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小児歯科学講座 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授   新谷 誠康   歯の形成不全の分子生物学的研究  

講  師   米津 卓郎   ビデオマイクロスコープを用いた小児歯齦の直接的観察 

辻野啓一郎   犬歯の萌出障害に関する三次元的検討 

今井 裕樹   白色海面状母斑の遺伝的研究 

桜井 敦朗   口腔内細菌叢から見た口腔・全身疾患発症要因の検討 

助  教   熊澤 海道   アモキシシリンとエナメル質減形成の関連に関する研究 

本間 宏実   歯の発生機序における分子メカニズムの解明 

田中 公子   Treponema denticolaのbacteriocin様タンパクの解析 

大学院生   中内 彩乃   露髄面に対するテネイシン応用時のラット歯髄動態観察 

新居 由紀   Treponema denticolaにおけるTetRによる遺伝子発現調節機構の解析 

大澤 枝里   ラット多根歯形成に関する組織学的研究 

田代 紋子   乳歯齲蝕の罹患状態と発病因子に関わる経年的研究 

永井 宜子   小児の有色歯面プラークに含まれる細菌種と齲蝕経験歯数の相関 

木村 基善   象牙芽細胞におけるDMP1の発現と機能の解析について 

 

2. 成果の概要 

 
1) 小児の口腔に認められる歯面プラークには、ときに黄色やオレンジ色のプラークを認めることがある。         
今回、同一小児から採取した有色プラークと白色プラークに含まれる細菌種を明らかにし、口腔内の状況 

との相関を検討した。対象小児において菌種別の検出率はS.sanguinisが74％と最も高く、S.sobrinus 
が4％と最も低かった。齲蝕原性細菌2種は白色プラークで、歯周病原性細菌4種は有色プラークで高頻 

度に検出される傾向があった。また、齲蝕経験がある小児は齲蝕原性細菌の検出率だけでなく、歯周病原 

性細菌の検出菌種数が有意に高かった。有色プラークは白色プラークよりも多くの菌種が検出されたが、 

齲蝕経験のある患児の白色プラークからは齲蝕経験のない患児の有色プラークよりも多くの菌種が検出さ 

れる傾向があった。以上より、低年齢児の口腔内の状況が、将来の齲蝕だけでなく歯周病のリスクにも影 

響しうることが示唆された。 
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2) ヒトを始めとする哺乳類の臼歯の大部分は多根歯であるが、その形成についての詳細な研究はなされて 
いない。そこで、ヒトと同様の根分岐部形成様式をもつラット臼歯を用いて、髄下葉の形成過程について

検索した結果、生後 8日（PN8）の上顎第二臼歯歯胚（M2）では歯頸部から歯髄中央に向かう上皮性根間

突起（EP）が観察されたが髄下葉は出現していなかった。PN11では点状に複数の髄下葉が出現し、互い

に癒合するとともに、歯頸部から形成された象牙質根間突起（DP）とも癒合し、PN18では根分岐部が完

成して M2は多根歯を形成した。以上より、癒合することなく伸長した（EP）に面した歯乳頭細胞が象牙

芽細胞に分化して髄下葉を形成し、髄下葉と（DP）の癒合により根分岐部が形成されて多根歯ができるこ

とが示唆された。 
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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 

新谷 誠康 

今井 裕樹 

上海市の歯科疾患実態調査 同済大学児童口腔

医学研究所 

上海、中国 石 四箴 
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4. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

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 

新谷 誠康 2014. 6.22 歯の発生と異常 第61回小児保健協会学

術集会 

福島市 

新谷 誠康 2014. 8.24 Caries Prevalence and 

Caries Prevention 

Strategies from Infancy to 

Adolescence in Japan. 

9th PDAA (Pediatric 

Dentistry Association 

of Asia) 

Singapore, 

Singapore 

 

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 

新谷 誠康 2014.12. 7 小児歯科診療の実際 茨城県鹿行歯科医師会学術

講演会 

鹿島市 

桜井 敦朗 2014.10.30 小児歯科でよくある質問、どう答え

てますか 

東京都八南歯科医師会研修

会 

八王子市 

桜井 敦朗 2014.11. 9 隣接面齲蝕を考える〜今さら聞けな

い基本から最新の予防法まで〜 

大阪小児歯科専門医臨床研

究会（OSP） 

大阪市 

桜井 敦朗 2014.11.20 舌小帯短縮症〜切るべきか、切らな

いべきか〜 

千葉県小児歯科医会平成26

年度学術講演会 

千葉市 

 

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 

今井 裕樹 2015. 1.17 

-18 

日本小児歯科学会平成 26年度教育ワークショ

ップ 

参加者 横須賀市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

研究代表者 研究課題 研究費 

新谷 誠康 アメロブラスチン進化医学的研究 文部科学省科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究 

桜井 敦朗 小児口腔内細菌叢の多様性と齲蝕罹

患性〜口腔疾患に罹患しにくい細菌

叢の構築〜 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

本間 宏実 歯小嚢特異的発現遺伝子 F-spondin

の機能解析による歯周組織再生療法

への展望 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 
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米津 卓郎 2015. 2.28 

- 3. 1 

平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

辻野啓一郎 

今井 裕樹 

桜井 敦朗 

2015. 2.28 

- 3. 1 

平成26 年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 東京都 

千代田区 

熊澤 海道 

本間 宏実 

田中 公子 

2015. 2.28 

- 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 

 

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 

桜井 敦朗 2014. 6. 3 「子どもの歯」 大正大学特別講義 東京都 

豊島区 

 

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 

桜井 敦朗 2014. 7.26 「子どもの歯を守ろう〜丈夫

な大人の歯をつくるには」 

東京歯科大学市民公開講

座 

東京都 

千代田区 

 


