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クラウンブリッジ補綴学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授    佐藤  亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性 

に関する研究（A00‐0520-1） 

  口腔の状態と睡眠についての研究（A03-0520-4） 

 

 

 ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（A06-0520-1） 

講  師 久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（A97-0520-1） 

 

野本俊太郎 

 

 

四ツ谷 護 

 

各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究 

（A03-0520-2） 

μCT装置による上顎骨歯槽突起部の骨形態計測学的研究 

（A03-0520-1） 

外側翼突筋における筋電図学的研究（A06-0520-2） 

酸性モノマー非含有接着性レジンセメントの色調に関する研究 

着色材料による色調変化について 

助  教 新谷 明昌 口腔内感覚と下顎運動の関連性について（A06-0520-4） 

 

宅間 裕介 

 

腰原 輝純 

 

小山  拓 

審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態 

（A05-0520-2） 

メカニカルストレスに対する歯根膜組織の恒常性維持について 

（A07-0520-2） 

fiber post の機械的性質（A05-0520-1） 

レジデント 増田 明香 直接リライニングによる適合性の改善に関する研究 

 

原   舞 

 

宮井 友理 

 

ジルコニアのみのクラウンを想定し、TZ-PXを用いた対合歯のエナ 

メル質磨耗に関する研究 

T.denticolaにおける産生プロテアーゼ、dentipainの特性、活性を 

調査する。 

 田中恵里子 

佐伯 華子 

山崎 晴香 

清水 俊宏 

 

鈴木 淳也 

 

丸茂 悠樹 

 

口腔の状態と睡眠についての研究（A03-0520-4） 

ジルコニアの窓開け形態が前装陶材の破壊強度に及ぼす影響 

歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究 

オールセラミックスクラウンを用いた補綴装置についての力学的検 

討 

クラウンブリッジの種類、材料、形態の違いによる歯周病罹患のリ 

スクについて（A09-0520-1） 

口腔内インプラントの周囲と部位別の天然歯との細菌叢の比較 

（A06-0520-3） 

大学院生 西村 逸郎 Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクター 

を応用した顎骨再生（A06-0520-6） 

 神田 雄平 

 

Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクター 

を応用した顎骨再生（A06-0520-6） 

 沼田 由美 

塩崎 雄大 

 

林原 貴徳 

 

露木  悠 

 

池上  良 

 

増田 智俊 

Dentipineの生理的機能の解析 

象牙芽細胞におけるイオンチャネル型ATP受容体サブタイプ 

（P2X7）の機能的発現 

Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクター 

を応用した顎骨再生（A06-0520-6） 

支台歯形態がオールジルコニアクラウンの強度に与える影響につい 

て 

低ホスファターゼ症モデルマウスにウイルスベクターにより酵素補 

充を行った際の顎骨・歯牙の評価 

CAD/CAM用レジンブロックで製作した臼歯部ブリッジの臨床応用へ 

の可能性の検討 
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2. 成果の概要 
 

1) ラジアルフロー型バイオリアクター（RFB）を用いてPrimary Cellであるラット骨髄細胞を培養しその
細胞増殖、骨分化を検討することによりin vivo応用の有効性を検討することを目的とし、3継代目ラ

ット骨髄細胞をタイプ1コラーゲンシートに播種しRFBにて灌流培養をウェル上にて静置培養を行い1

週間後に評価を行った。その結果、静置培養と比較して灌流培養では細胞数が有意に高い値を示し、H-

E染色によりスキャフォルド上で高密度に分布した細胞が観察された。しかし、ALP活性により分化に

差は認められなかった。以上によりRFBによりスキャフォルド上にラット骨髄細胞を高密度に増殖させ

ることが明らかとなり、RFBを用いた細胞-スキャフォルド複合体はin vivoでの応用に有効である可能

性が示唆された。 
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2) 本研究は、透光性TZPが牛歯エナメル質(BTE)の二体摩耗特性に与える影響を長石系陶材と比較して検
討することを目的とした。また、透光性TZPの表面仕上げがBTEの摩耗挙動に与える影響も同時に調査

した。BTE下部試料(substrate specimen)の摩耗深さと摩耗断面積は、上部試料(abrader specimen)に

PORを用いたほうがTZPのときより大きかった。また、透光性TZPの表面仕上げはBTEの摩耗に影響を

及ぼし、TZPの粗さが大きいほどBTEの摩耗が大きくなった。一方、POR表面仕上げはBTEの摩耗に影

響を与えなかった。以上より、透光性TZPの牛歯エナメル質（BTE）の摩耗に与える影響は長石系陶材

より小さいことが、また透光性TZPの表面仕上げはBTEの摩耗に影響を与えることが明らかとなった。 
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3. 研究活動の特記すべき事項   

 
学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

佐藤 亨 2014.11.29-30 日本全身咬合学会 東京歯科大学水道橋校舎

新館 

東京都 

千代田区 

 
シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

野本俊太郎 2014. 5.24 補綴歯科治療の接着の現状 日本補綴歯科学会 仙台市 

原 舞 2014. 5.24 高透光性ジルコニアのエナメ

ル質に対する摩耗性 

日本補綴歯科学会 仙台市 

 

4. 教育に関する業績、活動 
 

医学教育・歯学教育に関連する講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

佐藤 亨 2014. 4.18 歯科医師国家試験合格向上に向

けた取り組み 

大阪歯科大学 大阪市 

佐藤 亨 2014. 5.10 歯科審美・携帯美と咬合  

－正中と筋肉位から考える－ 

青森インプラント研究会 弘前市 

佐藤 亨 2014.10. 9 最新の歯冠補綴修復法の現状 

～オールセラミッククラウン、

CAD/CAM冠など～ 

座間市歯科医師会 座間市 
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佐藤 亨 2014.11. 9 全身から咬合、そして審美へ 東京歯科大学歯科衛生士

専門学校同窓会 

千葉市 

佐藤 亨 2014.12. 6 東京歯科大学における歯科医師

国家試験の取り組み 

東京歯科同窓会 川崎支

部 

川崎市 

佐藤 亨 2014.12.13 歯冠修復治療の最新のテクノロ

ジー ～オールセラミッククラ

ウン・CAD/CAM冠～ 

東京歯科大学同窓会 神

奈川西湘支部 

小田原市 

佐藤 亨 2015. 2. 7 全身・筋肉から考える咬合、そ

して歯科審美へ 

北海道医療大学 クラウ

ンブリッジ補綴学講座同

門会 

札幌市 

 

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・研修会名 役割 開催地 

小山 拓 2014. 9.20 第14回東京歯科大学試験問題に 

関するワークショップ 

受講者 東京都 

千代田区 

小山 拓 2014.10. 4 
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第 32回東京歯科大学カリキュラ

ム研修ワークショップ –歯科医

師臨床研修指導歯科医講習会 

受講者 東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別（OSCE, CBT等の開催名を記載） 役割 開催地 

野本俊太郎 

四ツ谷 護 

宅間 裕介 

2015. 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 

新谷 明昌 

腰原 輝純 

小山 拓 

2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 機材係 東京都 

千代田区 

四ツ谷 護 

宅間 裕介 

2015. 2.28 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 模擬受験者 東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

佐藤 亨 2014. 6.30 歯科審美・形態美と咬合 ～正中

と筋肉位から考える～ 

昭和大学歯学部 4年生 美

容歯科講義 

東京都 

品川区 

佐藤 亨 2014.10. 9 筋の臨床解剖学(頭頸部を中心に) 千葉大学医学部 2年生 解

剖学講義 

千葉市 

佐藤 亨 2014.12.11 口腔の美と機能、そして全身との

関わり 

弘前大学4年生口腔外科学 弘前市 

 


