再検鏡したが，前医
と同様の結果であった。当科ではOFGの診断のもと，
口腔ケアや含嗽を指示し，さらに全身的な精査を目的に
当院総合内科へコンサルテーションを行った。その後，
消化器科・眼科で専門的に精査が進められた結果，最終
的に下部消化管内視鏡検査での生検にて潰瘍性大腸炎と
の診断に至った。消化器科にてメサラジンの投薬を開始
され，治療開始後 1か月で潰瘍性大腸炎および下顎右側
歯肉の肉芽腫のいずれも治癒傾向を認めた。現在も内服
を継続しており，口腔内病変については当科で経過観察
を実施しているが，増悪傾向は認めていない。
　【結語】口腔内病変が，全身疾患の一症状であること
がありOFGを呈する病変の治療には，正確な診断と他
科との密な連携を要する。

　【緒言】多形腺腫は唾液腺腫瘍の中で最も多くみら
れ，大部分は耳下腺に発生する。小唾液腺では口蓋腺に
多く，口唇発生はまれである。なかでも下唇発生は極め
てまれである。今回，われわれは上唇発生例と下唇発生
例のそれぞれ1例を経験したので，その概要を報告する。
　【症例 1】患者：62 歳男性。現病歴：2か月前にスポー
ツ中に他人の肘で上唇を受傷した。上唇の腫瘤を認め，
前医を受診した。生検で多形腺腫の診断となった。切除
目的に当院へ紹介となった。既往歴：高血圧症。現症：
口腔内所見は右側上唇粘膜に 15×11mm大の弾性硬で
可動性のある無痛性腫瘤を認めた。臨床診断を上唇腫瘍
（多形腺腫）として，1か月後に，静脈内鎮静法併用局
所麻酔下で，上唇腫瘍を全摘出した。病理組織学的所見
で，腺上皮および筋上皮の増殖があり，粘液腫様組織や
軟骨様組織がみられ，多形腺腫と診断した。
　【症例 2】患者：63 歳女性。フランス籍。現病歴：約
4か月前から左側下唇の腫脹を自覚していたが，腫脹が
消退しないため，近在歯科を受診し紹介来院となった。
既往歴：特記事項なし。現症：口腔内所見は左側下唇に
7 mm大の弾性軟の腫瘤。圧痛はなく，被覆粘膜色は正
常。臨床診断を下唇腫瘍とした。初診から 12 日目に局
所麻酔下で下唇腫瘍切除を行った。病理組織学的所見
で，筋上皮，腺上皮で構成される腺管，導管の増生があ
り，腔内に上皮が増殖し篩状構造，乳頭状構造がみら
れ，多形腺腫と診断した。2症例とも術後経過は良好で
あるが，術後 10 年以上の観察での再発例報告もあるた
め，今後も長期にわたり注意深い経過観察が必要である
と考えている。
　【考察】多形腺腫は，全唾液腺腫瘍の6～7割を占め，
そのうち大唾液腺約 7割，小唾液腺発生は約 3割であ
る。小唾液腺での発生頻度は口蓋 74.1％，頬部 10.7％， 
口唇 7.5％とする梶山らの報告があり，口唇 34 症例中，
下唇は 2 症例（5.9％）とも報告している。症例 2 の腫
瘍は，大きさが 10mm以下と小さく，弾性軟であった
ことから，術前診断として粘液嚢胞も思わせた。下唇に
発生する腫瘍は悪性腫瘍であることも多く，鑑別診断に
は十分注意を払う必要がある。
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川島万由1，緒方謙一1，森山雅文1，2，川戸達也1

中村誠司1

1．九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制
御学分野　2．九州大学大学院歯学研究院OBT研究センター

坂本瑞樹1，森山雅文1，2，荒木　淳1，宗村龍祐1

中村誠司1

1．九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制
御学分野　2．九州大学大学院歯学研究院OBT研究センター

P-21
シェーグレン症候群の診断における口腔水分計の
有用性に関する検討

P-22
ヒト歯髄幹細胞培養上清を用いたシェーグレン症
候群に対する免疫抑制能の検討

　【目的】シェーグレン症候群（SS）の診断には，唾液
分泌量検査として，本邦ではガムテストとサクソンテス
トが採用されている。しかし，これらの検査法は時間を
要すことや再現性にやや欠けることが指摘されている。
近年，口腔機能低下症の診断基準のうち口腔乾燥の評価
に「口腔水分計」が採用されている。口腔水分計は口腔
粘膜水分量を 2秒で数値化し評価することから，症例の
全身状態や協力度に関わらず使用可能である。しかしな
がら，唾液分泌量と口腔粘膜水分量との相関については
十分に明らかになっていない。
　そこで本研究では，唾液分泌量と口腔粘膜水分量の相
関を検討し，口腔水分計の SS 診断における有用性を検
証した。
　【対象および方法】対象は SS 患者 50 例と，放射線治
療歴や唾液分泌に影響するとされている薬剤の使用がな
い健常者 30 例とした。唾液分泌量の測定には，ガムテ
スト，サクソンテスト，および吐唾法を用いた。口腔粘
膜水分量は，口腔水分計（ムーカスⓇ）を使用し測定し
た。さらに，自覚的乾燥症状の程度の把握には visual 
analog scale（VAS）を用いた。
　【結果】唾液分泌量および口腔粘膜水分量は，健常者
と比較して，SS 患者で有意に低かった（P＜ 0.01）。ま
た，SS 患者と健常者の両者とも，3つの唾液分泌量検
査は互いに有意な相関を認めた（P＜ 0.01）。一方，口
腔粘膜水分量はいずれの唾液分泌量検査とも有意な相関
を認めず，唾液分泌量や口腔粘膜水分量と VAS との間
にも有意な相関は認めなかった。
　【考察】唾液分泌量および口腔粘膜水分量によって，
SS 患者と健常者との鑑別が可能であることが示唆され
た。一方で，いずれの検査も自覚症状（VAS）と相関
しておらず，唾液分泌量と口腔粘膜水分量のどちらが口
腔乾燥状態をより正確に反映しているかは不明である。
その理由として，今回対象とした SS 患者の大半が唾液
分泌促進薬を使用しており，口腔状態は治療前より改善
していることから，VAS が正確に反映していないこと
が考えられる。今後は治療前の SS 患者やその他の口腔
乾燥症患者も対象として検討していく予定である。

　【目的】シェーグレン症候群（SS）は，CD4＋ ヘルパー
T（Th）細胞を主体とする自己免疫疾患であるが，その
病態形成については不明な点が多く，根治的な治療法は
いまだ確立されていない。一方，最近の基礎研究では，
幹細胞の培養上清（CM）中の液性因子に免疫抑制能を有
することが報告されている。本研究では，ヒト骨髄由来間
葉系幹細胞（BMMSC）およびヒト歯髄幹細胞（DPSC）
のCMを用いてSSに対する免疫抑制能を検討した。
　【材料と方法】BMMSC-CMおよび DPSC-CMをサイ
トカインアッセイにて網羅的解析を行った。次に，ヒト
末梢血単球細胞にCMを添加し，フローサイトメトリー 
（FCM）にて CD4＋CD25＋Th 細胞（活性化Th細胞）
への免疫抑制能を解析した（in vitro）。さらに，1次性
SS を引き起こすとされているNon-obese diabetic マウ
スに CMを静脈内投与し，2週間後に唾液量測定と唾液
腺のHE染色を行った。唾液腺組織を用いて炎症・抗炎
症に関わる遺伝子のリアルタイムPCRを行った。また，
脾臓を各Th サブセットマーカー［Th1 細胞：T-bet，
Th2 細胞：GATA3，制御性 T 細胞：Foxp3，Th17 細
胞：RORγ］で免疫組織化学染色を行い評価した。
　【結果】DPSC-CM は BMMSC-CM と比較して，IL-
10，IL-13 などの抗炎症作用や抗線維化作用を有するサ
イトカイン濃度が高かった。また，FCMにて DPSC-
CM 投与群は，活性化 Th 細胞の割合が有意に低かっ
た。動物実験では，DPSC-CM投与群は，他群と比べて
唾液量は有意に多く，唾液腺の HE 染色では Focus 
score の低下も認められた。リアルタイム PCR の結果
からは，DPSC-CM投与群は，他群と比較して有意に炎
症に関わる遺伝子の低下を認めた。一方，抗炎症に関わ
る遺伝子に関しては有意に上昇を認めた。また，DPSC-
CM投与群において，脾臓におけるThの浸潤は Foxp3
陽性細胞が著明に多くなっていることが分かった。一
方，RORγ陽性細胞数は他群と比較して少なくなって
いることが分かった。
　【考察】DPSC-CMは高い抗炎症作用を有し，動物実
験では唾液分泌量や制御性T細胞数を増加させ，Th17
細胞数を減少させることから，SS の病態改善に繋がる
可能性が示唆された。
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原弥革力1，内田啓一1，杉野紀幸2，黒岩博子2

山田真一郎2，大木絵美1，髙谷達夫1，小日向清美3

脇本仁奈1，岩﨑由紀子1，喜多村洋幸1，伊能利之1

堀内竜太郎1，加藤華子1，金子圭子1，森　　啓1

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　2．松本歯科大学
歯科放射学講座　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

高橋文太郎，中島朋美，川嶋雅之，御代田駿
川原一郎，金　秀樹，高田　訓
奥羽大学歯学部口腔外科学講座

P-23
当科における口腔乾燥症初診患者の特徴

P-24
禁煙により症状改善傾向を認めた好酸球性副鼻腔
炎の 1 例

　【緒言】唾液の分泌低下は，口腔乾燥症，カンジダ
症，Burning Mouth Syndrome，口臭症，味覚障害など
の口腔障害を誘発する。中でも口腔乾燥症は増加傾向が
強く，その原因はさまざまである。口腔乾燥症の診断と
評価には唾液分泌機能の測定が一般的であるが，患者の
訴えと実際の検査値とが一致しないことも多い。そのた
め，臨床においても自覚的口腔乾燥症状と検査値との整
合が重要となる。そこで今回われわれは，近年の奥羽大
学歯学部附属病院における口腔乾燥症の診療状況を把握
することを目的に，初診患者の基礎的データを収集し，
臨床的検討を行ったので報告する。
　【対象および方法】対象は，2014 年 1 月から 2018 年
12 月に，口腔乾燥を主訴に奥羽大学歯学部附属病院口
腔外科を受診した患者 284 例（男性：55 例，女性：229
例，平均年齢：62.4 歳）とした。
　検査項目は年齢，性別，自覚症状，服薬状況，合併
症，唾液分泌量とし，各項目について調査した。
　【結果】自覚症状は「口腔乾燥感」が最も多く認めら
れた。患者は薬剤性の口腔乾燥やシェーグレン症候群が
否定され，全身的既往のない症例が 16 例確認された。
16 例は血清亜鉛値の測定を行っており，14 例で潜在的
亜鉛欠乏症が認められた。唾液分泌量はサクソンテスト
で，平均 1.50±0.70g/ 2 min であった。
　【結論】ドライマウスには全身的因子，局所的因子な
ど様々な要因が関与しており，患者が訴える症状も口渇
や味覚障害，舌痛など多岐にわたる。症状は長期化する
ことが多く根治療法は難しいため，適切な対症療法によ
るQOLの向上が重要である。そのために，口腔乾燥症
の適切な診断が必要であり，標準的な検査の確立が求め
られると考えた。

　【緒言】好酸球性副鼻腔炎は成人発症の難治性副鼻腔
炎であり，鼻茸や副鼻腔粘膜への顕著な好酸球浸潤を特
徴とする。この副鼻腔炎は手術をしても再発しやすく，
ステロイドを内服すると軽快するが難治性である特徴が
ある。今回我々は耳鼻咽喉科専門医との連携により，禁
煙により症状が著しく改善傾向を認めた好酸球性副鼻腔
炎の 1例を経験したので報告する。
　【症例】患者は 46 歳の男性であり，顕著な両側性鼻閉
感を主訴として 2015 年 6 月に来院した。28 歳頃から鼻
閉感と臭覚異常を認めていた。36 歳時に顕著な鼻閉感
を認めるようになり近医病院耳鼻咽喉科にて ESS を行
った。その後，マクロライド少量長期投与にて通院して
経過観察を行っていた。本学受診時のパノラマX線写
真では両側上顎洞内部の顕著な不透過像と粘膜肥厚像を
認め，MR画像では前頭洞，篩骨洞，両側上顎洞内部に
T1強調像で低～高信号域，T2強調像で中～高信号域を
認めた。臨床症状および画像所見より好酸球性副鼻腔炎
が強く疑われため，好酸球性副鼻腔炎の JESREC Study
と鼻茸の病理組織検査を行った結果，好酸球性副鼻腔炎
の確定診断を得た。その後，ステロイド点鼻薬とモンテ
ルカストの併用治療と定期的なMRI 検査にて観察を行
なっていたが，とくに画像検査においては症状の改善傾
向は認めなかった。2015 年 7 月に腹部動脈瘤のステン
ト置換術を行い，その際に 20 歳前半から 1日の 30 本以
上の喫煙習慣があったが入院直後から禁煙を行った。禁
煙後半年のMRI 検査において，前頭洞，篩骨洞，両側
上顎洞内部における粘膜肥厚像が顕著に消退しているの
が認められた。
　【考察・まとめ】好酸球性副鼻腔炎では約半数で内視
鏡下副鼻腔手術後に鼻ポリープが再発すると言われてい
る。現時点では完治までの処置や治療法が十分に確立さ
れておらず，その病因についても解明されていないこと
が多くあり再発率が高い副鼻腔炎である。また，喫煙を
継続していると再発する可能性が極めて高くなり，治療
に抵抗性を示すという報告もある。今回の症例において
は，禁煙によりなんらかの免疫系因子が作用し症状改善
を認めたのではないかと推測された。
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森川哲郎1，植原　治2，Durga Paudel1，高橋周平1

吉田光希1，佐藤　惇1，安彦善裕1

1．北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学　 
2．北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学

パウデル・ドゥルガ1，植原　治2，森川哲郎1，吉田光希1

佐藤　惇1，安彦善裕1

1．北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学　
2．北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学

P-25
マウスにおける軽度な慢性予測不可能ストレスに
よる口腔内細菌叢と腸内細菌叢の影響

P-26
P. gingivalis 由来 LPS による脳血管内皮細胞の
遺伝子発現の変化

　【Introduction】Chronic psychological stress is 
known to be involved in pathogenesis of various oral 
diseases such as recurrent apthous stomatitis, lichen 
planus and burning mouth syndrome.  The alteration 
of microflora in oral cavity as a result of psychological 
stress might be important in pathogenesis of these 
diseases.  The aim of our experiment is to demonstrate 
the alteration of microflora in oral cavity and intestine 
in chronic stressed mice model using next generation 
sequencer.
　【Method】Six weeks C57BL/6J mice were randomly 
divided into stress and control groups.  Stress group 
mice underwent chronic unpredictable mild stress, 
twice daily for 1 month which were then subjected to 
open field test for behavior analysis.  Saliva, blood, 
hippocampus and intestinal stool were collected from 
both groups.  RNA was extracted from hippocampus 
for analysis of BDNF mRNA as a stress marker.  
Hippocampus DNA was subjected to quantitative 
methylation specific PCR of BDNF gene.  Genomic 
DNA was collected from saliva and stool which was 
then used for 16S metagenomic sequencing library 
preparation for Illumina MiSeq System.  The obtained 
data were analyzed with Quantitative Insights into 
Microbial Ecology （QIIME）.  Bacterial taxonomy, 
alpha diversity and beta diversity in saliva and stool 
were evaluated.  Mann-Whitney U test was used to 
test the significance and p ＜ 0.05 was considered as 
statistically significant.
　【Results】The mice were confirmed to have stress 
using various stress markers.  The open field test 
showed that the time spent at center of field in stress 
group mice was significantly lower than control group.  
The mRNA expression of BDNF in hippocampus was 
significantly lower while methylation level of BDNF 
was significantly higher in stress group mice as 
compared to controls.  There were significant 
alterations in relative abundance of operational 
taxonomic units, alpha diversity and beta diversity of 
bacteria in oral cavity and intestine between stressed 
and control mice.
　【Conclusion】Chronic psychological stress might be 
involved in stress related oral diseases by alteration of 
microflora in oral cavity.

　【目的】歯周病原菌であるPorphyromonas gingivalis（P. 
gingivalis）は歯周炎の発症および進行に強く関与してい
る。近年，Alzheimer’s disease（AD）の病態と歯周炎と
の関連性が注目されているが詳細なメカニズムについて
は未だ不明な点が多い。その一つには，脳はアストロサ
イト，ペリサイト，脳血管内皮細胞からなる血液脳関門
（Blood Brain Barrier：BBB）があり，血液中から脳組織
への物質の移行は，厳密に制限されている。一方で，AD
患者の剖検脳組織からP. gingivalis が検出されたという
報告もある。しかしながら，P. gingivalis がどのようにし
てBBBを通過しているかは不明な点が多い。そこで本研
究では，まず，C57BL/6J マウスを用いてP. gingivalis 菌
の脳内移行について検証を行った。その後，BBB構成細
胞のヒト脳血管内皮細胞（Human Brain Microvascular 
Endothelial: HBME）を用いて，P. gingivalis 由来 LPS
によるTight Junction の構成要素の一つであるClaudin-5
の遺伝子発現変化について検討した。
　【方法】方法 1：P. gingivalis を培養し，C57BL/6J マ
ウスに1時間毎に6回腹腔内投与した。DNAを採取し，
脳内への移行度を PCR法により評価した。
　方法 2：HBMEを CS-C 培地にて培養した。実験群に
は P. gingivalis 由来 LPS を 1.0μg/ml 濃度で添加し，
対照群には蒸留水を添加した。試薬添加後 24 時間培養
し，RNA抽出後 Claudin-5 の遺伝子発現解析を行った。
　【結果】結果 1：P. gingivalis を投与した C57BL/6J マ
ウスの脳内では P. gingivali は検出されなかった。
　結果 2：P. gingivalis 由来 LPS を添加したHBMEで
は対称群と比較して Claudin-5 の mRNA発現が減少し
ていることが確認された。
　【結論】P. gingivalis 由来 LPSが BBBのTight Junction 
に影響を与えていることが示唆された。
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明石良彦1，山田玲菜1，山本　圭1，中條貴俊1

中島　啓1，國分克寿1，村松賢太郎2，岡本雄紀2

菅原圭亮3，髙野正行2，片倉　朗3，松坂賢一1

1．東京歯科大学病理学講座　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

堤　千明，寺田知加，今村武浩，里村一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

P-27
オ ー ラ ル ケ ア 製 品 ORAL7 に よ る Candida 
albicans 殺菌効果

P-28
下唇に生じた開口部形質細胞症の 1 例について

　良好な口腔内環境を維持することが全身疾患の進行や
予後と密接に関係しているという研究結果が数多く報告
されてきている。高齢者の口腔内に多く見られる真菌
Candida albicans は様々な口腔病原細菌のリザーバーと
なることからその増殖は口腔内環境の悪化の指標となる
ことが報告されている。したがって，口腔内における同
菌の殺菌は口腔内環境改善の一助となると考えられる。
　ORAL7 は唾液中に含まれる抗菌物質であるラクトペ
ルオキシダーゼやグルコースオキシダーゼ，リゾチー
ム，ラクトフェリンを含有するオーラルケア製品であ
る。中でもラクトフェリンは様々な真菌を殺菌できるこ
とが報告されていることから，ORAL7 が C. albicans を
殺菌できる可能性がある。そこで本研究では，ORAL7
シリーズ製品の一つであるORAL7 マウスウォッシュの
C. albicans に対する殺菌作用を検討することとした。
　ORAL7 マウスウォッシュ原液 1 ml に 107CFU/ml に
調整した C. albicans 懸濁液を加え，2 時間処理後，
CFUアッセイにて評価した。加えて，Live/Dead 染色
液を用いて菌の生死を評価するとともに走査型電子顕微
鏡（SEM）にて形態学的な変化を評価した。
　CFUアッセイの結果より，ORAL7 マウスウォッシュ
群はコントロール群と比較して有意にコロニー数の減少
が認められた。また，Live/Dead 染色液で菌を染色し
た結果，ORAL7 マウスウォッシュで処理した菌はほぼ
すべてが死滅していた。さらに SEM観察の結果より，
ORAL7 マウスウォッシュで処理した菌の菌体表面に皺
や破裂等の細胞損傷が認められた。
　以上の結果より，ORAL7 マウスウォッシュが口腔内
の C. albicans を殺菌することで高齢者の口腔内環境改
善の一助となりうる可能性が示唆された。

　【背景】開口部形質細胞症は 1960 年に Schuermann
らによって命名された口唇，口蓋，頬粘膜をはじめとす
る口腔粘膜や外陰部などの人体開口部周囲に発生する良
性の慢性炎症性疾患である。形質細胞の著明な浸潤を主
徴とする比較的まれな疾患で，原因は諸説あるがいまだ
に不明である。本疾患の明確な診断基準がないことか
ら，他の鑑別疾患との除外診断に苦慮することが多い。
　【症例】51 歳の女性。2か月前から下唇の違和感を自
覚し，増大傾向を認めたため下唇のしこりを主訴に大学
病院口腔外科を紹介初診した。下唇内面に表面滑沢な無
痛性，弾性硬の可動性腫瘤を認めた。パノラマX線写
真および造影CTにおいて明らかな病変はみられず，骨
吸収像は認めなかった。造影MRI において，下唇背側
の口腔粘膜下に内外に長い左右対称の約 6×24×6mm
大の腫瘤を認めた。腫瘤はT1 強調像で低信号，T2 強
調像で軽度高信号を呈し，緩徐かつ軽度の増強効果を示
した。また，頸部リンパ節の腫大は認めなかった。確定
診断のために生検後，腫瘤の切除を行った。
　【病理組織学的所見】生検材料では，結合組織中にリ
ンパ濾胞の形成を伴うリンパ球や形質細胞を主体とした
炎症性細胞浸潤が観察された。この浸潤は筋組織間にも
及んでいだ。濾胞形成部では形質細胞の増生が著明であ
ったが，明らかな細胞異型は認めなかった。免疫組織化
学的染色ではCD20 が胚中心部およびその周囲に陽性，
CD10 が胚中心部に陽性，Bcl-2 が胚中心部以外に陽性，
CD3 が辺縁部に陽性であった。Ki-67 は胚中心部に陽性
細胞が局在し，p53 は陰性であった。Kappa および
Lambda の染色性は約 2：1 程度であり，偏倚性は認め
なかった。また，IgG4 陽性形質細胞は明らかでなく，
IgG4 陽性細胞 /IgG 陽性細胞は 1％以下であった。手術
検体は生検材料と同様の所見であった。
　【考察】免疫組織化学的染色の結果から，リンパ腫な
どの腫瘍性病変あるいは IgG4 関連疾患は否定的であっ
たため開口部形質細胞症として矛盾しない所見であっ
た。今回我々は下唇部に生じた開口部形質細胞腫症を経
験したので，過去の文献的考察を加えて報告する。
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石川　純1，坂田啓恵2，内山裕美子1，安江玲太1

南部和也1，杉本圭佑1，藤本雄大1

1．磐田市立総合病院歯科口腔外科　2．浜松医科大学歯科口腔外科
学講座

秋谷勇介，熊谷賢一，佐藤光一郎，濱田良樹
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

P-29
薬剤関連顎骨壊死発症モデルマウスの作製と発症
メカニズムに関する検討

P-30
糖 尿 病 治 療 に 伴 い 改 善 し た 特 発 性 first bite 
syndrome の 1 例

　【緒言】ビスフォスフォネート（BP）製剤および骨吸
収阻害薬の投与は，薬剤関連骨壊死（MRONJ）の誘因
となることが知られているが，薬剤間での病態の相違や
発症のメカニズムについては解明されていない。
　近年のMRONJ 病態発症モデル動物の研究により，
免疫機能不全に伴う過剰なマクロファージの集積によっ
て，顎骨内での炎症が遷延化し，治癒機転が遅延するこ
とでMRONJが発症している可能性が示唆されている。
　本研究では，BP製剤・ステロイド・免疫抑制剤を併
用したMRONJ 発症モデルマウスを作製し，MRONJ の
発症時の病態を組織学的および形態学的評価により発症
メカニズムの一端を解明することを目的とした。
　【材料および方法】C57BL6/Jマウス（8週齢，雌）を用
いて，抜歯および薬剤投与によってMRONJ発症モデルマ
ウスを作製した。投与薬剤によってVehicle control （VC） 
群（n＝8），Zoledronic acid （ZA：125μg/kg）群（n＝8）， 
ZA/Dexamethasone （ZA：125μg/kg，DEX：5mg/kg）
群（n＝11），Melphalan （MEL：7 mg/kg）群（n＝9），
ZA/DEX/MEL （ZA：125μg/kg，DEX：5mg/kg，
MEL：7 mg/kg）群（n＝12）の 5群に分けた。投与開始
から4週間後に各群マウスの上顎右側第一臼歯の抜歯を行
い，4週間投与後に各群の上顎骨を摘出した。抜歯後の骨
露出期間を4週間認めた場合をMRONJの発症基準とし
た。各群の抜歯後 4週目の抜歯窩において，μ-CTにて骨
形態変化を解析し，HE染色にて組織学的評価を行った。
また，樹状細胞マーカーである抗F4/80抗体を用いて，
免疫組織化学的解析を行った。
　【結果】MRONJ発症率はZA/DEX/MEL群で58.3％，
ZA/DEX 群で 18.2％であった。その他の群では発症を
認めなかった . また，ZA/DEX/MEL投与群では他群と
比較しマクロファージの高発現を認めた。
　【考察】MEL投与後の骨髄抑制によって，炎症局所に
おけるマクロファージの組織治癒能力が低下することが
知られており，本研究における ZA/DEX/MEL 投与群
では，顎骨壊死部へマクロファージが過剰集積し，組織
治癒機転が遅延することでMRONJ が高頻度に発症し
たと考えられた。

　【緒言】First bite syndrome（FBS）は食事の最初の
咀嚼時に耳下腺部から下顎にかけて鋭い痛みが出現する
症候群である。副咽頭間隙や耳下腺部の病変およびその
手術後の合併症として生じることが多い。近年，神経損
傷の既往がない，同様の症状を示す疾患が特発性 FBS
として報告されたが，その病態，治療法については不明
な点が多い。今回我々は糖尿病治療に伴い改善した特発
性FBSの症例について報告する。
　【症例の概要】患者：59 歳，女性。既往歴：子宮筋
腫。現病歴：食事時の左側耳下部から下顎部の疼痛を主
訴に，2019 年 3 月近医耳鼻咽喉科を受診し，顎関節症
の疑いの診断で，同月，精査加療目的に当科紹介受診と
なった。現症：口腔外所見；最大開口量は 41mmで，
顎運動に明らかな異常はなく，開閉口時の疼痛や関節雑
音はなかった。顎関節部や咀嚼筋部の圧痛はなかった。
画像所見；顎関節単純X線で顎関節の形態や下顎頭の
可動性に異常はなかった。CT，MRI で唾石はなく，副
咽頭間隙や耳下腺部に腫瘍や炎症を疑う所見はなかっ
た。痛みの所見；毎食，左側耳下部から下顎部にかけ
て，食事時の一口目に疼痛が生じた。その痛みはNRS
で 8 と強く，10 秒間持続した。それ以降咀嚼を続ける
とNRSは 1になり，食後にNRSは 0になったが，次の
食事になると再び同様の強い痛みが生じた。臨床診断：
特発性 FBS。治療経過：食事療法，唾液腺マッサージ
を指導し，五苓散の内服を開始した。2週間後，痛みは 
NRSで 6に軽減した。この時行った採血でHbA1c 14.2 ％ 
と高値であり，未治療の糖尿病を疑い，治療のため近医
内科へ紹介し，治療開始された。HbA1c 値の低下とと
もに，痛みのNRSは徐々に低下した。初診から 15 か月
後の現在，痛みのNRS は 1 以下，持続時間は 1秒，そ
の発生頻度は 1週間に 1回程度となり，症状の増悪はみ
られない。
　【結語】特発性FBS は比較的新しい疾患概念であり，
これまで原因不明の耳下腺痛や神経痛と誤認されてきた
可能性がある。様々な治療法が試みられているが，その
病態および治療法はいまだ不明な点が多く，さらなる症
例の蓄積が望まれる。
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北詰栄里，武田宗矩，猪俣　徹，石垣佳希，澁井武夫
日本歯科大学附属病院口腔外科

田中達朗1，小田昌史1，若杉奈緒1，松本　忍1

城嶋孝章1，宮村侑一1，今村義治1，2，森本泰宏1

1．九州歯科大学歯科放射線学分野　2．今村歯科医院

P-31
三 叉 神 経 痛 の 予 後 予 測 に お い て の MR 
cisternography による新たなアプローチ法

P-32
対応に難渋したメトトレキサート内服患者の一例

　【目的】三叉神経痛患者の予後予測において，MR 
cisternography を用いた新たな診断基準の有効性につ
いて評価すること。
　【方法】研究対象は臨床的に三叉神経痛と診断され，
三叉神経痛の治療とMRI 検査を施された患者とした。
対象患者の MR cisternography のデータを retro-
spective に root entry zone （REZ）における三叉神経
と周囲の血管走行について 3次元構築した。そのデータ
から血管による神経の圧迫（NVC）量を三次元的に計
測し，同時に REZ から NVC の位置までの距離を計測
した。その後，NVC量および REZ から NVCの位置ま
での距離と治療効果との関連性について検討した。更
に，NVC量のみを基準とした評価法とNVC量に REZ
から NVCまでの距離加えた新たな基準とを比較，検討
した。
　【結果】三叉神経痛患者に対するカルバマゼピンによ
る初期治療の予後予測に関する精度はNVC量のみを基
準としたものと比較すると，新たに REZ から NVC ま
での距離を加えたものの方が有意に優れていた（Mantel-
Haenszel；p ＜ 0.01）。特に，NVC 量が 5 mm3 未満か
つNVCまでの距離が 3 mm未満の患者に対して予測の
精度が上昇した。
　【結論】MR cisternography で神経血管圧迫量に神経
と血管との接触位置を加えた新たな診断基準は，三叉神
経痛の治療法に対する予後判定で有効であることが示唆
された。

　関節リウマチ（RA）患者は，治療薬の有害事象とし
て免疫抑制による易感染性が指摘されており，歯科的対
応に難渋することも少なくない。今回我々は，メトトレ
キサート（MTX）を投与されている RA患者の口腔感
染症治療に苦慮した症例を経験したので報告する。
　症例：80歳代女性。下顎左側智歯部の腫脹を主訴に来
院した。MTX，副腎皮質ステロイド薬，ビスフォスフォ
ネート製剤服用中である。初診時に近医処方のレボフロ
キサシンを服用していたが下顎左側智歯部の発赤腫脹お
よび開口障害が強いため，アモキシシリン（AMPC） 
に投薬変更した。8日目に症状軽快し，当院への通院は
困難とのことで近医での口腔清掃励行を指示した。その
約 2 か月後に右側上顎歯肉の腫脹のため来院。AMPC
投与にて症状は寛解した。さらにその 9か月後にはオト
ガイ部の腫脹を生じ来院。スルバクタム /アンピシリン
（SBT/ABPC）投与後し口腔内消炎術を行った。術後 8
日目に症状軽快し，感染源となる残根歯の抜歯を行うこ
ととした。その 2か月後には右側顎下部に外歯瘻を形成
し，皮下膿瘍を認めたため SBT/ABPC 投与し口腔外消
炎術を施行した。翌日には排膿は減少したが，翌々日口
腔内への排膿を認めたため，口腔内消炎術を施行したと
ころ，3日後に排膿は消失した。2か月後に左側顎下部
の瘻孔形成，および排膿を認め，AMPC 投与し口腔内
消炎術を施行，4日後に排膿は消失した。さらに 1か月
後には右側顎下部に膿瘍形成を認めたことから口腔外消
炎術を施行，シタフロキサシンを投与したところ 3日後
に排膿は消失した。その 1か月後に左側小臼歯部に骨露
出を認めたが，周囲に膿瘍の形成はないため現在も経過
観察中である。
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藤井彩貴1，Nagwan Elsayed2，原田文也2，平木大地1

田代真康3，中山英二3，永易裕樹2，志茂　剛1

1．北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野　
2．北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野　
3．北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野

内田貴之，梶本真澄，吉野亜州香，大沢聖子，多田充裕
日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

P-33
日本大学松戸歯学部付属病院総合診療科における
筋・筋膜性歯痛患者の臨床的検討

P-34
頭蓋内三叉神経鞘腫術後長期経過観察中に咀嚼筋
廃用性萎縮を認めた 1 例

　【緒言】非歯原性歯痛の原因の一つである筋・筋膜性
歯痛（以下，MPRT）は，咀嚼筋のトリガーポイントの
関連痛による歯痛であり，非歯原性歯痛の中で最も多い
とされている。しかし口腔顔面痛に関する臨床情報は依
然として不十分なのが現状で，結果として抜歯や歯内療
法などの不可逆的治療が行われてしまうことがある。そ
こで本研究はMPRT患者における患者の訴えを検討す
ることによりMPRTの臨床的特徴を知ることを目的と
して調査を行った。
　【対象および方法】被験者は 2019 年 1 月～ 2020 年 3
月までの 15 か月間に日本大学松戸歯学部付属病院の総
合診療科初診外来を受診した患者のうち歯痛・歯肉部痛
を主訴として来院した 1,614 名のうち，MPRTと診断さ
れた 20 症例について調査を行った。
　【結果】歯痛を訴えて来院した患者の中で非歯原性歯痛
と診断されたのは45症例で，MPRTが20症例（44.4％） 
で最も多く，平均年齢 56.4±13.6 歳，男性 1 名，女性
19 名で，全ての患者が持続性鈍痛を訴えた。関連痛を
誘発した原因筋は咬筋が 17 症例（85.0％），側頭筋が 3
症例（15.0％）であった。歯痛を訴えた部位は原因筋が
側頭筋では上顎歯にのみ認め，咬筋では上下顎の広範囲
に歯痛を認めたが，下顎第 2大臼歯部に認める症例が最
も多かった。なお平均残存歯数は上顎 11.2±4.3 本，下
顎 11.9±3.3 本で，上顎総義歯症例を 2症例認めたが，
概して残存歯数は多く中間欠損も多くは固定性架工義歯
が装着されていた。当院受診までの期間は最短 1週間，
最長 1年，平均 3.4 か月であった。13 症例が当院を受診
する前に他の歯科医院を受診し，10 症例が何らかの処
置を受けていた。治療は咀嚼筋のマッサージとともに日
中のかみしめ癖の是正の指導とともに，3症例に対して
トリガーポイント注射を行い歯痛の消失を認めた。
　【結語】当院を受診したMPRT患者 20 症例について
調査をした結果，女性の患者が多く，いずれも患者の持
続性鈍痛を訴えていた。原因筋は咬筋が多く，歯痛を訴
える部位は下顎第 2大臼歯が最も多かった。治療は生活
習慣指導とトリガーポイント注射にて良好な結果を得た。

　【緒言】咀嚼筋群の形態的および機能的特徴は，三叉
神経第 3枝（TGN V3）からの感覚および運動神経支配
によって維持される。しかしながら，脳腫瘍の術後合併
症を長期的なフォローアップ中に患者が認識できていな
いことがある。今回我々は，頭蓋内三叉神経鞘腫術後長
期経過観察中に咀嚼筋廃用性萎縮を認めた 1例を経験し
たのでその概要を報告する。
　【症例】患者は 78 歳男性，近医歯科より右顎関節症と
の診断下にて，右口腔内および頬部の異常知覚を主訴に
2019 年当院紹介初診となった。【既往歴】2011 年右頭蓋
内三叉神経鞘腫亜全摘【現症】口腔外所見：顔貌非対
称。開口時下顎右側偏位あり。右下唇オトガイ部の知覚
消失を認めた。【画像所見】右側下顎頭は前内方へ偏
位。CT画像で 4つの咀嚼筋群（右側咬筋，側頭筋，外
側翼突筋，内側翼突筋）および右側顎舌骨筋，顎二腹筋
前腹，口蓋帆張筋の萎縮を認めた。【臨床診断】右頭蓋
内三叉神経鞘腫術後の咀嚼筋廃用性萎縮および知覚異常
【処置および経過】脳神経外科主治医に頭部MRI 精査を
依頼し，再発がないことを確認するとともに，右口腔内
および頬部の異常知覚の原因は術後の合併症であること
を患者に説明を行った。その後患者は口腔衛生の維持に
積極的に参加し，以前より快適に食事をすることがで
き，右側口腔内外の異常知覚の増悪なく経過良好である。
　【考察】本症例は頭蓋内三叉神経鞘腫術後長期経過観
察中にTGN V3 体性運動性支配領域の筋群に廃用性萎
縮および右口腔内外の知覚異常を認め，患者が不快感の
原因を理解したことで，QOLの改善に大きく貢献した
と考える。しかしながら今後，診断および治療プロトコ
ルを開発するためのさらなる研究が必要と考える。



一般演題（ポスター）

 131

内田啓一1，小日向清美2，出分菜々衣3，石岡康明3，杉野紀幸4

黒岩博子4，山田真一郎4，大木絵美1，髙谷達夫1，脇本仁奈1

岩﨑由紀子1，喜多村洋幸1，伊能利之1，堀内竜太郎1，原弥革力1

加藤華子1，金子圭子1，森　　啓1，勝又明敏2，吉成伸夫3

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　2．朝日
大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野　3．松本歯科大
学歯科保存学講座　4．松本歯科大学歯科放射線学講座

鶴島弘基，吉賀大午，大谷大志，坂口　修，田中純平
西牟田文香，吉岡　泉
九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野

P-35
顎矯正手術前後における近位骨片の位置変化の評価

P-36
頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）における左右別発
生頻度

　【目的】顎変形症手術の術後に生じる後戻りや顎関節
症状の原因の一つに下顎頭の位置変化が影響していると
言われている。今回われわれは，上下顎移動術後の近位
骨片の位置の変化を 3次元的に分析し，下顎骨近位骨片
の位置変化について検討した。
　【方法】九州歯科大学附属病院にて上下顎移動術（Le 
Fort Ⅰ型骨切り術，下顎枝矢状分割術）を施行した症
例を対象とした。術中の近位骨片の位置決めには 2次元
的位置決め法を用いた。術前と術後 3か月で撮影した
CTデータをシミュレーションソフト（ProPlan CMF 
3.0, materialise）上で各計測点の変化を 3次元的に解析
した。
　【結果】内外側的には，下顎頭の変位量の平均は1 mm 
未満であった。非対称症例の偏位側では，骨切り部前方
部と筋突起部は内側に，それぞれ平均で 1.14mm，
2.57mm変位していた。非偏位側では，骨切り部前方部
と下顎角部は外側に，それぞれ平均で 1.11mm，2.21mm
変位していたが，筋突起部は内側に平均で 2.43mm変位
していた。
　上下的変位には全ての計測点において，変位量の平均
は 1.0mm未満であった。下顎頭の変位量の平均は 1 mm 
未満であった。
　前後的には下顎頭内側は平均 0.69mm前方に変位し
て，下顎頭外側は平均 1.19mm遠心に変位していた。
　【結論】2次元的位置決め法を用いた上下顎骨切り術
において，下顎頭は大きな位置変化は認めず，下顎頭の
復位に有効な方法であることが示された。
　2次元的位置決め法で近位骨片は，上下・前後的には
大きな変位はないが，左右的な位置は比較的大きく変位
する傾向にあった。
　近位骨片の左右の変位は下顎頭から離れていくにした
がって大きくなる傾向があり，下顎頭頂付近を中心とし
た回転運動と似た変位様式であった。
　今後，症例数を増やし，顎関節症状との関連を含めて
検討する予定である。

　【目的】パノラマX線写真において観察される頸動脈
狭窄症（頸動脈石灰化）は，動脈硬化性病変と関連する
ことが知られており，この頸動脈狭窄症（頸動脈石灰
化）の有無を判断し医科への受診を促すことで，動脈硬
化性による血管障害を未然に防ぐことが知られている。
今回我々はこのパノラマX線写真において観察される
頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）の左右差に着目して検討
を行ったので，その概要を報告する。
　【方法】検討対象は 2004 年 8 月から 2018 年 6 月の期
間に撮影されたパノラマX線画像および CT画像より
頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）を診断した。検査対象年
齢は40歳代～90歳代の119名（男性63名，女性56名，
平均年齢 74.2 歳）であった。
　【結果・まとめ】頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）の左
右別頻度は，両側性 67 名，左側 24 名，右側 28 名であ
り左右差はほとんど認めなかった。年齢別における左右
別頻度は，60 歳以降では両側性が半数を超えており，
50 歳代では男女ともに右側に頸動脈狭窄症（頸動脈石
灰化）が多く認められた。総頸動脈は右側では大動脈弓
から比較的短い腕頭動脈から右側鎖骨下動脈とともに分
岐し，左側総頸動脈では大動脈弓から直接分岐するため
左側総頚動脈は右側より 4～ 5 cm長いためこの解剖学
的な総頸動脈の違いから，頸動脈石灰化に左右差がある
のではないかと推考される。年齢層による検討では左右
差，両側性に差が認められ，高齢になると両側性に認め
る傾向がみられた。しかしながら，左右の頸動脈狭窄症
（頸動脈石灰化）に有意差はみられなかった。今後は症
例数を増やし検討を行い，この原因等については今後の
課題としたい。
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渕上真奈1，續橋　治1，高橋佑次2，内堀聡史2

上里ちひろ2，小峯千明1，小西賀美1，小倉由希1

大森寛子1，玉木大之2，小林　平2，村上　洋2

深津　晶1，福本雅彦1

1．日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　
2．日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学

岩﨑由紀子1，内田啓一1，大木絵美1，髙谷達夫1

脇本仁奈1，喜多村洋幸1，伊能利之1，原弥革力1

堀内竜太郎1，加藤華子1，金子圭子1，山田真一郎2

杉野紀幸2，黒岩博子2，森　　啓1

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　2．松本
歯科大学歯科放射学講座

P-37
下顎第二大臼歯埋伏の 2 症例

P-38
口臭症と関連するヒト口腔 Veillonella 属菌の新
たな分離・同定法の確立

　【緒言】日常歯科臨床において埋伏歯は比較的多く遭
遇することがあり，その頻度としては下顎第三大臼歯，
上顎第三大臼歯，上顎犬歯に多く，下顎第二大臼歯の埋
伏はまれとされている。今回我々は下顎第二大臼歯が埋
伏した 2症例を経験したので若干の文献的考察と共に報
告する。
　【症例】症例 1：患者は 25 歳の女性であり，2016 年
10 月 X日に前歯部叢生と開口の矯正治療のため紹介に
て来院した。本学受診時のパノラマX線写真では，上
顎両側第三大臼歯，下顎両側第三大臼歯の半埋伏と完全
埋伏を認め，さらに下顎両側第三大臼歯と重積するよう
に下顎両側第二大臼歯の完全埋伏を認めた。症例 2：患
者は 15 歳の男性であり，2016 年 11 月 X日に下顎右側
臼歯部の違和感を主訴として来院した。数週間前より下
顎右側第三，第二大臼歯部の違和感を認めていたとい
う。受診時のパノラマX線写真では，上顎両側第三大
臼歯の半埋伏と完全埋伏を認め，下顎両側第三大臼歯の
完全埋伏を認め，下顎左側第二大臼歯は第三大臼歯と重
積するように完全埋伏を示していた。
　【考察・まとめ】永久歯群において埋伏の頻度が高い
歯は上下顎第三大臼歯，上顎犬歯に多く，下顎第二大臼
歯の埋伏に関する報告は比較的まれであり，本邦におけ
る報告では沖津らは，1986 年～ 1991 年までの 5年間の
8,335 名のうち，顎骨内に第三大臼歯，犬歯などの埋伏
歯および埋伏過剰歯を有していた者は 1,591 名であり，
その中で下顎第二大臼歯の埋伏例は 13 例であったと報
告している。藤岡らは，1950 年～ 1960 年の 10 年間の
口腔外科を訪れた 18,941 名のうち埋伏歯が認められた
739 名に第二大臼歯の埋伏は認めなかったと報告し，さ
らに大守らは，1986 年～ 1996 年の 10 年間に矯正科を
訪れた 2,235 名のうち，永久歯の埋伏がみられた 207 名
を検討した結果，下顎第二大臼歯の埋伏は認めなかった
と報告している。このように第二大臼歯の埋伏頻度は低
いことが判り，とくに症例 1では下顎第三，第二大臼歯
が重積埋伏した稀な症例であった。
　文献：沖津光久，他：日口診誌，1992．藤岡幸雄，
他：日口外誌，1962．大守恭子，他：日矯歯誌，1997．

　【目的】口腔Veillonella 属菌は，高い硫化水素産生能
を保有するために口臭と関連する主要な細菌の一つと見
なされている。本属菌の分離には，Rogosa らの
Veillonella 選択培地（VSM）が今日まで世界中で汎用
されてきた。しかし，VSM上で良好な発育を示さない
菌種が複数認められるため，選択培地の改良が望まれて
いた。そこで本研究は，全ての口腔 Veillonella 属菌種
を分離可能な新しい選択培地の開発を目的とした。ま
た，Multiplex PCR 法による口腔Veillonella 属菌 6菌種
を対象とした同定法の確立も試みた。
　【方法】本研究では，口腔から分離されるVeillonella
属菌 6菌種（V. atypica，V. denticariosi，V. dispar，V. 
parvula，V. rogosae，V. tobetsuensis）を対象とした。
まず基礎培地の検討を行い，続いてディスク拡散法を用
いて抗菌薬感受性試験を行った。その後，全菌種が最も
良好な発育を示した培地を基礎培地とし，本菌が感受性
を示さない抗菌薬を培地に添加することにより，選択培
地の開発を行った。Multiplex PCR 法に用いる菌種特異
的プライマーは，DDBJ から得られた 16S rDNAの配
列に基づいて設計した。
　【結果および考察】BHI に乳酸ナトリウムと 5％羊脱
繊血を添加した培地が最も良好な発育を示したために，
これを基礎培地とした。次に，vancomycin，oxacillin，
および amikacin に対して非感受性であったために，基
礎培地にこれら抗菌薬を添加したものを新しい
Veillonella 選択培地（VSM Ⅱ）とした。VSM Ⅱにお
ける口腔 Veillonella 属菌 6 菌種の発育は良好であり，
また他の口腔細菌の発育を著しく抑制した。そのため，
VSM Ⅱは口腔Veillonella 属菌を分離するのに有用であ
ることが示唆された。さらに，設計したプライマーは 6
菌種を明確に区別することが可能であったため，開発し
たMultiplex PCR 法は本属菌を正確に同定するのに有
用であると判断された。
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深津　晶，續橋　治，渕上真奈，小峯千明，小西賀美
小倉由希，大森寛子，鈴木秀紀，浅賀勝寛，福本雅彦
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

鈴木秀紀1，續橋　治1，渕上真奈1，内堀聡史2

高橋佑次2，小峯千明1，小西賀美1，小倉由希1

大森寛子1，小野喜徳1，浅賀勝寛1，村上　洋2

深津　晶1，福本雅彦1

1．日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　
2．日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

P-39
Rothia aeria はインプラント周囲炎のリスク判定
に有用な健常マーカーとなり得る

P-40
CHROMagarTM Candida で分離した Candida 属真菌の
Multiplex PCR 法を用いた正確かつ簡便な同定法の確立

　【目的】現在，Porphyromonas gingivalis を代表とする
Red complexなどの歯周病原細菌を定性または定量的に
調べる細菌検査が，インプラント治療において活用され
ている。しかし，健常なインプラント周囲組織においても
歯周病原細菌が検出される場合や，細菌検査の結果と実
際の臨床所見が一致しない場合も多く，臨床的意義に疑
問を持つ声も多い。そこで演者らは，病的指標となる細
菌に着目するのは困難であると判断し，健常なインプラン
ト周囲組織を反映する健常マーカーとなる細菌の検索を
これまで試みてきた。その結果，口腔常在菌のRothia 属
がその候補して挙がった。本研究の目的は，本菌属がイ
ンプラント周囲炎のリスク判定に有用な健常マーカーとな
り得るか否かを詳細に調査することだった。
　【方法】本研究はヒトから採取した臨床試料を用いる
ため，本学部の倫理審査委員会に承認を得ている（EC 
19-033）。インプラント周囲炎罹患者（インプラント周
囲炎群）およびインプラント周囲炎非罹患者（健常イン
プラント群）の 2群に分け，それぞれから採取したイン
プラント周囲溝滲出液を試料として用いた。Rothia 属
菌が健常なインプラント周囲組織の指標となる健常マー
カー細菌として相応しいかを精査するために，培養法に
より試料中の Rothia 属菌の定量を試み，2 群間で比較
検討を行った。また，2群間における総細菌数に占める
本属菌数の割合も比較検討した。さらに，in vitro にて
本属菌の酸素要求性についても調査した。
　【結果と考察】Rothia 属の中で，Rothia aeria がイン
プラント周囲炎群よりも健常インプラント群において細
菌数と総細菌数に占める本菌の割合が有意に高かった。
in vitro 実験において，高嫌気度（低酸素濃度）環境の
インプラント周囲炎局所は，R. aeria の生息場所として
好ましくないことが判明した。故に，R. aeria をインプ
ラント周囲組織の健常マーカー細菌として捉え，その変
動を指標とすることはインプラント治療におけるインプ
ラント周囲炎の診断・治療・リスク判定に活用できると
推定された。

　【目的】真菌の Candida 属はヒトの口腔，腸管，およ
び生殖器などに常在するが，易感染性宿主に日和見感染
症を起こし，敗血症に至ると死亡率が高いことから，本
真菌による感染症の適切な治療のためには，正確な早期
診断が重要となる。これまでの Candida 属の分離・同
定には，CHROMagarTM Candida 寒天培地（CC培地）
などによる集落色調肉眼同定や，分離株に対して生化学
的性状試験による同定が行われてきた。しかし近年，
Candida 属菌種の多様性や集落色調が近似する菌種が認
められることから，誤同定を招く可能性が高いことが指
摘されている。そこで我々は，CC培地を用いて分離し
た Candida 属株を正確かつ簡便なMultiplex PCR 法を
用いた同定法を確立することを目的とした。
　【方法】Multiplex PCR 法に用いる菌種特異的プライ
マーは，ヒトから分離されることが多い 6 菌種（C. 
albicans，C. dubliniensis，C. glabrata，C. tropicalis，
C. parapsilosis，C. krusei）を対象として設計した。設
計方法は，DDBJ から得られた 6 菌種の 18S rDNA，
hwp1 遺伝子，および D1D2 region の配列に基づき，
CLUSTAL Wを用いてマルチプル・シーケンス・アラ
イメント解析を行うことにより設計した。その後，設計
したプライマーの特異性は BLAST Search により検索
した。
　【結果および考察】設計したプライマーは，Candida
属 6 菌種を明確に区別することが可能であった。この結
果から，我々が開発したMultiplex PCR 法は，Candida
属 6 菌種を正確に同定するのに有用であると判断され
た。また本研究では，DNA抽出作業が不要なMighty 
Amp DNA Polymerase Ver.3（タカラバイオ株式会社）
を使用したために，2時間以内にCandida 属を同定可能
であり，迅速性にも優れていた。本方法は，様々な病変
部における Candida 属の分布調査，また感染症との関
連性を明確にするのに有用であることが示唆された。
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伊藤朋美，松本美奈子，石川　剛，篠宮摩弥子
有馬正英
医療法人社団厚誠会歯科

内堀聡史1，高橋佑次1，續橋　治2，上里ちひろ1

深津　晶2，渕上真奈2，井下田繁子1，玉木大之1

村上　洋1，小林　平1，福本雅彦2

1．日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講
座　2．日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

P-41
疾患特異的バイオマーカーに着目した糖尿病スク
リーニング検査キットの開発

P-42
う蝕発症リスク検査における CRT とデントカル
トとの判定評価の比較

　【目的】近年，生活習慣病である糖尿病が口腔環境に
悪影響を及ぼすことが報告されている。以前，我々が 
行った研究によると，糖尿病に罹患した慢性歯周炎 
患者の歯肉縁下細菌叢でCorynebacterium matruchotii 
（C.m）が優勢であった。従って，本菌は糖尿病の罹患
状態を推察できる病的なバイオマーカーであると示唆さ
れたため，培養法を応用した半定量試験による簡易で安
価かつ検出感度が高く，非侵襲的に得られる口腔試料を
用いた糖尿病スクリーニング検査キットを開発すること
を目的とした。
　【方法】糖尿病スクリーニング検査キットの開発に
は，我々が以前開発した C.m 分離用選択培地から寒天
を除いた選択液体培地に本菌が分解して酸を産生するこ
とが可能な炭水化物と pH指示薬を添加したものとし
た。これらを含んだ選択液体培地を滅菌チューブに分注
し，歯肉溝滲出液（GCF）が浸み込んだペーパーポイ
ントを挿入し，本菌の糖分解能を応用した pH指示薬に
よる色調変化によって，基準値を設定したカラーチャー
トにしたがって判定するようにした。また，本菌の
glucose 濃度による発育の違いを調査するために，
Heart Infusion 半流動培地に glucose を 0％，0.1％，お
よび 1.0％添加したものを試験管に分注し，前培養した
C.m を白金線にて接種し，37℃，24 時間，好気培養を
行った。培養後，それぞれの試験管内における発育の違
いを観察することにより比較検討を行った。本研究は本
学部における倫理審査委員会に承認を得て実施された。
　【結果および考察】検査キットにおいて pH指示薬に
よる色調変化により本菌が半定量可能であることが確認
された。本研究で開発した糖尿病スクリーニング検査キ
ットは，臨床の場で応用可能であり，糖尿病診断におい
て貢献できることが示唆された。また，glucose 濃度に
よる発育の違いを調査した結果，本菌の発育能は
glucose 濃度依存的に増加する傾向を示した。つまり，
糖尿病患者の GCF 中は高い glucose 濃度が維持されて
いるため，C.mが発育する環境として適しているものと
考えられた。

　【緒言・目的】当法人ではこれまでう蝕発症リスクの
低減を図るためにCRT（Ivoclar Vivadent）の検査を実
施してきたが，当製品の廃盤に伴い 2019 年 10 月からデ
ントカルト（オーラルケア）による検査に移行した。そ
こで CRTとデントカルトの双方間における整合性を判
定するため，より精度の高いう蝕関連菌検査（BML）も
加え，これら 3種類の検査ツールの相関性を検討した。
　【対象・方法】CRT（Ivoclar Vivadent）からデント
カルト（オーラルケア）への移行期間中に当法人の歯科
衛生士 8 症例に対し，同日に同じ唾液を検体として
CRT，デントカルト，う蝕関連菌検査（BML）の 3 種
類の検査を同時に実施した。各検査の方法に則り唾液の 
分泌量，唾液緩衝能，Streptococus. mutans と Lacto-
bacillus の細菌数のそれぞれについて評価した。
　【結果】唾液分泌量と唾液緩衝能については，それぞ
れの検査ツールの違いによる差は認められない。
　Streptococus. mutans と Lactobacillus の細菌数に関
しては，8症例中 6症例に同じ結果が得られたが残りの
2症例については異なる結果となった。
　【結論】唾液分泌量と唾液緩衝能の検査結果について
は術者による差は認められず，検査ツールによるその差
も認められないことから CRTとデントカルトの間での
整合性は高いと思われる。しかしこれらの定性検査の細
菌数の判定は術者によりそれが異なる場合があるため
キャリブレーション（数人で見て平均的に判断する）に
よる判定が必須である。それに対して細菌数を定量的に
判定するう蝕関連菌検査（BML）の信頼性は高い。よ
って CRTやデントカルトといった定性検査はスクリー
ニングとして捉え，より正確なリスクを調べるためには
う蝕関連菌検査（BML）といった定量検査が必要であ
ると考える。う蝕は多因子疾患であるが食生活習慣の因
子が特に大きく関わっているため，患者の生活背景を把
握するためのメディカルインタビューは極めて重要であ
る。また，検査は 1度だけで判断するのではなく，継続
的に比較することが重要であるが，検査の目的に応じて
適切にその検査ツールを追加選択することも忘れてはな
らない。
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佐藤彩子，寺村祐子，越石莉加，原　靖弘，有馬正英
医療法人社団厚誠会歯科

山城康太1，浜田倫史1，2，西慶太郎1，森　和樹1

中村麻弥1，田中昭彦1，上川善昭1，杉浦　剛1

1．鹿児島大学医歯学総合研究科顎顔面疾患再建学講座顎顔面疾患
制御学分野　2．社会医療法人博愛会相良病院歯科口腔外科

P-43
シェーグレン症候群における非侵襲的検査確立に
向けたうがい液中エクソソーム由来 miRNA の検出

P-44
CRT の唾液分泌量と唾液緩衝能におけるう蝕発症
リスクの検討

　【背景】シェーグレン症候群（以下 SS）は腺組織の破
壊により涙液や唾液の産生低下を来たし，眼や口腔の乾
燥症状を呈する自己免疫疾患である。SS の診断には厚
生省改訂診断基準が用いられるが，組織生検や造影検査
等の侵襲的な検査が含まれ患者への負担は大きく，また
同診断基準の一つである採血によるバイオマーカーは診
断精度の低さが問題視されている。よって，SS の診断
治療では高感度のバイオマーカーを用いた非侵襲的かつ
簡便な検査法の確立が課題である。ヒト体液中に存在す
るマイクロRNA（以下miRNA）は，悪性腫瘍など種々
の疾患のバイオマーカーとして有用性が広く知られてい
る。また一方で，細胞から分泌される細胞外小胞の一つ
であるエクソソームはその内部にmiRNAを含むことが
知られており，能動的に分泌され生物学的な意味を有す
るエクソソーム内miRNAを検出することで，より精度
の高い診断への応用が期待されている。
　【目的】そこで我々は，SSのバイオマーカーとしてエ
クソソーム由来miRNAを同定し，非侵襲的な新しい検
査法を確立することを目的とした。
　【材料と方法】SS患者10名と健常者10名を対象とし，
血液，安静時唾液およびうがい液の採取を行った。検体
から超遠心法にてエクソソームペレットの作製を行い，
エクソソームの定量とmiRNAの質的評価を行った。そ
の後，SS群と健常群においてリアルタイム PCRによる
miRNAの定量的検出を行い両群間で比較検討した。
　【結果および考察】従来報告のある血液および唾液サ
ンプルと同様に，うがい液からもエクソソームの精製抽
出とそれに内包されるmiRNAの発現を確認した。これ
は非侵襲的に採取できるうがい液が SS 等の口腔内疾患
の検査法として有用である可能性を示している。また
我々が知り得るところでは，本検討の結果はうがい液中
のエクソソーム由来miRNAを検出した初めての報告で
ある。今後はマイクロアレイによる網羅的解析にてバイ
オマーカー候補となるmiRNAの絞り込みをし，そのバ
イオマーカー候補をリアルタイム PCRにて定量的検出
を行い SS のバイオマーカーを抽出し，うがい液による
非侵襲的検査を確立する予定である。

　【緒言・目的】未病の医療を実現に向けた，私たち歯
科衛生士の果たす役割は大きい。当院ではその実現を目
指し，う蝕・歯周病の発症リスクを評価する検査を日常
的に実施している。本発表ではカリエスリスクの宿主因
子に焦点を絞り，その結果を分類し発症リスクの傾向を
考察した。
　【対象・方法】当法人では，う蝕発症リスクを診るた
めに 2015 年から CRT（Ivoclar Vivadent 社）の検査を
実施してきた。対象は 2018 年 4 月～ 2019 年 2 月の間に
検査を受けた当法人の患者で検査総件数 955 人である。
検査項目のうち，唾液緩衝能と刺激唾液分泌量のみを 4
グループに分類し分析した。
　グループ①は唾液分泌量が 5 ml 以上で唾液緩衝能が
高いグループ（650件），グループ②は唾液分泌量が5 ml
以上で唾液緩衝能が低いグループ（27 件），グループ③
は唾液分泌量が 5 ml 未満で唾液緩衝能が高いグルー 
プ（36 件），グループ④は唾液分泌量が 5 ml 未満で唾
液緩衝能が低いグループ（27 件）に分類した。それぞ
れのグループの年齢・唾液分泌量・MS 菌のスコア・
LB菌のスコア・DMFT指数・PCR・平均 PDの平均値
を分析し，各グループの特徴を検討した。
　【結果】宿主因子である唾液分泌量，唾液緩衝能に問
題のないグループ①が 88％と大半を占めた。また，他
のグループに比べてう蝕になりにくいと予想していた
が，DMFTは低くなかった。よって，唾液という宿主
因子としてのカリエスリスクについてはDMFTとの間
に相関性は認められない。
　PCRスコアも全てのグループにおいて 20％以上と高
い数値を示していることから，カリエスリスクとの間に
相関性は認められない。
　【結論】う蝕は多因子疾患である。その発症因子には
食物・宿主・細菌・時間があり，この 4つの因子が重な
り合い，う蝕は発症する。CRTの検査結果をそれぞれ
4グループに分類し評価したことで，宿主や細菌がコン
トロールされていても食物と時間といった因子が改善さ
れなければう蝕の発症リスクを低減することはできな
い。う蝕は食生活習慣病であり患者に生活背景を把握す
るためのメディカルインタビューが重要であると認識し
た。 DMFTが高い症例が多かった理由は，う蝕罹患数
の多い患者が対象となったことが考えられる。今後は未
病の段階の患者に対し重点的に検査を進めていきたい。
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駒　綾香1，小松万理1，斎藤謙悟3，坂本洋右2

伊豫田学2，中嶋　大2，笠松厚志2，椎葉正史4

鵜澤一弘1，2，丹沢秀樹1，2

1．千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座　2．千葉大学医学部付
属病院歯科・顎・口腔外科　3．千葉大学大学院医学研究院分子ウ
イルス学講座　4．千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座

寺田知加，戸田（徳山）麗子，梅木泰親，井出信次
佐藤　徹，舘原誠晃，山近重生，豊田長隆
竹部祐生亮，瀧居博史，上野繭美，杉山尚希
杉本龍太郎，佐藤杏奈，里村一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

P-45
細菌・酵母共棲発酵培養物の継続摂取が口腔環境
へ及ぼす影響に関する検討

P-46
口腔癌の増殖に寄与する GIMAP2 の functional 
genome 解析

　口腔環境の悪化により異常増殖した病原微生物が全身
疾患の進行や予後にも密接に関与することから，口腔環
境を良好に保つことが全身の健康の維持という観点から
も注目されている。口腔環境は口腔ケアと宿主の口腔内
細菌叢（口内フローラ）のバランスに影響を受けるが，
口内フローラのバランスは宿主の免疫力や唾液分泌量な
どの要因により大きく変化するため，口腔環境の改善と
維持にはそれらを良好に維持することが重要である。
　乳酸菌，納豆菌，酵母の共棲発酵培養物（LBS カル
チャー）は，経口投与にてラットの免疫能や消化管の副
交感神経活動を向上させる可能性が示唆されているが，
口腔環境への影響については未だ不明である。そこで本
研究では，本剤の継続的な服用が口腔環境に及ぼす影響
を明らかにすることを目的に以下の検討を行った。
　対象は健康成人男女 35 名。LBS カルチャー 1回 1 粒
（250mg）を 1日 4回，4週間経口投与（口内溶解）し，
摂取期間前後で口腔内の状態を評価した。
　摂取後，口腔内の乾燥感や粘つき感の改善および口臭
の減少を自覚した被験者を認めた。唾液分泌量測定にお
いて，摂取前に基準値以下であった被験者の約 73％に
分泌量の増加を認め，本剤摂取により唾液分泌促進効果
が得られる可能性が示唆された。口臭測定では，摂取前
に硫化水素，メチルメルカプタン，ジメチルサルファイ
ドそれぞれの官能性閾値を超える口臭を有していた被験
者において，硫化水素およびメチルメルカプタンではす
べての被験者で数値の低下を認め，多くの被験者が閾値
以下まで低下した。ジメチルサルファイドでは被験者の
約 73％で数値の低下を認めた。これらの被験者の口腔
内細菌叢解析では，共通して増加あるいは減少する細菌
は認められず，口臭と細菌叢変化に明らかな関連性は見
出せなかったものの，複数の細菌種において摂取前後で
量的変化がみられた。
　唾液分泌量減少や口腔不快感，口臭などは慢性的な症
状であるが，本剤には副作用がなく長期間連続して使用
できるため一定の有効性があるものと考えられた。今
後，口臭改善のメカニズム解明を目的に口腔細菌叢の変
化につき被験者を増やして検討を継続する予定である。

　【目的】GTP ases of immuno-associated protein 2
（GIMAP2）は，リンパ球のアポトーシスを制御する
GIMAPファミリーの 1つである。同ファミリーである
GIMAP3，GIMAP5 は T細胞の生存制御に関連してい
るという報告がある。GIMAP2 が口腔扁平上皮癌
（OSCC）に関連している文献的報告はない。本研究の
目的はOSCC における GIMAP2 の生物学的機能を解明
することにある。
　【方法】The Cancer Genome Atlas データベースで
GIMAP2 発現状態について解析した。OSCC 由来細胞
株 10 株における GIMAP2 の発現状況を qRT-PCR 法と
Western blot 法にて解析した。臨床検体 100 検体にて
免疫組織学的染色を行い GIMAP2 の発現と臨床指標の
相関を統計学的に解析した。OSCC 由来細胞株に
shRNAを導入してGIMAP2 発現抑制細胞株を樹立し，
細胞増殖能試験を行った。細胞周期解析にて，GIMAP2
発現抑制株における制御機構を評価し，細胞周期やアポ
トーシス関連因子のタンパク発現を評価した。
　【結果】TGCAに登録されている頭頚部癌症例 336 検
体のデータを解析したところ，正常部に対して癌部では
GIMAP2 の mRNA 発現レベルが有意に高かった。
OSCC9 細胞株においてGIMAP2 の発現が有意に亢進し
ていた（p＜ 0.05）。同様に臨床検体にて，GIMAP2 の
有意な発現亢進を確認した（p＜ 0.05）。その発現様相
は，T-primary tumor や TNM-stage 分類において有意
な相関を認めた（p＜ 0.05）。GIMAP2 の発現抑制株に
て，増殖能試験において有意な増殖能の抑制が認められ
た（p＜ 0.05）。また，GIMAP2 発現抑制株に細胞周期
解析を行うと G1 期停止を認め，CDK4，CDK6 と pRb
（S780）の発現低下，p53 と p21 の発現増強を認めた。
またアポトーシスに関わる因子について，アポトーシス
抑制因子である Bcl-2 の発現低下と誘導因子である Bak
と Bax の発現増強を認めた。
　【結論】本研究により，GIMAP2 の発現抑制により
G1 期停止とアポトーシスが誘導され，腫瘍の増殖が抑
制されたことから，GIMAP2 は OSCC における新たな
標的因子となりうる可能性が示唆された。
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續橋　治1，渕上真奈1，内堀聡史2，高橋佑次2

小峯千明1，小西賀美1，小倉由希1，大森寛子1

鈴木秀紀1，浅賀勝寛1，深津　晶1，福本雅彦1

1．日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野　
2．クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

大木絵美1，内田啓一1，高谷達夫1，脇本仁奈1

岩﨑由紀子1，喜多村洋幸1，伊能利之1，原弥革力1

堀内竜太郎1，加藤華子1，杉野紀幸2，黒岩博子2

山田真一郎2，金子圭子1，森　　啓1

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　2．松本
歯科大学歯科放射線学講座

P-47
エホバの証人への歯科診療における問題点

P-48
ヒト口腔からのピロリ菌検出法の確立と唾液を介
した家庭内感染の実態調査

　【緒言】エホバの証人は信仰上の理由から輸血拒否す
る代表的な宗教である。観血処置の可能性があり，輸血
の可能性がある治療を伴う場合はとくに様々な考慮すべ
き点が生じる場合がある。今回，われわれはエホバの証
人患者の歯科診療を経験したので，考慮すべき点につい
て概要を報告する。
　【症例】患者は 55 歳の女性であり，2019 年 11 月に左
側口唇の痺れを主訴として来院した。
　2019 年 3 月頃に下顎左側第三大臼歯部の修復物が離
脱し近位歯科にて治療を受けていた。そこ頃から下顎左
側臼歯部の違和感と間欠的な疼痛を認め，時には激痛を
呈することがあった。その後左側口唇部の痺れ感と下顎
左側第一小臼歯部の違和感を認めたという。一般既往歴
として 15 年前に乳癌にて処置の既往があるが，輸血の
有無のついては不明である。パノラマ X 画像及び
CBCT画像では，下顎左側第二小臼歯は完全埋伏歯し，
周囲に石灰化物を認め下顎管との近接を認めた。この埋
伏歯が左側口唇の痺れの原因であり，症状の改善のため
には原因歯の抜歯の必要性があり，無輸血で口腔外科手
術を行うことについても説明をおこなった。その際の同
意書は一般患者と同様もので行った。後日局麻下で抜歯
術を行ったが癒着が顕著であり，下顎管の損傷が危惧さ
れたため抜歯は中止となったが，後出血や感染はなく現
在観察中である。
　【考察・まとめ】エホバの証人は教義上の理由により
血液，その成分や摂取や投与されることを否定するた
め，輸血が必要となる外科的な医療行為を行う際に大き
な問題になることがある。
　本症例では一般患者に使用している同意書を用いて輸
血に関して説明をしたが，歯科における一般的な観血処
置の場合でも輸血謝絶兼免責証明書，輸血または輸血に
準ずる製剤の許容範囲確認書の作成を行う行事が重要で
あるとされている。エホバの証人に対する無輸血小外科
手術に対しては十分なインフォームドコンセントを行い，
手術後管理にも対策を実践し，エホバの証人への輸血に
対する厳密な病院規約を早急に検討する必要性がある。

　【目的】ピロリ菌（Helicobacter pylori）は，胃炎や
胃・十二指腸潰瘍，さらには胃がんの発症原因の一つと
考えられている。近年，PCR 法を用いた菌の検出法に
より，唾液や歯石などの口腔試料からもピロリ菌が検出
されていることから，胃内のみならず口腔内もピロリ菌
の生息部位である可能性が示唆されている。そこで本研
究では，口腔試料から確実にピロリ菌を検出するための
選択培地の開発とピロリ菌特異的プライマーを用いた
PCR 法による精度の高い同定・検出法の確立し，本方
法を用いて口腔内における本菌の分布の調査，またピロ
リ菌分離株に対して遺伝子多型解析を行うことにより，
感染源と感染経路の解明を目的とした。
　【方法】ヒト口腔試料を対象としたピロリ菌を高精度
に検出するための選択培地の開発を行った。ピロリ菌の
認 定 株 を 4 株（H. pylori JCM12093T，JCM12095，
JCM12096，JCM12097）を用いて，最もピロリ菌の発
育に適した基礎培地の検討を行った。次に，抗菌薬ディ
スクを用いた薬剤感受性試験を実施した。最もピロリ菌
の発育が良好であった基礎培地に，本菌の発育が阻害さ
れない抗菌薬を添加した培地を口腔試料からピロリ菌を
検出するための選択培地とした。また，PCR 法による
同定に使用するピロリ菌特異的プライマーの設計を行っ
た。さらに，開発した選択培地を用いて，200 名を対象
にヒト口腔内におけるピロリ菌の分布の調査を行った。
加えて，分離されたピロリ菌分離株に対して，AP-PCR
用ランダムプライマーを用いた遺伝子多型解析を行い，
感染経路や感染様式について調査した。
　【結果および考察】本研究において，ピロリ菌は被験
者 200 名中で僅か 3名からのみの検出に留まったことに
より，ピロリ菌にとって口腔は好ましい生息部位ではな
いと考えられ，経口感染により本菌は口腔に住み着くこ
となく通過し，好ましい生息場所と考えられる消化管・
腸管などに感染・常在化するものと推察された。また
AP-PCR 法による遺伝子多型解析の結果から，ピロリ菌
の口腔内における感染は頻繁に起こるものではないこと
が示唆された。
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伊能利之1，内田啓一1，大木絵美1，髙谷達夫1

脇本仁奈1，岩﨑由紀子1，喜多村洋幸1，原弥革力1

堀内竜太郎1，加藤華子1，杉野紀幸2，黒岩博子2

山田真一郎2，金子圭子1，森　　啓1

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）　2．松本
歯科大学歯科放射学講座

清水　潤
高木歯科医院

P-49
骨密度の低下は歯の喪失と関連するのか？
　〜当院におけるパノラマ X 線写真による検討〜

P-50
腹腔鏡下小腸部分切除術にて摘出を行った部分床
義歯誤飲の 1 例

　【目的】近年，歯科パノラマX線装置で下顎皮質骨の
骨密度の低下を判別するシステムが開発され，骨粗鬆症
のスクリーニングに臨床応用されている。骨粗鬆症と歯
の喪失の関連性についての報告はあるが，下顎皮質骨の
骨密度の低下が歯の喪失と関連するかは不明である。そ
こで，骨粗鬆症のスクリーニング指標と現在歯数との間
に関連性があるか調査したので報告する。
　【方法】2013 年 3月から 2020 年 4月までにパノラマX
線撮影を行った 50 歳以上の女性患者 551 人（平均年齢
67.4 歳）を対象とした。使用したX線装置はAUGE （朝
日レントゲン工業）で，骨粗鬆症疑いの有無は
NEOOSTEOで判定した。現在歯数の評価は，X線写真
上で保存状態不良と判断した歯および埋伏歯を除外した。
　【結果】対象となった患者のうち 40.7％（224 人）が
骨粗鬆症疑いありと判定された。年代別では 50 歳代
20.2％（25 ／ 124 人），60 歳代 34.8％（72 ／ 207 人），
70歳代53.7％（79／147人），80歳代64.3％（45／70人），
90 歳代 100％（3／ 3人）であった。さらに，各年代で
骨粗鬆症疑いの有無（以下あり／なし）で現在歯数を比
較した。50 歳代あり 22.5 本／なし 26.1 本，60 歳代あり
22.3 本／なし 23.6 本，70 歳代あり 21 本／なし 22.2 本，
80 歳代あり 16.4 本／なし 22.2 本，90 歳代あり 24.7 本
であった。また，各年代の 20 歯以上保有者率は，50 歳
代あり72％／なし91.9％，60歳代あり73.6％／なし83％， 
70 歳代あり 63.3％／なし 72.1％，80 歳代あり 40％／な
し 72％，90 歳代あり 100％であった。
　【考察】骨粗鬆症疑いありと判定された患者割合は，
加齢とともに増加の傾向を認めた。90 歳代を除く各年
代においては，骨粗鬆症疑いなしに比較して，疑いあり
に現在歯数が少ない傾向にあった。特に 50 歳代と 80 歳
代で疑いありに有意に少ない歯数を示した。また，20
歯以上保有する者の割合も同様な傾向を示した。今回の
調査結果から，下顎皮質骨の骨密度の低下と現在歯数と
の間に関連性があることが示唆された。

　【緒言】歯科へ受診する誤飲としては，補綴装置，イ
ンレー，クラウンなどがあり，とくに消化管まで落ち込
んだ誤飲ではその多くは自然に排泄されることが多いと
されている。今回我々は，開腹にて摘出を行った部分床
義歯誤飲の 1例を経験したのでその概要を報告する。
　【症例】患者は 51 歳の女性であり，2019 年 10 月 X日
に部分床義歯の誤飲を主訴として本学を受診した。2019
年 10 月 X日の午前 6時 30 分頃サプリメント服用時に誤
って部分床義歯の誤飲をし，本学初診室を午前 9時 30
分頃に受診した。内科への対診を行い腹部X線検査を
行ったところ，胃内部に部分床義歯が存在している可能
性があったので，当日の午後 1時に上部消化管内視鏡に
よる回収を試みたが，すでに幽門側を超えており小腸に
移行していることが判明したため，自然排泄を期待する
こととし，1週間の経過観察を行った。しかしながら自
然排泄を認めなかったので腹部CT検査にて位置の確認
を行ったところ，左側下部小腸内に停滞しているのを確
認した。自然排出が望めない可能性と手術による摘出の
必要性を説明し近大学消化器外科へ紹介を行った。その
後通院にて 2か月の経過観察を行ったが移動や自然排泄
を認めなかったので，2020 年 1 月 X日に腹腔鏡補助下
小腸部分切除術にて摘出を行った。周術期には特に問題
はなく経過し，その後通院にて経過観察を行っている。
　【考察・まとめ】消化管異物は比較的症状を伴わない
ことが多く，誤飲された補綴装置などは数日で排泄され
ることが多い。しかしながら稀ではあるが一定期間停滞
し移動を認めない場合や，消化管の損傷や感染の危険が
ある場合は内視鏡下摘出を行うこともある。時には異物
による穿孔やそれによる腹膜炎を併発した場合は外科的
摘出術になることもあるので注意する必要がある。本症
例は歯科治療中に発生した誤飲による医療事故ではない
が，患者が受診してから内科への対診とその処置がやや
遅れたことによって小腸部まで達したものだと推測で
き，その検査対応については反省をしなければならない
と思われた。また，専門機関への医師に摘出を依頼する
際には経過状況や異物の形態などを詳細に伝えることが
必要である。
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林　　樹
中濃厚生病院歯科口腔外科

高橋佑次1，内堀聡史1，續橋　治2，渕上真奈2

井下田繁子1，深津　晶2，小林　平1，村上　洋1

福本雅彦2

1．日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学
講座　2．日本大学松戸歯学部口腔健康科学歯科臨床検査医学分野

P-51
インプラント周囲炎の病態推察に有用な新しい簡
易細菌検査キットの開発

P-52
口腔外科手術後栄養管理における新規濃厚流動食

（ハイネイーゲルⓇ）使用例に関する検討

　Ⅰ．目的：インプラント周囲炎と関連する細菌は，慢
性歯周炎と同様にレッドコンプレックス細菌と考えられ
ていた。しかし近年，両疾患の細菌叢は異なることがメ
タゲノム解析によって判明してきている。さらに，グラ
ム陽性桿菌のCorynebacterium durum（C. durum）が
インプラント周囲炎に特異的な細菌群の一つであると報
告された。そこで本研究は，C. durumに着目し，簡易
に本菌を定量可能な検査キットの開発を行った。これに
より，インプラント周囲炎の病態の推察，リコール間隔
の決定，およびインプラント周囲炎消炎処置後の予後判
定に応用可能であると考えられた。
　Ⅱ．対象および方法：インプラント周囲炎に特異的な
C. durumを定量可能な検査キットの開発は，以前我々
が開発した C. durum 選択培地の組成を改良して行っ
た。インプラント周囲炎罹患者 20 名，および非罹患者
20 名からペーパーポイントを用いてインプラント周囲
溝浸出液（PISF）を採取し，本キットを用いて本菌の
定量的検出を行うとともに，改良した選択平板培地によ
る検出結果と比較検討を行った。 
　Ⅲ．結果：インプラント周囲炎罹患者，および非罹患
者のC. durum数はそれぞれ平均 5.56×104（range：2.3
×103-1.0×105）と 3.11×10（range：1-5×10）であり，
インプラント周囲炎罹患者に本菌が有意に多く認められ
た。また，検査キットと選択培地によるC. durumの定
量結果に相関が認められた。
　Ⅳ．考察および結論：以上のことから，本菌はインプ
ラント周囲組織の状態が病的状態へとシフトするのを察
知可能な biosensor として最適なバイオマーカーと考え
られ，C. durumに着目した本検査キットは定量性に優
れていた。故に，本検査キットを用いることにより，臨
床においてインプラント周囲組織状態を正確にモニタリ
ングすることが可能であり，病態の推移の把握，および
予後の判定に活用できると推察された。
　本研究に際して患者・被験者の同意を得た（倫理審査
委員会番号：11000584 承認番号：EC 19-033）。

　【緒言】口腔外科手術後の経口摂取困難症例において
は，消化管に問題なければ生理的摂取に近い経腸栄養の
適応となる。経腸栄養はより生理的である一方，下痢や
腹部膨満感などの消化器症状により栄養管理に苦慮する
ことが少なくない。このような問題点を解決する方法と
して粘度可変型流動食が普及している。今回，我々は粘
度可変型流動食として開発された新規濃厚流動食（ハイ
ネイーゲルⓇ）を口腔外科手術後栄養管理に使用した 7
例について検討した。
　【対象・方法】2018 年 4 月から 2020 年 4 月までに中
濃厚生病院歯科口腔外科で手術を施行し，術後経管栄養
でハイネイーゲルⓇを使用した 7例を対象とした。内訳
は女性 4 例，男性 3 例であり，平均年齢は 55.1 歳（26
～ 84 歳）であった。手術対象となった疾患は口腔悪性
腫瘍 4例，顎骨骨折 2例，顎骨腫瘍 1例であった。基礎
疾患は高血圧 5例，不整脈 1例であった。半固形化栄養
剤は胃酸と反応して固形化するため，経腸栄養中は胃酸
分泌抑制薬の使用を中止とした。
　【結果】経管栄養管理期間中に目標投与量の 9割以上
投与できた症例は 85.7％，整腸薬の使用が 2回以下であ
った症例は 71.4％，1 日の排便回数が 3回以下であった
症例は 85.7％，水様便や泥状便が排泄されない症例は
14.3％であり，経腸栄養投与開始後に嘔気・嘔吐を生じ
た症例は認めなかった。
　【考察】粘度可変型流動食であるハイネイーゲルⓇ

は，投与時には流動性を示し，胃内到達時にゲル化する
特徴を有する。この特徴により，経腸栄養剤における従
来から問題とされていた消化器症状や胃食道逆流による
誤嚥性肺炎の発生抑制を期待されている。一般的な液体
流動食における下痢の発生頻度は 63％，嘔気・嘔吐の
発生頻度は 20％と報告されているが，ハイネイーゲルⓇ

を使用した当施設での検討では下痢の発生頻度 15％程
度で，嘔気・嘔吐は認めなかった。したがって，ハイネ
イーゲルⓇは消化器症状の発生を抑制し，口腔外科手術
後の栄養管理に有用であると考えられた。
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渡辺紘士1，岩﨑信一2

1．高岡市民病院歯科口腔外科　2．北陸大学医療保健学部医療技術
学科

根本敏行1，小泉敏之2，藤井三晴1，光藤健司2

1．社会医療法人財団仁医会牧田総合病院歯科口腔外科　2．横浜私
立大学大学院医学研究科顎顔面口腔制御学

P-53
当科における顎顔面骨折の臨床的検討

P-54
青年期成人における味覚閾値に関する研究

　【目的および対象】顎顔面骨折は機能的，審美的障害を
伴うため，治療にあたっては咬合の回復など専門的な診
断，治療が必要であり，地域医療を担う病院口腔外科の
重要な治療対象疾患である。顎顔面骨折については多く
の施設から報告されているが，地域，施設により受傷原
因，受傷部位や年齢層に違いがあり，施設の特徴を知るこ
とは重要である。今回，われわれは 2011年 8月から2020
年 3月までに当科で加療を行った顎顔面骨折（歯槽骨骨
折を除く）について臨床的検討を行ったので報告する。
　【結果】当科で加療した顎顔面骨折は 237 例で，男女
比は2：1で男性に多く，年齢は7～93歳（平均54歳）
であった。受診経路は，当院救急診療科からが 170 例と
最も多く，当院脳神経外科 54 例，他院からが 7例，直
接来院 6例であった。受傷原因は転倒転落が 136 例と最
も多く，以下，交通外傷 64 例，暴力 15 例，スポーツ
14 例であった。骨折部位は頬骨骨折単独が 115 例と最
も多く，以下，下顎骨骨折単独が 105 例，上顎骨骨折単
独が 4例，鼻骨骨折単独が 3例，眼窩底骨折単独が 2例
で，多発骨折は頬骨骨折と上顎骨骨折が 6例，頬骨骨折
と下顎骨骨折が 2例であった。
　【考察】従来の報告では，顎顔面骨折は 10 ～ 20 代，
男性が多く，受傷原因は交通外傷が多いとするものが多
い。本研究では平均年齢は 54 歳と年齢が高かった。受
傷原因では転倒転落が最も多く，その他の原因に比べ女
性の割合が多く，また 50 歳以上が 73％を占めており特
徴的であった。転倒転落が多かった理由としては，交通
外傷など重症例が多い三次救急医療機関と比べ，二次救
急医療機関である当院では比較的軽症例が多いためと考
えられた。骨折部位は，中顔面骨折が下顎骨骨折より多
く，他の口腔外科からの報告よりも多い傾向にあった。
これは近隣に口腔外科を有する大学病院があることから
下顎骨骨折症例が減少し，また当院が二次医療機関であ
りながら脳卒中センターを有し，頭部外傷を積極的に受
け入れている結果と考えられた。
　【結語】顎顔面骨折では口腔外科的な専門的診断が重
要であり，地域や施設の特徴，ニーズにあった迅速な治
療が望まれると考える。

　【目的】一般的に味覚は高齢化により閾値が低下すると
されており，若年者を対象とした味覚閾値に関する研究
はほとんど行われていない。しかし，食生活の変化等に
より近年では若年者における味覚異常の訴えは増加傾向
にある。そこで今回，臨床検査の基盤とすることを目的
とし，青年成人期における味覚閾値に関する基礎的デー
タを収集し，個人差および男女差について検討を行った。
　【対象および方法】対象者は某大学に所属する男女 31
名で，18 ～ 22 歳（平均年齢 19.7 歳）の健康な学生とし
た。対象者には事前に文書で同意を得た後，食物の嗜好
性に関するアンケートおよびテーストディスクⓇを用い
て甘味，塩味，酸味，苦味について味覚定性定量検査を
実施した。検査部位は両側の鼓索神経支配領域および舌
咽神経支配領域の 4か所に分けて検討を行った。
　【結果】最高濃度の試験液にて認知不能であった割合
は，甘味 6.5％，塩味 2.4％，酸味 0.8％，苦味 4.0％で
あった。男女を比較すると男性の占める割合が甘味 
75％，塩味 100％，酸味 100％，苦味 100％と高い傾向
にあった。部位別にみると左側鼓索神経支配領域で 
2.4％，右側鼓索神経支配領域で 1.6％，左側舌咽神経支
配領域で 3.2％，右側舌咽神経支配領域で 6.5％と部位に
よる大きな差は認められなかった。最高濃度の試験液に
て認知不能であったのは全体で 7人（22.6％）おり，男
性が 6人，女性が 1人であった。そのうち 5人（男性 4
人，女性 1人）が 2か所以上でいずれかの試験液に認知
不能であった。また，アンケート結果と味覚閾値の明ら
かな相関関係は認められなかった。
　【結論】結果より若年者において味覚閾値の低下を示
す可能性が示唆された。さらに，男女を比較するとその
割合は男性に多い傾向を示した。今後，被験者数を増や
し，より詳細な分析及び検討を行う予定である。
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村上幸生，川田朗史
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野

小笹佳奈，野間　昇，岡田明子，西原千紗，渡邊広輔
加茂博士，松川由美子，青野　楓，田所壮一郎，今村佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

P-55
BMS 患 者 に お け る 熱 条 件 刺 激 に よ る condi-
tioned pain modulation の変調

P-56
Eugenol 二量体は RAW264.7 細胞のヘムオキ
シゲナーゼ 1 発現を誘導する

　【目的】バーニングマウス症候群（BMS）は舌や歯
肉，口蓋粘膜等に器質的な障害が認められないにもかか
わらず慢性的な疼痛や違和感を訴える歯科固有の疾患で
ある。本研究では，表皮内電気刺激（IES）の新規な方
法を用いて，BMS患者と健康ボランティアにおいて表皮
内電気刺激（IES）を用いてtemporal summation （TS）
と conditioned pain modulation （CPM）を観察した。
　【方法】BMS患者 26 名と健康ボランティア女性 27 名
を対象に，右側下口唇に IES を用いてテスト刺激を行
った。なお刺激の強さは，患者の自覚する刺激強度が
numerical rating scale （NRS）で 20-30/100 となるよう
に調節した。一方，条件刺激としては，左側手掌にペル
チェ素子を用いて温熱刺激 （40℃，47℃）を加え，CPM
効果を検討した。口唇部のテスト刺激に対する主観的評
価は単発および 10 回連続刺激後に行い，単発刺激時の
NRS と 10 回連続刺激後のNRS の差をもって，TSを算
出した。左側手掌に 40℃と 47℃の条件刺激を与えてい
る間，口唇部へは IES の刺激を加えた。条件刺激終了
直後に，NRS を用いて主観的評価を測定し，CPMの評
価を行った。
　【結果】TSは BMS群において（単発：18.62±18.57，
40℃：14.00±16.65，47℃：18.82±23.32）と健康ボラン
ティア群（単発：20.81±13.07，40℃：16.00±12.99， 
47℃：9.93±12.56）の両方で観察された。健康ボランテ
ィアにおいて CPMは 40℃非侵害性条件刺激（－4.81±
12.47）と比較して 47℃侵害性条件刺激（－10.88±
16.12）において有意に増強したが（p＜ 0.05），BMS群
において CPM は 40℃非侵害性条件刺激（－4.61±
16.46）と 47℃侵害性条件刺激（0.269±23.19）との間に
有意な差はみられなかった（p＞ 0.999）。
　【結論】これらの結果は，BMS患者は健康ボランティ
アに比較して下降性疼痛抑制が欠如している可能性を示
している。また BMSの発症機序には中枢神経機構が関
与していることが示唆された。

　【目的】我々は以前，eugenol 二量体（bis-eugenol）
が RAW264.7 細胞の転写因子 NF-κB の抑制を介し抗
炎症作用を示すことを報告した。一方，bis-eugenol は
優れた抗酸化作用を持つため抗酸化に関連した遺伝子発
現も調節できることが想像できる。heme oxygenase 1 
（HO-1）は，ヘムのビリベルジン，遊離鉄，一酸化炭素
への分解を触媒し，生体内での免疫反応と炎症を抑制
し，抗炎症作用，抗酸化作用，および抗増殖作用を示す
酵素である。今回，マウスマクロファージ様細胞
RAW264.7 の bis-eugenol による HO-1 発現誘導作用に
ついて検討したので報告する。
　【方法】Eugenol と bis-eugenol を使用した。Tin-
protoporphyrin-IX（PPIX）を HO-1 活性阻害剤として
使用した。細胞は RAW264.7 を使用した。遺伝子発現
はTaqMan MGB probes を使用し heme oxygenase 1 
（HO-1），cyclooxygenase-2 （COX-2），tumor necrosis 
factor alpha （TNF-α） mRNAを定量的リアルタイム
PCR法で検討した。
　【結果と考察】bis-eugenol は HO-1 発現を時間的濃度
依存性に促進したが，eugenol は HO-1 発現を bis-
eugenol の 1/3 程度しか促進しなかった。PPIX を処理
すると bis-eugenol による HO-1 発現は抑制された。一
方，大腸菌リポ多糖体（E.coli LPS：LPS）を刺激剤と
して処理したところ，bis-eugenol は COX-2 と TNF-α
mRNAの顕著な抑制を示したが，eugenol に抑制効果
は見られなかった。bis-eugenol は LPS の有無に関わら
ずHO-1 発現を誘導した。
　今回の結果は，bis-eugenol の抗酸化／抗炎症メカニ
ズムを再評価するうえにおいて興味ある知見を得たと考
える。
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松岡紘史1，宇津宮雅史2，Paudel Durga2，千葉逸朗1

安彦善裕2

1．北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野　
2．北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野

新谷智章1，太田耕司2，武知正晃3，虎谷茂昭4

柴　秀樹1，5

1．広島大学病院口腔検査センター　2．広島大学大学院医系科学研
究科公衆口腔保健学　3．広島大学大学院医系科学研究科口腔外科
学　4．広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学・顎顔面外科
学　5．広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学

P-57
亜鉛欠乏性味覚障害患者に対する酢酸亜鉛水和物
製剤の治療効果に関する後ろ向き研究

P-58
舌痛症患者の自閉スペクトラム症傾向に関する 
検討

　亜鉛欠乏症は，血清亜鉛値と亜鉛欠乏による臨床症状
により診断される。中でも，味覚障害は比較的早期に出
現する症状である。味覚障害の治療で有効性が認められ
ているのは亜鉛補充療法であるが，本邦では，味覚障害
に保険適応のある亜鉛製剤はこれまでなかった。2017
年，低亜鉛血症に対して，酢酸亜鉛水和物製剤の保険適
応が認められた。一方で，亜鉛の過剰摂取は，腸管にお
いて銅の吸収を阻害することが知られている。本研究で
は，酢酸亜鉛水和物製剤が投与された亜鉛欠乏性味覚障
害患者の血清亜鉛値と血清銅値の変化および味覚機能へ
の影響を後ろ向きに検討した（疫－ 3549）。
　研究対象者は，2017 年 5 月から 2019 年 12 月に味覚
障害を訴え本院を受診した患者の中で，血清亜鉛値が
80μg/dl 未満であったことから亜鉛欠乏性味覚障害と
診断され，酢酸亜鉛水和物製剤（ノベルジンⓇ）50mg/
日を 24 週間投与された 33 例（男性 10 例，女性 23 例；
平均年齢 72.5 歳（45 ～ 92 歳））とした。投与前，投与
後 12 週と 24 週の血清亜鉛値と血清銅値，味覚検査によ
って評価された味覚機能を診療録から調べた。なお，味
覚検査は，テーストディスクⓇ（三和化学）を用いてろ
紙ディスク法および全口法で行い，左右の鼓索神経領域
の 4基本味質（甘味，塩味，酸味，苦味）の認知閾値の
総計を用いた。
　血清亜鉛値の平均値は，投与前の 68.5μg/dl（45 ～
77μg/dl）から，投与 12 週後の 96.6μg/dl（49 ～ 163
μg/dl）および 24 週後の 105.4μg/dl（59 ～ 149μg/
dl）と有意に上昇していた（p＜ 0.05）。一方，血清銅
値（基準値；59 ～ 149μg/dl）の平均値は，投与前 104
μg/dl（55 ～ 220μg/dl），投与 12 週後 101.7μg/dl（43
～ 226μg/dl）および投与 24 週後 96.7μg/dl（57 ～ 131
μg/dl）と有意な変化はなかった。投与前後における味
覚検査では，全味質の閾値は，投与後に低下していた。
味覚の中でも，甘味と塩味の閾値は投与後，有意に低下
していた（p＜ 0.05）。
　本結果から，酢酸亜鉛水和物製剤は，血清銅値に影響
を与えることなく，低亜鉛血症を伴う味覚障害患者の味
覚閾値の改善に有効であることが示唆された。今後，酢
酸亜鉛水和物製剤の低亜鉛血症を伴う味覚障害に対する
有効性を示すためには，投与量および投与期間が味覚機
能，血清亜鉛値および血清銅値に与える影響について検
討する必要がある。

　【目的】舌痛症では，症状の原因や治療法について医
療者が説明しても，患者は納得しないなど，コミュニケ
ーションがうまくいかず，患者医療者関係が良い状態を
保てない場合がある。他者とのコミュニケーションを左
右する要因には様々な要因が想定されるが，その 1つに
は自閉スペクトラム症などの発達障害で認められる自閉
スペクトラム症傾向が想定される。自閉スペクトラム症
傾向とは，社会的コミュニケーションや対人的相互作用
における欠陥が特徴であり，この傾向の結果としてコミ
ュニケーションスキルの低下が生じることが報告されて
いる（前田・佐藤，2018）。
　舌痛症の患者の一部ではこうした自閉スペクトラム症
傾向によるコミュニケーションの問題が，患者医療者関
係に影響している可能性があるため，本研究では，舌痛
症患者で自閉スペクトラム症傾向を有する者の割合につ
いて，その実態を明らかにすることを目的として質問紙
調査による検討を行うこととした。
　【方法】歯科医師によって舌痛症と診断された患者 50
名（男性 7 名，女性 43 名，平均年齢 62.26±11.27）お
よび口腔内科相談外来を受診した舌痛症以外の患者 25
名（男性 1 名，女性 24 名，平均年齢 59.84±13.29）を
対象に，Autism-spectrum Quotient10 項目版（AQ-10）
を用いた調査研究を行った。
　【結果】舌痛症患者のAQ-10 について分析を行ったと
ころ，舌痛症患者全体のAQ-10 の平均点は 3.54（SD：
1.59），カットオフポイント超える対象者の割合は10.00％ 
であった。舌痛症以外の患者（非定型歯痛，シェーグレ
ン症候群，ドライマウス，咬合異常感症，など）につい
て同様の検討を行ったところ，AQ-10 の平均点は 3.24
（SD：1.59），カットオフポイントを超える対象者の割
合は 4％であった。
　【考察】本研究の結果，舌痛症患者にも自閉スペクト
ラム症傾向が認められる患者が一定数存在することが示
唆されたことから，患者との円滑なコミュニケーション
を確立していくためには，こうした自閉スペクトラム症
傾向の患者を想定した上で対応していく必要があると考
えられる。
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篠塚啓二，隈部貴子，荻澤翔平，西久保周一，外木守雄
日本大学歯学部口腔外科学第 1講座

P-59
取り下げ

P-60
当科における舌に生じた腫瘤性病変 296 症例の
臨床統計学的検討

　【緒言】口腔粘膜には種々の腫瘤性病変が発生する。
舌の表面は舌乳頭で覆われており，他部位と比較して特
異な表面形態を呈している。舌下面や舌縁部後方には唾
液腺やリンパ組織も存在し，発生した病変の診断が困難
な場合がある。しかし，舌に発生した腫瘤性病変に関す
る報告ははほとんどない。そこで今回，舌の腫瘤性病変
について臨床的検討を行った。
　【対象と方法】2011 年 1 月から 2016 年 6 月までの 5
年間に当科で手術を行い，確定診断が得られた舌の腫瘤
性病変 296 例を対象とした。検討項目は，性別，部位，
大きさ，病悩期間，病理組織学的診断，術後合併症，再
発である。また，術後合併症で最も多かった舌神経麻痺
に関して，さらに比較検討した。
　【結果】初診時平均年齢は 44.5 歳で，男女比は 1：1.1
であった。部位は舌縁部 111 例（37.5％）が最も多く ,
次いで舌尖部 98 例の順であった。大きさは 5.0 ～
9.0mmが 143 例（48.3％）と最も多かった。病理組織学
的診断は線維腫 129 例が最も多く，粘液嚢胞 42 例，乳
頭腫 35 例，血管腫 23 例の順で，脂肪腫，神経鞘腫，異
所性扁桃，粘表皮癌などがあった。病悩期間は 6か月が
181 例（61.1％）と半数を占めていたが，12 か月以上も
93 例（31.4％）あり，長期に渡る傾向にあった。また，
病悩期間と腫瘤の大きさに関連性は認めなかった。術後
合併症は舌神経麻痺が最も多く 19 例で，他に末梢性神
経障害性疼痛 2例，感染 1例を認めた。2例が再発を疑
われ再手術を行ったが，病理組織学的診断ではいずれも
瘢痕組織であった。舌神経麻痺出現症例に関して，部位
別には舌下面が 8例（42.1％）と最も多く，大きさは 5
～ 9 mmが 10 例（52.6％）と最も多かった。さらに，
舌神経麻痺が生じた群と生じなかった群とで部位と大き
さに関して比較検討したところ，舌縁部，舌背部，舌尖
部は大きさに比例して麻痺が生じる傾向にあったが，舌
下面では大きさに関係なく麻痺を生じていた。
　【結論】舌の腫瘤性病変は多彩な病理像があり，臨床
的には良性と診断したのにも関わらず，癌と診断される
症例があったことから，病理検査の重要性を再認識し
た。また，舌下面の病変に対しては，特に神経損傷のリ
スクが高くなることを念頭においた治療が必要であるこ
とが示唆された。
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吉賀大午1，松尾　拡2，矢田直美2，鶴島弘基1

大谷大志1，冨永和宏3，吉岡　泉1

1．九州歯科大学生体機能科学講座口腔内科学分野　2．九州歯科大
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髙根沢大樹1，2，篠崎貴弘1，2，小橋龍太郎3，池田真理子1，2

山本真麻1，2，椎木直人1，2，原　和彦1，阿部　郷1，2

今村佳樹1，2

1．日本大学歯学部口腔診断学講座　2．日本大学歯学部ペインクリ
ニック科　3．日本大学歯学部歯科放射線科

P-61
口腔灼熱症候群（Burning Mouth Syndrome：BMS）患者
におけるガム咀嚼によるレスティングステートの変化の検討

P-62
12 歳女児の口底に再発した奇形腫様嚢胞の 1 例

　【目的】器質的疾患が見られない原因不明の慢性痛疾
患に対し，運動や咀嚼などがコーピングとなり疼痛を緩
和することが知られている。しかし，作用機序は未解明
である。
　近年，レスティングステート（rs）fMRI による解剖
学的に解離した脳領域間の神経活動パターンの類似の程
度を検討できるようになった。そこで今回，被験者に無
味無臭のガムを咀嚼させ，その前後での脳のレスティン
グステートの変化を調べた。
　【方法】被験者は，日本大学歯学部付属歯科病院ペイ
ンクリニック科において BMS と診断を受けた者 12 名
（平均年齢 57.5±9.6 歳），全身既往歴および口腔内に器
質的疾患のない健康なボランティア 16 名（平均年齢
52.2±9.8 歳）である。MRI 内で，仰臥位にて無味無臭
のガムを咀嚼させ，その前後で fMRI 撮像を行い，
CONN functional connectivity toolbox（conn19c）にて
脳の各部位の機能的な結合について解析した。
　【成績】レスティングステートの変化では，ガム咀嚼
により海馬傍回と中心後回，中心前回，被殻，
networks. Sensori Motor および，中心後回と紡錘状回
のネットワークが positive になった。また，縁上回後部
と下前頭回三角部，下前頭回弁蓋部と上側頭回，
Heschl’s gyrus と視床のネットワークが negative に 
なった。
　【考察】ガム咀嚼には注意力を回復させ緊張や不安を
減弱しリラックスさせる効果があると言われている。情
動に関与すると言われる海馬傍回と大脳基底核の一部で
ある被殻のネットワークがポジティブになったことか
ら，情動系を賦活させ緊張度が低下したと考えられた。

　【緒言】奇形腫様嚢胞は皮膚付属器官に加えて中胚葉
あるいは内胚葉由来の組織を含む嚢胞で，口腔内に生じ
るのはまれである。今回，口底に再発した奇形腫様嚢胞
の 1例を経験したのでその概要を報告する。
　【症例】12 歳，女子。出生時に口底に腫瘤を認めた。
生後 5か月に腫瘤の増大を認めたため某病院にて全身麻
酔下に腫瘤を摘出した。病理診断は奇形腫様嚢胞であっ
た。1歳 7 か月時に再発を指摘されたが生活に支障がな
いため放置していた。11 歳頃より腫瘤が増大傾向を示
したため，精査加療目的に当科を受診した。口底正中部
に 30×38mmの表面平滑な粘膜に被覆された弾性軟の
腫瘤を認めた。MRI 所見では境界明瞭で嚢胞様の所見
を呈していた。全身麻酔下に口腔内より腫瘤を摘出し
た。病理組織所見は皮膚付属器である皮脂腺， 汗腺に加
え軟骨を認め，奇形腫様嚢胞と診断した。
　【まとめ】先天性の奇形腫様囊胞が再発した症例を経
験したので，病理組織学的検討を加えて報告する。
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大西　綾1，吉田光希1，高橋周平1

Ariuntsetseg Khurelchuluun2，Durga Paudel1
平木大地3，森川哲郎1，原田文也2，植原　治4

佐藤　惇1，永易裕樹2，安彦善裕1

1．北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野　2．北海道医療大学
歯学部顎顔面口腔外科学分野　3．北海道医療大学歯学部組織再建
口腔外科学分野　4．北海道医療大学歯学部保健衛生学分野

P-63
エピジェネティクスを応用した歯髄細胞の歯根膜
様細胞への誘導

　【緒言・目的】歯髄を占める歯髄幹細胞の割合は数％
未満であることが想定され，歯髄幹細胞だけを再生医療
へ応用するには細胞の量が少ない。また，歯根膜
（Perio dontal ligament cells, PDL）に存在して歯髄
（Dental pulp cells, DP）に存在しないものはマラッセ上
皮細胞（Epithelial cell rests of Malassez, ERM）である
ことから，DP全体に ERMを追加し，さらにヒト臍帯
静 脈 内 皮細胞（Human Umbilical Vein Endothelial 
Cells, HUVEC）を用いることで，PDLの代わりとなる
上皮間葉細胞集団の作製が可能になるとの仮説を立て
た。本研究では，DP と ERM，HUVEC による歯根膜
類似の上皮間葉細胞集団への誘導を試みた。
　【材料および方法】ES細胞培地にエピジェネティクス
試薬の 5-Azacytidine とバルプロ酸を添加し ERMを 1
週間培養することで，ERM脱分化細胞（Dedifferentiated  
ERM, De-ERM）を作製した。DP・De-ERM・HUVEC
の細胞集団を間葉系幹細胞培地にて 1週間培養し，歯根
膜様細胞への誘導を行った。qPCR法により，歯根膜関
遺伝子，間葉系幹細胞陽性・陰性遺伝子について
mRNA発現解析を行った。qMSP 法にて，歯根膜様細
胞におけるDNAメチル化解析を行った。
　【結果および考察】qPCR 法の結果，DP・De-ERM・
HUVEC共培養群ではDP単独培養群に比べ歯根膜関遺
伝子Msx1 および間葉系幹細胞陽性遺伝子 Cd44 の有意
なmRNA 発現上昇を認めた。qMSP 法の結果，Msx1
では DP単独培養群に比べ PDL 単独培養群でのメチル
化レベルの有意な低下を認め，DP・De-ERM・HUVEC
共培養群ではDP単独培養群に比べメチル化レベルの低
下を認めた。
　【結論】DP・De-ERM・HUVEC 共培養群は，歯根膜
類似の上皮間葉細胞集団へ誘導された。



 147

協賛企業・団体一覧
第 33 回日本口腔診断学会・第 30 回日本口腔内科学会，第 13 回日本口腔検査学会　合同学術大会開催
にあたり皆様より多数のご協力を賜りました。ここに深甚なる感謝の意を表します。

 （敬称略）
 第 33 回日本口腔診断学会・第 30 回日本口腔内科学会
 大会長：片 倉　 朗
 第 13 回日本口腔検査学会
 大会長：松坂　賢一

■共催セミナー
イーエヌ大塚製薬株式会社 富士フイルム富山化学株式会社 

■広告
アステラス製薬株式会社
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
コアフロント株式会社
株式会社シノテスト
株式会社松風
第一三共株式会社
株式会社テクノスルガ・ラボ
東洋紡株式会社
ノーベルファーマ株式会社
ファイザー株式会社
株式会社プロシード
Meiji Seika ファルマ株式会社
ティーアンドケー株式会社

長田電機工業株式会社
株式会社クリニコ
株式会社ジーシー
清水建設株式会社
ジョンソン・エンドジョンソン株式会社
帝人ヘルスケア株式会社
株式会社デンタルダイヤモンド社
ニプロ株式会社
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
有限会社フォーメディックス
株式会社ミロクメディカルラボラトリー
株式会社モリタ

■後援
アイメック株式会社
株式会社ミロクメディカルラボラトリー

ワシエスメディカル株式会社

■企業展示・書籍展示・学術展示
株式会社イシス
株式会社ジーシー
日本メディカルネクスト株式会社
株式会社メディカルユーアンドエイ
かねろく製薬株式会社

亀水化学工業株式会社
株式会社松風
株式会社永末書店
株式会社ライフ
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