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口腔健康臨床科学講座 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   山下秀一郎   主機能部位としての大臼歯部の役割に関する研究 

プロセスモデルにおける StageⅡ transport に関する研究 

咬合の再構成時に有用な咬合分析法に関する研究 

准 教 授   堀田 宏巳   咬合再構成時における咬頭嵌合位決定方法の検討 

杉戸 博記   研修歯科医の医療収入に関する研究 

大多和由美   障害者の安全で効率的な歯科治療 

発達障害者の歯科診療支 

症候性の障害にともなう歯科所見およびその対応法 

亀山 敦史   修復材料と歯質との接着阻害因子に関する研究 

口臭と口腔内不快症状との関連性に関する研究 

講  師   三宅菜穂子   補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究  

助  教   藤波 弘州   自己増殖歯根膜組織を用いた歯周組織再生療法の研究 

隝田みゆき   歯内療法薬が象牙芽細胞に及ぼす影響について 

春山亜貴子   レジンの接着性に及ぼす環境因子  

早川 裕記   唾液検査と歯周病原菌についての研究 

レジデント  中村 恵子   歯周病における再生療法の臨床応用 

後藤 良輝   漂白剤の違いによる接着への影響 

星野 智美   歯周組織の健康と患者の QOL 向上について 

山本 真志   義歯と支台歯間における被圧変位量の調整について 

齋藤 研太   糖尿病患者を対象とした口腔内環境について 

西田 早希   全身疾患と口腔内環境との関連性について 

大学院生   三井 智治   生体力学要素を取り入れた有限要素解析モデルによる主機能部位の検討 

小峯 明子   STⅡの発現に関わる因子に関する研究 

田中 章啓   修復歯への咬合応力分布に関する研究 

田中 利紗   審美修復材料の色調変化に関する研究 

長坂 俊幸   咬合と聴力について 

 

2. 成果の概要 

 
1) 主機能部位としての大臼歯部の役割に関する研究 

健康長寿にとって重要なファクターである“円滑な咀嚼”を実現するためには、主機能部位としての

第一大臼歯の存在が大きな鍵になる。成長期に獲得した第一大臼歯上に存在する主機能部位を、生涯維

持し続けられるように管理することが歯科医師の重要な役割である。もちろん、 終的に口腔内の環境

を決めるのは患者自身であり、崩壊した歯列のままでも高い QOL を持ち続けているケースが散見される

のも事実である。ただ、そのような一見良好な予後を辿っているケースであっても、欠損を放置した場

合のリスクに関して患者には十分な情報を提供していく必要があり、本稿ではその基礎となる研究成果

について解説を行った。 

 

歯科学報 114, 533-542，2014． 

 

2) 障害者の安全で効率的な歯科治療 

近年、小児の骨形成不全症患者の易骨折性を改善する目的で、ビスフォスフォネート（BP）製剤を定

期的に投与する治療法が推奨されている。この治療法の普及は骨形成不全症の小児の歯科治療において

新たに考慮すべき問題（侵襲的歯科治療後の BP 関連顎骨壊死の発症と矯正治療における歯の移動に対

する BP 投与の影響を生み出した。BP 製剤投与中の骨形成不全症の小児に対して、過剰埋伏歯と晩期残

存の乳歯を抜去し、叢生を伴う反対咬合の矯正治療を行った症例を経験したので報告した。現在のとこ

ろ反対咬合は改善し予後は良好であるが、今後も BP 製剤の投与が継続されると考えられるため、さら

に長期的な観察が必要であると考える。 
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障害者歯科、35 巻 537． 

 

3) 研修歯科医の医療収入に関する研究 

歯科医師臨床研修制度が必修化されて以降、臨床研修の現場では、研修歯科医の技術・技能レベルの

向上が優先されるため、研修歯科医の労働性は低く、研修歯科医の雇用は不採算であるといわれている。

そこで、東京歯科大学水道橋病院における研修歯科医の勤務状況と医療収入に関して分析を行ったとこ

ろ、延患者数では臨床研修後期には非常勤歯科医師群との間で有意差がなくなっており、一患者あたり

の保険診療単価は臨床研修中期以降には非常勤歯科医師群との間で有意差が認められなくなっていた。

これらのことから、研修歯科医が行う診療は、診療効率は低いが、保険診療の観点からは十分な診療能

力を有していることが示唆された。今後、研修歯科医の労働生産性を向上させるためには、時間的な診

療効率の向上が必要であり、具体的な研修方略を工夫することの必要性が示唆された。 

 

Bull Tokyo Dent Coll，投稿中 

 

4)  補綴材料への口腔内細菌の吸着に関する実験的研究 

インプラントに用いられているイットリア安定化正方晶ジルコニア多結晶体(TZP)に表面化学修飾法

を施したときに起こる変化と、その表面改質によって生体内のタンパクとの吸着がどのように変化する

かを調べた。ゼータ電位を測定することにより表面電荷の変化を調べ、表面改質（UV 照射処理、酸素

プラズマ処理）が表面荷電状態に及ぼす影響、さらに牛血清アルブミン（BSA）と lysozyme の吸着の変

化について検討を行った。これらの表面修飾法は TZP への生体内のタンパク吸着をコントロールできる

と期待される。 

 

1st Asian Conference on Oleo Science Program & Abstract, 151, 2014. 

 

5) 歯内療法薬が象牙芽細胞に及ぼす影響について  

グアヤコールは、歯髄鎮痛・鎮静効果の高いことで知られる歯隝内療法薬であるが、象牙芽細胞に対

する生理学的作用は未だ十分に解明されていない。そこで、象牙芽細胞刺激受容時のグアヤコールの作

用についてマウス由来象牙芽細胞系細胞（odontoblast lineage cells，OLC）を用いてカルシウムイメ

ージング法で検討した。細胞外 Ca2+存在下で OLC に 200mOsm/L の低浸透圧刺激を加えると、細胞内 Ca2+

濃度が増加した。その後、低浸透圧刺激と 0.9μM グアヤコールを同時投与しても、低浸透圧刺激のみ

を加えた場合の細胞内 Ca2+濃度の増加と変わらなかった。 

J. Oral Biosci. Suppl., 185，2014. 

 

3. 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 

山下秀一郎 摂食・嚥下運動における Stage Ⅱ

transport の発現を制御する因子の検討

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

亀山 敦史 マイクロデンティストリー時代のニー

ズにマッチした接着性修復材料の開発 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

隝田みゆき 歯内療法薬象牙芽細胞に及ぼす影響と

作用メカニズムの探求 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

亀山 敦史 簡易型アマルガム装置の開発とアマル

ガム除去に関する調査研究 

公益社団法人日本歯科医師会 平成 26 年度

歯科医療機器分析評価検討 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 
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 
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亀山 敦史 2014. 4.13 やさしい学術論文の書き方 日本歯科東洋医学会関東

甲信越支部 平成 26 年

度講習会 

東京都 

荒川区 

山下秀一郎 2014. 6. 7 欠損歯列に対する咬合からの

アプローチ 

第 297 回東京歯科大学学

会 

東京都 

千代田区 

大多和由美 2014. 8. 8 地域母子保健４ 乳幼児保健

（発達・育児支援・諸問題）

乳幼児期からの口腔衛生・虫

歯予防 

社団福祉法人 恩賜財団

母子愛育会 地域母子保

健研修 

東京都 

港区 

大多和由美 2014.11.18 

2015. 1.20 

 ｢HIV 感染者の歯科治療」 平成 26 年度東京都エイ

ズ診療従事者研修派遣事

業研修（東京歯科大学水

道橋病院コース） 

東京都 

千代田区 

亀山 敦史 2014.11. 8 本当はやさしい学術論文の書

き方 

第 32 回日本歯科東洋医

学会学術大会 

岐阜市 

大多和由美 2015. 3. 3 
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近年の小児の口腔内状況,特に

低年齢児から学童期までのう

蝕処置と障害児治療の現状に

ついて 

鶴見歯科医師会学術研修

会 

横浜市 

 

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 

山下秀一郎 2014. 4.12 短縮歯列のコンセプトとその

是非について考察する． 

東京歯科大学同窓会山形

県支部学術講演会 

山形市  

亀山 敦史 2015. 1.10 MI の概念に基づいたコンポジ

ットレジン審美修復 

株式会社フォレスト・ワ

ン社内講習会 

千葉市 

亀山 敦史 2015. 2.19 日常臨床のヒント－接着性修

復を成功させるために－ 

千葉県印旛郡市歯科医師

会 臨床懇話会 

成田市 

 

5. 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 

亀山 敦史 2014. 4.24 東京歯科大学の学部教育 長崎大学歯学部国試・卒

試対策小委員会委員対象

臨時講演 

長崎市 

 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

山下秀一郎 2014. 4.20 第 13 回試験問題作成に関するワーク

ショップ～共用試験 CBT 問題作成の

ためのアドバンス・ワークショップ

～ 

タスクフォース 東京都 

千代田区 
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杉戸 博記 2014. 9. 6 平成 26 年度臨床教育力養成研修会 スーパーバイザー 郡山市 

亀山 敦史 

春山亜貴子 

2014. 4.20 第 13 回試験問題作成に関するワーク

ショップ～共用試験 CBT 問題作成の

ためのアドバンス・ワークショップ

～ 

受講者 東京都 

千代田区 

亀山 敦史 2014. 5.17 

-18 

共用試験歯学系 OSCE ワークショッ

プⅡ（保存系） 

タスクフォース 福岡市 

春山亜貴子 2014. 8. 8 

-9 

FD 推進ワークショップ 受講者 浜松市 

隝田みゆき 2014. 9. 7 

-10 

平成 26 年度プログラム責任者講習会 受講者 裾野市 

亀山 敦史 2014.11.23 

-24 

共用試験歯学系 OSCE ワークショッ

プⅠ（技能系） 

タスクフォース 坂戸市 

亀山 敦史 2014.12. 6 

-7 

平成 26 年度第２回共用試験歯学系

OSCE 評価者養成ワークショップ（医

療面接系課題） 

実務責任者 

タスクフォース 

東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

杉戸 博記 2014.11.29 水道橋病院研修歯科医 OSCE 総責任者 東京都 

千代田区 

亀山 敦史 2014. 9.27 新潟大学歯学部第 5学年 

共用試験歯学系 OSCE 

機構派遣モ

ニター委員 

新潟市 

堀田 宏巳 

三宅菜穂子 

隝田みゆき 

2014.11.29 水道橋病院臨床研修歯科医 OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

大多和由美 2014.11.29 水道橋病院臨床研修歯科医 OSCE 課題責任者 東京都 

千代田区 

春山亜貴子 2014.11.29 水道橋病院臨床研修歯科医 OSCE 責任者 東京都 

千代田区 

亀山 敦史 2015. 2.15 日本大学松戸歯学部第 4学年 

共用試験歯学系 OSCE 

機構派遣モ

ニター委員 

松戸市 

山下秀一郎 

堀田 宏巳 

大多和由美 

三宅菜穂子 

2015. 2.28 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 

亀山 敦史 2015. 2.28 平成 26 年度東京歯科大学 第 4学年 OSCE 課題責任者 東京都 

千代田区 

春山亜貴子 2015. 2.28 平成 26 年度東京歯科大学 第 4学年 OSCE ST 器材責任

者 

東京都 

千代田区 
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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 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

亀山 敦史 2014. 4.25 歯科臨床における代替医学の

応用 

長崎大学歯学部 3年次 長崎市 

亀山 敦史 2014. 7. 3 Minimally-invasive esthetic 

restorations 

広島大学歯学部第 3学年 広島市 

 


