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生理学講座 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 
教  授   田﨑 雅和   口腔粘膜受容器の形態と機能に関する経日的変化（A79-0090-1） 

准 教 授   澁川 義幸   象牙質形成細胞の生理学的研究（A 95-0090-2） 

助  教   木村 麻記   TRPチャネル特性の検索による感覚受容機構の解明 

佐藤 正樹   細胞外刺激に対する象牙芽細胞の感覚受容機構の解明 

非常勤講師  隝田みゆき   象牙芽細胞における歯内治療薬の作用 

大学院生   小島 佑貴   象牙芽細胞における細胞膜電流の解析 

東川明日香   メルケル細胞における圧覚受容機構の解明 

専 攻 生   小倉 一宏 

望月 浩幸 

 

2. 成果の概要 
 
1) 象牙芽細胞と三叉神経節細胞の共培養系を用いた細胞間連絡機構の解明 

象牙芽細胞における感覚受容器としてTRPV1, V2, V4, M8, A1チャネルが膜伸展性の機械刺激を受 

容し、pannexin-1からATPを放出した。放出されたATPは三叉神経節ニューロンに発現するP2X3受容 

体を活性化し、活動電位を発生することが示された。 

 

Pflugers Arch. 467(4): 843-643 (2014) 
 

2) メルケル細胞における圧覚受容機構の研究 

メルケル細胞における感覚受容器としてTRPV1, V2, V4, A1チャネルが膜伸展性の機械刺激を受容 

することが示された。また三叉神経節細胞との共培養系を構築し、機械刺激を受容したメルケル細胞か 

ら伝達物質が放出され、三叉神経節細胞の細胞内カルシウムイオンを増加することが示された。 

 

Cell Calcium. 55(4): 208-18 (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 

澁川 義幸 象牙芽細胞の細胞内Ca2+信号に関す

る研究 

延世大学歯学部 韓国 Shin DM 

澁川 義幸 電位依存性K+チャネルの生体物理学

的特性に関する研究 

カルガリー大医学

部 

Canada Giles WR 

澁川 義幸 

佐藤 正樹 

唾液分泌の微細構造−機能連関 自然科学研究機構 

生理学研究所 

岡崎市 村上 政隆 

澁川 義幸 象牙芽細胞のTRPM8チャネルに関す

る研究 

鹿児島大学歯学部 鹿児島市 徳田 雅行 

澁川 義幸 唾液腺細胞のAQP発現 岩手医科大学歯学

部 

盛岡市 佐原 資謹 

澁川 義幸 唾液腺水分泌機構 日本大学生産資源

学部 

藤澤市 杉谷 博士 
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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 

木村 麻記 アルカリ感受性TRPチャネルを介した

反応性修復象牙質形成機構の解明 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

佐藤 正樹 象牙芽細胞の膜伸展感受性イオンチャ

ネル-ASICsとTRPチャネルの機能連関 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

隝田みゆき 歯内療法薬が象牙芽細胞に及ぼす影響

と作用メカニズムの探求 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

佐藤 正樹 象牙芽細胞間連絡機構に関する 東京歯科大学・学長奨励研究助成 

木村 麻記 アルカリ感受性TRPチャネルを介した

反応性修復象牙質形成機構の解明 

東京歯科大学・学長奨励研究助成 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

澁川 義幸 2015. 2.14 第3回口腔神経科学研究会 東京歯科大学水道橋校舎

新館 

東京都 

千代田区 

   

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

佐藤 正樹 2014. 3.21 Intercellular odontoblast-

neuron signal communication 

via ATP 

第 120回日本解剖学会総

会・全国学術集会 第

92回日本生理学会大会

合同大会 

神戸市 

澁川 義幸 

(オーガナイ

ザー) 

2014. 3.21 歯の形態形成を調節する膜ト

ランスポーターの生理機能 

(シンポジウムタイトル) 

第 120回日本解剖学会総

会・全国学術集会 第

92回日本生理学会大会

合同大会 

神戸市 

澁川 義幸 2014. 9.26 顎関節症と統合失調症では口

腔機能と関連する大脳皮質ミ

ラーニューロンシステムに機

能変調が存在する 

第56回歯科基礎医学会学

術大会・総会 

福岡市 

澁川 義幸 2014. 9.25 Odontoblast hydrodynamic 

receptor theory：TRP チャネ

ルによって仲介される象牙質

痛覚発現機構 

第56回歯科基礎医学会学

術大会・総会 

福岡市 

 

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 
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澁川 義幸 2015. 1.16 ATP release via pannexin-1 

in response to transient 

receptor potential channel 

activation mediates 

intercellular odontoblast- 

neuron signal transduction 

The 1st 

Interdisciplinary Oral 

Science International 

Symposium 

ソウル、 

大韓民国 

佐藤 正樹 2015. 2.20 象牙芽細胞間情報伝達機構の

解明 

東京歯科大学口腔科学研

究センターワークショッ

プ 

東京都 

千代田区 

澁川 義幸 2015. 2.20 コア研究部門 口腔アンチエイ

ジング研究部門 

東京歯科大学口腔科学研

究センターワークショッ

プ 

東京都 

千代田区 

澁川 義幸 2014.12.13 象牙質感覚発現の新たなメカ 

ニズム 

：odontoblast hydrodynamic 

 receptor theory 

第2回口腔生理研究会 盛岡市 

 

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 

澁川 義幸 2015. 2. 7 味覚とおいしさの科学－和の

味を子どもたちに伝えるため

に- 

学校医師指導研修会 東京都 

千代田区 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

佐藤 正樹 2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 補助係 東京都 

千代田区 

澁川 義幸 2015. 2.19 平成26年度東京歯科大学 第4学年CBT 試験監督 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 

澁川 義幸 2014.10. 9 口腔感覚 日本大学松戸歯学部 松戸市 

 

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 

澁川 義幸 2014. 9.18 味覚とおいしさの科学－和の

味を子どもたちに伝えるため

に- 

学校歯科医研修会 東京都 

世田谷区 
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澁川 義幸 2014.10. 9 味覚とおいしさの科学－和の

味を子どもたちに伝えるため

に- 

学校歯科医研修会 東京都 

北区 

澁川 義幸 2014.11.13 味覚とおいしさの科学－和の

味を子どもたちに伝えるため

に- 

学校歯科医研修会 三鷹市 

澁川 義幸 2015. 2.23 最新の知見から考える歯痛の

基礎と臨床 

東京歯科大学同窓会杉並

支部 

東京都 

杉並区 

 

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 

澁川 義幸 2014. 9. 7 ドンブリの科学 所さんの目がテン!・日本テレビ 

澁川 義幸 2015. 2. 1 ご当地スーパーの科学 所さんの目がテン!・日本テレビ 

 


