
 

 

パーシャルデンチャー補綴学講座 

 
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 Stage II 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 

講  師  三宅菜穂子  イットリア安定化正方晶ジルコニア多結晶体の表面化学修飾法に関する研究 

田坂 彰規  ストレス緩和に効果的な咀嚼指導 

デジタルデンティストリーの有床義歯への応用 

助  教  中村 恵子  Stage II transport と誤飲誤嚥との因果関係に関する研究 

レジデント 鈴木 桜花  主機能部位の判定要因に関する研究 
大学院生  三井 智治  ヒト有歯下顎骨の小臼歯と大臼歯領域皮質骨における生体アパタイト結晶配  

向性 

小峯 明子  Stage II transport の発現に関わる因子に関する研究 

田中 章啓  局部床義歯の支台歯へのジルコニア冠の応用 

池田 一洋  下顎第一大臼歯の咀嚼運動経路と咬合平面に関する研究 

酒井  遼  臼歯部咬合支持の喪失が下顎限界運動時に及ぼす影響 

寺島 達秀  ラット付着上皮の防御機構の出現に関する発生学的研究 

中村美伽代  D/CAM を用いたコーヌステレスコープデンチャーの内外冠製作システムの構築 

 

2. 成果の概要 

 
1) 咬合の再構成時に有用な咬合分析法の提案 －下顔面高に対する検討－  

我々は，崩壊した咬合状態を定量的に評価する手法として，側面頭部エックス線規格写真に基づく矯

正学的分析法の応用について検討を加えてきた．その中で，Ricketts 分析法で用いられる下顔面高

（Lower Facial Height; LFH）は，咬合高径を評価するための重要な指標として考えられている 12）。

しかし，LFH をさまざまな顎顔面形態の患者に応用するには，平均値（48.5 度）だけでは対応が困難で

あることから，患者固有の顎顔面形態に即した LFH の算出手法を提案した．健常有歯顎者 58 名（咬合支

持が保たれている Eichner 分類 A 群であり，顔貌所見とエックス線写真の診断から外科的矯正治療の非

対象者）の側面頭部エックス線規格写真を用いてセファロ分析を行った。LFH を従属変数とした回帰式を

求めるにあたり，セファロ分析項目の中から下顎位が変化しても値の変動しにくい 10 項目を独立変数と

して選び，変数増加法により重回帰分析を行った。その結果，以下のような回帰式が算出された：LFH 

(degree) = 65.38 + 0.30* (Gonial angle; degree) - 0.49* (SNA; degree) - 0.41* (N-S; mm) + 

0.21* (Go-Me; mm) - 15.45* (Nasal floor to FH; degree) + 15.22* (Nasal floor to SN; degree) - 

15.40* (FH to SN; degree)．LFH の実測値と回帰式から求めた予測値をもとに，両者の差（絶対値）を

求めると，2.0±1.3 度（Mean±SD）であり，小範囲に収束することが判明した。 

 

（Journal of Prosthodontics 24(4), 287-290, 2015.） 

 

2) イットリア安定化正方晶ジルコニア多結晶体の表面改質がゼータ電位に及ぼす影響 
本研究は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

変化するかをゼータ電位測定により調べるものである。 

TZP に対する UV 照射処理と大気圧プラズマ処理により，表面に塩基性水酸基が導入されたため，表面

電荷が正に変化したと考えられる．未処理表面への BSA 吸着の場合，同符号で等価の電子二重層の接近

と考えられ，静電的相互作用は反発力として作用するため，タンパクの吸着量が少なくタンパク吸着前

後のゼータ電位の差が小さくなったと考えられた．しかし，表面改質された表面への BSA 吸着の場合，

異符号で引力として作用するため，BSA の吸着量が多く，BSA 吸着後のゼータ電位が BSA のゼータ電位の

影響を受けたと考えられた．以上により，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。 



 

 

 

（第 54 回日本油化学会年会講演要旨集，127，2015.） 

 

3) ガムの量の違いがチューイングによる精神的ストレス緩和効果に及ぼす影響 

これまでチューイング時の運動条件として速さ、力、時間がチューイングによる精神的ストレス緩和

に影響を及ぼすことを明らかにしてきた。今回はガムの量の違いがチューイングによる精神的ストレス

緩和効果に及ぼす影響を検討した。チューイングなし、ガム 1 個およびガム 2 個でのチューイングの 3
条件で行った。精神的ストレス状態の評価の指標として唾液中コルチゾール濃度を測定し、ストレス負

荷直後からストレス負荷 10 分後の変化率を算出した。唾液中コルチゾール濃度の変化率は、ガム 1 個に

おいて著しく減少し，ガム 1 個とチューイングなしおよびガム 1 個とガム 2 個との間に有意差を認めた。

チューイングなしとガム 2 個との間には有意差を認めなかった。今回の研究で，ガムの量の違いがチュ

ーイングによる精神的ストレス緩和効果に影響を及ぼすことが明らかとなり、2 個よりも 1 個でチューイ

ングする方がストレス緩和に有効であることが示唆された。 

 

 （日本補綴歯科学会誌,7(124 回特別):148, 2015.） 

 

4) 加熱重合および 3D プリンタで製作した義歯床の精度と維持力 

3D プリンタは補綴分野では鋳造可能なレジンパターンからフレームワークの製作に応用されているが、

義歯床用材料としては応用されていない。そこで我々は、3D プリンタでの義歯床製作を想定し、従来の

加熱重合と 3D プリンタで製作した実験床の精度および維持力を比較した。加熱重合により製作した実験

床と 3D プリンタで製作した実験床の差分値は‐0.16～+0.13mm であった。維持力は加熱重合より 3D プリ

ンタで製作した実験床の方が大きく、統計学的有意差が認められた。作業用模型に対する加熱重合の実

験床の差分値が－0.13～+0.23mm であった｡また、粘膜の被圧変位量が 0.7～1.0 であるため、3D プリン

タで製作した実験床の誤差は許容範囲内であると考えられた。加熱重合と 3D プリンタで製作した床は作

業用模型に対する精度は異なり、維持力は 3D プリンタの方が大きいことが明らかとなった。 

 

（日本補綴歯科学会誌,7(124 回特別):136, 2015.） 

 

5) 遊離端欠損部顎堤粘膜に対する光学印象の精度検証 

口腔内スキャナーを用いた光学印象によって 3D 画像の取得が可能となった。得られた画像データから 

歯冠補綴装置を製作できるワークフローはすでに確立されつつある。一方、可撤性義歯は粘膜に対す

る機能的な印象採得が必要となるため、この領域には口腔内スキャナーは未だに応用されていないのが

現状である。本研究では遊離端欠損部顎堤粘膜に対する光学印象の精度を検証した。シミュレーション

モデルには粘膜付き下顎部分歯列欠損模型を選択した。基準データとして歯科技工用スキャナーを用い

て模型の 3D スキャニングを行った。光学印象には口腔内スキャナーを用いた。CAD ソフトで、基準デー

タに対する光学印象データの重ね合わせを行い、光学印象の精度検証を試みた。精度は術者間に有意差

は認めなかった。今回のデータの誤差は粘膜の被圧変位量の範囲内に十分収まっており、遊離端欠損部

顎堤粘膜に対する光学印象の可能性を示唆する結果となった。 

 
（日本補綴歯科学会 東京支部総会・第 19 回学術大会 プログラム・抄録集：24，2015.） 

 

6) ヒト有歯下顎骨の小臼歯と大臼歯領域皮質骨における生体アパタイト結晶配向性 

ヒト下顎骨は、咬合力等の機能圧を受ける特殊な力学的環境下におかれている骨である。このような

骨に加わる力学的環境を定量的に評価するのは難しいため、局所領域における骨質評価が必要であると

考えられる。そこで本研究では、骨質評価の指標である生体アパタイト（BAp）結晶配向性の定量評価を

行い、ヒト有歯下顎骨における歯種ごとの構造的特徴を明らかにすることを目的とした。日本人有歯下

顎骨から、第一小臼歯部、第二小臼歯部、第一大臼歯部、第二大臼歯部の周囲歯槽部皮質骨の BAp 結晶

配向性計測と骨密度（BMD）測定を行った。その結果、BAp 結晶配向性が小臼歯部領域で咬合平面に対し

垂直方向（Y 軸）に高い配向性がみられたが BMD 値は部位に伴う差異は認められなかった。以上により、

小臼歯領域は BAp 結晶配向性によって、大臼歯領域は歯周囲の海綿骨や皮質骨の形態によって力学的に

安定した構造が保たれていることが示唆された。 

 

（Journal of Hard Tissue Biology 投稿中） 

 

7) Stage II transport の発現に関わる因子に関する研究 

近年、ヒトの摂食・嚥下運動を表現するためにプロセスモデルが提唱され、咀嚼中にも食物は中咽頭



 

 

に送られる Stage II transport (以下 St II)の発現が明確化されている。我々は経鼻内視鏡と筋電図を

用いて、咀嚼中の咬合力を意図的に変化させた場合の St II の発現様相について検討することとした。

健常有歯顎者を対象にピーナッツとグミゼリーを被験食品とし、上咽頭部に設定した経鼻内視鏡の小型

カメラにより、咀嚼開始から嚥下に至る過程での食塊の動態を観察した。咀嚼回数の測定には左右咬筋

から導出した筋電図波形を用い、総咀嚼回数， St II 前・後回数の３項目を算出した。被験者には通常

の咀嚼と 50%咬合力での咀嚼の２パターンのタスクを課した。咬合力の制御には筋電図波形をもとにビジ

ュアルフィードバック法を用いた。50%咀嚼とすることで総咀嚼回数が増加し、それに伴い St II の発現
様相も影響を受けることが判明した。この傾向は被験食品によって異なることが示唆された。 

 

（日本補綴歯科学会 東京支部総会・第 19 回学術大会 プログラム・抄録集：19，2015.） 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

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） 

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） 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 
 

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 2015.12.12 
欠損歯列に対する咬合からのア

プローチ 

東京歯科大学同窓会 

山梨県支部定時総会 
甲府市 

山下秀一郎 2016. 2. 3 予後の良い部分床義歯の設計 
蒲田歯科医師会学術講演

会 

東京都 

大田区 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

 
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 2015. 4.26 

第 15 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 

三宅菜穂子 2015. 4.26 

第 15 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～ 

参加者 
東京都 

千代田区 

田坂 彰規 2015. 4.26 

第 15 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～ 

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 

山下秀一郎 
2016. 

2.27‐28 

平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

三宅菜穂子 
2016. 

2.27‐28 

平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

堀田 宏巳 
2016. 

2.27‐28 

平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
指導医 

東京都 

千代田区 

田坂 彰規 
2016. 

2.27‐28 

平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
控室係 

東京都 

千代田区 

中村 恵子 
2016. 

2.27‐28 

平成 27 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
器材係 

東京都 

千代田区 

 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

田坂 彰規 2015.10. 3 
第 2 回 入れ歯ってどうやって

できるの？ 

東京歯科大学歯科医学教

育センター主催 平成

27 年度市民公開講座 

東京都 

千代田区 

 


