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有床義歯補綴学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 
教  授   櫻井  薫   ストレス緩和のためのチューイング時間の検討 

無歯顎者における口腔内状況がストレス緩和に及ぼす影響 

准 教 授   上田 貴之   二酸化チタンコーティングの安全性試験 

咀嚼運動が自律神経に及ぼす影響について 

義歯床下粘膜の血流変化について 

石崎  憲   義歯床による床下粘膜への機械的刺激除去後の床下粘膜上皮の感覚細胞 

の応答 

講  師   大神浩一郎   病院・介護老人保健施設職員の口腔清掃に対する認識 

               象牙質知覚過敏症治療剤による根面齲蝕の予防システム構築             

口腔粘膜上皮の抗菌ペプチドディフェンシンの発現に影響を与える因子の 

検討 

山田 将博   ラット初代継代培養骨芽細胞を用いた光活性化チタン表面の多機能性の細 

胞生物学的評価 

ウサギ大腿骨における光活性化チタンインプラントの骨結合強さの計測 

抗酸化アミノ酸誘導体による床用材料による炎症反応に対する抗炎症効果 

田坂 彰規   抗菌性機能水（バイオショット®）が義歯床用アクリリックレジンの表面 

性状に及ぼす影響 

ストレス緩和に効果的な咀嚼指導 

助  教   竜  正大   義歯洗浄剤の微生物に対する抗菌作用の経時的比較 

抗菌性機能水のバイオフィルム増殖抑制効果 

要介護者に対する口腔清掃介入必要度をスクリーニングする基準の設定 

古池 崇志   総義歯口蓋板開放部辺縁形態の検討 

義歯床下粘膜の血流変化について 

高野 智史   ジルコニアセラミックスの表面処理が疲労強度に及ぼす影響 

表面処理が純チタンの疲労強度に与える影響 

レジデント  内山  宙   ラット初代継代培養骨芽細胞を用いた光活性化チタン表面の多機能性の細 

胞生物学的評価 

山田 裕介   ラット大腿骨における抗菌処理を施した生体材料の口腔常在菌存在下 

における周囲骨形成能の計測 

織田 聖子   義歯に付着した口腔内微生物に対する抗菌性機能水（バイオショット®） 

の除菌効果 

横本 満洋   フッ素徐放性セメントにおけるフッ素溶出量の違い 

菊地 愛貴   咀嚼能力および咬合状態の違いがチューイングによるストレス緩和効果に 

及ぼす影響 

中西 康輔   咀嚼能力および咬合状態の違いがチューイングによるストレス緩和効果に 

及ぼす影響 

大学院生   梅澤 朋子   Ce-TZP/Al2O3ナノ複合体へのStrepococcus sanguinisの付着量の検討 
太田  緑   習慣性咀嚼側のみでの咀嚼が自律神経に及ぼす影響について 

荻野 崇真   義歯床下粘膜の血流変化について 

小泉ちあき   N-acetyl cysteine(NAC)水溶液は誤嚥性肺炎の発症抑制につながる口腔咽 

頭部粘膜組織への細菌感染予防外用薬として有用であるかどうか 

和田  健   Ce-TZP/Al2O3ナノ複合体を用いた口蓋板の装着感と味覚への影響 

田嶋さやか   舌清掃後の舌背における微生物数の変化 

小畑 朋邦   二酸化チタンコーティング義歯の口腔内における防汚効果の評価 

鈴木  薫   純チタングレード２およびグレード４の疲労特性の比較 

萩尾 美樹   鼻咽腔閉鎖機能不全症例における CTデータを利用した顎義歯製作の試み 
久保慶太郎   アタッチメントフィーメールに軟質裏装材を応用したインプラントオーバ  

ーデンチャーの維持力に及ぼす理工学的因子の検討 
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堀部 耕広   咀嚼機能低下とフレイルとの関連について 

専 攻 生   加藤 英治   毛羽立ち状ナノ構造体を介したアルカリ熱処理チタン表面における歯肉コ 

ラーゲン繊維の付着強度の向上 

中澤 正博   骨芽細胞増殖を活性化させるチタンアパタイトナノコーティング 

 

2. 成果の概要 
 
1) 要介護者に対する効率的な舌清掃方法の検討 

本研究は、高齢無歯顎者の口腔および義歯の清掃頻度にパーソナリティーが及ぼす影響を明らかにす

ることを目的とした。 

上下顎無歯顎者を被験者とし、1日の口腔清掃回数と義歯清掃回数とを質問紙法にて、パーソナリテ 

ィーを Eysenckの質問紙法にて内向性・外向性および情緒安定・不安定因子に関する要因について調査

した。器械的口腔清掃回数および義歯清掃回数と、パーソナリティーの各要因との関連について、ロジ

スティック回帰分析にて解析した。 

その結果、口腔清掃回数については情緒安定・不安定に関する要因である依存性・自律性が、義歯清 

掃回数については内向性・外向性に関する要因である活動性・不活動性と情緒安定・不安定に関する要

因である依存性・自律性とが変数選択された。パーソナリティーは口腔清掃と義歯の清掃頻度に影響を

及ぼし、活動性や自律性の高い者ほど清掃を行っていることが明らかとなった。 

 

Geriatrics and Gerontology International, published online (doi:10.1111/ggi.12423), 2014 

 

2) 義歯洗浄剤の微生物に対する抗菌作用の経時的比較 

本研究はクエン酸などの有機酸を主成分とした抗菌性機能水（以下WOA）の義歯床用レジンに付着
した口腔内微生物に対する抗菌効果を明らかにすることを目的とした。  
義歯床用アクリルレジン上に S.sanguinis，S.pneumoniaeおよび C.albicansのバイオフィルムを形

成しWOA、市販の義歯洗浄剤および水道水中に各々浸漬して浸漬後の試料に残存した微生物数を比較
した。加えて使用中の義歯に付着した微生物数についても検討した。 
その結果、どの微生物についてもWOAに浸漬した群は水道水に浸漬した群との間に統計学的有差を

認め、市販の義歯洗浄剤と同等の抗菌効果が認められた。また、使用中の義歯に付着した口腔内微生物

においてもWOAに浸漬した群は市販の義歯洗浄剤と同等の抗菌効果が認められた。WOAは強力な抗
菌効果を有することが示され。WOAを義歯洗浄剤として応用することができる可能性が示唆された。 
 

Geriatrics and Gerontology International, published online, 2015 
 
3) 短波長紫外線照射処理によるチタンインプラント周囲支持骨構造への影響 

本研究は、組織学的観察とマイクロ CTを用いた三次元骨構造解析により、短波長紫外線(UVC)照射
前処理が、チタンインプラント周囲支持骨構造に与える影響を検証したものである。 
チタンインプラントをUVC照射群と未照射群に分け、ウサギの左右大腿骨にそれぞれ埋入し、術後

3週および 8週で標本採取後、マイクロ CTを用いた 3次元的骨形態計測法によって、インプラント頚
部領域におけるインプラント周囲骨の骨形成量(BV)と骨密度(BMD)を評価し、その後組織学的観察を
行った。 
その結果、UVC照射群の BV値は、術後 3週および 8週とも未照射群の値より高く、BMD値は両

群間に有意差が認められず、既存皮質骨と同等以上の値であった。これらのことから、UVC照射前処
理は、チタンインプラント頚部領域において、骨密度を低下させることなく、周囲支持骨量を増加させ

ることが明らかとなった。 
 
Acta Odontol Scand 73(4): 302-311, 2015 

 

3. 学外共同研究 

 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 
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担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

櫻井 薫 高齢者の口腔機能の維持・向上法に

関する研究 

国立長寿医療セン

ター 

大府市 角 保徳 

上田 貴之 インプラントオーバーデンチャーの

長期経過に関する研究 

ベルン大学歯学部 

補綴科 

Bern, 

Switzerland 

Mericske- 
Stern R 

上田 貴之 高齢者の口腔機能の維持・向上法に

関する研究 

国立長寿医療セン

ター 

大府市 角 保徳 

竜 正大 CAD/CAMを用いた総義歯製作法に関

する研究 

バーゼル大学歯学

部補綴科 

Basel, 

Switzerland 

Marinello 
CP 

竜 正大 高齢者の口腔機能の維持・向上法に

関する研究 

国立長寿医療セン

ター 

大府市 角 保徳 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 

櫻井 薫 高齢者の口腔機能の維持・向上法に関

する研究 

長寿医療研究開発費 

櫻井 薫 コラーゲン/β 型リン酸三カルシウム複

合体の骨伝導性と生体内崩壊性の評価 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

上田 貴之 可撤性義歯への二酸化チタンコーティ

ング法の生体安全性と臨床評価 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

大神浩一郎 抗菌ペプチドディフェンシンの口腔粘

膜における発現変化の検索 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

山田 将博 アルカリ熱処理チタン表面の歯肉線維

芽細胞機能と結合組織付着獲得に対す

る効果 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

田坂 彰規 咬合がストレス緩和効果に影響を及ぼ

すか？ 
文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

竜 正大 要介護者に対する効果的な舌の清掃法

と清掃時間についての検討 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

髙野 智史 異なる焼結状態で切削加工したナノZR 

の疲労耐久性 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 
受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 
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山田 将博 2014. 5.23 日本補綴歯科学

会特定推進研究

論文賞 

N-acetyl cysteine as an 

osteogenesis-enhancing 

molecule for bone  

regeneration. 

(公社)日本補綴

歯科学会 

太田 緑 2014.10.30 若手優秀研究賞

受賞 

Effect of Food Hardness on 

Autonomic Nervous Response in 

Elderly People 

Indonesian 

prosthodontic 

society and  

Japan 

Prosthodontic 

Society Joint 

Meeting 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

上田 貴之 2014. 6.13 高齢者の口腔機能低下 一般社団法人日本老年歯

科医学会第 25回学術大

会 

福岡市 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

上田 貴之 2014.10.30 What is Happening Under 

the Denture Base? 

Indonesian prosthodontic 

society and Japan 

Prosthodontic Society 

Joint Meeting 2014 

Bali, 

Indonesia 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

櫻井 薫 

上田 貴之 

石崎 憲 

大神浩一郎 

古池 崇志 

2014. 7.24 オーバーデンチャーに親しむ 平成 26年度公益社団法

人東京都歯科医師会 卒

後研修 

東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2014. 7.26, 

27 

今だからこそ学ぼう総義歯臨

床 

松風 夏期講習会 京都市 

櫻井 薫 

上田 貴之 

石崎 憲 

2014. 9.21 困った・・・！義歯の悩み解

消します 

東京歯科大学同窓会 TDC

卒後研修セミナー2014 

東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2014.10. 4 患者が満足するための総義歯

のツボ 

習志野市歯科医師会 生

涯研修講習会 

習志野市 

櫻井 薫 2014.10. 5 義歯の疑問に答える 善歯会講演 川口市 

櫻井 薫 

上田 貴之 

2014.11.16 歯科技工にすぐに役立つ解剖

学・有床義歯補綴学 

一般社団法人東京都技工

士会「全都講習会」 

東京都 

千代田区 
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櫻井 薫 2015. 3.22 義歯の疑問に答えるⅡ 善歯会講演 東京都 

台東区 

石崎 憲 2015. 3.19 東京歯科大学における顎顔面

補綴治療 

文部科学省がんプロフェ

ッショナル養成基盤推進

プラン 

東京都 

文京区 

田坂 彰規 2014. 9.16 歯科技工にすぐに役立つ解剖

学・有床義歯補綴学 

一般社団法人東京都技工

士会「全都講習会」 

東京都 

千代田区 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 
教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

上田 貴之 2014. 9.27 『クリッカー』を含めた新たな

能率的学習手法について 

平成 25年度教育ワーク

ショップ（報告会） 

東京都 

千代田区 

上田 貴之 2015. 3.30 私の授業の工夫 第 142回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都 

千代田区 

 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

上田 貴之 

田坂 彰規 

2014. 4.20 第 13回試験問題作成ワークシ

ョップ 

タスクフォース 東京都 

千代田区 

上田 貴之 

石崎 憲 

古池 崇志 

2014. 4.26 歯科医師国家試験問題等の現

状把握のための教員のオンラ

イン・テスト 

参加者 東京都 

千代田区 

上田 貴之 2014. 9.20 第 14回試験問題作成ワークシ

ョップ 

タスクフォース 東京都 

千代田区 

上田 貴之 2014.12. 1-5 第 5回歯科医学教育者のため

のワークショップ 

参加者 裾野市 

石崎 憲 2014.10. 4-5 第 32回東京歯科大学カリキュ

ラムワーク研修ショップ 

タスクフォース、演者 東京都 

千代田区 

大神浩一郎 

山田 将博 

田坂 彰規 

竜 正大 

髙野 智史 

2014. 4.19 歯科医師国家試験問題等の現

状把握のための教員のオンラ

イン・テスト 

参加者 東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

上田 貴之 2015. 2.28 

- 3. 1 

平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE ST責任者 東京都 

千代田区 
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石崎 憲 

大神浩一郎 

山田 将博 

田坂 彰規 

2015. 2.28 

- 3. 1 

平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

大神浩一郎 2015. 3.21 

-22 

平成26年度大阪歯科大学 第4学年OSCE 外部評価者 大阪市 

古池 崇志 

髙野 智史 

2015. 2.28 

- 3. 1 

平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 東京都 

千代田区 

 


