
 

 

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 

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 

助  教  國分 克寿  エクソソームに反映されたがん特異的遺伝子変異の診断法の確立 

中島  啓  歯胚移植による顎骨再生治療の開発 

大学院生  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 

Tun g l ag  S e r - O d  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上皮遺残の影響 
Akr am  A l -W a ha bi   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 

堀川  正  上皮間葉相互関係における制御因子の解明 

 

2. 成果の概要 
 

1) Concentrated growth factor (CGF)のラット骨髄細胞および頭蓋骨治癒に対する影響 

Concentrated growth factor（CGF）は白血球・血小板由来の成長因子を含む完全自己血由来のフィブ

リン生体材料の一つで、骨再生への応用が期待されている。本研究では可溶性因子を含んだ CGF の培養ラ

ット骨髄細胞に対する効果および in vivo におけるラット頭蓋骨欠損に移植した CGF の影響を検索した。
In vitro では、ラット血液から生成した CGF と platelet-poor plasma gel（PPP gel）を凍結薄切後、
cell disc 表面にコートし、ラット骨髄細胞を各試料上で培養した。In vivo では、ラット頭蓋骨に直径
3.8mm の骨欠損を作製し、CGF、PPP gel を移植した。また、移植なしをコントロールとした。結果として

は、CGF のフィブリンおよび可溶性因子は in vitro においてラット骨髄細胞の初期伸展、増殖、骨芽細
胞分化を促進し、in vivo においてラット頭蓋骨欠損の骨治癒を促進することが分かった。 
 

Int J Oral Maxillofac Implants. 30(5):1187-96, 2015 

 
 

2) 皮膚の創傷治癒における 4-META/MMA-TBB レジンの効果 

4-META/MMA-TBB レジン（4-META レジン）は歯科用接着剤として幅広く使用されている。本研究では、

4-META レジンを皮膚創傷時における被覆材として使用する可能性について検討するため、皮膚欠損に対

して 4-META レジンを応用した際の治癒過程についてシアノアクリレートと比較して検索を行った。上皮

の伸展は，シアノアクリレートは 7 日目にて 50％ほどしか回復せず、14 日目の時点で 100％の回復を認

めたのに対し、4-META レジンは 7 日目の時点で 100％の回復を認めた。また組織学的計測による欠損基底

部の深さおよび治癒を認めた範囲において、４-META レジンはシアノアクリレート群と比較して有意差を

認めた。以上の結果より，ラットの皮膚欠損部位に対しての４-META レジンによる創面の被覆は従前から

用いられているシアノアクリレートと比較して創傷治癒の促進において有用な手段であると考えられた。 

 

J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 104(1):197-203, 2016 

 

3) マラッセ上皮遺残細胞の生態学的解明 

歯根膜は、咬合咀嚼圧等の機械的力を受けながらも生涯を通じて一定の幅を保っており、その役割はマ

ラッセの上皮残遺が担っていることが知られている。本研究の目的は、マラッセの上皮残遺細胞に様々な

機械的力を加え、恒常性維持のために発現していると考えられる Heat Shock Protein 70 (HSP70)の mRNA

発現を検討することである。Mechanical force を加えた直後の細胞は、顕微鏡下で扁平となっていたが、

3 時間後には対照群と同程度の核の隆起がみられ、核内での遺伝子変化が起こることが示唆された。力を

加えた後、HSP70mRNA の発現は経時的に減衰し、また間欠力を加えた場合では HSP70mRNA は蓄積されるこ



 

 

とがないことが明らかとなった。以上より、圧力に対してマラッセの残遺由来細胞は、細胞変化を起こし、

HSP70 を発現し、恒常性を維持するものの、蓄積は起こらないことが示唆された。 

 

BMC Oral Health.16: 22, 2016 

J Oral Maxilofac Surg Med Pathol. 27: 876-879, 2015 

 

4) ラット顎下腺創傷治癒モデルにおける bFGF の影響 
本研究では、組織工学を応用し、足場因子、増殖因子（bFGF）に加え、細胞因子（損傷部からの発現細

胞）を組み合わせたラット顎下腺創傷モデルを作製し、創傷部に発現する細胞を特異的に観察することに

成功した。その際、唾液腺組織幹細胞マーカーである CD49f、c-kit に陽性を示す細胞や、腺房細胞マー

カーである Aquaporin5 に陽性を示す細胞の発現が認められ、分子生物学的に唾液腺組織再生の可能性を

示唆する結果が得られた。さらに EGF に関しても同様の研究をおこなっている。本研究の実証により損傷

を受けた唾液腺組織を治癒しうる新たな治療法として期待される。 

 

Int J Oral Sci. 8:16-23, 2016 

 

5) 口腔細胞診の診断と統計学的検討 

東京歯科大学千葉病院において診断を行った千葉市がん検診の口腔細胞診において 2005 年から 2015 年

の間の 3,172 件に関して統計学的検討を行った。年齢的には 60 歳台の検体が一番多く、部位としては舌

が多かった。診断としては 3,127 件（98.58%）が陰性であり、38 件（1.20%）が偽陽性、３件（0.09%）

が陽性を示した。また、フォローアップを求めた検体が 10 件あり、それらのうち２件が口腔癌、２件が

上皮異形成の組織診の診断がなされた。この検診におけるがんの検出率は 0.06%であった。また、東京歯

科大学水道橋病院ならびに千葉病院における組織診で扁平上皮癌、白板症、扁平苔癬と診断された症例の

事前の細胞診の診断結果との比較検討も行った。これらの調査結果は今後の口腔細胞診の発展に貢献する

ものと考える。 

 

 Journal of Japanese Society for Evidence Dental Professional 8: 33-38, 2016 

 Journal of Japanese Society for Evidence Dental Professional 8: 22-28, 2016 

 

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 

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 

Netherland 

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 

國分 克寿 

エクソソームに反映されたがん特異

的遺伝子変異を利用する診断法の確

立 

Dana Farber 癌研

究所、Harvard 大

学 

Boston, 

USA 

Irene 

Ghobrial 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 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 

中島 啓 iPS 細胞により誘導された象牙芽細胞による新規修

復治療の開発 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究(B) 

中島 啓 顎裂部への長期安定的な骨形成治療の開発研究 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 

 

特許取得 

取得者名 年月日 番号 名称 

國分 克寿 2015. 9. 3 US20150246945 A1 
Peptides that bind to epithelial cell adhesion 

molecule 

 

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 2015. 6.28 インプラント周囲の病態と再生 第 33 回日本顎咬合学会 
東京都 

千代田区 

井上 孝 2015.10. 3 日本口腔検査学会の使命と展望 第 8 回日本口腔検査学会 横須賀市 

 

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 

井上 孝 2015. 4.11 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 2015. 4.12 
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 2015. 5.17 インプラントの病態と臨床検査 
ジャシド（認定医養成講

座） 
大阪市 

井上  孝 2015. 5.24 インプラントの病態と臨床検査 
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 

松坂 賢一 2015. 5.24 

基礎疾患評価のための臨床検査

データの読み方と口腔がん診断

のための基礎（病理） 

平成 27 年度口腔がん検

査・診断講習会 
さいたま市 

松坂 賢一 2015. 5.28 
インプラントと骨補填材に対す

る生体応答 

ITIsc 千葉南 合同例会 

第２回 
文京区 

井上  孝 2015. 6. 7 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 2015. 6.13 
お口の健康から健康寿命を考え

る 

三鷹市歯科医師会・市民

公開講座 
三鷹市 

井上  孝 2015. 6.14 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 2015. 7. 5 
インプラントの病態と対策、予

防および管理について 
東京都歯科衛生士会 

東京都 

千代田区 

井上  孝 2015. 7.12 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 2015. 7.19 

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 2015. 8. 1 

再生医療は歯科医療の救世主か

- 健康型から高齢者型歯科医療

がもたらす健康寿命 - 

上田市歯科医師会 上田市 

井上  孝 2015. 8.22 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） 
大阪市 

松坂 賢一 2015. 9.20 病因論に基づく歯科診療 Part4 
厚誠会 平成 27 年秋の

全体研修会 
厚木市 

井上  孝 2015. 9.27 インプラントの病態学 東京形成歯科研究会 板橋区 

松坂 賢一 2015.10.17 

口の中ってどうなってるの？口

の中のがんってどんながんな

の？ 

東久留米市歯科医師会主

催 22nd 歯と歯ぐきの

市民健康フェスタ 

東久留米市 

井上  孝 2015.10.24 
今後の歯科医療人として知らな
ければならない臨床検査と口腔

外科 

日本顎咬合学会認定医教

育研修会 
横浜市 

井上  孝 2015.11. 4 癌検診のシステム 
柏厚生総合病院歯科口腔

外科懇談会 
柏市 

井上  孝 2015.11. 7 

今後の歯科医療人として知らな

ければならない臨床検査と口腔

外科 

日本顎咬合学会認定医教

育研修会 
大阪市 

井上  孝 2015.11.11 歯科医から口腔医へ病理の本音 
東京都調布歯科医師会学

術講演会 
調布市 

井上  孝 2015.11.14 

今後の歯科医療人として知らな

ければならない臨床検査と口腔

外科 

日本顎咬合学会認定医教

育研修会 
郡山市 

松坂 賢一 2015.11.15 細胞診と発がんのメカニズム 
平成 27 年度口腔がん検

査・診断講習会 
さいたま市 

松坂 賢一 2015.11.28 
日常の臨床で頻回に遭遇する基

礎疾患の病態 

東京歯科大学千葉市同窓

会（水葉会）講演会 
千葉市 



 

 

松坂 賢一 2015.12.12 インプラントと生体応答 

平成 27 年新潟再生歯学

研究会 第 19 期インプ

ラントセミナー 

新潟市 

井上  孝 2016. 1.24 
高齢化社会におけるインプラン

ト治療、病態から臨床を考える 

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 

井上  孝 2016. 2.28 
高齢化社会とインプラント、他

科との連携 
京都インプラント研究所 京都市 

松坂 賢一 2015. 3.27 病因論に基づく歯科診療 Part5 
厚誠会 2016・春の全体

研修会 
厚木市 

松坂 賢一 2015. 3.27 

歯科インプラント治療時に必要

な注意すべき加齢による臨床検

査データ変化と注意点 

第 25 回口腔インプラン

ト専門医臨床技術向上講

習会「高齢者とインプラ

ント治療」 

東京都 

千代田区 

 

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 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 

中島 啓 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 

受講者 
東京都 

千代田区 

中島 啓 
2015. 

9.26-27 

第 33 回東京歯科大学カリキュラ

ム研修ワークショップ 
受講者 

東京都 

千代田区 

松坂 賢一 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 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

松坂 賢一 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学  

第４学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

國分 克寿 

中島 啓 
2016. 2.28 

平成 27 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 

井上 孝 2015. 6.29 歯内療法学講義 日本大学歯学部 
東京都 

千代田区 

井上 孝 2015.10.26 病理学講義 大阪大学歯学部 大阪市 

井上 孝 2015.10.28 臨床演習講義 広島大学歯学部 広島市 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

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 

井上 孝 2015. 9.19 食欲の秋、味覚は大丈夫 日本経済新聞 

井上 孝 2015. 9.27 専門外来、生活習慣の改善指導 日本経済新聞 

井上 孝 平成 27年度 
口腔粘膜病変へのアプローチ～

ミクロの扉を開く～ 

平成 27 年度日本歯科医師会ビデオラ

イブラリー 

 


