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1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   井出 吉信  歯科インプラントにおける偶発症抑止のための顎骨内部構造の解析 

主任教授   阿部 伸一  頭頸部各組織の成長・発育・老化・再活性に関する解析 

准 教 授   松永  智  材料工学的手法を用いた顎骨周囲における力学的環境の解明 

講  師   山本 将仁  頭頸部領域における成長・発育・老化に関する形態学的研究 

大学院生   小髙 研人  インプラント周囲顎骨における生体アパタイト結晶配向性 

森田 純晴  骨髄における造血能獲得機構の解析 

廣内 英智  下顎頭軟骨の発生機序 

奈良 倫之  軟口蓋の発生機序 

小林 功明  ヒト上顎洞における組織学的研究 

是澤 和人  歯科インプラント周囲顎骨における特異的なミクロ構造特性 

永倉遼太郎  胎生期マウス外側翼突筋における組織学的研究 

小川 雄大  筋再生における Tcf4 の役割 

是澤 智久  咽頭壁の局所解剖学的研究 

三友 啓介  Runx2 欠損マウスにおける二次軟骨の発生 

 

2. 成果の概要 
 

1）頭頸部各組織の成長・発育・老化・再活性に関する解析 

本年度は特に筋-腱-骨接合部の形態形成について調べた。その結果、key となるタンパクが存在し、軟骨、

筋付着部における腱組織などを誘導し、周囲組織全体の形態形成を協調的に進めていくことが明らかとなっ

た。さらに高齢者の献体を用い、筋組織を中心と関節・軟骨などの構造など様々な部位を網羅的に調べ、衰

える特有タンパクの存在、また代償的に増加するタンパクの存在が明らかとなり、生体は加齢という現象に

抵抗している可能性の一端を明らかにした。 
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2）顎骨のマルチスケール解析 

 マクロ/ミクロ/ナノスケールそれぞれにおける顎骨の構造解析を行い、同一荷重条件下におけるそれぞれ

の解析データを双方向リンクすることで、生体力学的見地にもとづいた骨動態をマルチスケールに解析でき

る。特に顎骨に直接結合するインプラント周囲顎骨における種々の解析(骨形態計測、骨質解析、力学解析

等)を重点的に行い、特にインプラント - 骨界面における骨構造の特殊性について見出した。 
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3）Medical FabLab に関する基礎的研究 

デジタルデータを中心としたファブリケーションシステムを洗練させ、不可視の解剖学的構造や 

メカニカルストレス、あるいは手術時の感覚や失敗経験など、これまで数値化することが困難な 

事象をシミュレートすることが可能になった。 
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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 

阿部 伸一 

山本 将仁 
頭頸部各組織における発生学的研究 

Universidad 

Complutense 

Madrid, 

Spain 

Rodiguez 

Vazquez JF 

阿部 伸一 

山本 将仁 

咽頭・喉頭領域の加齢による機能変

化に関する形態学的研究 

東北大学医学部 

耳鼻咽喉・頭頸

部外科 

仙台市 香取 幸夫 

阿部 伸一 
消化管（食道、尿道など）の加齢に

よる機能変化に関する形態学的研究 

神戸大学医学部 

腎泌尿器科学分

野 

神戸市 日向 信之 

松永 智 
口腔インプラント手術シミュレータ

ーの開発 
慶應義塾大学 横浜市 高野 直樹 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

阿部 伸一 
顎顔面再建治療へ向けた上皮-間葉ハイブリッド型

細胞シートの移植検証プロジェクト 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

松永 智 
アパタイト結晶配向性を指標とした顎骨骨梁のナノ

メカニクス 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

山本 将仁 
筋・腱・骨 複合組織再生へ向けた基礎的研究：動

力機能を獲得するメカニズムの解明 

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 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

松永 智 2016. 9.18 
ヒトインプラント周囲顎骨の構

造特性 

第 46 回日本口腔インプ

ラント学会学術大会 
名古屋市 

 

 

 



 

 

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 

松永 智 

井出 吉信 
2016. 6. 5 

インプラント治療に必要な解剖

学 

北海道形成歯科研究会 

日本口腔インプラント学

会 

100 時間コース 

札幌市 

阿部 伸一 2016. 6.12 

頭頚部全体の機能を再考する-未

固定標本で理解する顎関節の機

能的役割- 

第 34 回日本顎咬合学会

学術大会・総会 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016. 8.28 
顎顔面インプラント治療の際に

イメージしたい”3D 機能解剖” 

第 29 回日本顎顔面イン

プラント学会教育研修会 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.10.30 
口腔機能の健全な発達と高齢者

における機能維持の重要性 
第 100 回広島大学歯学会 広島市 

阿部 伸一 2016.12. 3 摂食嚥下の機能解剖 台湾歯科医学会 
台北、 

中華民国 

阿部 伸一 2016.12. 4 高齢者の摂食嚥下機能 台湾障害者歯科学会 
台北、 

中華民国 

 

 

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 

松永 智 2016. 4.23 
デジタルテクノロジが変える歯

科医療 

東京歯科大学同窓会神戸

支部 
神戸市 

阿部 伸一 2016. 5.25 Cosmetic Anatomy 
アラガン・ジャパン 

皮膚科医のための学術講

演会 

東京都 

渋谷区 

阿部 伸一 2016. 8. 4 
口腔・咽頭の解剖・生理と嚥下

のメカニズム 

摂食機能向上研修会（千

葉東病院） 
千葉市 

阿部 伸一 2016. 8.20 

幼児・学童期から高齢者に至る

“咀嚼・嚥下機能の獲得と衰

え”－小児期のストレートネッ

ク防止、高齢者の誤嚥防止－ 

北海道歯科学術大会創立

90 周年記念特別講演会 
札幌市 

阿部 伸一 2016.10. 2 口腔・口蓋・咽頭部の機能解剖 
第 32 回日本臨床口腔外

科医会研修会 
大阪市 

阿部 伸一 2016.10. 8 摂食嚥下のメカニズム 
平成 28 年度認定歯科衛

生士セミナー 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.11.13 
再生医療・解剖学の理解と歯周

臨床 

ジーシー 第 4 回国際歯

科シンポジウム 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.11.23 

全身の健康を維持するために理

解したい口腔の機能解剖学的役

割 

モリタ創業 100 周年記念

シンポジウム 

東京都 

千代田区 



 

 

阿部 伸一 2017. 1.19 
超高齢社会における”オーラ

ル・フレイル” 

相模原市 在宅歯科医療

連携セミナー 
相模原市 

阿部 伸一 2017. 1.27 

幼児・学童期から高齢者に至る

“咀嚼・嚥下機能の獲得と衰

え” 

東京慈恵会医科大学 第

75 回 NST（栄養サポー

ト）セミナー 

東京都 

港区 

阿部 伸一 2017. 2. 9 
成長期に身につけたい：「正し
く噛む」とは？ 

養護教諭と学校歯科医の

研修会（西東京市学校歯

科医会主催） 

保谷市 

阿部 伸一 2017. 3.17 
Functional Anatomy: focus on 

the atlantoaxial joint 

International Academy 

of Advanced 

Interdisciplinary 

Dentistry 

仙台市 

 

 

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 

阿部 伸一 2016. 4.24 

共用試験 CBT 問題作成のための

アドバンス・ワークショップ参

加 

タスクホース 
東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016. 6.18 
FD,SD 推進ワークショップ参加

（日本私立大学連盟） 
タスクホース 

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 

阿部 伸一 2016. 6.10 Swallowing Function Yonsei University  
ソウル、 

大韓民国 

阿部 伸一 2016. 6.30 インプラント解剖学 
九州歯科大学 

（４年生） 
北九州市 

阿部 伸一 2016. 7. 7 摂食・嚥下のメカニズム 
日本大学歯学部 

（２年生） 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.12. 1 補綴治療のための臨床解剖学 
九州大学歯学部 

（４年生） 
福岡市 

阿部 伸一 2016.12. 1 
機能解剖に関する最近の研究成

果 
九州大学歯学部大学院 福岡市 

阿部 伸一 2016.12. 5 Implant Anatomy 
Taipei Medical 

University 

台北 

中華民国 

 

 

 

 



 

 

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 

阿部 伸一 2016. 6. 3 正しいお口の使い方 
区民健康講座 

（千代田区役所主催） 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.10.29 
知っておきたい「正しいお口の

使い方」 

第 20 回歯の保健衛生市

民講演会 

（昭島市学校歯科医会） 

昭島市 

松永 智 2016.10.29 

「食べる」の雑学 ～知ってい

ますか？ 食べるしくみとその

働きについて～ 

東京歯科大学 

市民公開講座 

東京都 

千代田区 

阿部 伸一 2016.12.12 
「口が元気な人ほど若い！ボケ

ない！」イキイキ健口法 
区民健康大学公開講座

（葛飾区主催） 

東京都 

葛飾区 

 

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 

阿部 伸一 2016. 4.16 大丈夫？あなたの姿勢 
チョイス 病気になったとき、NHK E

テレ 

 


