
 
 

 
 

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   Tu ng la g Se r- Od   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 

Akra m A l- Wa h ab  表面性状による iPS 細胞の分化への影響 

明石 良彦  幹細胞を用いた機能的な唾液腺組織の再生    

鷲見 正美  4META/MMA-TBB レジン硬化体を用いた Tissue-Engineering 

根本  淳  末梢神経損傷への多血小板血漿の応用による完全再生 

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) 成体組織を用いた機能的インプラント治療の開発 

現在臨床で広く使用されている骨結合型インプラントは、歯欠損による咀嚼機能障害の回復には非常に有

効であるが、歯周組織がないため顎骨発育段階の若年者には対応できていない。本研究では、成体より採取

可能な組織を用いて、歯周組織を有する機能的インプラントの開発を目指した。骨結合したインプラントに

対してラットの歯根膜組織を応用しマウス口腔内に移植を行ったところ、CT にて歯根膜様の空隙を認めて、

口腔内に生着した。組織学的には、骨組織間に歯根膜様の線維性結合組織が形成されていた。さらに、イン

プラントに対して矯正力を加えたところ、天然歯同様に移動し、侵害刺激に対しても反応を示した。これに

より、成体由来の組織と現在の骨結合型インプラントによる、次世代型のバイオハイブリッド型インプラン

ト治療の可能性が示された。 

    

   Tissue Eng Part A. 2016 Sep;22(17-18):1108-15. 

 

2) 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 

ポリ乳酸-グリコール酸共重合体（PLGA）は、臨床でも幅広く使用されている生体吸収性の足場材料であ

る。本研究では、顎骨の再生治療を目指して、PLGA が iPS 細胞から誘導された骨芽細胞様細胞に与える影

響を解析した。PLGA 膜上に、誘導された骨芽細胞様細胞を播種して骨誘導培地を用いて 2 週間培養したと

ころ、Ⅰ型コラーゲン、オステオカルシンの mRNA の発現上昇が認められた。誘導細胞は、オステオカルシ

ンの免疫染色に陽性を示し、アリザリンレッド染色に染まる石灰沈着を認めた。さらに誘導細胞を、SCID

マウスに移植したところ、奇形腫中に骨組織の形成を認めた。これらのことより、PLGA は iPS 細胞から誘

導された骨芽細胞様細胞の骨形成を妨げないことが示唆された。 

    

   Dent Mater J. 2017 Jan 31;36(1):103-110. 

 

3) 歯髄細胞は機械的ストレスを与えた歯根膜細胞の RANKL、PGE2および SP の発現を促進させる 

本研究は、インビトロで機械的ストレスを付与後に歯髄細胞と共培養した歯根膜細胞の RANKL の発現を調

査し、さらに、歯根膜細胞および歯髄細胞の PGE2と SP の発現を調査した。４週齢 SD ラットより得られた
歯根膜細胞と歯髄細胞を用い、実験１、３日目に RT-PCR を用いて歯根膜細胞の RANKL mRNA の発現を調査し、

また蛍光免疫染色にて RANKL 発現を調査した。歯根膜細胞および歯髄細胞の PGE2および SP の発現を ELISA

法にて調査した。結果として、機械的ストレスを付与した歯根膜細胞は歯髄細胞と共培養することによって

RANKL 発現は増加し、さらに、PGE2 および SP の発現は、歯根膜細胞および歯髄細胞において増加した。結



 

 

論として、歯髄細胞は機械的ストレスを付与した歯根膜細胞の RANKL 発現を PGE2および SP を介して増強す

る可能性があることが示唆された。 

    

   Arch Oral Biol. 2016 Oct ;70:158-164. 

 

4) ラット歯髄に対する CO2レーザーの影響 

本研究では歯髄の増殖、分化に対する CO2 レーザーの影響を RT-PCR ならびに免疫組織化学染色を用いて
検索した。SD 系ラットの上顎第一臼歯の咬合面に 10,600nm 波長の CO2 レーザーを当て、直後ならびに 1、3、

5 日後に歯髄組織の反応を検討した。RT-PCR では、HSP70、ABCG2、DSPP、DMP1 の mRNA の発現を調べたとこ

ろ、レーザーを当てた群において HSP70 の発現が直後に上昇し、ABCG2 の発現が１日後に上昇した。また、

DSPP と DMP1 の発現は徐々に上昇し、５日後がピークであった。免疫組織化学染色では、レーザーを当てた

群において PCNA 陽性細胞がすべての期間で観察された。CD44 陽性細胞は 1、3 日後で多く観察され、ABCG2

陽性細胞は 3 日後に多く観察された。これらのことより、CO2 レーザーは歯髄組織の変性を誘発するが、新

しく形成された象牙芽細胞により修復されることが示唆された。 

    

   Photomed Laser Surg. 2016 Apr;34(4):157-63. 

 

5) 開業医・病院歯科における口腔細胞診の活用 

開業医における細胞診の実施状況、細胞診が担う口腔がんの早期発見・早期治療への役割について考察し、

一般開業歯科医あるいは病院歯科での細胞診の活用と今後の展望について検討した。本研究は 1993 年～

2016 年 8 月までに東京歯科大学で受託した一般開業医からの細胞診受託件数を集計し、各年齢層の患者の

男女別人数、採取部位別症例数、臨床診断別症例数、病理診断結果について統計的に検討した。1993 年 3

月～2016 年 8 月までの細胞診受託件数は 1122 件あり、2011 年を境に急激な増加を認めた。患者の年齢層は

70 歳代が最も多く、男女別では女性が多かった。また、舌側縁部からの採取が多く、臨床診断名は白板症

が最も多かった。病理診断結果は 30 例で陽性であり、その内 5 例は良性の臨床診断名であった。口腔がん

の早期発見を目指すには診療時の口腔内の視診・触診とともに細胞診の実施が有効であり、今後ますます増

加すると予想される。 

    

   日本口腔検査学会雑誌. 9 巻 1 号 22-27 (2017.3) 

 

6) 一般開業医における病理組織検査の動向 

一般開業医における病理組織検査の有用性を明らかにするために、一般開業医における病理組織検査の動

向について検討した。1997 年 4 月から 2016 年 8 月までの18 年 5 か月の間に東京歯科大学千葉病院臨床検

査部に外部の医療機関から受託された病理組織検体 3,470 例を用いて、一般開業医における病理組織検査の

動向について臨床統計的に検討した。受託検体 3,470 例のうち、嚢胞性病変は 1,407 例(40.6%)、腫瘍性病

変は 1,206 例(34.8%)、口腔粘膜疾患は 269 例(7.8%)であった。臨床診断において悪性病変を疑う症例は 33

例(1.0%)あり、そのうち病理診断においても悪性病変であった症例は 7/33 例(21.22%)であった。臨床診断

において良性病変を疑う症例のうち病理診断において悪性病変であった症例は 6 例(0.2%)であった。 

    
   日本口腔検査学会雑誌. 9 巻 1 号 28-33 (2017.3) 

 

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 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 

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 



 
 

 
 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

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 

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 科研費の場合は種別も記載 

國分 克寿 
唾液エクソソームを用いた唾液腺腫瘍の遺伝子変

異多様性解析と悪性度診断法の確立 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究(C) 

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 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

井上 孝 2017. 3. 8 

日本歯科医学会と歯科再生医療

推進ネットワーク協議会の連携

について 

日本再生医学会 仙台市 

 

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 

井上 孝 2016. 6.12 
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 
第 34 回日本顎咬合学会 東京都 

井上 孝 2016. 8.28 
インプラントの安心・安全を求

めて 

日本歯科医療学会・四国

支部 
高知県 

 

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 2016. 4. 9 インプラント病態学 京都インプラント研究所 京都市 

井上 孝 2016. 4.10 
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 

東京都 

港区 

松坂 賢一 2016. 5.12 口腔組織の構造と病理 

平成 28 年度千葉市口腔

がん検診事業 第 2 回研

修会 

千葉市 



 

 

井上 孝 2016. 5.14 インプラントの病態と臨床検査 JACID 大阪市 

井上 孝 2016. 5.15 
インプラントにおける病理学的

な基礎知識 

日本インプラント臨床研

究会 

東京都 

台東区 

松坂 賢一 2016. 5.21 
インプラント治療に必要な病理

学的知識と生体の反応 

第 1 回 Exceptional 

Dentistry、東京アメリ

カンクラブ 

東京都 

港区 

松坂 賢一 2016. 5.22 

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 28 年度口腔がん検

査・診断講習会 
さいたま市 

井上 孝 2016. 6.14 インプラント病態生理学 嵌植義歯研究所 仙台市 

井上 孝 2016. 7. 3 
再生医療、歯科臨床における可

能性 

東京歯科大学群馬県同窓

会講演会 
高崎市 

井上 孝 2016. 7.10 インプラント病理学 北海道形成歯科研究会 札幌市 

井上 孝 2016. 7.17 

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 熊本市 

松坂 賢一 2016. 9.23 病因論に基づく医療連携 Part1 
厚誠会 平成 28 年秋の

全体研修会 
厚木市 

井上 孝 2016. 9.24 噛んで食べることの舞台裏 
柏崎市・上越市歯科医師

会 
柏崎市 

井上 孝 2016.10. 9 
数値化されたエヴィデンスに基

づく歯科の未来 
デジタルワン 東京都 

井上 孝 2016.10.10 インプラント周囲組織の病態 臨床器材研究所 大阪市 

井上 孝 2016.10.18 再生医療は歯科医療の救世主か 
深川城東支部東京歯科大

学同窓会 
東京都 

松坂 賢一 2016.10.19 

造成骨・歯科インプラントに対

する生体応答を病理学的に検討

する 

東京松風歯科クラブ 東京都 

中島 啓 2016.10.19 
歯科における再生治療研究の現

状と課題 

お茶の水がん学アカデミ

ア 第 128 回集会 

東京都 

文京区 

松坂 賢一 2016.10.30 
インプラントの病理学的リスク
の考察とインプラント治療に関

連する臨床検査 

第 27 回口腔インプラン
ト専門医臨床技術向上講

習会 

広島市 

松坂 賢一 2016.11. 3 細胞診と発がんのメカニズム 

平成 28 年度口腔がん検

査・診断講習会（ステッ

プアップ） 
さいたま市 

松坂 賢一 2016.11.18 
口腔がん検診における病理検査

の位置づけ 

平成 28 年佐倉市口腔が

ん検診事業症例検討会 
佐倉市 

松坂 賢一 2016.12.17 インプラントと生体応答 

平成 28 年新潟再生歯学

研究会 第 20 期インプ

ラントセミナー 

新潟市 



 
 

 
 

井上 孝 2017. 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 

東京都 

渋谷区 

井上 孝 2017. 3. 5 

加齢・老化・疾患の中の歯科治

療を考える－点・線・面でみる

歯科医療の舞台裏－ 

和歌山県歯科医師会 和歌山県 

 

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 2016. 4.24 
第 17 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 

國分 克寿 2016. 4.24 
第 17 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
受講者 

東京都 

千代田区 

國分 克寿 2016.10. 1 
第 18 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
受講者 

東京都 

千代田区 

國分 克寿 2016.10.25 

平成 28 年度教育ワークショップ

「臨床実習中の基礎科目教育の

在り方について」 

作業部会メンバー 
東京都 

千代田区 

國分 克寿 2016.12. 3 
効率的な授業を行うワークショ

ップ 
受講者 

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 2017. 2.26 
平成 28 年度東京歯科大学  

第４学年 OSCE 
ステーション１責任者 

東京都 

千代田区 

國分 克寿 

 
2017. 2.26 

平成 28 年度東京歯科大学  

第４学年 OSCE 
補助係 

東京都 

千代田区 

中島 啓 2017. 2.26 
平成 28 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 

松坂 賢一 2016. 9.27 口腔病学講義（第３学年） 北海道医療大学 北海道 

 

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 

松坂 賢一 2016.6 
口腔がんの病理学的考察と病病

理検査 

日本歯科医師会雑誌 生涯研修コード

22-02 

日本歯科医師会雑誌 69：199-206、

2016 


