
 
 

老年歯科補綴学講座 

 
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  要介護高齢者における舌苔の付着程度に関連する因子の検討 

象牙質知覚過敏症治療剤による根面う蝕の予防システム構築 

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 

舌清掃後の舌背における微生物数の変化 

助  教   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 

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 

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 

診療助教   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 

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 

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 
レジデント  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 

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 

齋藤 佑太  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 

海野  航  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   久保慶太郎  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影響を及ぼ

す材料特性の検討 

堀部 耕広  地域在住高齢者に対する咀嚼機能低下とフレイルとの関連について 

石田 晃裕  咀嚼運動が唾液と皮膚の SIgA、hBD-2発現量に与える影響 

根津 裕一  義歯床用材料に形成された口腔微生物叢の同定 

西宮 文香  咀嚼時間に及ぼす因子の検討 

齋藤  壮  弾性アプライアンスを使用した咀嚼様運動がインスリン分泌に及ぼす影響 

仁紫 友貴  口腔機能の低下と全身状態および簡易評価による栄養状態の関連について 

山本  悠  弾性アプライアンスを使用した咀嚼様運動が脳波に与える影響 

 

2. 成果の概要 

 

1) 義歯床下粘膜の血流変化と咀嚼リズムおよび反応性充血の関係 

本研究は、咀嚼リズムおよび義歯床下粘膜の反応性充血の程度の違いが、咀嚼時の義歯床下粘膜の血流量に

およぼす影響を明らかにすることを目的としたものである。 



 
 

 

被験者の口蓋粘膜を加圧床にて荷重量 10N で 30 秒間間欠的または持続的に加圧し、加圧中の床下粘膜の血流

量を測定した。間欠的加圧は咀嚼リズムの異なる加圧条件を用いた。また持続加圧終了後の反応性充血の程度

の評価も行った。 

その結果、遅い咀嚼では標準的または速い咀嚼と比較して加圧中の義歯床下粘膜の血流量が少なくなる。ま

た、加圧終了後の義歯床下粘膜の反応性充血の程度が小さい人ほど、咀嚼時の義歯床下粘膜の血流量は少なく

なることが明らかとなった。 

J Prosthodont Res. 61(1):54-60,2017 

 
2) 筋圧形成時にモデリングコンパウンドへ加わる機能圧に関する検討 

本研究は術者の経験に左右されない筋圧形成法の確立を目的とし、モデリングコンパウンドにかかる機能圧

を測定し、軟化条件についての検討したものである。機能圧は,下顎前歯部口腔前庭の口角牽引運動が 8.13kPa

と最も高く、下顎第一大臼歯頬側齦頬移行部の非習慣性咀嚼側における大開口が 2.54kPa と最も低く、有意差

が認められた。 

Green(Peri Compound GC Japan)は水温 60℃では浸漬時間 30 秒で変形し、水温 65℃では浸漬時間 25 秒また

は 30 秒で変形した。Pink(Iso Compound GC Japan)は水温 55℃では浸漬時間 25 秒または 30 秒で変形し、水温

60℃と 65℃では浸漬時間 20 秒、25 秒、30 秒で変形した。Brown(インプレッションコンパウンド レッド 

Kerr  U.S.A)は水温 60℃では浸漬時間 30 秒、水温 65℃では浸漬時間 20 秒、25 秒、30秒で変形した。 

その結果、筋圧形成時には 60℃の温水中へ Green と Brown のモデリングコンパウンドは 30 秒、Pinkは 20秒

浸漬することで筋圧形成可能であることが明らかとなった。 

International Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 37-42,2016 

 

3) 口腔内における二酸化チタンコーティングのプラーク付着抑制効果の検討 

本研究は、義歯に二酸化チタンコーティングを施すことで、簡便に清掃可能な義歯に改質する方法のプラー

ク付着抑制効果を口腔内で評価する目的で行ったものである。臨床で頻用されている床用アクリルレジンに二

酸化チタンのコーティングを行い、プラークの染め出し、付着総微生物数の測定、走査型電子顕微鏡（SEM）に

よる表面観察を行った。 

 プラークの染め出しは 3 日間、付着総微生物数の測定は 3 日間および 7 日間、それぞれ口腔内に留置後行っ

たが、いずれも二酸化チタンコーティングをしていない uncoated 群と二酸化チタンコーティングを施した

TiO2-coated 群との間に有意差を認めた。SEM による表面観察において、uncoated 群と比較し TiO2-coated 群で

は、微生物の付着が少なくなっていた。 

 床用アクリルレジンに対する二酸化チタンコーティングは、口腔内においてデンチャープラーク、微生物に

対する付着抑制効果を発揮することが示された。 
J Prosthet Dent, published online (doi: 10.1016/j.prosdent.2017.01.005), 2017 

 

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 

櫻井 薫 
要介護高齢者の QOL 向上を目指した

口腔機能に関する研究 

国立長寿医療セン

ター 
大府市 大野 友久 

櫻井 薫 

認知症高齢者に対する歯科診療等の

口腔管理及び栄養マネージメントに

よる経口摂取支援に関する研究事業 

東京都健康長寿医
療センター 

東京都 
板橋区 

平野 浩彦 

櫻井 薫 

認知症対応型共同生活介護（グルー

プホーム）等における認知症高齢者

に対する適切な口腔ケア及び経口維

持支援のあり方に関する調査研究事

業 

東京都健康長寿医

療センター 

東京都 

板橋区 
平野 浩彦 



 
 

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 

介護保険施設における歯科医師、歯

科衛生士の関与による適切な口腔衛

生管理体制のあり方に関する調査研

究事業 

日本老年歯科医学

会 

東京都 

豊島区 
渡邊 裕 

櫻井 薫 
後期高齢者の口腔機能を改善する診

療ガイドラインに関する研究 

日本老年歯科医学

会 

東京都 

豊島区 
櫻井 薫 

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 

上田 貴之 
高齢入院患者の口腔機能低下に対す

る口腔管理の意義 

東京医科歯科大学 

大学院医歯学総合

研究科 高齢者歯

科学分野 

東京都 

文京区 
水口 俊介 

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, 

Switzerl

and 

Carlo P 

Marinello 

 

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 

上田 貴之 
義歯の二酸化チタンコーティングの口腔内での防

汚効果と床用レジン物性への影響の評価 

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) 

和田 健 
ジルコニア総義歯の有益性の検討―装着時の感

覚、細菌付着性― 

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 

久保慶太郎 2016. 9.24 優秀口演賞 

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

力に影響を及ぼす材料特性 

日本補綴歯科学会 

東京支部 

 

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 2016. 7. 9 有床義歯臨床の疑問に答える 
公益社団法人日本補綴歯

科学会第 125 回学術大会 
金沢市 

石崎 憲 2016.12. 4 
顎顔面補綴治療における機能評

価法と治療効果 

日本顎顔面インプラント

学会 

東京都 

文京区 



 
 

 

 

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 2016. 5.28 
The soft lining から読み解く

義歯軟質材料保険適用対策 
軟質リライン講習会 広島市 

櫻井 薫 2016. 6.11 総義歯臨床と最近のトピックス 
東北地域支部連合会総会 

学術講演 
盛岡市 

櫻井 薫 2016. 6.12 
The soft lining から読み解く

義歯軟質材料保険適用対策 
軟質リライン講習会 

東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2016. 6.26 
オーラルフレイルをご存知です

か？～義歯の内容も含めて～ 

東京歯科大学衛生士校同

窓会講演 

東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2016. 7.17 総義歯専門になったわけ IRE-BAR 
東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2016. 8.28 すれ違い咬合へのアプローチ 善歯会講演会 川口市 

櫻井 薫 2016. 9.11 
The soft lining から読み解く

義歯軟質材料保険適用対策 
軟質リライン講習会 

東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2016.10. 1 
フレイルに関連して～義歯の内

容を含めて～ 

老年歯科医学会 群馬支

部セミナー 
高崎市 

櫻井 薫 2016.10. 8 軟質リラインの本質 田原市歯科医師会講演 田原市 

櫻井 薫 2016.11. 6 患者さんが満足する印象採得法 東京女性歯科医師の会 
東京都 

千代田区 

櫻井 薫 2017. 2.26 口腔機能低下症を理解しよう 善歯会講演会 川口市 

櫻井 薫 2017. 2.26 
軟質裏装材を用いたリラインの

要点 

東京歯科大学同窓会 

三重県支部学術研修会 
津市 

櫻井 薫 2017. 3. 5 
高齢者の歯科補綴に関する最近

の話題 
和歌山県歯科医師会講演 和歌山市 

石崎 憲 2016. 7. 7 
Digital dentistry 

歯科用 CAD/CAM の変遷 
医療連携講演会 千葉市 

石崎 憲 2016. 8.18 
がんプロ初期研修  

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 

千代田区 

石崎 憲 2016.11.19 
歯科用 CAD/CAM の変遷と今後の

展望 

東京歯科大学同窓会千葉

市支部 
千葉市 

石崎 憲 2016.12. 8 
術後嚥下機能障害への補綴学的

対応 

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 

千代田区 



 
 

石崎 憲 2017. 1.31 

CAD/CAM をはじめとする

digital dentistry のアップデ

ート 

東京歯科大学同窓会杉並

支部 

東京都 

杉並区 

竜 正大 2016. 4. 8 

効果的な口腔清掃法の確立と多

職種連携口腔ケアプログラムの

実践 

第 45 回勤務医会野田市

医師会カンファレンス 
野田市 

 

6. 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 

上田 貴之 2016. 4.23 

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 2016. 4.24 

第 17 回東京歯科大学試験問題

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 

上田 貴之 
2016.  

9. 6- 7 

平成 28 年度教育改革 ICT 戦略

大会 
参加者 

東京都 

千代田区 

上田 貴之 2016.12. 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 千葉市 

石崎 憲 2016. 4.23 

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 

石崎 憲 
2016. 

9.17-18 

第 34 回東京歯科大学カリキュラ

ム研修ワークショップ 
タスクフォース 

東京都 

千代田区 

大神浩一郎 2016. 4.23 

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 

竜 正大 2016. 4.24 
第 17 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
参加者 

東京都 

千代田区 

竜 正大 2016.10. 1 
第 18 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
参加者 

東京都 

千代田区 

髙野 智史 2016. 4.23 

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 

髙野 智史 2016. 4.24 
第 17 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
参加者 

東京都 

千代田区 

和田 健 2016. 4.23 

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 



 
 

 

太田 緑 2016. 4.16 

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 2017. 2.26 共用試験 OSCE 実行委員長 
東京都 

千代田区 

石崎 憲 
2017.  

2.25-26 

平成 28 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 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

竜 正大 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

髙野 智史 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
補助係 

東京都 

千代田区 

和田 健 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
器材係 

東京都 

千代田区 

太田 緑 2017. 2.26 
平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
器材係 

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 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

櫻井 薫 2016. 6.10 咬合器装着 鶴見大学歯学部 横浜市 

櫻井 薫 2016. 6.30 総義歯における安定と均衡 九州大学大学院 福岡市 

櫻井 薫 2016. 9.24 高齢者の特徴、機能評価 歯科衛生士研究会 神戸市 

櫻井 薫 2016.11.24 総義歯の安定について 広島大学大学院 広島市 

 

7. 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 

上田 貴之 2016.10.21 高齢者の咀嚼と口腔機能 
東京歯科大学平成 28 年

度市民公開講座 

東京都 

千代田区 

竜 正大 2016. 4.29 長寿の道はお口から 
野田病院健康まつり 

講演会 
野田市 

 

その他メディア等への掲載・出演 



 
 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

櫻井 薫 2016.11.22 口腔機能低下症とは 報道記者会見 

櫻井 薫 2016.11.23 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
朝日新聞デジタル 

櫻井 薫 2016.11.24 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
Quint Dental Gate 

櫻井 薫 2016.11.25 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
デンタルタイムス 

櫻井 薫 2016.11.28 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
日本歯科医学会 

櫻井 薫 2016.11.29 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
メディカルトリビューン 

櫻井 薫 2016.11.29 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
日本歯科新聞 

櫻井 薫 2016.12. 8 
「高齢期における口腔機能低下

症」の概念と診断基準 
Medical Tribune 

 


