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歯科領域で様々な問題を引き起こすブラキシズムの
原因究明とその根本療法の開発のための研究を行って
おり, これまでの研究から食道内への実験的酸刺激に
よって睡眠時ブラキシズムが誘発されること (
2011) を明らかにした｡ また, 食道内への酸刺
激は覚醒時の咀嚼筋活動も増大させ, 覚醒時ブラキシ
ズムの原因となっている可能性や胃酸分泌抑制剤の投
与が睡眠時ブラキシズムに対して一定の治療効果を持
つことなども明らかになりつつある｡ 一方, 口腔機能
と消化管機能との関連を解明するための研究も行って
きており, これまでに重度不正咬合患者では胸やけな
どの消化器症状が多いこと (
2009) や,
咀嚼刺激は自律神経を介して胃の運動機能を調整して
いること (
2012) などを明らかにしてき
た｡ この他にも,
撮像法の一つである
法を
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昨年制定された歯科口腔保健法に記載されているよ
うに, 超高齢・少子化社会の到来に伴い, 口腔の健康
と全身の健康との関わりを解明する学際的な研究が急
務となっている｡ そこで, 当分野では, このような社
会の要請に応えるために, これまで行ってきたブラキ
シズムと胃食道逆流との関連性の研究をさらに発展さ
せた ｢口腔と上部消化器との関連性を解明する研究｣
を柱として, 下記のような臨床研究と基礎研究を行っ
ている｡ また, 現在, 歯科矯正臨床で最も注目されて
おり, かつ私共がこれまで先進的に行ってきた ｢イン
プラント矯正に関する研究｣ をもう一つの柱として,
下記のような矯正臨床に関する研究も行っている｡ 以
下に, その概略と最近の業績 (競争的外部資金と発表
論文) について記載する｡
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用いた咀嚼筋内の炎症性変化の定量評価に関する研究
(
2010) や
を用いて覚醒時ブラ
キシズムを脳賦活部位の観点から調べる研究なども行っ
ている｡ このように, 当分野は歯科領域では世界的に
も珍しい睡眠実験室を研究室に備え, 他の講座 (分野)・
病院等との連携により, 消化管機能評価や
検査
を行っている｡ 今後もこれらの設備・技術等を利用し
て, 歯科が抱える様々な問題の解決に挑戦していきた
いと考えている｡

ヒトを用いた研究で得られたブラキシズム発現や唾
液分泌と胃・食道との生理学的な関係について, 基礎
的な内容について, 神経生理学的に解明するために,
ブラキシズム様運動に関わる胃・食道神経機構の関連
性をラットおよびモルモットモデルを作製し, 電気生
理学的手法, 神経生理学的手法および免疫生化学的手
法を用いて研究している｡ また, 中枢性にストレスを
加えた場合の行動生理学的な顎運動および摂食行動に
ついても検討している (
2012)｡ さらに,
口腔乾燥症や胃食道逆流における唾液分泌の制御機構
に関してラットを用いて神経生理学的な研究を行って
いる (
2011 2012)｡ また, 細胞レベルの研
究として, 骨の再生や骨免疫といった骨代謝の主役で
ある骨芽細胞の機能や細胞分化における分子制御機構
の解明や
細胞への目的遺伝子導入による再生
医学への応用を目標とした細胞分化や機能活性に関す
る基礎的研究等も行っている｡ 同時に, ストレス応答
に対する細胞レベルでの応答について, メカニカルス
トレスや歯周病原因子を与えた場合の細胞応答を中心
に, 歯根膜線維芽細胞のシグナル伝達機構の解明や機
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械的刺激, および
88 シグナル経路における骨芽
細胞のケモカイン発現誘導の解明も行っている (
2007
2010)｡ さらに, 強い矯正力と
弱い矯正力で歯を移動した時の痛みを比較する研究
(
2009) や下顎骨の成長時における下
顎切歯の動態に関する動物実験を行ってきた (
2009)｡ 今後, 上記研究の成果を日常臨床にフィー
ドバックできるようにしたいと考えている｡

６.

７.

８.
矯正臨床において, 治療成績の向上と治療期間の短
縮を目的とし, 安全かつ信頼性の高い矯正治療の開発
を行っている｡ これまで, 骨に固定源を求める歯科矯
正用アンカースクリューの安全性と安定性を飛躍的に
向上させた新たな矯正装置を開発中である｡ また,
技術により, 個々の患者用にオーダーメイ
ドされたリンガルブラケット矯正治療による審美性の
改善, 治療成績の向上に関する臨床研究も行っている｡
さらに, 咬合や顎顔面形態が口腔機能や歯周組織に与
える影響を解明する研究として, 開咬患者における歯
冠歯根比と咬合接触との関連 (
2012) や
咬合力と下顎歯列の調節湾曲との関連 (
2012) なども明らかにしてきた｡ 矯正臨床におけ
る新しい治験例としては, 歯科矯正用アンカースクリュー
を用いて良好な治療成績が得られた症例 (
2012) や眼顔面心歯症候群の外科的治療による改善
(
2012) など臨床報告として発表して
いる｡ 今後, 別の新たな矯正装置の開発や顎顔面形態
と咀嚼機能の関連についてエビデンスとなり得るデー
タを蓄積して, 機能と形態が調和した安全かつ予見性
の高い矯正治療を確立したいと考えている｡

９.
10.

11.

12.

脱落要因を排除した矯正用皮質骨インプラントシ
ステムの開発
科研費若手 (〜2014) 内臓感覚賦活化による口
腔生理機能の再生−脳腸相関モデルと
イメー
ジング解析−
科研費基盤 (〜2013) 食道感覚が覚醒時
を惹起する時の脳内活性部位の特定とその発現機
序の解明
科研費基盤 (〜2013)食道粘膜刺激による
誘発機構の神経生理学的解明と治療法の開発
科研費基盤 (〜2013) 食道粘膜感受性が顎口腔
系のパラファンクションに与える影響の解明
科研費基盤 (〜2013) 歯周病原因子と過大な機
械的刺激が歯の移動の細胞シグナリング機構に及
ぼす影響の解明
科研費若手 (〜2013)
細胞への
2 遺伝
子導入後の骨芽細胞への分化・機能活性に関する
研究
社団法人かごしま口腔保健協会調査助成(〜2012)
矯正治療を受けている唇顎口蓋裂を伴う児童の保
護者の心理状態と関心事の解明

１.

２.

３.
１. 科研費基盤 (〜2014) 脳一腸相関を軸とした顎
口腔と胃食道との間の知覚−運動制御機構と関連
疾患の解明
２. 科研費基盤 (〜2014) 咀嚼による胃の運動機能
調整における自律神経機能と消化管ホルモンの役
割の解明
３. 科研費基盤 (〜2014) 脳・消化管ペプチドによ
る顎口腔異常機能活動の発現機序の解明
４. 科研費基盤 (〜2014) コミュニケーションツー
ルが青少年の睡眠, 消化器疾患および顎発育に及
ぼす影響の解明
５. 科研費基盤 (〜2014) 現在考えられ得る全ての

４.

2012 4
27(2) 124 135
５.
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６.
2012 71 79 84
７.

2012 4(8) 967 989
13.

2012 91 293 298
８.

2011 90 665 671
14.

2012 37(3) 241 51

2011 33(2) 126 131

９.

15.

2012 71 70 77
10.

2011 15 499(1) 42 46

2012 141(4
11.

)

159 170

前述の当分野の研究や臨床は, 全て歯科と医科の多
くの分野や診療科との連携により行われております｡
この場をお借りして感謝申し上げます｡

