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プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   田崎 雅和  口腔粘膜受容器の形態と機能に関する経日的変化 

准 教 授   澁川 義幸  象牙質形成細胞の生理学的研究 

助  教   木村 麻記  象牙芽細胞の刺激受容と象牙質形成の機能連関の解明 

佐藤 正樹  象牙芽細胞における感覚受容に関する研究 

大学院生   小島 佑貴  象牙芽細胞膜上に発現する生物物理学的特性の解明 

東川明日香  メルケル細胞の特性と三叉神経節細胞との細胞間連絡機構の解明 

大房  航  気圧計および筋電計を用いた摂食嚥下メカニズムの解明 

専攻生    小倉  一宏  象牙芽細胞の感覚受容機構の解明 

望月  浩幸  象牙芽細胞のストア依存性 Ca 流入の解明 

河野  恭助  象牙芽細胞の化学刺激受容機構の解明 

 

2. 成果の概要 

 

1) 象牙質への様々な刺激は、象牙質痛を発生させる。近年、象牙芽細胞に発現する transient receptor 

potential channels を含めた機械感受性イオンチャネルが、象牙細管内液移動を感知する事で歯髄ニュ
ーロンにアデノシン三リン酸を放出する神経伝達によって象牙質痛が発生すると報告されている。一方で

象牙芽細胞には、グルタミン酸受容体発現も報告されており、アデノシン三リン酸のみならず、グルタミ

ン酸も象牙芽細胞ーニューロン間の伝達物質となるであろう事が考えられる。本研究では、象牙芽細胞へ

の機械刺激が、グルタミン酸透過性チャネルの開口を活性化し、グルタミン酸の細胞外放出が生じる事を

見いだした。放出されたグルタミン酸は、自己・傍分泌性に象牙芽細胞の代謝型グルタミン酸受容体を活

性化する一方で、歯髄神経の代謝型グルタミン酸受容体も活性化し象牙芽細胞－ニューロン間の神経伝達

を仲介する事が明らかになった。これらの細胞間連絡は、象牙質形成・象牙質痛の発生と関連していた

（Nishiyama A, Sato M, Kimura M, Katakura A, Tazaki M, Shibukawa Y. Intercellular signal 

communication among odontoblasts and trigeminal ganglion neurons via glutamate. Cell Calcium, 

60: 341-355, 2016. doi: 10.1016/j.ceca.2016.07.003.） 

 

2) アデノシン三リン酸は、歯髄・象牙芽細胞において様々な機能を発揮している。しかし、象牙芽細胞に

おいて、イオンチャネル型アデノシン三リン酸受容体 (P2X1-P2X7) の詳細な発現パターンと、その生物物

理学的特性は解明されずに残されていた。そこで、象牙芽細胞におけるこれらの特性をパッチクランプ法

で検討した。象牙芽細胞は、機能的に P2X4 と P2X7 受容体を発現していた。これらの受容体は、歯髄損

傷にともなって遊離したアデノシン三リン酸遊離を受容する事で、象牙質形成を誘発するものと考えられ

た（Shiozaki Y, Sato M, Kimura M, Sato T,  Tazaki M, Shibukawa Y. Ionotropic P2X ATP receptor 

channels mediate purinergic signaling in mouse odontoblasts. Frontiers in Physiology, 8: 

Article 3, 2017. doi: 10.3389/fphys.2017.00003.  

 

3) 水酸化カルシウム製剤や mineral trioxide aggregate（MTA）は、強いアルカリ性環境を作り出し反応

性の第三象牙質形成や象牙質橋形成を目的として使用されているが、これら薬剤による象牙質形成の詳細

な細胞メカニズムについては不明である。そこで、象牙芽細胞における高 pH 刺激の受容機構を検討した。

アルカリ刺激は transient receptor potential ankyrin subfamily member 1 チャネルによる細胞外から

の Ca2+流入とストアからの Ca2+放出を介した細胞内カルシウムシグナル経路を活性化した。水酸化カルシ

ウム製剤や MTA を投与すると象牙芽細胞にアルカリ刺激が加わりそれを象牙芽細胞が受容することで象牙

質形成を駆動することが示唆された。高 pH 感受性感覚受容センサーである (Kimura M, Sase T, 

Higashikawa A, Sato M, Sato T, Tazaki M, Shibukawa Y. High pH-sensitive TRPA1 activation in 

odontoblasts regulates mineralization. Journal of Dental Research, 95(9):1057-1064, 2016. doi: 

10.1177/0022034516644702) 

 

4) 安静時の下顎の姿勢保持に関わる要因として、口蓋と舌の間に発生する空間（Donders 空隙）に生じる
陰圧が関係することが知られている（Donders, 1875）。これまでに Donders 空隙の内圧測定を試みた研



 

 

究は存在するが、正確な計測が形態的に難しいため新しい圧計測法による追試の必要性が指摘されている。

そこで本研究では、新規制作した小型気圧センサを口腔内に設置し、舌と口蓋により形成される Donders

空隙の内圧変化を記録した。結果として、安静時の Donders 空隙の内圧は、口唇を開き大気圧を記録した

後口唇を閉鎖すると少し陰圧に、そして嚥下に続く安静時には明らかな陰圧が記録された。この結果から、

口腔内の気圧分布の違いにより口腔内での舌位を安定させることに働いていると考えられ、また、この陰

圧が舌位を安定させることで下顎の姿勢保持に対して部分的に寄与していることが示唆された。 

(K. Hiraki, Y. Yamada, M. Kurose, W. Ofusa, T. Sugiyama, R. Ishida Application of a 
barometer for assessment of oral functions: Donders space J Oral Rehabil. 2017 ; 44(1) : 

65-72. ) 

 

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 

澁川 義幸 
象牙芽細胞の細胞内Ca2+信号に関す

る研究 
延世大学･歯 韓国 Dong Min Shin 

澁川 義幸 
電位依存性K+チャネルの生体物理学

的特性に関する研究 

カルガリー大･体

育 
Canada WR Giles 

澁川 義幸 

佐藤 正樹 
唾液分泌の微細構造－機能連関 

自然科学研究機構 

生理学研究所 
岡崎市 村上 政隆 

澁川 義幸 唾液腺細胞のAQP発現 岩手医科大学･歯 盛岡市 佐原 資謹 

澁川 義幸 神経細胞のリプログラミング 日大・生産資源 藤澤市 杉谷 博士 

 

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 

澁川 義幸 
歯髄炎症を制御する象牙芽細胞－ニューロン－内皮

細胞間シグナル分子ネットワーク解析 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

木村 麻記 
象牙芽細胞間伝達因子（ATP・グルタミン酸）を応

用した新規象牙質形成促進薬剤開発 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

澁川 義幸 
ニューロンネットワークによる神経原性炎症機構
の解明：ニューロン軸索反射モデルを用いた機能

解析 

東京歯科大学・学長奨励研究助

成 

木村 麻記 
アルカリ感受性 TRP チャネルを介した反応性修復

象牙質形成機構の解明 

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 

 
受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

木村 麻記 2016. 7.12 学長奨励研究賞 

High pH-sensitive TRPA1 

activation in odontoblasts 

regulates mineralization 

東京歯科大学 



 

小島  佑貴 
2017. 

3.22-25 

IADR Hatton 

divisional 

award 

Depolarization activates 

slow-activating K+ channels 

in rat odontoblasts 

The 

International 

Association for 

Dental Research 

 

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 

澁川  義幸 2017. 3.19 

象牙質/歯髄複合体に生じる歯痛

の分子細胞基盤：最新の知見か

ら 

2017 年度 日本歯内療法

学会 研修会 
千葉市 

 

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 

澁川  義幸 2017. 3.10 味覚と美味しさの科学 杉並区 学校歯科講演会 
東京都 

杉並区 

澁川  義幸 2017. 2.23 食育における味覚の基礎 板橋区 学校歯科講演会 
東京都 

板橋区 

澁川  義幸 2017. 1.29 

加齢現象からみた臨床口腔生

理：老年医歯科学を理解する高

齢者の生理機能変化 

平成 28 年度 群馬県地域

医療介護総合確保基金事

業 講演会 

前橋市 

 

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 

澁川  義幸 2016. 7.26 
痛み受容器：侵害刺激と痛みの

発生 

2016 年度  帝京科学大学  

医療科学部  前期 教員

研究会 

上野原市 

澁川  義幸 2016. 7.27 
痛み受容器研究の新展開：Fura-

2 を用いた実験系 

2016 年度  帝京科学大学  

医療科学部  前期 教員

研究会 

上野原市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

澁川 義幸 2016. 2.18 
平成28年度 東京歯科大学 第4

学年CBT 
試験監督 

東京都 

千代田区 

澁川 義幸 2016. 3. 9 
平成28年度 東京歯科大学 第4

学年CBT 
試験監督 

東京都 

千代田区 

木村 麻記 
2017. 

1.14-15 

平成29年度 大学入試センター

試験 
試験監督 

東京都 

千代田区 

木村 麻記 2017. 2.26 
平成28年度 東京歯科大学 第4

学年OSCE 
試験監督 

東京都 

千代田区 



 

 

佐藤 正樹 
2017. 

1.14-15 

平成29年度 大学入試センター

試験 
試験監督 

東京都 

千代田区 

佐藤 正樹 2017. 2.26 
平成27年度 東京歯科大学 第4

学年OSCE 
試験監督 

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 

澁川  義幸 2016. 6. 9 

疼痛研究の新展開：歯をモデル

とした疼痛発生メカニズムの解

明 

日本大学生物資源科学

部 大学院特別講義 
藤沢市 

澁川  義幸 2016.10. 6 咀嚼機能学 
日本大学 松戸歯学部 

第 2 学年講義 
松戸市 

澁川  義幸 2016.10.13 咀嚼機能学 
日本大学 松戸歯学部 
第 2 学年講義 

松戸市 

 

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 

澁川  義幸 2016.10.30 

なぜ梅干しを食べるとツバがで

る？ －口の働き密接に関わる脳

機能 

東京歯科大学 平成 28 年

度 市民公開講座 第 5 回 

東京都 

千代田区  

 


