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① 生体医工学研究部門

主任 松永 智

１．研究の概要
生体医工学研究部門では，新しい術前・術中診査

手法や，硬組織疾患に対する最先端技術の臨床応用
を実現するための基礎的研究を行っており，①材料
工学的手法を用いた骨の質的研究，②最先端機器・
テクニックの開発，精度検証，③医用材料研究につ
いて研究を重ねている。
①材料工学的手法を用いた骨の質的研究

骨質とは，骨の微小構造や幾何学的形状，骨基
質，石灰化度，骨代謝回転，微小骨折を指し，骨強
度を左右する重要な因子である。生体アパタイト結
晶配向性解析，コラーゲン線維の走行，骨細胞動態
の検索など，様々な骨の質的因子について検索を進
めている。
②最先端機器・テクニックの開発，精度検証

３D プリンタ，光学スキャナを用いたデジタル
ファブリケーション，三次元有限要素法を用いた力
学解析，イルミスキャンをはじめとする最先端の工
学的手法を用いた新しい診査手法を用いて，独自技
術の開発および精度検証を行う。
③医用材料研究

材料工学と医歯薬学のコラボレーションによる，
骨量や骨質を改善するバイオマテリアル開発を行
う。丸紅情報システムズ，ローランド（DGSHAPE）
などの，企業との共同開発を行う産学連携を計って
いる。
２．取組状況
①材料工学的手法を用いた骨の質的解析

献体から採取した顎骨および実験動物の顎骨／大
腿骨／脛骨を用いて，骨の質的因子を定量評価する
研究を行っている。本年度より新しいエックス線回
折装置が導入されたことから，生体アパタイト結晶
の配向性の定量評価を高精度かつ短時間で行えるよ
うになり，局所の荷重環境と結晶配向の関連性につ
いても踏み込んで研究することが可能となった。さ
らに，東京大学の疋田温彦准教授との共同研究が開

始され，二光子励起位相差顕微鏡を用いた SHG イ
メージングによるコラーゲン線維の走行異方性につ
いての研究を進めている。本手法を用いることで，
ナノスケールのコラーゲン線維について厚径，走行
角度などを精細に解析することが可能となった。従
来の組織学的な検索に加えて，これら新技術，新手
法を積極的に応用して，歯や歯科インプラント周囲
顎骨の構造特性について検索を進めている。
②最先端機器・テクニックの開発，精度検証

２０１４年に導入された３D プリンタのモデル造形は
２００例を超え，口腔外科，補綴，矯正分野など多岐
にわたり使用され，術前・術中診断や新手法開発に
積極的に用いられており，同時に精度検証が行われ
て安全性を担保する試みが行われている。慶應義塾
大学の高野直樹教授との共同研究では，EOSINT
M２８０をはじめとする金属３D プリンタの精度検証
が進められており，クラスプや金属床への応用する
ための基礎的研究を行っている。

また，蛍光観察装置（イルミスキャン）を用いて，
表在性の口腔癌や口腔粘膜疾患の病変範囲の決定に
ついての研究も進めており，各種の抗体染色結果と
合わせて有用性に関する検討を行った。
③医用材料研究

口腔内や顎顔面に直接応用できる三次元造形物に
関する研究をスタートしており，各社とのコラボ
レーションが模索されている。
３．成果
①材料工学的手法を用いた骨の質的解析

本年度は，ヒトの有歯・無歯顎骨およびビーグル
犬／ヒトのインプラント周囲顎骨の骨質解析を行
い，顎骨に特異的なナノ・ミクロ・マクロ構造特性
と力学環境についての考察を行った。生体アパタイ
ト結晶の配向性が圧縮応力に，コラーゲン線維の走
行異方性が引張応力に抵抗しており，骨強度に大き
く貢献していることから，骨質を考慮する重要性は
非常に高い。研究成果は，日本口腔インプラント学
会，骨形態計測学会をはじめとする学会発表と学術
論文にて成果を発表した。特に荷重環境と骨の質的
因子との関連については関心が高く，今後三次元有
限要素法を用いた力学解析結果などと併せてきわめ
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て局所的なメカニカルストレスと骨造成，骨吸収の
関連とそのメカニズムについて言及したいと考えて
いる。
②最先端機器・テクニックの開発，精度検証

全国でも先駆けて開始された橋渡し研究は，よう
やく結実してきたと考えている。本年度は，口腔外
科，補綴分野を中心に多くの学会にて発表するに至
り，臨床論文がアクセプトされている。若手の基礎
系・臨床系研究者が活発な意見を出し合い，東京歯
科大学独自のオペ法考案や手術補助器具の開発が行
われており，他大学や企業とのディスカッションも
盛んに行われた。また，イルミスキャンの有用性に
ついて検討するため，様々な臨床データに加えて免
疫組織化学的検索を行い，有用性に関する論文を作
成中である。加えて，各分野で最先端機器の精度検
証を行っており，企業の恣意的ではない客観的な研
究データを収集して学術的な報告を行った。また，
デジタル機器を用いた教育研究も行われており，三
次元的構造の理解に非常に有効であることが認知さ
れつつあると考えている。
③医用材料研究

世界に先駆けて歯科用３D プリンタ用インク開
発を行い，薬事法の認可を受けているローランド

（DGSHAPE）とのコラボレーションを開始してお
り，東京歯科大学独自の口腔外科手術用の補助器具
を試作している段階である。丸紅情報システムズか
らは，顎顔面に長時間接触可能な新しい素材の研究
について打診されており，試作に向けて検討中であ
る。
【関連業績】
雑誌論文

１．Odaka K, Matsunaga S, Kasahara M, Nakano
T, Yoshinari M, Abe S : Alignment of biologi-
cal apatite crystallites in peri-implant bone of
beagles. Materials Transactions, ５８：１０７－
１１２，２０１７．
（doi：１０.２３２０/matertrans.M２０１６２２８.）

２．Ohshima M, Sugahara K, Kasahara K,
Katakura A : Metabolomic analysis of the sa-
liva of Japanese oral squamous cell carcinoma
patients. Oncology Reports, ３７：２７２７－２７３４，
２０１７．

（doi：１０.３８９２/or.２０１７.５５６１．）
３．Takano M, Kasahara K, Sugahara K,

Watanabe A, Yoshida S, Shibahara T : Useful-
ness and capability of three dimensional, full
high-definition movies for surgical education.
Maxillofacial Plastic and Reconstructive Sur-
gery,３９：１０，２０１７．

（doi：１０.１１８６/s40902-０１７-０１０７-３.）
４．Nara M, Kitamura K, Yamamoto M, Nagakura

R, Mitomo K, Matsunaga S, Abe S : Develop-
mental mechanism of muscle-tendon-bone
complex in the fetal soft palate. Archives Oral
Biology,８２：７１－７８，２０１７．

（doi：１０.１０１６/j.archoralbio.２０１７.０６.００１.）
５．Takano N, Takizawa H, Wen P, Odaka K,

Matsunaga S, Abe S : Stochastic prediction of
apparent compressive stiffness of selective
laser sinstered lattice structure with geomet-
rical imperfection and uncertainty in material
property. International Journal of Mechanical
Sciences,１３４：３４７－３５６，２０１７．

（doi：１０.１０１６/j.ijmecsci.２０１７.０８.０６０.）
６．Tasaka A, Kikuchi M, Nakanishi K, Ueda T,

Yamashita S, Sakurai K : Psychological stress-
relieving effects of chewing - Relationship
between masticatory function-related factors
and stress-relieving effects. J Prosthodont Res,
２０１７．（doi：１０.１０１６/j.jpor.２０１７.０５.００３.）

７．Sugahara K, Katsumi Y, Koyachi M, Koyama
Y, Matsunaga S, Odaka K, Abe S, Takano M,
Katakura A : Novel condylar repositioning
method for ３D-printed models. Maxillofacial
Plastic and Reconstructive Surgery, ２０１７．（in
press）

８．菅原圭亮，太尾英子，別所央城，関根理予，
大野啓介，片倉 朗，柴原孝彦：解析ソフトを
用いた光学機器による口腔粘膜蛍光観察．
日本口腔診断学会雑誌，３０：１６８－１７５，２０１７．

図書
１．松永 智，阿部伸一，井出吉信

口腔インプラント学 第３版（分担執筆）
P３１－６４ 第２章 口腔インプラントのための
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基礎科学 Ⅱ解剖学
医歯薬出版，東京，２０１７．

学会発表
１．加藤芳実，田坂彰規，山下秀一郎

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
第３０３回東京歯科大学学会・総会プログラム：
１５，２０１７．
（第３０３回東京歯科大学学会・総会 千代田区）

２．森田純晴，松永 智，森石武史，阿部伸一，
山口 朗
アフリカツメガエル長管骨の造血は骨芽細胞性
ニッチ優位に維持されている
日本骨形態計測学会誌：２７，１１０，２０１７．

（第３７回日本骨形態計測学会総会・全国学術集
会 大阪市）

３．松永 智，是澤和人，小髙研人，吉成正雄，
飯村忠浩，山口 朗，中野貴由，阿部伸一
ヒト歯科インプラント周囲顎骨における構造特
性
日本骨形態計測学会誌：２７，１３５，２０１７．

（第３７回日本骨形態計測学会総会・全国学術集
会 大阪市）

４．笠原正彰，松永 智，小髙研人，石本卓也，
中野貴由，染谷智子，田中健介，吉成正雄，阿
部伸一，服部雅之
微小領域エックス線回折法によるヒト上顎骨の
ナノ構造特性解明
日本骨形態計測学会誌：２７，１３９，２０１７．

（第３７回日本骨形態計測学会総会・全国学術集
会 大阪市）

５．古川丈博，松永 智，岩田優行，森岡俊行，
吉成正雄，阿部伸一，中野貴由，矢島安朝
ヒト無歯下顎骨前歯部皮質骨における生体アパ
タイト結晶配向性
日本骨形態計測学会誌：２７，１４２，２０１７．

（第３７回日本骨形態計測学会総会・全国学術集
会 大阪市）

６．小髙研人，松永 智，森田純晴，三友啓介，
吉成正雄，石本卓也，中野貴由，阿部伸一
歯科インプラント周囲皮質骨における生体アパ
タイト結晶配向性

日本骨形態計測学会誌：２７，１５０，２０１７．
（第３７回日本骨形態計測学会総会・全国学術集
会 大阪市）

７．岡野日奈，田坂彰規，小泉ちあき，竜 正大，
小髙研人，松永 智，阿部伸一，櫻井 薫，山
下秀一郎
加熱重合および積層造形で製作した義歯の人工
歯排列位置の比較
日本補綴歯科学会誌：９，１７２，２０１７．

（日本補綴歯科学会第１２６回学術大会 横浜市）
８．阿部伸一，松永 智，山本将仁，小髙研人

歯の形態を理解するための CAD 実習
第３６回日本歯科医学教育学会総会および学術大
会プログラム・抄録集：１１３，２０１７．

（第３６回日本歯科医学教育学会 松本市）
９．是澤和人，松永 智，小髙研人，森田純晴，

廣内英智，飯村忠浩，阿部伸一
歯科インプラント埋入後に新生されたオステオ
ンの構造特性
第５９回歯科基礎医学会学術大会プログラム集：
２８，２０１７．
（第５９回歯科基礎医学会学術大会 松本市）

１０．松永 智，是澤和人，奥寺 元，鈴木正史，
吉成正雄，矢島安朝，阿部伸一
インプラント周囲顎骨に新生されたオステオン
の構造特性
Journal of Japanese Society of Oral Implantol-
ogy：３０，３８，２０１７．

（第４７回日本口腔インプラント学会学術大会
仙台市）

１１．太尾英子，菅原圭亮，別所央城，松坂賢一，
片倉 朗
口腔粘膜蛍光観察装置の病理組織学的検証
日本口腔診断学会雑誌（０９１４－９６９４）：３０，１３７
－１３８，２０１７．

（第２７回日本口腔内科学会 第３０回口腔診断学
会・合同学術大会 札幌市）

１２．菅原圭亮，太尾英子，別所央城，中島 啓，
松坂賢一，片倉 朗（優秀ポスター賞受賞）
口腔粘膜蛍光観察の病理組織学的検証
日本口腔外科学会雑誌 総会特別号：６３，３１３，
２０１７．
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（第６２回日本口腔外科学会学術大会・総会 京
都市）

１３．青木一充，松永 智，是澤和人，小髙研人，
山本将仁，吉成正雄，矢島安朝，山口 朗，阿
部伸一
口腔インプラント近傍に新生された骨組織の構
造特性
第３０４回東京歯科大学学会・総会プログラム：
１２，２０１７．
（第３０４回東京歯科大学学会総会 千代田区）

１４．吉田秀児，小髙研人，海老澤朋宏，安村敏彦，
大野啓介，高梨琢也，渡邊 章，山本伸治，松
永 智，西井 康，斎藤 力，阿部伸一，末石
研二，柴原孝彦
Dental Lab System の改変と脱 Model Surgery
への挑戦
第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会抄録集 Page２３，２０１７．

（第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会 千代田区）

１５．Katsumi Y, Sugahara K, Koyachi M, Matsu-
naga S, Odaka K, Mitomo K, Abe S, Takano
M, Katakura A.
Technical report of new condylar reposition-
ing method in ３D Model．
第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会抄録集：３２，２０１７．

（第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会 千代田区）

１６．田坂彰規，加藤芳実，山下秀一郎
東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座
ミリングおよび Selective Laser Melting で製
作したクラスプの精度検証
第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会抄録集 Page３１（２０１７．
１１）
（第３回日本顎顔面再建先進デジタルテクノロ
ジー学会総会・学術大会 千代田区）

１７．西川航矢，高野直樹，松永 智，本間慎也，
矢島安朝
歯科インプラントのサイナスリフトを模擬した
洞底粘膜の力学的試験

（日本機械学会 第２８回バイオフロンティア講
演会 徳島市）

１８．西川航矢，高野直樹，松永 智，本間慎也，
矢島安朝
上顎インプラント手術において洞底粘膜に生じ
るひずみ分布の予測

（日本機械学会 M & M２０１７ 材料力学カン
ファレンス 札幌市）

１９．上窪祐基，田坂彰規，西根万純，高梨琢也，
本間慎也，松永 智，阿部伸一，山下秀一郎
遊離端欠損部顎堤粘膜に対する光学印象の精度
検証 第２報 補綴臨床経験の差による比較
日本補綴歯科学会誌，９：１７３，２０１７．

（日本補綴歯科学会第１２６回学術大会 横浜市）
２０．加藤芳実，田坂彰規，加藤光雄，山下秀一郎

鋳造および金属粉末レーザー積層造形法で製作
したクラスプの形状再現性の精度検証
日本補綴歯科学会誌，９：１７４，２０１７．

（日本補綴歯科学会第１２６回学術大会 横浜市）
２１．Tasaka A, Kato Y, Kato M, Yamashita S.

Accuracy of Retainer Fabricated by Casting
and Selective Laser Melting．
２０１７ CED-IADR/NOF Oral Health Research
Congress September２３th２０１７Vienna Austria

２２．Okano H, Tasaka A, Unno C, Ryu M, Odaka
K, Matsunaga S, Abe S, Sakurai K, Yamashita
S.
Comparison of Artificial Teeth Arrangement
Position of Fabricated Denture between Heat-
curing and Additive manufacturing.
２０１７ CED-IADR/NOF Oral Health Research
Congress September ２３th ２０１７ Vienna Aus-
tria.

２３．Ikeda K, Tasaka A, Yamashita S.
Relationship between occlusal plane and man-
dibular movement during mastication.
２０１７ CED-IADR/NOF Oral Health Research
Congress September ２１th ２０１７ Vienna Aus-
tria．
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② 分子病態解析研究部門

主任 石井武展

１．研究の概要
頭蓋顎顔面に変形をきたす遺伝性疾患は，頭蓋顎

顔面の健常者と異なる成長様式を示し頭蓋顎顔面領
域の醜形を惹起する。また，頭蓋顎顔面形態の異常
は，脳神経や気道など生命維持に必要な器官への影
響が強く治療が難しい。その中でも，Apert 症候群
は，線維芽細胞成長因子受容体（以後 FGFR２）の変
異が報告されており，IgII ドメインの変異 Ser２５２
Trp が２／３，IgIII ドメインの変異 Pro２５３Arg が１／３
に認められる。これらは Gain of function の病態を
示す。

FGFR２は特に骨や軟骨形成に関与していること
が示されており FGFR２が上記の部位で点変異する
と通常では結合しない FGF が FGFR２に結合する
ことにより，細胞内にシグナルを入れることが判明
している。臨床所見として，１５万人に１人の割合で
出生し，早期頭蓋の癒合，口蓋裂，癒合指，気道閉
塞，ファロー四徴症および精神遅滞を伴い，生後１
歳から１０回以上もの外科的な処置が必要な重篤な難
病である。Apert 症候群の臨床上の問題点として，
生命予後を脅かすような外科的な治療が主となって
おり非侵襲的な治療が不可避である。本邦では国の
指定難病とされており文部科学省と厚生労働省より
速やかな疾患発症機序の解明，創薬研究および治療
法の開発が推進されている疾患の一つである。

近年，マウスモデルの作製による本疾患の病態解
明が報告されているが，ヒト由来の疾患モデルは未
だ作製されておらず，本疾患の病態は不明な部分が
多い。そこで，当院矯正歯科に来院している Apert
症候群の患者の口腔粘膜上皮または血中リンパ球よ
り，疾患特異的 iPS 細胞の樹立を行い，この細胞か
ら骨あるいは軟骨への分化異常機序の解明，および
正常 FGFR２を導入した iPS 細胞による正常骨分化
誘導を確認することにより Apert 症候群の発症機
序の解明を行う。
２．取組状況

本研究を開始するにあたり本年度はヒトゲノムお
よび人体より採取したサンプルを用いた前向き研究

として本学倫理委員会へ申請を行い承認番号７５１を
もって承認後実験を開始した。

本学矯正歯科に来院された Apert 症候群患者へ
本研究の説明を行い同意を得た上で採取した頬粘膜
から線維芽細胞を分離後，ゲノム DNA を抽出し
FGFR２遺伝子変異をサンガー法により正常ヒト遺
伝子と Apert 症候群との間における遺伝子変異の
同定を試みた。その結果，従来より報告が挙げられ
ている Ser２５２Trp（６０％＜），Pro２５３Arg（３０％＜）の
変異のうち Ser２５２Trp にヘテロ変異を同定した。
つまり，本症例は Apert 症候群であることが確定
した。

その後，計画通り患者由来線維芽細胞へ SeVdp
（KOSM３０２L）ベクターを感染させ，iPS 細胞の樹立
を試みた。樹立後の iPS 細胞について未分化マーカー

（OCT３／４，SOX２，KLF４，c-MYC，NANOG，
REX１）の発現と胚様体形成後の三胚葉分化マー
カー（AFP，T，MAP２，hSOX，FOXA２，PAX
６）の発現を RT-PCR で確認した。

現在 FGFR２の変異部位を正常化した iPS 細胞と
変異をホモに持つ iPS 細胞を Crisper-cas system を
用いて作成している。遺伝子編集した iPS 細胞が樹
立でき次第それぞれを PLoS One. ２０１４ ９⑹：e
９９５３４の方法に従って骨芽細胞分化誘導および iPS
研究所の妻木らが開発した軟骨分化法（Stem cell
rports vol ４２０１５，doi：１０.１０１６/j.stemcr.２０１５.０１.０１６）
を用いて軟骨細胞に分化させ，疾患 iPS 細胞と正常
化 iPS 細胞の反応の違いについて機能解析を行うこ
とで明確にしていく予定である。
３．成果
１）FGFR２の変異部位同定
２）Apert 症候群患者の線維芽細胞から ES 細胞様

の細胞を樹立した。
３）未分化マーカー，三杯葉分化マーカーの発現を

確認
【関連業績】
学会発表

１．第６４回 JADR 学術大会
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③ 口腔分子シグナル制御研究部門

主任 菊池有一郎

１．研究の概要
［病原微生物とシグナル制御］歯周病原性細菌
Porphyromonas gingivalisにおいて，細胞内外のシグ
ナル伝達に ECF シグマ因子がどのように関わるの
か，また同じく歯周病原性細菌である Treponema
denticolaの上皮細胞侵入に関わる病原因子の同定を
行うことを目的とした。
［歯周組織とシグナル制御］P. gingivalisが産生す

る RgpA は，プロテアーゼドメインおよび赤血球
凝集／付着ドメインによって構成されている。近
年，このドメインの一部である Hgp４４が T. denticola
との共凝集において重要な付着因子であることが
報告された。本研究は T. denticolaに対する P. gin-
givalis Hgp４４の付着ドメインを明らかにすることを
目的とした。
［歯を構成する細胞とシグナル制御］硬組織形成

を担う細胞群（骨芽細胞，象牙芽細胞，セメント
芽細胞）における，機械感受性陽イオンチャネル

（MSCs）の細胞生理機能，特に外的刺激に応じた硬
組織形成能に対する役割を“in Vitro/Vivo”で明ら
かにすることを目的とした。
２．取組状況
［病原微生物とシグナル制御］P. gingivalis野生株

と ECF シグマ因子欠損株を用い，表層性状の解析
を行った。また，T. denticola野生株と Major Outer
sheath protein である Msp の欠損株と表層プロテ
アーゼである Dentilisin の欠損株を用い，上皮細胞
侵入を SEM および TEM にて観察した。
［歯周組織とシグナル制御］P. gingivalis ATCC

３３２７７のリコンビナントタンパク質（r-Hgp４４１：１－
１２４，r-Hgp４４２：１－１９９，r-Hgp４４３：１－３１６，r-Hgp
４４：１－４１９，r-Hgp４４４：１９９－４１９，r-Hgp４４５：１２４
－１９９，r-Hgp４４６：１９９－３１６）を作製した。各 r-Hgp
４４の T. denticola ATCC３５４０５への付着は，ELISA
にて評価した。coaggregation assay にて，r-Hgp４４６

が両菌の共凝集に及ぼす影響を，走査型電子顕微鏡
および共焦点レーザー顕微鏡にてバイオフィルム形
成への影響を評価した。

［歯を構成する細胞とシグナル制御］骨芽細胞に
機械刺激を加えた際の細胞内カルシウムイオン濃度
計測を行った。セメント芽細胞にパッチクランプ記
録を行った。象牙芽細胞における多種刺激誘発性石
灰化機構を検討した。
３．成果
［病原微生物とシグナル制御］ECF シグマ因子

PGN_０２７４欠損株は，赤血球凝集能を認めず，自己
凝集能が顕著に低下した。TEM 観察では，PGN_
０２７４欠損株にて vesicle 形成の増加と，細胞壁部分
の厚みが低下した。よって，ECF シグマ因子 PGN
_０２７４は，菌体表層の構造形成に影響を与えている
ことが示唆された。また，SEM 観察にて T. denticola
は，感染３０分後から上皮細胞内へ侵入する像を認め
た。
［歯周組織とシグナル制御］ELISA では，r-Hgp

４４６と T. denticolaの付着はコントロールに比較して
有意に高かった。coaggregation assay の結果，r-
Hgp４４６は両菌の共凝集を阻害した。走査型電子顕
微鏡，共焦点レーザー顕微鏡による解析の結果，r-
Hgp４４６はバイオフィルム形成を阻害した。以上の
結果より，Hgp４４において T. denticolaとの付着に
関わる主たるドメインは，アミノ酸配列の１９９－３１６
間に存在することが明らかになった。
［歯を構成する細胞とシグナル制御］骨芽細胞

で，ガドリニウム感受性－機械刺激誘発性細胞内カ
ルシウムイオン濃度増加が観測された。セメント芽
細胞にパッチクランプ記録を行ったところ，カリウ
ムイオン，塩素イオンコンダクタンスが記録され
た。加えて電位依存性内向き電流が記録された。象
牙芽細胞で，TRPA１チャネル活性化に伴う石灰化
増加が観測された。現在これらの詳細を検討してい
る。
【関連業績】
雑誌論文

１．Fujise K, Kikuchi Y, Kokubu E, Okamoto-
Shibayama K, Ishihara K : Effect of extracyto-
plasmic function sigma factors on autoaggre-
gation, hemagglutination, and cell surface
properties of Porphyromonas gingivalis.
Plos One,１２⑼：e０１８５０２７，２０１７．
doi：１０.１３７１/journal.pone.０１８５０２７.２０１７．
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２．Kojima Y, Kimura M, Higashikawa A, Kono
K, Ando M, Tazaki M, Shibukawa Y : Potas-
sium Currents Activated by Depolarization in
Odontoblasts. Frontiers in Physiology,２０１７．
doi：１０.３３８９/fphys.２０１７.０１０７８

総説・解説
菊池有一郎．「ECF シグマ因子を介する P. gin-
givalisの歯周病原性制御機構」
細胞 ４９⑾：５５５－５５８．２０１７

学会発表
１．澁川義幸

「象牙質／歯髄複合体に生じる歯痛の分子細胞
基盤：最新の知見から」
２０１７年度 日本歯内療法学会 研修会，２０１７年
３月１９日，千葉市

２．小島佑貴，東川明日香，大山定男，河野恭
佑，安藤正之，西 孝一，黒田英孝，木村麻
記，澁川義幸，田﨑雅和
「ラット三叉神経節グリア細胞の遅延整流型
K＋電流」
第５９回歯科基礎医学会学術大会，平成２９年９月
１６－１８，塩尻市
Journal of Oral Bioscience Supplement, ３０８，
２０１７

３．木村麻記，小島佑貴，東川明日香，大山定
男，隝田みゆき，安藤正之，河野恭祐，田﨑雅
和，澁川義幸
「象牙芽細胞における高pH感受性store-operated
Ca２＋ entry（SOCE）」

第５９回歯科基礎医学会学術大会，平成２９年９月
１６－１８日，塩尻市
Journal of Oral Bioscience Supplement, ２９８，
２０１７

４．吉川幸輝，喜田大智，今村健太郎，勢島 典，
齋藤 淳
「Treponema denticolaに対する Porphyromonas
gingivalis Hgp４４の付着の特性．」
日本歯科保存学会２０１７年度秋季学術大会（第１４７
回），盛岡市，平成２９年１０月２７日
日本歯科保存学会２０１７年度秋季学術大会（第１４７
回）プログラムおよび講演抄録集，p１９７．

５．吉川幸輝，喜田大智，菊池有一郎，国分栄
仁，山下慶子，北村友里恵，今村健太郎，齋藤
淳，石原和幸
「Treponema denticolaに対する Porphyromonas
gingivalis Hgp４４の付着の特性．」
第３０４回東京歯科大学学会（総会），東京都，平
成２９年１０月２１日
第３０４回東京歯科大学学会（総会）プログラム
p１４．

６．吉川幸輝，喜田大智，今村健太郎，青木栄
人，勢島 典，齋藤 淳
「Treponema denticolaに対する Porphyromonas
gingivalis Hgp４４の付着ドメインの解明．」
日本歯科保存学会２０１７年度春季学術大会（第１４６
回），青森市，平成２９年６月９日
日本歯科保存学会２０１７年度春季学術大会（第１４６
回）プログラムおよび講演抄録集，p１５８．
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