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Capnocytophaga ochracea T９SS積荷タンパク
質がバイオフィルム形成に与える影響の検討
歯科学報，１２１：１９１，２０２１．
第３１１回東京歯科大学学会，２０２１年６月５日，
Web開催

３．高倉枝里子，石原和幸，齋藤 淳，富田幸代
Treponema denticolaの表層タンパクが運動性に
与える影響の検討（Evaluation of the effect of
surface protein of Treponema denticola on mo-
tility）
Journal of Oral Biosciences Supplement，
１８４，２０２１．
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１０月１７日，Web開催
４．国分栄仁，菊池有一郎，柴山和子，石原和幸
Treponema denticolaの表層タンパクが運動性に
与える影響の検討（Evaluation of the effect of
surface protein of Treponema denticola on mo-
tility）
Journal of Oral Biosciences Supplement，２１４，
２０２１．
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１０月１７日，Web開催
５．中根 咲，今村健太郎，石原和幸，齋藤 淳
細胞傷害性Tリンパ球抗原４（CTLA－４）
－Ig が歯周炎による歯槽骨吸収に及ぼす影響
の基礎的研究
歯科学報，１２１：１９１，２０２１．
第３１１回東京歯科大学学会，２０２１年６月５日，
Web開催

三叉神経中脳路核ニューロンの歯根膜機械・固
有感覚を担う分子基盤：機械感受性イオンチャ
ネル－感覚調節機能連関解析

研究代表者 澁川義幸（生理学講座・教授）
研究分担者 木村麻記（生理学講座・講師），黄地

健仁（生理学講座・助教），一戸達也
（歯科麻酔学講座・教授），中村史朗
（昭和大学歯学部 口腔生理学講座・
准教授），井上富雄（昭和大学歯学部

口腔生理学講座・教授）

１．研究の概要
近年，口腔器官を構成する諸細胞に細胞外環境変

化を監視する様々な細胞膜センサータンパク質の発
現が明らかになってきている。なかでも機械感受性
イオンチャネルは細胞に加えられた機械刺激を
ニューロンにおける電位信号に変換（Mecha-
notransduction）し，触圧覚・疼痛発生のような本
質的な生体生理機能の基本プロセスに関与している
（e .g., Chalfie，２００９；Li et al.，２０１２；Shibukawa
et al.，２０１５）。また筋紡錘やゴルジ腱器官にも機械
感受性チャネルが発現し，固有（自己受容）感覚を
担っていることが明らかになった（Woo et al.，
２０１５）。一方で，歯根膜には咬合力を感知する固有
受容器が存在し，三叉神経中脳路核ニューロンと接
続し分布しているが，その固有感覚発生を理解する
機械刺激受容の分子基盤は不明である。本研究では
機械感受性イオンチャネルに着目し，本ニューロン
における歯根膜機械・固有感覚を担う分子基盤を明
らかにし，さらには固有感覚発生と口腔機能連関あ
るいは歯根膜咬合時痛変調への関与を解析する。
２．取組状況
① 三叉神経中脳路核ニューロン機械受容の分子

生理基盤：口腔領域には，１）圧覚や痛覚を担う三
叉神経節ニューロン，２）固有感覚を担う三叉神経
中脳路核ニューロンが一次感覚ニューロンとして分
布している。本研究では，歯根膜の固有感覚発生を
理解する機械刺激受容の分子基盤を明らかにするた
め，歯根膜に分布する三叉神経中脳路核ニューロン
を逆行性蛍光ラベリングする。ラット歯根膜にカル
ボシアニン色素あるいはFastBlue ニューロント
レーサーを注入する。数日後，ラット中脳部スライ
スを作成し，三叉神経中脳路核を切離（パンチアウ
ト法）する。切離ニューロンを酵素によって急速単
離し初代培養系を確立する。② 歯の移動・歯根膜
炎症モデルにおけるニューロン機械受容の分子病態
基盤：ラット臼歯を人工的矯正移動した際，あるい
は歯髄腔から炎症性因子をあらかじめ投与したの
ち，逆行性蛍光ラベリングした三叉神経中脳路核
ニューロンを単離する。③ 細胞膜機械受容タンパ
ク質の同定：正常ラット・病態モデルラットから得
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られた歯根膜分布三叉神経中脳路核ニューロンに直
接機械刺激を与えた際の，１）細胞膜イオン電流を
パッチクランプ法で，２）細胞内カルシウム動態を
Fura－２ imaging で，３）細胞内 cAMPレベルを
mNeon-based cAMPセンサーで計測する。加え
て，これらの機械受容チャネルの形態学的発現・
mRNA発現を比較検討し，機械感受性チャネル
ノックダウンによる機能変化を観測する。現在，
ラット中脳部スライスを作成し，三叉神経中脳路核
の切離（パンチアウト法）を試みている。
３．本事業の成果
予想される成果：三叉神経中脳路核ニューロンか

ら機械感受性イオンチャネル，特にTransient Re-
ceptor Potential Channel family, Piezo１／２チャネ
ルファミリー，TACAN（Tmem１２０A）あるいは
Two－pore－domain カリウム チャネル活動が記
録されると考えられる。これらのチャネルは，三叉
神経中脳路核ニューロンにおける本質的なmecha-
notransduction プロセスに関与すると考えられる。
一方で，これらの機械感受性イオンチャネル活動
は，持続的な刺激条件下（歯の矯正移動あるいは炎
症性条件下）でそのチャネル活動が変調すると考え
られる。特に炎症条件下ではマクロファージ由来イ
ンターロイキンによる機械感受性チャネルの機能亢
進が生じることが報告されている。得られた結果か
ら，三叉神経中脳路核ニューロンにおける歯根膜機
械・固有感覚を担う分子基盤を明らかにする。さら
には持続的刺激条件下における機械受容チャネルの
変調機構から固有感覚と歯根膜異常疼痛（咬合痛閾
値変化への関与）の機能連関を解析する。
【関連業績】
雑誌論文
１．Kamata S, Kimura M, Ohyama A, Yamashita
S, Shibukawa Y.
Large－conductance calcium－activated po-
tassium channels and voltage－dependent so-
dium channels in human cementoblasts.
Frontiers in Physiology，１２：６３４８４６，２０２１．
doi：１０．３３８９／fphys．２０２１．６３４８４６
２．Inoue H, Kuroda H, Ofusa W, Ohyama S,
Kimura M, Ichinohe T, Shibukawa Y.
Functional coupling between the P２X７ recep-

tor and Pannexin－１ channel in rat trigemi-
nal ganglion neurons.
International Journal of Molecular Sciences，
２２⑾：５９７８，２０２１．doi：１０．３３９０／ijms２２１１５９７８
３．Kimura M, Mochizuki H, Satou R, Iwasaki
M, Kokubu E, Kono K, Nomura S, Sakurai T,
Kuroda H, Shibukawa Y.
Plasma membrane Ca２＋－ATPase in rat and
human odontoblasts mediates dentin minerali-
zation.
Biomolecules，１１⑺：１０１０，２０２１．doi：１０．３３９０
／biom１１０７１０１０

４．Matsunaga M, Kimura M, Ouchi T, Naka-
mura T, Ohyama S, Ando M, Nomura S,
Azuma T, Ichinohe T, Shibukawa Y.
Mechanical stimulation－induced calcium sig-
naling by Piezo１ channel activation in human
odontoblast reduces dentin mineralization.
Frontiers in Physiology，１２：７０４５１８，２０２１．
doi：１０．３３８９／fphys．２０２１．７０４５１８

総説・解説
１．澁川義幸，木村麻記，黄地健仁
細胞内外シグナリングによる象牙質再生創薬と
その制御：－細胞膜多刺激受容タンパク質を標
的とする石灰化機構の解明と応用－
東京歯科大学研究ブランディング事業からの情
報発信
東京歯科大学同窓会報，４２５号（１０月），２０２１．

２．澁川義幸，木村麻記，黄地健仁，大山定男，
倉島竜哉，櫻井 健，隝田みゆき，小倉一宏，
市川秀樹，Sobhan Ubaidus，黒田英孝，大房 航
歯痛制御から歯を再生誘導できるか：歯髄／象
牙質疾患への分子創薬の挑戦：「歯髄」をめぐ
る基礎と臨床の架け橋
歯界展望，１３８⑹，１１２０－１１２６，２０２１．
３．澁川義幸
急性炎症時は SRPの痛みを感じやすいので
しょうか。
読者が本当に聞きたいこと，全部答えます。
歯科衛生士，４５⑹：８４，２０２１．

学会発表
１．齋藤菜月，木村麻記，澁川義幸，一戸達也
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象牙芽細胞のパラトルモン／CGRP 受容体活性
化は細胞内 cAMPレベルを増加する
第３１１回東京歯科大学学会・総会，２０２１年６月
５日－６日，千代田区（Web開催）
歯科学報，１２１，２０２１．

２．古澤誉彰，木村麻記，澁川義幸，古澤成博
Gramicidin－perforated patch－clamp 法によ
る象牙芽細胞の全細胞膜イオン電流記録
第３１１回東京歯科大学学会・総会，２０２１年６月
５日－６日，千代田区（Web開催）
歯科学報，１２１，２０２１．

３．北山えり，木村麻記，古澤成博，澁川義幸
アルカリ刺激は象牙芽細胞内 cAMPレベルを
増加する
第３１１回東京歯科大学学会，２０２１年６月５日－
６日，千代田区（Web開催）
歯科学報，１２１，２０２１．

４．木村麻記，黄地健仁，佐藤涼一，国分栄仁，
黒田英孝，安藤正之，河野恭佑，野村幸恵，澁
川義幸
象牙芽細胞における細胞膜Ca２＋－ATPase は
象牙質石灰化を調節する
Plasma membrane Ca２＋－ATPase in human
and rat odontoblasts regulates dentin miner-
alization.
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１１日，横須賀市（Web開催）
Journal of Oral Bioscience Supplement，３１３，
２０２１．
５．國奥有希，木村麻記，黄地健仁，澁川義幸，
福田謙一
ラット三叉神経節細胞のGsタンパク質共役型
受容体活性化による細胞内 cAMPレベルの動
態解析
Intracellular cAMP signaling pathway via Gs
protein－coupled receptors activation in rat
trigeminal ganglion cells.
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１７日，横須賀市（Web開催）
Journal of Oral Bioscience Supplement，３１３，
２０２１．
６．齋藤菜月，木村麻記，黄地健仁，澁川義幸，

一戸達也
象牙芽細胞におけるGsタンパク質共役型受容
体の発現と三叉神経節細胞－象牙芽細胞間の細
胞間連絡
Intracellular communication between trigemi-
nal ganglion neurons and odontoblasts.
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１１日，横須賀市（Web開催）
Journal of Oral Bioscience Supplement，３１３，
２０２１．
７．木村麻記，黄地健仁，黒田英孝，澁川義幸
象牙芽細胞においてアデニル酸シクラーゼ活性
化による細胞内 cAMPレベル増加はCa２＋流入
を誘発する
第２６回日本口腔顔面痛学会学術大会，２０２１年１１
月２０日－２１日，静岡市
第２６回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラ
ム・抄録集，９０．
８．國奥有希，木村麻記，黄地健仁，澁川義幸，
福田謙一
Gsタンパク質共役型受容体活性化によるラッ
ト三叉神経節細胞内 cAMPレベルの動態解析
第２６回日本口腔顔面痛学会学術大会，２０２１年１１
月２０日－２１日，静岡市
第２６回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラ
ム・抄録集，９２．
９．Shibukawa Y.
Why do we feel a“toothache”with nerve free
dentin : Sensory transduction mechanism in
dentinal sensitivity based on the special archi-
tecture of dentin－pulp complex.
Symposium １６：The mouth is the gate of
happiness! Common Factors between Oral
Senses and Whole Body
the ９８th Annual Meeting of the Physiological
Society of Japan
Virtual Experience, March２８－３０，２０２１．

１０．澁川義幸
三叉神経節ニューロン神経情報自己増幅と歯髄
神経原性炎症の「謎」
シンポジウム３：歯の痛み－由来は歯髄，歯
周，筋，神経
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第２６回日本口腔顔面痛学会学術大会，令和３年
１１月２０日－２１日，静岡市

１１．Shibukawa Y.
Piezo１－PANX１－P２X３ axis in odon-
toblasts and neurons mediates sensory trans-
duction mechanism in dentinal sensitivity.
Symposium Session II Bridging the transla-
tional gap in dental science,
The ２０th Annual Meeting of Korean Basic
Dental Science Society
Association，２０２１．１２．３，Virtual experience

歯槽骨骨量・骨質コントロールによる
歯の移動促進法の確立

研究代表者 西井 康（歯科矯正学講座・教授）
研究分担者 松林秀繁（東洋紡株式会社 メディカ

ル事業推進部 学術支援グループ），
松永 智（解剖学講座・准教授），戒
田直紀（歯科矯正学講座・大学院
生），笠原正彰（歯科理工学講座・講
師），笠原典夫（組織・発生学講座・
講師），北村 啓（組織・発生学講
座・講師），松本高明（歯科矯正学講
座・専修科生），山本楓華（歯科矯正
学講座・大学院生）

１．研究の概要
矯正治療期間の短縮は普遍的な命題であるが，未

だ有効な方法は存在しない。そこで本研究では，骨
再生材料を使用して，歯の移動先の歯槽骨の骨量・
骨質を歯の移動に適した状態に制御することによ
り，歯の移動の遅延防止を図る治療法を確立するこ
とを目的とする。歯の移動を阻害する最大の要素と
して，抜歯窩の歯槽骨吸収がある。本研究では，抜
歯窩骨吸収防止に着目し，一般歯科治療にて普及し
ている骨補塡材によるソケットプリザベーション法
を応用して骨吸収防止だけでなく歯の移動に適した
抜歯窩の骨形成促進を図る。すなわち，抜歯窩内新
生骨の骨量のみならず骨の質的因子を最適化し，迅
速かつ後戻りの少ない歯の移動を実現する。歯の移

動に適した骨再生材として，東洋紡が開発したOCP
/Collagen 骨補塡・再生材料（製造販売承認済）を
駆使することで，骨質コントロールという全く新し
いアプローチとして，東京歯科大学発の歯の移動促
進法の確立を図りたい。
２．取組状況
ソケットプリザベーションはデンタルインプラン

トを想定し成人が対象となる。本研究では，矯正治
療を想定しているため成長期を対象とするが，成長
期ラット抜歯窩に骨補塡材を応用した報告は見られ
ない。このため，第１段階として，成長期のラット
の臼歯を抜歯後，HAP抜歯窩へHAPおよびOCP/
Collagen を応用したときの骨量・骨質の下記に示
す評価を現在施行している。
１．骨量評価
１）CTにて歯槽骨の幅径・高径を計測
２）µCTにて骨密度の解析

２．骨質解析：組織切片にて新生骨の組織学的評価
１）骨コラーゲン繊維の走行性，数の評価
２）X線回折計測装置にて骨配向性の評価

３．骨組織学的評価
１）骨切片標本による破骨細胞，骨細胞等の組
織学的評価

２）TypeⅠ Collagen, ALP, Runx２，Osteo-
pontin, Osteocalcin, Mx２等の骨代謝マー
カーの計測による生化学的評価
同時に第２段階として，再生した歯槽骨へ歯
を移動し歯根への為害性を評価するために，
歯の移動実験モデルを作出中である。

３．本事業の成果
上記評価事項のうち，１．骨量評価，２．骨質評

価が完了し知見が得られはじめている。
【関連業績】
雑誌論文
１．Morita S, Moriishi T, Matsunaga S, Kitamura
K, Abe S, Yamaguchi A.
Comparative morphological study of hema-
topoiesis in bone marrow of Xenopus laevis
and mice.
Bull Tokyo Dent Coll，２０２１（in press）．

２．Kusaba G, Matsunaga S, Kitamura K, Kasa-
hara M, Shimoo Y, Abe S, Nakano T, Ishimoto
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