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1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授  山本  仁  歯と歯周組織を含む顎顔面口腔領域の発生に関する研究 

プロタミン分解ペプチドの効果に関する基礎的研究 

准 教 授  澤田  隆  萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化 

接合上皮内側基底板制御因子の探索と特定 

見明 康雄  単結晶ナノチューブアパタイトの応用 

歯の耐酸性強化におよぼす唾液と添加物の効果  

講  師  山崎 貴希  インプラント表面性状の違いによる周囲組織との結合能の違いとそれに対する 

薬剤の影響   

助  教  石川  昂  高度腐敗死体及び白骨死体からの死後経過時間推定法の開発 

大学院生  藤関 元也  ラット唾液腺の TRP チャネルの出現に関する発生学的研究 

 

2. 成果の概要 

 
1) 歯と歯周組織を含む顎顔面口腔領域の発生に関する研究 

    ①Adenomatosis polyposis coli downregulated 1(APCDD1)は Wnt シグナルの negative レギュレー

ターである。そこで、歯の発生過程において APCDD1 の機能について検索した。その結果、APCDD1 は

帽状期における Wnt 関連シグナリング分子やエナメル結節関連のシグナリング分子の遺伝子発現を調

節し、内エナメル上皮の再配列を調節することによって咬頭の配置や形成に関連することが示された。 

 

   ②口蓋の閉鎖後、口蓋棚の腹側と背側の上皮はそれぞれ鼻腔粘膜上皮と口腔粘膜上皮に分化する。こ

の分化過程は上皮直下の間葉組織におけるシグナリング分子による調節を受けていると考えられてい

る。そこで、口蓋上皮下の間葉組織の部位的なシグナル分子のスクリーニングを行った。その結果、

Runx2 と Lhx8 が腹側と背側の上皮の分化を調整していることが示され、これらの間葉組織での分子

の発現が形成中の口蓋における上皮の運命を決定することが示唆された。 

 

   ③ミドリフグは脊椎動物で最も小さいサイズのゲノムを持ち、すでにゲノムのドラフト配列が発表さ

れていることから、ゼブラフィッシュやメダカのように実験動物として将来様々な研究に用いられる

可能性が高いと考えられるが、歯や顎骨についての報告はない。そこで、ミドリフグの歯と顎骨につ

いて観察したところ、歯（歯胚）は唇側歯胚、舌側歯胚共に孵化の早い時期に口腔粘膜上皮から形成

が開始されること、左右の顎骨は形成初期の段階で嵌合することが示唆された。 

 

   Histochemistry and Cell Biology (2015)144:377-387. 

 Cell and Tissue Research (2015)362:541-556. 

 Journal of Hard Tissue Biology (2015)24:325-329.    

 

2) 接合上皮内側基底板制御因子の探索と特定 

エナメル質と歯肉接合上皮は上皮性付着（内側基底板とヘミデスモゾーム）により強く結合してい

る。しかし、その分子的な接着機構については不明である。一方、歯の形成において、成熟期エナメ
ル芽細胞とエナメル質は基底膜様構造を介して強い接着が維持されている。今回、サル歯胚を用い、

成熟期エナメル芽細胞基底膜におけるアメロチンとラミニン５の超微局在について金コロイド免疫電

顕法により検討した。成熟期基底膜はエナメル質側に微細な線維構造を有し、これは強く石灰化した

エナメル質最表層内に埋め込まれていた。免疫電顕によりアメロチンは、この微細線維に限局して局

在し、一方、ラミニン５は基底膜の細胞質側に局在していた。以上より、アメロチン分子は基底膜の

微細線維構造の石灰化を促進することにより、成熟期エナメル芽細胞とエナメル質表層を強く結合し

ていることが明らかになった。 

Histochemistry and Cell Biology (2015)144:587-596. 

 

 



 

 

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 

山本 仁 
歯と歯周組織を含む顎顔面領域の

形成過程での遺伝子発現調節機構 

Kyungpook National 

University 

大邱 

大韓民国 
Kim JY 

澤田 隆 
接合上皮内側基底板制御因子の探

索と特定 
奥羽大学薬学部 郡山市 大島 光宏 

澤田 隆 
接合上皮内側基底板制御因子の探

索と特定 
日本大学歯学部 

東京都 

千代田区 
山口 洋子 

見明 康雄 キシリトールに関する一連の研究 
ロッテ株式会社中央研

究所 

さいたま

市 
佐伯 洋二 

見明 康雄 
象牙質の成長線とメラトニンの関

係 

高知学園短期大学保健

学部歯科衛生士学科 
高知市 三島 弘幸 

見明 康雄 
天然アパタイトの生体応用の可能

性 

高知学園短期大学保健

学部歯科衛生士学科 
高知市 三島 弘幸 

見明 康雄 
天然アパタイトの生体応用の可能

性 

鶴見大学歯学部口腔解

剖学講座 
横浜市 下田 信治 

見明 康雄 過剰 NF-kB による異所性歯牙形成 新潟大学歯学部 新潟市 大峡 淳 

見明 康雄 
ケラチン細胞骨格の組織と接着斑

の形成 
京都薬科大学 京都市 久家 貴寿 

見明 康雄 
S-PRG フィラーによるエナメル質

の耐酸性試験 
株式会社 松風 京都市 中塚 稔之 

 

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 

見明 康雄 単結晶ナノチューブアパタイトの応用 
文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（Ｃ） 

見明 康雄 S-PRG フィラーによるエナメル質の耐酸性試験 株式会社松風委託研究 

澤田 隆 接合上皮内側基底板制御因子の探索と特定 
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 

山本 仁 2015. 9.17 

TRP expression during rat 

submandibular gland 

development 

BK plus symposium/ 

“Bench to Clinic in    

Dental Science” 

大邱 

大韓民国 

 

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 

山本 仁 2015. 6.22 評価のための試験問題 
第 145 回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2015.10.26 
バーチャルスライドシステムの

活用 

第 148 回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2015.11.30 
シラバスの考え方―作成・記載

方法について 

第 149 回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2016. 2.27 
歯学認証評価トライアル ―受

審大学側より 

平成 27 年度歯学教育認

証評価事業報告シンポジ

ウム 

大阪市 

 

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 

見明 康雄 2016. 3.24 初期むし歯の構造と再石灰化 
2016 年花王オーラルケア

研究説明会 

東京都 

中央区 

 

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 

山本 仁 2015.4.26 

第 15 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 

山本 仁  2015.10. 3 

第 16 回試験問題作成に関するワー

クショップ 

～アドバンスコース～ 

タスクフォース 
東京都 

千代田 

山本 仁 2015.10.31 
歯学教育認証評価事業―全国教員

対象評価者養成ワークショップ 
参加者 

東京都 

文京区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

山本 仁 2016. 2.18 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 CBT 
実施責任者 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2016. 3. 9 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 CBT 再試験 
実施責任者 

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 

 

山本 仁 

 

2015. 6. 5 歯髄 日本大学松戸歯学部 松戸市 

山本 仁 2015.11.10 歯の発生 奥羽大学歯学部 郡山氏 

 

澤田 隆 

 

2015. 7.10 口唇裂・口蓋裂・口腔粘膜疾患 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

澤田 隆 2015. 7.17 歯原性腫瘍・嚢胞 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

澤田 隆 2015. 7.24 顎骨病変・加齢に伴う口腔病変 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

見明 康雄 2015. 5. 1 齲蝕 鶴見大学歯学部 横浜市 

見明 康雄 2015. 6.12 歯の発育異常 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

見明 康雄 2015. 6.19 齲蝕 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

見明 康雄 2015. 6.26 象牙質・歯髄複合体の病変 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

見明 康雄 2015. 7. 3 歯周疾患 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

見明 康雄 2015. 7.31  まとめ講義 
埼玉県立大学保健医療福

祉学部健康開発学科 
越谷市 

 


