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理事長挨拶



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 客員教授）

　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，ますます清祥のこととご拝察申し
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。新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。あわせて，感染症の治療に尽力され
ている医療従事者の皆様，市民生活を維持するための仕事に従事されている皆様に，心から敬意を表
するとともに，深く感謝申し上げます。
　このたび，第 34 回日本口腔診断学会は，第 31 回日本口腔内科学会と合同学術大会として，2021 年
9 月 9 日（木）・10 日（金）に，外木守雄教授（日本大学歯学部口腔外科学第 1講座）大会長により，
ジェーンバッハサボーにて「口腔医療最前線」というテーマで開催し，多くの会員を集めて盛会裏に
行う予定でした。しかし，2019 年 12 月に発生した新型コロナウイルス（COVID-19）の感染禍は，変
異株の発生により若年層までも感染者が激増しております。そのため，今年度の開催もWeb主体の学
術大会に変更せざるを得なくなりました。また，わが国は 1年延期した東京オリンピック・パラリン
ピックを，無観客という非常事態で執り行いました。「復興五輪」の理念は薄れ，祝祭感もあまりな
く，世論の後押しも乏しい中での開会でした。このような社会環境下であっても，選手はスポーツで
国民に感動を与えてくれ，これまでになかった素晴らしい好成績をあげています。
　このようなきわめて開催が困難な状況下であっても，会員の皆様に少しでも有意義な大会となるよ
うな企画を外木守雄大会長はじめ田中孝桂準備委員長，佐藤貴子準備委員長，並びに医局の方々に準
備していただいております。どうぞご期待ください。特別講演は，睡眠医療のわが国の先駆者である
愛知医科大学名誉教授　塩見利明先生，そして教育講演としてCOVID-19 感染防護に関する第一人者
である元・岩手医科大学教授　櫻井滋先生，カンロ飴で有名な 100 年企業であるカンロ株式会社CEO
三須和泰様，術後のせん妄における医療訴訟に係られている東京神楽坂法律事務所・東邦大学医学部　
水沼直樹先生にご依頼しております。また，会員の専門能力アップのためのセミナーを予定しており
ます。ご自宅からも参加できますので，ご覧になってください。
　厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」は，7月 8日の会議で新専門医制度
の基本領域において，今秋には新しい専門医が誕生することになりました。同じく歯科も日本歯科専
門医機構による10基本領域専門医が誕生する予定です。これまでの厚生労働省の告示で専門医認定を
受けるには，「外形基準」を満たした団体であることが条件付けられています。日本口腔診断学会は，
法人格，会員数 1000 人以上等，9つの条件をすべてクリアーしていますが，専門医機構へエントリー
をかけるには，基準の質を高めなければなりません。早急に取り組みたいと思います。会員各位にお
かれましては，何卒ご協力をお願いいたします。
　一日も早くCOVID-19 が収束し，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。
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第 31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 教授）

　この度，第 31回日本口腔内科学会総会・学術大会を，日本口腔診断学会との 2学会合同学術大会と
して開催をさせていただきます。日本大学の外木守雄教授には大会長，田中孝佳先生と佐藤貴子先生
にはそれぞれ日本口腔診断学会と日本口腔内科学会側の準備委員長としてご尽力をいただき，当初は
従前どおりの集合型で開催する予定で準備を進めて参りましたが，このコロナ禍の中での会員の方々
の安全性を第一に考え，Web を用いたハイブリッド開催となりました。具体的には，特別講演，教育
講演，シンポジウムは現地からWeb 配信し，一般演題は全てWeb 配信という形を取ることにいたし
ました。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，昨年からコロナ禍は収束するにはほど遠い状況です。ワクチン接種が国民に行き
渡り，十分な効果が発揮されるまでは，収束に向かうことはないと予想します。ただし，このような
状況下にあっても，学会活動を何とか継続し，学会としての歩みは止める訳にはいきません。外木大
会長，田中準備委員長ならびに佐藤準備委員長におかれましては，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をいただいており，
通常の開催に全く引けを取らない「口腔医療最前線」をテーマとした企画と内容になっていると思い
ます。準備には並々ならぬご苦労があったと思いますが，心よりお礼を申し上げます。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
は断念せざるを得ないと思います。会員の方々にはこの点はご容赦とご理解をいただき，今回の学会
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。
　日本口腔診断学会は従前より日本歯科医学会認定分科会としての地位を確立しておられますが，日
本口腔内科学会も今年度にようやく日本歯科医学会認定分科会として認められました。2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，今まで継続して参りました。日本口腔内科学会が日本歯科医学会認定分科会として
認められましたのも，日本口腔診断学会の会員の方々にご指導をいただいたお陰だと思います。この
場を借りまして，日本口腔診断学会の会員の方々に心から感謝を申し上げます。今後も引き続き，新
たな時代に論理的な最善の歯科医療を展開すべく，実りのある合同学術大会を継続できればと願って
います。甚だ略儀ではありますが，理事長の挨拶とさせていただきます。
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大会長挨拶



第 34回日本口腔診断学会・第 31回日本口腔内科学会
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　外木　守雄

（日本大学歯学部口腔外科学第 1講座）

　この度，第 34 回日本口腔診断学会，第 31 回日本口腔内科学会合同学術大会を担当させて頂きます
日本大学の外木守雄でございます。本大会はCovid-19 感染症の影響拡大の状況を鑑み，現地より，特
別講演，教育講演，シンポジウムを配信し，一般演題はオンデマンド配信というハイブリッド開催と
なりました。テーマは多くの新しい知見を皆様と共有しようと『口腔医療最前線』を選びました。2021
年の 9月にはコロナ禍も落ち着き，日常生活も取り戻せると期待しておりましたが，いまだ感染状況
の終息が見えない中，参加する皆様の安全を優先するために，現地配信＋オンデマンド方式を選択い
たしました。
　一般演題は口演，ポスターにより 92演題をいただきました。特別講演には，口腔機能と密接に関連
する睡眠歯科の知見から「睡眠医療の最前線～まだ夢中～」を広島大学医学部教授，日本睡眠学会理
事　塩見利明先生にお願いしています。塩見先生は睡眠医学の父 Stanford 大学の C. Guilleminault 博
士の愛弟子で日本における睡眠医療の先駆者です。塩見先生は循環器科医で睡眠障害と循環器疾患の
専門家であり会員諸氏の健康増進にも役立つお話を伺えるものと思います。教育講演 1には，「クルー
ズ船～未知のウイルスとの闘いの序章～」を元・岩手医科大学医学部　睡眠医療学科　医学研究科　睡
眠行動医学 睡眠医療センター長　櫻井滋先生にお願いしました。櫻井先生はNHKスペシャルにも出
演され，Covid-19 感染防護に関する第 1人者です。クルーズ船での感染防護を成功させた経験から，
現在の感染爆発の終息方法，我々の日常歯科治療での感染防護に役立つお話が伺えるものと思います。
教育講演 2には，「100 年企業カンロのブランド戦略」カンロ株式会社　代表取締役社長・CEO　三須
和泰様にお願いしております。三須様は，先日，テレビ東京「カンブリア宮殿」でも紹介されていま
したが，100年続く企業をどう続けるか？社員の意識改革に精力的に取り組み，体制をどう盛り上げる
か？その企業理念などお伺いし，継続するための努力工夫を拝聴したいと考えております。教育講演
3には，「口腔診断・内科医療における安全上の注意点～カルテ記載・せん妄リスク～」を東京神楽坂
法律事務所　東邦大学医学部非常勤講師　弁護士，水沼直樹先生にお願いしました。水沼先生は，乳
腺外科医が患者の術後せん妄との疑義で係争中の案件を担当され，医療訴訟に精通されておられます。
我々に日常診療に役立つお話が伺えるものと期待しております。また，シンポジウムにコーディネー
ターとして，大阪大学の阪井丘芳教授，日本大学の浅野正岳教授，東京歯科大学の野村武史教授，北
海道医療大学の安彦善裕教授にお願いしています。ハイブリッド配信ならではの良い点を活かして皆
様にとってみのり多い学会としたいと思います。
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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
第 34 回 2021 年 日本大学歯学部口腔外科第 1講座 外木　守雄
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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
第 31 回 2021 年 日本大学歯学部 外木　守雄
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日　程　表 9月9日（木）
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LIVE配信会場 オンデマンド配信会場

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

9：00～9：10　開会式

9：15～10：05
スポンサードセミナー 1

座長：髙戸　毅
演者：丹沢秀樹

共催：富士フイルム富山化学（株）

10：15～11：15
特別講演
演者：塩見利明
座長：外木守雄

11：20～12：20
教育講演1
演者：櫻井　滋
座長：中村誠司

12：25～13：55
シンポジウム1

COVID-19 を不活化するMA-T システムを用いた 
口腔ケアと環境ケア方法の開発
座長：阪井丘芳、井上　豪　　　　　
演者：井上　豪、安達宏昭、阪井丘芳

14：00～15：30
シンポジウム2
頭頚部癌の新規治療法

座長：浅野正岳　　　　　　　　　　
演者：田原　信、三浦弘規、本間義崇

15：35～16：25
スポンサードセミナー 2
座長：代田達夫　　　　　　
演者：西久保周一、加藤　伸

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

一般演題（口演）
口腔粘膜疾患 O-01～O-09
悪性腫瘍（診断） O-10
良性腫瘍 O-11
口腔乾燥症 O-12
感染症 O-13～O-16
薬剤関連疾患（ARONJ を含む） O-17
神経疾患 O-18
臨床統計 O-19～O-22
検査・測定法 O-23～O-25
周術期・口腔機能管理 O-26～O-29
その他 O-30～O-35

一般演題（ポスター）
口腔粘膜疾患 P-01～P-08
悪性腫瘍（基礎） P-09～P-12
悪性腫瘍（診断） P-13～P-16
悪性腫瘍（治療） P-17～P-19
良性腫瘍 P-20～P-25
口腔乾燥症 P-26～P-28
感染症 P-29
炎症（感染症を除く） P-30～P-31
薬剤関連疾患（ARONJ を含む） P-32
HIV・血液疾患 P-33～P-35
臨床統計 P-36～P-42
検査・測定法 P-43～P-44
周術期・口腔機能管理 P-45～P-47
その他 P-48～P-57

企業展示



日　程　表 9月10日（金）
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LIVE配信会場 オンデマンド配信会場

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

9：00～9：50
スポンサードセミナー 3

演者：古畑　升
共催：カボデンタルシステムズ（株）

10：00～11：30
シンポジウム3

舌痛症患者対応の最前線
座長：豊福　明、安彦善裕　　　　　　
演者：竹之下美穂、松岡紘史、土井　充

11：40～12：40
教育講演2
演者：三須和泰
座長：伊藤孝訓

12：45～13：45
教育講演3
演者：水沼直樹
座長：大木秀郎

13：50～15：20
シンポジウム4

公開CPC「この病変，診断がつきますか」
座長：野村武史、森本泰弘、浅野正岳
演者：小田昌史、津島文彦、田中孝佳

15：25～16：15
スポンサードセミナー 4

座長：太田嘉英
演者：植野高章

共催：帝人メディカルテクノロジー（株）

16：15～16：25　閉会式

一般演題（口演）
口腔粘膜疾患 O-01～O-09
悪性腫瘍（診断） O-10
良性腫瘍 O-11
口腔乾燥症 O-12
感染症 O-13～O-16
薬剤関連疾患（ARONJ を含む） O-17
神経疾患 O-18
臨床統計 O-19～O-22
検査・測定法 O-23～O-25
周術期・口腔機能管理 O-26～O-29
その他 O-30～O-35

一般演題（ポスター）
口腔粘膜疾患 P-01～P-08
悪性腫瘍（基礎） P-09～P-12
悪性腫瘍（診断） P-13～P-16
悪性腫瘍（治療） P-17～P-19
良性腫瘍 P-20～P-25
口腔乾燥症 P-26～P-28
感染症 P-29
炎症（感染症を除く） P-30～P-31
薬剤関連疾患（ARONJ を含む） P-32
HIV・血液疾患 P-33～P-35
臨床統計 P-36～P-42
検査・測定法 P-43～P-44
周術期・口腔機能管理 P-45～P-47
その他 P-48～P-57

企業展示



ご案内（ハイブリッド開催）
1．会期
令和 3年 9月 9日（木）～10 日（金）　合同学術大会（ハイブリッド開催）

2．会場
エッサム神田ホール　1号館（東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2）
【Web開催】第34回日本口腔診断学会，第31回日本口腔内科学会，合同学術大会　ホームページ内
http://web.apollon.nta.co.jp/jsom2021/index.html
※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。
参加登録・お支払いを完了された方には，開催前に視聴用ログイン ID，パスワードをEメールに
て配信させていただきます。IDとパスワードは参加ログ確認のため，それぞれ異なるものを個人
に割り当てます。
※  現地会場（エッサム神田ホール）へは特別講演，教育講演，各シンポジウム，スポンサードセミ
ナーおよび，両学会関係者のみの参加とします。

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　早期登録　令和 3年 7月 7日（水）～8月 31 日（火）23：59

通常登録　令和 3年 9月 1日（水）～9月 7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 早期登録　10,000 円 通常登録　12,000 円
 その他の職種 早期登録　 3,000 円 通常登録　 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 早期登録　 3,000 円 通常登録　 5,000 円
 　　学生 無料
※ご参加いただくには，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，参加証明が含まれます。
プログラム・抄録集および参加証明はデータ版のみのご用意となります。参加登録・お支払いを
完了された方は 8月 20 日以降に閲覧可能になる予定です。※紙媒体でのご用意はありません。
※参加証明は当日Web 開催ページへログインした方へ，開催終了後に発行いたします。
（4）スポンサードセミナー
　　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。

4．一般演題の演者の方へ
【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，事前にご案内した通りです。
（B）   発表データは，WEB開催期間（9月 9日（木）～10日（金））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

は何度でも発表データを閲覧することができます。
（D）   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
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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。

5．特別講演/教育講演/シンポジウム/スポンサードセミナーの演者の先生方へ
【発表方法】
（A） 発表当日は，ご登壇されるプログラム開始時間の 30 分前までに会場までお越し下さい。
（会場：エッサム神田ホール 1号館）
※ご来場が難しい場合は運営事務局までご相談下さい。
　E-mail：jsom_2021@nta.co.jp

（B） 発表時間の 10 分前までに，発表会場内の次演者席にご着席下さい。
（C） 演台上には，発表用 PCを用意いたします。
【発表データ作成およびPCについて】
（A） 会場でご用意しているパソコンのOSおよびアプリケーションは以下の通りです。

Windows10　Microsoft 365 PowerPoint
（B）   Windows に標準装備されているフォントを使用して下さい。特殊なフォントを使用されるとレ

イアウトが崩れることがございます。
（C）   発表に使用するPCはすべてXGA（1024×768）に統一してありますので，ご使用のPCの解像

度をXGAに合わせてから発表データを作成して下さい。
（D）   事前にデータ作成に使用したパソコン以外で動作確認を行い，正常に動作することをご確認下

さい。
（E） コピーした発表データは，発表終了後，事務局で責任を持って消去いたします。
（F） 原則，Windows で作成した発表用データをご用意下さい。
（G） PCお持ち込みの場合は接続や音声などリスクが生じる可能性がございます。極力会場にご用意

する PCでのご発表をお願いいたします。
【PC受付（発表データ受付）】
PC 受付は控室にて行います。
ご発表のプログラム開始30分前までに，別途ご案内させていただく控室までデータをお持ち下さい。
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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34回日本口腔診断学会・第31回日本口腔内科学会
合同学術大会

第34回日本口腔診断学会・第31回日本口腔内科学会
合同学術大会

6．座長の先生方へ
（A） 座長受付はございません。ご担当セッション開始 10分前までに，発表会場内の次座長席にご着

席下さい。
（B） 時間厳守での進行にご協力下さい。

14



7．一般演題の質疑について
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。

8．認定に係る事項
両学会の認定医・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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プログラム
■特別講演・教育講演・シンポジウム・スポンサードセミナー……………… P17～P20

■一般演題（口演） ………………………………………………………………… P21～P24

■一般演題（ポスター） …………………………………………………………… P25～P30
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9月9日（木）10：15～11：15 特別講演

座長：外木 守雄（日本大学歯学部口腔外科学第 1講座）

睡眠医療の最前線～まだ夢中～
広島大学大学院医系科学研究科睡眠医学講座，広島大学病院睡眠医療センター 塩見 利明

9月9日（木）11：20～12：20 教育講演1

座長：中村 誠司（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）

クルーズ船～未知のウイルスとの闘いの序章～
SMD/静眠堂メディカルデザイン・静眠堂スリープラボシステムズ 櫻井 滋

9月10日（金）11：40～12：40 教育講演2

座長：伊藤 孝訓（日本大学松戸歯学部）

100 年企業カンロのブランド戦略
カンロ株式会社 三須 和泰

9月10日（金）12：45～13：45 教育講演3

座長：大木 秀郎（日本大学歯学部口腔外科第 1講座）

口腔診断・内科医療における安全上の注意点
～カルテ記載・せん妄リスク～

東京神楽坂法律事務所，東邦大学医学部，埼玉医科大学国際医療センター 水沼 直樹
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9月9日（木）12：25～13：55 シンポジウム1

「COVID-19を不活化するMA-T システムを用いた口腔ケアと環
境ケア方法の開発」

座長：阪井 丘芳（大阪大学歯学研究科顎口腔機能治療学教室）
井上 豪（大阪大学大学院薬学研究科）

1．除菌消臭剤MA-Tのメカニズム解明に基づく酸化制御技術の開発
と応用

大阪大学大学院薬学研究科 井上 豪

2．新規消毒薬MA-T（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）の開発
大阪大学大学院薬学研究科 安達 宏昭

3．COVID-19 と唾液腺～MA-Tを用いた新しい口腔ケア～
大阪大学歯学研究科顎口腔機能治療学教室 阪井 丘芳

9月9日（木）14：00～15：30 シンポジウム2

「頭頚部癌の新規治療法」
座長：浅野 正岳（日本大学歯学部病理学講座）

1．頭頸部がんに対する光免疫療法
国立がん研究センター東病院頭頸部内科 田原 信

2．抗 PD-1 抗体―頭頸部外科医が行う臨床の現場から―
国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター 三浦 弘規

3．頭頸部扁平上皮癌：薬物療法の動向と今後の展望
国立がん研究センター中央病院頭頸部・食道内科 本間 義崇
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9月10日（金）10：00～11：30 シンポジウム3

「舌痛症患者対応の最前線」
座長：豊福 明（東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野）

安彦 善裕（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分野）

1．最近の当科における舌痛症患者へのアプローチ
東京医科歯科大学大学院（TMDU）医歯学総合研究科歯科心身医学分野 竹之下美穂

2．舌痛症に対する認知行動療法
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

3．舌痛症の病態モデルを想定して行う心理介入を中心とした患者へ
の対応

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

9月10日（金）13：50～15：20 シンポジウム4

「公開CPC「この病変，診断がつきますか」」
座長：野村 武史（東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座）

森本 泰弘（九州歯科大学歯科放射線学分野）
浅野 正岳（日本大学歯学部歯学科病理学講座）

1．頬部炎症症状を伴う腫瘤様の画像所見を呈した一例
九州歯科大学歯科放射線学分野 小田 昌史

2．左側上唇に生じた難治性口腔潰瘍
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
口腔機能再構築学講座顎口腔外科学分野 津島 文彦

3．下顎左側に生じた顎骨壊死
日本大学歯学部口腔外科 I 田中 孝佳



20

9月9日（木）9：15～10：05 スポンサードセミナー1（共催 富士フイルム富山
化学株式会社）

座長：髙戸 毅（JR東京病院）

「口腔カンジダ症の診断と治療；新規治療薬による展望」
千葉大学 丹沢 秀樹

9月9日（木）15：35～16：25 スポンサードセミナー2（共催 ジョンソン・エ
ンド・ジョンソン株式会社）

座長：代田 達夫（昭和大学口腔外科学講座）

「Maxillomadibular advancement の術後安定性を高める固定
法とプレート選択」

日本大学歯学部口腔外科学第 1講座 西久保周一

「こんな患者さんはどう治療する？―顎変形症編―」
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 加藤 伸

9月10日（金）9：00～9：50 スポンサードセミナー3（共催 カボデンタルシス
テムズ株式会社）

「小児期に発症した睡眠時無呼吸症に対する治療の重要性～KaVo
CTでの検査・診断～」

日本歯科大学附属病院：いびき・睡眠時無呼吸診療センター内科/
東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科いびき・無呼吸外来/
医療法人社団梓会古畑歯科医院古畑いびき睡眠呼吸障害研究所 古畑 升

9月10日（金）15：25～16：15 スポンサードセミナー4（共催 帝人メディカル
テクノロジー株式会社）

座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系口腔外科学領域）

「『顎骨精密再建フルカスタムチタンプレートの臨床応用』～産官学
連携事業「健康寿命たかつきモデル」から見えた 合再建の重要
性～」

大阪医科薬科大学医学部口腔外科学教室 植野 高章
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一般演題（口演）

口腔粘膜疾患

O-01 大分県姫島村一般住民における口腔潜在的悪性疾患の保有率：Preliminary Re-
port

大分大学医学部歯科口腔外科学講座 阿部 史佳，他

O-02 Angina Bllosa Haemorrhagica の 1 例
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 須佐美康平，他

O-03 水疱性類天疱瘡における口腔症状の臨床的検討
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科 信濃 龍二，他

O-04 口腔粘膜上皮細胞に対するチロシンキナーゼ活性阻害薬スニチニブによるアポ
トーシス誘導作用の解析

広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 深田 翔平，他

O-05 脳 塞後に味覚障害を生じた一例
自治医科大学歯科口腔外科学講座 柏崎 明子，他

O-06 口腔扁平苔癬と口腔苔癬様病変の 3施設における 2つの病勢評価法の比較検討
東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 三邉 正樹，他

O-07 口腔粘膜病変を契機に診断されたクローン病の 1例
広島大学病院顎・口腔外科 福谷多恵子，他

O-08 アプレミラストへの薬剤変更が有効であったベーチェット病の 1例
東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 明 由理亜，他

O-09 顔面神経麻痺を伴った壊死性唾液腺化生の 1例
東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 吉田 佳史，他

悪性腫瘍（診断）

O-10 急速な増大を示した顎骨転移を伴わない肺腺癌の歯肉転移の一例
日本大学医学部附属板橋病院耳鼻咽喉・頭頚部外科学系

歯科口腔外科分野歯科口腔外科分野 高橋真実子，他

良性腫瘍

O-11 臼後三角部に生じた診断に苦慮した脂肪腫の 1例
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 塚田 裕樹，他
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口腔乾燥症

O-12 塩酸ピロカルピン含有ヒアルロン酸シートによる口腔乾燥症の局所治療
大阪医科薬科大学感覚機能形態医学講座口腔外科学教室 山本 直典，他

感染症

O-13 舌潰瘍を初発症状として診断された第一期梅毒の一例
獨協医科大学口腔外科学講座 坐間 学，他

O-14 口腔カンジダ症と唾液の関連性
神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野 足立 拓也，他

O-15 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の歯科口腔外科医療従事者とその接触者
に対する抗体検査と歯科治療により発生するエアロゾル中のウイルス量の検討

獨協医科大学医学部口腔外科学講座 大谷 紗織，他

O-16 当科において入院加療を要した顎口腔領域における感染症の臨床的検討
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 合島怜央奈，他

薬剤関連疾患（ARONJを含む）

O-17 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）患者の上下顎に発症した
MRONJ の 1 例

福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座 石田晋太郎，他

神経疾患

O-18 合違和感より急性期ラクナ 塞が発見された一例
日本大学歯学部口腔診断学講座 小林 桃代，他

臨床統計

O-19 北海道大学口腔内科における薬剤性味覚障害の後ろ向き臨床検討
北海道大学歯学部口腔診断内科学教室 板垣 竜樹，他

O-20 当科における口腔粘膜疾患に対する擦過細胞診の検討
九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野 西牟田文香，他

O-21 口腔粘膜疾患における抗真菌薬投与の有効性に対する検討
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 蒲原 麻菜，他
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O-22 Candida albicans と Candida glabrata の混合感染による口腔カンジダ症の発症因
子に関する臨床的検討

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

検査・測定法

O-23 微量唾液を検体とした SARS-CoV-2 迅速診断の可能性―user-friendliness に関す
る検討を含めて―

鶴見大学歯学部口腔内科学講座 戸田（徳山）麗子，他

O-24 口臭症患者における近赤外分光法（near-infrared spectroscopy：NIRS）の有用性
に関する検討

日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座/日本大学松戸歯学部口腔科学研究所 吉野亜州香，他

O-25 亜鉛補充療法後に血清亜鉛値のモニタリングを行った 2症例
北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学分野高齢者歯科学講座 尾崎 公哉，他

周術期・口腔機能管理

O-26 地域在住高齢者におけるオーラルフレイルと口腔カンジダの保菌状態との関連
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室 馬場 陽久，他

O-27 総合病院入院中患者における栄養状態と咀嚼・嚥下機能および食形態との関連
会津中央病院歯科口腔外科 重本 心平，他

O-28 巨大な痂疲による窒息寸前で救命され口腔ケア介入した 2例
仙台徳洲会病院歯科口腔外科 八木 正聡，他

O-29 がん治療に関連した口腔カンジダ症の臨床的検討
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科/

北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教室 今待 賢治，他

その他

O-30 事象関連電位を用いた歯種鑑別に対する注意ならびに認知のメカニズム
日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座/日本大学口腔科学研究所 桃原 直，他

O-31 下顎智歯抜去術症例の臨床的検討A Clinical Study of Mandibular Third Molar Ex-
traction Cases

東京歯科大学口腔病態外科学講座 岩崎 亮，他

O-32 脆弱性骨折患者における骨代謝と下顎骨形態の解析
東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座/東京歯科大学口腔がんセンター 鈴木 大貴，他
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O-33 舌痛症患者の気分状態に森田神経質と痛みに対する破局的思考が及ぼす影響
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

O-34 BMS患者のレスティングステートについて―心理検査を指標として―
日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断学講座 滝澤 慧大，他

O-35 Le Fort I 型骨切り術単独症例の精度と術後安定性の検討
日本大学歯学部口腔外科学講座 I 長崎 真希，他
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一般演題（ポスター）

口腔粘膜疾患

P-01 卵巣癌に対する化学療法が原因で，口腔扁平苔癬を発症したことが疑われた 1例
山梨大学医学部歯科口腔外科学講座 堀田 麻実，他

P-02 亜鉛不足が原因と考えられた口腔粘膜炎の 1例
市立伊丹病院歯科口腔外科 桝井 敦史

P-03 表在性粘液嚢胞を疑った 2例
ともファミリー歯科/自治医科大学歯科口腔外科学講座 仙名 智弘，他

P-04 腫瘍性病変を疑った上顎歯肉粘液嚢胞の 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 平木 大地，他

P-05 肉芽腫性口唇炎 14 例の臨床的検討
東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 坂部 茉奈，他

P-06 梅毒抗体検査で陽性反応を呈し診断治療に苦慮した周囲に硬結を伴った下唇潰瘍
の一例

鹿児島市立病院歯科口腔外科/
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野 新田 哲也，他

P-07 Proteomic analysis of saliva and metagenomic analysis of oral microbiome in
chronic psychological stress model of rat

Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry,
Division of Oral Medicine and Pathology Durga Paudel，他

P-08 生イカの精莢による舌の刺創の 1例
長谷川歯科・口腔外科医院/神奈川歯科大学歯学部口腔外科学講座 笹倉 裕一，他

悪性腫瘍（基礎）

P-09 口腔扁平上皮癌病理組織切片のデジタル画像を用いた機械学習におけるがん浸潤
様式と分化度の自動判別方法の検討

山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座 吉澤 邦夫，他

P-10 口腔扁平上皮癌から産生される IL-8 および SerpinE1 は CD206 陽性腫瘍随伴マク
ロファージの分化に関与する
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 甲斐 一希，他

P-11 口腔扁平上皮癌組織におけるTransketolase の発現異常
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 恩田 健志，他

P-12 5-Azacytidine による口腔扁平上皮癌への脱メチル化作用
北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野 吉田 光希，他
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悪性腫瘍（診断）

P-13 シェーグレン症候群の関連が示唆された唾液腺MALTリンパ腫の 2例
鶴見大学歯学部口腔内科学（口腔外科学第二）講座 下埜真梨恵，他

P-14 口腔扁平上皮癌における p53 遺伝子の変異解析
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 児島さやか，他

P-15 口腔癌患者におけるCine MRI による嚥下機能評価の試み
九州歯科大学歯科放射線学分野 田中 達朗，他

P-16 舌癌切除後に発生した大きな血栓性舌静脈瘤の 1例
三豊総合病院歯科口腔外科 岸本 晃治，他

悪性腫瘍（治療）

P-17 造血幹細胞移植後の慢性GVHD患者に認められた同時性重複癌を含む異時性口腔
多発癌の 1例

亀田総合病院歯科口腔外科 渡邊 伸也，他

P-18 有茎頬脂肪体弁による上顎歯肉癌切除後再建の 1例
石川県立中央病院歯科口腔外科 高木純一郎，他

P-19 口腔癌に対する PARP阻害剤オラパリブと抗癌剤および放射線併用効果の検討
熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 坂田 純基，他

良性腫瘍

P-20 口腔粘膜に発生した色素性母斑の臨床病理および病理組織学的検討
日本大学大学院松戸歯学研究科口腔病理学専攻/

日本大学松戸歯学部病理学講座/日本大学松戸歯学部付属病院病理診断科 山本 真緒，他

P-21 リン脂質の質量分析イメージングによるエナメル上皮腫の組織解析
大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室 濵田 渉，他

P-22 口腔内多発血管腫の治療を機に発見されたOsler 病の 1例
千葉大学医学部附属病診歯科・顎・口腔外科 吉村 周作，他

P-23 上顎前歯部に生じた巨大なエプーリスの 1例
社会医療法人田北会田北病院歯科口腔外科/奈良県立医科大学口腔外科学講座 松末友美子，他

P-24 下顎切痕部に生じた周辺性骨腫の 1例
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 佐々木 惇，他

P-25 口底に生じた脂肪腫の 1例
大阪歯科大学口腔外科学第二講座 森本 伊視，他
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口腔乾燥症

P-26 口腔乾燥感を伴った舌灼熱感および味覚異常に対し半夏瀉心湯およびアエンプロ
ユースⓇにて段階的に加療した 1例

日本歯科大学新潟病院口腔外科/日本歯科大学新潟病院口のかわき治療外来 中谷 佑哉，他

P-27 ドライマウス外来患者における唾液プロテオーム解析―口腔乾燥感を有するも唾
液減少を認めない症例の検討―

花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所第 1研究室 礒 百合絵，他

P-28 ドライマウス外来患者における唾液プロテオーム解析―唾液の質的変化解明を目
指した基礎的研究―

国際医療福祉大学病院歯科口腔外科/
栃木医療センター歯科口腔外科/神奈川歯科大学 岩渕 博史，他

感染症

P-29 Candida 属における Loop-mediated isothermal amplification（LAMP）法による
迅速診断と従来法との比較

日本大学歯学部口腔外科学第 I講座 篠塚 啓二，他

炎症（感染症を除く）

P-30 歯科金属パッチテストにより掌蹠膿疱症が示唆された 1例
松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科） 高谷 達夫，他

P-31 シングルセル解析を用いた IgG4 関連疾患の唾液腺における疾患特異的T・B細胞
の探索

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 村上 祐香，他

薬剤関連疾患（ARONJを含む）

P-32 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象と考えられた口腔粘膜炎の
2例

新潟大学医歯学総合病院医療連携口腔管理治療部/
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野 黒川 亮，他
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HIV・血液疾患

P-33 口腔症状を契機にHIV感染症が判明した 1例
自治医科大学歯科口腔外科学講座/顎口腔いろはクリニック 上野 泰宏，他

P-34 エミシズマブとエプタコグアルファを用いて抜歯時の止血コントロールを行った
インヒビター陽性重症型血友病Aの 1例

愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科矯正歯科 日野 聡史，他

P-35 血小板輸血アレルギーに対して洗浄血小板使用下に歯槽膿瘍切開を行った骨髄異
形成症候群の 1例

中濃厚生病院歯科口腔外科 林 樹

臨床統計

P-36 頸動脈狭窄症とパノラマエックス線像による歯槽骨吸収の関連性について
松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合治療科） 内田 啓一，他

P-37 当科における過去 20 年間の口腔がん初診患者の臨床的検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野 船山 昭典，他

P-38 岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門で経験した口底部迷入歯に関する臨床
的検討

岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門 増井 正典，他

P-39 歯科インプラント治療歴のある患者の治療後の問題に対する臨床的検討
岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門 竜門 省二，他

P-40 明海大学歯学部付属病院臨床研修プログラムでの 8年間の研修歯科医師の実態調
査

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-41 明海大学付属明海大学病院口腔診断科における過去 2年間の新患動向調査
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 尾島 健斗，他

P-42 国際口腔顔面痛分類第 1版を用いた当科の三 神経痛症例の臨床的検討
日本大学歯学部附属歯科病院口腔診断学講座 田所壯一朗，他

検査・測定法

P-43 Valsalva 法を併用した機能的MRI 検査にて舌下腺ヘルニアと診断された 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/

日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 廣畠 広実，他
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P-44 精神科病院入院患者の嚥下造影検査 8例の臨床的検討―精神科単独病院とケア・
ミックス病院との連携―

医療法人恵光会原病院歯科・口腔外科 原 巖，他

周術期・口腔機能管理

P-45 高齢入院患者における舌口唇運動機能（オーラルディアドコキネシス）と食形態
との関係

会津中央病院歯科口腔外科 重本 心平，他

P-46 口腔癌患者における周術期栄養管理と手術前後の体組成変化に関する検討
熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 廣末 晃之，他

P-47 歯科併設のない療養型病院入院中の患者に対する歯科の介入について
医療法人社団喜生会新富士病院歯科/

帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座 田邉 陽子，他

その他

P-48 Ramsay Hunt 症候群による味覚障害の 1例―濾紙ディスク法による味質検査の有
用性について―
東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座総合歯科診療部/

東北大学病院口腔内科リエゾンセンター 佐藤しづ子，他

P-49 二次性抗リン脂質抗体症候群患者に対する抜歯経験
我孫子聖仁会病院口腔外科 鈴木 円，他

P-50 著明な歯根吸収を認めた下顎単純性骨嚢胞の 1例
田川市立病院歯科・口腔外科 藤田 弥千，他

P-51 演題取り下げ

P-52 歯根膜様細胞への誘導における上皮-間葉細胞集団のメチル化解析
北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野 原田 文也，他

P-53 Bee Pollen によるマウスの口腔内細菌叢と抗菌ペプチドへの影響
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分野 森川 哲郎，他

P-54 下顎切痕部付近に認めた異所性埋伏智歯の 1例
協和中央病院歯科口腔外科/自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 齋藤健太郎，他

P-55 上顎犬歯に認めた kissing teeth の 2 例
医療法人徳洲会庄内余目病院 荒 博範，他

P-56 舌癌患者の術後回復に粘度可変型流動食（マーメッドプラスⓇ）が有用であった 1
例

中濃厚生病院歯科口腔外科 林 樹
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P-57 顎顔面骨領域を中心として全身性に骨融解を呈した一例
東海大学医学部付属病院専門診療学系口腔外科学 大澤 侑子，他
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特別講演
睡眠医療の最前線～まだ夢中～
Forefronts in sleep medicine：Still engrossing !

広島大学大学院医系科学研究科睡眠医学講座，広島大学病院睡眠医療
センター
Department of Sleep Medicine, Graduate School of Biomedical and
Health Sciences. Sleep Disorders Center, Hiroshima University Hos-
pital

塩見 利明

塩 見 利 明（しおみ としあき）

【現職】広島大学大学院医系科学研究科睡眠医学寄附講座教授
広島大学病院睡眠医療センター長

【略歴】昭和 53 年，愛知医科大学医学部卒。平成元年，米国スタンフォード大学で睡眠時無呼吸症候群（SAS）
研究の第 1人者クリスチャン・ギルミノー教授に師事。平成 6年，愛知医科大学医学部内科学第 3講座助教授。
平成 12 年，同大学附属病院睡眠医療センター部長。平成 16 年，愛知医科大学医学部教授（大学院医学研究科
睡眠医学）に就任。平成 20 年，同大学病院に日本初の睡眠科（独立診療科）を開設。第 35 及び第 44 回日本睡
眠学会学術集会・大会長。平成 31 年 4 月，愛知医科大学名誉教授。令和 3年 4月より現職。
【資格】医師。医学博士。循環器専門医。日本睡眠学会専門医。
【著書等】著者は「危険な眠気：二見書房」，「スリープハート：風媒社」，「眠れないあなたに：毎日新聞社」，
「現代の不眠：明治書院」。編著は「睡眠無呼吸症―広がる SASの診療―：朝倉書店」，共著は「睡眠学 第 2
版：朝倉書店」など多数。
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睡眠・覚醒障害（Sleep-wake disorders）は，WHOの国際疾病分類第 11 版（ICD-11）で新たに独立し
た疾患（第 7章）に分類された。睡眠・覚醒障害の三大疾患は，1）不眠症，2）閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）
などの睡眠呼吸障害，そして 3）ナルコレプシーなどの過眠症である。この 3つの睡眠・覚醒障害はとて
も身近な話題のため，習わなかったから気づかなかったでは，もうすまされない時代が到来している。先
ず，運動習慣と同様に睡眠習慣の獲得法についても早急に学ぶべきであろう。次に睡眠・覚醒障害とは何
かを詳しく「知る」こと，また睡眠・覚醒障害を正しく「診る（診察する）」こと，そして睡眠・覚醒障
害を適切に「治す」ことを，系統的に学び直すことから始めるべきである。
24 時間型社会とも呼ばれる現代では，インターネットや多様なメディアの普及，コンビニなど深夜営業

の増加などにより，夜の光環境（LED照明等）が急激に変化している。睡眠不足の人や夜型（睡眠相後退
型）の人が増え，老若男女を問わず，「現代は誰でも不眠になりうる時代（現代の不眠）」である。不登校
の中高生の背景には，長時間睡眠に伴う概日リズム睡眠・覚醒障害が存在することも徐々に明らかと
なってきた。是非ともこの機会に，睡眠・覚醒障害の診療の重要性を見直していただけたら幸いである。
今回の講演では，日常診療において歯科医師がもっとも遭遇しやすい睡眠時無呼吸症候群（SAS）の話

題を中心として，特に最新の「REM関連OSA」の臨床研究について紹介する。さらに，SAS研究の第 1
人者であった恩師クリスチャン・ギルミノー先生（故）のメッセージ（Christian’s will）として，「小児期
からのOSAの予防」の必要性についても言及する。それはOSAの予防に関して，これから歯科医師の果
たす役割がとても大きいからである。

参考資料：
1）塩見利明（編）：睡眠無呼吸症―広がる SASの診療―，朝倉書店，東京，2013．
2）日本睡眠学会第 44 回定期学術集会プログラム・抄録集，名古屋，2019；pp10-13．
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教育講演1
クルーズ船～未知のウイルスとの闘いの序章～
Cruise Ship―A Prologue to the Fight against Invisible
Enemy―

SMD/静眠堂メディカルデザイン・静眠堂スリープラボシステムズ
SMD/Seimindo Medical Design and Seimindo Sleep Lab. Systems

櫻井 滋

櫻 井 滋（さくらい しげる）

（経歴）金沢医科大学医学部卒，同大学胸部心臓血管外科・麻酔科研修後，同大学医学部呼吸器内科学教室入
局。同講師，沖縄県立中部病院呼吸器科，ワシントン州立大学留学を経て，岩手医科大学医学部第三内科講師，
同大学臨床検査医学講座准教授，同附属病院感染制御部部長，同大学医学部睡眠医療学科教授・学科長，令
和 3年 3月をもって同大学を退職。
（現職）岩手県新型コロナウイルス感染症専門委員会委員長，日本環境感染学会災害時感染制御検討委員会副
委員長，みちのく愛隣協会理事・危機管理担当顧問など
（資格等）日本内科学会認定内科医，日本呼吸器学会呼吸器内科専門医，日本睡眠学会睡眠医療専門医，日本感
染症学会推薦感染制御医（ICD）など
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2020 年 2 月 3 日，政府は横浜港に入港したクルーズ船に対して国際保険規則に基づく臨船検疫を開始
した。有症状者および濃厚接触者の PCR検査では，2月 4日までに 31 人中 10 人で SARS-CoV-2 RNA
が検出された1）。陽性者が検出されたことを受け，2月 5日早朝には全乗客の個室管理を船長に要請し 14
日間の検疫が通告された。
ついで厚労省から医療・薬事，感染対策等の対応チームに派遣要請がなされ，順次船内での活動が開始

された。同船には 16 のデッキに 2ベッドルームを基本とする客室があり，この時点で世界 57 カ国から乗
務員 1,068 人，乗客 2,645 人の計 3,713 人が乗船しており，乗務員には検疫開始時に個人防護具が提供さ
れ，正しい着用法が指導されたとされている2）。
演者は日本環境感染学会（JSIPC）災害時感染制御検討委員会の迅速評価チーム（PreDICT）として 2
月 11 日に状況確認を目的に急遽乗船することとなった。船内では，厚労省の現地責任者から船内状況に
ついて聴取したのち現地対策本部の全体ミーティングに参加するために船内で待機中であったが，同船
が汚水処理のために外洋に向かうことが通告され，帰港は翌朝となることが判明した。チームはやむを得
ず同船に留まり，感染制御方針の立案に着手することとなった。
感染源の隔離がなされている状況において，PPEを着けた乗務員になおも拡がった感染は，後に喧伝さ
れるエアロゾルや飛沫感染経路以外の伝播経路の存在を示唆した。このような状況は市中感染の制御と
は異なり，むしろ医療機関などの施設内流行に近い状況であり，後の対策に資する多くの示唆が得られ
た。本講演では，これまで報道されることがなかった船内での対応経緯についても触れたい。

1 ダイヤモンド・プリンセス号新型コロナウイルス感染症事例における事例発生初期の疫学.（IASR Vol.
41 p106-108：2020 年 7 月号）
https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2523-related-articles/related-articles-485/9755-
485r02.htm
2 ダイヤモンド・プリンセス号現地対策本部報告書. 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/content/
10900000/000627363.pdf
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教育講演2
100 年企業カンロのブランド戦略
Brand strategy of a longevity company, Kanro Inc.

カンロ株式会社
Kanro Inc.

三須 和泰

三 須 和 泰（みす かずやす）

1979 年三菱商事株式会社に入社し，食品管理部に配属。経理を担当した後営業部門に移り，主に原料乳製品の
輸入を担当。1992 年から 5年間は英国三菱商事に出向，英国ロンドンに駐在。同国を代表する食品飲料メー
カーである Princes 社でディレクターを務めるなど，食品関連事業に従事。
2004 年，食品本部加工食品第 3ユニットマネージャーに就任。食品原料分野から流通分野への異動となり，当
初は受け入れらなかったが，懇意にしていた得意先メーカー役員より「与えられた道が最良の道」という言葉
を貰い，迷いが晴れる。以降この言葉を座右の銘として大切にしている。
この時に流通分野に関わったことが追々カンロ（株）の社長になる道にもつながる。2004 年にカンロ（株）の
販売総代理店の責任者となったのをはじめ，2009 年には食品本部長として事業投資先であるカンロ（株）に関
わる。2011 年より執行役員中国生活産業グループ統括として中国北京に赴任。3年間の駐在後，海外市場本部
長として，特にアジア，英国，米国における食品事業に携わる。2016 年，三菱商事執行役員を退任しカンロ
（株）代表取締役社長CEOに就任。変化無くして成長なし，をモットーにスピーディーな改革を推し進め，カ
ンロ（株）をV字回復に導く。2019 年より CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）を兼務。
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【はじめに】
登壇者である三須和泰は 2016 年 3 月よりカンロ株式会社の代表取締役社長に就任する。大正元年創業
の 100 年企業であるカンロは，何事にも代えがたい歴史と伝統を持つ一方で，長寿企業であるが故に変化
を恐れる一面があった。三須は社長就任直後より方針として「変革」を挙げ，「変化なくしては成長がな
い」ことを，社員に対して繰り返し唱えてきた。
実際，2016 年からの 5年間で手掛けた案件は数知れず，社員を奮激し意識を変えるところからスタート
して，多方面からスピーディーな変革を行っている。
【背景】
三須が課題と捉えた一つに「ブランド」があった。メーカーにとって「ブランド」とは「コーポレート
ブランド」と「プロダクトブランド」の 2つがあり，当時カンロではそれぞれに課題を抱えていたが，そ
の最たるものは「コーポレートブランド」と「プロダクトブランド」が連動していないことだった。
カンロは，長い歴史で培ったお客様からの信頼感があり，それは大きな財産である。一方で「金のミル
クキャンディ」「ピュレグミ」などお客様からの支持が高いプロダクトブランドも数多く持ち合わせてい
るにもかかわらず，「カンロ」という企業と「金のミルク」「ピュレグミ」などのプロダクトブランドのイ
メージ連動は極めて低く，「カンロ」から「ピュレグミ」を連想する人の比率は 1％にも満たない，とい
う調査結果もあった。

【実施内容】
こういった状況を受け，三須は新CI 導入に着手する。
まず，プロダクトブランドの抱える課題として，ブランド個々の戦略はあれど，商品全体を包括する開
発方針がない状況を受け，「糖と歩む企業」という全体方針を掲げる。
当時飴は糖質制限ブームなどアゲインストな風も吹いており，長期低迷傾向にあった。しかし企業が成

長するためにはもっと長期を見据えて社員が一体となる施策が必要だった。全体戦略を検討する上で，飴
を生業としている我々は糖から逃げられないのだから，敢えて「糖」を前面に出し，糖のポジティブな側
面を世間にアピールする方向性を打ち出すこととする。
次に新しい全体方針と個々の事業や各部署の活動の整合性をとるため新しいCI 導入を検討する。全社
から集めたプロジェクトチームを結成し，「糖から未来をつくる。」というコーポレートメッセージを筆頭
に企業のmission，Value，長期Vision 策定を行った。
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教育講演3
口腔診断・内科医療における安全上の注意点～カルテ記
載・せん妄リスク～
Preventing Conflict in Oral Diagnosis and Oral Medi-
cine：Importance of Documentation and Assessing De-
lirium Risk

東京神楽坂法律事務所，東邦大学医学部，埼玉医科大学国際医療セ
ンター
Tokyo Kagurazaka Law-firm, Toho University School of Medicine,
Saitama Medical University International Medical Center

水沼 直樹

水 沼 直 樹（みずぬま なおき）

経 歴；群馬県出身。東北大学法学部（2004 年）・日本大学大学院法務研究科（2007 年）卒業
資 格；弁護士・海事補佐人。
所属学会；日本睡眠歯科学会・日本生殖医療学会・日本がん生殖医療学会（倫理委員），日本法医学会・日本

DNA多型学会・日本子ども虐待医学会・日本医療安全学会・日本臨床リスクマネジメント学会・
日本医事法学会ほか 各会員。日本医療機関内弁護士協会代表理事。

所 属；東邦大学医学部・埼玉医科大学国際医療センター 非常勤講師
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1 歯科におけるカルテ記載の特徴
歯科医のカルテは，治療経過の記載が簡潔明瞭であるが，患者の様子や治療説明の内容等の詳細な記載

を見ることは経験的に少ない。1つの要因としてはレセプトとカルテが一体化している場合があったり，
医科に比べて急激な病状変化が稀であることから，前回の診察時における患者の病状等を詳細に記す必
要性が少ないのかもしれない。しかし，治療をめぐり紛争化した場合に，どのような病状の患者に，いつ，
いかなる説明をしたのかを，記録から遡るには，いささか情報量に乏しいことが多い。
民事の医療裁判において，カルテ記載の事実は原則として真実性が担保されると判断した東京高裁判
決があり，事実経過や観察事項等を詳細に記載することが紛争回避，潔白証明等に役立つことは言うまで
もない。かえって，医療刑事裁判において，患者の病状に関する診断名の記載がないことを 1つの理由に，
当該疾患の存在を否定した医療刑事事件の東京高裁判決もあり，カルテ記載が事実認定の を握ってい
る。
2 麻酔薬とせん妄
麻酔薬とせん妄による性的幻覚の歴史は 19 世紀半ばに遡り，歯科医師（Dentist）がエーテルを用いた
事例があり，歯科医師（Zahnärzte）が笑気ガス，ベンゾジアゼピン，ミダゾラムを使用した事例等が報
告されている。医科でも，麻酔科医，外科医を中心に，上記の他プロポフォールを用いた事例がいくつも
報告がある。
近年，本邦でも良性腫瘍摘出のためにプロポフォール・ペンタジン・笑気ガス等を使用した事例で，患

者がせん妄を誘発し性的幻覚体験した可能性のある事案が発生している（一審無罪，控訴審有罪，上告
中）。
急性脳機能不全であるせん妄は，高齢者（脳の気質障害を有する者の割合が多い）によく見られる病態

ではあるが，脳気質障害のない者や小児であってもその発生が報告されており，年齢は危険因子ではない
という研究報告もある。せん妄を発症する原因はいくつもあるが，薬物使用はその 1つである。診察室に
は室内カメラ等がなく，犯罪を疑われた場合に身を守ることが難しい。麻酔薬を用いる以上，その危険性
があることを胸に，安全な環境作りを心がけたい。
口腔内科は，口腔外科と異なり必ずしも日常的に手術を行なっているわけではないと思われるが，病変

採取や処置の際に麻酔薬を使用する可能性がある以上，せん妄発症の可能性に留意しておくと良い。
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「COVID-19を不活化する
MA-T システムを用いた口腔ケアと
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シンポジウム1
除菌消臭剤 MA-T のメカニズム解明に基づく酸化制御技
術の開発と応用
Development and application of oxidation control tech-
nology based on the mechanism elucidation of MA-T, a
New Deodorizer and Disinfectant

大阪大学大学院薬学研究科
Graduate School of Pharmaceutical Science, Osaka University

井上 豪

井 上 豪（いのうえ つよし）

1989 年 大阪大学工学部 卒業
1994 年 同大学院工学研究科博士課程修了，博士号取得（工学，大阪大学）
1994 年 同工学部助手，1999 年同講師，2002 年同准教授，2008 年同教授
2001-2004 科学技術振興機構さきがけ研究研究員（兼務）
2013 年 大阪大学先導的学際研究機構創薬サイエンス部門副部門長（継続中）
2018 年 大阪大学大学院薬学研究科 教授（現在）
2019 年 大阪大学総長補佐男女協働推進オフィス員（兼任）

（主な学会活動，役職）
2004 （株）創晶技術顧問
2003 日本結晶学会評議員
2009 日本蛋白質科学会執行役員（2021～庶務担当執行役員）
2017 日本医療研究開発機構「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤整備事業」

プログラムオフィサー（PO）
2017 日本学術会議連携会員（第 24-25 期）IUCr 分科会
2019 東京都 i CDC専門家ボード（研究開発チーム）

（主な受賞歴）
2005 年 第 5回バイオビジネスコンペ JAPAN・最優秀賞
2006 年 日経 BP技術賞大賞
2006 年 独創性を拓く先端技術大賞・特別賞
2006 年 モノづくり連携大賞・特別賞
2007 年 大阪大学教育・研究功績賞
2008 年 文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）
2012 年 日本結晶成長学会第 29 回論文賞
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MA-T は除菌・消臭剤のカテゴリー名称の 1つであり，「要時生成型亜塩素酸イオン水溶液（Matching
Transformation System）」の略称である。株式会社エースネットが 17 年の歳月をかけて開発した除菌・
消臭剤のシステムで，ANA，JAL，PEACHなど日本のほぼ全ての航空機や多くのホテル等でも採用され
ているほか，羽田国際線ターミナルの 100 ヵ所以上のトイレで常時噴霧されていることでも知られてい
る。2002 年，2012 年にそれぞれ流行した SARSコロナウイルスおよびMERSコロナウイルスの不活化に
有効であったが，新型コロナウイルス SARS-COV2 に対しても 0.01％のMA-Tを含む水溶液が作用して
99.98％のウイルスを不活性化できることが判っている。また，大腸菌のほか，多剤耐性菌アシネトバク
ターや黄色ブドウ球菌（MRSA）に対しても培地などの有機物を含む状態でも有効に作用することが判っ
ている（BPB Reports , 2021）。
MA-Tは水系の除菌・消臭剤であり，水分が蒸発しても水を再添加すれば活性が復活すること，10 年以

上も活性が保持され，災害対策にも適しているほか，様々な安全性試験を実施し，ヒト由来の細胞モデル
を用いた実験では 0.05％の濃度領域までは刺激性が認められなかった。
我々はMA-Tの作用メカニズムをさらに詳しく解明し，MA-Tの主剤である亜塩素酸イオンの活性化

を活用した応用例の 1つとして，気体燃料であるメタンガスを常温・常圧下ですべて液体燃料であるメ
タノールとギ酸に変換できる化学反応を発見し（Angew. Chem. Int. Ed., 2018），プラスチック材料の表面
のみに酸素官能基を導入できることも明らかとし（Chemical Comm., 2019），これを機に，2019 年 9 月か
ら独立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究成果展開事業産学共創プラットフォーム共同研究推進
プログラム（OPERA）に採択されて，革新的酸化剤を活用した様々な実用化研究を推進している。
本講演では，OPERAで展開中のMA-Tを活用した幅広い応用例について紹介する。
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シンポジウム1
新規消毒薬 MA-T（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）の
開発
Development of new disinfectant MA-T（on-demand chlo-
rite ion solution）

大阪大学大学院薬学研究科
Graduate School of Pharmaceutical Science, OSAKA UNIVERSITY

安達 宏昭

安 達 宏 昭（あだち ひろあき）

【学歴】
1996 年 3 月 大阪大学工学部電気工学科 卒業
1998 年 3 月 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程，電気工学専攻 修了
2003 年 3 月 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程，電気工学専攻 修了，博士（工学）
【主な職歴】
1998～2001 年 日本ガイシ株式会社
2003 年 4 月～2005 年 3 月 大阪大学大学院工学研究科 助手
2005 年 7 月～ 株式会社創晶 代表取締役社長
2011 年 6 月～ 社会福祉法人あおば福祉会 理事
2013 年 7 月～ 柴又運輸株式会社 顧問
2016 年 1 月～ 株式会社 dotAqua 代表取締役社長
2016 年 2 月～ 株式会社A・P・M 取締役
2016 年 7 月～2020 年 7 月 大阪大学大学院工学研究科 招聘教授
2020 年 6 月～ Beyond Frontier 株式会社（現 株式会社HOIST）取締役
2020 年 11 月～ 一般社団法人日本MA-T工業会 専務理事兼事務局長
2021 年 2 月～ 大阪大学大学院薬学研究科 特任教授
【主な受賞歴】
2005 年 第 5回バイオビジネスコンペ JAPAN最優秀賞
2006 年 第 4回産学官連携功労者表彰「科学技術政策担当大臣賞」
2008 年 平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞（研究部門）」
2012 年 第 44 回市村学術賞「功績賞」
2013 年 第 25 回中小企業優秀新技術・新製品賞「優秀賞」
2014 年 第 6回レーザー学会産業賞「優秀賞」
2015 年 大学発ベンチャー表彰 2015「文部科学大臣賞」
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新規消毒剤として開発しているMA-T（エム・エー・ティー）は，日本で開発された酸化制御システム
で，Matching Transformation systemの略である。活性化の強弱を制御することで，広範な応用展開が期
待できることから，MA-Tの普及と価値向上，およびMA-T活用のプラットフォーム構築のため，2020
年 11 月に一般社団法人日本MA-T工業会が設立された。既に会員企業は 70 社を超え，オープンイノベー
ションによるMA-Tの研究開発が推進中である。
その中で実用化されている除菌消臭剤は，亜塩素酸ナトリウムを主成分とする要時生成型亜塩素酸イ
オン水溶液である。新型コロナウイルス SARS-CoV-2 に対する有効性は，大阪大学微生物病研究所にて検
証済みで，50 ppm（0.005％）のMA-Tを 1 分間，接触させることで 99.98％不活化できることが分かった。
感染症対策の新技術としてMA-Tを活用できるが，厚生労働省の認可を得るまでは，消毒薬ではなく除菌
剤として，「雑品（雑貨）」や「化粧品」の商品カテゴリーとして普及させるしかない。現在，新規医薬品
登録を目指し，安全性や毒性などを調査する非臨床試験（前臨床試験）を実施中である。安全性を最も重
視して開発されたMA-Tは，第三者機関による急性経口毒性試験やヒトパッチ試験などの各種安全性試
験をクリアーしており，安心して使用するための判断材料が揃っている。また，金属やプラスチックに対
しても腐食性がなく，多くの場面や環境で安心して使用できることも証明されている。
MA-Tのメカニズムは，2015 年に大阪大学で解明され，水溶液中で必要な時に必要な量だけ水性のラジ

カル活性種が生成される仕組みであることが分かった。MA-Tは無色透明で無臭，およびガス化しないこ
とを特長とする水溶液であり，化学平衡によりラジカル活性種の生成を制御する仕組みである。ウイルス
や細菌，ニオイ物質に作用して，ラジカル活性種が消費されると，すぐさま亜塩素酸イオンが化学反応に
より，水性のラジカル活性種に変化することで補充される。この絶妙なバランスで化学平衡を維持する新
しい仕組みにより，従来の除菌消臭剤・消毒剤ではトレードオフの関係であった効果と安全性を，MA-
Tは両立できる。
本講演では，新規消毒薬を目指しているMA-Tの特長について詳しく紹介する。
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シンポジウム1
COVID-19 と唾液腺～MA-T を用いた新しい口腔ケア～
COVID-19 and salivary gland―New oral care method us-
ing MA-T―

大阪大学歯学研究科顎口腔機能治療学教室
Department of Oral-facial Disorders, Osaka University Graduate
School of Dentistry

阪井 丘芳

阪 井 丘 芳（さかい たかよし）

（略歴）
1991 年 徳島大学歯学部 卒業

大阪大学 歯学部附属病院 第一口腔外科研修医
1994 年 大阪警察病院 歯科口腔外科医員
2000 年 米国国立衛生研究所（NIH）客員博士研究員
2001 年 日本学術振興会海外特別研究員
2004 年 大阪大学 歯学部附属病院 口腔外科（制御系）講師
2006 年 米国国立衛生研究所（NIH）客員教授

大阪大学 歯学部附属病院 顎口腔機能治療部 部長
大阪大学 大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室 教授

（主な学会活動，役職，資格）
日本口腔科学会理事 第 75 回学術集会会長（2021） 編集委員長 認定医・指導医
Oral Science International, Chief editor
日本口蓋裂学会理事 認定医・指導医，日本抗加齢医学会理事，専門医
日本唾液腺学会 常務理事，日本口腔リハビリテーション学会 理事，IADR評議員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医・指導医
2025 年大阪・関西万博「未来の病院先端医療展示」部門アドバイザー

（主な受賞歴）
1．米国NIH Visiting Program Award（2000-2001 年，2004-2006 年に 2度受賞）
2．Gordon Research Conference-Salivary Glands and Exocrine Biology-
Best Poster Award（2003 年，2010 年，2017 年に 3度受賞）

3．平成 18 年度国立大学法人大阪大学教育・研究功績賞（2007 年）
4．第 89 回米国口腔顎顔面外科学会最優秀講演賞（2007 年）
5．平成 22 年度国立大学法人大阪大学功績賞（2010 年）
6．第 16 回歯科基礎医学会ライオン学術賞（2016 年）



47

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に感染する際，宿主細胞側に存在する受容体としてアンジオテン
シン変換酵素 2（ACE2）が知られています。遺伝子データベースでは，肺と同様に唾液腺にもACE2
が発現することが示唆されていましたが，過去にヒト唾液腺組織にACE2 タンパクが局在する根拠論文
は報告されていませんでした。
2020 年，我々はヒト口腔・咽頭粘膜に存在する小唾液腺・大唾液腺の導管上皮にACE2 が著明に発現
することを明らかにしました。本結果により，SARS-CoV-2 は肺に直接感染するケースと唾液腺に感染す
るケースが考えられるようになりました。健康な若年者が感染する場合，無症候感染や軽症患者として，
唾液の飛沫から SARS-CoV-2 を拡散し，後遺症も比較的少なく治癒していきます。しかしながら，高齢者
や呼吸器疾患患者の場合，感染すると自らの唾液を誤嚥（不顕性・顕性）し，呼吸器感染から重篤化する
傾向があります。口腔機能の差違により症状の悪化が生じる可能性が示唆されました。
これまでに我々は誤嚥性肺炎を防ぐために口腔ケア活動を行ってきました。そこで新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）に対する対策を考慮し，「MA-T」（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）を用いた口
腔感染の研究を続けています。MA-Tは画期的な触媒技術により，通常はほぼ水に近い状態でありながら
ウイルスや菌がある時だけ姿を変えて攻撃し分解します。高い安全性を備えた優れた除菌消臭剤です。開
発中偶然に，除去しづらい喀痰・剥離上皮・血餅等の口腔内の汚染物を柔らかくする作用を発見しまし
た。コロナ禍の医療現場・介護現場における新たな感染対策として提案していきたいと思います。



シンポジウム2

「頭頚部癌の新規治療法」
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シンポジウム2
頭頸部がんに対する光免疫療法
Photoimmunotherapy for head and neck cancer

国立がん研究センター東病院頭頸部内科
Department of Head and Neck Medical Oncology, National Cancer
Center Hospital East

田原 信

田 原 信（たはら まこと）

学歴，職歴
1996 年（平成 8年）3月 広島大学医学部医学科卒業
1996 年 4 月～1998 年 5 月 広島大学医学部附属病院 内科研修
1998 年 6 月～2001 年 5 月 国立がんセンター東病院 内科（消化器内科レジデント）
2001 年 6 月～2004 年 10 月 国立がんセンター東病院 外来部乳腺科医師（化学療法科）
2003 年 6 月 医学博士取得（広島大学）
2004 年 11 月～2009 年 3 月 国立がんセンター東病院 外来部頭頸科医師（消化管内科）
2007 年 10 月～2008 年 3 月 MD Anderson Cancer Center 留学（客員助教授）
2009 年 4 月～2010 年 3 月 国立がんセンター東病院 内視鏡部気管支内視鏡室医長
2010 年 4 月～5月 国立がん研究センター東病院 病棟部 5A病棟医長
2010 年 6 月～ 国立がん研究センター東病院 頭頸部腫瘍科・形成外科 副科長（頭頸部内科）
2012 年 4 月～ 東海大学医学部医学科非常勤准教授兼任
2012 年 7 月～ 国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 頭頸部内科長
2014 年 4 月～ 東海大学医学部医学科客員教授兼任

認定，資格：
日本内科学会認定内科医（2003 年～）
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医（2006 年～）
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法指導医（2010 年～）
日本がん治療認定機構がん治療認定医（2011 年～）
欧州臨床腫瘍学会（ESMO：European Society for Medical Oncology）認定医（2011 年）
所属学会
日本内科学会，日本臨床腫瘍学会（評議員），日本癌学会，日本消化器内視鏡学会，日本消化器病学会，日本癌
治療学会，日本頭頸部癌学会，日本内分泌外科学会，American Society of Clinical Oncology（ASCO），Ameri-
can Association for Cancer Research（AACR）, European Society for Medical Oncology（ESMO）

専門：腫瘍内科（頭頸部がん，消化器がん）
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光免疫療法の開発
光免疫療法は，米国国立癌研究所（NCI）と米国国立衛生研究所（NIH）の主任研究員である小林久隆
氏が開発した治療である。画像診断技術の研究として，「正常な細胞は光らせず，がん細胞だけを光らせ
る」ことを目的とした研究過程で「IR700 と結合させた抗体をシャーレ上のがん細胞に散布し，近赤外線
を照射したところ，癌細胞が死滅する」という現象から［1］，治療法への応用が可能と判断された。
2012 年 2 月にバラク・オバマ大統領が一般教書演説にて光免疫療法を紹介し，大きな話題となった。そ

の後，米国のベンチャー企業Aspyrian Therapeutics 社に技術移転され，本格的な臨床開発が開始となっ
た。楽天の会長である三木谷浩氏がAspyrian Technologies 社に個人的に開発資金を提供し，その後に楽
天がAspyrian 社に資本参加し，社名もRakuten Medical 社に改めた。さらには日本の法人として設立さ
れた楽天メディカルジャパンが今年 5月に第一種医薬品製造販売業と第一種医療機器製造販売業の許可
を取得した。
光免疫療法の作用機序
がん細胞に特異的に結合する抗体に特定の波長（690nm）の光を吸収する IR700 を結合させた複合体を

患者に静注投与し，約 24 時間後に，がん細胞に結合する。近赤外線を照射後に，細胞膜が障害され，細
胞外の水が細胞内に流入して，細胞が膨張して破裂して細胞が死滅する［2］。がん細胞膜傷害メカニズム
をさらに検討した結果，光化学反応により IR700 の水溶性軸配位子が外れ，化学構造が変化することで脂
溶性の構造へ大きく物性変化し，膜抗原抗体複合体ごと変形したりや凝集体形成されることが示された
［3］。これによって，膜の内圧維持機能が障害され，細胞外から細胞内に水が流入し，がん細胞が膨張し
て物理的に破裂することが明らかになった。
光免疫療法の治療方法
がん細胞に特異的に結合する抗体に特定の波長（690nm）の光を吸収する IR700 を結合させた複合体を

患者に静注投与し，約 24 時間後に，レーザー装置（BioBladeⓇレーザーシステム）を用いて光を照射する。
光照射する方法として，フロンタルディフューザーとシリンドリカルディフューザーの 2種類がある。
フロンタルディフューザーは，先端チップの前方に照射する光源であり，腫瘍の表面を照射するものであ
り，皮膚癌や頭頸部癌の一部の様に患部が体表面に露出している癌に適している。光は皮膚表面から 1cm
程度しか効果が無いため，皮膚表面から 1cm以上の深部の腫瘍には，ニードルカテーテルを挿入し，その
内腔にシリンドリカルディフューザーを挿入して照射する。照射部位の長さは 20mm，30mm，40mm
の 3種類があるので，照射の長さに合わせて選択する。腫瘍の大きさに応じて，ニードルカテーテルを複
数挿入する。
光免疫療法の臨床試験
IR700 と結合する癌に特異的に結合する抗体の開発は，様々なものが行われている（表 1）が，現時点
では抗EGFR抗体であるセツキシマブと IR700 とを結合させた抗体（RM-1929）のみが臨床開発されてい
る。
2019 年の米国臨床腫瘍学会（ASCO）にて，標準治療無効な再発・転移頭頸部扁平上皮癌を対象とした
光免疫療法の第 II 相試験（RM-1929-01 試験）の結果が公表された［4］。対象となったのは標準治療（手
術，放射線，プラチナ製剤による化学療法）が困難な局所再発頭頸部扁平上皮癌患者であり，30 例が登録
された。30 例中 4例 CR，9例 PRと奏効率 44％を示し，良好な抗腫瘍効果が得られた（表 2）。PFS中央
値 5.7 ヶ月，生存期間中央値 9.5 ヶ月と標準治療を終えた患者を対象とした臨床試験ではきわめて高い有
効性を示した。
有害事象は，主な grade3 以上の有害事象は，適応部位の口腔内 痛，適応部位 痛，貧血，腫瘍出血
であった（表 3）。SAEは 6例に認められ，腫瘍 痛 4例，腫瘍出血 1例，気道狭窄 1例であった。担当
医判断で因果関係がないとされている出血による死亡が 2例に認められている。
日本人に対する光免疫療法の安全性を確認するために，当院にて第 1相試験（RM-1929-02 試験）が実施
された［5］。3例が登録された。全例に適応部位の 痛，浮腫が認められるも重篤な有害事象は認められ
なかった。また，中央判定にて 3例中 2例が PRと判定された。
2018 年 12 月からは「標準治療を終えた局所再発した遠隔転移がない頭頸部扁平上皮癌」を対象に国際
第 III 相試験（LUZERA-301）が開始されている（NCT02422979）。光免疫療法と標準治療薬（メソトキサー
ト，セツキシマブ，ドセタキセルのいずれか）に 2：1に割り付けられ，主要評価項目を PFSと OSとし
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て，275 例の登録を目標にしている。日本では全国の 10 カ所の施設で治験が行われている。
光免疫療法の適応
2019 年，本邦にて先駆け審査指定制度の対象製品に指定され，前述のRM-1929-01 試験，RM-1929-02
試験の結果から，2020 年 9 月に厚生労働省は世界に先駆けて「切除不能な局所進行または局所再発の頭頸
部癌」の適応で，条件付き承認した。
「頭頸部癌」と組織型に関して限定はしていないが，頭頸部扁平上皮癌のみ有効性データがあるので，
頭頸部扁平上皮癌以外の組織型には，腫瘍のEGFR発現状況などからセツキシマブが腫瘍に結合するか
どうかを考慮する必要がある。
光照射が困難であると治療効果が期待できないので，再発・転移巣が画像で照射可能な部位であるか
どうか確認が必要である。また，治療に伴う腫瘍縮小にて重篤な合併症が起きないかどうか検討する必要
がある。頸静脈や頸動脈などの太い血管に腫瘍が浸潤しているような患者では，光照射によって癌細胞が
破壊されることによって血管が破れ，重度の出血を起こす可能性もある。よって頸動脈浸潤を有する場合
は禁忌となる。また局所再発，頭蓋底浸潤を有する場合，光免疫療法にて誤嚥性肺炎，髄膜炎のリスクが
高い場合も適応にならない。
遠隔転移への光免疫療法は臨床試験で実施されておらず，その安全性は確立していない。
光免疫療法の今後の展望
光免疫療法の今後の展望として，1）早期癌への展開，2）術後補助療法への展開，3）免疫チェックポ
イント阻害薬との併用，4）別の癌腫への展開などが考えられる。
頭頸部がんでは頭頸部領域と食道の扁平上皮癌が同時性・異時性に高率に発生する。現在は，内視鏡的

切除が一般的に行われているが，手技的に難しく成熟した内視鏡医でも時間を要する。フロンタルディ
フューザーにて容易に何度でも治療が実施可能であり，内視鏡治療の代替になる可能性がある。
頭頸部扁平上皮癌の術後補助療法の標準治療は，化学放射線療法である。治療期間は 7週間と長く，治
療に伴う急性毒性のみならず，放射線治療の晩期毒性も患者のQOLにかなり影響を与える。術前日に
RM-1929 を投与し，術中に光照射することで，再発を抑制する可能性が期待される。膵がんの術後モデル
にて再発の抑制が報告されている［6］。
光免疫療法によって，腫瘍の免疫表現型の変化，さらに，腫瘍細胞から抗原が放出されることで，樹状
細胞を活性化し，腫瘍抗原特異的なT細胞が活性化と増殖が促進されることが報告されており［7］，免疫
チェックポイント阻害剤との併用が期待されている。現在，切除不能な進行胃がん・食道がんを対象とし
たニボルマブとの併用の第 1b相試験が実施されている（JapicCTI-194969）。
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シンポジウム2
抗 PD-1 抗体―頭頸部外科医が行う臨床の現場から―
An anti-programmed death 1（PD-1）monoclonal anti-
body―from clinical practice performed by head and
neck surgeons―
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頭頸部領域の化学療法は，①プラチナ系のシスプラチン，②フッ化ピリジン系の 5FU，③タキサン系の
ドセタキセルを主としていた。2012 年～④分子標的薬 セツキシマブ，2017 年～⑤免疫チェックポイン
ト阻害剤の抗 PD-1 抗体薬 ニボルマブ，（さらに 2019 年～ ペンブロリズマブ）が加わることで再発又
は遠隔転移を有する症例への新たな治療選択肢としての重要性は大きく増している。
頭頸部腫瘍センターの標榜を挙げた頭頸部外科医の目から，抗 PD-1 抗体の使用経験を基に

CheckMATE-141，KEYNOTE-048 を紐解けるよう解説できればと考えている。
放射線併用薬を除く当院の年間薬物療法施行症例はペンブロリズマブの導入で倍増している。その中

で抗 PD-1 抗体薬は約 75％を占める主たる薬剤となっている。
2017 年～2021 年 6 月までの間に 118 症例に抗 PD-1 抗体薬を使用していた。
腫瘍内科医不在の環境でどのように薬物療法を行えるシステムを構築してきたかなどの経験も紹介す

る予定である。
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シンポジウム2
頭頸部扁平上皮癌：薬物療法の動向と今後の展望
Trends and future perspectives of chemotherapy for
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再発・転移性口腔がんにおける薬物療法は，中咽頭/下咽頭/喉頭を原発とする頭頸部扁平上皮癌（RM-
HNSCC）と共に開発が進められている。
2012 年に抗 EGFR抗体であるセツキシマブの実地臨床への導入により，RM-HNSCCの標準治療は 5-
FU+プラチナ製剤+セツキシマブ（FP+Cmab）併用化学療法となり，本治療に不応となった『プラチナ
抵抗性』の病態に対しては，抗 programmed death-1（PD-1）抗体であるニボルマブ（Nivo）が 2017 年に
保険適用となり，「FP+Cmab→Nivo」という RM-HNSCCの治療シークエンスが臨床現場に浸透した。そ
の後，これまでFP+Cmab が行われていた『プラチナ感受性』の対象において，抗 PD-1 抗体であるペム
ブロリズマブ（Pembro）が従来のFP+Cmab にとって代わる新たな治療選択肢となり，combined positive
score（CPS）による programmed death ligand-1（PD-L1）発現ステータス等を参考に，Pembro 単剤と
FP+Pembro 併用化学療法を用いた治療が行われるようになった。
また，近年の網羅的遺伝子解析技術の進歩によって，頭頸部扁平上皮癌における遺伝子異常に関する研

究が進んでいるが，現時点では治療標的となるような所謂ドライバー遺伝子が同定される可能性が低い
癌種であり，今後も免疫チェックポイント阻害薬を主軸とした治療開発が再発・転移性だけでなく，局所
進行性といったより早い病期においても進んでくることが予想される。
本発表では上記のエビデンスの整理と実地臨床における治療選択，そして今後の治療開発の動向につ

いて概説する。
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シンポジウム3
最近の当科における舌痛症患者へのアプローチ
Current clinical management in patients with burning
mouth syndrome
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舌痛症は，器質的異常所見が認められないにも関わらず，舌および口腔粘膜に認められる慢性 痛であ
る。いわゆる歯科心身症の一つであるが，当科における他の歯科心身症と比べても舌痛症の患者割合は多
く，一般的な歯科の臨床現場でもしばしば遭遇するのではと考える。
舌痛症の診察にあたり，日常の診療現場でも比較的取り入れやすく，当科診療においても活用している

ものに，Psychiatry In Primary Care（PIPC）によるMAPSO（Mood，Anxiety，Psychosis，Substance，
Organic/Other）システムを用いた問診がある。患者の生活環境，経済状況や家族関係などの重要事項を
背景問診し，かつ精神科に紹介すべき疾患の簡易な鑑別をしている。当科においてはそれらにより患者の
背景等を勘案したうえで，治療法の一つとして薬物療法を用いることが多い。
舌痛症の薬物療法においては，アミトリプチリン等の抗うつ薬の効果がしばしば報告されている。しか

しながら，痛みに異常感が併存している例などでは，単剤治療では効果が不十分な場合もある。近年では，
慢性 痛への効果が報告されているDPA（Dopamine Partial Agonist）が奏功した患者を経験したことも
あり，患者個々の症状やライフスタイルに応じて，薬物療法の選択肢が増えるのではと考えている。
舌痛症は，その機序や治療法について未だ明らかにされていない事も多く，今後も臨床症例を積み重

ね，さらなる検討が必要である。
当日は当分野での臨床症例を交えながらお話しできれば幸いである。
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認知行動療法はさまざまな問題に対して治療効果が認められている心理療法である。抑うつや不安な
どの精神的な問題を中心に広く実践が行われているが，身体症状に対しても効果的な治療方法であるこ
とが知られている。中でも慢性 痛に対しては多くの研究で認知行動療法の効果検討が行われ，その効果
が実証されている。我が国でも慢性 痛の治療ガイドラインで認知行動療法の実践が推奨され，実践が広
がりつつある。
歯科領域の問題に対しても認知行動療法は適応されており，顎関節症や歯科恐怖症など幅広い問題に
対して効果検討が行われている。舌痛症に対しても認知の修正を主体とした認知行動療法が効果的であ
ることが報告されているが，その報告例は他の慢性 痛に対する検討に比べて不十分であるのが現状で
ある。そのため，慢性 痛全般で行われている検討は，舌痛症に対する認知行動療法を今後発展させてい
くために必要な点を数多く示唆している。慢性 痛全般に対しては，さまざまな理論的な背景から数多く
の心理的要因の慢性 痛症状に対する関連が検討されているとともに，痛みの症状だけでなく幅広い症
状に対する認知行動療法の効果が検討されている。また，第三世代の認知行動療法と呼ばれるアクセプタ
ンス＆コミットメント・セラピーやマインドフルネスに基づく認知行動療法の効果検討も行われ，従来
の認知行動療法と遜色のない効果が報告されている。
本発表では，こうした慢性 痛全般での認知行動療法や関連する領域の現状について紹介するととも
に，我々が舌痛症患者を対象に行ってきた研究を紹介し，舌痛症患者に対する認知行動療法をより効果的
な治療法として確立させていくために必要な事柄について述べる。
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2005 年 福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 麻酔管理学分野 助教
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舌痛症の病態については，特殊な神経障害性 痛と報告されていることが多いが，明確にはなっていな
い。
我々はこれまで，舌痛症患者の認知特性として破局的思考や不安が強いこと，行動特性として痛みの予

期不安から回避行動をとりやすいことを明らかにしてきた。また，身体内受容感度に鋭敏性があること
や，注意機能に異常があることも確認し，これらが破局的思考，特に痛みに関することを反芻する認知特
性に影響を与えていることを報告した。さらに，舌痛症患者の口腔機能として，唾液分泌量検査や 合力，
舌圧について調査を行ったところ，回避行動をとりやすいため， 合力や舌圧は軽度低下を認めるが，唾
液分泌機能に異常は認められなかった。また，明確な知覚低下を伴う症例はなく，末梢の機能的問題は少
ないことが示唆された。
これらの研究より，我々の 痛外来では，舌痛症の病態としては特殊な末梢神経障害の可能性も否定で

きないが，心理社会的要因による修飾が大きく，これが病態を複雑にして難治化させていると考えてい
る。そのため，患者対応としては認知行動療法を用いた心理介入を中心に治療を行っており，実際，投薬
加療は行わず，心理介入のみで改善している患者も存在する。
今回はこれまでの研究を通して考えた舌痛症の病態モデルと，それに即した心理介入を中心として
行った患者対応について報告する。
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sity

小田 昌史

小 田 昌 史（おだ まさふみ）

2007 年 3 月 九州歯科大学歯学部 卒業
2012 年 3 月 九州歯科大学大学院歯学研究科 修了
2012 年 4 月 九州歯科大学歯科放射線学分野 助教
2017 年 4 月 Departments of Radiology, Boston University Medical Center, Boston University School of

Medicine, Research Fellow
2019 年 7 月 九州歯科大学歯科放射線学分野 講師
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【症例】30 歳代 女性
【現病歴および経過】2週間ほど前より，右側顔面部の腫脹を認め，近医内科を受診した。歯科受診を勧
められた。歯科を受診したところ，上顎右側第一小臼歯の根尖性歯周炎が原因として疑われ根管治療を行
なったが，排膿はなかったとのこと。抗菌薬を処方され，症状の改善傾向は示すが軽快はせず，精査加療
を目的に紹介された。
【既往歴】特記事項なし
【血液検査】C反応性タンパク定性（2＋）その他，血液学的検査および血液生化学的検査では異常値な
し。
【所見】右側頬部の腫脹（＋），発赤（＋），波動（＋），開口障害（-）。口腔内には腫脹は認めない。
【画像所見】CTにて右側頬部に腫瘤状構造物を認めた。境界は明瞭で辺縁形態はスムーズ，内部のCT
値は 20 HU程度であった。MRI では内部は STIR にて高信号，T1WI にて筋と同程度のMR信号を呈して
いた。周囲には炎症を示唆する所見を認めた。また対側についても，炎症所見は認めないものの，同様の
画像所見を示す構造物を認めた。
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シンポジウム4
左側上唇に生じた難治性口腔潰瘍
A refractory oral ulcer on the left upper lip

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座顎
口腔外科学分野
Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Restitution, Di-
vision of Oral Health Sciences, Graduate School, Tokyo Medical and
Dental University

津島 文彦

津 島 文 彦（つしま ふみひこ）

1999 年 3 月 東京歯科大学 卒業
1999 年 4 月 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 入学
2003 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院口腔外科 医員
2004 年 10 月 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部皮膚科 博士研究員
2007 年 10 月 海老名総合病院歯科・口腔外科 医員
2010 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院口腔外科 医員
2012 年 4 月 東京医科歯科大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 助教
2017 年 4 月 東京医科歯科大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 講師
現在に至る
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症例提示
患者：78 歳，男性
既往歴：高血圧症
家族歴：特記事項なし
現病歴：2016 年 3 月頃，左側上唇粘膜に口内炎を自覚したため，近医歯科を受診した。同部に潰瘍を認

め，ステロイド軟膏を処方されるも潰瘍の拡大を認めたため，4月に某病院口腔外科を紹介され受診した。
潰瘍部より生検が施行され，悪性腫瘍は否定されたが潰瘍が消失しないため，精査・加療目的に 5月に当
科を紹介受診した。
初診時口腔外所見：頸部に腫大リンパ節は触知せず，特記すべき全身所見は認めなかった。
初診時口腔内所見：左側上唇粘膜から頬粘膜にかけて 38X26mm大の潰瘍を認めた。潰瘍底は，凹凸不

整で一部偽膜に覆われており，周囲に軽度硬結を触知した。
画像所見：造影CTでは，左側上唇粘膜部に一致した境界不明瞭で内部不均一に造影される病変を認め
た。
血液検査所見：白血球数は 9,850/uL で，好中球が 78.0％を占めていた。CRPは 1.68mg/dL で，それ以
外に明らかな異常所見は認めなかった。

初診時口腔内写真 造影 CT像
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シンポジウム4
下顎左側に生じた顎骨壊死
Osteonecrosis occurring in the left mandible

日本大学歯学部口腔外科I
Oral and Maxillofacial Surgery I, Nihon University School of Den-
tistry

田中 孝佳

田 中 孝 佳（たなか たかよし）

1989 年 3 月 日本大学歯学部卒業
1993 年 3 月 日本大学大学院歯学研究科卒業
1993 年 4 月 春日部市立病院口腔外科医員
1995 年 4 月 日本大学助手
1999 年 4 月 春日部市立病院口腔外科医長
2003 年 4 月 日本大学専任講師
現在に至る
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症例提示
患者：67 歳，男性。
既往歴：糖尿病，帯状疱疹
家族歴：特記事項なし
現病歴：当科初診の 3日前に左下 1，2が自然脱落したが痛みはなかった。他歯治療で通院中の前医受
診したところ精査を勧められ当科初診来院した。
現症：
顔貌は左右対称性。左側頬部からオトガイ部にかけて色素斑を認める。
口腔内は左下 1，2の脱落，歯槽窩の陥凹を認める。血餅及び肉芽形成は認めない。触診で骨を触れる
が接触痛はなく自発痛の訴えもない。周囲歯肉に軽度の発赤，腫脹を認める。
画像所見：パノラマでは左下 1，2の欠損を認める。左下 5，6根尖相当部に透過像を認める。CTでは
右下 2から左下 6の歯槽骨は粗造で吸収を認め，散在性に腐骨を認める。頬側の皮質骨は菲薄化し一部消
失している。また周囲の骨量は緻密化している。

顔貌

初診時パノラマ

初診時 CT 口腔内
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スポンサードセミナー1
口腔カンジダ症の診断と治療；新規治療薬による展望
Diagnosis and therapy of oral Candidiasis：Development
by a new therapeutic agent

千葉大学
Chiba University

丹沢 秀樹

丹 沢 秀 樹（たんざわ ひでき）

学歴・職歴
千葉大学医学部卒業，東京医科歯科大学歯学部卒業，千葉大学大学院医学研究課程修了
1997 年～2020 年 千葉大学医学部/大学院医学研究院教授
1997 年～2020 年 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 科長（併任）
2005 年～2018 年 千葉大学大学院医学研究院副研究院長
2020 年～現在 千葉大学名誉教授
主な学術・歯科医療関係
2006 年～2012 年 日本口腔顎顔面外傷学会理事
2009 年～2020 年 日本口腔科学会理事
2014 年～2020 年 日本口腔科学会理事長
2014 年～2019 年 日本口腔外科学会理事
2015 年～2019 年 日本口腔内科学会理事
2004 年～2020 年 最高裁判所任命 専門委員
2005 年～2015 年 日本学術振興会学術システム研究センター 専門研究員
2005 年～2019 年 厚生労働省 医道審議会歯科分科会（国家試験・研修等委員会）委員
2013 年～2019 年 厚生労働省 中央社会保険医療協議会 専門委員
2014 年～2020 年 内閣府 日本学術会議 会員
主な大型プロジェクト関係
2003 年～2007 年 21 世紀 COEプログラム 拠点リーダー
2007 年～2011 年 がんプロフェッショナル養成プラン 代表責任者
2007 年～2010 年 日本科学技術振興機構（JST）独創的シーズ委託開発事業 代表研究者
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口腔カンジダ症（oral candidiasis）はカンジダ菌により引き起こされる。菌は単純な付着でなく，上皮
の下に菌糸を伸ばして侵入するので，機械的清掃だけでは除去は困難である。抗真菌薬や口腔粘膜の管
理，さらに義歯の管理などをよく理解する必要がある。高齢者や脳神経系障害のために意志の疎通が困難
な患者では，単なる口内炎，口腔乾燥症として処理されている場合が多いので注意が必要である。脳神経
系病棟や慢性期・療養病棟や介護現場において，認識されているよりもはるかに多くの口腔カンジダ症
患者が存在するものと推測される。同様に，医学の進歩に伴い，抗生物質，ステロイド剤，免疫抑制剤，
糖尿病治療薬，抗がん剤などを使用していても通常生活を送っている，一見，健常者と見える方が増加し
ているので，注意が必要である。口腔のカンジダが原因で，血流性に深在性カンジダ症を引き起こし，重
篤な経過を惹起することがある。このため自覚症状の有無や意識レベルに関わらず，口腔内のカンジダ菌
をコントロールすることにより重篤な病態を予防・回避することが重要である。カンジダは常在菌であ
るので，単なる菌の検出だけでは疾患としてのカンジダ症の確定診断が困難であり，最も重要な診断のポ
イントは，口腔カンジダ症の症状を熟知することである。口腔カンジダ症は一般に白苔などのため白い粘
膜病変と考えられている。しかし，粘膜の発赤など，本来の炎症所見が前面に出ている症例も多い。
従来の抗真菌薬は他の薬剤との相互作用が多く併用薬に注意が必要である。そればかりか，薬剤の吸収

率が胃内容物の pHと関係があり，食事と内服のタイミング，胃酸分泌抑制剤（H2ブロッカー，プロトン
ポンプインヒビター等）の使用などに注意が必要である。さらに，投薬法や剤形の関係で嚥下障害や意識
障害のある症例には使用が困難なこともあり，しばしば投薬に苦慮する症例に遭遇する。最近，従来薬よ
り大幅に使いやすくなった新規治療薬が登場した。口腔粘膜に貼付する徐放剤であり，非常に使用が簡便
で，嚥下障害・意識障害や認知症など本人の協力が得られない場合でも使用でき，血中濃度の上昇が緩や
かである。新薬の登場による今後の治療の発展・展開に期待したい。
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スポンサードセミナー2
Maxillomadibular advancement の術後安定性を高める固
定法とプレート選択
Fixation method and plate selection to improve postop-
erative stability of Maxillomadibular advancement

日本大学歯学部口腔外科学第1講座
First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nihon Univer-
sity School of Dentistry

西久保周一

西久保 周 一（にしくぼ しゅういち）

1997 年 神奈川歯科大学歯学部卒業
1997 年～2000 年 千葉市稲毛区文教通り歯科クリニック
2000 年～2004 年 広島大学大学院 歯学研究科歯学系専攻
2004 年～2007 年 東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
2007 年～2009 年 亀田総合病院 歯科口腔外科 医員
2009 年～2012 年 東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座 助教
2012 年～2018 年 亀田総合病院 歯科口腔外科
2018 年～ 日本大学歯学部口腔外科学第 1講座 診療准教授

日本口腔外科学会 専門医・指導医
がん治療認定医（歯科口腔外科）
日本臨床細胞学会 細胞診専門医
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1970 年代に Guilleminault らにより睡眠時無呼吸症の概念が提唱されてから約 40 年経過しましたが，
閉塞性睡眠時無呼吸症（Obstructive Sleep Apnea：OSA）は比較的新しい疾患です。OSAの有病率はア
ジア人と欧米人で差はなく，アジア人では特徴的な骨格形態（2級，開 症，舌骨低位，軟口蓋が長いな
ど）がOSAに影響しているとされています。そのため，アジア人におけるOSAの手術療法の重要性は高
いと考えています。
2019 年に Stanford 大学より新しい睡眠外科手術のアルゴリズムが提案されました。このアルゴリズム
はTwo phase surgery と呼ばれ，段階的に生理的機能や気道形態を再評価する治療戦略となっています。
我々歯科医師がこの睡眠障害に対する治療に関与するのは，OSAに対する口腔内装置（OA）と外科治療
である上下顎同時前方移動術（MMA）とオトガイ舌骨筋牽引術（GA）です。OAは，一般的な保存療法
としての使用する以外にMMAによるOSAの改善の成否を術前に確認します。そして術前のOA治療後
に PSG検査を行い，AHI の改善を確認することを推奨しています。
手術では，上顎骨移動後の安定性が重要であると考えており，我々が考案したKumiki method および
Locking Screw-Pate system を使用しています。
今回は，当科で行っている Sleep surgery の術前の診断方法を踏まえ，手術術式の工夫についてまとめ
てみました。
明日以降の皆様の臨床に役立てれば幸いです。
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スポンサードセミナー2
こんな患者さんはどう治療する？―顎変形症編―
What would you do to such a patient?―Orthognathic sur-
gery case―

慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
Department of Dentistry and Oral Surgery, Keio University School
of Medicine

加藤 伸

加 藤 伸（かとう しん）

2002 年 3 月 奥羽大学歯学部卒
2002 年 4 月 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室入室
2005 年 4 月 静岡市立清水病院口腔外科医員
2007 年 5 月 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室助教
2012 年 4 月 日本口腔外科学会専門医
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顎変形症は頭部X線規格写真や顔面CT，顔貌所見を基に骨格および 合状態を分析し，矯正治療単独
か，顎矯正手術を併用するかを診断します。そして，手術適応症例では術式の選択，移動の方向や量を決
定するというパターンが多くを占めています。また，疾患の特性上，年齢は 10 代後半から 30 代で全身状
態が概ね良好な患者さんがほとんどです。そのために，顎矯正手術適応についての診断自体はそこまで悩
むことはありません。今回は様々な要因で手術実施を迷った顎変形症の症例を紹介することで，患者さん
に満足をしてもらえ，かつ，医療の安全性確保の両立を図る診断について討論する機会になればと考えま
す。

【症例 1】44 歳女性。既往歴Marfan syndrome。既往歴に僧帽弁閉鎖不全症に対し僧帽弁置換術を施行
歴あり。ワルファリン服用中。主訴は 合不全。現症は両側AngleIII 級，下顎前突および，右側偏位を認
めた。治療はヘパリン置換療法を行い上下顎骨形成術を実施した。

【症例 2】24 歳男性。既往歴に交通事故による顔面多発骨折があり，他院口腔外科にて観血的整復固定
術の施行歴あり。主訴は 合異常と顔貌変化の改善。現症は上下前歯の多数欠損と上顎後退症を認めた。
治療はCTデータを基に手術による顔貌変化を評価し，さらに複雑に変形治癒した骨格に対する手術が可
能かモデルサージェリーをおこなったのち，上顎骨形成術を実施した。

【症例 3】31 歳女性。既往歴として幼少期に左側耳下腺横紋筋肉腫に対し，他院小児外科で腫瘍切除術，
術後化学療法，放射線治療（Total 40Gy）がある。主訴は咀嚼機能と顔貌変化の改善。現症は左側上下顎
骨発育不良と左側頬部から下顎軟組織の陥凹，多数歯欠損を認めた。治療は放射線治療の照射範囲に顎骨
が含まれていたため，38 埋伏智歯抜歯を行い，その抜歯窩から骨露出を認めず骨形成像が確認できたた
め，下顎骨形成術を実施した。

【症例 4】26 歳女性。既往として von willebrand 病 Type1 があり当院血液内科で加療中。主訴は下顎前
突の改善。現症は両側AngleIII 級，側貌で Concave type を示した。治療はモニタリング下にDDAVP
の静脈内注射をおこない von willebrand 因子の上昇を確認したのち，自己血輸血 800cc を貯血し，上下顎
骨形成術を実施した。
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スポンサードセミナー3
小児期に発症した睡眠時無呼吸症に対する治療の重要
性～KaVo CT での検査・診断～
Importance of treatment for obstructive sleep apnea
from childhood.～Inspection/diagnosis by KaVo CT～

1．日本歯科大学附属病院：いびき・睡眠時無呼吸診療センター内科
2．東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科いびき・無呼吸外来
3．医療法人社団梓会古畑歯科医院古畑いびき睡眠呼吸障害研究所
1．Nippon Dental University Hospital：Snore ＆ Sleep Apnea Treat-

ment Center：Internal medicine：Clinical professor
2．Tokyo Medical and Dental University Dental Hospital：Dental

Clinic for Sleep Disorders（Apnea and Snoring）：Part-time lec-
turer

3．Medical corporation Azusa-kai Furuhata Dental Clinic：Furu-
hata Sleep Disordered Breathing Research Institute：Chairman

古畑 升1,2,3

古 畑 升（ふるはた みのる）

1978 年日本歯科大学卒業
1980 年東京都港区赤坂にて開業
日本睡眠学会前評議員 医療費適正委員会委員 歯科専門医
日本睡眠歯科学会前理事 評議員 認定医・指導医
日本歯科大学附属病院いびき・睡眠時無呼吸診療センター内科臨床教授
東京医科歯科大学附属病院快眠歯科いびき・無呼吸外来非常勤講師
医療法人社団梓会 理事長
古畑いびき睡眠呼吸障害研究所 所長
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第 34 回日本口腔診断学会・第 31 回日本口腔内科学会合同学術大会の開催，おめでとうございます。
「口腔疾患の診断・治療並びに予防の発展を期すとともに，生涯にわたる患者の健康維持に貢献すること
を目的とする」という学会趣旨は，私の診療にも通ずるものがあります。
医科と連携を図りながら睡眠歯科領域を専門として診療を行ってきた中で，様々な症例に遭遇するこ

とがありました。今回は「小児期からの睡眠時無呼吸症の治療の重要性」について発表をさせて頂きます。
また，睡眠歯科分野では上気道の診断が重要となるため，KaVo CTを活用した検査・診断の有用性に
ついてもご紹介いたします。

閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）治療の目標は，様々な自覚症状を改善しQOLを向上させ，生命予後を延
長させることです。私たち歯科医師は，痛みを改善し，よく噛める様にすることに関しては日常的に意識
していますが，心筋 塞，脳 塞など致死的な病気を発症する可能性のある患者の，生命予後を意識して
診療することはあまりなかったといえます。OSA治療はそれを強く意識する必要があるところが，今まで
の歯科診療との違いであると考えます。
OSAの原因の多くは肥満であるといわれていますが，日本人の人種的な特徴である顎顔面形態により，

肥満でなくてもOSAを発症することがわかっています。肥満者が多いアメリカと少ない日本では，OSA
の有病率に差がないことも知られていますが，日本人の顎が小さいことが理由であるとされています。
OSAの原因は多岐にわたり，その中で重要な位置を占めているのが解剖学的バランス理論です。顎顔面の
骨格と軟組織量のバランスが原因であるという理論です。その理論に基づき，小児期からのOSA発症，
増悪の予防の重要性についてもお話ししたいと考えています。
今まで歯科は口腔内だけを診ていると思われてきましたが，全身的な健康を考えなくてはならない時

代になりました。睡眠医療において歯科は重要なポジションにいます。厚労省が重要な医療課題として掲
げる 5疾病は，がん，脳卒中，急性心筋 塞，糖尿病及び精神疾患で，がん以外はOSAが隠れた増悪因
子であることがわかっています。ハリソン内科学に『OSAHSは最近 50 年間で明らかになってきた最も重
要な病態の 1つである。』『世界中で死亡の重要な原因の 1つでもある。』と記載されています。歯科医療に
おいてはまさにパラダイムシフトと呼ぶにふさわしい分野です。



スポンサードセミナー4
（共催　帝人メディカルテクノロジー株式会社）
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スポンサードセミナー4
『顎骨精密再建フルカスタムチタンプレートの臨床応
用』～産官学連携事業「健康寿命たかつきモデル」から見
えた 合再建の重要性～
The innovation of additive manufacturing titanium Plate
for jaw reconstruction and introduction of“Takatsuki
model project”of the industry-government-academia col-
laboration.

大阪医科薬科大学医学部口腔外科学教室
Department of Oral Surgery, Division of Medicine for Function and
Morphology of Sensory Organs, Faculty of Medicine, Osaka Medical
and Pharmaceutical University

植野 高章

植 野 高 章（うえの たかあき）

1988 年 岡山大学歯学部歯学科卒業
1988 年 岡山大学歯学部口腔外科学第一講座 研究生
1993 年 岡山大学歯学部附属病院 助手（第一口腔外科）
1995 年 米国ワシントン大学（シアトル）歯学部顎顔面外科学教室留学
2007 年 カリフォルニア大学ロサンジェルス校歯学部 招聘（文部科学省）
2008 年 John Hopkins Medical Center Singapore 派遣（中国・四国がんプロ養成コンソーシアム）
2009 年 福井大学 医学部 准教授（口腔外科学教室）
2011 年 大阪医科大学医学部 教授（口腔外科学教室）



83

口腔は，摂食，嚥下，会話などヒトが生きるうえで重要な機能を担っていて，その機能を回復すること
はわれわれ歯科医師の大切な役割です。近年，こうした口腔機能の低下が高齢者の動脈硬化症，肺炎，糖
尿病，脳の認知機能などに影響を与えるとの研究が注目されていますが，まだ十分なエビデンスがあると
は言えません。われわれは 2017 年より本学の位置する大阪府北部中核都市の高槻市で，口腔健康から健
康寿命の延伸を目指した産官学連携事業「たかつきモデル」を行なっています。この講演ではこのリサー
チモデルと，そこから得られた口腔機能と全身の関係，例えば 合機能低下が，動脈硬化や認識能力低下
を引き起こすこと，糖尿病や肺炎に関与する口腔内細菌叢変化にも影響を与えることなどについて，研究
成果を紹介させていただきます。従来の歯科治療や外科治療の目的は 合機能回復，つまり治療後にしっ
かりと めることにありましたが，この研究から， 合再建の最終ゴールは 合機能回復と，そこから患
者の加齢に伴う重症疾患発生の予防を見据えるという新しい課題が示唆されました。さらにこの視点か
ら，われわれは専門である口腔外科再建において高い術後機能回復を可能とする顎骨精密再建技術の開
発も行っています。これは，患者CTデータをもとにチタン粒子から積層造形法により固定用プレートを
フルカスタムで設計・作製する技術です。術者が患者CTデータから PC画面上で骨欠損部形状に適合し
たプレートをデザインし，デザイン情報をもとに積層造形機器で純チタン粒子を高温レーザーで溶融，溶
融層を重ねるいわゆる 3Dプリンター技術でデザインしたプレートが作製されます。われわれは先行症例
として顎骨小欠損で，このフルカスタムデバイスを使用した骨造成を行ない，その結果，有効性，適合性，
安全性を確認することができ，またいずれの症例も良好な結果を得ることができました（認定臨床研究審
査委員会承認：大阪医科薬科大学）。講演ではフルカスタムデバイスの作製過程や臨床使用症例も紹介さ
せていただきたいと思います。またわれわれは広範な顎骨欠損への応用開発も行なっており，その将来的
な臨床への展開についてもお話させていただきます。医工学テクノロジーの著しい進歩により，CTデー
タから選択するセミカスタムデバイス動脈ステントやオーダーメイド人工関節など様々な領域で臓器適
合型カスタムメイドデバイスが実用化されています。これらはいずれも術後の高い機能再建を目指して
開発されたものです。この講演を通して，たかつきモデルから見えてきた 合機能回復の重要性と，それ
を支える顎再建カスタムメイドプレート開発・応用について知っていただけたらと思います。
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O-01
大分県姫島村一般住民における口腔潜在的悪性疾
患の保有率：Preliminary Report

阿部史佳，河野辰行，内田佳奈，河野憲司
大分大学医学部歯科口腔外科学講座

【緒言】口腔咽頭癌の 5年相対生存率は近年徐々に改
善傾向にあるものの，いまだ 60％台となっている。進行
癌が減らないことが一因であると考えられるが，口腔が
ん検診などの啓発活動を行っても状況はなかなか改善
してこない。口腔癌の早期発見・治療のためには口腔白
板症や口腔扁平苔癬などの口腔潜在的悪性疾患
（OPMD）の段階から住民が認知していくことが重要で
あると考える。今回，大分県姫島村での「特定健康診査
および健康診査とがん検診」に参加し行った口腔がん検
診より，一般住民のOPMD保有率についてデータが得
られたので報告する。
【対象・方法】令和 2年 9月 10 日～12 日に大分県姫
島村で行われた上記健診の受診者を対象に，当科の口腔
外科専門医 3人で口腔粘膜の診察を行った。
【結果】総受診者数は 471 人（男 199 人，女 272 人），
年齢は 23～95 歳（平均年齢 70.4 歳）であった。40 歳代，
50 歳代の受診率は 20％を下回っており，年代間での受
診率に差がみられた。単発性の白色病変を口腔白板症，
多発性の紅白色病変を口腔扁平苔癬と臨床診断した。な
お，臼後部の角化症や摩擦性角化症は除外した。要精査
者は 30 人で，そのうちOPMDは口腔白板症 16（3.40％）
人，口腔扁平苔癬 10 人（2.12％），合計 26 人（5.52％）で
あった。いずれも本人は病変を自覚してなかった。後日，
姫島診療所歯科にて 19 例に細胞診を行い，細胞異型は
なかった。今後は同診療所での経過観察と，必要時に生
検を行う方針である。なお喫煙，飲酒との明らかな関連
は捉えられなかった。
【結論】口腔の健康に関わる職種者（oral health care
provider）は一般住民がOPMDを意外と高い頻度で保
有していることを意識し，注意深く口腔粘膜を観察する
必要があると考える。

O-02
Angina Bllosa Haemorrhagica の 1例

須佐美康平1，小池将人1，佐藤英和2，清水博之1，
中川種昭1，角田和之1

1．慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 2．ひでかず歯科口
腔外科クリニック

【緒言】
口腔に発症する水疱形成疾患は様々な刺激により視

診型が変化し，診断が困難な場合が多い。Angina Bul-
losa Haemorrhagica；ABHは口腔咽頭粘膜に反復性に
生じる出血性水疱として，1967 年 Badhamによって報
告された水疱形成疾患である。水疱は軟口蓋に好発し，
数分から数時間で自壊する事が多く，臨床的にはびら
ん・潰瘍などの粘膜疹として観察される。今回われわれ
は臨床症状，各種検査よりABHと診断し得た 1例を経
験したので，その概要を報告する。
【症例の概要】
患者は 49 歳，女性。当科初診 2年前頃より，食事中に

咽頭部の腫脹感， 痛，および出血が数回あった。その
後も食事中に頬粘膜，舌の反復性血疱形成を自覚し，某
口腔外科を受診したが経過観察となり，X年 3月に当科
紹介受診した。初診時口腔粘膜には明らかな水疱や血疱
はなく，頬粘膜の粗造面と舌縁部にびらんを認めた。初
診時診断：自己免疫性水疱症，出血性素因，ABH。一般
採血および自己免疫性水疱症自己抗体検査では異常は
なかった。頬粘膜より実施した組織生検では組織学的に
基底膜下の裂 形成を認めたが，直接蛍光抗体法は陰性
であった。臨床経過及び各種検査結果より総合的に
ABHの診断となった。当科からはベクロメタゾン，デキ
サメタゾン，他院内科よりトラネキサム酸が処方され
た。その後定期的な経過観察を行い，X年 5月より症状
発現の頻度は大幅に減少し，現在まで経過観察中であ
る。
【結語】
口腔に発症する水疱症では殆どの症例で水疱が自壊

する。ABHはその疾患特異性から，診察時に血疱を確認
できる機会に乏しいため，診断には慎重な病歴，経過聴
取に加えて，組織生検や血液検査など，水疱症や出血素
因を除外するために各種検査が必要であると考えられ
た。



一般演題（口演）

86

O-03
水疱性類天疱瘡における口腔症状の臨床的検討

信濃龍二1，桒原正浩1，深川大輝1，清水博之1，
小池将人1，臼田 聡1，加藤 伸1，高橋勇人2，
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

【緒言】
口腔に発症する代表的な自己免疫性水疱症には，尋常性
天疱瘡や粘膜類天疱瘡などがある。一方，自己免疫性水疱
症のなかでも水疱性類天疱瘡（Bullous Pemphigoid；
BP）は高齢者の全身皮膚に好発し，緊満性水疱と掻痒を伴
う浮腫性紅斑を特徴とするため，口腔症状の発現がなけれ
ば歯科を受診する機会は少ない疾患である。しかし口腔症
状が先行するBP症例の報告もあり，その口腔症状の理解
は歯科においても重要になる。そこで本研究ではBP症例
における詳細な口腔症状を臨床的に検討することを目的
とした。
【対象と方法】
対象は 2009 年から 2020 年の期間中に当院皮膚科を受
診しBPと診断された症例で，年齢，性別，口腔症状の有
無，発症部位，Bullous Pemphigoid Disease Area Index；
BPDAI などについて検討した。
【結果】
対象症例は 105 例でその内訳は男性 57 例，女性 48 例で
あった。年齢は平均年齢 74 歳（40 歳～101 歳）であった。
そのうち口腔症状を認めた症例は 42 例（40％）で，その内
訳は男性が 21 例（50％），女性が 21 名（50％）であった。
口腔における発症部位別の検討では，口蓋が 21 例と最も
多く，次いで頬粘膜 16 例，歯肉 9例，口唇 8例の順であっ
た。BPDAI を用いた検討では口腔症状を有するBP症例
はその値が高い傾向が見られた。また，糖尿病治療薬の
Dipeptidyl peptidase-4 阻害薬（DPP-4i）に関連すると考え
られるDPP-4i 関連 BP症例は 21 例（20％）で，男性にや
や多く口腔症状を伴う症例は 12 例（57％）であった。
【結論】
BPにおいては主症状が皮膚であり，口腔症状に関する
報告は散見されるものの，その詳細に関する情報は少な
い。本研究では年齢，性別などは一般的なBP症例の既報
告と同様の結果となった。一方で口腔症状の合併率に関し
ては，既報告より高い結果となった。また皮膚の病勢と口
腔症状の関連性も示唆されるため，BPの診断，治療におい
ては医科との緊密な連携が必要であると考えられた。

O-04
口腔粘膜上皮細胞に対するチロシンキナーゼ活性
阻害薬スニチニブによるアポトーシス誘導作用の
解析

深田翔平1，太田耕司2，加藤大喜1，佐久間美雪1，
室積 博1，鳴瀬貴子1，中川貴之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
医系科学研究科公衆口腔保健学

【目的】
スニチニブ（スーテントⓇ）は血管内皮増殖因子受容体

（VEGFR）などを阻害するチロシンキナーゼ活性阻害薬で
あり，本邦ではイマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍および
根治切除不能または転移を有する腎細胞がんの治療薬とし
て承認されている。一方，スニチニブ投薬患者は抜歯後など
の口腔粘膜の治癒不全，口腔粘膜炎などの口腔内合併症を
発症することが報告されている。しかしながら，スニチニブ
の口腔粘膜上皮細胞への傷害メカニズムについては明らか
にされていない。そこで本研究はスニチニブ添加による口
腔粘膜上皮細胞への細胞障害，アポトーシス誘導への影響
について検討した。
【材料・方法】
不死化ヒト口腔粘膜上皮細胞（RT7）にスニチニブを含め

た各種分子標的薬を投与し，24 時間後の乳酸脱水素酵素
（LDH）活性から細胞障害性を測定した。RT7 にスニチニブ
を添加し断片化されたDNAを TUNEL法によって検出し
た。また，FITC標識AnnexinV/PI 染色で同定されたアポ
トーシス細胞比率をフローサイトメトリーによって検討し
た。さらに，アポトーシス関連蛋白の発現や p38MAPK
のリン酸化に対するスニチニブの影響をWestern blotting
法により検討した。
【結果】
各種分子標的薬の中でも，スニチニブはRT7 への高い細

胞障害性を認めた。スニチニブ添加によってDNAの断片
化とAnnexinV 陽性細胞の増加を認め，アポトーシスを誘
導することが示唆された。また，アポトーシス関連蛋白の
Caspase3，PARPのリン酸化の増加と抗アポトーシス蛋白
Bcl-2 の発現が減少した。スニチニブによって p38MAPK
のリン酸化が増加し，p38MAPK阻害剤を添加することで
アポトーシスの抑制が示唆された。
【結論】
スニチニブは口腔粘膜上皮細胞に対してアポトーシスを

誘導することが示唆された。スニチニブ誘導性のアポトー
シスは p38MAPKの活性化が関連していることが示唆さ
れた。p38MAPKの阻害はスニチニブによって誘発される
口腔粘膜炎の抑制になり得る可能性があると考えられた。
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O-05
脳 塞後に味覚障害を生じた一例

柏崎明子1，神部芳則1，平野萌香1，川嶋理恵1，
山崎裕子1，山本亜紀1，森 良之1，飯久保正弘2

1．自治医科大学歯科口腔外科学講座 2．東北大学大学院歯学研究
科歯科医用情報学分野

【緒言】味覚障害は加齢，亜鉛欠乏，口腔乾燥，風味障
害，病気の合併症，薬物の副作用，心因性など様々な原
因で生じる疾患である。今回，われわれは脳 塞の 3ヶ
月経過後に味覚および嗅覚障害を発症した 1例を経験
したので報告する。【症例】88 歳，女性。主訴：舌がピ
リピリする。現病歴：半年前の脳 塞の後，3ヶ月ほど
たってから亜鉛を服用しはじめた。その後，味がわかり
にくくなり，舌尖部，舌縁部にピリピリしびれた感じが
ある。口腔内所見：口腔乾燥 軽度。上下総義歯使用。
舌苔付着 軽度。舌乳頭の萎縮はなし。既往歴：高血圧，
脳 塞。現在，亜鉛服薬は一旦中断している。内服薬は
クロピトグレル硫酸塩，アムロジピンベシル酸塩，ボノ
プラザンフマル酸塩，テブレノン，ブチゾラム。臨床検
査所見：安静時唾液量，2.5ml/15 分。サクソンテスト 2.9
g/2 分。レトロネイザル検査問題なし。オープンエッセ
ンス 3/12。電気味覚検査では舌咽神経支配領域の右側
のみが鈍く他は正常であった。 血清亜鉛値は 77µg/dl。
ろ紙ディスク法では鼓索神経支配領域では苦味は正常
だが，右側では甘味，酸味，うまみに味覚錯誤，塩味に
脱失があり，左側ではうまみ，塩味が正常で甘味，酸味
が脱失していた。舌咽神経支配領域では右側で甘味を苦
味との味覚錯誤がみられたが他はほぼ正常であった。全
口腔法ではやや閾値上昇はあるものの，ほぼ正常であっ
た。細菌検査：カンジダ陽性。簡易 12 脳神経検査では著
しい左右差は認めなかった。脳 塞後のMRI 画像では，
陳旧性～亜急性多発脳 塞および動脈硬化性変化がみ
られるとの結果であった。味覚障害の原因は味覚の伝導
経路における障害部位から，末梢レベル障害，神経レベ
ル障害，中枢レベル障害に分類される。今回は中枢レベ
ル障害と考えられた。【結語】今回われわれは脳 塞のあ
と，味覚障害を生じた一例を経験したので若干の文献的
考察を踏まえ報告する。

O-06
口腔扁平苔癬と口腔苔癬様病変の3施設における
2つの病勢評価法の比較検討

三邉正樹1，稲田潤一郎1，秋山友理恵1，森田奈那2,3，
浮地賢一郎1，関川翔一4，渡部幸央4，清水博之5，
角田和之5，松浦信幸2，河野通良6，高橋愼一6，
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．東京都保健公社多摩北部医療セン
ター歯科口腔外科 4．東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外
科 5．慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科 6．東京歯科大学市川
総合病院皮膚科

【緒言】口腔扁平苔癬（OLP）と口腔苔癬様病変（OLL）
の病勢評価法について世界的なコンセンサスは得られ
ておらず，個々の研究で病勢評価法が異なり治療法に関
する研究で得られた結果の比較が困難となっている。今
回，本邦においてOLPと OLLの病勢評価法を統一すべ
く，既に有用性が検証されている 2つの方法を比較検討
する 3施設（A；東京歯科大学市川総合病院，B；多摩総
合医療センター，C；慶応大学病院）共同研究を行った。
【対象・方法】OLP23 例と OLL7 例の口腔内写真につい
てREU scoring system（REU）と Escudier test（Esc）
を用いて施設A6名，B6 名，C5 名の歯科・口腔外科医
が 2回評価を行い，同一評価者間と異なる評価者間の再
現性をスピアマンの順位相関係数で確認した。REUは
口腔内を 10 部位に分け各部位で性状ごとに重症度を変
えて病変の大きさをスコア化する簡便な方法である。一
方Esc は口腔内を 17 部位に分け各部位で病変の範囲と
性状による重症度をスコア化しその積から活動度を算
出して詳細に評価する。【結果】同一評価者間の再現性
（REUvsEsc）は，施設AはOLP0.91vs0.93，OLL0.88vs
0.88，Bは OLP0.84vs0.81，OLL0.83vs0.75，Cは OLP0.94
vs0.91，OLL0.87vs0.87 であり，BのOLLで REUが高い
傾向を認めた。異なる評価者間の再現性は，施設Aは
OLP0.87vs0.86，OLL0.73vs0.65，B は OLP0.84vs0.81，
OLL0.63vs0.66，Cは OLP0.85vs0.78，OLL0.80vs0.66 で
あり，CのOLP，OLLで有意に REUが高かった（t-
test；P＜0.01）。【結論】REUと Esc は共に施設によらず
再現性が高く，REUは Esc よりも簡便だが同等以上の
再現性が得られた。
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O-07
口腔粘膜病変を契機に診断されたクローン病の1
例

福谷多恵子1，谷 亮治1，三島健史1，古庄寿子2，
虎谷茂昭1,3

1．広島大学病院顎・口腔外科 2．広島大学大学院医系科学研究科
口腔顎顔面病理病態学 3．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

【緒言】クローン病（Crohn’s disease，以下 CD）は，
回腸の原因不明の慢性炎症性疾患としてCrohn らによ
り 1932 年に報告された。後に口腔から肛門までの全消
化管にも本疾患が起こり得ることが報告されている。今
回，われわれは口腔粘膜病変を契機に診断されたCD
の 1例を経験したので報告する。【症例の概要】患者は
15 歳男性。●●年 3月，右側下顎頬側歯肉部の 20 mm
大の腫瘤形成を主訴に当科初診した。血管腫の診断下，
切除術を施行し，海綿状血管腫の病理診断を得た。術後，
経過観察していたが，同年 12 月左側頬粘膜の接触痛を
主訴に再診した。両側頬粘膜に敷石状の粘膜膨隆と両側
下顎臼歯部の歯肉頰移行部に潰瘍形成を認めた。難治性
口内炎の診断下，デキサメタゾン軟膏を投与したが症状
改善せず，翌年 2月に生検を施行した。組織学的には，
高度の慢性炎症細胞浸潤と幼若な肉芽腫の形成を認め，
病理診断は潰瘍形成を伴う肉芽腫性炎であった。消化器
症状や呼吸器症状は乏しかったが，CDやサルコイドー
シスなどを疑い，当院内科に対診した。呼吸器内科の精
査ではサルコイドーシスを示唆する所見は認めなかっ
た。消化器内科での上下部消化管内視鏡検査の結果，十
二指腸から大腸に及ぶ消化管の広い範囲に潰瘍および
アフタ様のびらんが観察された。回腸に縦走潰瘍瘢痕，
胃に竹の節状外観，肛門には肛門周囲膿瘍を認めた。S
状結腸のびらんを生検し，多核巨細胞の出現を伴わない
肉芽腫形成を認め，CD（小腸・大腸型）と確定診断され
た。3月より消化器内科にてメサラジンの投与が開始さ
れたが下痢などの消化器症状が出現し，改善を認めな
かったため，11 月よりアダリムマブ投与を併用された。
現在，消化器症状は軽快し，CDは寛解状態を維持して
おり，口腔病変もほぼ消失している。【結語】口腔の難治
性潰瘍に対して全身疾患の存在も念頭に精査する必要
があると考えられた。

O-08
アプレミラストへの薬剤変更が有効であったベー
チェット病の1例

明由理亜1，三邉正樹1，秋山友理恵1，稲田潤一郎1，
浮地賢一郎1，松浦信幸2，河野通良3，高橋愼一3，
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．東京歯科大学市川総合病院皮膚科

【緒言】ベーチェット病（以下BD）は，皮膚や粘膜に
症状を示す全身性炎症性疾患である。口腔潰瘍は必発症
状で， 痛により摂食障害をきたしQOLの低下を招
く。近年BDの口腔潰瘍に対し，ホスホジエステラーゼ-
4 阻害剤であるアプレミラストが承認された。今回，BD
の標準治療で薬剤性肝障害を来したためアプレミラス
トを適用し，肝障害と口腔潰瘍が軽快した症例を経験し
たので報告する。【症例】患者は 73 歳，男性。20 代から
口腔潰瘍の再燃を繰り返していた。口腔潰瘍による摂食
障害が増悪したため，2016 年 4 月に当科を紹介受診し
た。背部と下肢に痤瘡様皮疹を認めたためBDを疑い当
院皮膚科に依頼し，歯科・口腔外科と皮膚科の合同外来
（粘膜疾患外来）での診療を行った。陰部潰瘍も認め，BD
不全型と診断された。初診時の血液検査はCRP2.06 と
上昇を認めたが末梢血白血球数，免疫グロブリンは基準
値内であり，針反応やHLAB-51 は陰性であった。口腔
潰瘍の病勢は ulcer severity score（USS）と NRSを用い
て評価し，初診時はUSS49/80，NRS10/10 であった。治
療は，コルヒチンとミノマイシン塩酸塩，半夏瀉心湯の
内服，ステロイド含嗽薬の外用にて，皮疹，陰部潰瘍，
口腔潰瘍（USS11，NRS3）ともに制御されていたが，薬
剤性肝障害を認めたため減薬したところ口腔潰瘍と皮
疹の再燃を認めた（USS36，NRS5）。そこで，内服薬は
アプレミラスト単剤に変更し，ステロイド外用薬は 痛
時屯用とした。アプレミラスト変更直後の口腔潰瘍は
USS15，NRS0 であり，肝機能は軽快傾向であった。現
在，薬剤変更後 1年経過し，口腔潰瘍はUSS15，NRS
0，肝障害の再燃は認めず，その他の副作用もなく維持で
きている。【結語】BDについて，アプレミラストは単剤
でも，これまでの標準治療に匹敵する効果が得られる可
能性が考えられた。
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O-09
顔面神経麻痺を伴った壊死性唾液腺化生の1例

吉田佳史1，Victor Jose Kitano Flores2，酒井克彦1，
野村武史2，松浦信幸1

1．東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 2．東京歯
科大学口腔腫瘍外科学講座

【緒言】壊死性唾液腺化生症（NSM）は，病因が不確
かで稀な良性唾液腺病変である。局所誘因としては，喫
煙や不適合義歯等の慢性刺激，局所麻酔や外科処置，外
傷，上気道感染，腫瘍，放射線治療等が報告されている。
今回，皮膚科にてカポジ水痘様発疹と診断された後，顔
面神経麻痺を伴う口蓋部NSMを発症した 1例を経験
した。また，当科において過去にNSMと診断された症
例の後方視的な知見も踏まえて報告する。
【症例の概要】78 歳，男性。主訴は口蓋部悪性腫瘍疑
いの精査であった。既往歴は心房細動，肺気腫，交通外
傷であった。2月より顔面の浮腫と皮膚の発赤，眼脂を
認め，当院皮膚科と眼科を受診。カポジ水痘様発疹症の
診断からバラシクロビル内服を開始し，顔面の浮腫と皮
膚の発赤，眼脂は消退傾向にあったが，経過観察中に右
側硬口蓋に潰瘍性病変を認め，202X年 3 月に当科紹介
となった。右側硬口蓋ほぼ全体に一部骨露出を伴う潰瘍
性病変と接触痛を認めた。また右側顔面神経麻痺を認め
た。口蓋部の潰瘍の細胞診にて classII，NILMと炎症性
病変と診断された。血液検査にてWBC13800，CRP5.94，
血清アミラーゼ 97，HSV陽性，VZV陽性であり，カポ
ジ水痘様発疹症の再発を疑いバラシクロビルを投与し
たが，病状の改善はみられなかった。病理組織診にて壊
死性変化は目立たないが，粘膜の一部に潰瘍形成と腺房
組織に高度な好中球等の炎症細胞の浸潤，扁平上皮化生
が認められたことからNSMと診断。 痛に対して含嗽
薬や鎮痛薬を使用し経過観察を行った。診断確定から 7
日経過したところで周囲より上皮化が開始され，3週間
経過後には潰瘍はほぼ消失した。顔面神経麻痺について
は徐々に消退傾向にはあるも，現在も残存している。
【結語】今回，カポジ水痘様発疹と診断された後，顔面
神経麻痺を伴う口蓋部NSMを発症した 1例を経験し
た。

O-10
急速な増大を示した顎骨転移を伴わない肺腺癌の
歯肉転移の一例

高橋真実子，阿部成宏，篠田健太，相澤聡一，
眞宮 淳，武元 徹，北野尚孝
日本大学医学部附属板橋病院耳鼻咽喉・頭頚部外科学系歯科口腔外
科分野歯科口腔外科分野

【緒言】口腔内の転移性癌は比較的まれであり，口腔領
域への転移性癌の発生頻度は，全口腔内腫瘍の 1～2％
に過ぎないとしている。その中でも顎骨転移ではない歯
肉への転移癌は極めてまれであるとされている。われわ
れは肺腺癌の顎骨転移を伴わない歯肉転移をきたした
1例を経験したので，若干の文献的考察を加え報告す
る。
【症例の概要】症例は 89 歳男性。肺腺癌のため入院し
ていた。CT画像所見にて肺癌の多臓器転移が認められ
た。骨への転移を抑制するためにヒト型抗RANKLモ
ノクローナル抗体製剤の使用前，患者は当科を受診し，
予後不良歯の抜歯を行った。抜歯の 6か月後に上顎臼歯
部に骨吸収を伴わない急速に増大する腫瘤を認めた。そ
の後，組織生検が行われ，病理組織学的検査結果と臨床
所見より，肺癌の口腔内転移と診断された。
【結果】本邦において，肺腺癌の口腔内転移は渉猟し得
た範囲では自験例も含めて 36 例と比較的まれであっ
た。その中でも顎骨転移を伴わない肺腺癌の歯肉転移は
自験例を含めて 12 例であり，まれであった。
平均年齢は 73.0±12.1 歳，男女比は 11：1 で圧倒的に
男性に多く認められた。生存期間の平均は 5.0 か月と極
めて予後不良であった。特に口腔内に転移が発生してい
る場合，一般的に広範囲に転移巣が存在していることが
多く，さらに予後不良であったと報告している。歯肉転
移では摂食障害および消化管での吸収障害が生じ，全身
衰弱や感染を併発し，Quality of life が低下する。そのた
め早期診断を行うことが重要となる。過去の報告では転
移巣に対して外科療法，化学療法および放射線療法を
行っているものがある。これらの治療により，口腔内転
移病巣が制御できたことも報告されているが，このよう
な患者は全身状態が良好ともいえない場合が多く，口腔
内転移病巣に対する治療に関しては行うか否かについ
て充分に検討する必要がある。
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O-11
臼後三角部に生じた診断に苦慮した脂肪腫の1例

塚田裕樹1，加藤 宏1，岡崎寛弥2，有泉高晴1，
小郷直之1，大野啓介1，吉田秀児1，渡邊 章1，
片倉 朗2，髙野正行1

1．東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 2．東京歯科大学口腔病態
外科学講座

【緒言】脂肪腫は成熟した脂肪細胞からなる良性腫瘍
で，口腔内における発生部位は頬粘膜が多く，臼後三角
部に発生した報告は極めて稀である。今回，臼後三角部
に発生した脂肪種の 1例を経験したので，若干の文献的
考察を加えて報告する。
【症例の概要】患者：66 歳女性。20XX年 10 月末より
下顎右側歯肉腫脹を自覚し，近歯科医院を受診，同年 12
月に精査加療目的で当科紹介受診となった。口腔内所見
は下顎右側臼後三角部に 20×10×10mm大の有茎性で
弾性軟，無痛性の外向性腫瘤を認めた。被覆粘膜には
合による擦過が原因と思われるびらん形成を認めた。パ
ノラマX線写真では病変相当部の不透過像及び病変周
囲骨の吸収像を認めず，隣在歯との関連も認めなかっ
た。造影MRI 検査ではT1強調像，T2強調像ともに低
信号を呈し，内部は不均一な造影効果を示したが，診断
には至らなかった。有茎性の形態から臨床診断を非歯原
性良性腫瘍とし，局所麻酔下に切除術を行った。病理組
織学的所見は錯角化重層扁平上皮に被覆された脂肪細
胞からなる結合組織を認め，単純脂肪腫との診断であっ
た。現在，術後 6か月が経過しているが再発所見はなく
術後経過良好である。
【考察】単純脂肪腫は口腔内にできる脂肪腫で最も多
いとされている。これまでの報告では，口腔内では頬粘
膜が最も多く，次いで舌，口底，歯肉の順で，臼後三角
部の発生報告は本邦では 2例にとどまる。臼後三角部に
は臼後腺が存在し，唾液腺腫瘍等の鑑別疾患には注意を
払う必要がある。画像検査においては一般にMRI が優
先すべきとされ，脂肪腫はT1強調像で内部均一な高信
号を呈するとされている。しかしながら本症例ではT1
強調像，T2強調像ともに低信号を呈し，内部は不均一な
造影効果を示し，術前の診断が困難であった。
【結語】臼後三角部に生じ診断に苦慮した脂肪腫の 1
例を報告した。

O-12
塩酸ピロカルピン含有ヒアルロン酸シートによる
口腔乾燥症の局所治療

山本直典1，中野旬之1，田中晶子2，岡江 梓1，
鈴木 慶1，小越菜保子1，中島世市郎1，真野降充1，
米戸邦夫3，坂根稔康2，植野高章1

1．大阪医科薬科大学感覚機能形態医学講座口腔外科学教室 2．神
戸薬科大学製剤学研究室 3．（株）リタファーマ

【緒言】
ヒアルロン酸は，皮膚， ，軟骨等に存在する生体成
分であり，保湿効果があることから口腔内にも保湿成分
として使用されている。ヒアルロン酸単体は，粉末形状
のため口腔粘膜に付着しにくい欠点があったが，米戸
（研究協力者：（株）リタファーマ）がヒアルロン酸水溶
液を凍結乾燥し，シート状にすることに世界で初めて成
功し特許を取得した。この凍結乾燥ヒアルロン酸シート
により口腔粘膜の湿潤面への良好な付着が可能となり，
唾液等を吸収してゲル化することで，口腔粘膜への投与
が容易となった。この特性に着目し新規DDSとして，塩
酸ピロカルピンを含有した凍結乾燥ヒアルロン酸シー
トの開発に取り組み，今回は唾液分泌量に与える影響に
ついて検討を行ったので報告する。
【材料・方法】
6週齢 Syrian ハムスターの頬袋に 1辺 5mmの塩酸

ピロカルピン（PCP）含有凍結乾燥ヒアルロン酸シート
の貼付時（口腔内投与）と PCP200µg を経口投与したと
き（経口投与）の粘膜下薬物濃度と血中薬物濃度の測定
を行った。粘膜下薬物濃度の測定は透析用チューブを頬
粘膜直下に挿入し半透膜部を PCP［NY1］含有凍結乾燥
ヒアルロン酸シートの直下くるように装着し，透析用
チューブに PBSを毎分 3µL の流速で注入し，回収した
灌流液の濃度を測定し行なった（Microdyalysis 法）。
【結果】
ヒアルロン酸シート貼付時（口腔内投与）の血漿中ピ
ロカルピン濃度は，経口投与時と比較して，顕著に低い
値を示し，両者には大きな相違が観察された。一方で，
粘膜下組織中濃度は逆転し，ヒアルロン酸シート貼付時
（口腔内投与）の濃度が経口投与と比較し有意に高かっ
た。
【結論】
PCPを含む凍結乾燥ヒアルロン酸シートによる投与
は，PCPが血中に溶解せず粘膜下組織に滞留する可能
性が示唆され，ドライマウスの治療法として有効かつ副
作用の少ない新規DDSとなる可能性があると考えられ
た。
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O-13
舌潰瘍を初発症状として診断された第一期梅毒の
一例

坐間 学，小宮山雄介，大谷紗織，俵藤俊暉，
和久井崇大，藤田温志，川又 均
獨協医科大学口腔外科学講座

【緒言】梅毒は Treponema pallidum（以下 Tp）の感
染による代表的な性行為感染症の 1つである。第 1期梅
毒の初期症状として感染局所に硬結や硬性下疳および
無痛性の所属リンパ節腫脹を引き起こす。今回われわれ
は舌潰瘍を初発症状として精査を進め，第 1期梅毒の診
断を得た一例を経験したのでその概要を報告する。【症
例の概要】患者は 62 歳男性，1ヵ月前から左舌縁部の
痛を自覚し，近歯科医院にて左舌アフタ性口内炎との診
断で経過観察したが，その後潰瘍増大し当科を紹介受診
した。左舌下面に周囲硬結を伴う潰瘍性病変（23×14
mm）を認め，左顎下において固着性・拇指頭大のリン
パ節腫脹を認めた。初診時診断を舌扁平上皮癌（T2N3
bMx）とし生検術を施行した。精査目的に入院を計画し
血液検査を施行したところRPR検査陽性，抗TP抗体
検査陽性を認めた。再度問診し，数週間前に梅毒感染の
可能性のある性交渉が明らかになった。追加で施行した
HIV検査は陰性であった。第 1期梅毒の可能性を考慮し
生検結果を待ちながら，当院総合診療科と共診のうえ精
査を進めた。生検結果では悪性腫瘍を疑う所見は認め
ず，第 1期梅毒（舌硬性下疳）との最終診断を得た。ア
モキシシリン 2g，プロベネシド 2gを 1 か月間投与した
ところ，硬性下疳は消失しRPRも低下した。【結果（結
語）】性交様式の多様化に伴い，口腔及び頸部リンパ節腫
脹を初発症状とした早期梅毒患者症例が増加すること
が容易に予想される。そのため，われわれ歯科医師が正
確な患者情報の把握や梅毒の可能性を考慮して診断に
あたることが梅毒の蔓延を抑制することに重要である
と考える。

O-14
口腔カンジダ症と唾液の関連性

足立拓也1，川西範繫1，谷口紀江2，渕田慎也3，
星 憲幸1

1．神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野
2．神奈川歯科大学画像診断学講座画像診断学分野 3．神奈川歯科
大学教育企画部

【緒言（目的）】口腔カンジダ症による口腔不快症状を訴
える患者は増加してきている。我々は，補綴治療により特
に刺激時唾液量の増加が，口腔症状そして口腔カンジダ
症へ影響することを報告した。
そこで本研究では，唾液と口腔カンジダ症の更なる関
連性を探るため重回帰分析を用い，診断・評価に応用で
きるか検討したので報告する。
【対象・方法】対象は，本学附属病院補綴科に来院し義
歯治療を希望された患者で本研究内容に同意が得られた
62 名とした。
評価としては，カンジダ菌検出試験，唾液量，口腔内症
状，咀嚼能率を補綴治療前と治療終了後に行ない，各関連
性を検討した。また，初診時に C. albicans が検出された群
（candida 群）と健常者群（control 群）に分類した。安静
時と刺激時唾液の採取は先行研究より規定し行った。性
別，義歯の種類，治療内容，咀嚼能力，唾液量について重
回帰分析を用いて C. albicans，口腔内症状，咀嚼能力，各
唾液量への影響を検討した。
尚，本研究は神奈川歯科大学倫理審査委員会（No. 243）
承認のもと実施された。また，JSPS 科研費 15K11178 の助
成を受けた。
【結果】義歯治療により刺激時唾液量が candida 群にお
いて増加改善することが確認できた。口腔内症状は義歯
治療後に control 群，candida 群ともに改善がみられた。咀
嚼能率では candida 群が義歯治療後に有意に上昇した。
また重回帰分析では，義歯治療は C. albicans，咀嚼能
率，安静時唾液量，刺激時唾液量に対して影響しており，
刺激時唾液量の変化は全項目に対して強く影響している
事が分かった。
【結論】義歯治療を行うことで，咀嚼能力を向上させる
ことは刺激時唾液量を改善し，口腔カンジダ症に関連す
る口腔内症状の改善へ繋がったと考えられる。重回帰分
析により刺激時唾液量の増加は C. albicans と口腔内症状
の改善に影響することがわかった。
以上より刺激時唾液量は口腔内症状・C. albicans の発
症に関連性があることから，口腔内症状・口腔カンジダ
症の診断に有効な可能性が示唆された。
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O-15
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の歯科口
腔外科医療従事者とその接触者に対する抗体検査
と歯科治療により発生するエアロゾル中のウイル
ス量の検討

大谷紗織，小宮山雄介，坐間 学，俵藤俊暉，
和久井崇大，藤田温志，川又 均
獨協医科大学医学部口腔外科学講座

【緒言】SARS-CoV-2 による新型コロナウイルス感染
症は飛沫感染，接触感染であると考えられており，歯科
医療従事者は本ウイルス感染の最高リスクと考えられ
る。しかしながら歯科医院内で歯科医療従事者のクラス
ターはほとんど発生していない。
【対象・方法】当科に在籍する歯科口腔外科医・外来
スタッフとその接触者［家族，派遣先病院（関東近郊 8
都県）の歯科医療従事者］の SARS-CoV-2 抗体検査を
Genbody COVID-19 IgM/IgG testⓇで行い，被験者の詳
細な移動歴，接触歴等，各医院の標準予防策との関連に
ついて検索を試みた。また，COVID-19 の診断を受け，
集中治療室に入院中の患者の口腔ケア時に，唾液および
超音波スケーラーで発生するエアロゾル，歯ブラシ時に
発生する飛沫検体を採取し，リアルタイムRT-qPCR
でウイルスの検出を試みた（獨協医科大学病院臨床研究
審査委員会 第R-45-2 号）。
【結果】2020 年 5 月 23 日から 2021 年 4 月 3 日までに
20 - 70 代の対象者 393 名に対し抗体検査を施行し，IgG
抗体陽性者数を 2名（0.51％）確認した。この結果はソ
フトバンクが行った大規模抗体検査（44,066 名）の結果
（全体：0.43％，歯科医：0.7％，歯科助手：0.9％）と同等
であった。COVID-19 患者の唾液，歯科治療中のエアロ
ゾルからのウイルスの検出に関しては予備的検討で，唾
液からのウイルスが検出されてもエアロゾルからは検
出困難であり，詳細を発表予定である。
【結論】予想外に歯科医療従事者は抗体陽性者（既感染
者）が少なく，歯科医院でのクラスターが発生していな
い事実と合致する。その理由として，無症状感染者の歯
科治療で生じるエアロゾル中に感染を成立させるため
の十分量の SARS-CoV-2 が含まれていないため，接触感
染に対する標準予防策で感染予防がなされたと考えら
れた。

O-16
当科において入院加療を要した顎口腔領域におけ
る感染症の臨床的検討

合島怜央奈，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

【緒言】
顎口腔領域における感染症は比較的頻度の高い疾患

であり，主に歯や歯周組織の炎症が原因となる。基礎疾
患をもつ患者は感染が重篤化し易く，生命を脅かす状態
に波及する。よって，感染源の同定と適切な早治療療が
重要となる。今回，当科で入院加療を要した顎口腔領域
の感染症について臨床的検討を行ったので報告する。
【対象・方法】
対象は 2011～2020 年に佐賀大学医学部附属病院歯科

口腔外科で顎口腔領域の感染症と診断し，入院加療を要
した患者とした。急性炎症に対する消炎と栄養管理目的
の症例を対象とし，慢性化した骨髄炎やインプラント周
囲炎等の症例は除外した。対象患者の年齢，性別，原因
疾患，炎症の波及経路，基礎疾患，初診時血液検査所見，
治療方法，入院期間，起因菌，使用抗菌薬，他診療科と
の連携の有無について入院時カルテを後方視的に検討
した。
【結果】
対象は 79 症例で男性 39 例，女性 40 例，平均年齢：
49.9 歳（2～92 歳）で 40 歳台が 12 例と最も多く 10 歳台
は 2例と少なかった。原因疾患としては歯性感染症が
63 例と最も多く，次いで骨髄炎が 7例であった。基礎疾
患を有した症例は 54 例で，全身麻酔の消炎処置を要し
たのは 38 例であった。感染制御部を含め，34 例で他診
療科の併診を要した。初診時平均白血球数：14100/µL，
初診時平均CRP値：12.68mg/dL，平均入院期間：15.4
日で基礎疾患の有群では無群と比較してCRP値が高
く，入院期間も長かった。初回使用抗菌薬はセフェム系
やリンコマイシン系併用の選択割合が高かったが，2017
年以降ではペニシリン系単剤の割合が増えていた。
【結語】
顎口腔領域の感染症は多様な基礎疾患の存在により

重症化することが多い。入院加療を要する重症化した感
染症では，感染制御部を含めて専門的診療科との連携を
十分に図りながら適切で迅速な治療に努める必要があ
る。
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O-17
慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常（CKD-
MBD）患者の上下顎に発症したMRONJの 1例

石田晋太郎1，原 巌2

1．福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座 2．医療法人恵光会
原病院歯科・口腔外科

【緒言】
近年，薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）は広く知られるよ

うになり，日常臨床で多く遭遇する。ところが，慢性腎疾
患（CKD）患者に骨吸収抑制剤が使用される場合がある
ことや，慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常（CKD-
MBD）の概念は十分に衆知されているとは言い難い。
CKD-MBDは骨粗鬆症や血管石灰化を引き起こし生命予
後に影響する。そのため骨折や心血管イベントの発生リ
スクの低下目的に骨吸収抑制剤が使用される症例が近年
報告され，今後増加する傾向にあると思われる。今回，わ
れわれはCKD-MBD状態にある長期人工透析患者の上
下顎に発症したMRONJ に対して外科的保存治療を行
い，機能回復までに至った症例を経験したので報告する。
【症例の概要】
患者は 77 歳，男性。左側上顎の腫脹と 痛を主訴に来
院した。2018 年，かかりつけ医にて抜歯した上顎前歯部
の治癒不全にて当科を受診した。既往として糖尿病があ
りCKDに対し 2010 年より人工透析を行なっている。両
側上顎前歯部は排膿と硬結を伴った腫脹があり，左側上
顎前歯部には骨露出を確認した。左側下顎 6番部には一
部骨露出があった。パノラマ・CT画像では上下顎共に
腐骨様不透過像を認めた。2017 年から 16 ヶ月の間，イバ
ンドロン酸（ボンビバ注Ⓡ）が投与されており，MRONJ：
ステージ 3と診断した。治療として，まずは高圧酸素療法
と抗菌薬による消炎を図った。その後，入院管理下にて抜
歯術と腐骨除去術を施行した。一部腐骨が残遺したため，
外科的保存治療を行い，経時的に上皮化を確認した。上下
顎の実質欠損に対して顎補綴を行い機能回復した。
【結果（結語）】
本症例では，かかりつけ医・透析医間の医科歯科連携
が十分でなかった結果が発症の一因と思われる。そのた
め，透析患者やCKD-MBD患者の骨吸収抑制剤使用開始
前に十分な口腔内診査を行い，必要な処置が行える周術
期等口腔機能管理のようなシステム構築が必要ではない
かと考える。併せて歯科医・腎臓内科医へのMRONJ の
啓蒙も重要と痛感した。

O-18
合違和感より急性期ラクナ 塞が発見された一

例

小林桃代，岡田明子，原 和彦，渡邉広輔，
田中玲那，西原千紗，今村佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

緒言：脳 塞は突然発症し，治療が遅れると永久的に
麻痺や感覚障害などの後遺症が残る疾患である。今回，
我々は， 合の違和感を訴え受診した患者さんに，急性
期ラクナ 塞による中枢性顔面神経麻痺が生じていた
症例を経験したので報告する。
症例の概要：患者は 79 歳の男性で，当院受診の 1週

間前に家族から軽微な右側口角下垂を指摘された。本人
は口角下垂の自覚はなく，会話時や食事時に軽度の右側
での 合違和感を自覚するのみであった。家族に促され
近医歯科医院を受診し，当院に紹介となった。5年前に
左側腹部に帯状疱疹に罹患した以外に特に既往はな
かった。 合関係に異常はなかったが，麻痺スコア（柳
原 40 点法）は 38/40 点にて，軽度顔面神経麻痺が認めら
れた。麻痺は右側下部顔面のみに認められ，上部顔面に
は認められなかった。味覚，聴覚，流涙に異常はないと
のことであった。また，外耳道に発疹はなく，両側額部
にしわ寄せが可能であった。意識レベルや会話に問題は
なく，手足の運動，感覚麻痺も認められなかった。VZV
値を含む血液検査施行とともに，中枢性顔面神経麻痺の
疑いにて，頭部MRI 検査を行った。その結果，左側大脳
深部白質に急性期ラクナ 塞が認められ，某大学病院救
急外来に緊急入院となった。また，VZV値を含む血液検
査結果に特記事項はなかった。同院内科にて抗血栓療法
が開始され，2週間後に顔面神経麻痺も改善し，予後良
好にて退院となった。
結果：患者の訴えは 合の違和感であったが，軽度の
顔面神経麻痺が認められた。両側額部にしわ寄せが可能
であった以外に中枢性顔面神経麻痺を疑う所見を得ら
れなかったが，迅速な頭部MRI 検査により早期の脳
塞治療を行えることができた。 合違和感の訴えであっ
ても，顔面の詳細な観察や検査が必要であり，中枢性顔
面神経麻痺が疑われた場合は，迅速な頭部MRI 検査の
施行や脳外科への紹介が大切であることを再確認した。
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O-19
北海道大学口腔内科における薬剤性味覚障害の後
ろ向き臨床検討

板垣竜樹，坂田健一郎
北海道大学歯学部口腔診断内科学教室

【緒言】薬物によって惹起される口腔内の異常感覚と
しては，味覚障害や口腔乾燥などがあげられ，患者の生
活に深く影響する。今後，超高齢社会のため複数の基礎
疾患をもつ，薬剤性味覚障害患者が増加すると考えられ
るため，歯科における薬剤性味覚障害の実態を明らかに
するため，検討を行った。【対象・方法】味覚異常を主訴
に北海道大学病院口腔内科を受診した 373 症例（男性
106 例，女性 267 例，平均年齢 66 歳，平均病悩期間 15
か月，平均血清亜鉛値 73µg/dL）の診療録から薬剤性味
覚障害について後方視的に検討した。【結果】味覚障害の
原因のうち薬剤性が占める割合は，当科では歯磨剤によ
るものも含めて 9例，2.4％（9/373）であった（男性 5
例，女性 4例，平均年齢 66 歳，平均血清亜鉛値 69µg/
dL）。原因薬剤は向精神薬 3例，歯周病治療薬，歯磨剤
が各々 1例であり，抗アレルギー薬，血圧降下剤または
尿酸再吸収阻害剤，抗がん剤，吸入ステロイド薬が各々
1例であった。症状は味覚減退 3例，味覚消失 3例，味
覚過敏，解離性味覚障害，自発性異常味覚がそれぞれ 1
例ずつであった。平均病悩期間・年齢・血清亜鉛値は，
当科のすべての原因の味覚障害とほぼ同一であった。治
療法は主に薬剤の中止や亜鉛補充療法を用いた。薬剤の
中止だけを行った 2例はいずれも改善し，亜鉛補充療法
だけを用いた 4例においては，1例で改善を認めたもの
の 1例では無効で，残りの 2例はやや改善を認めたにと
どまった。薬剤の中止と亜鉛補充療法を併用した 1例で
はやや改善を認めた。【結論】味覚障害は複雑な原因のた
め診断・治療に難渋することも多いが，歯科医師とし
て，原因を鑑別し適切な医療提供をすることで患者の
QOLおよび栄養状態を飛躍的に改善できる。医療側は
味覚障害の正しい知識を習得し，できれば社会的背景を
考慮にいれた全人的な医療の提供が望まれる。

O-20
当科における口腔粘膜疾患に対する擦過細胞診の
検討

西牟田文香1，矢田直美2，田中純平1，坂口 修1，
鶴島弘基1，大谷泰志1，岩永賢二郎1，吉賀大午1，
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
健康増進学講座口腔病態病理学分野

【目的】口腔擦過細胞診は侵襲が小さく被験者の負担
の少ない口腔癌のスクリーニング方法として，近年口腔
がん検診にも用いられている。今回われわれは，当科に
おける細胞診の臨床的検討について報告する。
【材料・方法】2018 年 4 月から 2021 年 3 月に本学附
属病院口腔内科で細胞診を行った症例を対象とした。本
研究参加者には研究に対しての同意を得た。また，九州
歯科大学研究倫理委員会の承認を得て，発表にあたり患
者が特定されないよう配慮した。対象症例について，年
齢，性別，推定される臨床診断，採取部位，細胞診の判
定結果について検討した。
【結果】2018 年度，2019 年度，2020 年度すべて平均年
齢はほぼ変化はなかった。一方，2018 年度と比較し，
2019 年度，2020 年度は症例数が約 2倍増加していた。ま
た，1患者に対し複数個所の検体採取を行う症例が増加
していた。2020 年度の臨床診断では，上皮性腫瘍を疑う
ものが増加していた。細胞診の判定結果の割合にほとん
ど変化はなかった。
【結論】細胞診の簡便性と迅速性より，潰瘍性病変の口
腔がんスクリーニング検査としてはもちろん，口腔潜在
的悪性疾患の悪性化の有無や，上皮性腫瘍の悪性化の有
無の確認として，擦過細胞診を用いていると考えられ
た。
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O-21
口腔粘膜疾患における抗真菌薬投与の有効性に対
する検討

蒲原麻菜，合島怜央奈，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

《緒言》口腔粘膜には様々な疾患が発生するが，視覚的
に類似しているものが多く，診断やに苦慮することが多
い。その中でも口腔カンジダ症は，他の粘膜疾患を併発
していることが多い。当科では口腔粘膜疾患の治療に際
し，細菌検査および抗真菌薬の先行投与を行い，口腔カ
ンジダ症の除外診断を行っている。今回，我々は口腔粘
膜疾患の改善に対し，抗真菌薬が治療効果をもたらすか
を検討することとした。
《対象および方法》2017 年 1 月から 2020 年 12 月まで
に当科初診となり，臨床所見的に扁平苔癬や白板症など
の器質的異常を伴う（I群），もしくは舌痛症や味覚障害
などの器質的異常を伴わない（II 群）口腔粘膜疾患と診
断された患者で，抗真菌薬の投与を行った 214 例を対象
とし，診療情報録に基づいた後方視的研究を行った。
《結果》I群は 103 名，平均年齢 64.2 歳（男女比 7：3），
扁平苔癬が最も多く，真菌検出は 48.5％であった。II
群は 111 名，平均年齢 69.3 歳（男女比 8：2），舌痛症が
最も多く，真菌検出は 40.5％であった。I群では自覚症
状として刺激痛や接触痛を訴える患者が多く，抗真菌薬
投与後に症状の消失もしくは改善を認めた症例は
55.3％（検出群：70％，非検出群：45.2％）であった。一
方，臨床症状として発赤を認める患者が多く，症状の消
失もしくは改善を認めた症例は 42.7％（検出群：56％，
非検出群：28.3％）であった。II 群では自覚症状として
自発痛を訴える患者が多く，症状の消失もしくは改善を
認めた症例は 62.2％（検出群：64.4％，非検出群：
60.6％）であり，II 群では真菌の検出の有無に関わらず，
抗真菌薬の投与が症状の改善に有効であった。
《結論》口腔粘膜疾患を認める患者に対する抗真菌薬
の投与は，一定の症状改善に寄付していることが示唆さ
れ，特に非器質的な口腔粘膜疾患において，その効果を
得ることが確認された。

O-22
Candida albicans と Candida glabrata の混合
感染による口腔カンジダ症の発症因子に関する臨
床的検討

羽藤裕之，坂田健一郎，佐藤 淳，浅香卓哉，
大賀則孝，佐藤千晴，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

【目的】口腔カンジダ症は口腔常在菌の Candida 属に
よる日和見感染であり，主に Candida albicans が関与
している。しかし近年ではその病態が変化しており，C.
albicans と non-albicans Candida （NAC），特に Can-
dida glabrata の混合感染による口腔カンジダ症の増加
が報告されている。これまで C. albicans と C. glabrata
の混合感染の発症因子について十分に検討された報告
は少ない。そこで本研究は口腔カンジダ症を発症した患
者を後方視的に調査し，C. albicans と C. glabrata の混
合感染の発症因子を検討することを目的に行った。
【対象・方法】2015 年 1 月から 2020 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
ら口腔カンジダ症と診断された患者 131 例［男性：74
例，女性：57 例，年齢中央値 66 歳（28-89 歳）］を対象
とした。調査項目は「年齢」，「喫煙」，「糖尿病」，「義歯
装着」，「免疫抑制療法」，「悪性腫瘍の既往」，「頭頚部へ
の放射線治療」，「歯周ポケットの状態」，「血清アルブミ
ン値」とした。混合感染と調査項目の関連性はロジス
ティック回帰分析による単変量・多変量解析で検討し，
P＜0.05 を統計学的有意差有りとした。
【結果】C. albicans 単独感染は 107 例， C. glabrata
単独感染は 1例で，C. albicans と C. glabrata の混合感
染は 23 例であった。混合感染に関連性がある項目とし
て，単変量解析では「年齢」と「義歯装着」の項目が抽
出され，多変量解析では「義歯装着」と，単変量解析で
は抽出されなかった「免疫抑制療法」が抽出された。
【結論】C. albicans と C. glabrata の混合感染において
は，「義歯装着」，「免疫抑制療法」が発症に関与すること
が示唆された。



一般演題（口演）

96

O-23
微量唾液を検体としたSARS-CoV-2 迅速診断の
可能性―user-friendliness に関する検討を含め
て―

戸田（徳山）麗子1，寺田知加1，井出信次1，
堀内俊克2，雨宮剛志2，福岡愛理2，濱田良樹3，
里村一人1

1．鶴見大学歯学部口腔内科学講座 2．済生会横浜市東部病院歯科
口腔外科 3．鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

【目的】SARS-CoV-2 の封じ込めが喫緊の世界的課題
となっているが，現行の qPCR検査では十分な検査を行
えていないのが現状である。最近，POCT（point of care
testing）すなわち被検者の傍らで医療従事者が行う検査
が注目されており，検査時間の短縮および被検者が検査
を身近に感ずるという利点を活かし，迅速かつ適切な診
療・看護・疾患の予防，健康増進等に寄与し，ひいては
医療の質を向上し，被験者のQOLに資すると考えられ
ている。本研究では，微量唾液を検体とした SARS-CoV-
2 迅速診断の可否について，POCTの観点からモバイル
型 qPCR装置を用いて検討した。
【方法】医療従事者が容易に扱える，短時間で検査が完
遂できることを確認するため，分子細胞生物学の知識・
経験のない 10 名を対象に，事前に簡単な説明を行った
上で，本装置を正確に扱えるか否か，次いで短時間で唾
液中のRNAを正確に同定・検出できるか否かについ
て検討するとともに，入院加療中のCOVID-19 患者唾液
でも診断が可能か否かにつき検討した。
【結果】被験者全員が正常に動作を完了できた。また
15 秒間洗口した生理食塩水（2ml）を検体として，前処
理を行うことなく，唾液中に本来含まれるRNaseP
RNAの検出が可能であった。検出時間も平均 18 分と従
来の qPCR装置と比較し格段に短時間で検出できた。さ
らにCOVID-19 患者の洗口液で SARS-CoV-2 が検出で
きることが確かめられた。
【結論】本法は，何ら前処理を行っていない洗口液を検
体として，簡便に，安定した結果が得られることが明ら
かとなった。このことから本法は，今後 SARS-CoV-2
の迅速な検出を可能とし得る診断法として有用である
可能性が示唆された。

O-24
口臭症患者における近赤外分光法（near-infrared
spectroscopy：NIRS）の有用性に関する検討

吉野亜州香1,2，多田充裕1,2，遠藤弘康1,2，岡本康裕1,2，
大沢聖子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

【緒言】
口臭症患者には，揮発性硫黄化合物（volatile sulfur com-
pounds：VSC）の濃度が低いにも関わらず，周囲の反応など
によって自身に口臭があると思い込む心理的口臭症と呼ば
れる者がいる。このような患者には心理検査から抑うつ傾向
が関与していることが知られている。しかし，心理検査は社
会的望ましさによるバイアスなどが生じることが指摘され
ており，結果からすべてを把握することは困難である。
そこで，近年，精神疾患の鑑別診断補助で臨床応用されて
いる近赤外分光法（near-infrared spectroscopy：NIRS）に注
目し，これを用いることで口臭症患者の心理検査結果を補完
することが可能であるかどうかについて検討を行った。
【対象・方法】
対象は口臭を主訴に来院した心理的口臭症の疑いがある
患者 16 名と，口臭の自覚がない健常者 16 名の計 32 名とし
た。
全員にVSC濃度測定とNIRS 測定を行い，患者群には抑
うつ傾向を評価する Self-rating depression scale（SDS）と不
安傾向を評価する State-trait anxiety inventory（STAI）を
行った。NIRS 測定には，16 チャンネルから構成される Spec-
tratech OEG-16 を使用し，そのうちうつ症状との関連が考え
られている左背外側前頭前野に相当する 3つのチャンネル
（Ch13，14，および 16）に着目し両群の比較検討を行った。
【結果】
VSC濃度では 3種類すべて健常者群の方が患者群より中
央値が高かったが，両群間に有意差は認めなかった。患者群
のほとんどが SDSで抑うつ傾向を認め，STAI では不安傾向
を認めた。しかし抑うつ傾向や不安傾向を認めない患者も若
干名認めた。よって心理検査では，患者の抑うつ傾向や不安
傾向を判定することに限界があることがわかった。また，両
群のNIRS の波形パターンを比較した結果，患者群の全員
が，うつ病患者と同様のパターンを示していることがわかっ
た。
【結論】
NIRS を用いることによって，心理的口臭症患者の背外側

前頭前野の脳活動の変化を客観的に捉えられたことから，心
理検査結果を補完できることが示唆された。
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O-25
亜鉛補充療法後に血清亜鉛値のモニタリングを
行った2症例

尾崎公哉，三浦和仁，松下貴惠，渡邊 裕，山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学分野高齢者歯科学講座

【緒言】
亜鉛補充療法は，味覚障害に対する唯一のエビデンス
のある治療として頻用され，舌痛症に対する治療法とし
ても報告がみられる。従来はポラプレジンクだけであっ
たが，酢酸亜鉛水和物製剤が登場しより短期間に症状の
軽快が期待されている。亜鉛補充療法の客観的評価法と
して従来から血清亜鉛値が用いられてきたが，血清亜鉛
値は体内の亜鉛状態を正しく表す指標でないことが指
摘されている。最近，当科で酢酸亜鉛水和物製剤を投与
した後も，長期に血清亜鉛値をモニタリングし得た 2
症例において，若干の知見を得たので報告する。
【症例の概要】
① 70 代女性，当初は舌痛症が疑われ漢方が投与され
たが血清亜鉛値が 59µg/dl と低値であったため，酢酸亜
鉛水和物製剤を投与開始した。2か月後に舌痛はほぼ消
退し，血清亜鉛値は 83µg/dl まで回復したためさらに一
か月継続投与し終了した。5か月後，舌痛が再燃し血清
亜鉛値を測定すると 55µg/dl と大きく低下していたた
め再度，酢酸亜鉛水和物製剤の投与を開始した。これに
より血清亜鉛値は 100µg/dl まで回復しその後，ポラプ
レジンクで維持しているが 80µg/dl 台で維持され再燃
なく経過している。
② 50 代女性，感冒後の味覚障害に対し血清亜鉛値は
80µg/dl と境界値であったが，酢酸亜鉛水和物製剤を投
与開始した。3か月目で味覚異常は軽快し血清亜鉛値も
110µg/dl まで増加したため，さらに 1か月継続し終了
とした。4か月後，味覚異常の悪化はなかったが血清亜
鉛値は 65µg/dl まで低下した。亜鉛製剤を投与せずに 2-
3 か月ごとに血清亜鉛値を測定していると 70µg/dl 台
で推移し味覚異常は徐々に軽快しほぼ正常に戻った。
【結語】
酢酸亜鉛水和物製剤投与により一時的に血清亜鉛値
は上昇し，その後投与を止めると低下し元に戻るが，味
覚の自覚症状とは関係しておらず血清亜鉛値の評価を
見直す必要があると思われる。

O-26
地域在住高齢者におけるオーラルフレイルと口腔
カンジダの保菌状態との関連

馬場陽久，三浦和仁，尾崎公哉，松下貴惠，
渡邊 裕，山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室

【緒言】
高齢者では，口腔常在菌であるカンジダによる口腔カ

ンジダ症のリスクが高まると考えられている。口腔カン
ジダの保菌に関連する因子については多くの報告があ
るが，口腔機能との関連は報告されていない。そこで今
回の研究目的は，口腔機能の低下を総合的に評価する指
標であるオーラルフレイルと口腔カンジダの保菌状態
との関連について検討することである。
【対象・方法】
本研究の対象は，2020 年 10 月に北海道岩見沢市にお
いて実施された健康啓発健診に参加した 60 歳以上の地
域在住高齢者とした。参加者は 232 名で，質問票の回答
に不備があった者など 22 名を除外した 210 名を分析対
象者とした。採取した唾液の真菌叢解析（Internal tran-
scribed spacer 2 領域）を行い，口腔カンジダの菌種の同
定を行った。C.albicans と C.glabrata の両方が検出され
なかった群，どちらかが検出された群，両方が検出され
た群の 3群に分類し，オーラルフレイルの関連項目や先
行研究で口腔カンジダの保菌状態との関連が報告され
ている項目との関連を多項ロジスティック回帰分析に
て検討した。統計学的有意水準は 5％とした。
【結果】
分析対象者は男性 58 名，女性 152 名，平均年齢 74.2
±6.1 歳であった。両方が検出されなかった群は 88 例
（41.9％），どちらかが検出された群は 94 例（44.8％），両
方が検出された群は 28 例（13.3％）であった。C.albicans
と C.glabrata の検出に関する多項ロジスティック回帰
分析の結果，両方が検出されなかった群は，どちらかが
検出された群や両方が検出された群と比較しそれぞれ
有意にオーラルフレイル該当項目数が減少していた。
【結論】
地域在住高齢者において口腔カンジダに関する口腔
細菌叢の悪化と口腔機能の低下との関連が示唆された。
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O-27
総合病院入院中患者における栄養状態と咀嚼・嚥
下機能および食形態との関連

重本心平，宮島 久，竹内聡史，吉開義弘，
浜田智弘，柳田みずき
会津中央病院歯科口腔外科

【緒言】総合病院入院中において，低栄養状態は，病状
の回復やリハビリテーションを妨げ，入院期間の延長の
要因となる。低栄養と咀嚼・嚥下機能，食形態との関連
についての報告は散見されるものの，少ないのが現状で
ある。本研究では，咀嚼・嚥下機能や食形態と，栄養状
態との関連を明らかにすることを目的として，調査を
行った。【対象・方法】対象は，会津中央病院において
2015 年 4 月から 2021 年 4 月までの期間に嚥下障害の
疑いで当科に紹介され，咀嚼・嚥下機能検査の結果に基
づいて食事内容について助言を行った入院患者とした。
栄養状態に関しては，Geriatric Nutritional Risk Index
を用い，栄養リスク中等度/高度群（GNRI＜92）と，な
し/軽度群（≧92）の 2群に分類した。また，口腔内診査
（現在歯数， 合状態，義歯装着状態）と口腔機能検査
（舌圧検査，咀嚼能力検査），嚥下機能検査（RSST，改訂
水飲みテスト，嚥下内視鏡検査）を行い，咽頭残留や誤
嚥の予防または軽減を考慮して食形態を決定して，ペー
スト食，ソフト食，刻み食，常食の 4レベルに分類した。
なお，今回，口腔機能・嚥下機能検査が 1種類でもでき
なかった者は除外した。まず，咀嚼・嚥下機能，食形態
を説明変数として，栄養状態による 2群間の差を検討し
た。次に，ロジスティック回帰分析を用い，低栄養に関
連する因子を検討した。【結果】146 名（男性 93 名，女
性 53 名，平均年齢 79.8±13.7 歳）中 117 名が栄養リスク
中等度/高度群と評価された。2群間の解析結果から栄
養リスク中等度/高度群は，なし/軽度群と比べてRSST
の回数，改訂水飲みテストのスコア，最大舌圧の値，兵
頭スコア，咀嚼能力スコア，食事形態レベルが有意に低
かった。さらに，多変量解析の結果，改訂水飲みテスト，
最大舌圧，食形態が低栄養状態と関連する有意な項目と
して選択された。【結論】食形態は栄養状態と関連してお
り，摂食嚥下リハだけでなく，常食を摂取できる口腔状
態に整えることの重要性が示唆された。

O-28
巨大な痂疲による窒息寸前で救命され口腔ケア介
入した2例

八木正聡1，郷家久道1，安川仁章1,2，佐藤和将1

1．仙台徳洲会病院歯科口腔外科 2．庄内余目病院歯科口腔外科

【緒言】
日本人の約 25％程度を占める高齢者はサルコベニアに
さらされ呼吸機能も低下する。今回我々は終末期の口腔ケ
アを依頼され咽頭周囲の異物を除去するも改善乏しく延命
困難だった症例を報告する。
【症例の概要】
【症例①】88 才，男性。【主訴】口内の出血，口腔ケアの依
頼。
【処置及び経過】20XX年 9月 23 日，発熱し意識レベル低
下，呼吸不全認め高齢者施設から緊急搬送され当院外科へ
緊急入院。口内より出血認めるため内視鏡にて消化管出血
の有無確認時に咽頭周囲の固着した塊を認め当科へ加療相
談された。翌日の再内視鏡確認時にも同様の塊を認めたた
め 10 月 3 日咽頭異物，口腔衛生不良，歯肉出血や口内 痛
の加療のため紹介となる。口腔ケア介入し 6日に 500 円玉
大の塊を除去，9日に気管挿管し 18 日に気管切開され口腔
衛生環境は徐々に改善。
全身状態安定するも 11 月 11 日から発熱し改善なく敗血

症にて 25 日に死亡。
【症例②】80 才，女性。【主訴】咽頭付近に異物があるため
精査の依頼。
【処置及び経過】20XX年 8月，発熱，脱水，栄養状態不良
のため高齢者施設から緊急搬送され当院内科へ緊急入院。
NST回診時，口腔ケア指導し病棟看護師にて口腔ケアお

こなった。10 月 11 日に咽頭深部へ異物を触知するため当科
へ加療依頼となる。病棟で口腔ケア徹底と共に喉頭蓋付近
まで展開し固着した異物認め鉗子にて除去した。
病理組織検査へ提出し痰や口腔扁平上皮，唾液，ワセリン

等を認める塊だった。栄養状態改善せず敗血症にて 18 日死
亡。
【結果（結語）】
固着した痰などが一塊となり窒息や肺炎など全身状態へ

影響することが考えられる。病院歯科口腔外科では病状の
悪化した入院患者の口腔ケアを相談される機会は多々あり
歯科医師，歯科衛生士が口腔衛生管理の必要性を指導する
とともに医師，看護師と共に延命へ寄与することが必要と
考えられた。
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O-29
がん治療に関連した口腔カンジダ症の臨床的検討

今待賢治1,2，秦 浩信1，北川善政2

1．独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科
2．北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教
室

【目的】がん患者では化学療法や放射線治療により免
疫機能低下や唾液分泌低下等が生じるため，口腔カンジ
ダ症が発症しやすいとされている。今回，がん治療に関
連した口腔カンジダ症の発症リスクや病態を明らかに
することを目的に後方視的調査を行った。【対象と方法】
2016 年 11 月から 2020 年 10 月までの 4年間で，当科で
口腔カンジダ症を疑い，クロモアガー培地を用いて培養
検査を行った患者を対象とし，コロニー数 10 個以上を
陽性と判断した。【結果】培養検査を行った 125 例のう
ち，陽性は 89 例（71.2％）であった。陽性例の平均年齢
は 68.1±12.5 歳 で，男 性 44 例（49.4％），女 性 45 例
（50.6％）であった。主な原疾患は肺癌 25 例（28.1％），
乳癌 13 例（14.6％），頭頸部癌 11 例（12.4％）であった。
主ながん治療内容はがん薬物療法 36 例（40.4％），で
BSC（best supportive care）と頭頸部放射線治療がそれ
ぞれ 11 例（12.4％）であった。口腔カンジダ症の病態の
内訳は偽膜性 61 例（68.5％），萎縮性 26 例（29.2％），そ
の他 2例（2.2％）であった。発症部位（重複あり）は舌
59 例（66.3％），頬 粘 膜 44 例（49.4％），口 蓋 30 例
（33.7％），口角・口唇 16 例（18.0％），義歯床下 11 例
（12.4％）であった。原因菌種（重複あり）はC.albicans
86 例（96.6％），C.glabrata 5 例（5.6％），C.tropicalis 4
例（4.5％），C.krusei 1 例（1.1％）であった。また，主な
リスク因子は義歯使用 48 例（53.9％），ステロイド使用
34 例（38.2％），口腔乾燥 23 例（25.8％），骨髄抑制 13
例（14.6％）であった。【考察】今回の検討では，がん治
療内容において，がん薬物療法に関連した口腔カンジダ
症が最も多かったが，殺細胞性抗がん剤だけではなく，
分子標的薬においても陽性例を認めた。分子標的薬の場
合，有害事象として生じた間質性肺炎に対するステロイ
ド治療が口腔カンジダ症の発生リスクとなっていた。ま
た，がん治療中ではないものの，全身状態の低下した
BSC患者についても口腔カンジダ症の発生リスクが高
かった。【結語】がん患者における口腔カンジダ症の発症
リスク，病態を明らかにした。

O-30
事象関連電位を用いた歯種鑑別に対する注意なら
びに認知のメカニズム

桃原 直1,2，青木伸一郎1,2，岩橋 諒1,2，梶本真澄1,2，
内田貴之1,2

1．日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 2．日本大学口腔科学
研究所

【緒言】
歯科臨床での診断は特徴抽出を行う際に，標的の認知を

行うことが重要である。標的の認知を探る生理指標に，選択
的注意を行った時に出現する P200 と，視覚情報を基に処理
を行うことで認知した際に出現する P300 があり，認知過程
の性質や仕組みについて解析が可能とされている。本研究
室はこれまで，標的刺激を注視してから認知するまでの情
報処理の解明を目標に，研究報告を行ってきたが，非標的刺
激に着目した研究は行われていない。そこで本研究は標的
刺激と非標的刺激を比較することで，注意と認知のメカニ
ズムについて検討を行った。
【対象・方法】
被験者は，日本大学松戸歯学部の臨床経験と専門知識を

取得している 5年次生（平均年齢：23.0 歳）とした。課題は，
大臼歯部の 合面の模式図を課題として呈示し，刺激は低
頻度標的刺激（10％），低頻度非標的刺激（10％），高頻度非
標的刺激（80％）の 3つの課題に分けて行った。情報処理に
ついて 10-20 法で定義されている Pz の脳波を測定し，低頻
度標的刺激と低頻度非標的刺激を比較することで，検討を
行った。
【結果】
Pz の P300 は，潜時で標的刺激が 348.7±7.8ms，非標的刺

激が 360.4±27.1ms で有意差を認めた。振幅で標的刺激が
7.8±6.6µV，非標的刺激が 5.4±4.5µVで有意差を認めた。P
200 は有意差を認めなかった。
【結論】
P200 の結果で有意差を認めなかったことから，選択的注

意は標的刺激だけでなく非標的刺激にも同様に生じること
が示された。非標的刺激でも P300 を認めたことから，標的
刺激の有無だけでなく，非標的刺激においても適切に判断
を行っていることが示された。
以上のことから，被験者は標的刺激と非標的刺激の鑑別

を適切に操作することが確認され，被験者は標的刺激と非
標的刺激に対して選択的注意を行いながら情報処理を行っ
ていること考察した。また，課題を行う際に標的刺激は非標
的刺激に比べて，より注意を行う事で情報処理を行うこと
で，認知を行っている可能性があることが示唆された。
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O-31
下顎智歯抜去術症例の臨床的検討A Clinical
Study of Mandibular Third Molar Extraction
Cases

岩崎 亮，脇田一郎，立澤孝太郎，谷本雄輝，
小山 侑，岩本昌士，菅原圭亮，片倉 朗
東京歯科大学口腔病態外科学講座

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 1 月から 2019 年 12 月までの 1
年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
313 症例 626 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，歯原性腫瘍・
嚢胞の原因歯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 1：1.6 で女性が多い傾向で，年齢は

15 歳から 61 歳，平均年齢は男性 30.9 歳，女性 27.2 歳，
全体 28.5 歳であった。術後所見として下歯槽神経障害
は 7症例 7歯（2.2％・1.1％），舌神経障害は認めず，抜
歯後感染は 17 症例 19 歯（5.4％・3.0％），術後出血は 2
症例 2歯（0.6％・0.3％）であった。Pell-Gregory 分類で
は IAが最も多かった。下歯槽神経障害を生じた症例の
うち，パントモX線画像では 5症例，CBCT画像で 2
症例が下顎管との重複を認めた。
結論：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。

O-32
脆弱性骨折患者における骨代謝と下顎骨形態の解
析

鈴木大貴1,2，明優里亜1，宮田大志1，秀島 能1，
松本祐介1，小松万純3，大村雄介1，岡村将宏1，
水野早希子4，穴澤卯圭4，野村武史1,2

1．東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 2．東京歯科大学口腔がんセ
ンター 3．東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
4．東京歯科大学市川総合病院整形外科

【緒言】骨粗鬆症は身体的フレイルとして大きく影響を及
ぼす全身性骨代謝疾患である。この骨代謝異常は，顎骨特に
下顎骨においても観察可能で，下顎骨の形態変化が骨粗鬆
症のスクリーニングに有用であることが知られている。今
回，骨粗鬆症患者のうち，脆弱性骨折をきたした症例におけ
る骨代謝と下顎骨の形態変化について解析することとし
た。
【研究デザイン】当院OLSチームが介入した脆弱性骨折
患者 294 名のうち，骨密度，骨代謝マーカー，下顎骨形態の
3項目を計測した 120 名を対象とした。骨密度については
DXA法にてYAMおよびTスコアを，骨代謝マーカーに
ついては手術直近の P1NPおよびTRACP-5b を，下顎骨形
態についてはMCI 分類を骨折部位別に調査検討を行った。
また，既往で原発性骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症の 2群に分
け各項目の差を検討した。
【結果】内訳は女性 97 名，男性 23 名で骨折部位は大腿骨
89 例，椎体 19 例，他部位 12 例だった。調査項目について
は，大腿骨骨折群で［椎体；YAM80.7％/Tスコア-1.64S.D，
大 腿；YAM61.9％/Tス コ ア-2.72S.D，P1NP142ng/mL/
TRACP-5b485 mU/dL，MCI；I12/II48/III29 例］，椎体骨折
群で［椎体；YAM75.3％/Tスコア-2.93S.D，大腿；YAM
66.5％/Tス コ ア-2.39S.D，P1NP74ng/mL/TRACP-5b570
mU/dL，MCI；I1/II6/III12 例］，他部位群で［椎体；YAM
68.4％/Tスコア-2.68S.D，大腿；YAM55.4％/Tスコア-3.21
S.D，P1NP87ng/mL/TRACP-5b644mU/dL，MCI；I0/II5/
III7 例］で，MCI の感度は 90％だった。MCI 分類の正常群
（I型）と比較し，骨代謝異常群（II/III 型）では，椎体T
スコア（-0.6vs-2.0），大腿Tスコア（-1.8vs-2.8）ともに有意
に骨密度は低値を示した。P1NP/TRACP-5b については，有
意ではないものの，骨代謝異常群で高値を示した。原発性骨
粗鬆症と続発性骨粗鬆症の 2群間比較においては，椎体/
大腿TスコアおよびMCIII/III 型率で有意差を認めた。
【考察】脆弱性骨折患者のみを抽出した場合であっても，
大腿骨の骨密度は骨粗鬆症患者の骨代謝を反映する指標で
あることが再認識された。下顎骨形態の挙動は骨密度に近
似しており，全身の骨代謝異常を反映する指標であると考
えた。
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O-33
舌痛症患者の気分状態に森田神経質と痛みに対す
る破局的思考が及ぼす影響

松岡紘史1，宇津宮雅史2，Durga Paudel2，吉田光希2，
竹之下美穂3，渡邉素子3，三浦宏子1，豊福 明3，
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
3．東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科歯科心身
医学分野

【緒言】
舌痛症患者には，心理的な要因が影響していることが
指摘されており，舌痛症患者が痛みを気にしやすいこと
や，不安や抑うつなどの感情を抱きやすい，などさまざ
まな報告が行われている。舌痛症患者にみられる心理的
特徴として，痛みに対する破局的思考がとりあげられ検
討されてきたが，森田療法の「とらわれ」から理解する
ことによって，より効果的な治療に繋がる可能性があ
る。以上のことから，本研究では，舌痛症患者の気分状
態に，森田神経質が及ぼす影響を痛みに対する破局的思
考と比較検討することを目的とする。
【方法】
北海道医療大学病院口腔内科相談外来を受診し，舌痛

症と診断された 37 名（女性 36 名，男性 1名，61.81±
10.76 歳）を対象に，森田神経質尺度（清水・清水，2014），
Pain Catastrophizing Scale（PCS：松岡・坂野， 2007），
Profile of Mood State-2 短縮版（POMS：Heuchert 他，
2015）の緊張―不安，抑うつ―落込みを用いた調査を
行った。
【結果】
森田神経質尺度および PCSに関する相関分析の結
果，それぞれの尺度は POMSの緊張－不安，抑うつ－落
込みと有意な正の相関関係がみられた。PCSをコント
ロールした場合に森田神経質尺度と各変数との相関関
係がみられるかどうか，偏相関分析を行った結果，森田
神経質尺度は POMSの緊張－不安，抑うつ－落込みと
有意な正の相関関係がみられた。一方で，森田神経質尺
度をコントロールした場合では PCSの拡大視と POMS
の緊張－不安，抑うつ－落込みとの間に正の相関関係が
みられた。
【結論】
森田神経質は，破局的思考の影響を排除した場合で
も，POMSの緊張―不安，抑うつ―落込みとの関連が認
められたことから，破局的思考とは独立して，舌痛症の
気分状態に影響している可能性が示唆された。

O-34
BMS患者のレスティングステートについて―心理
検査を指標として―

滝澤慧大，篠崎貴弘，高根沢大樹，池田真理子，
関根尚彦，山本真麻，阿部 郷，今村佳樹
日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断学講座

【緒言】BMS（Burning Mouth Syndrome）患者におけ
るレスティングステートでの脳機能的な結合状態を，心
理検査の結果を指標として情動の影響を検討した。
【材料・方法】対象は女性BMS患者 10 名（平均年
齢：57.1±10.7 歳：BMS群）と，年齢・性別の一致した
14 名の健康な対照群（平均年齢：51.8±10.4 歳：Cont
群）とした。全ての被験者で磁気共鳴装置（DISCOVERY
MR750W 3Tesla；GE Medical System）を用いて撮像を
行った。撮像は全ての被検者において午後 6時半から 1
時間かけ同条件にて施行した。また，本研究は日本大学
歯学部付属歯科病院倫理委員会において承認されてお
り，各被検者に対して本研究の意義と危険性に関しての
説明を行い，自発的な同意を得ている。画像処理・統計
解析はMatlab2019b，Statistical Parametric Mapping
（SPM）12，および CONN functional connectivity tool-
box v.18.b を使用し解析した。また，BMS群と Cont
群に対して，日本版 Profile of Mood States（POMS）を
施行し，緊張－不安（T-A），抑うつ－落胆（D-D）の尺
度について検査し，各尺度の値を共変量に加えて解析し
た。
【結果】BMS群においてCont 群と比較し，不安と抑う
つ尺度の得点が有意に高かった。脳画像解析結果では，
BMSの脳機能結合における正の結合は，健常人と比べ
て少数で，特に前頭部において少なかった。一方，健常
人とBMS患者の双方において，脳全体において負の結
合は正の結合と比較し少数であった。不安ならびに抑う
つの尺度を共変量として解析を行った結果，健常人と
BMS患者の双方で極めて類似した負の結合が示され
た。
【結論】BMS患者のレスティングステートでは，前頭
部との脳活動の同期性が減弱しており，不安や抑うつの
傾向が強く，脳内の 痛調節機構の変調が生じている可
能性が示唆された。
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O-35
Le Fort I 型骨切り術単独症例の精度と術後安定性
の検討

長崎真希，篠塚啓二，山縣加夏子，青木淳也，
阿崎宏昭，草野明美，隈部貴子，小池 亮，
藤崎量子，江里口栞，嘉悦由佳，荻澤翔平，
西久保周一，佐藤貴子，外木守雄
日本大学歯学部口腔外科学講座I

【緒言】
顎変形症において①下顎正中が顔面正中と一致して

いること，②下顎 合平面に著しい偏位を認めない，③
上顎骨体の移動が前方，上方の成分のみであること，④
上顎骨体部の栄養，安静が保たれる位置に設定するこ
と，⑤下顎運動路が安定していることなどの条件を満た
しているものは，Le FortI 型骨切り術単独により，下顎
を autorotation させ， 合を再構築する術式を選択する
ことがある。この Le FortI＋autorotation は，術式自体
は簡単であるが分離した上顎骨の位置決めが難しく，し
ばしば計画通りに 合再構築ができないことがある。今
回，当科で施行した Le FortI+autorotation の術式上の
工夫，移動精度と術後安定性について検討したので報告
する。
【方法】
2012 年から 2021 年までの 10 年間に，当院で顎変形

症の診断を受け，手術を施行した 1128 症例のうち，同一
術者が Le FortIautorotation を行なった 10 例を対象と
した。7例は骨格性上顎後退症であり，2例は骨格性開
症，1例は骨格性顔面非対称であった。
これらの症例の気道分析，顎骨移動量の精度，術後安
定性を手術前後に撮影された側面頭部X線規格写真，
CTを用いて，比較検討した。
【結果】
手術時間は 1時間 00 分～2時間 53 分，（平均 1時間
45 分），出血量 20～398g（平均 129g）であった。Le For-
tIautorotation 後，咽頭気道上部の SPASが顕著に拡大
していた。 予定移動量との差は概ね 2mm以内であり，
予定通りの移動が可能であったと考えられた。また，上
顎骨片の術後安定性も保たれており，いずれの症例にも
術後に顎関節症状は出現せず，Gummy smile と Eライ
ンの改善を認めた。
【結論】
本研究の結果から，下顎単独で移動した場合，顎関節，

上気道に問題があると予想された場合，Le FortI＋auto-
rotation 法は 合を改善するために適応を検討すべき
方法の一つであることが示唆された。
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P-01
卵巣癌に対する化学療法が原因で，口腔扁平苔癬を
発症したことが疑われた1例

堀田麻実，市川 舞，藤本佳那，木村裕二郎，
馬場菜安奈，高山明裕，井口 蘭，諸井明徳，
吉澤邦夫，上木耕一郎
山梨大学医学部歯科口腔外科学講座

【緒言】日本において，花粉症，喘息およびアトピー性
皮膚炎などのアレルギー患者は急速に増加している。そ
の原因は，環境や生活様式の変化により日々の生活の中
でさまざまな抗原にさらされていることにある。金属は
我々の生活の中で，アクセサリーや医療材料として使わ
れており，金属アレルギー患者の増加を導いている。一
方，卵巣癌初回化学療法の key drug はタキサン製剤と
プラチナ製剤である。代表的なものとしてパクリタキセ
ル（T）とカルボプラチン（C）の併用療法（TC療法）
がある。患者は卵巣癌の術後，TC療法が適応され，そ
の開始後に口腔扁平苔癬を発症した。今回我々は，抗癌
剤に感作し，口腔扁平苔癬が惹起されたことが疑われた
症例を経験したので，その概要を報告する。
【症例の概要】患者：53 歳女性。初診：2018 年 10 月。
抗癌剤投与中から，全顎的に歯肉の 痛，腫脹，および
しびれが出現。抗癌剤治療終了後 1年 5か月程度経過す
るも，症状の改善を認めなかった。 痛のため刺激性の
食物は摂取できず，ブラッシングもできない状況のため
婦人科より当科紹介受診となった。既往歴：卵巣癌。現
症：2018 年 10 月初診時よりプラークコントロールや
Er-YAGレーザー照射治療を行うも歯肉発赤，接触痛の
症状は改善しなかった。その後の再診時に，左側臼歯部
のFMC部に特に強く，頬粘膜の発赤を認めたため，当
院皮膚科にて金属パッチテストをおこなったところ，
Sn，Pt，Ti に ICDRG基準で陽性と診断された。また，
天疱瘡・類天疱瘡の自己免疫疾患も疑い，血液検査を実
施したところ，抗BP180 抗体，抗Dsg1 抗体および抗
Dsg3 抗体は陰性と診断された。さらに，生検にて口腔扁
平苔癬の病理組織学的診断を得た。現在は歯科金属除去
の効果を期待して，金属以外の修復物に置き換えてい
る。
【結語】卵巣癌に対する化学療法の際に使用したプラ
チナ製剤に感作し，歯科金属疹の既往がない患者が口腔
扁平苔癬を発症したことが疑われた症例を経験したの
で，その概要を報告した。

P-02
亜鉛不足が原因と考えられた口腔粘膜炎の1例

桝井敦史
市立伊丹病院歯科口腔外科

【緒言】亜鉛は代表的な必須微量元素で，欠乏により味
覚異常，脱毛，貧血，口内炎，易感染，骨粗鬆症などが
発症する。亜鉛欠乏症は，亜鉛欠乏の臨床症状と血清亜
鉛値によって診断され，口腔領域の臨床所見として，味
覚障害や口内炎が挙げられている。今回われわれは長期
にわたる広範な口腔粘膜炎が亜鉛製剤により改善に
至った症例を経験したので，若干の文献的考察を含めて
報告する。
【症例の概要】患者は 78 歳，女性。難治性口内炎およ
び口腔カンジダ症のためにステロイド軟膏による加療
を行なっていたが， 痛が改善しないため当科を受診し
た。既往歴に高血圧，高脂血症，糖尿病，骨粗鬆症があっ
た。喫煙歴は 1日 40 本を 60 年間であった。口腔内所見
として両側口角は白色を呈しており，舌背粘膜は肥厚し
ていた。両側頬粘膜は全体的に発赤を示し，全顎的にプ
ラークの残存を認めた。細菌検査にて口腔カンジダ陽性
であり，抗真菌薬にて 痛は消退した。対症的治療を継
続するも， 痛および粘膜炎は軽快と悪化を繰り返し
た。初診 2年後に右側下顎歯肉癌，初診 3年 3ヶ月後に
右側舌癌のために入院加療を行ったが，1度目の入院期
間中には口腔粘膜炎は軽快したが，退院後に粘膜炎は再
燃した。2度目の入院時に口腔粘膜炎の原因を検索した
ところ，血清亜鉛値が低下していた事から亜鉛製剤内服
を行った。退院後に亜鉛製剤を継続し，粘膜炎は徐々に
改善した。栄養士による食事指導および口腔清掃指導，
亜鉛製剤を継続し粘膜炎は改善している。
【結語】亜鉛欠乏症の診断基準には治療的診断も含ま
れており，臨床症状と血清亜鉛値から欠乏を疑えば，亜
鉛製剤の投与が必要である。しかしながら，本症例のよ
うに臨床症状は主要な口腔疾患と重複することがあり，
亜鉛欠乏を診断するためには積極的に疑う必要がある
と考えられる。
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P-03
表在性粘液嚢胞を疑った2例

仙名智弘1,2，仙名あかね1,2，神部芳則2，森 良之2

1．ともファミリー歯科 2．自治医科大学歯科口腔外科学講座

【緒言】
臨床的に粘液嚢胞はしばしば経験する疾患で診断は
比較的容易である。しかし，表在性粘液嚢胞（Superficial
mucocele）は 1988 年 Eveson に報告された粘液嚢胞の
亜型で稀な疾患である。粘膜下に 1～4mm程度の透明
な小水疱を単発性あるいは多発性に生じ，水疱は容易に
自壊して短期間で再発を繰り返すことが特徴である。水
疱を生じるため，水疱性扁平苔癬，粘膜類天疱瘡，ヘル
ペス性口内炎など粘膜疾患との鑑別を要する。
今回われわれは，表在性粘液嚢胞を疑った 2例を経験

したので若干の文献的考察を付して報告する。
【症例の概要】
症例 1患者：40 代女性，主訴：口の中に頻繁に水膨

れができる。既往歴：2年前に右側顎下腺管唾石→自然
排出，1年前に舌下唾石→自然排出，トリブチンマレイ
ン酸にて蕁麻疹。現病歴：3ヶ月前より繰り返し数カ所
に水疱形成と自壊を 2週間程度で繰り返す。口腔内所
見：左側舌根部歯肉，右側下唇，右側臼後部に繰り返し
ている。
水疱形成時に来院してもらい，下唇は摘出し再発は認

めていない。左側舌根部歯肉部は電気メスによる焼灼に
て再発は認めていない。
症例 2患者：10 歳未満女児，主訴：唇に水膨れがで

きる。既往歴：特記なし。現病歴：2ヶ月前より下唇に
水疱形成と自戒を繰り返している。水疱自覚から自壊ま
で数時間程度であることが多い。口腔内所見：下口唇に
3mm程度の透明な水疱を認めた。
水疱形成時に来院してもらい，摘出を行い再発は認め
ていない。
【結語】
表在性粘液嚢胞（Superficial mucocele）の寄与因子と
して，扁平苔癬との関連，アレルギーや薬剤による誘因
を示唆する報告があるが，議論の余地が残る。
今回われわれは，表在性粘液嚢胞を疑った 2例を経験

したので若干の文献的考察を付して報告した。

P-04
腫瘍性病変を疑った上顎歯肉粘液嚢胞の1例

平木大地1，原田文也2，安彦善裕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・病態学系臨床口腔
病理学分野

【緒言】粘液嚢胞は唾液の流出障害によって生じる嚢
胞である。好発部位は下唇で，口底，舌，頬粘膜にも認
められる。粘液嚢胞の外観が腫瘍性病変に類似している
と鑑別が難しい場合がある。今回われわれは，右側上顎
歯肉に発生した腫瘍性病変を疑った溢出型粘液嚢胞の
1例を経験したので報告する。
【症例の概要】患者は 74 歳の男性。2018 年 10 月に右
上顎歯肉の膨隆を主訴に当科を受診した。既往として，
食道癌，胃癌を認めた。右上顎犬歯から小臼歯部に 18
×8mm経の正常粘膜色，無痛性，可動性の弾性軟腫瘤を
認めた。MRI では T1 強調像で低信号，T2強調像で高信
号，STIR 像で高信号の嚢胞性病変を認めた。造影CT
では同部に造影効果を認めなかった。組織生検で粘液様
基質と線維性結合組織を含む粘液腫の診断を得た後，全
身麻酔下に切除術を施行した。切除後に骨と摘出物を交
通する栄養血管を認めた。病理組織学的診断は，小唾液
腺および拡張した導管を伴う明瞭な嚢胞構造を呈した
溢出型粘液嚢胞であった。嚢胞壁周囲に多数の毛細血管
を認めた。術後の経過は良好で，現在まで再発は認めて
いない。
【結語】今回われわれは，右側上顎歯肉に発生した腫瘍
性病変を疑った溢出型粘液嚢胞の 1例を経験したので
報告した。口腔前庭部の唾液腺疾患は臨床所見から診断
することが困難な場合があり，唾液腺腫瘍は実地臨床に
おいて頻繁に遭遇する疾患ではないが，常に鑑別診断と
して念頭に置いておくことが重要である。
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P-05
肉芽腫性口唇炎14例の臨床的検討

坂部茉奈1，三邊正樹2，酒井克彦1，稲田潤一郎2，
秋山友理恵2，森田奈那1,3，浮池賢一郎2，河野通良4，
髙橋愼一4，野村武史2，松浦信幸1

1．東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 2．東京歯
科大学口腔腫瘍外科学講座 3．東京都保健医療公社多摩北部医療
センター歯科口腔外科 4．東京歯科大学市川総合病院皮膚科

【緒言】肉芽腫性口唇炎は，口唇の持続的腫張を主症状
とし，組織学的にリンパ性浮腫と類上皮細胞の増殖を
伴った肉芽腫を形成する原因不明の比較的稀な疾患で
ある。近年，肉芽腫性口唇炎の病因として病巣感染の関
与が報告されている。今回我々は，肉芽腫性口唇炎 14
例について臨床的検討を行ったので報告する。【対象・
方法】2013 年から 2019 年に当科を受診し，病理組織検
査にて肉芽腫の形成が確認された肉芽腫性口唇炎の 14
例を対象に，性別，年齢，部位，根尖病巣の有無，治療，
経過について臨床的検討を行った。【結果・考察】男女比
は 5：9で性差はないと報告されているが女性に多かっ
た。年齢は 12 歳から 75 歳と幅広く，中央値が 55 歳と中
高年に多く過去の報告と同様であった。これは年齢に伴
い歯周病と根尖病巣の罹患率が上昇するためと考えら
れた。14 例中 11 例で根尖病巣を認め，根管治療と抜歯
により 11 例全例で症状が改善し，3例が著効，4例が完
治した。歯科治療以外の治療介入はステロイド外用（2
例），ステロイド局所注射（2例），トラニラスト，トラ
ネキサム酸内服（1例）であった。ステロイド局所注射
は明らかな歯性病巣がない症例と，歯周病が原因と考え
られた症例で歯周治療後に残存した症状に対して行わ
れた。また，同側の根尖病巣に対する治療により 14 例中
7例が改善したことから病変部位は原因歯と近接し，全
身性ではなく局所性に病巣感染が関与していると考え
られた。1例は 17 歳と若く，歯周組織検査で歯周炎が否
定されたが，歯周病原細菌検査（PCR法）を行ったとこ
ろ F.nucleatum が対総菌比率 1.13％と高い検出率を示
したため，ミノサイクリン塩酸塩内服による抗菌療法を
行ったところ症状の改善を認めた。【結論】肉芽腫性口唇
炎では，歯周病や齲蝕症などの明らかな歯性病巣感染だ
けでなく，口腔環境の悪化による歯周病原細菌の増加も
関与している可能性が考えられた。

P-06
梅毒抗体検査で陽性反応を呈し診断治療に苦慮し
た周囲に硬結を伴った下唇潰瘍の一例

新田哲也1,2，上栗裕平3，山城康太1,2，平原成浩1，
上川善昭2，杉浦 剛2

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
研究科顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野 3．鹿児島大
学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学
分野

【緒言】梅毒性の口腔潰瘍に遭遇する機会は極めて稀
ではあるが，鑑別疾患として留意すべきである。今回，
初診時に褥瘡性潰瘍を強く疑ったが梅毒抗体検査に陽
性反応を呈し診断治療に苦慮した周囲に硬結を伴った
下唇潰瘍の一例を経験した。
【症例の概要】80 歳の女性が，摂食障害を主訴に紹介
受診した。既往歴に統合失調症などのほか輸血歴があり
常用薬 7種類で，生活歴は 10 年前より救護施設に入所
中で 2か月前から精神科病院に入院中であった。現病歴
は初診 10 日ほど前より右側顎関節脱臼を認め，7日前
には下唇の腫脹と同部潰瘍形成のため流動食摂取不足
となり精査加療目的で紹介された。現症では栄養状態は
不良で下顎は左方偏位し，右下唇からおとがい部にかけ
て発赤と右下唇の腫脹を認めたが，所属リンパ節は触知
しなかった。右下唇内側面には右下 3番と右下 5番，さ
らに左下 3番歯冠に一致した周囲に硬結を伴い筋層に
及ぶ潰瘍を認めた。単純CT検査で口唇腫瘤やリンパ節
腫大は認めず，血液検査ではWBC・CRPが高値でTP
低値，RPR6.7 と TPHA5.3 は共陽性であった。臨床診
断：右側顎関節脱臼，右下唇褥瘡性潰瘍からの口唇炎，
右下唇梅毒疑い，右下唇悪性腫瘍疑い。処置及び経過：
顎関節脱臼を徒手整復後AMPC投与開始，FTA-ABS
検査を追加した。 5日後に右下唇の病変は縮小したが，
梅毒治療歴は不明でFTA-ABS 検査値は 20（陰性は 20
倍未満）であった。当院感染症内科へ対診し，梅毒治癒
後の抗体保有者と断定できず潜伏梅毒の可能性も考慮
しAMPC▶CVAの追加投与となった。当院皮膚科診察
で全身他部位に異常はなく，軽快中であった下唇潰瘍部
の生検結果は炎症性潰瘍で以後の受診は途絶えた。
【結語】梅毒抗体検査で陽性となり診断・治療に苦慮
したが，顎関節脱臼による物理的な歯牙による持続的圧
迫と栄養不良に感染が加わった結果によると思われた
褥瘡性潰瘍が疑われた。
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P-07
Proteomic analysis of saliva and
metagenomic analysis of oral microbiome in
chronic psychological stress model of rat

Durga Paudel1，Yasuhiro Kuramitsu2，
Osamu Uehara3，Tetsuro Morikawa1，
Koki Yoshida1，Yoshihiro Abiko1
1．Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry, Divi-
sion of Oral Medicine and Pathology 2．Health Sciences University
of Hokkaido, Advanced Research Promotion Center 3．Health Sci-
ences University of Hokkaido, School of Dentistry, Division of Dis-
ease Control and Molecular Epidemiology

Purpose：Psychological stress is linked to pathogenesis
of various oral diseases. The purpose of this study is to
demonstrate the role of psychological stress in altering
salivary proteins and oral microbiome.
Methods：Six-weeks old Sprague Dawley rats were

given restraint stress 4 hours daily for 1 month. After a
month of stress, stress markers were analyzed and oral
swab and saliva were collected. Proteomic analysis was
performed using two-dimensional gel electrophoresis fol-
lowed by mass spectrometry and western blot.
Metagenomic analysis was done using 16S rRNA sequenc-
ing and data was analyzed using QIIME2 software. A lin-
ear discriminant analysis（LDA）effect size（LEfSe）tool,
PICRUSt2 tool, and STAMP software were used to ana-
lyze the significant differences in diversities and functional
pathways.
Results：The low body weight and high adrenal gland

weight, lower number of entries and time spent in the
open arm of elevated plus maze, and high serum corti-
costerone confirmed high-stress level in stress group rats.
The mass spectrometry identified 6 proteins among which
BPI fold-containing family A member 2 and von-Ebner’s
gland protein were confirmed with western blot.
Metagenomic analyzes of oral microbiome revealed signifi-
cant reduction in alpha diversity in stress group. LEfSe
rank plot expressed as LDA logarithmic scores showed 10
differentially abundant bacteria including Facklamia, Co-
rynebacterium, and others. The analysis of microbial func-
tional pathways predicted 37 significantly altered func-
tional pathways between stress group and control.
Conclusion：In conclusion, the present study identified

altered salivary proteins and oral microbiome caused by
psychological stress. This finding may provide potential
biomarkers for psychological stress and help to under-
stand the pathogenesis of stress-related oral diseases.

P-08
生イカの精莢による舌の刺創の1例

笹倉裕一1,5，伊藤由美2，木下陽介3，李 宇錫4,5，
笹倉眞理1

1．長谷川歯科・口腔外科医院 2．鶴見大学歯学部附属病院病理診
断科 3．日本医科大学千葉北総病院歯科 4．横須賀共済病院歯科
口腔外科 5．神奈川歯科大学歯学部口腔外科学講座

緒言
日常の歯科診療において魚骨に代表されるような異

物が食事時に舌・口腔粘膜に刺入して受診する患者を
経験することはある。今回，私たちは生イカを食した際
にイカの精莢による舌の刺創を認めた稀な 1例を経験
したのでその概要を報告する。
症例の概要
〔患者〕45 歳，女性。〔初診〕2020 年 4 月。〔主訴〕舌
の痛み。〔現病歴〕生のイカの内蔵部分を塩からにするた
めに取り出し一部を食したところ，“ビリッ”とした刺激
痛を右側舌に感じた。すぐに吐き出しうがいをしたとこ
ろ右側舌になにかが刺さったようなモノを認め，爪先で
引っ張ってとろうとしたが取れず痛みも増悪してきた
のですぐに当科を受診した。〔既往歴〕特記事項なし。
〔現症〕体格栄養：中等度。顔貌：左右対称。所属リンパ
節：腫大・圧痛なく，可動性あり。
口腔内：右側舌縁に 2か所，右分界溝前方に 1か所，
咽頭部 7か所に帯黄白色の 3ミリ程度の棍棒状の異物
の刺入を認めた。異物に自動性はなく舌部の本異物に触
れても反応性はなかった。臨床診断：口腔粘膜異物
処置および経過：舌における帯黄白色の棍棒状の異
物を鑷子により除去を試みるも表面はきわめてヌルヌ
ルしており容易に把持はできず，さらに粘膜に強固に付
着しており除去することは困難であった。したがって除
去は局所麻酔下にてモスキートペアン鉗子で周囲組織
より鈍的に剥離して摘出した。一方，咽頭部に見られた
同様の異物は比較的容易に鑷子で除去できた。異物除去
後は 痛は消退し通常の食事をしえた。病理組織学的診
断：生イカの精莢
結果
我が国において 1982 年から 30 年間で 21 例の症例報
告（桐田ら）があるが高頻度に遭遇する病変ではない。
しかしながら口腔外科あるいは歯科に受診する可能性
は高いと思われ，私たちの歯科臨床においてもヌルヌル
した棍棒状のものが刺入した特徴的な臨床所見と現病
歴聴取の中にイカと言う言葉があれば，本症を疑う価値
はあるものと思えた。
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P-09
口腔扁平上皮癌病理組織切片のデジタル画像を用
いた機械学習におけるがん浸潤様式と分化度の自
動判別方法の検討

吉澤邦夫1，木村裕二郎1，堀田麻実1，高山明裕2，
市川 舞1，諸井明徳1，上木耕一郎1

1．山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講
座 2．富士吉田市立病院歯科口腔外科

目的 口腔扁平上皮癌の予後予測因子として，がん浸
潤様式（YK分類）が臨床上有用であることが知られて
いる。その一方で評価が主観的な視覚所見によるもので
あるために，評価者や施設間により隔たりが生じ，客観
的評価として統一しにくいことが問題である。そこで，
本研究では浸潤先端部のデジタル画像に機械学習を利
用することで自動的に浸潤様式を判別する手法を開発
することを目的とした。
方法 口腔扁平上皮癌一次症例 67 名から得られた病
理組織切片を用いて，浸潤様式を判別可能とする 100
倍率の鏡顕像 101 枚を対象とした。まず，鏡顕像のデジ
タルカラー画像の間質側を白，上皮側を黒に区別するた
めの二値化を行う。二値化を行う分類器を作成するため
の機械学習訓練用データは，元の鏡顕像のカラー像と臨
床医が与えた二値化画像を利用した。機械学習により色
情報（RGB）からパターン特徴を抽出し，分類器を作製
した。次に，浸潤様式の判別に有効と考えられる浸潤先
端部の形状特徴を抽出して特徴ベクトルを作成し，分類
器を作成し，未知の二値化画像から浸潤様式を自動判別
できるようにした。
結果 適合率，再現率の尺度となるF値は全体で 0.87

であり良好であった。一方，2型の F値は，0.67 と最も
低かった。2型は 4C型と誤判読されやすく，4D型の次
に予後不良な浸潤様式となった。
結論 デジタル画像と機械学習を用いた浸潤様式の

自動判別法を開発したが，改善すべき点が多い。今後は
分化度の自動判別においても取り組んでいる。

P-10
口腔扁平上皮癌から産生される IL-8 およびSer-
pinE1は CD206陽性腫瘍随伴マクロファージの
分化に関与する

甲斐一希1，森山雅文1,2，久保田恵吾3，服部多市1，
鎮守 晃1，川野真太郎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 3．東
京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科

【目的】がん組織は，単球を腫瘍随伴マクロファージ
（TAM）へと分化・誘導することで，自己の免疫回避・
増殖を促進させることが報告されているが，その詳細に
ついてはいまだ不明である。そこで本研究では，口腔扁
平上皮癌（OSCC）の細胞株から放出される液性因子を
検索し，単球からTAMへの分化機構について検討し
た。
【材料・方法】ヒト末梢血単核球から抽出したCD14
陽性単球とOSCC細胞株（HSC-2，SQUU-A，SQUU-
B）をセルカルチャーインサートにて共培養した。培養
細胞を回収し，flow cytometry にて TAMのマーカーで
あるCD163，CD204，CD206 の発現を検索した。次に，
OSCC由来の液性因子の同定のため，OSCC細胞株の培
養上清に対してサイトカインアレイにて検索を行った。
OSCC細胞株で高発現していた液性因子については，
ELISAにて定量を行った。さらに，それらの因子を添加
した培地にて単球を培養し，TAMのマーカーの発現を
検索した。最後に，免疫組織化学染色にてOSCC組織に
おけるTAMマーカーの発現を検索し，予後との関係に
ついて評価を行った。
【結果】OSCC細胞株と共培養した群では，共培養しな
かった群と比較して，CD163 と CD204 の発現に有意な
差は認めなかったが，CD206 の発現は有意に亢進して
いた。次に，液性因子の同定のため，今回用いた細胞株
の培養上清に対してサイトカインアレイを行ったとこ
ろ，OSCC細胞株の培養上清では IL-8 および SerpinE1
の発現が亢進していた。これらの因子を添加してCD14
陽性単球を培養すると，SerpinE1 を添加した群ではCD
206 のみ発現が有意に亢進し，さらに IL-8 を併用投与す
ると，その発現が増強した。OSCC組織にて，免疫組織
化学染色を行い，TAMマーカーの発現を評価したとこ
ろ，CD206 の発現が高い患者は，発現が低い患者よりも
有意に予後が悪かった。
【結論】OSCCから産生される SerpinE1 および IL-8
は TAM様の細胞（CD206 陽性細胞）への分化に関与す
ることが示唆された。
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P-11
口腔扁平上皮癌組織におけるTransketolase の発
現異常

恩田健志1，岩崎敬大1，川上真奈2，岩本昌士2，
林 宰央1，髙野正行1，片倉 朗2

1．東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 2．東京歯科大学口腔病態
外科学講座

【緒言】癌細胞は解糖系を亢進して増殖や転移に必要
なATPを産生するとともに，解糖系から分岐したペン
トースリン酸経路（PPP）により核酸や脂質の合成を
行っている。PPPに関与するTransketolase（TKT）は
多くの悪性腫瘍において発現亢進が報告されており，
PPPを亢進して核酸や細胞膜などの細胞構成成分を産
生していると考えられている。しかしながら，口腔扁平
上皮癌（OSCC）におけるTKTの発現状態は未だ不明で
ある。本研究ではOSCCにおけるTKTの発現状態を解
析した。
【材料および方法】東京歯科大学千葉歯科医療セン
ターを受診しOSCCと診断された患者のうち十分なイ
ンフォームドコンセントを行い同意の得られた 58 症例
を対象とした。手術時切除標本におけるTKTタンパク
質の発現状態について，免疫組織化学染色法により解析
し，TKT発現状況と臨床指標との相関について検討し
た。免疫組織化学染色の評価方法は，Carl Barrett らの
方法に準じて半定量的に行った。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】切除断端付近の正常組織と比較して 58 症例中
49 症例（84％）のOSCCにおいてTKTタンパク質の発
現亢進が認められた。TKTの発現亢進と各種臨床指標
との間に統計学的有意な相関は認められなかった。
【結論】TKTタンパク質は，乳癌，食道癌，卵巣癌，
大腸癌などにおいて発現異常が報告されている。TKT
の高発現と転移との関連性や予後不良との相関などが
報告されている。本研究の結果，TKTタンパク質は
OSCCにおいても高頻度に発現亢進が認められた。
TKTの高発現とOSCCにおける各種臨床指標との相
関は認められなかったが，TKTは OSCCの診断や治療
のターゲット分子として期待される。

P-12
5-Azacytidine による口腔扁平上皮癌への脱メチ
ル化作用

吉田光希1，高橋周平1，原田文也2，Dedy Ariwansa1，
Ariuntsetseg Khurelchuluun2，Durga Paudel1，
平木大地3，森川哲郎1，植原 治4，佐藤 惇1，
安彦善裕1，永易裕樹2

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

【緒言】口腔扁平上皮癌の治療法として，原発巣への外
科療法・頸部転移巣への頸部郭清術に加え，化学・放射
線療法が行われているが，治癒率向上のための新規治療
法の開発が望まれる。悪性腫瘍ではがん抑制遺伝子にお
いて，DNAの高メチル化が生じ遺伝子の発現が抑制さ
れることから，本研究では脱メチル化剤 5-Azacytidine
が口腔扁平上皮癌に与える腫瘍抑制効果について検討
した。
【材料・方法】口腔扁平上皮癌細胞株（SAS）を培養後，
SASの細胞数 5×106個を生理食塩水に調整し，マウス
の左右鼠蹊部に皮下注射する事により腫瘍を形成させ
た。 3mg/kg 濃度の 5Aza を腹腔内に 3日毎に投与し，
1ヶ月飼育後屠殺した。体重測定，腫瘍サイズ測定を行
い，腫瘍を摘出後，癌抑制遺伝子について qMSP法で
DNAメチル化解析，qPCR法でmRNA発現解析を行っ
た。
【結果】体重測定の結果，対照群と 5Aza 投与群におけ
る有意な体重変化は認められなかった。腫瘍サイズ測定
の結果，対照群に比べ 5Aza 投与群で有意な腫瘍サイズ
の抑制を認めた（p＜0.05，Mann-Whitney U検定）。
qMSP法の結果，がん抑制遺伝子である p53 において対
照群に比べ 5Aza 群でのメチル化レベルの有意な減少
が認められた（p＜0.05，カイ二乗検定）。qPCR法の結果，
p53 において対照群に比べ 5Aza 群でのmRNA発現上
昇傾向が認められた。
【結論】5Aza の脱メチル化作用によって口腔扁平上皮
癌の腫瘍増殖を抑制できる可能が示唆された。



一般演題（ポスター）

110

P-13
シェーグレン症候群の関連が示唆された唾液腺
MALTリンパ腫の2例

下埜真梨恵1，舘原誠晃1，杉山尚希1，錦織晴恵1,2，
伊藤由美2，里村一人1

1．鶴見大学歯学部口腔内科学（口腔外科学第二）講座 2．鶴見大
学歯学部附属病院病理診断科

【緒言】MALT（mucoa-associated lymphoid tissue）リ
ンパ腫は悪性リンパ腫の一種で，粘膜に関連したリンパ
組織からB細胞系リンパ球が腫瘍化する非ホジキンリ
ンパ腫である。MALTリンパ腫は約半数が消化管，中で
も胃に好発するが，頭頸部領域では唾液腺，甲状腺など
に発生する。原因は感染症や慢性炎症が考えられてお
り，唾液腺ではシェーグレン症候群との関連性が知られ
ている。シェーグレン症候群患者におけるMALTリン
パ腫の発生率は 5％程度であり，正常人に比べて発症危
険率が高いとされている。今回，われわれはシェーグレ
ン症候群との関連が示唆された唾液腺MALTリンパ
腫の 2例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
【症例 1】74 歳，女性。左頬粘膜に無痛性腫瘤を自覚し，
当科を受診した。約 1年前よりシェーグレン症候群の経
過観察中であった。初診時，左頬粘膜に弾性軟，10 mm
×10 mm大の可動性腫瘤を認めた。MRI 所見では，境界
明瞭，単房性，T2強調像および STIR 像で高信号を呈す
る病変を認めた。生検の結果は Lymphoepithelial sia-
loadenitis であったが，患者の希望もあり左頬粘膜腫瘍
摘出術を施行した。最終病理組織学的診断はMALT
リンパ腫であった。
【症例 2】48 歳，女性。口蓋の膨隆を主訴に当科を受診
した。約 4か月前より口蓋の無痛性腫瘤を自覚してい
た。初診時，口蓋正中よりやや左側に弾性軟，10 mm
×5 mm大の腫瘤を認め，表面粘膜は軽度発赤しており
圧痛や波動は触知しなかった。左側口蓋腫瘍の診断下に
全切除生検を施行し，病理組織学的診断はMALTリン
パ腫であった。確定診断後の血液検査結果により抗 SS-
A 抗体陽性を示し，シェーグレン症候群を疑う所見を認
めた。
【結語】今回，シェーグレン症候群の関与が示唆された
唾液腺MALTリンパ腫の 2例を経験した。シェーグレ
ン症候群では唾液腺組織内に慢性炎症が長期に存在す
ることから，MALTリンパ腫へ移行する可能性がある
ため，局所および全身的な長期経過観察が重要であるこ
とが考えられた。

P-14
口腔扁平上皮癌における p53 遺伝子の変異解析

児島さやか1，栗林伸行1，中城公一1，東條 晋1，
徳善紀彦1，合田啓之1，川又 均2，内田大亮1

1．愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 2．獨協医
科大学医学部口腔外科学講座

【緒言】
p53 遺伝子は最も研究されている癌抑制遺伝子の一

つである。われわれは，p53 遺伝子におけるミスセンス
変異は，変異部位によっては oncogenic mutation とし
て作用する可能性を明らかにした。今回われわれは，口
腔扁平上皮癌の臨床検体における p53 遺伝子の全 cod-
ing exon 配列における変異について，また p53 遺伝子
変異と他のドライバー遺伝子変異，臨床病理学的因子と
の関連性について検討を行なったので報告する。
【対象・方法】
愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科・矯正歯科を

受診した口腔扁平上皮癌患者 47 人の生検もしくは手術
検体からゲノムDNAを抽出した。当科で作製したカス
タムパネルを用いて p53，NOTCH1，CDKN2A，FBXW
7 の全 coding exon，PIK3CA の exon 10，21，HRAS
の exon 2，3 の変異について次世代シーケンサーを用い
て解析した。また，p53 遺伝子変異と臨床病理学的因子
との関連性，p53 遺伝子変異と他のドライバー遺伝子変
異との関連性について検索した。
【結果】
p53 遺伝子の変異率は 87.2％と高頻度であった。検

出されたミスセンス変異は 27 例，フレームシフト変異
は 10 例，ナンセンス変異は 7例，スプライシング変異は
2例，そしてインフレーム欠失は 2例であった。p53
遺伝子と臨床病理学的因子との関連性については，浸潤
様式において野生型 p53 遺伝子群と変異 p53 遺伝子群
との間に有意な差を認めた。また，p53 遺伝子，NOTCH
1 遺伝子および PIK3CA 遺伝子の 3遺伝子同時変異が
ある症例すべてにおいて術後再発が生じ，予後不良で
あった。
【結論】
これらの結果から，p53 遺伝子の全 coding exon 配列
の解析は口腔扁平上皮癌における患者個別の最適な治
療戦略を決定する一助となりうることが示唆された。
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P-15
口腔癌患者におけるCine MRI による嚥下機能評
価の試み

田中達朗1，小田昌史1，若杉奈緒1，松本 忍1，
長崎祐太郎1，西村 瞬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

【目的】口腔領域の悪性腫瘍の患者に対して，Cine
MRI により手術前後の嚥下機能評価を試み，その有効
性について検討すること。
【方法】本研究は九州歯科大学附属病院を受診し，口腔
領域の悪性腫瘍と診断され，手術を施された患者を対象
とした。MRI 撮像には東芝社製 1.5 Tesla MRI 装置なら
びに頭頸部用コイルを使用した。撮像は，5mLの生理食
塩水を予め患者の口腔内に含ませておき，撮像開始の合
図と同時に嚥下させ，その様子をCine MRI のシーケン
スで撮像した。得られたMR画像について画質および舌
尖，舌根，軟口蓋，口底，咽頭後壁等の軟組織の可動性
を評価した。さらに，Cine MRI の各種パラメーターと患
者への問診による嚥下障害の状態との関連性ついて検
討した。
【結果】口腔癌患者のCine MRI において生理食塩水
の食道への流れていく様子は，ほぼすべての患者で確認
することができた。Cine MRI の各種パラメーターは，患
者への問診による嚥下障害のスコアと有意な相関関係
を示した。また，患者の軟組織の可動性は術後に有意に
悪化した。
【結論】本研究では我々の開発したCine MRI により，
口腔癌患者の嚥下機能を評価することが可能であるこ
とを明らかにした。実際にほぼ全ての患者において誤嚥
の有無を評価することが可能であった。更に，MR像で
あるため嚥下に関連する軟組織の可動性についても，個
別に評価ができることも示した。

P-16
舌癌切除後に発生した大きな血栓性舌静脈瘤の1
例

岸本晃治1，後藤拓朗1，宮下志織1，伊原木聰一郎2

1．三豊総合病院歯科口腔外科 2．岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科口腔顎顔面外科学分野

【緒言】口腔領域の血栓症を伴う小さな静脈瘤は，高齢
者の舌，口唇，頬粘膜等に紫色の腫瘤として認められる
ことがある。しかし，10mm以上のものは稀である。今
回，舌癌切除後に発生した大きな血栓性舌静脈瘤と考え
られる 1例を経験したので，その概要を報告する。
【症例の概要】90 歳，男性。既往歴として，慢性腎臓
病，狭心症，僧帽弁/三尖弁閉鎖不全症があり，バイアス
ピリンを内服していた。2021 年 1 月下旬，右側舌扁平上
皮癌（T1N0M0，StageI）のため，局所麻酔下で舌部分
切除術を施行した。術中，舌下静脈付近からの出血は結
紮止血し，その他の小出血はバイポーラで凝固止血後，
1次閉鎖創とした。術後は，一時的に舌の腫脹を来した
が，後出血なく，2日後から中止していたバイアスピリ
ンを再開し，偶発症なく退院した。その後，5月に本院
循環器内科に入院中，右側舌の接触痛を訴え当科を再診
したところ，右側舌に径 20mm大，弾性硬，可動性の腫
瘤を認めた。舌粘膜表面に潰瘍はなく，舌下部に義歯に
よる圧痕がわずかに認められた。CTで，右側舌に径 20
mm大の腫瘤を認めたが，頸部リンパ節や遠隔転移は認
められなかった。舌癌の原発巣再発を疑い，5月下旬に
局所麻酔下で腫瘤の切除生検を行なった。腫瘤は被膜で
包まれており，周囲との癒着はなく，周囲組織を一層つ
けて切除が可能であった。病理組織学的所見では，硝子
化を伴う結合組織被膜を伴う境界明瞭な嚢胞様病変で，
内腔には凝血を伴う血栓の充満を認め，そのほとんどが
凝固壊死に陥り，部分的に器質化しつつあった。壁の弾
性線維は不明瞭となっていたが，壁の一部近傍に小血管
が認められたことから，本症は原発巣再発ではなく血管
病変であり，舌癌の切除手術による血管損傷や閉塞が原
因で発症した血栓性舌静脈瘤と考えられた。
【結語】本症例の発生原因は，舌癌切除時の血管損傷や
閉塞が直接的原因として推察された。
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P-17
造血幹細胞移植後の慢性GVHD患者に認められた
同時性重複癌を含む異時性口腔多発癌の1例

渡邊伸也，田村英俊
亀田総合病院歯科口腔外科

【緒言】造血幹細胞移植は造血器腫瘍に対する有効な
治療法として広く普及されているが，移植後の慢性
GVHDは同種造血幹細胞移植後長期生存者の非再発死
亡の原因としてもっとも重要な合併症である。また，二
次性口腔扁平上皮癌の発症リスクといわれており，長期
の経過観察が必要である。今回われわれは，びまん性大
細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）に対して造血幹細胞移
植後に慢性GVHDが認められた患者に生じた同時性重
複癌を含む異時性口腔多発癌の 1例を経験したので報
告する。【症例】49 歳男性。20XX年にDLBCL と診断さ
れ，R-CHOP療法，同種造血幹細胞移植などが行われた
後，慢性GVHDと診断された。20XX+2 年 8 月左上顎
4番から 6番の頬側歯肉に硬結を伴う肉芽様の外向性
腫瘤を認め歯科医院から当科へ紹介受診した。左上顎歯
肉扁平上皮癌（cT2N0M0, stageII）と診断し，全身麻酔
下に左上顎骨部分切除術を施行した。術後経過は良好
だったが，肺GVHDを認め，呼吸機能が経年的に低下し
た。20XX+7 年 9 月左舌縁部後方に硬結を伴う表在性腫
瘤を認めた。左舌扁平上皮癌（cT2N0M0, stageII）と診
断し，全身麻酔下に左舌部分切除術を施行した。また入
院中の上部内視鏡検査で胸部下部食道に表在性腫瘤を
認め，20XX+8 年 1 月に全身麻酔下に内視鏡的粘膜下層
剥離術（ESD）が施行され，扁平上皮癌と診断された。
術後化学放射線療法の適応であったが，肺GVHDのた
め化学療法単独となった。現在再発転移認めず経過観察
中である。【考察および結語】慢性GVHDの患者は二次
性発癌の可能性がある。また呼吸器系の合併症を認める
場合は治療方針が限定されるため，長期に渡る定期受
診，画像検査を行い，病変の早期発見に努める必要があ
ると考えられた。

P-18
有茎頬脂肪体弁による上顎歯肉癌切除後再建の1
例

高木純一郎， 本宗史，仲井槙吾，宮田 勝
石川県立中央病院歯科口腔外科

【緒言】上顎の腫瘍切除後に，しばしば口腔から上顎洞
や鼻腔に交通を認める場合がある。その閉鎖法として有
茎頬脂肪体弁を使用する場合がある。今回，上顎歯肉癌
の術後欠損部に対して有茎頬脂肪体弁にて再建し良好
な結果を得たのでその概要を報告する。
【症例の概要】患者：44 歳，男性。主訴：左側上顎歯
肉の潰瘍， 痛。既往歴：特記事項なし。現病歴：初診
の約 1か月前に近歯科医院にて左側上顎第一大臼歯の
抜歯をおこなった後も 痛が継続するため，前医を受診
したところ，同部位に治癒不全を認めたため，精査依頼
にて当科初診となる。現症：口腔内は，左側上顎第一大
臼歯部に相当する歯肉に陥凹する一部硬結を含め 24×
22mm大の潰瘍を認めた。 CT・MRI 写真においては，
同部位の上顎骨に溶骨性変化があり造影で周囲の軟組
織が濃染する組織像を認めた。頸部に有意なリンパ節腫
脹は認めなかった。処置および経過：生検をおこない扁
平上皮癌と診断され，左側上顎歯肉癌T2N0M0
StageII の臨床診断にて，手術療法を施行した。手術は安
全域を 10mmとして，上顎骨および上顎洞粘膜を含め
て一塊として切除した。約 36×30mmの欠損を生じた
ため，頬側切除部から頬脂肪体を口腔内に牽引し欠損部
を被覆した。一過性に瘢痕拘縮による開口障害を認めた
ものの創部の経過良好で術後約 3年経過するが上顎洞
瘻孔形成や再発を認めていない。
【結語】手術で上顎骨を含めた欠損が生じる場合は，口
腔と上顎洞，鼻腔が連続するため被服をおこなわない選
択肢はあるが，密閉性の高い顎義歯などで瘻孔を遮断す
る必要がある。本法は 1970 年台より用いられている古
典的な方法であるが，最近ではフィブリン糊と PGA
シートを併用することでさらにその有用性が示されて
いる。上顎骨を含めた欠損の閉鎖に対して比較的低侵襲
でかつ他の皮弁移植と比べても手術操作は簡便でかつ
手術時間は短く低侵襲な口腔粘膜欠損被覆法として再
度注目されている。
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P-19
口腔癌に対するPARP阻害剤オラパリブと抗癌剤
および放射線併用効果の検討

坂田純基，廣末晃之，井上淳貴，有田英生，
松岡祐一郎，平山真敏，川原健太，永田将士，
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

【緒言】ポリ（ADPリボース）ポリメラーゼ（PARP）
阻害剤であるオラパリブは単鎖DNA修復に関与する
酵素 PARPを選択的に阻害することで殺細胞効果を発
揮する分子標的薬である。本邦では卵巣癌や乳癌に対し
て適応となっており，今後も適応の拡大が予想される。
口腔癌への効果についてはまだ不明な点が多く，本研究
はオラパリブの口腔癌への応用に向けた基礎的情報を
蓄積することを目的とした。
【方法】口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞株（SAS, HSC-
2）と腺様嚢胞癌（ACC）細胞株（ACC-S, ACC-3）に対
して，オラパリブ単剤に対する感受性，オラパリブによ
る抗癌剤（CDDP, 5-FU）増強効果，オラパリブによる放
射線増強効果について検討を行った。また放射線照射後
の細胞におけるγH2AXの発現をオラパリブ投与の有
無で比較した。
【結果】①オラパリブ単剤ではOSCC細胞株において
濃度依存的に細胞増殖抑制効果を認めたが，ACC細胞
株においては細胞増殖への影響は認めなかった。②
OSCC細胞株においてオラパリブによりCDDPの増強
効果を認めた。一方，ACC細胞株では明らかなCDDP
の増強効果は認められなかった。③OSCC細胞株，ACC
細胞株ともにオラパリブによる 5-FUの増強効果は認
められなかった。④OSCC細胞株，ACC細胞株ともオラ
パリブにより放射線の増強効果を認めた。⑤オラパリブ
投与後に放射線照射した細胞では，投与していない細胞
と比較しDNA二重鎖切断のマーカーであるγH2AX
が有意に高発現していた。
【結論】OSCCにおいて，オラパリブ併用によりCDDP
および放射線の治療効果が向上する可能性が示された。
またACCにおいてオラパリブ併用により放射線の治
療効果が向上する可能性が示された。その機序として，
抗癌剤や放射線照射により障害を受けたDNAがオラ
パリブによりDNA単鎖修復が阻害され，より致死的な
DNA二重鎖切断が生じている可能性が考えられた。

P-20
口腔粘膜に発生した色素性母斑の臨床病理および
病理組織学的検討

山本真緒1,2,3，末光正昌2,3，中山凱雄1,2,3，鶴見 誠1,2,3，
久山佳代2,3

1．日本大学大学院松戸歯学研究科口腔病理学専攻 2．日本大学松
戸歯学部病理学講座 3．日本大学松戸歯学部付属病院病理診断科

【緒言（目的）】
色素性母斑は先天性と後天性に分けられ，前者は稀で
あるが，後者は生後生じ，特に思春期以降に発症頻度が
増加するとされている。本疾患は，メラニン色素形成能
を有する母斑細胞の増殖よりなる良性腫瘍であり，年齢
とともに徐々に隆起する傾向にある。また，皮膚には頻
発するが口腔粘膜に発生することは比較的稀であり，本
邦において口腔粘膜に発生した色素性母斑の臨床病理
学的検討は少ない。そこで本研究の目的は，口腔粘膜に
発生した色素性母斑の臨床病理学的および病理組織学
的所見の解析とし，若干の知見を得たので文献渉猟の結
果も併せて報告する。
【材料（対象）・方法】
対象は 1983 年～2021 年に本学付属病院病理診断科
にて病理組織検査を行い，色素性母斑の確定診断が施さ
れた 80 例とした。臨床病理学的に年齢，性別および発生
部位について，さらに口腔粘膜病変については，病理組
織学的に切除検体の長短径，分類および母斑細胞の所見
などを検討した。
【結果】
切除部位は皮膚 57 例，口腔粘膜 23 例であった。さら
に口腔粘膜に発生した色素性母斑は，平均年齢が 29.7
歳（4～72 歳），性別が男性 11 名（平均 32.3 歳），女性
12 名（平均 33.6 歳）であった。発生部位は，口蓋 8例，
歯肉 7例，頬粘膜 5例，口唇 3例であった。切除検体の
長径は平均 0.79cm（0.3～1.6cm）であった。病理組織学
的分類は，粘膜内母斑 18 例，青色母斑 3例，境界母斑
1例，複合母斑 1例であった。
【結論】
本研究結果より， 皮膚病変が症例の 71.25％を占め，
口腔病変の約 2.5 倍であった。口腔病変では，性差およ
び平均年齢のいずれも過去の報告と類似した結果で
あった。病理組織学的診断を施した口腔粘膜に発生する
色素性母斑の症例が少なかった原因として，皮膚と比較
した場合の組織発生学的要因に加えて，病理組織学的に
良性腫瘍であるため，特別な処置をせずに経過観察とな
る例が存在していた可能性が推察された。
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P-21
リン脂質の質量分析イメージングによるエナメル
上皮腫の組織解析

濵田 渉，小越菜保子，中島世市郎，中野旬之，
真野隆充，植野高章
大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室

【緒言（目的）】
リン脂質は細胞膜の主要構成成分で脂質二重層を形成

しており，生体内でのシグナル伝達にも関わっている。質
量分析イメージング（Imaging Mass Spectrometry：
IMS）は，組織の形態観察時に生体分子を質量分析により
同定し，高い空間分布能で測定を行うことができる新し
い手法である。この手法により，乳がん組織におけるリン
脂質の発現が解析され，腫瘍の病態特異的なリン脂質組
成解析が行われている。エナメル上皮腫は歯原性腫瘍の
中では発生頻度が高く，良性腫瘍であるものの骨を浸潤
性に破壊して増殖し，また治療後に再発することが少な
くない。このことからエナメル上皮腫においてもその病
態に関連するリン脂質が存在する可能性が考えられる。
本研究の目的はエナメル上皮腫の組織に特異的に発現す
るリン脂質を見出し，その発現局在をイメージング質量
分析により解析することである。
【材料・方法】
手術により摘出したエナメル上皮腫を対象とした。凍
結組織から切片を作製し，イメージング質量顕微鏡 iM-
Scope TRIO（島津製作所）を使用しリン脂質の局在解析
を行った。ポジティブモードおよびネガティブモードで
質量が 600-1000 の範囲を網羅的に測定し，顕微鏡画像と
質量分析データを重ねてイメージング画像を取得した。
エナメル上皮腫の胞巣部と間質部で発現強度を比較解析
し，発現レベルが大きく異なる候補リン脂質を検索した。
【結果】
エナメル上皮腫の胞巣部と間質部で発現レベルが有意

に異なるピークの数は，ポジティブモードで 28 個，ネガ
ティブモードで 23 個だった（Welch の t 検定，p＜0.01）。
胞巣部領域に特徴的なピークに対応する質量の化合物の
局在をイメージングした。発現レベルが異なる候補リン
脂質を複数同定した。
【結論】
エナメル上皮腫の組織において，腫瘍胞巣部と間質部

で発現様態の異なるリン脂質を見出した。今後，症例を増
やしエナメル上皮腫に特異的なリン脂質を同定し，その
病態への関連について検討する予定である。

P-22
口腔内多発血管腫の治療を機に発見されたOsler
病の 1例

吉村周作1，伊豫田学1，宮本 勲1，中嶋 大2，
笠松厚志1，坂本洋右1，鵜澤一弘2

1．千葉大学医学部附属病診歯科・顎・口腔外科 2．千葉大学大学
院医学研究院口腔科学講座

【緒言】Osler 病（遺伝性出血性毛細血管拡張症，以下
HHTと表記する）は，診断基準に①自然かつ反復性の鼻
出血，②皮膚・粘膜の毛細血管拡張病変，③脳・肺・肝
臓・脊髄などの臓器の動静脈奇形または消化管の毛細
血管拡張病変，④第 1度近親者のHHT患者の 4項目が
あり，これらのうち 3項目以上で確診，2項目で疑いと
なる常染色体優性の遺伝性全身疾患である。地域差，男
女差はなく，5～8千人に 1人の罹患率とされ，国内に
1～2万人の患者が存在すると考えられているが，症状
の多彩さや担当する診療科が複数にまたがることなど
から認知度が低く診断に至らない多くの未診断患者が
いると考えられる。今回，我々は口腔粘膜からの易出血
を主訴に，手掌にも認めた血管腫等の所見からHHT
の診断に至った一例を経験したので報告する。
【症例の概要】70 歳，女性，食事の際に食物が粘膜に
接触すると出血し止りにくいことを主訴に近歯科を受
診した。舌，口蓋，頬粘膜に多数の点状に存在する血管
腫様毛細血管拡張を認め同部からの易出血をきたして
おり，凍結療法を目的に当科へ紹介された。術前精査に
て，両手掌にも点状の毛細血管拡張を認めたため，全身
性疾患を疑い皮膚科へ対診，HHT疑いにて当院の肺動
静脈瘻・オスラー病専門外来にて，HHTと肺癌の診断
に至った。
【結語】口腔内の多発性血管腫治療を契機にHHTが
発見された症例について経験したのでその概要を報告
した。皮膚・粘膜の病変以外に，脳（10％）・肺（30～
50％）・肝臓（50～70％）・脊髄（1～2％）に動静脈奇形，
消化管（80％）に毛細血管拡張病変が認められ，呼吸不
全，脳 塞，心不全，鉄欠乏性貧血等の重篤な全身症状
を伴う場合があり，また歯科治療においては予防的抗生
剤投与や日常の口腔内衛生の指導が重要であるため，広
く歯科領域でも認知され早期診断につなげることが重
要である。
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P-23
上顎前歯部に生じた巨大なエプーリスの1例

松末友美子1,2，川上哲司1,2，堀田 聡1,2，福辻 智1,3，
木村健人1,2，桐田忠昭2

1．社会医療法人田北会田北病院歯科口腔外科 2．奈良県立医科大
学口腔外科学講座 3．ふくつじ歯科医院

【緒言】エプーリスは歯肉に生じる良性限局性腫瘤の
総括的な臨床診断名であるが，今回われわれは，上顎前
歯部に生じた巨大なエプーリスの 1例をしたので報告
する。【症例】79 歳，女性。【主訴】上顎前歯部腫瘤。
【既往歴】高血圧，糖尿病，アルツハイマー型認知症。要
介護認定 2。介護施設入所中。【現病歴】上顎前歯部の動
揺と歯の周囲に腫瘤を認め，処置依頼にてかかりつけ歯
科医院より当科に紹介となった。【全身所見】身長 155
cm，体重 55kg，BMI22.9kg/m2。【口腔外所見】顔貌左
右対称。左側顎下部に長径 10mm大の可動性，無痛性，
弾性軟のリンパ節触知。【口腔内所見】上顎前歯部ブリッ
ジを覆うように長径 60mmの有茎性の腫瘤を認め，左
上 2付近から排膿を認めた。表面性状は比較的平滑で，
潰瘍など異常性状は認めなかったが，軽度圧痛を認め
た。【X線所見】パノラマX線写真にて腫瘤に近接する
骨の吸収は認めなかった。【単純CT所見】腫瘤により上
顎前歯の唇側傾斜を認めた。腫瘍内部に明らかな不透過
像は認めなかった。【臨床診断】上顎エプーリス。【処置
および経過】臨床的にエプーリスと診断したが，腫瘍性
病変も否定できないため，生検術を行い，上皮過形成の
診断を得た。そこで，2021 年 5 月，全身麻酔下に歯槽骨
の一部を含めたエプーリス切除術を施行した。腫瘤を骨
膜ごと切除し，右上 12，左上 123 抜歯術も施行した。切
除部位の骨は一層削合し，抜歯窩は歯槽骨整形を行っ
た。骨露出部位にはアミドグリコシド系抗生物質軟膏を
含ませたガーゼにて被覆し，保護床を装着した。創部は
徐々に上皮化を認め，再発は認めない。【病理組織学的所
見】扁平上皮に覆われ上皮下に膠原線維のびまん性増殖
を認めた。骨形成は認めなかった。【病理組織学的診断】
epulis granulomatosa 【結語】今回われわれは上顎前歯
部に生じた巨大なエプーリスの 1例を経験したので報
告した。

P-24
下顎切痕部に生じた周辺性骨腫の1例

佐々木惇，長谷川正午，小松澤純子，長尾 徹
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

【緒言】
骨腫は緩徐に成長する骨の良性新生物であり，副鼻腔
や側頭骨，下顎骨など口腔顎顔面領域は好発部位であ
る。骨腫は緻密骨と海綿骨から構成され，骨膜下から発
生する周辺性骨腫，骨の内部に発生する中心性骨腫，軟
組織に発生する傍骨性骨腫に分類される。周辺性骨腫は
通常片側性の有茎状腫瘤を呈し，下顎骨においては骨体
部や下顎角部，下顎頭，筋突起に多く発生し，下顎切痕
部に生じることは非常にまれである。今回われわれは，
右側下顎切痕部に生じた周辺性骨腫の 1例を経験した
ので報告する。
【症例の概要】
患者は 36 歳女性，開口時の違和感を主訴に当科を受

診した。下顎の神経症状，その他特記すべき臨床的所見
は認めず，顎顔面領域に外傷や感染の既往はなかった。
パノラマX線写真にて右側下顎頭と筋突起の間に類円
型のX線不透過像を認めた。CT画像にて右側下顎切痕
部に 15×14×10mmの皮質骨様のCT値を示す隆起性
骨病変を認めた。MRI では内部均一な低信号で，骨髄の
脂肪信号の連続性がなく，骨病変による外側翼突筋の圧
排が疑われたが，骨シンチグラムにてTc99 の著しい取
り込みを認めたことから，活動性周辺性骨腫と診断し
た。手術に際しては 3D-CTから 3D模型を作製し，口腔
内アプローチによる摘出を行った。病変はTc99 取り込
みの最下端で切除し，筋突起は一時的に切離し，吸収性
プレートにて復位・固定を行った。病理組織診断は骨腫
であった。
【結果】
これまで下顎骨切痕部に発生した骨腫は本症例を含

めて 9例，うち手術により切除したのは 6例と非常に稀
であった。本症例では，複合画像検査により骨腫の動的
な診断が可能であった。3D模型による手術シミュレー
ションにより，術野での解剖学的オリエンテーションを
得ることが容易であり，口腔内からのアプローチにより
骨腫を予定通り切除することができた。
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P-25
口底に生じた脂肪腫の1例

森本伊視1，渡辺昌広1，濱田翔央2，長谷小町2，
本橋具和1，正重裕一1，窪 寛仁1，中嶋正博1

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

【緒言】脂肪腫は分化した脂肪細胞からなる非上皮性
腫瘍であり，主として皮下に発生し，全身における良性
腫瘍の 4～5％を占める。脂肪腫の口腔内における発生
頻度は 0.6～2.2％である。口腔内の好発部位は頬部，次
いで舌とされ，口底の発生頻度は 10～15％を占め比較
的少ないとされる。今回われわれは口底に生じた脂肪腫
の 1例を経験したので報告する。
【症例の概要】患者は 31 歳の男性で，2021 年 2 月下旬
より口底の無痛性腫瘤を自覚し，近歯科医院を受診。精
査依頼で同年 3月上旬に当科を紹介され受診した。初診
時，右側口底部に 10mm径の弾性軟の腫瘤を認め，表面
は平滑，粘膜は正常色であった。MR画像において，右
側口底に類円形の境界比較的明瞭な腫瘤形成像を認め，
T1，T2 強調像で高信号，T2強調脂肪抑制像で斑紋状の
低信号を認めた。右側口底部良性腫瘍の臨床診断のも
と，確定診断を兼ねて同年 7月に局所麻酔下にて腫瘍摘
出術を施行した。黄白色の腫瘤は周囲組織との剥離は比
較的容易であり，病理組織検査の結果は脂肪腫であっ
た。
【結語】今回，われわれは口底に生じた脂肪腫の 1例を
経験したので報告した。

P-26
口腔乾燥感を伴った舌灼熱感および味覚異常に対
し半夏瀉心湯およびアエンプロユースⓇにて段階的
に加療した1例

中谷佑哉1,2，戸谷収二1,2,3，豊島紘一郎1,2，小根山隆浩1，
水谷太尊2,4，田中 彰5，山口 晃1

1．日本歯科大学新潟病院口腔外科 2．日本歯科大学新潟病院口の
かわき治療外来 3．日本歯科大学新潟生命歯学部食育・健康科学
講座 4．日本歯科大学新潟病院総合診療科 5．日本歯科大学新潟
生命歯学部口腔外科学講座

【緒言】口腔乾燥や舌灼熱感，味覚異常は，さまざまな
原因が考えられているが，原因を特定することが困難な
場合もあり，治療に難渋することが多い。今回われわれ
は，口腔乾燥感を伴った舌灼熱感および味覚異常に対し
て，半夏瀉心湯および亜鉛製剤である栄養機能食品アエ
ンプロユースⓇにて段階的加療を行い，良好な経過を得
た 1例を経験したので報告する。
【症例の概要】患者は 79 歳の女性。2020 年 11 月，口
腔乾燥感と軽度味覚異常感を主訴に当院口のかわき治
療外来を受診した。既往歴は高血圧症，脂質異常症。初
診時現症は，軽度口腔乾燥，苦味の増強を認めたが，舌
灼熱感は認めなかった。サクソンテスト値は 2.53g/2
分，VASは口腔乾燥感 48mm，味覚異常感 10mmであっ
た。口腔内細菌検査では，口腔内常在菌のみでカンジダ
菌の検出は認められなかったので，口腔乾燥症と診断
し，アズレンスルホン酸ナトリウム水和物製剤による加
療を開始した。初診 4週後から舌灼熱感（VASは 45
mm）を訴えたため，舌炎と診断し，半夏瀉心湯の内服
を開始した。その後，口腔乾燥感，舌灼熱感の症状は軽
減し，サクソンテスト値も増加を認めた。内服開始 7
週後（初診 11 週後）に口腔乾燥感， 痛のVASは 0
mmと著効し，サクソンテスト値も 5.92g/2 分であった
ため，半夏瀉心湯の内服を中止した。しかし，味覚異常
が残存（VASは 20mm）しており，血液検査で血清亜鉛
値が 59µg/dL と低値のため，亜鉛製剤であるアエンプ
ロユースⓇの内服を開始した。以降，味覚は改善し，内服
開始後 2か月（初診 5か月後）に味覚異常は消退し，血
清亜鉛値も 82µg/dL と改善した。VASも全項目で 0
mmとなり， サクソンテスト値は 7.95g/2 分であった。
【結語】サクソンテスト，血液検査などの客観的評価お
よびVASによる主観的評価を総合的に把握すること
により，口腔内の種々の異常症状を改善することが可能
になると思われた。また，半夏瀉心湯や亜鉛製剤による
加療で副次的に唾液分泌促進も期待できる可能性も示
唆された。
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P-27
ドライマウス外来患者における唾液プロテオーム
解析―口腔乾燥感を有するも唾液減少を認めない
症例の検討―

礒百合絵1，奥村 綾1，香春武史1，岩渕博史2,3,4

1．花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所第1研究室 2．神奈
川歯科大学 3．栃木医療センター歯科口腔外科 4．国際医療福祉
大学病院歯科口腔外科

【緒言】口腔乾燥症とは自覚的な口腔乾燥感，または他
覚的な唾液の量的減少や質的変化を認める状態であり，
日本では 3000 万人程度の患者が見込まれている。本試
験ではドライマウス外来患者を対象に唾液プロテオー
ムを行い，口腔乾燥症の発症に関わる機能性タンパク質
の同定及び新規改善技術の提案につなげることを目的
とした。
【対象・方法】栃木医療センタードライマウス外来患
者 100 名，対照として非口腔乾燥症患者である神奈川歯
科大学附属病院外来患者 13 名が試験に参加し，患者背
景・口腔乾燥の自覚症状に関する問診，安静時・刺激時
唾液の採取，口腔状態の観察を行った。刺激時唾液はト
リプル四重極質量分析装置によるプロテオームを行い，
唾液分泌促進剤を服用している 54 名を除いた 59 名に
ついて解析した。
【結果】ドライマウス外来患者（dry 群；n=46）を刺激
時唾液分泌量が 1ml/1min 以上の群（dry1；n=9）とそ
れ以下の群（dry2；n=37）に分け，非ドライマウス外来
患者（non dry 群；n=13）との 3群で比較を行った。dry
1 は刺激時唾液量（15.0±2.5ml/10min），安静時唾液量
（3.5±2.1ml/15min）ともに正常範囲内であり，唾液総タ
ンパク質濃度も non dry と同程度であった（non dry：
0.69±0.18mg/ml, dry1：0.76±0.13mg/ml）にも関わら
ず，ドライマウスの自覚の程度が顕著に高かった。刺激
時唾液についてプロテオーム解析を行った結果，non
dry と比較して dry1 では抗菌性タンパク質である Ly-
sozme C の低下やセリンプロテアーゼであるKallikrein
1 の上昇など，一部の唾液機能性タンパク質の有意な変
化が認められた。
【結論】本試験の結果，non dry 群に比して dry 群で有
意に変化している唾液機能性タンパク質を同定した。

P-28
ドライマウス外来患者における唾液プロテオーム
解析―唾液の質的変化解明を目指した基礎的研
究―

岩渕博史1,2,3，礒百合絵4，奥村 綾4，香春武史4

1．国際医療福祉大学病院歯科口腔外科 2．栃木医療センター歯科
口腔外科 3．神奈川歯科大学 4．花王株式会社パーソナルヘルス
ケア研究所第1研究室

【緒言】口腔乾燥症とは自覚的な口腔乾燥感，または唾
液の量的・質的変化を認める状態であるとされるが，唾
液の質的変化についての研究は少なく，その解明はほと
んど行われていない。そこで本研究では口腔乾燥症患者
の唾液についてプロテオーム解析を行い，口腔乾燥症患
者における唾液の質的変化について基礎的検討を行っ
た。
【方法】栃木医療センタードライマウス外来通院中の
口腔乾燥症患者 100 名と神奈川歯科大学附属病院外来
通院中の非口腔乾燥症患者 13 名を対象とし，ガムテス
トにて刺激時唾液の採取を行った。また，患者背景，口
腔乾燥症状，生活習慣などについてスコア化した。唾液
はトリプル四重極質量分析装置によるプロテオームを
行い，25 タンパクの濃度を測定した。
【結果】口腔乾燥症群と非口腔乾燥症群では 14 タンパ
クで濃度差がみられ，そのうち 3タンパクでは口腔乾燥
症群で高値，11 タンパクでは低値となっていた。また，
唾液分泌量と各タンパク濃度の相関では，非口腔乾燥症
群との間に濃度差がみられた 14 タンパク中，11 タンパ
クで相関がみられ，非口腔乾燥症群に比べ，低濃度で
あった 11 タンパク中，相関のみられた 9タンパクでは
全て正の相関を示した。逆に非口腔乾燥症群に比べ，高
濃度であった 3タンパク中，相関のみられた 2タンパク
では全て負の相関を示した。生活習慣と唾液タンパク濃
度との関係では，飲酒者ではTrx と S100A8 濃度が非
飲酒者に比べ低く，喫煙者は非喫煙者に比べ，ZA2A
と CAH6 濃度が低かった。
【結論】非口腔乾燥症群に比べ濃度が高値であった 3
タンパクには濃縮が影響していると思われ，濃度が低値
であった 9タンパクは唾液分泌と関連して分泌される
が，腺組織の障害により分泌が障害されたことにより低
値を示したと考えられた。また，生活習慣の違いにより
濃度が変動するタンパクが多く存在することから，生活
習慣と口腔乾燥感との関係についても今後検討したい
と考える。
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P-29
Candida 属における Loop-mediated isother-
mal amplification（LAMP）法による迅速診断と従
来法との比較

篠塚啓二，横山佳那，草野明美，大木秀郎，外木守雄
日本大学歯学部口腔外科学第I講座

Candida albicans は口腔カンジダ症の原因であり，誤
嚥性肺炎の危険因子としても知られている。その検出や
量的な変化を知ることは口腔ケアの有効性を評価する
上でも重要である。その方法には培養法，PAS染色など
があり，培養に要する時間，染色における技術，顕微鏡
下での診断能力など問題点も多いため臨床では，検査結
果を得る前に治療を開始するという事態が生じており，
簡便かつ迅速な検査法が求められている。Loop-
mediated isothermal amplification（LAMP）法は，60
分で DNAを特異的に増幅する遺伝子増幅法で，副産物
であるピロリン酸マグネシウムの白濁を測定すること
で標的遺伝子配列の有無を判定する。本研究では，
LAMP法を用いて擦過細胞診検体からの C. albicans 検
出を試みるとともに，LAMP法と従来法（培養法と PAS
染色）において Candida 属の検出感度を比較した。さら
に，年齢，臨床診断，飲酒および喫煙習慣が Candida
属の検出率に与える影響についても検討した。対象は擦
過細胞診を施行した患者 53 名，68 検体とした。LAMP
法によるC. albicans DNAの検出限界は 1 pg であり，
DNA量 1 pg は C. albicans 染色体のDNA 57 コピーに
相当した。また，濁度 0.1 到達時間はDNA量依存的に短
かった。擦過細胞診検体における LAMP法の C. albi-
cans の検出率は 42.6％であった。培養法と PAS染色に
おけるCandida 属の検出率はそれぞれ 32.4％と 29.4％
であり，LAMP法は一菌種のみを対象とした結果であ
るにも関わらず，調べた方法の中で最も高い検出率だっ
た。臨床診断別のC. albicans 検出率は，扁平苔癬 85.7％，
口腔カンジダ症 66.7％，白板症 42.9％，線維腫・口内炎
50.0％，乳頭腫 33.3％，扁平上皮癌 26.3％およびその他
の病変 20.0％であった。飲酒・煙習慣における Candida
属の検出率を比較した結果，統計学的な有意差は認めな
かった。以上の結果から，LAMP法は従来法に比べ極め
て検査時間が短く，定量性に優れ，C. albicans を高感度
かつ迅速に検出することが可能であることが示された。
また，口腔カンジダ症をはじめ Candida 属が原因とな
る様々な疾患の迅速診断に寄与する可能が示唆された。

P-30
歯科金属パッチテストにより掌蹠膿疱症が示唆さ
れた1例

高谷達夫1，内田啓一1，伊能利之1，喜多村洋幸1，
岩﨑由紀子1，堀内竜太郎1，加藤華子1，根津英之1，
金子圭子1，大木絵美1，富田美穂子2，川原一郎2

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
科大学病院健診・健康づくりセンター

【緒言】掌蹠膿疱症は，手掌や足底に無菌性膿疱が生
じ，症状は長期に及び緩解と再発を繰り返す難治性疾患
である。病因については，慢性病巣感染や歯科金属アレ
ルギーが挙げられてきているが未だに確定的なものが
ない。今回我々は歯科金属アレルギーによる掌蹠膿疱症
が示唆された 1例についてその概要を報告する。
【症例】患者は 35 歳の男性，皮膚科より歯科金属アレ
ルギーの疑いで受診した。2020 年 4 月頃から手掌や足
底部の表皮角化と剥離を認め，2020 年 12 月上旬に症状
が悪化したため皮膚科を受診。その際に掌蹠角化と異汗
性湿疹を認めたため歯科金属アレルギーの疑いでパッ
チテストを行った結果，Cu，Sn，Cd，Fe，SbCl3，ZnCl2，
CoCl2，Mo において陽性反応を認めた為，歯科金属アレ
ルギーによる掌蹠膿疱症の疑いで本病院を紹介にて受
診した。初診時の皮膚所見は，掌蹠に掻痒感を伴わない
限局性表皮角化とびらんを認めた。口腔内所見は口腔内
衛生状態不良で，全顎的に歯肉発赤を認めた。上顎左側
第一大臼歯部にメタルインレー，上下顎両側第二大臼歯
部，下顎両側第一および第二大臼歯部に金属修復物の離
脱痕跡を認めた。紹介元でのパッチテストの結果から掌
蹠膿疱症の原因は，歯科金属アレルギーによる可能性が
あると診断をした。
【考察・まとめ】掌蹠膿疱症は，金属アレルギーの関与
も示唆されており，歯科金属の除去により治癒や軽快し
た症例や掌蹠膿疱症の患者では，パッチテストで歯科金
属の陽性率が高いという症例もあるが，その症例は少な
く発生頻度も少ないのではないかという報告もある。本
症例では，パッチテストで，Cu，Sn，Cd，Fe，SbCl3，
ZnCl2，CoCl2，Mo の陽性反応，特に SbCl3，ZnCl2におい
ては強陽性反応を示していたことと金属性修復物の除
去による治癒の既往があることから，歯科金属アレル
ギーによる掌蹠膿疱症が示唆された。今後の治療計画と
してメタルインレー除去と歯周疾患処置を行いながら
慎重に経過観察をしていく予定である。
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P-31
シングルセル解析を用いた IgG4関連疾患の唾液
腺における疾患特異的T・B細胞の探索

村上祐香，前原 隆，金子直樹，宗村龍祐，
森山雅文，青柳龍一，古賀理紗子，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

【緒言】IgG4 関連疾患（IgG4-RD）は，高 IgG4 血症と
罹患臓器へのT・B細胞の浸潤に伴う組織障害，臓器線
維化を特徴とする原因不明の慢性炎症性疾患である。ス
テロイドやCD20 に対する分子標的薬が奏効するが，治
療抵抗例や再燃などの問題もあり新規治療法の確立が
求められている。これまで末梢血における解析は行われ
てきたが，病態解明には罹患臓器に浸潤するリンパ球の
解析は必須である。本研究では，IgG4-RDの罹患臓器の
中で唯一十分な組織採取が可能な顎下腺を用いてシン
グルセルRNAシーケンス（scRNA-seq）を行い，本疾
患の病態に関与する特異的なT・B細胞サブセットの
同定を試みた。
【対象・方法】IgG4-RD患者を対象とし，各種疾患・健
常者組織と比較し以下の解析を行った。1）scRNA-seq
による遺伝子発現解析 2）T/B細胞レセプター（TCR/
BCR）のレパトア解析による多様性解析 3）病理組織に
よる空間的遺伝子解析 4）フローサイトメトリーと 5
重蛍光免疫染色による浸潤細胞の同定
【結果】本疾患では，CST7 や NKG7 を特異に発現した
CD4+GZMA+細胞障害性（CTL）細胞とCD8+CTL
細胞が特徴的に増加していた。また，GZMAや GZMK
などの細胞障害性因子を発現する新規Tfh 細胞を同定
した。免疫グロブリンのクラススイッチに関しては，
AIDを発現したB細胞サブセットが，IL10 と IL21 レセ
プターを特異に発現していた。さらにこのB細胞と
Cell-cell contact する IL10+IL21+Tfh 細胞を同定した。
【結論】IgG4-RDの罹患臓器に浸潤する特徴的な細胞
障害性Tfh 細胞と IgG4 産生に関連するTfh 細胞と B
細胞を新規に同定した。これらの細胞のクロストークが
本疾患の特徴である重度の線維化や免疫グロブリンの
特異的なクラススイッチに関与することが示唆された。

P-32
免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害
事象と考えられた口腔粘膜炎の2例

黒川 亮1,2，新美奏恵1,3，曽我麻里恵1,4，佐久間英伸3，
冨原 圭2，小林正治1,3

1．新潟大学医歯学総合病院医療連携口腔管理治療部 2．新潟大学
大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野 3．新潟大学大学
院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野 4．新潟大学大学院
医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

【緒言】近年，免疫チェックポイント阻害薬（ICI）の
使用に伴う免疫関連有害事象（irAE）が問題となってい
る。irAEは，全身的に多様な病態を呈するが，口腔内病
変の報告は少ない。今回，重度の口腔粘膜炎を呈した
irAEの 2例を経験したので報告する。
【症例 1】61 歳女性。非小細胞肺癌に対する，カルボプ
ラチン，パクリタキセル，ベバシズマブならびに ICI
のアテゾリズマブ投与 10 か月目に口腔内のびらんを生
じ，摂食障害を呈したため同剤休薬後に当科紹介となっ
た。口唇と口腔粘膜全域に出 血 を 伴 うGrade3
（CTCAEv5.0）の粘膜炎を認め，リドカイン含有の含嗽
剤と粘膜保護材で除痛し，口腔ケアとステロイドの局所
塗布を開始した。当科介入 13 日目に Grade1 まで粘膜
炎の改善が認められたが，19 日目に再燃。口腔ケアとス
テロイドの局所塗布を継続し，46 日目に改善した。現
在，ICI を除いたレジメンに変更し化学療法を継続して
いる。
【症例 2】71 歳男性。非小細胞肺癌に対し，ICI のペム
ブロリズマブ単独療法開始約 1年後，全身の皮膚炎と口
唇と口腔粘膜全域に出血を伴うGrade3 の粘膜炎が生
じたため，同剤休薬後，当科紹介となった。症例 1と同
様の 痛管理と口腔ケア，ステロイド局所塗布を開始し
たが，口腔内，皮膚いずれも症状が増悪したため，21
日目に紹介元へステロイドの全身投与を依頼した。同日
よりプレドニゾロン 25mg/日の投与が開始され，28 日
目に口内炎はGrade2 程度まで改善し，ペムブロリズマ
ブ再開が検討されている。
【考察】口腔粘膜に生じた irAEへの対応として，ICI
の休薬とステロイド剤の投与が有用とされている。症例
1はステロイドの局所塗布で改善したが，症例 2は，ス
テロイドの局所投与のみでは改善が認められず，全身投
与により改善した。irAE発症のメカニズムや治療法は
不明な点が多く，今後も症状再燃や増悪も危惧されるこ
とから，がん薬物療法を円滑に行うためにも歯科介入の
継続が必要と考える。
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P-33
口腔症状を契機にHIV感染症が判明した1例

上野泰宏1,2，神部芳則1，早坂純一2,3，柏崎朋子1，
野口忠秀1，森 良之1

1．自治医科大学歯科口腔外科学講座 2．顎口腔いろはクリニック
3．芳賀赤十字病院歯科口腔外科

【緒言】ヒト免疫不全ウイルス（以下HIV）ならびに
後天性免疫不全症候群（以下AIDS）は 1981 年以降増加
の一途にある。HIV感染に伴う口腔症状としては急性偽
膜性カンジダ症，ウイルス性口内炎，毛状白板症，カポ
ジ肉腫がよく知られている。
今回われわれは口腔底の痛みを主訴としてとして一
般の歯科医院を受診し，画像検査で多性頸部リンパ節炎
を認め，精査中にHIV感染症と診断された 1例を経験
したので報告する。
【症例】患者は 62 歳，男性。主訴：舌のつけねの痛み。
現病歴：3か月前から痛みを自覚。症状の改善がないた
め歯科を受診。両側舌下面口底側にびらんおよび白苔を
認めた。また，顎下部リンパ節に可動性の腫大したリン
パ節を複数触知した。既往歴：特記事項なし。臨床診
断：口腔カンジダ症，扁平苔癬の疑い。抗真菌薬を投与
したが症状の改善がなく腫瘍性病変も疑い自治医科大
学付属病院歯科口腔外科に紹介。
現症：両側口底粘膜，両側下顎歯肉から頬粘膜にかけ
て発赤を伴うアフタ様レース状白色を認めた。パノラマ
X線写真では明らかな異常所見はみとめなかった。
血液検査にて軽度の白血球数・CRPの上昇を認め

た。
MRI にて頸部リンパ節の多発性腫大認めたため精査
目的に総合診療部に紹介。精査中に左腰部に帯状の水疱
を伴う発疹が出現し帯状疱疹が疑われ，血液検査にて
HIVAg/Ab183.96 でありHIV感染症と診断された。当
院感染症科にて再精査しCD4 390V/L720000 であっ
た。
現在HIVに対し本人の加療拒否あり。緩和ケアにて
現在経過観察中である。
【結語】口腔粘膜炎ならびに多発性頸部リンパ節炎を
初発症状としたまれなHIV感染症の 1例について報告
する。

P-34
エミシズマブとエプタコグアルファを用いて抜歯
時の止血コントロールを行ったインヒビター陽性
重症型血友病Aの1例

日野聡史，児島さやか，栗林伸行，内田大亮
愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科矯正歯科

【緒言】インヒビター陽性血友病患者の口腔外科処置
時には，凝固因子のバイパス止血製剤輸注が標準的に行
われてきたが，術後の止血困難例の報告も散見される。
血友病Aの新規治療薬エミシズマブは 2018 年に承認
されて以降，使用の利便性，出血予防効果の高さから使
用例が増加している。また，日本血栓止血学会の血友病
患者に対する止血治療ガイドラインにおいても，同薬の
使用が推奨されている。
われわれは，エミシズマブ使用中のインヒビター陽性
重症型血友病A患者の抜歯に際し，エプタコグアル
ファを併用して良好な止血管理が可能であった症例を
経験したのでその概略を報告する。
【症例の概要】症例は 25 歳男性。母親が血友病A保因
者であり，既往歴には口唇口蓋裂，血友病性関節症が
あった。生後 3ヶ月の口唇形成術時に血友病Aと診断
され，術後 5日目に血液凝固第VIII 因子製剤に無効と
なりインヒビター陽性が確認された。定期補充療法，ス
テロイドパルス，免疫寛容療法，膝関節滑膜切除等で治
療されるも，種々の関節内出血を繰り返していた。2018
年 6 月からはエミシズマブを使用開始し，1.5mg/kg を
1 週間に 1回自己注射することで出血エピソードはほ
ぼ無くなっていた。右下顎の骨性埋伏智歯，同部の埋伏
過剰歯，右上智歯の抜歯を計画するにあたり，膝関節手
術時に止血困難があったこと，多数歯抜歯であること，
下顎の抜歯にはある程度の骨削合を要することを考慮
し，全身麻酔下の処置とした。出棟 30 分前に遺伝子組換
え活性型凝固第VII 因子製剤エプタコグアルファ（100
mg/kg）を静注し，通法とおりに抜歯を行った。術中に
異常な出血や止血困難は見られなかった。後出血予防の
ために，エプタコグアルファは 3時間ごとに同日中に 4
回，明朝に 1回の投与を行った。また，トラネキサム酸
の投与も行った。抜歯後出血のエピソードはなく，抜歯
窩の治癒経過に異常な所見も見られなかった。
【結語】エミシズマブが使用できるようになり，血友病
Aの治療は転換期にある。血友病患者の止血治療ガイド
ラインも見直されており，これに沿った対応を行うこと
により抜歯後の良好な止血管理が可能であった。
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P-35
血小板輸血アレルギーに対して洗浄血小板使用下
に歯槽膿瘍切開を行った骨髄異形成症候群の1例

林 樹
中濃厚生病院歯科口腔外科

【緒言】アレルギー性輸血副反応（以下，ATR）は血
小板輸血投与患者の 1～5％に生じ，約 1万回に 1回の
頻度でアナフィラキシー反応を生じる。ATRの発症に
は血漿因子が関与し，その予防には洗浄血小板（以下，
W-PC）が有効とされている。われわれが渉猟した限りで
は，本邦においてW-PC 使用下での口腔外科処置の報告
は稀である。
今回われわれは，血小板輸血で過去にATRを生じた
骨髄異形成症候群（以下，MDS）患者に対して，W-PC
使用下に歯槽膿瘍切開を行った 1例を経験したので，そ
の概要を報告する。
【症例】患者：73 歳男性。主訴：左頬部の 痛。既往
歴：MDS（末期状態，化学療法適応なし），血小板輸血
アレルギー（他院で複数回発症）。現病歴：2021 年 4
月に上記主訴で当科紹介受診。現症：左頬部の軽度腫脹
がみられ，左上 34 歯槽部に限局した歯肉腫脹を認めた。
診断：左頬部蜂窩織炎，左上 34 根尖性歯周炎。
【処置及び経過】当科初診日に左頬部蜂窩織炎の消炎
治療目的で即日入院。入院 3日目に左上 34 部の歯槽膿
瘍を認めたため，膿瘍切開を計画。血液検査にて血小板
数 4000/µL であったため，血液内科医に術前の血小板
輸血について相談した。他院でATRの既往があったと
のことから，入院 5日目に洗浄血小板使用下での膿瘍切
開を施行した。術前後に洗浄血小板を 10 単位ずつ使用
したがATRは生じず，切開創からの止血も良好であっ
た。入院 10 日目に経過良好のため退院となった。
【結語】血小板輸血により，重篤な副作用 1回，抗ヒス
タミン薬やステロイド等の前投薬で予防できない副作
用 2回以上のいずれかを生じた症例がW-PC 使用の適
応とされている。本症例は血小板輸血により複数回の
ATRを生じていたため，血液内科医と協議の上でW-
PC を使用した。血小板輸血アレルギー患者での口腔外
科処置においても，W-PC は有用な止血効果と安全性が
期待できると考えられた。

P-36
頸動脈狭窄症とパノラマエックス線像による歯槽
骨吸収の関連性について

内田啓一1，出分菜々衣2，石岡康明2，岩﨑由紀子1，
小日向清美3，喜多村洋幸1，髙谷達夫1，伊能利之1，
富田美穂子4，森 啓1，吉成伸夫2

1．松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合治療科） 2．松本歯
科大学歯科保存学講座 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 4．松本歯科大学病院健診・健康づくりセンター

【緒言】歯周疾患と動脈硬化との関連性についてはこ
れまでに幾つかの報告がされてきている。しかしなが
ら，頸動脈狭窄症と歯周疾患による歯槽骨吸収との関連
性についてはあまり明らかにされていない。そこで今回
は，頸動脈狭窄症とパノラマエックス線像による歯槽骨
吸収の関連性について検討を行ったので報告する。
【方法】対象は松本歯科大学病院を受診した 295 名（男
性：167 名，女性：128 名）で平均年齢 64.6±11.8 歳で
あった。頸動脈狭窄症は，CT像から頸動脈石灰化診断
した。歯槽骨吸収率はパノラマエックス線像を用いて，
Schei らの方法で全現在歯近遠心部の歯槽骨吸収率を求
め，それらの平均値を被験者の歯槽骨吸収率とした。ま
た，現在歯数の測定と動脈硬化性病変に関連する疾患と
して，高血圧症，脂質異常症，糖尿病，骨粗鬆症および
悪性腫瘍の有無についても抽出し分析を行った。
【結果および結論】頸動脈狭窄症を認めたのは 121 名，
頸動脈狭窄症を認めなかったのは 174 名であり，頸動脈
狭窄症の患者の特徴としては，年齢が高く，高血圧症，
骨粗鬆症の動脈硬化性病変に関連する疾患の既往があ
る患者で，さらに現在歯数が少ない患者では，歯槽骨吸
収率が高かった。また，頸動脈狭窄症に関連する様々な
因子を考慮した上でも，歯槽骨吸収率（修正オッズ比：
1.233，95％CI=1.167-1.303，p＜0.001）は高い関連がある
という結果であった。歯槽骨吸収率から頸動脈狭窄症の
予知性についてのROC解析の結果では，ROC曲線下面
積は 0.93（95％信頼区間，0.60-0.96，p＜0.001）となり，
歯槽骨吸収率は頸動脈狭窄症を高い感度で予測できこ
とが可能であると思われた。この結果から，パノラマ
エックス線像から求めた歯槽骨吸収率は，頸動脈狭窄症
患者のスクリーニングが出来る可能性あることが示唆
された。
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P-37
当科における過去20年間の口腔がん初診患者の
臨床的検討

船山昭典1，三上俊彦2，新美奏恵3，芳澤享子4，
齋藤大輔1，野澤 舞1，小林正治1

1．新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野
2．新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター歯科口腔外科
3．新潟大学医歯学総合病院医療連携口腔管理治療部 4．松本歯科
大学口腔顎顔面外科学講座

【目的】現在，日本の全がんに対する口腔がん（咽頭を含
む）の占める割合は約 2％だが，その罹患率および死亡率は
増加している。早期口腔がんの治療成績は良好だが，進行癌
では高侵襲手術と組織再建が必要になり，言語障害，摂食嚥
下障害，顔貌の変形により患者のQOLは著しく低下する。
そのため口腔がんの治療成績向上には早期発見・早期治療
が必須である。近年，口腔がん検診が行われるようになって
きたが，いまだ他領域よりその認識は薄く，口腔がん・口腔
前がん病変についての啓発が課題とされている。そこで当
科における口腔がん初診患者の動向および疾患病態を把握
する目的で過去 20 年間の臨床検討を行った。
【対象と方法】対象は 2001 年 1 月から 2020 年 12 月まで
の 20 年間に当科を初診した口腔がん一次症例の 496 例。性
別・年齢，紹介元，部位，病理診断，ならびに扁平上皮癌
（OSCC）に関しては，TNM分類，臨床病期についても検討
した。
【結果】性別は男性 300 例，女性 197 例で，平均年齢は 68.1
歳であった。発生部位は舌 198 例（39.8％），下顎歯肉 92
例（18.5％），頬粘膜 56 例（11.3％），上顎歯肉 53 例（10.7％），
口底 43 例（8.7％），口蓋 17 例（3.4％），上顎洞 12 例（2.4％），
その他 26 例（5.2％）であった。紹介元は開業歯科が 234
例（47.1％），病院歯科/口腔外科が 210 例（42.3％）で大部
分を占めた。病理組織学的診断では上皮内癌を含むOSCC
が 450 例で約 9割を占めた。T分類はTis：55 例（12.2％），
T1：102 例（22.7％），T2：105 例（23.3％），T3：26 例
（5.8％），T4：162 例（36％）で，初診時の頸部リンパ節転
移は 120 例（26.7％）であった。病期は Stage 0- I：157 例
（34.9％），Stage II：85 例（18.9％），Stage III：22 例（4.9％），
Stage IV：186 例（41.3％）であった。OSCCに対する根治
治療を施行したのは 388 例（86.2％）で，44 例（9.8％）が緩
和ケア，18 例（4％）が進展範囲から他科に紹介していた。
【結論】約半数が進行がんで受診していた。治療成績向上
には，より早期での発見と速やかな高次医療機関への紹介
と，国民への啓発が重要である。そのためには歯科医師会や
地方自治体と連携をとり，口腔がんを早期に発見するため
のシステムを構築が重要であると考えられた。

P-38
岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門で経験
した口底部迷入歯に関する臨床的検討

増井正典1，伊原木聰一郎1,2，國定勇希1,2，小畑協一1，
小野喜章1，竜門省二1，佐々木朗1,2

1．岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門 2．岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

下顎埋伏歯抜歯は日常的に行われる手術手技である。
しかし，局所的偶発症として口底へ歯の迷入が生じるこ
とがある。一方，摘出時のアプローチや口底への迷入歯
の管理方法に関して一定のコンセンサスは得られてい
ない。今回，われわれは当科で経験した口底への迷入歯
について後ろ向きに検討を行った。2010 年 4 月から
2020 年 3 月までに当科で経験した 7例を対象とした。1
例が下顎第二大臼歯，6例が第三大臼歯であった。舌神
経知覚鈍麻は 1例（14.3％）で認めた。迷入歯の摘出は
6例で行われており（85.7％），そのアプローチは顎舌骨
筋よりも上方かつ舌側皮質骨から水平的に距離がある
ため直上粘膜を切開し摘出したもの（2例），顎舌骨筋よ
りも深部，または顎舌骨筋よりも上方かつ舌側皮質骨に
近接するため舌側より粘膜骨膜弁を作製し摘出したも
の（4例）であった。摘出していない 1例は初回抜歯術
により舌神経知覚鈍麻を伴っていたが，本人手術拒否の
ため，ビタミンB12 製剤による薬物療法と星状神経節
への近赤外線照射療法を 6か月継続した。同期間中，感
染を惹起することなく症状改善したため，近医歯科での
経過観察となった。全例で迷入歯による感染は認めな
かった。
口底への迷入歯は感染源となり得るため，本邦におけ
る過去の報告でも多くの症例で摘出が選択されている
が，自験例でも同様に摘出が選択されていた。摘出時の
アプローチには触診とコンピューター断層撮影画像に
よる術前診断が必要である。その際，顎舌骨筋や舌側皮
質骨からの位置関係が重要な解剖学的指標であると考
えられた。また，患者状態により摘出できない場合には
慎重な経過観察が必要である。
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P-39
歯科インプラント治療歴のある患者の治療後の問
題に対する臨床的検討

竜門省二，國定勇希，増井正典，坂本裕美，
吉岡德枝，西山明慶，伊原木聰一郎，佐々木朗
岡山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門

【緒言】歯科インプラントは欠損補綴に対する治療法
として広く普及し，機能面・審美面において非常に優れ
ている治療である。患者のQOL向上に貢献する治療で
ある一方，治療後にトラブルになる症例も少なくない。
術前に十分診査し慎重に症例を選択して治療を行って
も，術後に全身疾患を有し，予後不良な症例も存在する。
現在では術後メインテナンスの重要性が認識されてき
ているが，施術歯科医院を生涯受診することは困難であ
る場合も多い。インプラント治療後に生じた問題点の動
向を整理する目的で，インプラント治療後に問題が生
じ，当科を受診した患者について検討を行ったので報告
する。【方法】インプラント治療後に，何らかの問題が生
じ，2012 年 1 月から 2020 年 3 月までの間に当科を受診
した 172 症例を対象とした。性別と年齢，インプラント
の種類，患者の推移，来院経路，埋入からの年数，初診
時の症状・受診理由，臨床診断，当科での対応について
評価した。【結果】来院経路としては施術医以外の他院か
らの紹介が圧倒的に多く，受診理由はインプラント周囲
炎に起因するインプラントの動揺・ 痛・腫脹・排膿
が大部分を占め，近年では骨吸収抑制薬関連顎骨壊死を
疑う症例も散見されている。当科での対処法は摘出が最
も多いが，患者の希望，あるいは全身状態により摘出せ
ずに消炎処置を行いながら経過観察を行う症例も認め
られた。さらに，インプラント治療に異常や関連性が認
められなくとも，口腔心身症様症状を訴える患者も散見
され，対処法に苦慮した症例もある。【結論】インプラン
ト治療後の問題は多様化してきており，症例ごとに適切
な対応が必要であると考えられた。

P-40
明海大学歯学部付属病院臨床研修プログラムでの
8年間の研修歯科医師の実態調査

村上幸生，川田朗史，岡田典久，松村華穂，
荒木久生，鈴木正二
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

緒言
歯科医師臨床研修は生涯研修の基盤となるべきもので，総合歯科医に必要

とされる患者中心の全人的医療の概念と包括診療能力を身に付けることが求
められる。我々は以前，臨床研修歯科医の研修状況を把握し研修医の教育シス
テムをより充実させるために本学付属病院における臨床研修歯科医師の研修
状況について報告したが，単年度の調査のため研修動態やプログラム間の差
異について長期的な観察ができなかった。今回，8年間の研修状況の集計・分
析を行ったところ，その動態から若干の知見を得たので報告する。
対象および方法
明海大学歯学部付属病院で 2013 年から 2020 年の 8年間で採用した卒直後

臨床研修歯科医師 512 名（プログラム S：単独型：147 名，プログラムM：複
合型：365 名）を対象とした。臨床研修終了時提出書類より，①担当患者数，
②経験症例数，③プログラム別の検討，④研修実感について集計した。
結果
1．研修医が 1年間の研修期間において担当した患者数は平均 90～100 人で
あった。2019 年から漸減した。一人平均症例経験数はMが多かった。2．診
療内容を保存系，補綴系，外科系の 3分野に分けてみたところ，各年度とも保
存系分野が一番多く経験をしていた。プログラム別の検討でもその傾向は変
わらなかった。3．一人当平均症例経験数も保存系が多かったが 2019 年より
Sの経験数が漸減した。この傾向は補綴系でも同様であった。4．プログラム
別の研修実感では，Sでは症例体験数が満足な実感であり，Mでは症例数の他
に自身の体験が良好であった。一方，不満な研修実感は S，Mともに研修シス
テムや患者症例数があったがその傾向は SのほうがMより多く認められた。
考察
8 年間の実態調査で，各プログラム間で臨床研修歯科医が症例を経験する
機会はMのほうが Sよりも多いことが判明した。 保存系分野での研修は S，
M両プログラム共に多かったが，これは研修医にとって難易度の高くない処
置が多く含まれているためと考える。直近 2年間で Sの 1人平均患者数や症
例経験数がMと比べて減少したがこれは指導医のマンパワーの減少が関連
していると思われた。このことは Sでの研修システムや指導体制，患者数など
の不満の出現から想像もできる。患者症例数は研修医の考え方によって左右
され，多く症例を経験したかった者は不満に感じ，長期患者管理ができた者は
満足に感じるようであった。自身の体験についての満足度が多かったのは研
修歯科医師となって実際の患者に触れ，教科書レベルの診断・治療以外の社
会体験に起因するものが含まれていると思われる。今後は指導医側のマンパ
ワーの拡充と症例数を含めた指導体制のスキルアップが肝要であると考え
る。
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P-41
明海大学付属明海大学病院口腔診断科における過
去2年間の新患動向調査

尾島健斗，川田朗史，井上瑛弘，佐藤朋佑，
岡田知之，渡辺裕美，松村正晃，三木朱里，
香村亜希子，田所瑞希，松村華穂，岡田典久，
荒木久夫，村上幸生，鈴木正二
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

【目的】
我々は過去数回にわたって本学における新患の動向
調査を行い，新患患者の傾向を把握してきた。しかし社
会情勢の変化や少子化および高齢化といった人口割合
の変化だけでなく，最近はCOVID-19 感染症による緊急
事態宣言下での行動制限が行われたことが歯科大学を
受診する患者動向にも少なからず影響を及ぼしている
と考える。今回，直近 2年間における初診患者を対象と
した患者動向の調査を行いCOVID-19 感染症蔓延の影
響についても考察したのでその概要を報告する。
【対象および方法】
2019 年 1 月から 2020 年 12 月までの 2年間に明海大

学付属明海大学病院口腔診断科に初診として来院した
患者 7026 名を対象とした。医療面接を行った記録をも
とに年齢層，性別，主訴，既往歴について集計を行い，
過去の新患データ（2013 年，2014 年）との比較を行った。
【結果】
2年間の総計は男性 2974 名，女性 4052 名。総計では
2019 年が 4026 名，2020 年が 3000 名であった。両年とも
60 代・70 代の受診者が最も多かった。主訴は歯痛が最
も多く，ついで補綴物脱離が多かった。既往歴は高血圧，
花粉症が多かった。2013 年と 2020 年の新患総数と比較
すると 32.4％の減少がみられた。
【考察及び結論】
COVID-19 感染症に対処するため，全国的に緊急事態
宣言が発令された頃から歯科の受診を控える傾向が顕
著に表れた。患者数も以前ほど戻っておらず，影響は未
だに続いていると考えられる。しかし高血圧，糖尿病と
いった歯科治療時に注意を要する疾患をもつ方の来院
は変わらず，今後も地域住民の医療体制充実と歯科保健
向上を目指して患者動向調査を継続していく必要性が
あると考える。

P-42
国際口腔顔面痛分類第1版を用いた当科の三 神
経痛症例の臨床的検討

田所壯一朗1，野間 昇1,2，高根沢大樹1,2，小笹佳奈1，
岡田明子1,2，篠崎貴弘1,2，青野 楓1,2，今村佳樹1,2

1．日本大学歯学部附属歯科病院口腔診断学講座 2．日本大学歯学
部附属歯科病院ペインクリニック科

【目的】国際口腔顔面痛分類第 1版（以下 ICOP-1）で
は，三 神経痛（ICOP-1：4.1.1）は典型的三 神経痛
（4.1.1.1），二次性三 神経痛（4.1.1.2）および特発性三
神経痛（4.1.1.3）の小項目に分類された。2005 年 11 月か
ら 2016 年 12 月の間に当科を受診し三 神経痛と診断
された 105 名の患者の臨床統計を行い治療経過，予後に
ついて検討した。
【結果】診断では典型的三 神経痛が 97 例で最も多
く，純粋発作性が 86 例，持続性顔面痛を伴う典型的三
神経痛が 11 例であった。二次性三 神経痛は 7例，特発
性三 神経痛では 1例認めた。4.1.1.2 の全症例において
下位分類である「占拠性病変による三 神経痛
（4.1.1.2.2）」であったが，内 2例は陽性徴候または陰性徴
候を呈しており，経時的に二次性三 神経痛の特徴的な
発作痛へ移行した。カルバマゼピンに対する治療反応性
は純粋発作性においては良好であったが，持続性顔面痛
を伴う典型的三 神経痛および特発性三 神経痛では
有効性は低かった。
【結論】三 神経痛の病態の分類やステージ，経過を考
慮し薬物療法，微小血管減圧術，高周波熱凝固法などの
有効な治療法を選択する必要があると考えられた。
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P-43
Valsalva 法を併用した機能的MRI 検査にて舌下
腺ヘルニアと診断された1例

廣畠広実1,2，内田貴之2，遠藤弘康2，多田充裕2，
福澤 智3，柳川 徹3，山縣憲司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．日
本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 3．筑波大学医学医療系顎
口腔外科学

【緒言】顎下部の腫脹は炎症や腫瘍など様々な疾患に
みられる。舌下腺ヘルニアは口底を形成する顎舌骨筋の
欠損や断裂部より舌下腺が逸脱した状態である。われわ
れが渉猟し得た限りでは本邦での報告はあまりみられ
ない。今回，嚥下時に顎下部の腫脹が出現し，超音波検
査と機能的MRI 検査を施行した結果，舌下腺ヘルニア
と診断された症例を経験したので報告する。
【症例の概要】症例は 40 代女性で 2019 年 8 月始めに
右側顎下部の腫脹と右側下顎嚢胞のため近歯科医院よ
り紹介来院となった。パノラマX線にて右側下顎骨に
嚢胞様透過像がみられた。右側顎下部の腫脹は安静時に
はなく嚥下など力が入るとき無痛性の腫脹がみられた。
下顎嚢胞の治療を優先し同年 12 月，全麻下にて下顎嚢
胞摘出術施行した。しかしその後も顎下部の無痛性腫脹
は変化がないため 12 月下旬に超音波検査施行し嚥下時
に高エコーの構造物の突出がみられたが構造物は判定
できなかったため，2020 年 1 月造影MRI 検査施行する
も特に異常はみられなかった。その後経過観察を行い，
2021 年 3 月超音波検査を施行したところ舌下腺ヘルニ
アを疑う所見を得たため，同年 4月 Valsalva 法を併用
した機能的MRI 検査を行い舌下腺ヘルニアと診断に
至った。
【結論】舌下腺ヘルニアは口底を形成する顎舌骨筋の
欠損や断裂部より舌下腺が逸脱した状態であり本邦で
の報告はあまりみられない。死体による解剖では顎舌骨
筋に亀裂がみられる症例が約半数との報告もあり無症
状のため気がつかない可能性がある。また診断において
も通常の検査では判定しにくく，本症例においも 1回目
の超音波検査と通常のMRI 検査では診断することが困
難であった。息ごらえなどで胸腔内圧を増加させ迷走神
経を刺激するValsalva 法を併用した機能的MRI 検査
を行い舌下腺ヘルニアと診断することができた。多くは
治療の必要がないと言われており現在経過観察中であ
る。舌下腺ヘルニアの診断にはValsalva 法を併用した
機能的MRI 検査が有用と考えられた。

P-44
精神科病院入院患者の嚥下造影検査8例の臨床的
検討―精神科単独病院とケア・ミックス病院との
連携―

原 巖1，内田竜司2

1．医療法人恵光会原病院歯科・口腔外科 2．福岡歯科大学教育支
援・教学IR室

【緒言】
精神科患者の嚥下機能は，疾患自体の影響や薬物治療

の副作用の影響などにより嚥下障害が生ずることが報
告されている。抗精神病薬特に定型型抗精神病薬は錐体
外路症状が出現しやすく，嚥下反射に関連するサブスタ
ンス Pを低下させると言われており，向精神薬にも抗コ
リン作用や錐体外路症状の出現が報告されており，嚥下
障害の大きな一因として挙げられている。しかしなが
ら，嚥下障害を客観的に検査できる嚥下造影検査（VF）
の報告は少ない。これは患者の状態から検査施行までが
困難などの要因が考えられる。われわれは，2017 年より
近在の精神科独立病院より依頼され精神科患者のVF
検査を行っている。今回は連携の概要とVF検査を行っ
た 8症例の結果を報告する。
【対象・方法】
病院間連携は精神科病院より患者の依頼を受け検査

日時の決定を行う。検査日は，当院内科医，歯科医，言
語聴覚士，外来看護師が参加可能な日時を選択し，精神
科病院には 1）紹介状 2）検査同意書 3）嚥下造影検査事
前チェックリストを準備頂き担当看護師帯同で検査を
行っている。現在まで検査中にトラブルが生じたことは
ない。今回は今まで検査を行った 8症例の検査結果を報
告する。
【結果】
患者は，全員男性で，年齢では 80 歳代 4例，60 歳代・
70 歳代各 2例であった。
入院疾患は，統合失調症 5例，パーキンソン症候群 3
例，精神病質・双極性障害・神経症・認知症各 1例で
あった。基礎疾患は，8例中 7例にみられた。VF所見で
は，嚥下反射の低下・消失：4例，咽頭部・喉頭蓋谷の
残留・貯留：4例，食物移送の低下：3例，舌運動低下・
消失：3例，誤嚥・喉頭侵入：3例，嚥下協調運動の低
下：3例，食道入口部開大：2例であった。嚥下機能の総
合的な評価（藤島スケール）では，Grade9：1 例，Grade
7：2 例，Grade6：1 例，Grade4：1 例，Grade1：3 例で
嚥下不可能と判断した。
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P-45
高齢入院患者における舌口唇運動機能（オーラル
ディアドコキネシス）と食形態との関係

重本心平，宮島 久，竹内聡史，吉開義弘，
浜田智弘，柳田みずき
会津中央病院歯科口腔外科

【緒言】舌口唇運動機能検査は，/pa/，/ta/，ka/の単
音節をそれぞれ繰り返し発音してもらい，舌や口唇の巧
緻性を評価する口腔機能低下症の検査のひとつである。
舌や口唇の機能低下は，食塊形成不全を生じ，低い食形
態を摂取しなくてはいけなくなる。しかし，その関係を
報告したものはあまり見られない。そこで，本研究では
総合病院入院患者の舌口唇運動機能検査を行うことで
食形態の決定ができるのではないかと考え，その関係に
ついて調査を行った。【対象・方法】対象は会津中央病院
に入院中に歯科口腔外科に嚥下機能評価のために紹介
され，経口摂取をしており舌口唇運動機能検査が可能で
あった 65 歳以上の患者 259 名（男性 135 名，女性 124
名，平均年齢 84.4±8.0 歳）とした。舌口唇運動機能は，
口腔機能測定機器（健口くんハンディ，竹井機器工業社
製）を用いて測定した。食形態は嚥下機能評価および嚥
下内視鏡検査の結果をもとに決定されており，ソフト
食・ペースト食群，常食・刻み食群の 2群に分けた。食
形態による 2群間の舌口唇運動機能の差をMann-
whitney’s U 検定を用いて検討し，ROC曲線を用いて食
形態におけるカットオフ値を検討した。【結果】259 名中
142 名で常食もしくは刻み食を摂取していた。ソフト
食・ペースト食群（/pa/3.5 回/秒，/ta/3.4 回/秒，/ka/
3.0 回/秒）は，常食・刻み食群（/pa/4.3 回/秒，/ta/4.2
回/秒，/ka/3.9 回/秒）と比べて舌口唇運動機能が有意に
低かった。ROC曲線により/pa/4.5 回/秒，/ta/4.7 回/
秒，/ka/4.3 回/秒をそれぞれカットオフ値とすると，感
度/特異度（ソフト食・ペースト食群）はそれぞれ
76.9％/46.5％，81.2％/39.4％，79.5/42.3％であった。【結
論】総合病院入院患者の舌口唇運動機能は，食形態を決
定するひとつの指標として有効であると考えられた。

P-46
口腔癌患者における周術期栄養管理と手術前後の
体組成変化に関する検討

廣末晃之1，吹原美帆2，川原健太1，松岡祐一郎1，
高橋 望1，平山真敏1，永田将士1，吉田遼司1，
三島裕子2，中山秀樹1

1．熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 2．熊本大
学病院栄養管理部

【緒言】がん治療における栄養管理は安全ながん治療
の遂行や患者のQOLの維持に関連する重要な支持療
法のひとつである。口腔癌では治療により口腔機能が低
下し，栄養摂取方法に難渋することもしばしばあり，低
栄養状態が長期化するとフレイルやサルコペニアの併
発を引き起こし，全身の健康に影響を及ぼす。今回，わ
れわれは口腔癌患者の周術期栄養管理の現状を調査し，
手術前後の体組成の変化を解析し，栄養管理と体組成変
化の関連について検討を行ったので報告する。
【対象・方法】2019 年 10 月から 2021 年 3 月までに当
科にて口腔癌の診断で手術を施行し，手術前後に体組成
分析を行った患者を対象とした。また対象患者は一定期
間，経鼻経管栄養にて栄養管理を行った患者とした。栄
養評価は体重より必要エネルギー量，必要タンパク質量
を計算し，実際に摂取されたエネルギー量，タンパク質
量から充足率を算出した。体組成分析は InBody を用い
て生体電気インピーダンス（BIA）法にて，体脂肪量，
体脂肪率，筋肉量，骨格筋量，SMI 等を測定し，手術前
後にて比較した。
【結果】当科での周術期栄養管理の現状として必要エ
ネルギー量の充足率は 90％程度と良好な摂取状態が確
保できていたが，タンパク質に関しては必要タンパク質
量に対する摂取量の充足率が低く，摂取量が不足してい
る傾向にあることが分かった。また体組成の変化に関し
ては，再建を伴う高侵襲の手術施行患者では術後に骨格
筋量が低下する傾向にあり，術後の SMI はサルコペニ
アの基準値を下回る患者も認めた。さらに術後に骨格筋
量が低下した群では低下しなかった群と比較し，術前の
体脂肪率が低い傾向にあった。
【結論】口腔癌の高侵襲の手術後は骨格筋量の低下を
招きやすく，フレイルやサルコペニアを併発しやすい状
態のため，適切な栄養管理を実践し，QOL維持に繋げる
必要性が示唆された。
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P-47
歯科併設のない療養型病院入院中の患者に対する
歯科の介入について

田邉陽子1,2，隈部貴子1,3，篠塚啓二1,3，宇治川清登1,4，
小澤靖弘4，外木守雄3，市ノ川義美2，中島一彦1

1．医療法人社団喜生会新富士病院歯科 2．帝京大学医学部形成・
口腔顎顔面外科学講座 3．日本大学歯学部口腔外科学第I講座 4．
聖路加国際病院歯科口腔外科

【緒言】療養型病院に入院している患者は脳 塞後遺
症や認知症患者が多く，口腔機能が低下し，誤嚥性肺炎
のリスクは高い傾向にある。また，動揺歯や適合が不良
な補綴物などもみられることが多く，脱落した歯や補綴
物などの誤嚥，誤飲のトラブルも少なくない。看護師な
ど医療スタッフが歯科に求めることは歯の動揺などが
主となる傾向にあり，専門的な口腔衛生管理についての
依頼についてはまだ少ない印象がある。私たちは 2020
年 7 月より療養型病院の入院患者に対して往診にて歯
科的な介入を開始した。その概要について報告する。
【対象】2020 年 7 月から療養型病院に往診にて歯科的
な介入を開始した。受診は，看護師，理学療法士からの
依頼，および患者家族からの希望があった患者であり，
2021 年 6 月までの 1年間に歯科的介入を行ったのは 27
例であった。
【結果】男性 9例，女性 18 例，年齢は 51 歳から 97
歳，脳血管障害による高次脳機能障害が 12 例，認知症が
12 例，神経疾患が 2例，精神疾患が 1例であった。受診
の目的は歯の動揺が多く，そのほか歯肉の腫脹，出血，
義歯の破損，義歯不適合であり，口腔ケアの希望は家族
から希望された 1例のみであった。ほとんどの患者で口
腔内の清掃状態は不良であり，改善が必要であった。医
療スタッフから開口困難や口腔乾燥による口腔ケアの
難しさの話があったが，専門的な口腔機能管理までの希
望は当初はなかった。動揺歯の抜歯や歯肉出血が改善し
た後には介入終了と考えている医療スタッフも多かっ
たが，専門的な口腔衛生管理の重要性を説明し継続する
ことで，普段の口腔清掃の状態は介入 1年間で改善が認
められている。現在，月 1回の往診であり，介入のでき
ている患者はまだ少ないが，医療スタッフへの口腔衛生
方法などの指導を含めて，新たな患者の新規介入につい
てさらなる対策，検討が必要と考える。

P-48
Ramsay Hunt 症候群による味覚障害の1例―濾
紙ディスク法による味質検査の有用性について―

佐藤しづ子1,2，古内 壽3，庄司憲明2,3，飯久保正弘3

1．東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座総合歯科
診療部 2．東北大学病院口腔内科リエゾンセンター 3．東北大学
大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座歯科医用情報学分野

【緒言】Ramsay Hunt 症候群は，水痘・帯状疱疹ウイ
ルスの再活性化による耳介周囲の帯状疱疹，顔面神経麻
痺，耳鳴りなどの第 8脳神経症状を 3主徴とする疾患で
ある。味覚障害は，顔面神経麻痺症状の一つとして生じ
る。今回我々は，片側の耳痛と顔面の痺れを訴えて来院
しRamsay Hunt 症候群と診断された患者で，濾紙ディ
スク法による味質検査で味覚障害の治癒過程を追跡で
きた 1例を経験したので報告する。
【症例】65 歳，男性。現病歴；1週間前から左耳に掻痒
感が出現し，2日前から左顔面が痺れ左目が閉じにくく
なった。左耳に耳だれも生じ口腔内のう蝕が原因ではな
いかと訴え来院した。口腔内所見；多数の残根を認め
た。濾紙ディスク法による味質検査で，左側のみ全ての
味質に対する著しい閾値上昇を認めた。顔面所見；左側
兎顔，左側口笛不能，左外耳道周囲に水疱性発疹を認め
た。処置および経過；Ramsay Hunt 症候群を疑い，当院
耳鼻咽喉科を紹介した。高度左顔面神経麻痺，水痘ウイ
ルス抗体陽性所見からRamsay Hunt 症候群と診断さ
れ，プレドニンならびにバラシクロビルなどが処方され
た。左耳介の水疱は，投薬 2週間後に痂皮化し，1か月
後に治癒した。顔面神経麻痺は 1か月後に軽減し，3
か月後にはほぼ改善し内服薬は終了となった。当科の味
質検査では，1か月後には舌後部・口蓋部で全ての味質
の閾値が改善するも，舌前部は改善せず。3か月後には，
舌前部の甘味・塩味・酸味・苦味は改善したが，うま味
は高度異常値を示した。3か月半後には，うま味閾値も
軽度異常に改善し，4か月後には，全ての味質が正常値
へ改善した。
【結語】Ramsay Hunt 症候群による味質回復過程を詳
細に追跡し得た 1症例を経験した。本症例で部位および
味質によって改善が異なったことから，濾紙ディスク法
による味質検査は，顔面神経麻痺改善の評価に役立つ可
能性があると思われた。
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P-49
二次性抗リン脂質抗体症候群患者に対する抜歯経
験

鈴木 円，坂下英明
我孫子聖仁会病院口腔外科

【緒言】抗リン脂質抗体症候群（以下APS）はリン脂
質に対する自己抗体が産生されることにより動静脈の
血栓症や習慣性流産，血小板減少などを生じる自己免疫
疾患である。単独で発症する原発性APSと全身性エリ
テマトーデス（以下 SLE）などの膠原病に合併する二次
性APSがある。APS患者は血栓症の再発予防に経口抗
凝固薬を長期にわたって投与されるが，二次性APSで
はそれに加え，副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制剤，さ
らには骨吸収抑制薬が投与されていることもあり，歯科
治療時には様々な配慮を要する。また，抜歯を含む外科
的処置が契機となって劇症型APSが発症することもあ
るため，その周術期管理は重要である。今回われわれは，
二次性APS患者における抜歯を経験したので，その概
要を報告する。
【症例の概要】症例：36 歳，女性。初診：2020 年 9
月。主訴：右側上顎第二大臼歯ならびに智歯の抜歯依
頼。既往歴：2013 年に SLE，ループス腎炎と診断。2016
年にAPSと診断された。現在はプレドニゾロン，ワル
ファリンカリウム，バイアスピリンなどを内服中。2018
年からデノスマブの皮下注射開始。現病歴：右側上顎臼
歯部の 痛を覚えて近医歯科を受診し，抜歯目的に当科
を紹介された。現症：右上 7歯冠に大きな齲窩を認め
た。パノラマX線写真では右上 7歯冠全体に齲蝕を認
め，根尖部には病巣形成が疑われた。処置および経過：
内科主治医の指示に従い，抗凝固療法を継続したままで
2020 年 10 月，入院の上，静脈内鎮静法併用局所麻酔下
に右上 87 を抜歯した。抜歯当日の PT-INR は 1.80 で
あった。抜歯窩に吸収性止血剤を填入して可及的に縫縮
し，圧迫にて止血を図った。抜歯日と翌日はCMZ 2g/
日を投与し，2日後に退院となった。退院後もCDPR-
PI 300mg/日を 5日間服用させたが，出血などの異常は
認めず上皮化した。術後約 7か月を経過したが，異常は
認めない。
【結語】今回われわれは，二次性APS患者における抜
歯を経験したので，その概要を報告した。

P-50
著明な歯根吸収を認めた下顎単純性骨嚢胞の1例

藤田弥千1，天野裕治1，矢田直美2，吉岡 泉3

1．田川市立病院歯科・口腔外科 2．九州歯科大学健康増進学講座
口腔病態病理学分野 3．九州歯科大学生体機能科学講座口腔内科
学分野

［緒言］単純性骨嚢胞は裏層上皮を欠く骨空洞で，顎骨
に発症した本嚢胞のX線所見の特徴は，嚢胞透過像が
歯槽中隔に入り込むため波形の輪郭を示し，歯槽硬線の
消失を認めることがあるが，一般的に歯根の吸収は見ら
れない。今回下顎水平埋伏智歯の著しい歯根吸収を認め
た単純性骨嚢胞（SBC）の症例を経験したので報告する。
［症例］23 歳 女性［主訴］右側下顎埋伏智歯部の自
発痛［既往症］自律神経失調症
［現病歴］2019 年 10 月に右側下顎智歯部の自発痛に
て近医歯科よりの紹介で当科初診となった。［現症］口腔
外に特記所見なし。口腔内所見として，右側下顎水平半
埋伏智歯を認め，周囲に骨の膨隆や炎症所見は認めな
かった。
［画像所見］パノラマX線写真にて，右側下顎水平埋
伏智歯部に径 10mm大の類円形X線透過像と智歯歯根
の著しい吸収を認めた。CTでは，右側下顎骨内に径 10
mm大の境界明瞭で下顎智歯歯頸部より連続した辺縁
不整の透過像を認め，舌側皮質骨は一部菲薄化してい
た。
［臨床診断］下顎腫瘍疑い
［治療経過］局麻下に右側下顎骨生検・右側下顎埋伏
智歯抜歯を施行した。智歯歯根の完全な吸収を認め，同
部は骨空洞状態で内容物は認めず，骨の内面に薄い被膜
様軟組織を認めた。軟組織を全て搔爬し，摘出物の病理
診断は単純性骨嚢胞であった。
SBCは上皮の被覆がないいわゆる儀嚢胞の一つで，
好発部位（下顎臼歯部）や典型的なX線所見も見られる
が，近年では非典型的 SBCの症例も散見される。嚢胞の
辺縁不整，病巣内部のX線不透過像の存在，歯根の吸収
や顎骨内に他病変の併存が認められ，生検または手術時
に初めて診断されている。
［結語］X線所見にて，辺縁の不整，著名な智歯歯根の
吸収等の非典型的画像所見から，他疾患の可能性も強く
疑う非定型的な SBC症例を経験した。非定型例では再
発例も報告されており，今後も経過観察を行う予定であ
る。
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P-51
取り下げ

P-52
歯根膜様細胞への誘導における上皮-間葉細胞集団
のメチル化解析

原田文也1，吉田光希2，髙橋周平2，大西 綾2，
Ariwansa Dedy2，Khurelchuluun Ariuntsetseg2，
Paudel Durga2，平木大地3，森川哲郎2，植原 治4，
佐藤 惇2，安彦善裕2，永易裕樹1

1．北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野 2．北海道医療大
学歯学部臨床口腔病理学分野 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

【緒言】歯髄には歯髄幹細胞が存在することから再生
医療への応用が期待されているが，歯髄全体における歯
髄幹細胞の割合は数％と低い。歯髄を歯根膜再生に応用
する場合，歯髄幹細胞を含めた歯髄全体を応用すること
が望ましいが，両者の機能遺伝子に違いがある。本研究
では，歯髄全体（Dental pulp cells, DP）とマラッセ上皮
細胞，ヒト臍帯静脈内皮細胞（Human Umbilical Vein
Endothelial Cells, HUVEC）による上皮-間葉細胞集団を
作製し，歯根膜機能遺伝子の発現誘導を行う。
【材料・方法】マラッセ上皮細胞をDNAメチル基転
移酵素阻害剤の 5-Azacytidine とヒストン脱アセチル
化酵素阻害剤のバルプロ酸で脱分化し，前駆幹細胞
（progenitor stem-like cells, Pro-DSLCs）を作製した。
DP・Pro-DSLCs・HUVECの細胞集団を間葉系幹細胞
培地で 1週間共培養し歯根膜様細胞への誘導を行った。
qPCR法で歯根膜関遺伝子，間葉系幹細胞陽性・陰性遺
伝子についてmRNA発現解析を行い，qMSP法で
DNAメチル化解析を行った。
【結果】qPCR法の結果，DP・Pro-DSLCs・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 Cd29 の有意な
mRNA発現上昇を認めた（p＜0.05，Steel 検定）。qMSP
法の結果，DP・Pro-DSLCs・HUVEC共培養群ではDP
単独培養群に比べMsx1 および Cd29 のメチル化レベ
ルの有意な低下を認めた（p＜0.01，カイ二乗検定）。
【結論】DP・Pro-DSLCs・HUVEC共培養細胞集団
は，メチル化変化によって歯根膜様細胞へ誘導可能なこ
とが示唆された。
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P-53
Bee Pollen によるマウスの口腔内細菌叢と抗菌ペ
プチドへの影響

森川哲郎1，植原 治2，Ariuntsetseg Khurelchuluun3，
Durga Paudel1，Dedy Ariwansa1，高橋周平1，
吉田光希1，佐藤 惇1，永易裕樹3，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分野
2．北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野
3．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

【背景】
Bee Pollen（BP）は，ミツバチが収集した混合物で，
抗菌，免疫調節などの効果がある。最近の研究において
は，口腔・腸内細菌と健康との関係が示唆されている。
BPは口腔・腸内細菌叢変化を介して全身に影響を与え
る可能性がある。また，BPの抗菌活性や口腔粘膜の抗菌
ペプチド（AMP）が，口腔内細菌叢に影響する可能性も
ある。しかし，BPが口腔環境に及ぼす影響については報
告されていない。今回の研究は，BPによる口腔細菌叢変
化および口腔粘膜のAMPの発現変化を確認すること
とした。
【方法】
in vitro では，S. mutans と P. gingivalis に対し BP

の最小発育阻止濃度を測定した。in vivo では C57BL/6
J マウスに 5％BP配合飼料を 1か月間与えた。その後，
口腔内スワブ，便，頬粘膜を収集し，DNAと RNAを抽
出した。その後，次世代シーケンサーを用いて細菌叢解
析を行った。得られたデータを基に細菌叢解析ソフト
QIIME2 を用いサンプル内菌種多様性，サンプル間の相
関関係（主座標解析 PCoA）および階層毎の菌種組成
（Taxonomy プロット）を解析，および PICRUSt2 によ
る予測メタゲノム解析を行った。また，qRT-PCR を用い
て頬粘膜のAMPのmRNA発現変化を観察した。
【結果】
BPの P. gingivalis 増殖抑制は＞2.5％の濃度で確認
された。細菌叢解析では，BP群の口腔，腸内において
Lactococcus 属が有意に増加していた。種多様性評価で
あるα，β多様性においても有意な変化が確認された
（p＜0.05）。予測メタゲノム解析では，PWYがリストさ
れた。mRNAの発現変化は，BP群では beta defensin-
2 および-3 で発現増加を認めた（p＜0.05）。
【結論】
BPは口腔内細菌叢と抗菌ペプチドの発現変化により
口腔および全身に有益な効果をもたらす可能性がある。

P-54
下顎切痕部付近に認めた異所性埋伏智歯の1例

齋藤健太郎1,2，大谷津幸生1，串田淳子1，大田原宏美1，
杉浦康史2，土肥昭博2，岡田成生2，野口忠秀2，
森 良之2

1．協和中央病院歯科口腔外科 2．自治医科大学医学部歯科口腔外
科学講座

【緒言】
埋伏智歯は日常の臨床において高頻度に遭遇する疾

患であるが，まれに本来の位置からかけ離れた部位に発
見されることがある。原因として，先天的位置異常，嚢
胞の内圧亢進，腫瘍の増大，歯根膜の牽引力および歯導
帯の断裂などにより生じるとされている。今回われわれ
は，下顎切痕部付近に認めた含歯性嚢胞を伴う左側下顎
埋伏智歯の 1例を経験したので，文献的考察を加えて報
告する。
【症例の概要】
患者：42 歳，男性。既往歴：特記事項なし。現病歴：
数年前より左側頬部の腫脹と 痛を繰り返し認め，その
たびに近歯科医院にて消炎治療を行っていた。原因歯へ
の加療依頼で，当院を紹介受診となった。現症：口腔外
所見；顔貌は左側頬部に軽度腫脹を認めた。開口障害，
左側下唇やオトガイ部の知覚鈍麻は認めなかった。口腔
内所見；左側頬粘膜に発赤，腫脹，瘻孔からの排膿を認
めた。CT画像では左側下顎埋伏智歯の歯冠周囲に嚢胞
性病変を認めた。臨床診断：左側下顎異所性埋伏智歯，
含歯性嚢胞。処置および経過：全身麻酔下に左側下顎枝
前縁に沿った粘膜切開を加え，下顎枝の内側を剥離し，
埋伏智歯周囲の骨削を行い，左側下顎埋伏智歯の抜歯術
および嚢胞摘出術を施行した。病理組織学的診断は炎症
を伴った含歯性嚢胞であった。術後 1年で症状の再燃は
なく，創部の治癒に異常は認められなかった。
【結語】
42 歳，男性の下顎切痕部付近に左側下顎埋伏智歯を
認めたまれな症例について報告した。
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P-55
上顎犬歯に認めた kissing teeth の 2例

荒 博範1，近藤慎之助1，安川仁章2

1．医療法人徳洲会庄内余目病院 2．医療法人徳洲会仙台徳洲会病
院

【緒言】
Kissing teeth（KS）は埋伏した 2本の歯がお互いの
合面同士が接触し，根尖がお互いの反対方向を向いてい
る，歯冠が 1つの濾胞内にあるまれな状態のものと定義
されている。大臼歯のKSに関しての報告は過去複数あ
るが犬歯，特に上顎犬歯のKSについての報告は非常に
稀である。
今回我々は上顎犬歯に生じた kissing teeth について
二例経験したので報告する。
【症例の概要】
症例 1 患者は 18 歳女性。既往歴及び家族歴に特記

事項なし。近在歯科医院より左側上顎第一大臼歯がC4
のため当院へ抜歯の依頼を受け受診となった。パノラマ
X線写真を撮影したところ，両側上顎犬歯の根尖がお互
いの反対方向を向き， 合面同士が接触するように水平
埋伏の状態にあった。CTを追加撮影したところ，両側
上顎中切歯に僅かな歯根吸収を認めた。歯髄電気診断で
は両歯とも生活反応を示した。今後さらなる歯根吸収を
呈する可能性があったため，2020 年 10 月に全身麻酔下
に両側上顎犬歯の抜歯術を行った。術後半年が経過し，
両側上顎中切歯の失活やさらなる歯根吸収を認めるこ
と無く良好に経過している。
症例 2 患者は 27 歳男性。既往歴及び家族歴に特記

事項なし。近在歯科医院より右側上顎智歯抜歯の依頼を
受け当院受診となった。パノラマX線写真を撮影した
ところ，両側上顎犬歯の根尖がお互いの反対方向を向
き， 合面同士が接触するように水平埋伏の状態にあっ
た。CTを追加撮影したところ，両側上顎中切歯，左側
上顎側切歯ににあきらかな歯根吸収を認めた。いずれも
動揺は認めず，歯髄電気診断では 3歯とも生活反応を示
した。埋伏犬歯を抜歯するとこれら 3前歯も要抜去とな
る可能性が高く，患者の手術希望が無かったため経過観
察となった。
【結語】
今回我々は上顎犬歯に生じた kissing teeth について
二例経験したのでこれを報告した。

P-56
舌癌患者の術後回復に粘度可変型流動食（マーメッ
ドプラスⓇ）が有用であった1例

林 樹
中濃厚生病院歯科口腔外科

【緒言】口腔癌手術後の栄養管理では長期間の経腸栄
養が必要であり，消化管合併症の対策として半固形化流
動食の有用性が報告されている。近年では，投与時は液
体であるが胃内で胃酸により固形化する粘度可変型流
動食が開発されている。マーメッドプラスⓇは 2016 年に
発売された粘度可変型流動食であり，口腔癌術後で使用
した症例報告は少ない。
今回われわれは，舌癌患者の術後回復に粘度可変型流
動食（マーメッドプラスⓇ）が有用であった 1例を経験し
たので，その概要を報告する。
【症例】患者：45 歳女性。主訴：左舌縁部の白斑。既
往歴：なし。現病歴：2020 年 8 月に上記主訴で当科紹
介受診。現症：全身状態は体格中等度（BMI 21.9），経口
摂取はほぼ普段通り咀嚼可能。局所所見は，左舌縁部に
2×1cm大の硬結を伴う白斑を認めた。頸部リンパ節腫
大は認めなかった。
【処置及び経過】初診時に施行した生検で扁平上皮癌
の診断を得て，画像検査により臨床病期は cT1N0M0
と診断した。同月，全身麻酔下に舌部分切除術を施行し，
創部は PGAシートで被覆した。術翌日から経管栄養と
してマーメッドプラスⓇ投与を開始した。術後 2週間に
わたりマーメッドプラスⓇを投与したが，下痢や逆流性
食道炎などの消化管合併症は生じなかった。また，入院
時と経管栄養終了時の体重と血清アルブミン値の変動
はほとんど生じず，良好な栄養状態を保つことが出来
た。経口摂取移行後も創部経過が良好であったため，術
後 3週間で退院となった。
【結語】粘度可変型流動食は従来の液体流動食と比較
して消化管合併症を起こしにくいと報告されている。本
症例においても粘度可変型流動食の投与による消化管
合併症は生じず，良好な栄養状態を保つことが出来た。
今後の症例蓄積が必要であるが，口腔癌術後における長
期間の経管栄養として粘度可変型流動食の有用性が示
唆された。
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P-57
顎顔面骨領域を中心として全身性に骨融解を呈し
た一例

大澤侑子，星元康嵩，田村優志，永井佐代子，
内堀雅博，鈴木崇嗣，佐々木剛史，伊澤和三，
青木隆幸，太田嘉英
東海大学医学部付属病院専門診療学系口腔外科学

【緒言】骨融解疾患のほとんどは全身性にみられる。初
診時，中下顔面骨，とくに下顎骨全域に骨融解を呈し，
先行研究として末梢血を用いたwhole exome sequenc-
ing（WES）を行っている（BMCMed. 2019）。経過観察
を行う中で頭蓋骨の融解，骨盤の菲薄化を認めたため，
全身精査を行うこととした。【症例】46 歳女性。初診時
主訴：下顎全歯の動揺。既往歴：細菌性髄膜炎（20～30
歳で 10 回，原因菌はグラム陽性球菌），高アンモニア血
症。家族歴：なし。現病歴：10 年ほど前より，かかりつ
け歯科より下顎骨の菲薄化を指摘されていたが，自覚症
状なく経過観察を受けていたが，下顎歯の全体的な動揺
がみられて当院に紹介受診となった。全身精査の結果新
規骨融解病変の可能性が示唆された。その後，患者の希
望により対症療法を行い，経過観察していた。初診時時
所見：体格中等度，顔面に左右差なく鳥貌がみられた。
上顎に叢生がみられた。整形外科医，小児遺伝専門医に
対診し，全身精査を行ったが異常所見はみられなかっ
た。初診時画像所見：パノラマX線・CTにおいて，頬
骨，上下顎骨の菲薄化がみられ，とくに下顎骨は皮質骨
の一部が残存するのみであった。MRI において軟組織
造成はみられなかった。骨シンチグラフィでは，下顎骨
に集積がみられた。今回，レントゲンとCTによる経過
観察で下顎骨の融解が進み，頭蓋骨や肩甲骨，骨盤など
全身性の骨融解を呈したため，原因の精査を行う方針に
なった。採血で骨代謝マーカーの上昇を認め，骨代謝性
疾患を鑑別として再び精査することとした。【結語】今回
われわれは，全身性に骨融解を呈する症例を経験したの
で報告する。
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第 34 回日本口腔診断学会・第 31 回日本口腔内科学会　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 34 回日本口腔診断学会・第 31 回日本口腔内科学会合同学術大会

大会長：外木　守雄

■企業展示（オンライン展示）
アース製薬株式会社 かねろく製薬株式会社
カボデンタルシステムズ株式会社 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
株式会社永末書店 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 株式会社モリタ
株式会社ライフ

■広告
株式会社学建書院 カボデンタルシステムズ株式会社
株式会社ジーシー 株式会社松風
医療法人社団喜生会　新富士病院 一般社団法人　新富士病院グループ本部
第一三共株式会社 日本ストライカー株式会社
日本マーチン株式会社 日本メディカルネクスト株式会社
有限会社フォーメディックス 株式会社メディカルユーアンドエイ
株式会社モリタ

■共催セミナー
カボデンタルシステムズ株式会社 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
帝人メディカルテクノロジー株式会社 富士フイルム富山化学株式会社
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