
 

 

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 

咬合の再構成時に有用な咬合分析法に関する研究 

講  師   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 

森岡 俊行  ヒト下顎骨における生体アパタイト結晶の配向性 

レジデント  上窪 祐基  無歯顎および遊離端欠損部顎堤粘膜に対する光学印象の精度検証 

岡野 日奈  積層造形で製作した義歯の精度に関する研究 

大学院生   小峯 明子  咀嚼時咬合力の違いが Stage II transport の発現様相に及ぼす影響 

田中 章啓  局部床義歯の支台歯へのジルコニア冠の応用に関する研究 

池田 一洋  下顎第一大臼歯の咀嚼運動矢状面機能運動路と咬合平面の傾斜の関係に 

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  CAD/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 

加藤 芳実  鋳造および CAD/CAM で製作したクラスプの形状再現性の精度検証 

 

2. 成果の概要 

 
1) 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とめる歯槽部と長管骨様の構造である下顎底部の２重構造を呈し

ており、他の長管骨とは異なった特殊な力学的環境下におかれている。このような下顎骨に加わる荷重環境

を解明するために、骨の力学機能と密接な関連性がある BAp 結晶配向性を用いた定量的評価が注目されてい

る。本研究は、日本人有歯下顎骨臼歯部を近遠心的な５部位で比較した要因と歯槽部計測部位４点で比較し

た要因に分類し、BAp 結晶配向性および BMD について定量評価を行い、領域別の構造的特徴を明らかにする

ことを目的とした。その結果、Y 軸における BAp 結晶配向性が、小臼歯領域で高く大臼歯領域で低い結果と

なり、領域別の構造的特徴の違いが明らかとなった。 

 

 （Journal of Hard Tissue Biology 25(3), 233-240, 2016.） 

 

2) 上顎無歯顎顎堤粘膜に対する光学印象の精度検証 

有歯顎歯列に対する光学印象の精度に関する研究は多くあるが、無歯顎に対する精度に関しては不明な点

が多い。本研究では口腔内スキャナーを用い無歯顎顎堤粘膜の光学印象の精度を検証した。粘膜付き上顎無

歯顎模型を歯科技工用スキャナーにて模型の 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

TRIOS を用いた。CAD ソフト上で、基準データに対する光学印象データを重ね合わせ、光学印象の精度検証

を試みた。検証部位は、上顎小臼歯部、大臼歯部、正中部、後縁部、歯槽頂部とした。正中部、小臼歯部の

積分値および小臼歯部の最大値に術者間で統計学的有意差が認められた。以上より、小臼歯部口蓋側での口

腔内スキャナーのヘッドの操作が、他部位と比較して困難なため、術者間の影響を受けやすいことが示唆さ

れた。 

 

 （第 301 回東京歯科大学学会(総会)プログラム,24,2016） 

 

3) 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。 

 

 （2016 IADR/APR General Session & Exhibition June 25th 2016 Seoul Korea） 

 
4) 最大咬合力とガムの量の違いによる精神的ストレス緩和効果 

ガムの量の違いによる精神的ストレス緩和効果と最大咬合力との関連について検討した。被験者はストレ

ス負荷として暗算を行い、その後 10 分間のチューイングを行った。ガムの量の変化としてガム 1 個および

ガム 2 個でのチューイングを行った。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。チューイング回数、最大咬合力を

測定した。ストレス負荷直後からストレス負荷 10 分後の唾液中コルチゾール濃度の変化率は、ガム 1 個の

チューイングにおいて著しく減少し、ガム 1 個とガム 2 個との間に有意差を認めた。ガム 2 個のチューイン

グ時の唾液中コルチゾール濃度の変化率と最大咬合力との間には相関関係が認められた。ガム 1 個でのスト

レス緩和には最大咬合力は影響を及ぼさないが、ガム 2 個でのストレス緩和には、最大咬合力が大きい人ほ

ど効果がある可能性が示唆された。 

 

（日本補綴歯科学会誌,8(125回特別):134, 2016） 

 

5) 無歯顎および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顎堤粘膜に対する光学印象法の確立を目標として、無歯顎および遊離端欠損部

顎堤粘膜に対する光学印象の精度を検証した。粘膜付き上顎無歯顎模型と下顎遊離端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TRIOS を用いた。CAD ソフト上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。上顎無歯顎の正中部，小臼歯部の積分値および小臼歯部の最大値に術者間で統計学

的有意差が認められた。下顎遊離端欠損の最大値および積分値のいずれも術者間に統計学的有意差は認めら

れなかった。上顎無歯顎は部位によっては術者間で有意差が認められたことから、術者による影響を受けや

すいと考えられた。下顎遊離端欠損は誤差に有意差は認められないため術者による影響は少ないことが示唆

された。 

 

(日本補綴歯科学会誌,8(125 回特別):170, 2016） 

(2017 IADR/APR General Session & Exhibition June 26th 2017 San Francisco, Calif., USA） 

 

6) デジタルデンティストリーの有床義歯への応用 

デジタルデンティストリーの普及により口腔内スキャナーを用いた光学印象から 3D プリンタで歯冠補綴

装置を製作できるワークフローは確立されつつある。一方，有床義歯においては粘膜という大きな被圧変位

性を有する粘弾性体を対象とするため，その応用が困難とされている。そこでデジタルデンティストリーの

有床義歯への応用を目標に，顎堤粘膜に対する光学印象および 3D プリンタで製作した義歯床の精度検証を
行った。顎堤粘膜に対する光学印象の精度には術者間で統計学的有意差は認められなかった。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。顎堤粘膜に対

する光学印象および 3D プリンタで製作した義歯床の誤差は許容範囲であるため，光学印象および 3D プリン

タを有床義歯へ応用できる可能性が示唆された。 

 

（第 23 回日本歯科医学会総会プログラム,99,2016） 

 

7) 咀嚼時咬合力の変化が StageⅡtransport の発現に及ぼす影響 

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 StageⅡtransport(以下 StⅡ)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 StⅡ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， StⅡ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 StⅡ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。 

 

（2016 IADR/APR General Session & Exhibition June 25th 2016 Seoul Korea） 

 

8) 咀嚼時咬合力の違いが StageⅡtransport の発現に及ぼす影響 

ヒトの摂食・嚥下運動を表現するプロセスモデルにおいて StageⅡtransport(以下 StⅡ)の発現が明確化

されている。咀嚼中の咬合力を意図的に変化させた場合の StⅡの発現様相について検討した。健常有歯顎
者を対象にピーナッツ、グミゼリー、白米、せんべいを被験食品とし、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、StⅡ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。また、初回の嚥下後に発現した追加の嚥下回数についても併せて算出を行った。咀

嚼時咬合力の意図的な低下に伴い、嚥下に至るまでの咀嚼回数の増加が認められた。通常の咀嚼で咀嚼回数

の多い被験者ほどこの傾向は強く、特に StⅡ発現後に比べて St Ⅱ発現前の咀嚼回数で顕著に認められた。

さらに、一部の食品においては StⅡ発現様相と追加嚥下回数との間に関連性がうかがわれた。 

 

（2017 IADR/APR General Session & Exhibition June 26th 2017 San Francisco, Calif., 

USA） 
 

9) 局部床義歯の支台歯へのジルコニア冠の応用に関する研究 

ジルコニアクラウンは高強度セラミック材料として多用途で使用されており、局部床義歯支台歯への応用

が期待されている。本研究はジルコニアクラウンを局部床義歯支台歯として応用することを想定し、ジルコ

ニアクラウンと全部金属冠に対するクラスプの繰り返し着脱による維持力の変化を明らかにすることを目的

とした。実験用支台歯としてガイドプレーン、レストシートを付与したジルコニアクラウンおよび全部金属

冠を製作した。またこの支台歯に適合するエーカースクラスプを製作した。クラスプの維持力はオートグラ

フにて測定した。着脱試験によりジルコニアクラウン、全部金属冠とも緩やかな維持力の低下を示したが、

両者の間に維持力の変化に有意差は認められなかった。着脱試験によるジルコニアクラウンでのクラスプ維

持力低下は全部金属冠での場合と同等の結果を示したことにより、ジルコニアクラウンの局部床義歯支台歯

への応用の可能性が示唆された。 

 

（日本補綴歯科学会 東京支部総会・第 20 回学術大会 プログラム・抄録集：27，2016．） 

 

10) 局部床義歯の支台歯へのジルコニア冠の応用に関する研究 

ジルコニアクラウンは高強度セラミック材料として多用途で使用されており、局部床義歯支台歯への応用

が期待されている。しかしその応用に関しての研究はほとんどされていない。本研究はジルコニアクラウン

を局部床義歯支台歯として応用することを想定し、クラスプの繰り返し着脱による維持力の変化を明らかに

することを目的とした。実験用支台歯としてガイドプレーン、レストシートを付与したジルコニアクラウン、

およびそれに対応するエーカースクラスプを製作した。クラスプ着脱試験 3000 回後より緩やかに維持力の

低下がみられたが、5000 回の着脱試験による維持力と初期維持力に対する有意差は認められなかった。着

脱試験によるジルコニアクラウン支台歯でのクラスプ維持力低下は緩やかであったという結果を示したこと

により、ジルコニアクラウンの局部床義歯支台歯への応用の可能性が示唆された。 

 

（International Dental Materials Congress 2016 プログラム・抄録集：160，2016．） 

 

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 

山下秀一郎 
下顎骨生体アパタイト結晶配向性からみた咀嚼時

主機能部位のミクロ解析 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

 

 
 

 

 



 

 

5. 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 

山下秀一郎 2016. 7.10 
印象・咬合採得までに部分欠損

歯列をどう診るか？ 

日本補綴歯科学会学術大

会(第 125 回) 
金沢市 

 

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 2016. 7. 3 
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 

埼玉県支部学術講演会 
さいたま市 

 

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 

氏名 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

山下秀一郎 2016. 4.24 

第 17 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 

田坂 彰規 2016. 4.24 

第 17 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 2016.12. 3 
効果的な授業を行うワークショ

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 2017. 2.26 
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 

田坂 彰規 2016.10. 1 
平成28年度東京医科歯科大学 
第6学年臨床実習後技能確認試験 

評価者 
東京都 

千代田区 

田坂 彰規 2017. 2.25 
平成 28 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 

森岡 俊行 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

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 

田坂 彰規 2016. 6.21 医療プロジェクト 顎 
フジテレビジョン・情報プレゼンタ

ー とくダネ！ 

 


