
 

 

組織・発生学講座 
プロフィール 

 

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  

顎顔面領域の構造の系統発生学的研究 

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 

加齢に伴うエナメル小柱間隙の構造変化に関する研究 

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 

水中死体を対象とした歯牙付着物分析による死後経過時間推定法の開発 

リサーチレジデント   北村  啓  胎生期の運動器形成における筋－腱－骨結合メカニズムの解析 

 

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（唾液腺） 

Transient receptor potential (TRP)チャネルは化学的・物理的刺激の受容に関与する多機能性のチャネ

ルである。近年ラット成獣の唾液腺では TRP チャネルが唾液の形成や分泌に関与することが示唆された。そ

こでラット顎下腺発生初期における TRP チャネルの発現について RT-PCR と免疫組織化学により検索した。

その結果、顎下腺の terminal tubule に検索したすべての TRP チャネル（TRPC1、TRPV3、TRPV4、TRPM8）が

発現していたが、RT-PCR では、TRP の発現パターンは E18 から PN まで経時的に増加するものと、E18 と E20

で増加するが、PN0 で減少し、PN5 で再び上昇するものとの 2 通りのパターンがあった。また免疫組織化学

では PN5 において TRPC1 は導管部分に強い免疫反応、TRPM8、V3、V4 は腺房部分の terminal tubule より増

殖した袋状の組織に強い免疫反応がみられた。以上の結果は、ラット顎下腺発生初期に一過性に存在する

terminal tubule にも成獣の顎下腺と同様に TRP チャネルが発現するが、発現量や発現パターンは各 TRP チ

ャネルによって異なっていることが示された。 

Archives of Oral Biology, 74: 46-50, 2016 

 

2) 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（舌） 

マウスの舌の上皮の分化は Fgf signaling pathway を含む種々のシグナル分子による調節を受けている。

しかしその後に起こる Fgf によって開始される上皮の成熟に関しては不明な点が多い。そこで舌の培養系を

用いて Fgf signaling pathway の抑制作用をもつ薬剤を用いて Fgf によって開始される舌の上皮の成熟につ

いての検索を行った。P13K を抑制する LY294002 と PKA を抑制する H89 によって舌の上皮の厚さが減少し、
これには細胞増殖とアポトーシスのパターンの変化が関与していた。一方 MEK の抑制に働く U0126 あるいは

PD98059 処理を行ったところ、舌の上皮と間葉組織において細胞増殖が顕著に減少していた。以上の結果か

ら舌の上皮は上皮－間葉相互作用の結果、P13K と PKA pathway を介して多細胞層に分化することが示唆さ

れた。 

Acta Histochemica, 119: 92-98, 2016 

 

3) 加齢に伴うエナメル小柱間隙の構造変化に関する研究 

加齢に伴う小柱鞘の変化と色調の変化について明らかにすることを目的とした。10～70 才代の第一小臼

歯を用い歯の頬面の色調を計測後歯軸を横断する切片を作製し、エナメル質と象牙質の色調を求めた。また

反射電子像で小柱鞘の構造と面積を計測し、小柱鞘の面積率と年齢および色調との相関解析を行った。その

結果、加齢に伴ってエナメル質および象牙質自体の色調が暗くなり、頬面全体の色調が暗く、赤みと黄色み

が増大することが示された。また、エナメル小柱鞘は若年者の歯では明瞭であるが、加齢に伴い急速に減少

することが示された。従って、若年者の歯では結晶間隙および表層と深層にある小柱鞘が光を散乱して象牙

質色が頬面の色に反映するのを抑制するが、加齢により小柱鞘が閉鎖され、結晶間隙も減少することにより、

象牙質の色調がより強く反映し、歯冠色が暗くなるものと思われた。 

J. Hard Tissue Biology, 25:131-136, 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 

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整機構 

Kyungpook 

National 

University 

大邱 

大韓民国 
Jae-Young Kim 

見明 康雄 
加齢に伴うエナメル小柱間隙の構造

変化に関する研究 

花王パーソナルヘ

ルスケア研究所 

東京都 

中央区 
筒井 生 

見明 康雄 
FAM83H とカゼイン・キナーゼによ

る細胞骨格とデスモゾームの制御 

京都薬科大学薬学

部 
京都市 久家 貴寿 

見明 康雄 
大理石骨病に続発する骨髄炎患者に

おける歯槽骨の超構造分析 

岩手医科大学病理

学講座 
盛岡市 

三上 俊成 

 

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 
高知市 三島 弘幸 

見明 康雄 
天然アパタイト結晶と生体硬組織の

アパタイト結晶の解析 

高知学園短期大学

保健学部 
高知市 三島 弘幸 

 

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 

 

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 
2016 

7.15-16 

The green spotted pufferfish 

(Tetraodon nigroviridis) as 

the experimental model for 

tooth regeneration 

Symposium for “Hard 

tissue formation and 

regeneration in 

craniofacial region” 

大邱 

大韓民国 

 

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 

山本 仁 2016. 7. 2 

基礎と臨床を繋ぐ研究！？～組

織学、発生学の動物実験からみ

えてくるもの～ 

東京歯科大学同窓会信越

地域支部連合会総会・新

潟県支部総会 

新潟市 

 

 

 

 



 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

山本 仁 2016. 7.25 私の授業の工夫 
第 154 回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2016.10.25 臨床実習中の基礎科目教育 
平成 28 年度東京歯科大

学教育ワークショップ 

東京都 

千代田区 

石川 昂 2017. 2.27 
効果的な授業を行うワークショ

ップ報告 

第 159 回歯科医学教育セ

ミナー 

東京都  

千代田区 

 

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 2016. 4.24 

第 17 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 

石川 昂 2016. 4.24 

第 17 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～ 

参加者 
東京都  

千代田区 

石川 昂 
2016. 

9.17-18 

第 34 回カリキュラム研修ワー

クショップ 
参加者 

東京都  

千代田区 

山本 仁 2016.10. 1 
第 18 回試験問題作成に関する

ワークショップ 
タスクフォース 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2016.12. 3 
第１回効果的な授業を行うワー
クショップ 

タスクフォース 
東京都 
千代田区 

石川 昂 2016.12. 3 
第 1 回効果的な授業を行うワー

クショップ 
参加者 

東京都  

千代田区 

山本 仁 
2016.  

12. 8- 9 

日本私立歯科大学協会第 11 回

教務研修会 
参加者 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2016.12.10 
平成 28 年度私学教育認証評価

事業報告シンポジウム 
参加者 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2017. 1.19 

公益社団法人 大学基準協会

2017 年度大学・短期大学スタデ

ィープログラム（第 3 期大学評

価における内部保証と教育プロ

グラムの質保証について） 

参加者 
東京都 

千代田区 

山本 仁 2017. 1.22 

公益社団法人 私立大学情報教

育協会 栄養学・薬学・医学・

歯学・看護学・体育学グループ

分野別連携アクティブラーニン
グ対話集会 

参加者 
東京都 

中野区 



 

 

山本 仁 2017. 2.21 
東京歯科大学口腔科学研究セン

ターワークショップ 
参加者 

東京都 

千代田区 

石川 昂 2017. 3. 4 第 2 回京都法歯学セミナー 参加者・準備委員 
京都府  

京都市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

山本 仁 2017. 2.15 
平成 28 年度東京歯科大学 

第 4 学年 CBT 本試験 
実施責任者 

東京都 

千代田区 

山本 仁 2017. 3. 8 
平成 28 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 

見明 康雄 2016. 5.20 エナメル質齲蝕 鶴見大学歯学部 横浜市 

見明 康雄 2016. 5.27 象牙質齲蝕 鶴見大学歯学部 横浜市 

山本 仁 2016. 6.10 象牙質、歯髄 日本大学松戸歯学部 松戸市 

見明 康雄 2016. 6.17 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 2016. 6.24 う蝕 
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 2016. 7. 1 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 2016. 7. 8 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 2016. 8. 5 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 

石川 昂 2016. 9.23 法歯学 京都府立医科大学医学部 京都府 

山本 仁 2016.11.29 歯の発生 奥羽大学歯学部 郡山市 

 

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 

見明 康雄 2016. 4.28 
１．痛みがないから気づきにく

い…大人の初期むし歯 

http://www.well-

lab.jp/201604/basics/8320 

見明 康雄 2016. 4.28 
２．カルシウムがポイント？ツ

ヤのある歯を手に入れるには？ 

http://www.well-

lab.jp/201604/recipe/8332 



 

 

見明 康雄 2016. 4.28 
３．大人の初期むし歯は歯磨き

で修復できる!? 

http://www.well-

lab.jp/201604/recipe/8329 

見明 康雄 2016. 4.21 
Dr.サンスポ 唾液じゅわーで

虫歯治る 
サンケイスポーツ新聞 

見明 康雄 2016. 6. 3 

くらしナビ 「歯と口の健康

間」 初期虫歯 正しいケアが

重要 

産経新聞 

見明 康雄 2016.10.13 

医療の最終結論 誤った知識で

歯をみがいていては、虫歯も歯

周病も防げません 

女性セブン 36 号 

 


