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臨床検査病理学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 
教  授   井上  孝   歯髄・歯根膜組織およびDental implant周辺組織の解析 

准 教 授   松坂 賢一   Dental implantの基礎的研究 

講  師   村上  聡   レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究  

橋本 和彦   インプラント周囲炎予防のための新規人工抗菌ペプチドの開発  

助  教   國分 克寿   微小環境を利用した癌細胞転移能の動的評価系の開発 

大学院生   武田 侑大   血小板成長因子含有ゲルの骨再生への影響 

小林 史卓   唾液腺の治癒に関する実験的研究 

戸木田怜子   iPS細胞から誘導した骨芽細胞様細胞に対する足場材料の影響 

井上 健児   iPS細胞から象牙芽細胞への分化誘導研究 

Tuglag Ser-Od  レーザーの歯髄組織への影響に関する基礎的研究 

直野 公一   iPS細胞の分化に対するマラッセの上皮遺残の影響 

Akram Al-Wahabi チタンの表面性状によるiPS細胞の分化への影響 

専 攻 生   遠藤多加史   歯根膜細胞の恒常性維持に関する研究 

金内 洋光   インプラント周囲骨と歯槽骨のリモデリングの違いについて 

 

2. 成果の概要 
 
1) インプラント周囲上皮におけるinvolucrinおよびfilaggrinの解析 

Involucrinは、上皮細胞の有棘細胞で作られ、角化に伴い活性化し、Filaggrinは、顆粒細胞で産生 

され、角質層を形成するにあたり重要な役割を担っている。本研究では、インプラント周囲上皮のバリ 

ア機構を解明するために、ラットに埋入したインプラントの周囲上皮における involucrin と  

filaggrin の発現および局在を検索した。involucrin 陽性細胞は3および7日目でインプラント周囲 

上皮の尖端にまで観察されたが、14、28日目では上皮の尖端部では陽性所見が得られなかった。また、 

全ての日例で filaggrin はインプラント周囲上皮に陰性を示した。本研究より、インプラント周囲上 

皮の根尖側では上皮基底細胞によるインプラント材料への接触する機構があるが、角質層のバリア機構 

が十分に働かない可能性が示唆された。 

 

日口腔インプラント誌 27: 150–155, 2014. 

 

2) 低酸素における歯髄細胞の動態解析 
低酸素状態によるin vitro研究は多く行われているが、in vivoにおいて低酸素状態下にした歯髄 

細胞の動態はほとんど知られていない。本研究では、下顎管を切断し、ラット臼歯への血流を減少させ 

る実験モデルを作製することにより、in vivoにおける低酸素下での歯髄細胞動態の検討を行った。 
ABCG2、DSPP および OCN mRNA の発現は7、14日目において上昇していた。免疫組織化学染色では、 

ABCG2は7、14日目において象牙芽細胞層に強い陽性が認められた。DSP 陽性は7、14日目ともに歯髄 

組織全体に発現しており、OCN 陽性は7日目では象牙芽細胞層に発現し、14日目では歯髄組織全体に 

認められた。これらの結果より、低酸素状態は、象牙芽細胞層の歯髄細胞において、代謝物の排泄能の 

上昇、幹細胞様細胞の発現、石灰化に関与する前駆細胞への分化、石灰化の促進ということが示唆され 

た。 

 

Int Endod J 48: 115–123, 2015. 

 

3) 次世代型バイオハイブリッドインプラントによる機能的な歯の回復 
バイオハイブリッド人工器官は、生体内において周囲組織と適切な生物学的連携を確立することによ 

り器官機能を回復するという治療概念であるが、腱や靭帯のような線維性結合組織を伴った人工器官は 

いまだ開発されていない。本研究では、HAでコーティングした歯科用インプラントを用いて、その周 

囲に歯胚から採取した歯小嚢組織を巻き付けた後、マウスに移植した。HAコーティングしたインプラ 
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ントと歯小嚢組織を用いることによって、線維性接続を可能とする新たなインプラントの開発に成功し 

た。このバイオハイブリッドインプラントは、歯根膜やセメント質のような歯周組織を再生できるだけ 

でなく、骨リモデリングや重度の歯槽骨欠損の再生、侵害刺激に対する応答性の獲得といった歯の生理 

的機能を回復させることが可能であった。これらより、歯の欠損と機能を回復可能な次世代型バイオハ 

イブリッドインプラントによる治療の実現可能性が示された。 

 

Sci Rep 13 Aug, 2014. 

 

4) ラット歯根膜線維芽細胞と歯髄線維芽細胞のメカニカルストレスによるRANKL/OPGの発現 
歯科矯正治中に起きる歯根吸収は無髄歯と比較し、有髄歯の方が多く発現する事が報告されている。 

本研究ではラット歯髄線維芽細胞存在下で培養ラット歯根膜線維芽細胞にメカニカルストレスを与える 

ことで、産生されるRANKL/OPGについて分子生物学的な検討を行った。歯根膜細胞のRANKLの発現量に 

おいて、共培養および単層培養共に実験群は対照群と比較し有意に高い値を示した。また共培養と単層 

培養の実験群を比較した結果、共培養はRANKLが高く有意差が認められた。これらの結果からメカニカ 

ルストレスによって歯根膜線維芽細胞はRANKL および OPGを発現するが、歯髄線維芽細胞が存在する 

事によって、RANKLの発現が促進される事が示唆された。 

 

Clinical Dentistry and Research 38: 3–11, 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 

井上 孝 ポーラスタイプインプラントの組織

親和性 

Toronto大学歯学部 Toronto,  

Canada 

Deporter DA 

井上 孝 

松坂 賢一 

歯根膜細胞の再生とその機能 British Columbia

大学歯学部 

Vancouver

, 

Canada 

Brunette DM 

松坂 賢一 インプラントと組織界面 Nijmegen大学歯学

部 

Nijmegen,  

the 

Netherlan

d 

Jansen JA 

井上 孝 

松坂 賢一 

MTAの生物学的特性に関する基礎的

研究 

日本大学 東京都 

千代田区 

小木曽 文内 

井上 孝 インプラントと矯正 延世大学校歯科大学 ソウル、 

大韓民国 

Park YC 

 

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 

井上 孝 セメント質・歯根膜複合体再生を目

指した人工タンパクの開発 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

井上 孝 根尖病巣に対する挑戦的再生療法の

確立 

文部科学省科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究 
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研究代表者 研究課題 研究費 

橋本 和彦 ジルコニアインプラント周囲炎予防

のための新規人工抗菌ペプチドの開

発 

文部科学省科学研究費補助金・若手研究(B) 

 

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 

井上 孝 2014. 9. 7 歯科医療におけるセーフ

ティネット・病態を知る

ことと臨床検査の必要性 

第 7回日本口腔検査学会総会・

学術大会 

岡山市 

松坂 賢一 2015. 2. 1 インプラントにおける骨

補填材に対する生体反応 

日本口腔インプラント学会 第

32回九州支部学術大会 

長崎市 

井上 孝 2015. 3.29 骨再生のミクロコスモス バイオインテグレーション学会 

第5回学術大会・総会 

東京都 

港区 

松坂 賢一 2015. 3.29 全身・局所における加齢

変化からみた長期安定性

を得るためのポイント 

第21回日本口腔インプラント専

門医臨床技術向上講習会 

東京都 

千代田区 

 

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 

井上 孝 2014. 4. 5 臨床検査と歯科治療 東京歯科大学千葉県同窓

会市川・浦安支部 

市川市 

松坂 賢一 2014. 4. 6 骨補填材料と造成骨に対する

生体反応を病理学的に検討す

る 

CSG 千葉市 

井上 孝 2014. 4.12 インプラント病態学 京都インプラント研究所

（認定医養成講座） 

京都市 

井上 孝 2014. 4.13 インプラントに対する生体反

応（病理、病態） 

日本歯科先端技術研究所

（認定医養成講座） 

東京都 

港区 

井上 孝 2014. 4.19 インプラント体と生体の反

応、口腔粘膜の治癒と骨の治

癒および骨代謝 

九州インプラント研究会

（認定医養成講座） 

熊本市 

井上 孝 2014. 4.27 インプラントにおける病理学

的な基礎知識 

日本インプラント臨床研

究会（認定医養成講座） 

東京都 

台東区 
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井上 孝 2014. 5.10 再生医療の現状ならびに今後

の問題について 

東京歯科大学四国地域支

部連合同窓会 

松山市 

井上 孝 2014. 5.18 インプラントの病態と臨床検

査 

ジャシド JACID （認定

医養成講座） 

大阪市 

松坂 賢一 2014. 6. 5 口腔がん検診 第2回研修会 平成 26年度千葉市口腔

がん検診事業 

千葉市 

井上 孝 2014. 6.14 検査病理からみた歯科医療の

矛盾 

東京歯科大学同窓会川崎

支部（川崎水橋会） 

川崎市 

井上 孝 2014. 6.15 インプラント病態生理学 嵌植義歯研究所（認定医

養成講座） 

仙台市 

井上 孝 2014. 6.22 医学に基づくインプラント治

療 

中部インプラントアカデ

ミー（認定医養成講座） 

名古屋市 

井上 孝 2014. 6.28 臨床から基礎へ、基礎から臨

床 へ Evidence Baced 

Clinical Practice for 

Implant.骨造成術 

東京歯科大学同窓会 TDC

卒後研修セミナー 

東京都 

千代田区 

井上 孝 2014. 6.29 臨床から基礎へ、基礎から臨

床 へ Evidence Baced 

Clinical Practice for 

Implant.上顎洞関連 

東京歯科大学同窓会 TDC

卒後研修セミナー 

東京都 

千代田区 

井上 孝 2014. 7. 6 歯科医から口腔医へ、歯科治

療のピットフォールに落ちな

いために 

香取匝瑳歯科医師会学術

講演会・コアカリキュラ

ム 

香取市 

井上 孝 2014. 7.13 インプラント病理学 北海道形成歯科研究会

（認定医養成講座） 

札幌市 

井上 孝 2014. 8.16 インプラント周囲組織の病理 臨床器材研究所（認定医

養成講座） 

吹田市 

 

井上 孝 2014. 8.24 歯髄・歯根膜・インプラント

そして口腔検査 

MDI 名古屋市 

松坂 賢一 2014. 9.23 病因論に基づく歯科診療

Part2 

厚誠会 平成26年秋の全

体研修会 

厚木市 

井上 孝 2014. 9.28 歯科医療におけるセーフティ

ネット・臨床検査の必要性 

第 66回近畿北陸地区歯

科医学大会 

京都市 
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松坂 賢一 2014.12.13 インプラントと生体応答 平成 26年新潟再生歯学

研究会 第 9回インプラ

ントセミナー 

新潟市 

井上 孝 2015. 1.25 インプラントの病理学 総合インプラント研究セ

ンター（認定医養成講

座） 

東京都 

渋谷区 

松坂 賢一 2014. 3.28 病因論に基づく歯科診療

Part3 

厚誠会 平成27年春の全

体研修会 

厚木市 

 

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 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

松坂 賢一 2014. 4.20 第 13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 

松坂 賢一 2014.12. 6–7 平成 26年度第 2回共用試験歯学系

OSCE評価者養成ワークショップ 

課題・補助 東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

松坂 賢一 

村上 聡 

2015. 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 

 

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 

井上 孝 2014. 6.30 2年生 口腔細胞生物学講義 九州大学歯学部 福岡市 

井上 孝 2014. 7. 7 4年生 歯内療法学講義  日本大学歯学部 東京都 

千代田区 

 

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 

井上 孝 2014. 6. 8 御口の健康は全身の健康に繋が

る～食からの生活習慣病予防～ 

平成 26年度第 1回採

歯健康アカデミー 県

民無料公開講座 

新座市 
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井上 孝 2014.10.25 健康寿命／ Healthy aging 

口腔の健康から健康寿命を考え

る 

第 9回東京歯科大学公

開講演会 

千葉市 

松坂 賢一 2014.12.22 性感染症 都立芦花高校 保健講

和 

東京都 

世田谷区 

橋本 和彦 2015. 1.25 味覚障害について 

～子どもを取り巻く食の現状～ 

君津健康福祉センター

主催食育指導者研修会 

君津市 

 


