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解剖学講座 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   井出 吉信 歯科インプラントにおける偶発症抑止のための顎骨内部構造の解析 

主任教授   阿部 伸一 筋機能の再活性、成長・発育に関する因子の解析 

講  師   松永  智 材料工学的手法を用いた顎骨周囲における力学的環境の解明 

助  教   山本 将仁 顎顔面領域の筋発生におけるタンパクの発現 

大学院生   梅澤 貴志 細胞シート工学を利用した口腔粘膜再生におけるタンパクの発現 

大峰 悠矢 インプラント応用を想定した上顎結節部における骨形態計測 

笠原 正彰 上顎骨臼歯部における骨質の解析 

小髙 研人 デンタルインプラント周囲顎骨における生体アパタイト結晶配向性 

北村  啓 胎生期マウス蝶形骨における組織化学的研究 

芹川 雅光 日本人高齢者の輪状甲状関節の形態学的研究 

山内 真人 後頭下筋群の局所解剖と頭痛発生 

森田 純晴 骨粗鬆症モデルマウスにおける顎骨および脛骨の形態変化 

廣内 英智 ヒト腓骨における 3次元的計測 

奈良 倫之 口唇の老化における組織化学的研究   

 

2. 成果の概要 

 
1) 筋の発生、発育、活性、可塑性に関する細胞生物学的研究 

高齢者の咀嚼機能、嚥下機能を含む摂食機能の衰えは、中枢機能との関連だけでなく、口腔、咽頭

領域における筋肉量の減少、筋機能の衰えも原因となっているとの議論がある。これまで加齢による

筋肉の減少は、筋肉を動かすと筋肉自体が傷つき、これを十分に修復できないままに損傷が積み重な

って、筋肉全体が減少していくと一般的には考えられていた。しかし、我々は単に筋の加齢による量

的減少だけでなく、筋の機能を担う筋収縮タンパクの多くの Isoform の分子機構を分析することによ

って、機能低下が起こった際に減少する特有の Isoform が存在することを明らかにし、同定してきた。

この筋の再活性、可塑性について解明する事を目的に、基礎研究である発生学的研究も研究に加え、

筋組織を構成する各タンパクの発現局在などを明らかにし、総合的に筋研究を進めている。 
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2) 上皮・結合組織・筋ハイブリッドシートの創製 

マウス頰粘膜上皮から細胞を採取し作製した口腔粘膜上皮シート、頬粘膜下組織から細胞を採取し

製した結合組織細胞シート、胎生期マウスより採取した筋芽細胞を利用し作製した骨格筋細胞シート

を積層後、24 時間までの経過を観察し良好な結果を得た。これはそれぞれの細胞シートを作製する時

間を試行錯誤し、口腔粘膜上皮シートを 3 週間、結合組織細胞シートを 48 時間、骨格筋細胞シート

を 36 時間とし、その後積層したものが最も良好な結果を得る可能性があることを見出したものであ

る。特に積層後、それぞれの細胞シートが良好に接着すると上皮シート直下に細胞基質間の接着タン

パクである Integrin が一層発現することをこれまで明らかにした。研究成果は、論文として現在投

稿中である。 

 

Journal of Hard Tissue Biology, 23:275-280, 2014 
 

3) 材料工学的手法を用いた顎骨周囲における力学的環境の解明 

歯工連携研究として、① CT データベースの三次元骨構造解析、②三次元有限要素法 (FEM) を用いた
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生体力学的解析、③顎骨の生体アパタイト (BAp) 結晶配向性と骨強度解析、④老年性骨粗しょう症およ

び閉経後骨粗鬆症複合発症時の骨微細構造解析、⑤ 3D プリンターを用いた顎骨内部構造の再現精度検

証、⑥失敗事例の疑似体験を可能にする口腔インプラント手術シミュレータの開発、についてそれぞれ

研究を進めている。得られた各スケールにおけるデータは順調に蓄積されており、マルチスケールの顎

骨シミュレータの開発は、道半ばではあるが着実に進行している。 

Journal of Hard Tissue Biology, 23:211-216, 2014 

Journal of Hard Tissue Biology, 23:329-334, 2014 

 

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 

阿部 伸一 

山本 将仁 
筋発生過程における獲得タンパク 

Universidad 

Complutense 

Madrid, 

Spain 

RodríguezVázqu

ez JF 

阿部 伸一 シーラー法を用いた神経筋内分布 
Yonsei 

University 

ソウル、 

大韓民国 
Kim HJ 

 

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 

阿部 伸一 

顎顔面再建治療へ向けた上皮－間葉ハ

イブリッド型細胞シートの移植検証プ

ロジェクト 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

阿部 伸一 
上皮－間葉ハイブリッド型機能的細胞

シートの創製と有効性の評価 
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 

松永 智 
アパタイト結晶配向性を指標とした顎

骨骨梁のナノメカニクス 
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 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

阿部 伸一 2014. 5.23 歯の解剖から考える SRP 
第 57 回春季日本歯周病

学会学術大会 
岐阜市 

阿部 伸一 2015. 2. 8 
インプラント治療のエビデン

スを再検討する 

日本口腔インプラント学

会 関東・甲信越支部 第

5回学術シンポジウム 

東京都 

千代田区 

 

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 

阿部 伸一 2014. 6.14 
成長期に身につけたい：「正

しく噛む」とは？ 

第 32 回日本顎咬合学会

学術大会 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2014. 6.15 
生涯にわたる歯周炎を基礎と

臨床から考える 

第 32 回日本顎咬合学会

学術大会 

東京都 

千代田区 
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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 

阿部 伸一 2014.12. 4 インプラント解剖学 
九州歯科大学大学院補綴

学大学院セミナー 
北九州市 

 

6. 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 

阿部 伸一 2014.11.17 
タフツ大学における Elective 

Study 

東京歯科大学 歯科医学

教育セミナー 
千葉市 

阿部 伸一 2015. 3.15 
摂食・嚥下を理解するための

機能解剖（モデル講義） 

第 120 回日本解剖学会全

国学術集会 
神戸市 

 

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 

阿部 伸一 2014. 5. 1 インプラント解剖学 九州歯科大学 北九州市 

阿部 伸一 2014. 6. 2 Swallowing Function Yonsei University 
ソウル 

大韓民国 

阿部 伸一 2014. 6. 9 Swallowing Function 

College of Oral 

Medicine, Taipei 

Medical University 

台北 

中華民国 

阿部 伸一 2014. 7. 3 臨床解剖学 日本大学歯学部 
東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2014.12. 4 インプラント解剖学 九州大学歯学部 福岡市 

 

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 

阿部 伸一 2014. 5.11 
人体の不思議 －姿勢、噛

み方、飲み込み方の科学－ 

第 2回 狛江市歯科医師会 

市民健康フォーラム 21 
狛江市 

 


