
 

 

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  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） 

四ツ谷 護  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） 

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） 

腰原 輝純  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) 

助  教   小山  拓  fiber post の機械的性質（Ａ05-0520-1） 

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） 

レジデント  原   舞  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 

村井 友理  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 

鈴木 淳也  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） 

前田 芙沙  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 

小林 佐穂  歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究 

平野  綾  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 

大学院生   沼田 由美  Dentipine の生理的機能の解析 

塩崎 雄大  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 

林原 貴徳  高透光性ジルコニアを積層した透光性ジルコニアの光学的特性､曲げ強さ 

露木  悠  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 

池上  良  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 

増田 智俊  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 

川崎 貴裕  ファイバーポストを用いた支台築造の耐久性 

黒田 祥太  口腔内スキャナーのスキャン手順および患者・術者の体位の違いが上下顎 

フルアーチの光学印象の精確性に及ぼす影響 

黒石  元  コンポジットレジンブロックの CAM 加工方法の違いがせん断接着強さにおよ 

ぼす影響について 

   

2. 成果の概要 

 
1) 高透光性ジルコニアの歯科臨床への応用を目的として、色調の異なるレジンセメントを使用して高透光

性ジルコニアを積層した透光性ジルコニアの光学特特性と曲げ強さを調査した。積層材において介在する

セメントの色調に依存して彩度・色相が変化した。また、厚さの比に関係なく透光性は同等であった。曲

げ強さは高透光性ジルコニアの比が大きい場合でも低下しなかった。積層試料の破断面の SEM 観察では

セメントとの界面での剥離は観察されず、試料がセメントによって一体化していることが示された。以上

の結果より、透光性の異なるジルコニアを色調の異なるレジンセメントで接着することにより自由な色調

再現が可能となり、臨床的に必要な曲げ強さをもつことが明らかになった。 

   積層した高透光性ジルコニアの特性 歯科学報 116 巻 5 号 Page390(2016.10) 



 

 

 

2) 各 CAD/CAM システムおよび新品の切削バーの初期使用回数が CAD/CAM 冠の表面粗さに与える影響を検討

することを目的とした。Lava Ultimate(3MESPE) ブロ ックを 使用し,PRODIA-M45(PRODIA),DW X-

50(Roland),BELLEZZA4 X MILLING MACHINE(i-CAST)の各 CAD/CAM システムにて CAD/CAM 冠を作製した。実

験用に形成された上顎第一小臼歯を支台歯とする作業模型のスキャンを行い,その後 CAD ソフトにて各シ

ステムで同一形態になるようにデザインし,CAD/CAM 冠を作製した。完成した試料は 3D-SEM にて倍率 500

倍で観察を行い,頬面の 3 点を計測し算術平均高さ(Sa)を計測した。CAD/CAM 冠の表面粗さは各システム
で異なる傾向であった。バーの初期使用回数は表面粗さに明確な差は認められなかった。 

   種々の CAD/CAM システムで切削された CAD/CAM 冠の表面形状について 新品の切削バー使用時の

表面粗さ 歯科学報 116 巻 2 号 Page149-153(2016.04) 

 

3. 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 

佐藤 亨 2016. 7.29 
「オールセラミック臨床の勘

所」 

千代田区歯科医師会 

学術講演会 

東京都 

千代田区 

佐藤 亨 2016. 7.31 
「メタルフリー修復 ～ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ冠とレジンコア～」 

熊本県歯科医師会 
学術講演会 

熊本市 

佐藤 亨 2016. 8.20 

補綴治療の診断と治癒像を探る 

「クラウンブリッジの診断と治

療計画の立案について」 

日本補綴歯科学会 

西関東支部専門医研修会 
横浜市 

佐藤 亨 2016.10. 6 
「咬合も審美も正中です、模型

で咬合診断してますか？」 

私立歯科大学病院 

技工士協議会  
横浜市 

佐藤 亨 2016.10. 8 

「メタルフリー修復 ～ＣＡＤ／

ＣＡＭ冠とファイバーポスト

～」 

秦野・伊勢原歯科医師会 

合同学術会議 
伊勢原市 

佐藤 亨 2017. 1.21 

「オールセラミック臨床の勘所

と 注 意点 （ CAD/CAM 冠 も 含

め）」 

医療法人社団若歯会主催

小児歯科臨床経営勉強会 

東京都 

世田谷区 

佐藤 亨 2017. 2.18 
「メタルフリー修復臨床の勘所

と注意点」 

玉川歯科医師会 

学術講演会 

東京都 

世田谷区 

佐藤 亨 
2017. 3. 2 

 

最近のメタルフリー歯冠修復 

第１部 オールセラミッククラ

ウンと CAD/CAM 冠 

第２部 ファイバーポストとレ

ジンコア築造 

「歯科審美・形態美と咬合 － 

正中から考える－ 」 

熊谷市歯科医師会 

学術講演会 
熊谷市 

 

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 

神田 雄平 
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－歯科

医師臨床研修医指導歯科医講習

会－ 

受講者 
東京都 

千代田区 



 

 

神田 雄平 2016.10. 1 
第 18 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 

佐藤 亨 2016.11.28 

東京歯科大学 教育セミナー 

移転後の学生の課外活動等につ

いて 

講師 
東京都 

千代田区 

野本俊太郎 2016.12.03 
第 1 回効果的な授業を行うワー

クショップ 
受講者 

東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

久永 竜一 

野本俊太郎 

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 

腰原 輝純 

神田 雄平 

2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
機材係 

東京都 

千代田区 

新谷 明昌 
2017. 

2.25-26 

平成 28 年度東京歯科大学  

第 4 学年 OSCE 
誘導係 

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 

佐藤 亨 2016. 6.20 
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 2016. 1. 7 
歯科審美・形態美と咬合 

-正中から考える- 

朝日大学  

大学院セミナー 
瑞穂市 

佐藤 亨 2016. 1.18 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 

 


