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巻　頭　言

　日本口腔検査学会が産声を上げたのは、2017 年秋の事である。当時掲げた目的は、「日本口腔検査学
会は、歯科医療の高度化、患者への説明責任、新規歯科医療技術の導入などを達成し、国民の健康の維
持増進の助けになることを目標とし、歯科医療、口腔疾患に関わる検査の開発、臨床現場への普及、検
査値の標準化・標準値管理、検査・診断機器の開発、臨床検査会社との連携などを強力に推進すること」
であった。平成 30 年度の診療報酬改定において、口腔機能に関する新病名や関連する検査が導入された
ことは記憶に新しいが、本学会の関与は直接的ではなかった。
　翻って、厚生労働省が謳っている今後の歯科医療ビジョンでは、歯科医療は、高齢化に伴う、患者の
自立度の低下、疾患等による全身状態の低下、加齢に伴う口腔内変化、そして病院内、在宅での診療と
なると予想されている。この状況の中で、患者を把握する為に、「検査」を谷底に置いたままでは、安
心・安全な歯科医療の提供は難しいと言える。歯科医師は高血圧、糖尿病、肝腎症、などの診断はでき
ないが、患者の循環器系の状態、血糖の状態、肝腎の状態を把握することはできる。患者の状態、病気
の状態を把握して治療を行わなければ医療事故に直結することは疑いない。このような検査の保険収載
は課題である。また、診断名がつかなければ、保険導入が難しいなら、選定療養に検査を導入して歯科
医療の安全・安心の質を保つ必要があり、これも本学会の仕事であると考える。勿論、口腔内の変化を
唾液、歯肉溝滲出液という口腔特有の検体による検査を保険収載に導くことも本学会の使命であること
は間違いない。
　本学会の雑誌を通して、少しでもこれらのエヴィデンス作りに拍車をかけて頂き、これからの高齢化
社会に貢献しなくてはならない。

理事長：井 上 　孝
2019 年 3 月
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FGF7 promotes the proliferation and differentiation of progenitor  
cells during wound healing of rat submandibular gland

Fumitaka Kobayashi#, Takafumi Endo#, Akram Al-Wahabi, Tungalag Ser-Od,  
Satoshi Murakami, Kenichi Matsuzaka, Takashi Inoue＊

Department of Clinical Pathophysiology,  
Tokyo Dental College

Abstract
The objective of this study was to develop an animal model of surgically wounded  
submandibular glands （SMGs） and to investigate the effects of a collagen gel containing 
fibroblast growth factor 7 （FGF7） on the tissue regeneration of those wounded SMGs of 
rats in vivo.  As the experimental animal model, a surgical wound was created in rat 
SMGs using a 3 mm diameter punch biopsy instrument.  Each wound was then filled 
with a collagen gel without FGF7 （Control group） or with FGF7 （FGF7 group） using a 
19 G needle mounted on a plastic syringe.  Five days after the surgery, small rounded 
cells and spindle-shaped cells had invaded the collagen gels in both groups and their 
numbers were dramatically increased at day 7.  At day 14, the collagen gels were almost 
resorbed and were replaced by the host tissue.  Immunohistochemically, more cells posi-
tive for αSMA, PCK, CD49f, c-Kit and AQP5 were observed in the FGF7 group than in 
the control group at day 7.  Similarly, mRNA expression levels of αSMA, keratin13, 
CD49f, keratin19 and AQP5 in the FGF7 group were much higher than in the control 
group.  This study suggests that using collagen gels containing FGF7 promotes the prolif-
eration and differentiation of progenitor cells and improves salivary gland regeneration.

Key words : Regeneration, Tissue engineering, FGF7, Wound healing, Progenitor cell
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Introduction

　Glandular tissues, including salivary glands, 
have weak regenerative capacities at sites of tis-
sue damage since they are composed of well-dif-
ferentiated epithelial cells1-3）.  When salivary 
glands are damaged, the resulting hyposalivation 
disturbs pronunciation and the ability to swallow, 
thus hindering its function as a lubricant and its 
role in enzymatic digestion4-6）.  Moreover, saliva 
contains antibacterial agents and antibodies that 

not only prevent microbial proliferation in the 
oral cavity but also play a key role in maintain-
ing homeostasis in the oral cavity, such as pH 
maintenance, due to its buffering action4-8）.  The 
loss of those functions significantly affects a patient’s 
quality of life （QOL）1-3）, and therefore, finding 
strategies to regenerate damaged salivary gland 
tissues is an important challenge.
　There are some wound models that represent 
the pathological condition of decreased saliva  
secretion in submandibular glands （SMGs）, such 

Original
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as duct ligation, radiation and surgical wounding.  
In the surgical wound model, the wound is 
made by cutting parenchymal tissue, so changes 
in the cellular composition in the wound area 
are attributed to the surrounding connective tis-
sues rather than to the SMG cells9，10）.  In the 
case of primary healing, such as the surgical 
wound model, the wound healing starts with a 
vascular response followed by cell migration 
into the wounded area.  This is followed by the 
infiltration of inflammatory cells and degenera-
tive changes of the acinar cells9，10）.  After that, 
intercalated ducts, which are usually positive for 
stem cell markers and myoepithelial cell mark-
ers, start to proliferate and differentiate into aci-
nar cells9，10）.  However, it has been reported 
that when secondary healing occurs in salivary 
gland tissues, it usually heals with scar tissue 
without the regeneration of salivary gland tis-
sue11）so it is necessary to use a tissue engineer-
ing technique to obtain cells that are in salivary 
glands in an appropriate three-dimensional con-
figuration.  We hypothesized that in order to 
produce regenerative tissue rather than scar 
tissue, a method to increase the infiltration of fi-
broblasts from the surrounding connective tis-
sue into the wound area, and to accelerate the 
differentiation of progenitor cells, is needed.  
Therefore, tissue engineering techniques, includ-
ing cells, scaffolds and growth factors, should be 
employed.
　A variety of growth factors are involved in 
the regeneration and wound healing of organs, 
including fibroblast growth factor 7 （FGF7）, 

which is also known as keratinocyte growth fac-
tor.  It has been reported that FGF7 is activated 
when SMGs are developing and it promoted 
branching in an in vitro study12）.  Medium sup-
plemented with FGF7 dramatically changed the 
epithelial morphology, and the epithelium exten-
sively branched densely from many lobes with 
a short stalk12，13）.
　We have reported that the surgical wound mod-
el is useful to observe cells during wound heal-
ing14，15）.  Furthermore, it has been reported that 
cells which express FGF7 during wound healing 
have the ability to differentiate into acinar cells14）.
　The aim of this study was to investigate the 
proliferation and differentiation of progenitor 
cells in surgically wounded salivary glands using 
FGF7 embedded in collagen gels in vivo.

Materials and methods

　1．Animals
　This study was conducted in compliance with 
the Guidelines for the Treatment of Experimental 
Animals at the Tokyo Dental College （Approval 
Number 243208）.  Thirty adult male Sprague-
Dawley rats, each weighing about 200 g  （Sankyo 
Lab Service, Tokyo, Japan）, were used in this 
study.  During the experimental periods, none of 
the animals were infected or died.

　2．Wound model in SMGs
　According to the protocol of Kobayashi et 
al.14）, we developed an in vivo wound model in 
rat SMGs （Fig. 1A, B）.  Briefly, each rat was 
anesthetized by an intraperitoneal injection of 

Fig. 1　Macroscopic view of how to create the wound
A wound that passed through the submandibular gland was created using a 3 mm diameter 
biopsy punch. 
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thiopental （0.2 ml/100 g ; Ravonal ; Mitsubishi 
Tanabe, Osaka, Japan）.  A skin incision, approxi-
mately 2 cm in length, was made along the center 
of the anterior neck using a surgical knife.  Both 
sides of each SMG were exposed, and a wound 
that passed through each SMG was created using 
a 3 mm diameter biopsy punch （Kai Industries, 
Gifu, Japan）, without injuring the principal artery 
or main duct.  Bleeding was arrested with gauze, 
and collagen gels with FGF7 （FGF7 group） or 
without FGF7 （Control group） were inserted into 
the wounds using a 19 G needle mounted on a 
plastic syringe.  Wounds with collagen gels were 
covered with a Gore-Tex membrane （GORE, 

Tokyo, Japan） to prevent the migration of sur-
rounding fibroblasts into the collagen gel.

　3．Preparation of FGF7 in collagen gels
　Twenty µg recombinant FGF7 powder （Pepro 
Tech Inc, Rocky Hill, NJ, USA） was dissolved in 
1 ml phosphate-buffered saline （PBS） to make 
the FGF7 stock solution （20 µg/ml）.  This FGF7  
solution was diluted 100-fold in the collagen gel 
solution described above to a final concentration 
of 200 ng/ml FGF7 in the collagen gel.

　4．Histological observations
　Two rats in each group were euthanized at 

Fig. 2　Histological observations
The wounded areas in either control groups （A, B, C, D, E, F） or experimental groupas （G, H, I, 
J, K, L） at day 5 （A, D and G, J）, at day 7（B, E and H, K） and at day 14 （C, F and I, L）. HE 
staining.
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specified times after the operation days （AOD） 
5, 7 and 14 （n＝16）.  Animals were anesthetized 
by an intraperitoneal injection of thiopental （Ra-
vonal） and perfusion fixation was performed by 
transcardial injection of 10％ neutral buffered 
formalin for 1 hr.  After the perfusion fixation, 
SMGs were removed by mechanical means and 
were immersed in the same fixative solution for 
24 hr at room temperature.  The specimens were 
dehydrated in ethanol before being embedded in 
paraffin.  Paraffin sections, 3 µm in thickness, were 
cut horizontally using a sliding microtome.  For 
light microscopy observations, paraffin sections 
were stained with hematoxylin and eosin （HE）.  

　5．Immunohistochemical observations 
　Paraffin sections of specimens at AOD 5 and 
7 were used for immunohistochemical observa-
tions.  After being deparaffinized with xylol, the 
sections were microwaved in 0.01 M citric acid 
buffer （pH 6.0） for 15 min at 65℃ for antigen 
retrieval.  Sections were then incubated in 3％ 
hydrogen peroxide with methanol for 30 min at 
room temperature to block endogenous peroxi-
dase activity.  To block non-specific binding, the 
sections were treated with 3％ bovine serum al-
bumin for 10 min at room temperature.  The 
monoclonal antibody supplied in the kit was 
used as the primary antibody.  The sections 
were incubated at 4℃ overnight and were then 
incubated with a biotinylated secondary anti-
body, NICHIREI-Histofine simple-stain MAX-POⓇ 

（Nichirei, Tokyo, Japan）, for 30 min at room 
temperature.  Thereafter, the sections were 
rinsed with PBS and stained with NICHIREI-His-
tofine simple-stain DiaminobenzidineⓇ （Nichirei） 
and counterstained with hematoxylin.  Specimens 
were observed by light microscopy （Axio-photo 
2 ; Carl Zeiss, Oberkochen, Germany）.  Antibod-
ies to vimentin （Dako, Glostrup, Denmark ; dilut-
ed 1：100） as a fibroblast marker, α-smooth 
muscle actin （αSMA） （Santa Cruz Biotechnolo-
gy, Dallas, US : diluted 1：50） as a muscle mark-
er, Pan-cytokeratin （Pan-CK） （Abcam, Cam-
bridge, UK : diluted 1：40） as an epithelial cell 
marker, CD49f （Santa Cruz Biotechnology, diluted 
1：50） as a progenitor cell marker, c-Kit （Santa 

Cruz Biotechnology, diluted 1：50） as a progeni-
tor cell marker, and aquaporin 5 （AQP5） （Abcam, 
diluted 1：500） as an acinar cell marker, were 
used as primary antibodies.  Immunopositive 
cells for those antibodies were counted using an 
Axio microscope system in the collagen gel of 
each group.  

　6．Quantitative RT-PCR
　For RT-PCR analysis of messenger RNA 

（mRNA） expression, total RNAs were extracted 
using the acid guanidium thiocyanate/phenol 
chloroform method as follows : Four rats from 
each group were sacrificed at AOD 7, and their 
SMGs were removed mechanically （n＝8）.  The 
collagen gels were washed with PBS and were 
then mechanically removed from the salivary 
glands using a stereoscope.  The collagen gels 
were homogenized in 500 µl TRIsol Reagent 

（Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, USA）, accord-
ing to the manufacturer’s instructions, and total 
RNAs were reverse-transcribed to complemen-
tary DNAs （cDNA） using a QuantiTect Re-
verse Transcription kit （Qiagen, Germantown, 
MD, USA）.  Quantitative RT-PCR was carried 
out using TaqMan Gene Expression Assays 

（Applied Biosystems, Life Technologies Corp, 
Carlsbad, CA, USA） for the target genes : vi-
mentin, αSMA, keratin 13 （expressed in differ-
entiated epithelium such as ductal cells）, kera-
tin19 （expressed in undifferentiated epithelium 
such as ductal cells and basal cells）, CD49f （ex-
pressed in progenitor cells）, AQP5 （expressed 
in acinar cells） and GAPDH （endogenous con-
trol） using the primers shown in Table 1.  All 
PCR reactions were performed using a real time 
PCR 7500 fast system （Applied Biosystems）.  
Expression levels of mRNAs of interest were 
normalized against the expression of GAPDH 
and are designated as expression coefficients.

　7．Statistical analysis
　Quantitative data are presented as means±
standard deviation and were analyzed using 
Mann-Whitney’s U test by the MS Excel 2008 
add-in.  Differences where the p value is ＜ 0.05 
are considered to be statistically significant.  
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Fig. 3　Immunohistochemical observations
The wounded areas in either control groups （upper parts） or experimental groups （lower parts） at day 5 （Left） and day 7（Right）.
As primary antibodies, Vimentin at day 5 （A, D） and at day 7 （M, P）, αSMA at day 5 （B, E） and at day 7 （N, Q）, CD49 at day 5 

（C, F） and at day 7 （O, R）, c-kit at day 5 （G, J） and at day 7 （S, V）, Pan-Ck at day 5 （H, K） and at day 7 （T, W）, AQP5 at day 5（I, 
L） and at day 7 （U, X） were used.
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Results

　1．Wound healing is accelerated by FGF7
　In low power fields of both groups at AOD 5 

（Fig. 2A, G）, the collagen gel was observed to be 
in its original state in the wound area.  At AOD 
5 and AOD 7 （Fig. 2B, H）, large numbers of cells 
had infiltrated into the collagen gels, such that 
the collagen gel and the host tissue could not be 
distinguished clearly.  From AOD 14 （Fig. 2C, I） 
onward, significant absorption of the collagen 
gels was observed, and it was almost completely 
replaced by the host tissue.  During this period, 
although the collagen gels were absorbed and 
replaced by the host tissue, salivary gland tissue 
was not observed in the collagen gels.  Al-
though the volume of the collagen gels in the 
wounds for each group became progressively 
smaller, collagen gels in the FGF7 group were 
significantly smaller compared to the Control 
group at each of the time periods （Fig. 2, 3）.
　At high power magnification, oval-shaped 
cells and spindle-shaped cells were observed 
near the edges of the wounded salivary glands 
in the collagen gel at AOD 5 in the Control 
group （Fig. 2D, J）.  At AOD 7, the number of 
spindle-shaped cells had increased in the colla-
gen gels, especially in the inner area of the col-
lagen gels （Fig. 2E, K）.  A decrease in the size 
of the collagen gel could be observed clearly.  
At AOD 14, the remaining collagen gels were 

quite small （Fig. 2F, L）.
　At high power magnification, many cells were 
seen in the collagen gels of the FGF7 group 
compared to the Control group at AOD 5 （Fig. 
2D, J）.  Many cells that were observed in the 
collagen gels were spindle-shaped cells.  At 
AOD 7, cells had infiltrated into the collagen 
gels uniformly （Fig. 2E, K）.  At AOD 14, the 
collagen gels had almost disappeared and were 
replaced with host tissue （Fig. 2F, L）.

　3．Characterization of cell types in the wound 
areas Myoepithelial cells
　At AOD 5, spindle-shaped cells located in the 
peripheral area of the collagen gel were positive 
for vimentin （Fig. 3A） and αSMA （Fig. 3B） in 
the Control group.
　At AOD 7, numerous spindle-shaped cells 
were positive for vimentin （Fig. 3M） and αSMA 

（Fig. 3N） positive cells were observed in the  
peripheral area and the entire area of the collagen 
gels in the Control group.  In addition, the spreading 
of those cells was observed.

　Progenitor cells
　Although cells positive for CD49f （Fig. 3C） 
and c-Kit （Fig. 3G） were not observed at AOD 5 
in the Control group, at AOD 7, oval-shaped cells 
and a few spindle-shaped cells stained positive 
for CD49f （Fig. 3O） and c-Kit （Fig. 3S） in the 
Control group.  At AOD 5 in the FGF7 group, 

Fig. 4　Quantification of positive cells in immunohistochemical staining
Positive cells for αSMA, c-kit, CD49, Pan-CK and AQP5 were significantly higher in the experimental groups than those 
of control groups but positive cells for vimentin were no significant difference.
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cells positive for CD49f （Fig. 3F） and c-Kit （Fig. 
3J） were seen, but the number of those cells de-
creased compared with the Control group at 
AOD 7 （Fig. 3R, V）.

　Ductal epithelial cells
　At AOD 5 in the Control group （Fig. 3H）, cells 
positive for Pan-CK were not observed, however 
oval-shaped Pan-CK positive cells were observed 
in the FGF7 group （Fig. 3K）.  At AOD 7, the 
number of Pan-CK positive cells was slightly in-
creased in both groups （Fig. 3T, W）.

　Acinar cells
　At AOD 5, neither group had AQP5-positive 
cells （Fig. 3I, L）.  However, at AOD 7, many 
cells positive for AQP5 were observed in the 
peripheral area of the collagen gel （Fig. 3U, X） 
in both groups.

　4．Effect of FGF7 on cell proliferation and dif-
ferentiation
　Based on the immunohistochemical observations 
at AOD 7, the ratios of cells positive for αSMA, 
pan-CK, c-Kit, CD49f and AQP5 were significantly 
higher in the FGF7 group compared to the Con-
trol group （Fig. 4）.  The mRNA expression levels 
of αSMA, keratin 19, CD49f, keratin 13 and AQP5 
were also significantly higher in the FGF7 group 
compared to the Control group at AOD 7 （Fig. 5）.

Discussion

　Generically, when salivary glands undergo sur-
gical segmental resections, they make scar tissue 
and their functions will decrease.  In previous 
studies, we demonstrated that this surgical wound 
model is appropriate for observing the reactions of 
cells from the remaining salivary glands14，15）.  In 
this regard, this method took preventive the out-
come by scar tissue.  In this study, we analyzed 
the expression of genes and proteins that are af-
fected by FGF7 during wound healing using the 
surgical wound model in rat SMGs.
　Intercalated ducts, striated ducts, excretory 
ducts, myoepithelial cells and progenitor cells 

（except acinar cells） should be engaged in the 
wound healing of salivary glands16）.  Salivary 
gland tissue is composed of myoepithelial cells, 
fibroblasts, epithelial cells, acinar cells and pro-
genitor cells.  There are well-known specific 
markers for myoepithelial cells, epithelial cells 
and fibroblasts.  CD49f and c-Kit are progenitor 
cell markers of salivary glands.  It has been re-
ported that the number of cells positive for 
those markers increased when damaged sali-
vary glands were regenerating17，18）.  Further-
more, these progenitor cells are pluripotent19，20）.  
One study revealed that cells expressing those 
progenitor cell markers are located in regener-
ating salivary glands, where it has been sug-

Fig. 5　The expression of mRNA
αSMA, Keratin 13, Keratin 19, CD49f and AQP5 in the experimental groups were significantly higher than those of 
control groups but the expression of mRNA of vimentin were no significant difference.
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gested that cells positive for these markers are 
related to the regeneration of salivary glands.
　Acinar cells are particularly necessary for the 
regeneration of salivary glands.  The aquaporin 
expressed in salivary glands is AQP5, which is 
expressed in acinar cells of those glands21）.  Fur-
thermore, AQP5 is expressed during ductal for-
mation, which has the ability to differentiate to 
acinar cells21） and the importance of AQP5 in 
saliva secretion for water movement across the 
plasma membrane has been established22）.  The 
reported reduction in AQP5 expression in ligat-
ed glands is in agreement with the defective flu-
id secretion for atrophic glands, but the expres-
sion of AQP5 recovered with salivary gland 
regeneration, thus it is thought that AQP5 can 
be used as an index for salivary gland regenera-
tion after injury23）.  
　It has been reported that FGF7 promotes the 
proliferation of mesenchymal stem cells of skin tis-
sue during wound healing24）.  Furthermore, FGF7 
promoted the differentiation of progenitor cells to 
sweat gland cells of the skin in an in vivo study24）.  
　In this study, the concentration of FGF7 used 

（200 ng/ml） is the same as was used in an in  
vitro study of a three-dimensional cell culture 
model12）.  It was suggested （REF） that cells 
which express FGF7 into the collagen gel pro-
mote proliferation and differentiation, which is 
consistent with the results of our study in this 
wound model.  The results of our immunohisto-
chemical and RT-PCR analyses showed that 
cells positive for Pan-CK, αSMA, c-Kit, CD49f 
and AQP5 were increased in the FGF7 group 
compared with the Control group as were their 
mRNA expression levels.
　Furthermore, AQP5-positive cells were ob-
served in the collagen gel at AOD 7, which sug-
gests that regenerated intercalated duct cells 
might differentiate into acinar cells.  
　Thus, we have developed a salivary gland sur-
gical wound model that is suitable for observation 
of the wound healing process.  Taken together, 
the collagen gel scaffolds induce the proliferation 
of ductal cells, myoepithelial cells and progenitor 
cells, but not their differentiation to acinar cells.  
However, in this study, which included FGF7 in 

the collagen gel, many AQP5-positive cells were 
observed and this may suggest the regeneration 
of acinar cells.  

Conclusion

　This study suggests that using collagen gels with 
FGF7 for the repair of salivary gland injury im-
proves the potential for salivary gland regeneration.
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Matrigel promotes the structural regeneration of damaged rat  
submandibular glands in vivo and in vitro
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effects of Matrigel on the regeneration 
of wounds in submandibular glands （SMGs） in vivo and in vitro.  Surgical wounds were 
created in SMGs of rats and were filled with Matrigel.  At day 5 after the surgery, cells 
that had migrated into the Matrigel were removed and cultured for 4 days, after which 
they were observed both histochemically and immunohistochemically.  Spindle-shaped 
and cuboidal cells had invaded the Matrigel in vivo.  The fibroblast-like spindle cells in 
the cultrured Matrigel were positive for vimentin.  Duct-like structures were frequently 
observed and cells of those structures were positive for Pan-CK and some were positive 
for CK14, p63, S100, GFAP and αSMA.  In some areas, canal-like structures were some-
times observed and PAS positive materials were found in the canal-like structure.  These 
results suggest that Matrigel promotes the structural regeneration of damaged rat sali-
vary glands.

Key words : regeneration, Matrigel, wound healing, salivary gland
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Introduction

　Pathologically speaking, salivary glands are 
known to have weak regenerative capacities at 
sites of tissue damage since they are composed 
of well-differentiated epithelial cells1）.  Radiation 
therapy of oral cancers leads to the damage of 
acinar cells, which can induce dry mouth result-
ing in dental caries and/or periodontal diseases2）.   
Saliva contains antibacterial agents and antibod-
ies that not only prevent microbial proliferation 
in the oral cavity but also play a key role in 
maintaining the homeostasis of the oral cavity, 

such as pH maintenance, due to its buffering ac-
tion3）.  However, no complete regeneration of 
damaged salivary glands in vivo has been re-
ported.  In the case of primary healing of sali-
vary glands, such as in the surgical wound mod-
el, it is known that the wound healing starts 
with a vascular response followed by cell migra-
tion into the wounded area to generate a granu-
lation tissue.  After that, intercalated ducts start 
to proliferate and then differentiate into acinar 
cells in some cases4, 5）.  However, it has been re-
ported that when secondary healing occurs in 
salivary gland tissues, it usually heals with scar 

Original
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tissue without regenerating the salivary gland 
tissue6）.  We hypothesized that in order to pro-
duce regenerative tissue rather than scar tissue, 
a method is needed to increase the infiltration of 
progenitor cells from the surrounding connec-
tive tissue into the wound area, and to acceler-
ate the differentiation of those cells.  Therefore, 
tissue engineering techniques to create appro-
priate three-dimensional configurations should 
be important.  Tissue engineering requires 
three essential components : cells, scaffolds and 
growth factors.  It has been reported that cells 
which invade into Type 1 collagen gels with 
bFGF in salivary wounds, have the capacity to 
differentiate into ductal cells7）.  Kobayashi et al.  
used bFGF in Type 1 collagen gels and charac-
terized the expression of proteins by the acinar 
cells.  However, there have been no reports 
about the structural regeneration of salivary 
glands8）.  
　Matrigel is known to provide scaffolds and 
growth factors for cells.  The components of 
Matrigel include structural proteins such as  
laminin, nidogen, collagen and heparan sulfate 
proteoglycans, which provide cells in culture 
with adhesive peptide sequences that they would  
encounter in their natural environment9, 10）.   
Matrigel also contains growth factors such as 
TGF-β and EGF that prevent differentiation 
and promote the proliferation of many cell 
types.  Matrigel activated when submandibular 
glands （SMGs） developed and it promoted 
branching in an in vitro study11）.  Matrigel in-
duced cells to develop into acinar cells not only 
in experimental animals, but also in humans12）.  
We have been reported that the surgical wound 
model using Type 1 collagen gels is useful for 
observing cells during wound healing 7, 8, 13）.  
However, during wound healing, it is difficult to 
avoid the effects of endothelial cells, Schwann 
cells and many kinds of leukocytes that invade 
into the gels.
　The aim of this study was to investigate the 
differentiation of cells that had migrated into 
Matrigel in the wounds of SMGs in vivo after 
their removal and culture to eliminate the ef-
fects of cells surrounding those glands.  

Materials and methods

　1.  Animals
　This study was conducted in compliance with 
the Guidelines for the Treatment of Experimen-
tal Animals at the Tokyo Dental College  

（Approval Number 243208）.  Thirty adult male 
Sprague-Dawley rats, each weighing about 200 g  

（Sankyo Lab Service, Tokyo, Japan）, were used 
in this study.  During these experiments, none 
of the animals became infected or died.

　2.  Matrigel
　Matrigel has three matrix components :  
Laminin （61％）, Type Ⅳ collagen （30％） and 
Entactin （7％）.  Furthermore, six growth  
factors :  EGF （0.5％）, bFGF （0-0.1％）, NGF 

（0.2％）, PDGF （＜ 5％）, IGF-1 （5％） and TGF-β
（1.7％） were added as supplements.

　3.  Wound model
　According to the protocol of Kobayashi et al. 13）,  
we created wounds in rat SMGs （Fig. 1）.  Briefly,  
each rat was anesthetized by an intraperitoneal 
injection of thiopental （0.2 ml/100 g ; Ravonal ; 
Mitsubishi Tanabe, Osaka, Japan）.  A skin inci-
sion, approximately 2 cm in length, was made 
along the center of the anterior neck using a 
surgical knife.  Both sides of the SMGs were  
exposed, and a wound that passed through each 
SMG was created using a 3 mm diameter biopsy 
punch （Kai Industries, Gifu, Japan）, without  
injuring the principal artery and main salivary 

Fig. 1　Macroscopiclal image of a SMG 5 days after the 
surgery showing the Matrigel insert filling up the wound.
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duct.  Bleeding was arrested with gauze.  Matri-
gel was then inserted into each wound using a 
19G needle mounted on a plastic syringe.  Each 
wound was then covered with a Gore-Tex mem-
brane （GORE, Tokyo, Japan） to prevent the mi-
gration of cells from the surrounding non-specif-
ic fibrous connective tissue and blood vessels, 
nerve fibers, etc, into the Matrigel.  

　4.  Tissue culture
　Rats were sacrificed 5 days after the opera-
tion （n＝16）.  Each Matrigel implanted wound 
in the SMG was removed and then cultured in 
35 mm culture dishes in DMEM/F12 with 10％ 
fetal bovine serum supplemented by 50μg/ml 
gentamycin in an atmosphere of 95％ air, 5％ 
CO2 at 37℃ for 96 hr.

　5.  Histological observations
　After 96 hr of culture, each piece of tissue was 
fixed with 10％ buffered formalin for 2 hr and 
was then dehydrated in ethanol before being 
embedded in paraffin.  Paraffin sections, 3μm  
in thickness, were cut horizontally using a slid-
ing microtome.  For light microscopy observa-
tions, paraffin sections were stained with  
hematoxylin and eosin （HE）.  

　6.  Histochemical observations
　Paraffin sections were used for histochemical 
observation.  After being deparaffinized with 
xylene, Periodic acid Schiff （PAS） staining was 
performed as an amylase marker which is  
secreted by acinar cells.

　7.  Immunohistochemical observations 
　Paraffin sections were used for immunohisto-
chemical observation.  After being deparaffinized 
with xylene, they were microwaved in 0.01 M 
citric acid buffer solution （pH 6.0） for 15 min  
at 65℃ for antigen retrieval.  Sections were 
then incubated in 3％ hydrogen peroxide with 
methanol for 30 min at room temperature to 
block endogenous peroxidase activity.  To block 
non-specific binding, the sections were treated 
with 3％ bovine serum albumin for 10 min at 
room temperature.  The antibody supplied in 

each kit was used as the primary antibody.  An-
tibodies to Vimentin （Dako, Glostrup, Denmark: 
diluted 1：100） as a mesenchymal or fibroblast 
marker, Pan-CK （source : diluted 1：50） as an 
epithelial cell marker, CK14 （Abcam, Cam-
bridge, UK: diluted 1：40） as a basal cell or 
myoepithelial cell marker, p63 （Abcam, Tokyo 
Japan : diluted 1：100） as a marker of basal cells 
of ducts or myoepithelial cells, S100 （source : di-
luted 1：50） as a myoepithelial marker, GFAP 

（BioLegend, CA, USA: diluted 1：100） as a mi-
crotubule of myoepithelial cell marker and α- 
smooth muscle actin （αSMA） （Santa Cruz Bio-
technology, Dallas, US : diluted 1：50） also as a 
microtubule of myoepithelial cell marker, were 
used as primary antibodies.  The sections were 
incubated at 4 ℃ overnight and were then incu-
bated with a biotinylated secondary antibody, 
NICHIREI-Histofine simple-stain MAX-PO® 

（Nichirei, Tokyo, Japan）, for 30 min at room 
temperature.  Thereafter, the sections were 
rinsed with PBS and stained with NICHIREI-
Histofine simple-stain Diaminobenzidine® （Nichi-
rei） and counterstained with hematoxylin.  
Specimens were observed by light microscopy  

（Axio-photo 2 ; Carl Zeiss, Oberkochen, Germany）.  

Results

　Histological observations in vivo
　Matrigel was observed to be in its original 
state in the wounded area at day 5.  The spindle 
cells had infiltrated into the Matrigel, however, 
salivary configurations such as either acinar or 
ductal structures were not observed （Fig. 2）.

Fig. 2　Histological observation in vivo. Matrigel was 
observed in the wounded area at day 5. HE staining.
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　Histological and histochemical observations in 
vitro
　After 96 hr of culture, oval-shaped cells and 
spindle-shaped cells were observed in the 
scanty stroma, which might be the Matrigel.  
Duct-like structures and luminal structures 
were frequently seen （Fig. 3, 4 left）.  Luminal 
areas were filled with secretory-like components 
that were PAS positive （Fig. 4 right）.  

　Immunohistochemical observations in vitro 
（Fig. 5）
　Some of the spindle-shaped cells and fibro-
blast-like cells were positive for vimentin.  Pan-
CK-positive cells were observed in most cells of 
the duct-like structures.  CK14- , p63- and S100- 
positive cells were observed at the periphery of 
the ductal structures.  GFAP and αSMA were 

also positive in the duct-like cells.

Discussion

　In previous studies, the surgical wound model 
has been shown to be appropriate for observing 
cell and tissue reactions during the wound heal-
ing of salivary glands7, 8, 13-15）.  However, struc-
tural regeneration has never occurred6）.  Sali-
vary glands are composed of myoepithelial cells, 
ductal cells, acinar cells and progenitor cells.  
During the regeneration of salivary glands, duc-
tal cells, myoepithelial cells and progenitor cells 

（except acinar cells） should be involved in the 
wound healing 14）.  Some of those cells then dif-
ferentiate into acinar cells and create luminal 
structures.  Kobayashi et al. reported that 
CD49f and c-kit, which are progenitor cell mark-
ers of salivary glands, were positive in cells of 
the damaged salivary glands7）.  Studies have re-
vealed that cells expressing those progenitor 
cell markers are located in regenerating sali-
vary glands, and are related to the regeneration 
of those glands15, 16）.  It has been reported that 
bFGF promotes the proliferation of mesenchy-
mal stem cells in skin tissue during wound heal-
ing and promotes the differentiation of progeni-
tor cells to sweat gland cells of the skin in an in 
vivo study17）.  Kobayashi et al. also reported 
that bFGF promotes the differentiation of sali-
vary gland cells in vivo7）.  They also reported 
that AQP5 was positive in cells that had migrat-
ed and those cells were also positive for c-kit, 
which suggested that pluripotent cells in the gel 

Fig 3　Histological observation of the Matrigel after 
culture for 4 days. Ductal and luminal structures were 
seen in the matrix which were stained with eosin （HE 
stain）.

Fig. 4　Higher magnification of Fig. 2 HE （Left） and PAS （Right） staining. Clear duct-
like and luminal structures observed in the luminal area were positive for PAS.
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might differentiate into acinar cells but were not 
structurally complete.  Luminal structures with 
acinar cells are particularly necessary for the 
regeneration of salivary glands.  It was suggest-
ed that in Matrigel, bFGF promotes the prolifer-
ation of migrating cells while EGF, PDF, TGF-β 
and IGF promote their differentiation18, 19）, which 
is consistent with the results of our study.  One 
of the growth factors, such as EGF, in the 
Matrigel probably causes the migrated cells to 
differentiate into acinar cells.  In this study, 
PAS-positive luminal structures were observed.  

We focused on cells that migrated into the 
Matrigel, and those cells might also be pluripo-
tent, as previously reported 20, 21）.
　Matrigel is a gelatinous protein mixture se-
creted by EHS mouse sarcoma cells.  Matrigel 
resembles the complex extracellular environ-
ment found in many tissues and is used as a 
substrate, such as a basement membrane ma-
trix, for cells9, 10）.  Cells cultured on Matrigel 
demonstrate complex cellular behaviors.  In 
some instances, researchers prefer to use great-
er volumes of Matrigel to produce thick three-

Fig. 5　Immunohistochemical stainings of vimentin, Pan-CK, CK14, p63, S100, 
GFAP and αSMA, after 96 hr of culture
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dimensional gels and this induces cells to mi-
grate from the surface of the gel to its 
interior 11）.  In this study, this migratory behav-
ior was the same as the model for the differenti-
ation of salivary stem cells.  Matrigel is also 
used as an attachment substrate in embryonic 
stem cell cultures to promote stem cell growth 
and differentiation22）.  Matrigel contains other 
proteins in small amounts and its exact composi-
tion can vary from lot to lot.  For that reason, 
Matrigel may not be appropriate for experi-
ments that require a precise knowledge of all 
protein components and their concentrations.
　The results of the immunohistochemical study 
showed that cells migrating into the Matrigel 
are positive for Pan-CK, which is a marker for 
duct epithelial cells.  Cells at the periphery of 
the ductal structure were positive for GFAP 
and αSMA, which are markers for microtubules 
of myoepithelial cells, and were positive for 
CK14, p63 and S100, which are also markers of 
myoepithelial cells.  These results suggest that 
the ductal structure might be composed of duc-
tal and myoepithelial cells.
　Thus, our study suggests that cells growing 
in Matrigel in vivo differentiated into mature 
salivary gland cells in vitro and this may sup-
port the wound healing process in situ.  Taken 
together, Matrigel induces both the proliferation 
and the differentiation of cells and promotes the 
structural regeneration of damaged rat salivary 
glands.   

Conclusion

　This study suggests that Matrigel promotes 
the structural salivary gland regeneration with 
both ductal and luminal structures.  
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コンピュータ診断支援システムを用いた 
骨粗鬆症のスクリーニングについて

神 田　省 吾＊ 江 原　雄 二

京都インプラント研究所
（所長　山上哲贒）

抄　録
目的：今回我々は、歯科パノラマ X 線写真（dental panoramic radiograph：DPR）でコン
ピュータ診断支援システム PanoSCOPE（メディア，東京）を用いた骨粗鬆症の簡易スクー
リングを行った。
方法：2018 年 3 月までに本研究に同意を得た、21 歳から 92 歳の平均年齢 48.01 歳の 91 名
の女性を対象とした。方法としては患者の DPR を PanoSCOPE にて解析し、下顎下縁の
皮質骨厚さ（mandibular cortical width：MCW）と下顎骨皮質骨指標（mandibular corti-
cal index：MCI）を計測し、患者を顎骨の形態から異常が認められない場合は「低い」、や
や骨粗鬆症の疑いが見られるときは「やや高い」、骨粗鬆症が強く疑われるときは、「高い」
の 3 段階に判定した。
結果：MCW の平均は 3.88 mm で、MCW は 60 歳以上で境に減少した。
MCW の 60 歳未満と 60 歳以上との間に有意差が認められた。
MCI のⅠ型の平均年齢は 41.19 歳、Ⅱ型が 69.3 歳、Ⅲ型が 76.7 歳であり、骨粗鬆症のリス
クが「低い」の平均年齢は 41.06 歳、「やや高い」が 71.78 歳、「高い」が 76.7 歳であった。
MCMI は 60 歳以上で上昇した。
MCMI の 60 歳未満と 60 歳以上との間には有意差が認められた。
結論：エストロゲンの減少が大きく影響し、閉経後 10 年ほどの間に、骨粗鬆症と診断され
る可能性が高くなることから、歯科外来における骨粗鬆症のスクリーニングは、60 歳以上
を対象にすることが望ましい。

Key words：  コンピュータ診断支援システム、骨粗鬆症、歯科パノラマ画像、下顎下縁の
皮質骨厚さ、下顎骨皮質骨指標

受付：2018 年 11 月 7 日　受理：2019 年 3 月 5 日

緒　　言

　我が国における骨粗鬆症患者は、約 1,300 万人
と試算されているが、患者の多くは自覚症状がな
いため、骨粗鬆症でありながら治療を受けていな
い人の割合は 80％にのぼるにも関わらず1）、骨粗
鬆症検診の検診率は 5％とされている2，3）。
　神田らは自覚症状のない骨粗鬆症患者が潜在し
ており4，5）、その報告では問診などで骨粗鬆症の

既往の有無を確認するも、患者自身が認識してい
ない患者が歯科医院を通院していたと報告してい
た4）。愛知県歯科医師会では、骨粗鬆症スクリー
ニングシステムにおいて、歯科パノラマ X 線写
真（dental panoramic radiograph：DPR）の皮
質骨形態指標が用いられており、愛媛県でもこの
指標が導入されつつある6，7）。しかし DPR による
骨粗鬆症スクリーニングは、DPR の読影能力の
個人差により、スクリーニングに影響を与える可

原　著

　
＊：〒 600︲8216　京都市下京区塩小路烏丸西入ル　新京都センタービル 5F
TEL：075︲343︲0730　FAX：075︲342︲0630
E-mail：kyoto-implant@bird.ocn.ne.jp
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能性がある。そのため骨粗鬆症スクリーニングに
コンピュータ診断支援システム（Computer-aided 
Diagnostic System：CAD） PanoSCOPE（メディ
ア，東京）を用いることにより、スクリーニング
能力の均一化が期待できる7）。DPR 撮影時の位置
付けによる画像変化に関しては、これに起因する
下顎骨下縁皮質骨形態分類は再現性が高い8）とさ
れ、本スクリーニングに問題ないと判断した。
　今回我々は、歯科外来における女性患者を対象
とした DPR 上でコンピュータを用いた骨粗鬆症
の簡易スクーリングを行った。

対象および方法

　2018 年 3 月までに研究所所属の 2 施設におけ
る 91 名の女性を対象とした。方法としては患者
の DPR を PanoSCOPE にて解析し、 下顎下縁の
皮質骨厚さ（mandibular cortical width：MCW）
と下顎骨皮質骨指標（mandibular cortical index：
MCI）を計測し、 患者を顎骨の形態から異常が認
められない場合は「低い」、やや骨粗鬆症の疑い
が見られるときは「やや高い」、骨粗鬆症が強く
疑われるときは、「高い」の 3 段階に判定する

（図 1）。
　MCW はオトガイ孔直下の下顎骨下縁の皮質骨
の厚さを計測する（図 2）。MCI は両側皮質骨の

内側表面がスムーズなケースをⅠ型、皮質骨表面
は不規則となり皮質骨内部に線状の吸収が認めら
れるケースがⅡ型、皮質骨全体にわたり高度な線
状の吸収と皮質骨の断裂があるケースがⅢ型とし
た（図 3）。
　また骨形態指数 （mandibular cortex morpholo-
gy index）以後 MCMI は、コンピュータにて収
集された皮質骨形態に関する画像工学的な特徴量
から計算した独自のもので、MCMI が 35 以上 65
未満の場合は骨粗鬆症の疑いは、やや高い、65
以上の場合は高いとされる。
　なお 60 歳未満と 60 歳以上の MCW と MCMI
の統計分析に BellCurve のエクセル統計を用い、
student t test（P ＜ 0.05）を行った。
　なお対象者には、本研究に対する同意をすべて
得ている。
　倫理委員会 18000052号承認（承認番号1822号）

結　　果

　対象となったのは、21 歳から 92 歳の平均年齢
48.01 歳の 91 名であった（図 4）。
　91 名の MCW の平均は 3.88 mm であり、年齢
とともに減少していた（表 1、図 5）。
　60 歳未満と 60 歳以上との MCW を比較すると、
60 歳未満の MCW より 60 歳以上の MCW は減少
を示した（図 6）。
　60 歳未満と 60 歳以上との MCW の間には有意
差が認められた（表 2）。
　MCI はⅠ型が 75 名、Ⅱ型が 6 名、Ⅲ型が 10
名であった。またⅠ型の平均年齢が 41.19 歳、Ⅱ
型 69.3 歳、Ⅲ型 76.7 歳と年齢が高くなっていた。
　骨粗鬆症のリスクは、リスクの「高い」患者は
10 名、「やや高い」患者は 9 名、低い患者は 72

図 1　骨粗鬆症スクリーニングシステム
顎骨の形態から異常が認められない場合は骨粗鬆症の
リスクを「低い」、やや骨粗鬆症の疑いが見られると
きは「やや高い」、骨粗鬆症が強く疑われるときは、

「高い」の 3 段階に判定する。

図 2　MCW の計測部位
MCW はオトガイ孔直下の下顎骨下縁の皮質骨の厚さ
を計測する。

図 3　MCI
Ⅰ型：両側皮質骨の内側表面がスムーズなケース
Ⅱ型：  皮質骨表面は不規則となり皮質骨内部に線状の

吸収が認められるケース
Ⅲ型：  皮質骨全体にわたり高度な線状の吸収と皮質骨

の断裂があるケース
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図 4　対象者の年齢層
21歳から92歳と幅広い年齢層の女性が対象となったが、50、60歳代の対象者は少なかった。

図 5　MCW と年齢層
MCW は、年齢とともに減少した。

図 6　60 歳未満と 60 歳以上との MCW と年齢層

表 1　年齢層における平均 MCW

minimum median maximum average

20 歳代 2.9 4.15 5.3 4.09
30 歳代 3.35 4.175 5.55 4.28
40 歳代 3.4 4.25 5.9 4.27
50 歳代 3 3.625 4.3 3.69
60 歳代 2.7 2.9 3.6 3.07
70 歳代 1.75 3.35 5.28 3.44
80 歳代 1.4 2.1 3.6 2.23

30 歳代の 4.28 mm、40 歳代の 4.27 mm がピークでその後減
少を示していた。



神田省吾　他　コンピュータ診断支援システムを用いた骨粗鬆症のスクリーニングについて

22

名であった。骨粗鬆症のリスクにおいてはリスク
が低い平均年齢が 41.06 歳に対し、リスクやや高
いが 71.78 歳、リスクが高いが 76.7 歳と年齢が高
くなっていた。なお骨粗鬆症のリスクの「高い」
患者と「やや高い」患者の 19 名については専門
医受診を薦めたが、受診にはつながらなかった。
　MCMI においては、年齢とともに上昇傾向を
示した（図 7、表 3）。
　MCMI においても、60 歳未満と 60 歳以上の
MCMI との間に有意差が認められた（表 4）。

考　　察

　PanoSCOPE は骨粗鬆症の診断装置ではな
く、歯科医師の画像診断を支援するものであり、
PanoSCOPE における自動的に評価、計測の結
果、必要に応じ、手動での計測部位、皮質骨厚さ
を設定し再評価が可能である9）。自動分析で、約
75 から 95％、手動計測を併用すると 90 ～ 95％
の症例で、大腿骨や腰椎の骨密度計測で確定され
た診断と一致した9）と精度の高いことが報告され
ていた。
　対象者は 2 府 2 施設の一般開業歯科医院の患者
で、歯科診療にて撮影された DPR を有する女性
を対象としたため、limitation はなく、極めて一
般的な結果となると思われた。

　歯科には幅広い年齢の患者が受診しているた
め、歯科外来の骨粗鬆症に対するスクリーニング
は、従来の検診受診者より若い年齢層の受診が期
待できる。本邦においても、21 歳から 92 歳と幅
広い年齢層の女性が対象となったが、50、60 歳
代の対象者は他の年齢層と比較して著しく少ない
という Limitation が認められた（図 4）。
　これは骨粗鬆症の可能性のない 20 ～ 30 歳代の
若い年齢層は、リスクのないことの確認に、また
骨粗鬆症の可能性の高い 70 ～ 80 歳代の年齢層
は、発症の確認しているのに対し、閉経直後から
の微妙な年齢層である 50、60 歳代は自覚症状が
ないためリスクの有無の確認を避けたためと推察
された。
　DPR 上で MCW は骨粗鬆症の目安となり、日

表 2　  60 歳未満と 60 歳以上の年齢層における
MCW

minimum median maximum

※※※
60 歳未満 2.9 4.2 5.9
60 歳以上 1.4 2.9 5.25

※※※1.51053E-08
60 歳未満と 60 歳以上との間は、有意差が
認められた。1.51053E-08（P ＜ 0.05）

表 3　年齢層と平均 MCMI

平均 MCMI

20 歳代 13.9
30 歳代 12.0
40 歳代 15.8
50 歳代 11
60 歳代 47
70 歳代 44
80 歳代 55.1

図 7　MCMI
MCMI は、年齢とともに上昇傾向を示した。

表 4　  60 歳未満と 60 歳以上の年齢層における
MCMI

minimum median maximum

※※※
60 歳未満 2 11 47
60 歳以上 3 55 82

※※※3.68704E-15
60 歳未満と 60 歳以上との間は、有意差が
認められた。3.6870E-15（P ＜ 0.05）
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本でのデータでは 2.8 mm 以下が危険域と報告さ
れている6）。
　因みにパノラマ CAD システム（PanoSCOPE）
において、骨粗鬆症の疑いがありと判定される
MCW の基準は 2.6 mm 未満である10）。MCW は
加齢によって皮質骨厚は減少する11）と報告されて
いた。
　海綿骨に比べ皮質骨の骨量は壮年期には保たれ
ており、加齢にともなう減少が明らかになるのは
65 歳前後からといわれており、その後の減少は
男女とも、ほぼ直線的であるが、減少速度は女性
のほうが速いとされていた12）。
　年齢層別 MCW においては 60 歳未満ではほと
んど減少は認められず、60 歳以上で減少を示し
た。また平均 MCW では 50 歳代より徐々に低い
値を示した（表 1、図 6、図 8）。
　しかし 60 歳代の平均 MCW が 70 歳代より低
い値を示したが、これは 50、60 歳代の Limita-
tion が影響していたと考えられた。
　また MCI では、Ⅱ型の平均年齢が 69.3 歳、Ⅲ
型が 76.7 歳であり、骨粗鬆症のリスクが「やや
高い」の平均年齢が 71.78 歳、「高い」が 76.7 歳
であった。

　また MCMI は 60 歳代を境に上昇を示し、加齢
にともなう皮質骨の減少が明らかになるのは 65
歳前後だという報告12，13）と一致した（図 9）。
　また 50 歳代の平均 MCMI は 11、60 歳代が 47
となっており 40 歳代の 15.8、70 歳代の 44 との
間に差が生じていたが、これも MCW と同様 50、
60 歳代の Limitation が影響したことが推察され
た（表 3）。
　加齢に伴う骨構造の変化は、閉経後、海綿骨の
減少は主として骨吸収の亢進によりもたらされ12）、
女性の場合、エストロゲンの減少が大きく影響し
ており、閉経後 10 年ほどの間に骨量は著しく減
少し、骨粗鬆症と診断される可能性が高くなる8）

と報告されているなか、現在、健康増進法に基づ
いて 40 歳から 5 歳刻みで 70 歳までを対象に骨粗
鬆症検診が実施されている2）。
　それ以外にも教育施設、各種組合、法人などで
骨量計測が行われている2）。しかし患者の高年齢
化、そして定年後の外出の機会の低下などから骨
粗鬆症のリスクは定年後に高くなる。またリスク
の高い年齢にもかかわらず検診の機会は定年によ
り失われている可能性があった。
　以上のことから、歯科外来での骨粗鬆症のスク

図 9　60 歳未満と 60 歳以上との MCMI と年齢層

図 8　60 歳未満と 60 歳以上の対象者の MCW
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リーニングは、対象年齢を 60 歳以上にすること
により、潜在化した骨粗鬆症リスク確認の可能性
が示唆された。

結　　語

　従来、骨粗鬆症に関連した研究において対象年
齢は 40 歳以上となっていた8）が、歯科外来にお
ける骨粗鬆症スクリーニングは 60 歳以上を対象
にすることで、潜在化した骨粗鬆症のリスクの確
認が可能になると推察された。
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クルクミンがアレコリン誘発性マトリックス	
プロテアーゼに与える影響

森　川　哲　郎 1）＊	 植　 原　　 治 2）	 平　木　大　地 1）	
虎　谷　斉　子 2）	 Puja	Neopane 1）	 Durga	Paudel 1）	
原　田　文　也 3）	 髙　井　理　衣 4）	 吉　田　光　希 1）	
永　易　裕　樹 3）	 千　葉　逸　朗 2）	 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
4）北海道医療大学健康科学研究所

抄　録
目的：口腔がんは、南アジアおよび東南アジアで高頻度に発症するがんである。口腔がん
やその前がん病変である白板症や粘膜下線維症はベテル噛みに起因していることが明らかに
なっている。本研究では Curcumin（Cur）による Arecoline（Are）誘発性 MMP-2、MMP-9
の産生抑制効果について検討した。
方法：ヒト歯肉上皮前駆細胞（HGEP）を Are と Cur を 3 日毎に添加し、30 日間培養した。
HGEP から RNA を抽出し遺伝子発現解析を行った。細胞培養上清中の MMP-2、MMP-9 を
Zymography を用いて観察し、ELISA 法を用いて MMP-9 のタンパクを定量した。
結果：MMP-9 は、mRNA およびタンパクにおいて、Are＋Cur の刺激では発現が抑制さ
れた。一方で、MMP-2 では変化は見られなかった。
結論：Cur は、Are 長期刺激による HGEP の MMP-9 産生を抑制させることが示唆された。

Key	words：Curcumin,	Arecoline,	Betel	quid	chewing,	Matrix	metalloprotease（MMPs）

受付：2018 年 12 月 21 日　受理：2019 年 1 月 11 日

緒　　言

　口腔がんは、地域別では特に南アジアおよび東
南アジア諸国において多く発生する悪性腫瘍であ
る。betel	quid	chewing（ベテル噛み）の習慣は、
これらの国々での口腔がんの高い罹患率と関係し
ている。Betel	quid は、新鮮な betel	 leaf や乾燥
した areca	nut の種子、slaked	lime と乾燥させた
tobacco を一緒に口の中に入れて噛むものである。
Areca	nut とその成分である Arecoline は、口腔
がんと前がん病変を促進させることが報告されて
いる1）。Areca	nut 抽出物や Arecoline は、種々
の成長因子、酵素および口腔粘膜下線維症に関連

する分子を発現経路上流で制御し、口腔がん細胞
を刺激して、がん進行に関連する分子を発現する
ことが明らかとなっている2-4）。我々はこれまで
に、スリ・ランカのベテル噛みに関連した口腔前
がん病変における p14、p15、p16 および p53 遺
伝子を分析し、p14、p15 および p16 の高メチル
化が、前がん病変において高頻度に検出されるこ
とを明らかにした5-7）。
　Matrix	metalloproteinase	（MMPs） は、 口 腔
粘膜下線維症およびがんにおける重要な分子であ
る。正常な口腔上皮細胞の悪性形質転換の詳細な
メカニズムは依然として不明であるが、MMPs
は、細胞増殖、浸潤および転移にとって重要なプ

原　著
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ロセスとなる細胞外マトリックス	（extracellular	
matrix：ECM）の分解に重要な役割を果たして
いる。発がん性物質による慢性刺激後に、悪性形
質転換が起こることがあるが、これまでの in 
vitro 実験モデルでは、30 時間 Arecoline で細胞
を刺激することで、急性応答を誘発させるのみで
あった3，8）。そこで我々は、慢性的な Arecoline
の刺激によって悪性形質転換が誘発されるかにつ
いて観察するため、Arecoline 刺激を長期間行う
新たな in vitro の培養系を使用した9）。この実験
から、長期的な Arecoline 刺激により正常歯肉上
皮細胞の MMP-9 の発現が上昇し、Arecoline が
悪性形質転換に関与することを明らかにした10）。
　Curcumin はポリフェノールの一種であり、ウコ
ンから抽出されるターメリックの主成分である11）。
Curcumin は、抗炎症作用を有しており、慢性炎
症性疾患に対する効果が期待されており、口腔領
域では歯周炎に対する研究が数多く報告されてい
る12，13）。また Curcumin は、がんの進行に関係す
る種々のタンパク発現や活性に影響を及ぼすこと
も報告されている14）。
　そこで本研究では、in vitro におけるヒト歯肉上
皮前駆細胞	（human	gingival	epithelial	progenitor	
cells：HGEP）の長期培養系を用いて Arecoline の
刺激および Curcumin の抗炎症作用による MMP-2
および MMP-9 産生の変化について検討した。

材料および方法

　1．細胞培養
　HGEP	（CELLnTEC	Advanced	Cell	Systems	AG,	
Basel,	Switzerland）をCnT-Prime	epithelial	culture	
medium	（CELLnTEC	Advanced	Cell	 Systems	
AG）、5％	CO2、37℃の条件下で培養した。HGEP

を約 4×104 cells/ml で 100 mm 細胞培養プレー
トに播種した。前培養した後、滅菌蒸留水	（dou-
ble	distilled	water：DDW）に溶解した 50 µg/ml

（最終濃度）の Arecoline	hydrobromide	（Areco-
line,	Sigma-Aldrich,	Darmstadt,	Germany）またはDi-
methyl	sulfoxide	（DMSO）に溶解した 1 µM（最
終濃度）の Curcumin	（Sigma-Aldrich）を 3 日毎
に添加し、30 日間培養した。DDW と DMSO を交
互に添加する群を Control、Arecoline と DMSO を
交互に添加する群を Arecoline、DDW と Curcum-
in を交互に添加する群を Curcumin、Arecoline と
Curcumin を交互に添加する群を Are＋Cur とし
た（図 1）。細胞培養はそれぞれ独立して 3 回ず
つ行った。

　2．遺伝子発現解析
　30 日 間 培 養 後、RNeasyⓇ	Mini	Kit	（Qiagen，
Venlo，Netherlands）を使用して、HGEP から
total	RNA を抽出した。その後、ReverTra	AceⓇ	
qPCR	RT	Master	Mix	（Toyobo，Osaka，Japan）
で total	RNA を cDNA に 逆 転 写 し た。 定 量 的
PCR 法は LightCyclerⓇ	Nano	System	（Roche	Di-
agnostics,	Basel，Switzerland）で行った。MMP-2
および MMP-9 をターゲット遺伝子とし、mRNA
発現レベルは Glyceraldehyde-3-phosphate	dehy-
drogenase	（GAPDH）をリファレンス遺伝子とし
て ∆∆Cq 法を用いて解析した15）。使用した primer
配列を表に示す16-18）（表 1）。

　3．	Zymography
　細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 活性
を Gelatin-Zymography	kit	（Cosmo	Bio,	Tokyo，
Japan）を用いて観察した。Coomassie	blue 染色

図 1　細胞培養フローチャート
HGEP 細胞を 3 日毎に添加し、30 日間培養した。Control 群には DDW と DMSO
を交互に添加し、Arecoline 群には Arecoline と DMSO を交互に添加、Curcumin 群
は DDW と Curcumin を交互に添加し、Are＋Cur 群には、Arecoline と Curcumin
を交互に添加した。
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後、ゲルをスキャンした。
　4．MMPs の定量
　Human	MMP-9	ELISA	Kit	（Sigma-Aldrich）を
用い、細胞培養上清中の MMP-9 を定量した。
MultiSkan	FC	Basic	（Thermo	Fisher	Scientific，
MA，USA）を用いて波長 450 nm の吸光度を測
定し、標準曲線から細胞培養上清中の MMP-9 濃
度を求めた。

　5．統計分析
　 統 計 分 析は、各 群間の 比 較には、one	way	
ANOVA による分散分析後、Tukey’s	test による
多重検定により有意水準 5％における有意差検定
を行った。

結　　果

　1.	遺伝子発現解析
　定量的 RT-PCR 法の結果、Arecoline、Curcumin
または Are＋Cur を 30 日間添加した HGEP におい
て、MMP-2	mRNA 発現レベルは全ての群におい
て有意差は認められなかった（図 2）。MMP-9	
mRNA 発現レベルは Control 群に比べ Arecoline
群で高く、	Curcumin 群および Are＋Cur 群におい

ては Arecoline 群より低かった	（p ＜ 0.05）（図 3）。

　2．Zymography
　Zymography の結果、MMP-2 ではすべての群
において発現は検出されたものの、各群間での明
らかな違いは見られなかった。一方、MMP-9 で
は Control 群、Curcumin 群においては発現が検
出されず、Are＋Cur 群では Arecoline 群と比較
して発現が弱かった（図 4）。

　3．MMPs の定量
　Zymography において変化の見られた MMP-9
の細胞培養上清中のタンパク量について ELISA
法を用いて定量した結果、Control 群と比べ Are-
coline 群でのタンパク発現レベルの上昇を認め、
Curcumin 群、Are＋Cur 群では Arecoline 群と比
較してタンパク発現レベルの低下を認めた	（p ＜
0.05）（図 5）。

考　　察

　Arecoline または Curcumin 刺激条件下で長期
培養された HGEP における MMP-2 および MMP-9
の遺伝子発現を検証した結果、MMP-2 において

表 1　mRNA 発現解析に用いたプライマー配列	（5’	to	3’）

Gene Forward Reverse Ref.

GAPDH GTGAAGGTCGGAGTCAAC GTTGAGGTCAATGAAGGG （16）
MMP-2 CAAGGACCGGTTTATTTGGC ATTCCCTGCGAAGAACACAGC （17）
MMP-9 TTGACAGCGACAAGAAGTGG GCCATTCACGTCGTCCTTAT （18）

図 2　MMP-2	mRNA 発現解析のグラフ
HGEP 細胞への Arecoline、Curcumin、Are＋Cur 添
加により Arecoline 群、Curcumin 群では有意差は認
められなかった（n＝3）。

図 3　MMP-9	mRNA 発現解析のグラフ
HGEP 細胞への Arecoline、Curcumin、Are＋Cur 添
加により Arecoline 群は Control 群と比較して発現上
昇を認め、Curcmin 群、Are＋Cur 群では低下が認め
られた（＊p	＜0.05、n＝3）。
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はすべての群間で mRNA の発現に変化は見られ
なかった。この結果は、すでにある報告と一致す
る10）。一方で、MMP-9 については、mRNA およ
び細胞培養上清中のタンパクの両方で、Areco-
line による刺激によって発現が上昇し、Are＋
Cur 群では発現が抑制された。
　MMPs は、生体内のほとんどすべての ECM
を分解可能な酵素で、その酵素活性はがん細胞の
浸潤・転移能に関与することが明らかとされてい
る19）。MMP の 発 現 上 昇 は、NF-κB な ら び に
P38	MAP キナーゼを含む他の細胞内シグナル伝
達経路を介して引き起こされ20）、MMP-9 のよう
なⅣ型コラゲナーゼは、がん浸潤および転移の過
程において特に重要である3，21，22）。Arecoline は、
その刺激によって口腔粘膜下組織における線維化

を促進することで、口腔がん発症に関与している
ことが報告されており23）、今回の結果でも、ベテ
ル噛みによって MMP-9 活性が高まると、正常口
腔粘膜細胞のがん細胞への形質転換が生じ、前が
ん病変へと進行することが考えられた。また、早
期の口腔扁平上皮がんから切除された生検組織に
ついて MMP-9 の発現を調査した実験では、転移
の見られた患者においては転移の見られなかった
患者よりも MMP-9 の発現が高かったとの報告が
ある24）。このことから、MMP-9 は早期の口腔扁
平上皮がんにおける腫瘍転移の予測および予後診
断の際に、口腔検査法の一つとしての有用なマー
カーになることが期待される。
　Curcumin は安全な分子と考えられており、食
品添加物として何千年も使用されてきた25）。ポリ
フェノールの一種でクルクミノイドに分類される
Curcumin は、植物であるウコンから抽出される
ターメリックの主成分であり、古くからその抗菌
作用について知られており、研究報告もなされて
いる26）。また Curcumin は抗炎症作用、抗酸化作
用を有することから、これまでに炎症が関与する
疾患としてがん、リウマチ、膵炎、および 2 型糖
尿病等の領域で研究が進められている27）。特にが
んについては Curcumin を用いて肺がん、前立腺
がん、大腸がんに対して行った研究においても
MMP-9 の発現低下が報告されている28-30）。また、
Curcumin の歯周組織への影響に関する研究とし
て、Porphyromonas gingivalis 由来 Lipopolysac-
charide 刺激時のサイトカイン産生について検討
したところ、Curcumin の投与により MMP-9 の
産生が抑制された13）。Curcumin が MMP-9 活性
を抑制する機序としては、Curcumin が炎症性刺

図 4　細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 活性
Zymography を用いて細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 について観察した。
MMP-2 ではそれぞれの群間において明らかな違いは見られなかった。MMP-9 では
Control 群、Curcumin 群においては発現が検出されず、Are＋Cur 群では Arecoline
群と比較して発現が弱かった。

図 5　MMP-9 のタンパク質発現解析のグラフ
ELISA 法により、細胞培養上清中の MMP-9 を測定
したところ Arecoline 群は、Control 群と比較してタ
ンパク発現レベルの上昇を認め、Curcumin 群、Are
＋Cur 群では低下が認められた（＊p	＜0.05、n＝3）。
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激によって誘導される IκBαのリン酸化を阻害
することで NF-κB の活性化を抑制することが明
らかとなっている31，32）。
　今回、HGEP への Arecoline 長期刺激によって、
MMP-9 活性は上昇した。一方で、誘発された
MMP-9 活性は Curcumin によって抑制することが
可能となった。Curcumin を適正な濃度で使用す
ることにより正常組織の破壊を抑制する可能性が
示唆された。今後、Curcumin による MMP-9 活
性抑制の機序についてさらなる検討が必要である。

結　　論

　Curcumin は、Arecoline 長期刺激による HGEP
の MMP-9 産生を抑制させることが示唆された。
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Abstract
Aim: The number of patients who complain of taste abnormality is increasing as a result 
of aging society in recent years of Japan.  One of the causes of dysgeusia is the failure 
of taste substances to reach taste cells by tongue cloth including Candida infection.  The 
aim of this study to consider the results of the taste test of the patients visiting taste 
disorder clinic in Tokyo Dental College Chiba Hospital and the results of Candida culture 
inspection.
Method: In this study, 112 patients with dysgeusia who visited Tokyo Dental College 
Chiba Hospital were examined for sex, age, and candidacy positivity.  Of the 112 patients, 
14 complaints of electric taste examination and taste examination by the filter paper disc 
method were chief complaints, and the presence or absence of taking medicine was also 
considered.
Result : The patient consisted of 41 men and 71 females.  The average age of the patients 
was 63.6 years, and 17 patients were positive for Candida.  The average age of 14 people 

（5 males, 9 females） who conducted taste examinations was 64.3 years.  The chief com-
plaint was the most taste diminished.  Two of the 14 patients showed a positive response 
to Candida.  One of these two patients had a history of laryngeal carcinoma and another 
patient was suspected of psychogenicity, both of which were also affected by problems 
with oral hygiene management.  In the results of the taste test, many differences were 
found in the area where the taste concentration and taste were felt.
Conclusion : These results suggest that there is a difference in the metabolism of taste 
cells with a G protein-coupled receptor （GPCR） that senses sweetness and bitterness 
and an ion channel type receptor that senses saltiness and acidity.  In the future, as a 
response to the dysgeusia patients, proactive approach to understand taste testing of 
patients through the medical interview including oral hygiene is required.

Key words :   gustometry, Candida check, the taste check, filter paper disk method, electric 
taste check
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Introduction

　In recent years, with the aging of society, pa-
tients with t dysgeusia are increasing1）.  Patients 
with dysgeusia suffer from hypertension due 
to increased intake of salt because salty taste 
discriminates poorly.  There is also concern that 
increasing intake of sugar may affect diabetes 
due to poor discrimination of sweetness.  Taste 
senses taste cells in the taste buds existing in 
the fungiform papilla, foliate papillae and cir-
cumvallate papilla other than the filiform papilla 
of the tongue by sensing the taste substance 
and transmitting the information to the central 
nerve2）.  This taste cell can be divided into G 
protein coupled receptor （GPCR） which senses 
sweetness and bitterness, and ion channel type 
receptor which senses salty taste and sour taste.  
Taste abnormality is thought to occur due to 
various disorders and transmission disorders of 
nerves in this taste cell receptor 2）.  The clinical 
features of dysgeusia are spontaneous taste 
disorder that always feels some taste in the oral 
cavity, dissociative taste disorder with certain 
taste not discriminated, taste diminished taste 
unless it is dense flavoring, and sweetness and 
bitterness It can be classified as a taste error 
that will erroneously identify 5）.  The cause of 
these dysgeusia is caused by a decrease in me-
tabolism of taste cells due to aging, a decrease 
in saliva secretion amount, an external obstacle 
to taste buds, an obstacle to reaching taste 
substances by tongue moss （including Candida）, 
taste cells, a decrease in salivation secretion 
disorder of taste substance to taste cells, dietary 
and drug-induced zinc deficiency, mental stress, 
vitamin A, B2 deficiency and neuropathy5）.
　As a method of inspecting abnormality in 
taste sensation, a taste solution composed of 5 
concentrations with four basic tastes is contained 
in a filter paper of 5 mm in diameter, and in the 
taste-dominated nerve area, cognitive identifica-
tion is performed by a patient's response, a filter 
paper disc There is a law.  This method can 
examine taste abnormality by site, and semi-
quantitatively3）.  On the other hand, the electric 
taste test method gives electrical stimulation 

directly to the dominant region and quantita-
tively examines the threshold value in 21 stages.  
However, this method has drawbacks that can 
not be inspected for the type of taste 4）.
　This time, the aimed at examining the 
Candida test results and taste tests of dysgeusia 
patients admitted to the Tokyo Dental College, 
Chiba Hospital.

Materials and methods

　1. Survey target
　Subjects were 112 patients who visited Tokyo 
University of Dentistry Chiba Hospital from 
January to December 2015 for taste disorder 
outpatients.  This study was conducted with 
the approval of Tokyo Dental University Ethics 
Committee （approval number 797）.

　2. Investigation method and Candida inspection
　Gender, age, and Candida examination were 
compiled.  For Candida examinations, Cromothrand 
Candida Color （Kanto Chemical Co., Tokyo） 
was used.  First, the tongue of the patient was 
scraped with a sterile cotton swab and applied 
to Candida medium.  Thereafter, the number 
of formed colonies was counted, and five kinds 
of Candida albicans （Candida albicans, Candida 
krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, 
Candida parapsilosis） were judged according to 
color.

　3. For the 14 patients （12％） who accepted 
the taste test by medical interview, the sex, age, 
chief complaints, regular medications and the 
presence or absence of smoking, as well as cor-
relations of those who are candida-positive did.

　4. Taste test
　1） Filter disc method
　This time, Taste DiskⓇ （Sanwa Chemistry, 
Nagoya） was used as a reagent for taste qualita-
tive quantitative inspection with a filter paper 
disc3）.
　Five concentrations were examined for the 
taste of four kinds of taste, sweet liquid （refined 
white sugar）, salty liquid （sodium chloride）, 
acidic liquid （tartaric acid）, bitter liquid （quinine 
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hydrochloride）.  The order of examination of 
the taste was examined for sweetness, saltiness, 
sourness, and finally bitterness.
　The measurement sites were the left and 
right facial nerve chord dorsal region （front of 
the tongue）, the glossopharyngeal dominant re-
gion （rear of the tongue） and the cone innerva-
tion dominant region （soft palate）, respectively.
　Specifically, a reagent was dropped on a filter 
paper disk having a diameter of 5 mm, placed 
in each innervation dominant region, and made 
to answer within a few seconds.  If no answer 
is obtained, then it increased the concentration 
of taste and asked for areas that could be rec-
ognized.  The cognitive judgment in the current 
search was classified as 3, 4, 5 concentration, 
undiscriminable and unrecognizable.  When 
changing the taste quality and concentration, 
Subjects often rinse mouth with tap water in 
order to eliminate the residual.
　Regarding cognitive judgment, the taste 
sensitivity Ⅲ can be discriminated by concentra-
tion 3, the one discriminable by density 4 can be 
judged as Ⅳ, the one discriminable by density 5 
as Ⅴ, if it can not be determined even at density 
5, Ⅵ （? Unrecognizable, and NS: unrecognizable）.
　2） Electric taste inspection
　A probe with a diameter of 5 mm was placed 
on the same measuring site as the filter disc 
method using an electric taste meter （EG-Ⅱ
B type, Nagashima Medical Instruments Co., 
Tokyo）.  Thereafter, an energizing stimulus 
was given, and according to the energizing flow 
rate, the examinee recorded a flow which felt a 
unique taste such as a mixture of metallic taste 
and sour taste.  The normal range was set to 
8 dB or less for the chorda innervation dominant 
region （anterior to the tongue）, 14 dB or less for 
the glossopharyngean dominant region （posterior 
to the tongue）, and 22 dB or less for the cone 
innervation dominant region （soft palate）.
　Regarding the judgment, when it is recog-
nized in the normal range of each region, it is 
normal : N.  When it is recognized at a higher 
value than the normal range, the high value : H, 
and the case where it could not be recognized 
even with the maximum value of 34 dB was 

regarded as non-reaction : NS.

Result

　Survey target
　The sex of 1. 112 patients was 41 （37％） for 
males and 71 （63％） for females, the ratio of 
male to female was 1：1.73, which was more 
common among females （Fig. 1）.

　2. The age was the highest in men in their 
70s and females in their 60s and 58.9％ in older 
people aged 65 and older （Fig. 2）.

　3. The Candida test result showed that 17 out 
of 112 subjects were Candida positive （Fig. 3）.  
14 cases （67％） showed positive for Candida 
albicance were the most common among can-
dida species showing positive.  Candida glabrata 
showed positive in 6 （28％）, Candida parapsilosis 
showed positive in 1 case （5％） （Fig. 4）.  There 
was none showing positive for Candida krusei 
and Candida tropicalis.

　4. The sex of patients who conducted the taste 
test of 4：14 showed a tendency for females, 
with 5 （36％） men and 9 females （64％）, with a 
ratio of male to female of 1：1.8 5）.

　5. The age of patients who conducted the taste 
examinations of 5：14 was the highest in patients 
aged 70 in males, in females in the sixties and 
64.3 in late elderly aged 65 and over （Fig. 6）.

　6. The main complaint of 6：14 patients was 
that there were 8 taste reductions （57.2％）, 
2 taste mistakes （14.3％）, 2 persons （14.3％） 

Fig. 1　Gender ratio, candida Test
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spontaneous dysgeusia, dissociative taste disor-
der One person （7.1％） had a traumatic taste 
disorder 1 （7.1％）.  Among them, there were 
four patients who had no appetite （Fig. 7）.

　7. There were 5 （29.4％） patients who regu-
larly used sleeping pills and anxiolytics in 7：14 
patients （Fig. 8）.

　8. Two patients （14.3％） who showed positive 
Candida among 8：14 patients, one had laryngeal 
cancer patients and the other one was suspected 
psychogenic.  Patients with laryngeal cancer 
were taking vitamins and gastrics, but patients 
who doubted psychosocial factors had no history 
of taking medication.

　9. Result of taste test
　1） Filter disc method （Figs. 9-1, -2, -3, -4）
　Of the 14 subjects, 6 people （case numbers : 6, 
7, 8, 9, 13, 14） were able to correctly distinguish 
the taste quality at a higher concentration than 
the standard corresponding to the taste sensitiv-
ity Ⅲ to Ⅴ It was.
　Eight people （case numbers : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 
11, 12） were taste sensitivity Ⅵ for both tastes, 
and it was judged that the taste sensitivity was 
comparatively poor.  Among these 8 subjects, 

Fig. 3　Candida positive rate

Fig. 2　Age distribution of case, candida check

Fig. 4　Kind of candidas which indicated positive reaction

Fig. 5　Gender ratio, gustometry
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Fig. 6　Age distribution of case, gustometry

Fig. 7　Chief complaint of a dysgeusis patient Fig. 8　Taking of medicine in common use

Fig. 9-1　Sweets : Distribution of the patient （filter paper disk method）

Fig. 9-2　Bitterness : Distribution of the patient （filter paper disk method）
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any taste quality can not be distinguished in all 
areas of the chordaneous innervation dominant 
region （front of the tongue）, the glossopha-
ryngeal dominant region （rear of the tongue） 
and the cone innervation dominant region （soft 
palate） There were 5 patients （case numbers : 1, 
2, 3, 5, 10） who were.
　In addition, 3 （case numbers : 4, 11, 12） 
can distinguish one taste quality in any one 
region （salty taste : 2 （case numbers : 4, 11）, 
bitterness : 2 （case numbers : 11, 12）, sweetness ; 
1 Name （case number : 4））, and the other two 
areas were unidentifiable （including incorrect 
answers）.  Furthermore, when analyzing in the 

six regions including the three regions added 
right and left, it can be identified in one region, 
the other five regions can not be identified 

（erroneous times）.

　2） Electrical taste test （Fig. 10）
　In electric taste examination, the chorda- 
innervated dominant region （front of the tongue） 
was relatively well recognized.  Four （case 
numbers : 8, 9, 13, 14） out of 6 （case numbers : 
6, 7, 8, 9, 13, 14） who could taste correctly 
discriminated at a higher concentration than the 
standard by the filter paper disc method were 
electrically In the taste test, it was recognized 

Fig. 9-3　Salty : Distribution of the patient （filter paper disk method）

Fig. 9-4　Sour : Distribution of the patient （filter paper disk method）

Fig. 10　Result of the electric taste check
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within the normal range.  Two patients （case 
numbers : 6, 7） were also recognized at the 
maximum in most areas.
　Five patients （case numbers : 1, 2, 3, 5, 10） 
who were unable to distinguish any taste quality 
in three areas by the filter paper disc method 
showed the maximum value or unrecognizable 

（NS） in the electric taste test It was.
　The results for each area are shown below.

　○ Cognitive results in 3 areas ignoring left 
and right
　Seven people were recognizable in three 
areas.  Six people were only recognizable in 2 
areas out of 3 areas.
　In addition, one person was unrecognizable in 
any area of   the three areas.
　○ Cognitive results in 6 areas with left and 
right
　Of the seven people who were able to perceive 
in the three areas, one could recognize in five 
areas, and one area could not be recognized.  
There were 2 patients who were able to recog-
nize in 4 areas out of 6 members who were 
recognizable only in 2 areas in 3 areas but could 
not recognize in 2 areas.  There were three 
patients who were able to perceive in two areas 
and failed to recognize in the three areas.  One 
patient was cognizable in two areas and one 
patient was unable to recognize in the other 
four areas.

Discussion

　Recently, due to the aging of society, including 
anticancer drug-induced taste disorder patients 
increased significantly 1）.  Dysgeusia survivors in 
this study is highly suggested might be caused 
by structural changes in taste cells on stage 
aged （65％）, due to aging and age-related meta-
bolic delays and salivary secretion rate drops 1）.  
Patients complained of unusual taste in women 
much, same as previous reports of the results.  
In addition, female patients who complained of 
taste abnormality were many, which was the 
same result as the previous report.  The reasons 
for this include the shortage of zinc due to a 
sudden diet, mental and physical problems due 

to cases that are being followed by nursing care.  
It is suggested that it is important to pursue 
and respond to causes by taste testing.
　Among the patients who showed positive 
Candida, there were 2 patients with taste 
disorder, but it was suggested that the difficulty 
of oral hygiene control caused the proliferation 
of Candida in both of them6）.  However, 15 
candida-positive patients （excluding the above 
2） of 112 were not tested for taste, but Candida 
was considered to be one of the causes of taste 
disorder.  It was suggested that oral health 
management including thorough oral hygiene 
management and administration of antifungal 
drugs is important.
　Drug-induced dysgeusia develops because 
the drug has a side effect of chelating zinc.  It 
is necessary to ingest zinc about 15 mg a day.  
It is known that the deficiency of taste cells 
decreases due to insufficiency of zinc and taste 
disorder occurs7）.
　Even in this study, 5 subjects （29.4％） tended 
to have a tendency of drug regular use among 
patients who tested taste.  Considering from 
the main complaint, there were 8 patients with 
taste reduction and 2 subjects with taste and 
error, totaling 10 people （71.4％）.  Improvement 
of dysgeusia is desired for these patients by 
administering an appropriate zinc preparation.  
For patients with dysgeusia, it is considered 
important to conduct a taste test.
　Also, in the analysis of the result of the 
quantitative test of the taste by the filter paper 
disc method, it was confirmed that there was a 
patient with a region that feels taste or a place 
that does not feel taste is a G protein coupled 
receptor that senses sweetness or bitterness 
GPCR） and the metabolism of taste cells with 
ion channel type receptors that sense salty 
taste or sour taste differ, and it is presumed 
that many are expressed.  In addition, the fact 
that one patient （7.1％） with dissociative taste 
disorder is due to the fact that metabolic reac-
tion rates of G protein-coupled receptor （GPCR） 
and ion channel type receptor are different, 
and taste cells that only accept a certain taste 
Potential metabolism may be considerably slow 
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or bad.  However, it is known that zinc chelate 
acts on many drugs such as antibacterial drugs, 
anticancer drugs, hypnotics, antiasthmatic drugs, 
antihypertensive agents, but how much zinc 
deficiency affects the metabolism of which taste 
cells whether it inhibits is unknown.
　Comparison of the filter paper disc method 
and reaction cognition by electric taste test 
showed a general correlation, but it was not 
absolute.  It is thought that electric taste test 
does not quantify taste quality, but if taste cells 
are present, even if the taste quality can not 
be identified, potential develops in taste cells 
and can be recognized.  From now on, it is sug-
gested that when dysgeusia test is conducted, 
in combination with the filter paper disc method 
and electrical taste test, it is possible to strongly 
doubt the injury of the patient's taste cells when 
it can not be recognized in both.
　In this study, we conducted a dysgeusia test 
only for 14 subjects who received consent in 
112 patients, but it was considered important to 
conduct the examination to 98 people who did 
not perform the dysgeusia test.  Moreover, it is 
thought that it is caused by mild psychogenicity, 
stress and even diet, etc.  Patients who have 
psychosomatic response, taking zinc supple-
ments, or having symptoms improved to some 
extent due to oral hygiene, etc. again have no 
medical treatment and have a prognosis al-
though it was not possible to do, it is important 
to make the patient understand the importance 
of taste examinations through a medical inter-
view, and it is also important to deal with dental 

clinics that can explain the relationship between 
dysgeusia and oral management status.

Conclusion

　Many factors are considered as causes of dys-
geusia.  However, it is important to judge the 
necessity of taste examinations from a medical 
interview, manage grasp of current symptoms of 
dysgeusia, and manage oral hygiene.
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第 11 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：井 上 　孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
副会長：松坂　賢一（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
開催日：2018 年 8 月 25 日（土）・26 日（日）
会　場：東京歯科大学　水道橋校舎
　　　　〒 101︲0061　東京都千代田区神田三崎町 2︲9︲18

「口腔専門医に求められるオートノミー」

プログラム
講演内容

4学会合同シンポジウム　8 月 25 日（土）9：00 ～ 11：50
　「口腔粘膜疾患へのアプローチ」

座長：高 田 　隆 先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究科
　　　　　　　　　　　　 口腔顎顔面病理病態学研究室　教授）
　　　高橋　愼一 先生（東京歯科大学市川総合病院皮膚科　教授）

　基調講演）皮膚科からみた口腔粘膜疾患　　
髙橋　愼一（東京歯科大学市川総合病院皮膚科　教授）

　　4SY︲1）上皮性異形成を含めた OPMD について
　　　　　　 ［日本臨床口腔病理学会］
　　　　　　　柳下　寿郎（日本歯科大学附属病院歯科放射線口腔病理診断科　教授）
　　4SY︲2）口腔粘膜疾患のための唾液検査の有用性
　　　　　　 ［日本口腔検査学会］
　　　　　　　斎藤　一郎（鶴見大学歯学部病理学講座　教授）
　　4SY︲3）口腔に生じる自己免疫性水疱症について
　　　　　　 ［日本口腔内科学会］
　　　　　　神部　芳則（自治医科大学歯科口腔外科学講座　教授）
　　4SY︲4）口腔扁平苔癬―診断学的立場から―

　　　　　　 ［日本口腔診断学会］
　　　　　　　菅原由美子（東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野　助教）

2学会共催シンポジウム　8 月 25 日（土）14：10 ～ 16：20
　「これからの歯科保健医療ビジョンを踏まえた歯科専門医制」

座長：小林　慶太（日本歯科医師会・常務理事）　　　　　　
　　　松坂　賢一（東京歯科大学臨床検査病理学講座　教授）

　　2SY︲1）歯科保健医療ビジョンと歯科の専門医の方向性
　　　　　　　和田　康志（前厚生労働省医政局歯科保健課　課長補佐）
　　2SY︲2）日本歯科専門医機構の設立と役割
　　　　　　　住友　雅人（日本歯科医学会　会長、（一社）日本歯科医学会連合　理事長、
　　　　　　　　　　　　　（一社）日本歯科専門医機構　理事長）
　　2SY︲3）歯科保健医療ビジョンを踏まえた専門医制に患者・家族が望むこと
　　　　　　　豊田　郁子（患者・家族と医療をつなぐ NPO 法人架け橋　理事長）



40

　　2SY︲4） 口腔検査（診断）専門医は歯科治療の質の向上の為に必要である
　　　　　　　井 上 　孝（日本口腔検査学会　理事長）
　　2SY︲5）「これからの歯科保健医療ビジョンを踏まえた歯科専門医制」
　　　　　　―日本臨床口腔病理学会の立場から―

　　　　　　　前田　初彦（日本臨床口腔病理学会　理事長）

《日本学術会議主催》日本口腔検査学会共催シンポジウム　8 月 26 日（日）9：20 ～ 11：30
　「口腔疾患の検査・診断とその普及、今後望まれる歯科医療の展開」

座長：栗原　英見（広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯周病態学研究室　教授）
　　　有馬　嗣雄（医療法人社団厚誠会　会長）

　　SY︲1）口腔がんに特徴的な口腔内・腸内細菌叢に基づいた検査・診断および疾患特異的 iPS 細胞の
　　　　　樹立と疾患研究
　　　　　　　岡本　哲治（広島大学大学院医歯薬保健学研究科応用生命科学部門（歯学部）
　　　　　　　　　　　　　分子口腔医学・顎顔面外科学　教授）
　　SY︲2）コラーゲン結合タンパクを発現する Streptococcus mutans の臨床的意義
　　　　　　　仲野　和彦（大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室　教授）
　　SY︲3）歯周病原菌に対する血清 IgG 抗体検査の意義
　　　　　　　高柴　正悟（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野　教授）
　　SY︲4）歯周治療とインプラント治療に共通する術前・術後の臨床検査の重要性
　　　　　　　長谷川嘉昭（東京都中央区開業）

特別講演　8 月 26 日（日）11：40 ～ 12：40
　「肝細胞癌病理診断の最近の取り組み」

座長：井 上　 孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座・主任教授）
　　肝細胞癌病理診断の最近の取り組み
　　　　　　　坂元　亨宇（慶應義塾大学医学部病理学教室　教授）

〈日本臨床口腔病理学会企画〉
専門医講習会Ⅰ（剖検）　8 月 24 日（金）15：00 ～ 16：50
　「剖検症例のまとめ方」
　　　　　　　石川　文隆（埼玉県立がんセンター病理診断科医局　副部長）

専門医講習会Ⅱ（唾液腺）　8 月 24 日（金）17：00 ～ 18：50
　「唾液腺腫瘍診断の進め方　淡明細胞性腫瘍に注目して」
　　　　　　　矢田　直美（九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野　准教授）

専門医講習会Ⅲ（細胞診）　8 月 24 日（金）17：00 ～ 18：50
　「口腔領域細胞診―細胞像の理解のために―」
　　　　　　　藤田　修一（長崎大学医歯薬学総合研究科口腔病理学分野　准教授）

若手の集い　8 月 24 日（金）19：00 ～ 21：00
司会：栢 森　 高（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学）

　「業務としての病理診断学と研究への橋渡し」
　　　　　　　草深　公秀（静岡県立静岡がんセンター病理診断科）
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症例検討①　8 月 26 日（日）9：20 ～ 10：20
座長：佐々木　文（東京歯科大学市川総合病院臨床検査科　教授）
　　　豊 澤　 悟（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座　教授）

　C1︲1  下顎骨病変、良性か悪性か？
　　○辺見卓男 1）、出雲俊之 1）、添野雄一 2）、齊藤香恵子 3）、井出正俊 3）、勝山直彦 3）、
　　　蛭田啓之 4）、柳下寿郎 1）

　　1）日本歯科大学附属病院歯科放射線・口腔病理診断科
　　2）日本歯科大学病理学講座
　　3）富士市立中央病院歯科口腔外科
　　4）東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科

　C1︲2  上顎前歯部多嚢胞性腫瘍の一手術例
　　○草深公秀 1）、津久井宏恵 2）、馬場　聡 2）、長田哲次 3）、山崎佳寿美 3）、田村智香 3）

　　1）静岡県立静岡がんセンター病理診断科
　　2）浜松医科大学医学部附属病院病理診断科
　　3）浜松医科大学医学部歯科・口腔外科

　C1︲3  下顎骨腫瘍
　　○坂本真一 1）、小川郁子 2）、早田麻衣 3，4）、佐野孝昭 3）、高山　優 4，5）、横尾　聡 4）、
　　　髙田　隆 1）

　　1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔顎顔面病理病態学研究室
　　2）広島大学病院口腔検査センター
　　3）群馬大学大学院医学系研究科病理診断学
　　4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学・形成外科学
　　5）公立藤岡総合病院歯科口腔外科

　「顎骨骨腫瘍の病理」
　　　　　　　佐々木　文（東京歯科大学市川総合病院臨床検査科）

症例検討②　8 月 26 日（日）10：30 ～ 11：30
座長：冨田　茂樹（順天堂大学医学部附属浦安病院病理診断科　教授）
　　　仙波伊知郎（鹿児島大学大学院歯学総合研究科口腔病態解析学分野　教授）

　C2︲1  上顎骨腫瘍の一例
　　○大家香織 1）、辻　忠孝 2）、平岡慎一郎 2）、廣瀬勝俊 3）、宇佐美悠 3）、社領美紀 3）、
　　　佐藤　淳 3）、近堂侑子 1）、福田康夫 1）、豊澤　悟 3）

　　1）大阪大学歯学部附属病院検査部
　　2）大阪大学歯学研究科口腔外科学第一教室
　　3）大阪大学歯学研究科口腔病理学教室

　C2︲2  耳下腺腫瘍の 1 例
　　○浦野　誠、磯村まどか、櫻井浩平、黒田　誠

　　藤田保健衛生大学医学部病理診断学講座
　C2︲3  若年男性に生じた下顎骨悪性腫瘍の 1 例

　　○社領美紀 1）、大家香織 2）、佐藤　淳 1）、宇佐美悠 1）、廣瀬勝俊 1）、福田康夫 2）、
　　　豊澤　悟 1）

　　1）大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室
　　2）大阪大学歯学部附属病院検査部

　「免疫グロブリン単クローン性疾患の診断と IgG4 関連疾患としての口腔扁平苔癬」
　　　　　　　冨田　茂樹（順天堂大学医学部附属浦安病院病理診断科）
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ポスター発表
8 月 25 日（土）16：30 ～ 18：00

（P1︲1 ～ P1︲19、P3︲1 ～ P3︲12）

P1︲1）腫瘍移植マウスの高転移臓器における骨髄由来細胞の局在と役割の検討
○河合穂高 1）、辻極秀次 2）、信長ひかり 1）、高畠清文 1）、中野敬介 1）、長塚　仁 1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野
2）岡山理科大学理学部臨床生命科学科組織病態学研究室

P1︲2）口腔扁平上皮癌の培養上清が破骨細胞分化に及ぼす影響
○和田あかね、土谷麻衣子、栢森　高、池田　通

東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔病理学分野

P1︲3）頭頸部扁平上皮癌由来細胞での DKK3 ノックダウンは腫瘍細胞の悪性度を低下させる
○片瀬直樹、藤田修一

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野

P1︲4）口腔扁平上皮癌における prostasin の発現と意義
○山本晃士、泉　　彩、川口真紀子、福島　剛、片岡寛章

宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野

P1︲5）口腔癌における癌関連線維芽細胞（CAF）の podoplanin 発現の意義
○井上ハルミ 1）、金田朋久 2）、星野　都 1）、宮崎裕司 3）、菊池建太郎 1）、坂下英明 2）、
　草間　薫 1）

1）明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学 2 分野
3）明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

P1︲6）Ladinin-1 はアクチン分子動態の調整を介し、口腔扁平上皮癌細胞の増殖と遊走を制御する
○阿部達也 1）、山崎　学 2）、丸山　智 3）、味岡洋一 1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科分子診断病理学分野
2）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
3）新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室

P1︲7）粘表皮癌の病理組織学診断における FUCA1 の有用性
○石田尚子、栢森　高、坂本　啓、池田　通

東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔病理学分野

P1︲8）細胞外 ATP は HSY 細胞増殖を抑制する
○菊池赳夫、槻木恵一

神奈川歯科大学大学院環境病理学

P1︲9）歯原性病変におけるメラノサイトの局在と発生起源について
○磯村まどか 1，2）、櫻井浩平 1）、佐藤伸明 2）、河合遼子 2，3）、吉田和加 2，3）、杉田好彦 2，3）、
　久保勝俊 2，3）、浦野　誠 1）、前田初彦 2，3）

1）藤田保健衛生大学医学部病理診断学講座
2）愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
3）愛知学院大学未来口腔医療研究センター
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 P1︲10）  Odontogenic tumors revisited: Analysis over a period of 40 years in Hiroshima University 
based on WHO-2017 classification; probing into the“cyst versus tumor controversies”from 
WHO-2005 until -2017
○ Shrestha Maduh1）, Ogawa Ikuko2）, Miyauchi Mutsumi 1）, Takata Takashi 1）

1）  Department of Oral ＆ Maxillofacial Pathology, Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences, Hiroshima University

2）Center of Oral Clinical Examination, Hiroshima University Hospital

 P1︲11）遊離歯肉移植片の保存液における 37℃加温の効果
○池田千浦子 1）、岡村友玄 1）、竹内友規 1）、西川哲成 2）、田中昭男 3）、富永和也 1）

1）大阪歯科大学口腔病理学講座
2）大阪歯科大学歯科医学教育開発室
3）大阪歯科大学病理学室

 P1︲12）口腔粘膜上皮の周辺帯関連タンパク質の局在
○嶋田勝光 1）、Rita Rani Roy2）、落合隆永 1，2）、川上敏行 2）、長谷川博雅 2）

1）松本歯科大学口腔病理学講座
2）松本歯大学大学院硬組織病態解析

 P1︲13）エピジェネティクス修飾を応用したマラッセ上皮細胞の脱分化と骨分化誘導能の検討
○吉田光希 1）、大西　綾 1）、パウデル ドゥルガ 1）、ネオパン プジャ 1）、平木大地 1）、
　アディカリ ボジュ ラジ 1）、森川哲郎 1）、植原　治 2）、佐藤　惇 1）、西村学子 1）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野
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

 P1︲14）Ascl2 を介した濾胞ヘルパー T 細胞分化異常が自己免疫疾患の病態形成に関与する
○大塚邦紘 1）、山田安希子 1）、齋藤雅子 2）、牛尾　綾 1）、常松貴明 3）、工藤保誠 1）、
　新垣理恵子 1）、石丸直澄 1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部生体防御学分野
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患病理学分野

 P1︲15）プロテアソーム阻害剤の IL-8 産生への影響
○大津麻里子 1，2）、浅野正岳 1，2）

1）日本大学歯学部病理学講座
2）日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部門

 P1︲16）Dentigerous cyst 裏層上皮化生細胞に認められるサイトケラチンの動態
○鷲見正美、明石良彦、根本　淳、松坂賢一、井上　孝

東京歯科大学臨床検査病理学講座

 P1︲17）黒色色素産生嫌気性グラム陰性桿菌群の同定・検出に必要な MultiplexPCR の開発
○渕上真奈、續橋　治、小峯千明、小西賀美、鈴木麻友、小倉由希、大森寛子、深津　晶、
　福本雅彦

日本大学松戸歯学部口腔健康科学・歯科臨床検査医学分野
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 P1︲18）スリランカにおける噛みタバコが起因したと考えられる口腔粘膜疾患の細菌叢解析
○平木大地 1）、植原　治 2，3）、虎谷斉子 2）、原田文也 4）、髙井理衣 5）、吉田光希 1）、佐藤　惇 1）、
　西村学子 1）、千葉逸朗 2）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部主体機能・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）北海道医療大学がん予防研究所
4）北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野
5）北海道医療大学健康科学研究所

 P1︲19）Porphyromonas gingivalis 歯性感染は integrin シグナル経路を介し NASH 関連肝癌の発生
　　　　および進行を促進する

○坂本真一、古庄寿子、Shrestha Madhu、宮内睦美、髙田　隆
広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔顎顔面病理病態学

P3︲1）Scardovia wiggsiae の分離・同定法の確立と成人齲蝕との関連性
○續橋　治、深津　晶、渕上真奈、小峯千明、小西賀美、鈴木麻友、小倉由希、大森寛子、
　福本雅彦

日本大学松戸歯学部口腔健康科学・歯科臨床検査医学分野

P3︲2）Cnm-positive Streptococcus mutans 保菌者の実態に関する検討：予備的研究
○北川雅恵 1）、應原一久 2）、長嶺憲太郎 3）、新谷智章 1）、小川郁子 1）、栗原英見 1，2）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯周病態学研究室
3）広島国際大学薬学部生化学教室

P3︲3）一般歯科診療所における唾液検査の統計学的検討
○監物　真 1，2）

1）けんもつ歯科クリニック
2）東京歯科大学臨床検査病理学講座

P3︲4）歯周病の罹患状態を反映するアンケート調査法の検討
○杉原俊太郎 1）、青山典生 1，2）、和泉雄一 2）、三辺正人 1）

1）神奈川歯科大学口腔統合医療学講座歯周病学分野
2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野

P3︲5）カルシウム拮抗薬服用中の高血圧症患者への歯周治療
　　　～歯科衛生士の立場からみた医療連携～

○松本美奈子 1）、新城綾乃 2）、有馬嗣雄 3）、有馬正英 3）

1）医療法人社団厚誠会海老名
2）医療法人社団厚誠会新百合ヶ丘
3）医療法人社団厚誠会本部

P3︲6）糖尿病患者へのインプラント治療の 1 例にみる検査の意義と有用性
　　　～医科歯科連携の重要性～

○新城綾乃 1）、松本美奈子 2）、有馬嗣雄 3）、有馬正英 3）

1）医療法人社団厚誠会新百合ヶ丘
2）医療法人社団厚誠会海老名
3）医療法人社団厚誠会本部
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P3︲7）Porphyromonas gingivalis に対する歯周病原細菌の血清抗体価検査
　　　～線毛遺伝子型に着目して～

○新谷智章 1）、應原一久 2）、北川雅恵 1）、小川郁子 1）、栗原英見 1，2）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯周病態学研究室

P3︲8）HIV 陽性者における口腔環境と味覚機能について
○新谷智章 1）、山崎尚也 2，3）、岩田倫幸 4）、齊藤誠司 5）、北川雅恵 1）、小川郁子 1）、岡田美穂 6）、
　濱本京子 3）、藤井輝久 2，3）、栗原英見 1，4）、柴　秀樹 7）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学病院輸血部
3）広島大学病院エイズ医療対策室
4）広島大学病院歯周診療科
5）福山医療センター
6）広島大学病院歯科衛生部門
7）広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯髄生物学研究室

P3︲9）味覚異常を伴う糖尿病患者に対する多職種間での口腔検査情報共有の有用性：症例報告
○吉田泰子 1）、松永一幸 1，2，5，7）、竹丸　誠 3）、門田育子 4）、猪原　健 2，7）、中川沙紀 5）、
　前田絵梨子 1）、中濵加奈子 1）、山城圭介 6）、高柴正悟 6）、郡山達男 3）

1）脳神経センター大田記念病院歯科診療課
2）脳神経センター大田記念病院歯科
3）脳神経センター大田記念病院脳神経内科
4）脳神経センター大田記念病院栄養課
5）岡山大学病院歯周科
6）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野
7）猪原歯科・リハビリテーション科

 P3︲10）歯科大学口腔病理における遺伝子診断の現状に関するアンケート調査の報告
○岡田康男 2）、井上　孝 3）、小川郁子 4）、北川雅恵 4）、熊本裕行 5）、坂本　啓 6）、
　仙波伊知郎 7）、髙田　隆 8）、武田泰典 9）、三上俊成 1）

1）岩手医科大学病理学講座病態解析学分野
2）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座
3）東京歯科大学臨床検査病理学講座
4）広島大学病院口腔検査センター
5）東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔病理学
6）東京医科歯科大学大学院口腔機能再構築学講座口腔病理学
7）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔病理解析学分野
8）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔顎顔面病理病態学研究室
9）岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座臨床病理学分野

 P3︲11）歯科検診時における体組成計を用いたサルコペニアやフレイルへのアプローチ
○藤巻弘太郎、山田栄実、十時由起子

ぶばいオハナ歯科
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 P3︲12）神奈川歯科大学附属病院医科歯科連携センターにおけるオーラルフレイル関連検査項目と
　　　　その結果の概要

○玉置勝司 1）、青山典生 2）、藤原　基 1）、千原　晃 1）、呉　　琳 3）、三辺正人 2）

1）神奈川歯科大学全身管理医歯学講座
2）神奈川歯科大学口腔統合医療学講座
3）中国医科大学附属口腔医院修復科

8 月 26 日（日）8：30 ～ 9：10
（P2︲1 ～ P2︲17、P4︲1 ～ 4︲5）

P2︲1）頬粘膜部エナメル上皮癌の一例
○橋本和彦、佐々木文、田中陽一

東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理

P2︲2）下顎に生じた辺縁性エナメル上皮癌に対する免疫組織化学的評価の 1 症例
○吉本尚平 1）、岡村和彦 1）、平木昭光 2）、橋本修一 1）

1）福岡歯科大学病態構造学
2）福岡歯科大学口腔腫瘍学

P2︲3）再発を繰り返した歯原性角化嚢胞より生じた原発性骨内癌、NOS の 1 例
○矢野　尚 1，2）、松坂賢一2）、井上　孝 2）、小野沢基太郎 1）、橋本和彦 3）、菅原圭亮 4）、
　大金　覚 5）、金子裕之 1）

1）東京女子医科大学東医療センター歯科口腔外科
2）東京歯科大学臨床検査病理学講座
3）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理
4）東京歯科大学口腔病態外科学講座
5）東京歯科大学口腔がんセンター

P2︲4）腺性歯原性嚢胞より発生した顎骨中心性粘表皮癌の 1 例
○丸山　智 1）、加納浩之 2）、山崎　学 3）、常木雅之 1）、田沼順一 3）

1）新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室
2）新潟大学地域医療センター魚沼基幹病院歯科口腔外科
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野

P2︲5）臨床所見と病理所見とで乖離の生じた周辺性エナメル上皮腫の 1 例
○矢毛石眞由美 1）、中谷行雄 1）、窪田展久 2）、槻木恵一 3）、李　宇錫 4）、宮　直利 4）、
　津浦幸夫 1）

1）横須賀共済病院病理診断科
2）神奈川歯科大学附属病院病理診断科
3）神奈川歯科大学大学院環境病理学
4）横須賀共済病院口腔外科

P2︲6）診断に苦慮した下顎良性歯原性腫瘍の一例
○松田　彩 1）、北村哲也 1）、和田麻友美 2）、高橋智美 3）、飯塚　正 3）、間石奈湖 1）、樋田京子 1）

1）北海道大学歯学研究院血管生物分子病理学教室
2）社会医療法人北斗北斗病院歯科口腔外科
3）北海道大学歯学研究院学術支援部
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P2︲7）診断に難渋した Primordial odontogenic tumor の一例
○土谷麻衣子 1）、坂本　啓 1）、栢森　高 1）、道　泰之 2）、依田哲也 2）、池田　通 1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

P2︲8）再検討により Primordial odontogenic tumor が鑑別診断として考えられた 3 症例
○近藤智之、嶋　香織、仙波伊知郎

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔病理解析学分野

P2︲9）腺性歯原性嚢胞
○松岡太相 1）、篠島一将 2）、中尾寿奈 3）、江原道子 3）、長縄鋼亮 2）、住友伸一郎 2）、村松泰徳 2）、

　　　　　永山元彦 3）

1）朝日大学医科歯科医療センター
2）朝日大学歯学部顎顔面外科学分野
3）朝日大学歯学部口腔病理学分野

 P2︲10）著明な粘液細胞化生を伴った含歯性嚢胞の 1 例
○小林美穂 1）、原田博史 2）

1）慈山会医学研究所付属坪井病院病理診断科
2）生長会府中病院病理診断科

 P2︲11）Sturge-Weber 症候群の既往を有した下顎歯肉扁平上皮癌の一剖検例
○武内勝章 1）、石田和久 1，2）、中島教行 1）、加藤恵三 1）、柴田敏之 1）

1）岐阜大学大学院医学系研究科口腔病態学分野
2）岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍病理学分野

 P2︲12）頬粘膜に生じた原発性腸型腺癌の一例
○菊池建太郎 1）、福永秀一 2）、金田朋久 3）、井出文雄 1）、星野　都 1）、井上ハルミ 1）、
　宮崎裕司 4）、坂下英明 3）、草間　薫 1）

1）明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2）羽生総合病院歯科口腔外科
3）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野
4）明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

 P2︲13）口腔扁平上皮癌を有する患者の硬口蓋に生じた乳房外 Paget 病の一例
○和田裕子 1）、川野真太郎 2）、中村誠司 3）、清島　保 1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔病理学分野
2）九州大学病院口腔顎顔面外科顎口腔外科
3）九州大学大学院歯学研究院顎顔面腫瘍制御学分野

 P2︲14）上顎洞に発生した ALK 陽性未分化大細胞リンパ腫の一例
○中條貴俊 1）、明石良彦 1）、根本　淳 1）、小谷地雅秀 3）、中島　啓 1）、國分克寿 1）、橋本和彦 2）、
　菅原圭亮 3）、松坂賢一 1）、井上　孝 1）

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座
2）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理部
3）東京歯科大学口腔病態外科学講座
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 P2︲15）顎下リンパ節に発症した伝染性単核球症 1 例の病理組織学的検討
○大野淳也 1）、柬理賴亮 1）、佐久間要 2）、小根山隆浩 2）、小椋一朗 3）、水谷太尊 2）、田中　彰 4）、
　山口　晃 2）、岡田康男 1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座
2）日本歯科大学新潟病院口腔外科
3）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座
4）日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座

 P2︲16）オトガイ下部に生じた蔓状神経線維腫の一例
○中尾寿奈、江原道子、永山元彦

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔病理学分野

 P2︲17）口腔粘膜細胞診の応用早期癌を発見するための細胞診ガイドラインへのアプローチ
○篠島一将 1）、中尾寿奈 2）、江原道子 2）、村松泰徳 1）、庵原明倫 3，4）、住友伸一郎 1）、
　永山元彦 2）

1）朝日大学歯学部顎顔面外科学分野
2）朝日大学歯学部口腔病理学分野
3）庵原町中歯科医院
4）NPO 法人口腔がん早期発見システム全国ネットワーク

P4︲1）腺腫様歯原性腫瘍の免疫組織化学的検討
○宮本侑果 1，2）、江原道子 2）、中尾寿奈 2）、永山元彦 2）

1）朝日大学歯学部学生
2）朝日大学歯学部口腔病理学分野

P4︲2）口腔扁平上皮癌におけるアクアポリン 3 抗体の認識部位による発現評価
○Udompatanakorn Chatchaphan、矢田直美、松尾　拡

九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野

P4︲3）疣贅型黄色腫の病理組織学的検討
○高田裕史 1）、Oyundari Batbulgan2）、Bulgan Chadraabal2）、杉田好彦 3）、久保勝俊 3）、
　吉田和加 3）、河合遼子 3）、前田初彦 3）

1）愛知学院大学歯学部
2）School of Dentistry, Mongolian National University of Medical Sciences
3）愛知学院大学歯学部口腔病理学講座

P4︲4）多形腺腫由来癌における Pleomorphic adenoma gene 1 の免疫組織学的検討
○野口智世、安原理佳、行森　茜、田中準一、鯨岡聡子、美島健二

昭和大学歯学部

P4︲5）口唇腺における mammaglobin 陽性細胞の分布
○清水まや 1）、大谷有希 1）、嶋田勝光 2）、Rita Rani Roy3）、落合隆永 2，3）、川上敏行 3）、
　長谷川博雅 3）

1）松本歯科大学歯学部
2）松本歯科大学口腔病理学講座
3）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析
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「ポスター賞を受賞して」

広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔顎顔面病理病態学 
 坂本　真一 
　この度は、第 11 回日本口腔検査学会・第 29 回日本臨床口腔病理学会合同学術集会ポスター賞を賜り、
大変光栄であるとともに、厚く御礼申し上げます。今回の発表は Porphyromonas gingivalis （P.g.）歯
性感染が integrin （Int）シグナルの活性化により NASH 関連肝癌における腫瘍化に重要な役割を果たす
というものです。非アルコール性脂肪性肝炎（Non-alcoholic steatohepatitis；NASH）は肝硬変や肝癌
の先行病変として知られています。私の所属する研究室では高脂肪食誘導（HFD）NASH マウスモデル
を用い、Porphyromonas gingivalis （P.g.）の歯性感染が NASH を増悪させる事を明らかにしました。
私は NASH-HCC マウスモデルを用いた長期的な P.g. 歯性感染を行うことで、感染マウスにより多く、
大きな腫瘍が形成され、組織学的にも NASH 関連肝癌の発生が有意に促進される事を発見しました。さ
らに、P.g. が結合することが知られている Int シグナルの活性化による細胞増殖やアポトーシス抑制、
細胞遊走能の上昇が NASH 関連肝癌の腫瘍化に重要な役割を果たす可能性を明らかにしました。今後
は、歯科治療や薬物治療による P.g. の除菌が腫瘍化を抑制し得るかを検討し、臨床に貢献できるよう研
究を続けていきたいと考えます。最後になりましたが、ご指導いただきました髙田先生、宮内先生をは
じめ、多くの先生方に深謝致します。

東京歯科大学臨床検査病理学講座 
 中條　貴俊 
　この度は、第 11 回日本口腔検査学会・第 29 回日本臨床口腔病理学会合同学術集会にてポスター賞を
頂きまして、とても光栄に存じます。今回、「上顎洞に発生したALK陽性未分化大細胞リンパ腫の一例」
という口腔領域では稀な症例について発表させて頂きました。ご指導を頂きました井上教授、松坂教授
をはじめとした共同演者の先生方、またポスターセッションの場でも、ご指導ご鞭撻を頂きました多く
の先生方には、この場をお借りして心より御礼申し上げます。今回の一例を通じて私自身も多くのこと
を勉強させていただきました。今後とも今回の受賞を励みとして、努力を重ねてまいりたいと存じます。
　最後に、本症例の診断におきまして、ご教授頂きました東京歯科大学市川総合病院臨床検査科の佐々木　 
文教授に深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

脳神経センター大田記念病院　歯科診療課 
 吉田　泰子 
　この度は第 29 回日本臨床口腔病理学会・第 11 回日本口腔検査学会総会・共催学術大会におきまして、
優秀ポスター賞を頂き大変光栄に存じます。今回、私は「味覚異常を伴う糖尿病患者に対する多職種間
での口腔検査情報共有の有用性：症例報告」と題して発表をさせて頂きました。本症例では、多職種間
での口腔検査情報の共有によって、味覚異常の適切な病態把握に繋がり、そのことが治療方針の決定に
影響しただけではなく、患者の意識変革にも役立ったと考えます。それは退院後も良好な生活習慣を維
持する患者の態度として表れていたのではないかと思います。今回の経験を活かし、日頃から原因を追
求する姿勢を持つと共に、口腔検査情報だけでなく、様々な臨床検査結果をもとに多職種間でコミュニ
ケーションを図れるように私自身一層努力していきたいと考えます。
　最後になりましたが、ご指導頂きました郡山達男院長、高柴正悟教授に感謝致しますとともに、ご助
言とご協力を頂きました病院スタッフの皆様に心より御礼申し上げます。また、優秀ポスター賞にご選
考頂きました日本口腔検査学会の先生方に厚く御礼申し上げます。



50

松本歯科大学　5 年 
 清水　まや 
　私たちの演題「口唇腺における mammaglobin 陽性細胞の分布」を優秀ポスター賞に選考頂き光栄に
存じます。これも松本歯科大学の長谷川教授他、諸先生のご指導と、共同研究者で同級生の大谷有希さ
んの協力の賜物と、心より御礼を申し上げます。 
　私たちは、3 年次よりこの研究課題に取り組んできました。この研究で特に困難だったのは、試料の
抽出でした。私たちは正常小唾液腺の mammaglobin 局在を研究するために、口唇生検の保存試料を用
いました。しかし、加齢と共に唾液腺組織の線維化は強くなり、炎症の軽微な検体は多くありません。
夢中で多くの標本を鏡検し、体調を崩したことを懐かしく思い出します。
　これまで報告のない唾液腺における mammaglobin の存在や唾液腺構成細胞のすべてに mammaglobin
陽性細胞が確認できたことは、大きな驚きと喜びでした。しかしそれ以上に、この感動を共有できる諸
先生や仲間との出会いが何より幸せなことです。
　研究を通じて得た知識と経験は、私の歯科医師人生の基礎となり糧となります。今後も、できれば研
究に携わり、微力ながら社会に貢献できるよう日々精進してまいります。
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一般社団法人日本口腔検査学会・平成 30 年度活動報告

1．学術大会・総会の開催について
 1）第 11 回日本口腔検査学会総会・第 29 回日本臨床口腔病理学会総会共催学術大会
 　 会　期：2018 年 8 月 25 日（土）、26 日（日）
 　 会　場：東京歯科大学　水道橋校舎　〒 101︲0061 東京都千代田区神田三崎町 2︲9︲18
 　 大会長：井 上　 孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
 　 副会長：松坂　賢一（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
 　 大会テーマ：「口腔専門医に求められるオートノミー」
 2）次回学術大会
 　 第 12 回日本口腔検査学会総会・学術大会
 　 （日本臨床口腔病理学会、日本口腔診断学会、日本口腔内科学会との共催）
 　 会　期：2019 年 9 月 21 日（土）、22 日（日）、23 日（月）
 　 会　場：一橋大学　一橋講堂　〒 101︲8439 東京都千代田区一ツ橋 2︲1︲2
 　 大会長：浅野　正岳 （日本大学歯学部病理学講座　教授）

2．日本口腔検査学会雑誌の発行
 日本口腔検査学会雑誌第 10 巻第 1 号（総説 5 編、原著 3 編、その他 2 編掲載）を 400 部発行

3．認定医制度
 2018 年 8 月 26 日（日）東京歯科大学にて認定医試験を開催。受験者 5 名中合格者は 5 名であった。

4.．総会・理事会
 1）2018 年度定時総会
 　 2018 年 6 月 24 日（日）開催：東京歯科大学水道橋校舎
 　 2017 年度事業報告・収支報告の承認
 2）第 1 回理事会
 　 2018 年 6 月 24 日（日）開催：東京歯科大学水道橋校舎
 　 2018 年・2019 年度役員の承認
 3）第 2 回理事会
 　 2018 年 8 月 24 日（金）開催：東京歯科大学水道橋校舎
 4）2018 年度会員総会
 　 2018 年 8 月 26 日（日）開催：東京歯科大学水道橋校舎

5．その他
 1）事務局の完全移管
 　 2018 年 4 月 1 日より下記へ完全移管した。
 　 〒 135︲0033 東京都江東区深川 2︲4︲11　一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内
 　 TEL：03︲5620︲1953　FAX：03︲5620︲1960
 　 e-mail：jsedp@onebridge.co.jp
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日本口腔検査学会第 6 回認定医試験の開催報告と
認定医更新者ならびに第 7 回認定医試験のご案内

第 6回認定医試験の開催
　2018 年 8 月 26 日（日）東京歯科大学水道橋校舎において、5 名の受験者を対象として、第 5 回認定医
試験を実施した。試験問題は、五肢選択問題を 50 問、小論文試験として、「歯科臨床における検査の必
要性」という内容での記述試験を合計 60 分間で実施した。五肢選択式問題は、事前に参考図書として示
した「歯科医師とスタッフのための臨床検査、安全な口腔保健・医療に向けて」（医歯薬出版）に記載さ
れている内容を主として出題した。試験結果は、5 名とも合格点に達していたため認定委員会より理事
会に報告し審議を行った。理事会では 5 名とも承認された。

日本口腔検査学会第 6回認定医試験合格認定医登録者（敬称略）
認定医番号 氏　名

51 両角　俊哉
52 中條　貴俊
53 矢 野 　尚
54 小西　康三
55 髙 田 　訓

　 以上、2018 年 12 月 1 日登録、期限：2023 年 12 月 1 日

認定医更新
　2018 年度は 2013 年に認定された認定医の更新年にあたり、更新申請をし、認定医規則に定められた
更新条件を満たした以下 3 名が認定医更新となった。

日本口腔検査学会認定医　認定医更新者（敬称略）
（対象：2013 年取得者）

認定医番号 氏　名
31 山本　孝文
33 橋本　和彦
38 西村　学子

 以上、2018 年 12 月 1 日更新、期限：2023 年 12 月 1 日

第 7回認定医試験について
　第 7 回認定医試験は 2019 年度学術大会時に実施を予定している。願書受付は 6 月上旬を予定している。
なお、受験者を対象とした研修会については、7 月末：東京を開催する予定である。詳細については学
会ホームページを参考ください。
 認定医制度・教育委員会　委員長　髙 田 　訓
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一般社団法人日本口腔検査学会誌　投稿規程

平成 20 年 12 月 10 日制定
平成 30 年 11 月 7 日改定

（投稿資格）
第 1 条　投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広

く募集する。

（原稿内容）
第 2 条　原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患

に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。

 2　原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。

（倫理規程）
第 3 条　ヒトを研究（実験）対象とする内容について

は、ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さ
らに患者あるいは被験者との間にインフォームドコ
ンセントが得られていなければならない。また、動
物を研究（実験）対象とする内容については、各種
の動物保護や愛護に関する法律や基準に則していな
ければならない。なお、所属施設に倫理委員会が設
置されている場合は、当該委員会の承認を得ている
こととする。

（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条　学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め

切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。

（原稿受付）
第 5 条　原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）

へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。

（原稿の採否）
第 6 条　原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委

員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。

（原稿の書き方）
第 7 条　 原 稿 は、A4 判 用 紙 に 24 字 ×28 行 と し、 

12 ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、
口語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名およ
び地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。
句読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とす
る（図表も同じ）。本文を電子データとして、e-
mail の添付ファイルで送ることとする。その際、
文章データは MS Word、図表は TIFF ファイルに
て作成する。

 2　学術用語は、「医学用語」または「医学用語辞典」
（日本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学

省「学術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を
用いる。

 3　文中の外国語は下記のとおりとする。
（1）人名　通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文

字とする。
（2）製品名、製造者名　原語で記す必要があれば、頭

文字を大文字、以下を小文字とする。
（3）普通名詞　すべて小文字で記す。
（4）名詞以外の語　原語で記す必要があれば、すべて

小文字で記す。

 4　文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算
用数字）はすべて半角とする。

 5　文中の項目を細分する場合は、1. 2. 3.……、1）・
2）・3） ……、（1）・（2）・（3） ……、a・b・c……、
a）・b）・c）……、（a）・（b）・（c）……の順によるも
のとする。

 6　単位、記号は一般に SI 単位を使用する。

 7　略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を
併記する。

（論文の記述形式）
第 8 条　各論文の形式は以下基準とする。
 1　総説
　編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究

を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。

 2　原著
　研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得

られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

 3　臨床研究
　臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が得

られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

 4　症例報告
　臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し

ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結
論、文献とする。

 5　調査・統計
　新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも

の。または、調査結果などを整理した内容で、独自性
が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。
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 6　原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統
計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。

 7　論文の表題は簡潔に内容を表したもので、20 字
をこえる場合は、それ以内のランニングタイトルを
つける。副表題は内容を表したものを記載する。

 8　著者の人数は、原則として定めないが、10 名を
上限とすることが望ましい。

 9　原稿は、以下の順にまとめる。
（1） 表題ページ：論文種別（総説、原著、臨床研究、

症例報告、調査・統計論文）、表題、著者名、所
属機関、所属機関住所（それぞれに英訳をつけ
る。所属機関が異なる場合には著者名および所属
機関名の右肩に数字にて明記する）、連絡先（担
当者氏名、住所、電話番号、fax 番号、e-mail ア
ドレス）

（2） 抄録は A4 判用紙にダブルスペースで、400 字以内
とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも
のとする。また、英文 Key words（3 ～ 5 words） 
を付ける。

（3）本文原稿
（4）文献
（5）表および表の説明文
（6）図の説明文
（7）図

10　文献の記載方法は、下記のとおりとする。和文で
は全角、英文では半角とする。

（1） 文献は本文末尾に一括して引用順に記載し、同一
箇所で複数引用した場合には年代順とする。

（2） 記載順序は雑誌論文では、引用番号）著者（全員
とする）：論文表題、掲載誌名、掲載巻：始ペー
ジ― 終ページ、掲載西暦年　とする。

例
1）松坂賢一、井上　孝、天野高宏、吉　英介、中村社
綱、下野正基：GBR により形成される初期骨組織に関
する実験的研究、日口腔インプラント誌、9：233︲239、
1996

　単行本では、引用番号）著者（共著者）：書名、版
数、出版社名、出版社所在都市名、始ページ― 終
ページ、発行西暦年　とする。

例
1）井上　孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検
査からガイドブック、第 1 版第 1 刷、デンタルダイヤ
モンド、東京、5︲10、2002

　分担執筆の単行本は、引用番号）分担執筆者（著分
担・編集等の別）：分担執筆の表題、編者または監
修者、書名、始ページ― 終ページ、版刷、発行者、
発行地、発行西暦年　とする。

例
1）松坂賢一（著分担）：5 章　歯の移動に伴うバイオ
メカニクス　骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、
前田健康、溝口　到編集、87︲93、第 1 版第 1 刷、医歯
薬出版、東京、2006

　翻訳（分担翻訳も含む）の単行本は、引用番号）翻
訳者（訳分担・訳の別）：分担翻訳の表題、監訳者、
書名、始ページ― 終ページ、版刷、発行者、発行
地、発行西暦年　とする。なお、単訳者の場合には
分担翻訳の表題は必要ない。

例
1）松坂賢一、井上　孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨
を有する適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一
監訳、インプラント歯学の実際　診断、外科、補綴、
技工の審美と機能のハーモニー、87︲127、第 1 版第 1
刷、クインテッセンス出版、東京、2006

11　写真は原則として、モノクロの印刷で、サイズは
手札判程度とし、挿入箇所を本文右横に朱書する。

（著作権）
第 9 条　本誌掲載の著作物の著作権の譲渡にあたっ

て、承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印
不要）を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に
掲載された論文等の著作権（著作財産権 copy 
right）は本学会に帰属する。掲載後は本学会の承
諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。また、本学
会が必要と認めたときあるいは外部からの申請が
あったときは、編集委員会で審議し、掲載ならびに
版権使用を認めることがある。

（複写権）
第 10 条　本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は

本学会に帰属するものとする。

（掲載料）
第 11 条　論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。

掲載料は別途定める。

（校正）
第 12 条　著者校正は原則として初校のみとし、その

際には字句の著しい変更、追加、削除等は認めな
い。校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。

（別刷）
第 13 条　別刷りは印刷せず、ホームページの PDF

から必要な箇所をダウンロードすることとする。

（その他）
第 14 条　この規程にない事項は、別に編集委員会で

決定する。

（原稿送付先）
第 15 条　原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし

て行う。
　  e-mail 送付あて先：jsedp@onebridge.co.jp
　ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。

（補則）
第 16 条　本規程を改正する場合には、理事会の承認

を経なければならない。



日本口腔検査学会雑誌　著作権譲渡契約書

日本口腔検査学会雑誌編集委員会　宛

日本口腔検査学会雑誌投稿規程に基づき、以下の論文等の著作権を貴学会に移転することを承諾します。

代表者連絡先：

氏　名：　　　　　　　　　　　　　　

所　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　　Fax 番号：　　　　　　　　　　　　　　

e-mail アドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

署名（複数の場合には、全員記載するか、全員から権限を委任された代表者）：

全員・代表者（どちらかに○を記すこと）

署名欄

所　属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌

表　題：

著者名  （複数の場合には全員を記載のこと）：

年 　　月 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



日本口腔検査学会認定医制度規則

平成 24 年 8 月 26 日 制定 

第 1章　総則
第 1 条 本制度は、口腔検査に関する広範かつ高度な知識と技量、および倫理感を備えた臨床医を養成

し、わが国における歯科医療を向上させ、科学的エビデンスに基づいた歯科医療を広め、以っ
て国民の口腔健康の維持・促進に貢献することを目的とする。 

第 2 条 日本口腔検査学会（以下、本学会）は、前条の目的を達成するため、認定医制度を設け、日本
口腔検査学会認定医（略称、口腔検査認定医。以下、認定医）を認定する。

第 3 条 本制度の維持と運営のために認定医委員会を設け、認定医および教育研修会について審議しか
つ認定するための規則を定める。 

第 2章　認定医の資格 
第 4 条　認定医の資格を申請するものは、次の各号の満たすものに限られる。
 1．歯科医師または医師の免許を有すること。
 2．専門医申請時点において継続して満 2 年以上の本学会会員歴を有すること。
 3．口腔検査を行う臨床に従事していること。
 4．本学会所定の単位を取得したもの。
　　　　5．当学会の認定医認定試験を受験したもの、書類申請したもの、または推薦を受けたもので、

認定医委員会の審議を経て、理事会で承認されたもの。

第 3章　認定医委員会 
第 5 条　認定医の認定および関連する業務を遂行するために認定医委員会を設置する。 
 1．認定医委員会の委員長と委員は、理事会が選出し、理事長が委嘱する。
 2．認定医委員会には委員長 1 名と、委員若干名をおく。
第 6 条　委員長は必要に応じて、認定医委員会を招集する。 
第 7 条　委員に任期は 3 年とし、再任を妨げない。

第 4章　認定医の認定方法
第 8 条  認定医試験受験、認定の審査を希望するものは、次に定める申請書類に細則第 6 条に定める申

請料をそえて認定医委員会に提出するものとする。 
 1．認定申請書（第 1 号様式）
 2．履歴書（第 2 号様式） 
 3．取得単位申告書（第 3 号様式） 
 4．口腔検査に関する業績目録（第 4 号様式） 
 5．日本口腔検査学会会員歴証明書（第 2 号様式履歴書に含む） 
 6．臨床経験申告書
 7．歯科医師・医師免許証写し
 但し、様式の記載が無いものの書式は自由とするが、6．臨床経験申告書については、必ずその

経験期間を明記する。
第 9 条　認定医委員会で認められ、認定医試験を合格したものは理事会の承認により認定医と認定される。
第10条　認定医試験は、毎年 1 回施行する。



第 5章　認定医の更新 
第11条　認定医更新時の更新基準は次の条件を満たすものとする。 
 1．更新は 5 年毎に行われる。
 2．更新申請時、本学会員歴が引き続き 5 年以上のもの。
 3．本学会所定の単位を取得したもの。
 取得単位数および規定を満たす合計単位数は認定医制度規則施行細則第 8 条に準ずる。
第12条　認定医の更新時の申請書類については、以下の通りとする。 
 1．認定医更新申請書（第 5 号様式） 
 2．取得単位申告書（第 6 号様式）

第 6章 認定医の資格の喪失・取消・停止 
第13条 認定医は、次の理由により、認定医委員会および理事会の議を経てその資格を喪失する。
 1．正当な理由を付して認定医としての資格を辞退したとき。
 2．本学会会員としての資格を喪失したとき。
 3．申請書類に虚偽がみとめられたとき。
 4．認定医として認定を受けた日から満 5 年を経て新たに認定更新を受けないとき。
第14条 本学会理事長は、認定医としてふさわしくない行為のあった者に対して、認定医委員会および

理事会の議を経て認定医の資格を取り消すことができる。
第15条 海外留学などで正当な理由があるとみなされる場合は、認定医資格を停止して更新期間として

算定しない。停止を希望する場合には、認定医委員会へ書面にて届出を行い、承認を得る。 
第16条 本規則の変更を必要とする場合は、認定医委員会の議を経て理事会の承認を必要とする。 

附則 
第 1 条 本規則は平成 24 年 10 月 1 日から施行する。
第 2 条 初年度は暫定期間とし、理事が暫定的に認定制度委員を務め、書類審査によって認定医を認定

する。試験は、平成 25 年度から本格的に施行する。

 

 



日本口腔検査学会認定医制度規則施行細則

平成 24 年 8 月 26 日 制定 

第 1 条　日本口腔検査学会認定医の認定制度の施行にあたり、次の規程に従って認定医を認定する。
第 2 条　認定医委員会の事務は本学会事務局において行う。
第 3 条　認定医の認定申請期限は毎年 7 月 15 日とする。
第 4 条　申請書類は、正本 1 通（事務局保管用）、副本 4 通（審査用）とする。
第 5 条　規則第 4 条 4 項に基づく本学会所定の単位は 30 単位とし、次の各号により算定する。
 1．日本口腔検査学会（以下「学会」という）学術大会および関連学会への出席
 　   a．学会学術大会　　  10 単位
 　   b．関連学会への出席　5 単位
 2．学会・関連学会への発表
 　 a．学会学術大会での発表（口演発表、ポスター発表、シンポジウムを含む）
 　　　演者　　　5 単位
 　　　共同演者　2 単位
 　 b．関連学会での発表 （口演発表、ポスター発表を含む）
 　　　演者　　　2 単位
 　　　共同演者　1 単位
 　 c．論文発表 
 　　　筆頭著者または Corresponding author　5 単位
 　　　共著者　　　　　　　　　　　　　　　  2 単位

第 6 条　規則第 8 条および 12 条に定める申請料は次の通りとする。 
 1．認定医の認定申請時における申請料および受験料　10,000 円
 2．認定医認定書交付時における認定料　　　　　　　10,000 円
 3．認定医の更新申請時における申請料　　　　　　　10,000 円
第 7 条　前条に定める既納の手数料は、いかなる理由があっても返還しない。 
第 8 条　認定医に資格の更新にあたっては、5 年間に細則第 5 条の規程単位から総計 50 単位以上を修得

しなければならない。
第 9 条　細則の改正については、理事会で決定する。 

暫定措置期間の細則 
第 1 条　暫定措置第 2 条に必要な単位は、日本口腔検査学会第 1 回学術大会が開催された平成 20 年度以

降のもので、80 単位とする。単位の算定には所属や業務において日常、検査に従事している点、
検査に関する執筆、論文発表、学会発表およびこれまでの本学会における活動をポイントに換
算し算定する。



第１号様式  ＊受付年月日 ： 　　 　 年　  月 　 日

　　　　 年　　月　　日

＊受付番号 ：

日本口腔検査学会認定医認定申請書

日本口腔検査学会理事長殿

私は日本口腔検査学会認定医の認定を受けたく、 申請書類および認定申請料を添えて申請いたします。
フ リ ガ ナ 

申請者氏名 

英 字 氏 名 

生 年 月 日 

自 宅 住 所 

同上所在地 

備考＊

記入注意 ：  １） 勤務している場合は所属科名も記入のこと
　　　　　２） ＊欄は記入しないこと
添付書類 ：  １） 履歴書 （第２号様式）
　　　　　２） 取得単位申告書 （第３号様式）
　　　　　３） 学会参加証および学会抄録の写し （コピー）
　　　　　４） 口腔検査に関する業績目録 （第４号様式）
　　　　　５） 日本口腔検査学会会員歴証明書 （第２号様式履歴書に含む）
　　　　　６） 臨床経験申告書
　　　　　７） 歯科医師 ・ 医師免許証の写し （コピー）

勤務先又は

開業医院名 

姓 　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　  （会員番号 ： 　　　-  　　　　  ）

 　　 　　  年 　　  月 　　  日 　　 （　　　　歳） 　  （   男    ・    女   ）

〒　　　-  　　　　　　 電話　　　　   - 　　　　　  - 

〒　　　- 　　　　　　 電話　　　　   - 　　　　　  - 

（所属科名）

 印



 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第 2号様式  ＊受付年月日 ： 　　 　 年　  月 　 日

（　　　　 年 　 月　   日現在）

＊受付番号 ：

履　歴　書

学歴 （大学卒業以降） および職歴

日本口腔検査学会　会員歴

フ リ ガ ナ

姓 　 　 名

生 年 月 日

年 　　  月

 　　 　　  年　　   月 　　  日　　  （ 　　　  歳） 　  （   男    ・    女   ）

自 宅 住 所

歯科医師 ・

医師免許番号

 姓 　　　　　　　  名 　　　　　　　　　（会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）

〒　　　- 　　　　　　 電話　　　　   -　　　　　  -

免許番号 ： 　第 　　　　　　　  号

登　録 ： 　　　　　　　　　　年　　月　　日

年 　　　　  月　   ～ 　  現 　  在 　　　　 （期間 ： 　　　年 　　  ヶ月）



 

 

  
  
  
  
  
 

 

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  

第 3号様式

① 日本口腔検査学会　学術大会　参加実績 （10単位）

② 日本口腔検査学会　学術大会　学会発表　筆頭演者 （5単位） ・ 共同演者 （2単位）

③ 日本口腔検査学会雑誌　論文　筆頭著者 （5単位） ・ 共著者 （2単位）

参加学術大会

参加学術大会

掲載雑誌 論文名  （筆頭 ・ 共著） 取得単位 合計単位数

第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会

第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号

（裏面に続く）

演題名 （筆頭 ・ 共同） 取得単位 合計単位数

第 6 回学術大会
第 7 回学術大会
第 8 回学術大会
第 9 回学術大会
第10回学術大会
第11回学術大会

取得単位 合計単位数

計

計

計

＊受付番号 ：

取得単位申告書

取得単位記入欄

氏　　名 （会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）



 
  

  

  

 
  

 
  

 
    

 
   

    

   

  
 

④ その他の検査に関連する学会　学術大会　参加実績 （５単位）

⑤ その他の検査に関連する学会　学会発表　筆頭演者 （２単位） ・ 共同演者 （１単位）

参加学術大会

参加学術大会 演題名 （筆頭 ・ 共同） 取得単位 合計単位数

　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会

　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会
　　　　　　学会
第　　回学術大会

取得単位 合計単位数

総取得単位　　　 単位

記入注意 ：  １） ① ④ ⑤については原則として学会参加証および学会抄録の写し（コピー）を添付すること。

計

計



 

 
 
 
 

第 4号様式

発表論文 （論文名、 筆頭 ・ 共著者名、 掲載雑誌名巻号、 ページ数、 発行年等）
学会発表 （演題名、 筆頭発表演者名、 共演者名、 学会名、 発表年月日）

記入注意事項 ：  １） 検査に関する論文のみ記載すること

＊受付番号 ：

業　績　目　録

氏　　名 （会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）



定　　　　　款

第 1 章　総　　則
（名称）
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本口腔検査学会という。
　　  2. この法人の英文名は、Japanese Society for Evidence and the Dental Professional と称し、略

称を JSEDP とする。
（事務所）
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区深川二丁目 4 番 11 号に置く。

（支部） 
第 3 条 この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。

第 2 章　目的及び事業
（目的）
第 4 条 この法人は、口腔の病態と機能に関連する臨床検査を広く医療に応用することを念頭に置き、

その学問と技術を研究し、歯科医療の向上、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
（事業）
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 （1）学術大会の開催
 （2）学術誌の発行とオンラインによる配信
 （3）口腔検査学に関する情報交換
 （4）口腔検査学に関する国際交流
 （5）口腔検査に関する社会への啓発活動
 （6）その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第 3 章　会員及び社員
（種別）
第 6 条 この法人に次の会員を置く。
 （1）正会員　　この法人の目的に賛同する者で入会手続きを完了した者

（2）名誉会員　この法人に特に功労のあった者又は口腔検査学の発展に関し功績のあった者で、
理事長が推薦し社員総会の承認を得た者

 （3）賛助会員　この法人の事業を援助する個人又は団体
　　  2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を、代議員と

同様に行使することができる。
（入会）
第 7 条 会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を
もって会員となるものとする。



（会費）
第 8 条 この法人の会員は、細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
　　  2. 名誉会員は、入会金及び年会費を納めることを要しない。
　　  3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

（会員資格の喪失）
第 9 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 （1）退会したとき
 （2）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
 （3）死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき
 （4）除名されたとき
 （5）第 8 条の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき

（任意退会）
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ

とができる。
（懲戒）
第11条 理事長は、会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議を経て懲戒することがで 

きる。
 （1）法令又はこの定款若しくは規則等に違反したとき
 （2）この法人の名誉又は信用を毀損する行為又は会員としての品位を損なう行為をしたとき
　　  2. 懲戒は次の 3 種とする。
 （1）書面又は口頭による厳重注意
 （2）会員資格の停止
 （3）除名
　　  3. 前項第 3 号により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社

員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えな
ければならない。

　　  4. 除名は当該会員にその旨を通知しなければならない。
（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）
第12条 会員が第 9 条、第 10 条、第 11 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を

失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることはできない。
　　  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

第 4 章　代議員
（代議員） 
第13条 この法人には正会員の中から選任された代議員を置く。
　　  2. 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

（代議員の選任）
第14条 代議員は、正会員の中から選出し社員総会の承認を得た者とする。
　　  2. 前項に関することは理事会において別に定める。

（代議員の任期）
第15条 代議員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとする。



　　  2. 補欠によって選任された代議員の任期は、退任した代議員の任期の満了すべき時までとする。
 

第 5 章　社員及び社員総会
（社員総会） 
第16条 社員総会は代議員をもって構成する。
　　  2. 前項の社員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。

（社員総会の権限）
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
 （1）会員の除名
 （2）理事及び監事の選任又は解任
 （3）理事及び監事の報酬等の額
 （4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
 （5）定款の変更
 （6）解散及び残余財産の処分
 （7）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

（社員総会の開催）
第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2 種とする。
　　  2. 定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3 か月以内に開催する。
　　  3. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 （1）理事会が必要と認めたとき。

（2）社員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催
の請求があったとき。

（社員総会の招集）
第19条 社員総会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長は、前条第 3 項第 2 号の規定により請求があった日から 30 日以内に臨時社員総会を招集

しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されない時は、招集の請求を
した社員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。

　　  3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも 7 日前までに、全社員に通知しなければならない。

（社員総会の議長）
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
 ただし、代表理事が議長の任に当たる事ができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事

の中から選任する。
（社員総会の議決権）
第21条 社員総会における議決権は、社員一人 1 個とする。

（社員総会の決議）
第22条 社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の

2 以上に当たる多数をもって行う。
 （1）会員の除名
 （2）監事の解任



 （3）定款の変更
 （4）解散
 （5）合併
 （6）その他法令で定められた事項
　　  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 27 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議決の代理行使）
第23条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事

長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。
　　  2. 前項の場合における前条の摘要については、その社員は出席したものとみなす。

（決議の省略）
第24条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第25条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社

員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思を表示したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選出された議事録署名人

2 名が記名押印する。

第 6 章　役　　員
（役員）
第27条　この法人には、次の役員を置く。
 （1）理事 10 名以上 20 名以内
 （2）監事 2 名以内
　　  2. 理事のうち 1 名を理事長、1 名を副理事長とし、若干名を常務理事とする。
　　  3. 前項の理事長をもって代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、

総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。
　　  2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
　　  3. 理事及び監事は、兼務することができない。

（理事の職務及び権限）
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
　　  2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
　　  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。



　　  4. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
　　  5. 理事会は、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

（監事の職務）  
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 
　　  2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

を調査することができる。
（役員の任期）  
第31条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。
　　  2. 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。
　　  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。 

（役員の解任）  
第32条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲以内で、社員総会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 
（役員の責任免除）
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決

議をもって、同法第 111 条の行為に関する理事（理事であった者を含む。）の責任を法令の限度
において免除することができる。

　　  2. この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決
議をもって、同法第 111 条の行為に関する監事（監事であった者を含む。）の責任を法令の限度
において免除することができる。

第 7 章　理事会
（構成）
第35条 この法人には、理事会及び監事を置く。
　　  2. 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。

（権限）
第36条 理事会は次の職務を行う。
 （1）この法人の業務執行の決定
 （2）理事の職務の執行の監督
 （3）理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職

（招集）
第37条 理事会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

（決議）
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件をみたし

たときは、理事会の決議があったものとみなす。



（決議の省略）
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、

決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べ
たときはこの限りではない。

（報告の省略）
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合において

は、その事項を理事会に報告することを要しない。
　　  2. 前項の規定は、第 29 条第 4 項の規定による報告には適用しない。

（議事録）
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
　　  3. 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、出席した理事が議事録に記名押印する。

第 8 章　資産及び会計
（資産の構成）
第42条 この法人の資産は、次の通りとする。
 （1）設立当初の財産目録に記載された財産
 （2）会費
 （3）資産から生ずる収入
 （4）事業に伴う収入
 （5）寄附金品
 （6）その他の収入

（資産の管理）
第43条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て確実な方法により理事

長が保管する。
（事業計画及び収支予算）
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会が

作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
　　  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

（事業報告及び決算）
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し監事

の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類
についてはその内容を報告し、第 3 号から第 6 号までの書類については承認を受けなければな
らない。

 （1）事業報告
 （2）事業報告の附属明細書
 （3）貸借対照表
 （4）損益計算書（正味財産増減計算書）
 （5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
 （6）財産目録



　　  2. 前項の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え
置くものとする。

（長期借入金）
第46条　この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除

き、理事会、社員総会の決議を経て、承認を受けなければならない。
（事業年度）
第47条　この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

第 9 章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第48条　この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解散）
第49条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 （1）社員総会の決議
 （2）法人の合併（合併によりこの法人が消滅する場合の当該合併に限る）
 （3）その他法令で定められた事由

（剰余金の分配の制限）
第50条　この法人は、剰余金の分配をすることができない。

（残余財産の処分）
第51条　この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人の

認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。

（合併）
第52条　この法人が合併しようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。

第 10 章　公告の方法
（公告の方法）
第53条　この法人の公告方法は、官報に掲載してする。



法人会員一覧
（2019 年 3 月現在　 50 音順）

株式会社サンリツ

株式会社ジーシー

タカラベルモント株式会社

株式会社デンタルダイヤモンド社

ナルコーム株式会社

ボディプランニング株式会社

株式会社モリタ

株式会社ヨシダ
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