
平成 30 年 度

日本大学大学院歯学研究科

概   要

日 本 大 学



日本大学教育憲章

　日本大学は，本学の「目的及び使命」を理解し，本学の教育理念である「自主創造」
を構成する「自ら学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力を身につけ，「日
本大学マインド」を有する者を育成する。

日本大学マインド

・日本の特質を理解し伝える力
　日本文化に基づく日本人の気質，感性及び価値観を身につけ，その特質を自ら発信
することができる。
・多様な価値を受容し，自己の立場・役割を認識する力
　異文化及び異分野の多様な価値を受容し，地域社会，日本及び世界の中での自己の
立ち位置や役割を認識し，説明することができる。
・社会に貢献する姿勢
　社会に貢献する姿勢を持ち続けることができる。

「自主創造」の3つの構成要素及びその能力

＜自ら学ぶ＞
・豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
　豊かな知識・教養を基に倫理観を高めることができる。
・世界の現状を理解し，説明する力
　世界情勢を理解し，国際社会が直面している問題を説明することができる。
＜自ら考える＞
・論理的・批判的思考力
　得られる情報を基に論理的な思考，批判的な思考をすることができる。
・問題発見・解決力
　事象を注意深く観察して問題を発見し，解決策を提案することができる。
＜自ら道をひらく＞
・挑戦力
　あきらめない気持ちで新しいことに果敢に挑戦することができる。
・コミュニケーション力
　他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを伝えることができる。
・リーダーシップ・協働力
　集団のなかで連携しながら，協働者の力を引き出し，その活躍を支援することがで
きる。
・省察力
　謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高めることができる。
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大学院歯学研究科について

歯学研究科長　　前　野　正　夫

　昭和 31 年に創設された日本大学大学院歯学研究科は，私立歯科大学のなかでは最初に開設された

大学院です。本研究科の創設には，日本大学歯学部の前身である東洋歯科医学校や日本大学専門部

歯科・歯科医学校の卒業生の方々の大変なご支援とご苦労があったと，「日本大学歯学部六十年史」

に記されています。その最大の課題は大学院歯学研究科校舎（現在の１号館）の建設であり，創立

者の佐藤運雄先生，当時の学部長の鈴木勝先生，同窓会長の深沢龍之介先生をはじめ多くの方々が，

日本全国の同窓会支部に赴いて本研究科創設の支援を懇願し，それに応えた卒業生の愛校心によっ

て建設が成就しました。本研究科をこれまでに修了して歯学博士又は博士（歯学）の学位を授与さ

れた方は千三百名を超え，多くの方が社会において優秀な人材として活躍されております。

　本研究科では，平成 17 年度から従来の歯科基礎系と歯科臨床系の２つの専攻区分を一本化し，歯

学専攻としました。これは，近年の科学技術の発達・高度化とともに歯学の研究分野も幅広く多岐

にわたるようになり，大学院学生が基礎・臨床にこだわらずに興味ある研究分野を自由に選択して

意欲的に研究に取り組めるようにするためです。

　医学の一分野として顎顔面口腔領域の研究を捉えた場合，再生医療，遺伝子治療，新素材による

高度先端治療，画像転送による遠隔地診断など，新しい診療システムが展開されている現在，これ

らの診断，治療技術の研究，開発を高度なレベルで遂行するには，基礎系と臨床系の講座の枠を越

えた複数指導体制の導入が望まれます。また，歯学全般がかかわる社会歯科学，口腔健康科学など

の分野の重要性も増加する傾向にあります。大学院学生に対する研究指導体制がこのように強化さ

れ，本研究科の教育・研究理念をさらに明確化していくことで，より高度な研究成果が生まれるも

のと確信しております。さらに，大学院における教育・研究を力強く推し進めることにより，日本

の研究レベルの向上と，産官学共同事業の発展が期待されます。将来の日本を担う創造性豊かな若

い研究者，教育者の育成のみでなく，他分野の多様な研究，教育，職域などの幅広い場で中核的な

人材として活躍する人材の育成も付託されています。

　なお，本研究科では，地域医療の最前線で活躍されている先生方に対して，Evidence-based 

Dentistry（EBD）の確立と歯科医療スキルの向上を遂行させる目的で，平成 19 年度から社会人大学

院入学制度を導入しました。現在の定員は社会人大学院も含めて 30 名です。この制度は，専門分野

のみならず，学際領域の研究を推進して先端的歯科治療に取り組み，国民の健康増進と QOL の向上

を目標として導入されました。研究の高度化を図ろうとする幅広い分野の多くの方々の応募により，

本研究科が益々活性化することを願っております。
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1．日本大学大学院歯学研究科における教育研究上の目的
　歯科医学の教育・研究活動に必要な深い教養と高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識と
ともに，歯科医学の発展に寄与しうる教育・研究を指導する能力を養うことを目的とする。
　専攻分野の教育者及び研究者として自立した活動を行い，さらに歯科医学教育・先端的歯科診療
等の指導に従事するために必要な深い教養と高度の研究能力の養成及びその基盤となる豊かな学識
を養うことを目的とする。
　多岐にわたる歯科医学の高度にしてより幅広い知識と先進的医療技術を有す教育者及び研究者の
育成を図るべく，口腔構造機能学分野，応用口腔科学分野，口腔健康科学分野の 3 分野を設置して
いる。これらは，歯科基礎系と歯科臨床系を融合した分野であり，学際領域の推進により複数の教
員による指導体制のもとに，教育及び臨床に直結した歯学研究，専門医養成することを目的とする。

2．歯学研究科の沿革と現況
　日本大学大学院歯学研究科は，歯科医学の研究活動に必要な高度の研究能力及びその基盤となる
豊かな学識とともに，歯科医学の学術発展に寄与しうる研究を指導する能力を養うことを目的とし，
昭和 31 年度に「歯科基礎系」と「歯科臨床系」の 2 専攻で発足した。しかしながら，近年の社会情
勢の変化や学問の高等化に組織改組を検討する必要が生じ，平成 17 年度から 2 専攻を「歯学専攻」
の 1 専攻に統一し，その中に基礎系と臨床系が共同研究を推進しうる新たな枠組の 3 つの分野（口
腔構造機能学分野，応用口腔科学分野，口腔健康科学分野）を配置した。
　歯科医学教育改革に伴い，平成 18 年度から歯科医師の初期研修としてプライマリー・ケアのレベ
ル向上を教育目標とした歯科臨床研修制度が確立された。臨床研修に求められているのは，事実に
基づいた歯科医療（Evidence Based Dentistry: EBD）であり，この科学的に根拠のある事実から診
断や治療方針を決定していくことが必要とされている。昨今の EBD 意識の高まりによって，臨床に
携わっている歯科医師自身に広く臨床研究に参加する道を開放していく必要が生じている。また，
継続した高度専門知識への探求心を啓発していくことが肝要である。そこで，本研究科では，従来
の一般入試に加え，平成 19 年度から社会人として働きながら大学院に学び，臨床研究を進めていく
スキルを向上させることが重要となるので，＊大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例を実施
して，社会人入試を行うこととした。
　また，学位審査には，研究を高度化するために，インパクトファクターのある研究雑誌に筆頭著
者として受理された論文を主とした 2 編以上の共同研究論文をまとめた「総括論文」を作成して提
出するよう勧めている。
　なお，優れた研究を行った者には，選考の上，本学部独自の佐藤研究奨学金が給付され，海外学
会での研究発表や日本大学大学院海外派遣奨学生として海外留学の機会が与えられている。
　現在までに歯学研究科において学位（博士）を取得した者は 1434 名である。

*参考：大学院設置基準第 14条（昭和 49年文部省令第 28号抜粋）

第 14条　 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う事ができる。



－ 3 －

3．歯学研究科の在籍者数，平成30年度募集人員及び学費

学　費

〔備考〕

＊修了年次に日本大学校友会費（正会員）を１万円納入。
＊学内者…本大学を卒業した者または本大学大学院を修了した者。

分　野 構　成　科　目 在籍者数（平成 29年度） 平 成 3 0 年 度
（一般・社会人）募集人数1年 2年 3年 4年

口
腔
構
造
機
能
学
分
野

解 剖 学

30
（
1
期
・
2
期
合
わ
せ
て
）

発 生　・　組 織 学
口 腔 解 剖 学

1

口 腔 生 理 学
生 理 学

1 4

歯 科 薬 理 学
薬 理 学

1 1

口 腔 外 科 学 8 5 3 5
歯 科 矯 正 学 3 3 2 5
歯 科 麻 酔 学 1 1 1

応
用
口
腔
科
学
分
野

口 腔 生 化 学
生 化 学
口 腔 病 理 学
病 理 学

1

歯 科 理 工 学
保 存 修 復 学 3 5 2 6
歯 内 療 法 学 1 1 3 4
歯 周 病 学 1 1 7
総 義 歯 補 綴 学 2 1 1
局 部 床 義 歯 学 1 2 2
ク ラ ウ ン・ブ リ ッ ジ 学 1 2 5 4

口
腔
健
康
科
学
分
野

口 腔 細 菌 学
細 菌 学

1

口 腔 衛 生 学
衛 生 学

1 1 1

歯 科 法 医 学
法 医 学
歯 科 放 射 線 学 1 1 2
小 児 歯 科 学 3 1 2
口 腔 診 断 学
口 腔 ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 学

3 1 2 1

摂 食 機 能 療 法 学 4 1 4 3
合　　　計 32 25 31 46

区　分
1 年 次 2 ～ 4 年 次

入学手続時納入金（前学期分） 後学期納入金 前学期納入金 後学期納入金学　内　者 学　外　者
入 学 金 　　　　 200,000円 　　　　 　　　　 　　　　
授 業 料 350,000円 350,000円 350,000円 350,000円 350,000円
施設設備資金 　　　　 500,000円 　　　　 　　　　 　　　　
校友会費（準会員） 10,000円 10,000円 　　　　 10,000円 　　　　
合 計 360,000円 1,060,000円 350,000円 360,000円 350,000円



専攻

歯　
　

学　
　

専　
　

攻

応用口腔科学分野

口腔健康科学分野

分　　野

口腔構造機能学分野

細 菌 学
衛 生 学
法 医 学
歯科放射線学
小 児 歯 科 学
口 腔 診 断 学
摂食機能療法学

所属講座名

生 化 学
病 理 学
歯 科 理 工 学
歯科保存学Ⅰ
歯科保存学Ⅱ
歯科保存学Ⅲ
歯科補綴学Ⅰ
歯科補綴学Ⅱ
歯科補綴学Ⅲ

解 剖 学 Ⅰ
解 剖 学 Ⅱ
生 理 学
薬 理 学
口 腔 外 科 学
歯 科 矯 正 学
歯 科 麻 酔 学
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4．歯学研究科の構成



口腔構造機能学分野
Oral Structural and Functional Biology

　解剖学，生理学，薬理学，口腔外科学，歯科麻酔学，歯科矯正学をもって構成される。
　解剖学においては骨，軟骨，歯の初期発生および細胞分化の機構，成長因子の遺伝子発現，組織
工学，細胞生物学に関する研究を行う。生理学は三叉神経に関連する痛覚受容，加齢現象と痛覚の
関係等について考究する。薬理学ではオーラルディスキネジア，顎運動に関係する大脳基底核およ
び味覚・痛覚に関与する大脳皮質の神経科学，薬理学的研究を担当する。口腔外科学は腫瘍，嚢胞，
硬組織の石灰化，自己免疫疾患の病態および治療法，再建外科，骨補填材料，遺伝子工学などを研
究する。歯科麻酔学は麻酔薬の体内動態，周術期における循環，代謝管理などを研究対象とする。
歯科矯正学は外力に対する歯周組織の応答，レーザーが骨組織に与える影響，インプラントを固定
源とする矯正処置などについて研究する。
　顎顔面口腔領域を中心に，当該分野の構造，機能，外科的侵襲，全身管理，歯列，咬合の矯正な
どについて，専門分野のみならず，境界領域の研究をも推進することが可能になる。

助 教
担 当 者

専 任 講 師准 教 授

口
腔
構
造
機
能
学
分
野

教 授
構 成 科 目分 野

解 剖 学

発生・組織学
口 腔 解 剖 学
口 腔 生 理 学
生 理 学
歯 科 薬 理 学
薬 理 学

口 腔 外 科 学

歯 科 矯 正 学

歯 科 麻 酔 学

大学院担当教員一覧

○髙橋　富久

○磯川桂太郎

○岩田　幸一

○小林　真之

○大木　秀郎
○米原　啓之
◇外木　守雄
◇金子　忠良

○清水　典佳

○大井　良之

◇内藤　昌子

◇山﨑　洋介

◇篠田　雅路

◇富山　勝則
◇藤田　智史

◇清水　　治

◇本吉　　満

◇岡　　俊一

◇坪井　美行
◇近藤　真啓

　

◇佐藤　貴子
　田中　孝佳
　三宅　正彦
　本田　雅彦
　生木　俊輔
　田村　隆彦
◇中嶋　　昭
◇納村　泰弘
◇馬谷原琴枝

◇大橋　晶子

　渡瀬　哲郎

◇片桐　綾乃

◇山本　清文

　岩田　　潤
◇篠塚　啓二
　原　八重子
　秀　真理子
　白圡　博司
　内田　靖紀
　鈴木　里奈
　内田　琢也
◇小柳　裕子
　関野　麗子
　北山　稔恭

○印：研究指導教員（○合），◇印：科目担当教員（合），無印：研究指導アドバイザー

（平成29年 5 月 1 日現在）
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解　剖　学
〔主な研究テーマ〕
・間葉系細胞の分化誘導メカニズムの解析
・老化制御因子が間葉系細胞の分化に及ぼす影響について
・内因性補酵素BH4の体内動態の解析
・BH4関連化合物の細胞膜輸送に関わる輸送体の同定
・BH4前駆体による脳内ヘのBH4補充がモノアミン生合成に与える影響

〔研　究　内　容〕
　再生医療への応用を目標として，間葉系細胞の分化メカニズムの基礎研究を行っている。具体的
には，（1）蛍光タンパク質を用いて骨芽細胞や軟骨細胞分化に関与するシグナルの活性変化を可視化
するシステムを構築し，間葉系細胞の分化様式を形態学的に解析している。（2）細胞老化や寿命を制
御する分子が骨芽細胞，軟骨細胞，脂肪細胞への分化に及ぼす影響を明らかにするために，間葉系
前駆細胞へ遺伝子導入を行い，分化に及ぼす影響について解析している。
　疼痛や鬱，パーキンソン病に関わるセロトニンやドーパミンの生合成を調節する補酵素 BH4 を脳
内に補充するためのドラッグデリバリーシステムの開発を目指す。そのために，BH4 や BH4 関連化
合物投与時の薬物動態を培養細胞や個体レベルで解析し，BH4 補充が脳内セロトニン，およびドー
パミン生合成に与える影響を生化学的に解析している。
　研究室の特色として，研究の進捗状況などを報告するミーティングを毎月開催しており，疑問点
や問題点などについて意見交換できる場を設けている。また，研究課題の円滑な推進のため，教室
員全員が親身になって考え，協力し合える研究環境の構築に努めている。遺伝子工学や細胞工学に
興味がある方の入室を強く期待する。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Lamin A overexpression promotes osteoblast differentiation and calcification in the 

MC3T3-E1 preosteoblastic cell line. Biochem Biophys Res Commun. 2017. In press.
2.  Tetrahydrobiopterin supplementation: elevation of tissue biopterin levels accompanied by a 

relative increase in dihydrobiopterin in the blood and the role of probenecid-sensitive uptake 
in scavenging dihydrobiopterin in the liver and kidney of rats. PLoS One. 11(10): e0164305, 2016.

3.  Promyelocytic leukemia zinc finger mediates glucocorticoid-induced cell cycle arrest in the 
chondroprogenitor cell line ATDC5. Mol Cell Endocrinol. 417: 114-123, 2015.

4.  Dexamethasone inhibits chondrocyte differentiation by suppression of Wnt/β-catenin 
signaling in the chondrogenic cell line ATDC5. Histochem Cell Biol. 144(3): 261-272, 2015.

5.  Low-intensity pulsed ultrasound-induced ATP increases bone formation via the P2X7 
receptor in osteoblast-like MC3T3-E1 cells. FEBS Lett. 589(3): 310-318, 2015.

6.  The P75 neurotrophin receptor regulates proliferation of the human MG63 osteoblast cell 
line. Differentiation. 87(3-4): 111-118, 2014.

7.  Tetrahydrobiopterin has a glucose-lowering effect by suppressing hepatic gluconeogenesis in 
anendothelial nitric oxide synthase-dependent manner in diabetic mice. Diabetes. 62(9): 3033-
3043, 2013.

8.  Up-regulation of Axin2 by dexamethasone promotes adipocyte differentiation in ROB-C26 
mesenchymal progenitor cells. Cell Tissue Res 354(3), 761-770, 2013.

9.  Abundant nucleostemin expression supports the undifferentiated properties of germ cell 
tumors. Am J Pathol 183(2), 592-603, 2013.

10.  Rapid clearance of supplemented tetrahydrobiopterin is driven by high-capacity transporters 
inthe kidney. Mol Genet Metab. 105(4): 575-581, 2012.

11.  Inhibition of Wnt/β-catenin signaling by dexamethasone promotes adipocyte differentiation in 
mesenchymal progenitor cells, ROB-C26. Histochem Cell Biol 138(6), 833-845, 2012.
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発生・組織学，口腔解剖学
〔主な研究テ－マ〕
・歯の線維性支持組織の比較組織学
　哺乳類における歯の支持様式（釘植
gomphosis）を構成する歯根膜線維系の系
譜を探るため，魚類顎歯の支持構造での
コラーゲン性及びフィブリリン性線維の分
布・走行や形態学的特徴を研究している。
・骨形態と骨原基線維系の機能的関連
　in vivo 胚で実験的に惹起させた線維系
の変異に起因する骨の形態変化を組織学
的かつ三次元的に検討することで，骨原
基の細胞外線維系の性状が骨の形態形成
に及ぼす影響の解明に取り組んでいる。
・比較発生学による歯の発生研究
　種々の脊椎動物において，歯の多様な
形態形成に共通する基本ツールキットを
探索し，その遺伝子発現と形態の関連性
を明らかにし，臓器としての歯の本質の
理解に迫る。

〔研　究　内　容〕
　発生は進化の履歴を刻み，脊椎動物の多様な歯のありようは，4 億 5 千万年にわたる進化のたまも
のである。また，組織や臓器の再生では進化や発生のプロセスが再現される。進化と発生，は一貫
した基本原理の上に成り立っている現象である。その実行者は細胞，そして，細胞は自らが創り出
した細胞外マトリックスの中でそれを利用し，また逆に，マトリックスから制御や拘束を受ける。
当研究室では，進化及び発生において第一義的な表現型である「形態」に注目し，これを基盤とし
た研究を展開している。どのようにして「かたち」が生まれるのか，創り出せるのか，また，その
変化は何を意味し，何によって惹起されるのかといった疑問を解くために，光顕・電顕レベルでの
解析や細胞・分子生物学的な手法を駆使して研究を進めている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Highly reproducible skeletal deformities induced by administration of β-aminopropio- nitrile to 

developing chick embryos. J Oral Sci 58, 255-263, 2016.
2.  Progressive bundling of fibrillin microfibrils into oxytalan fibers in the chick presumptive 

dermis. Anat Rec 296, 71-78, 2013
3.  Roles of collagen and periostin expression by cranial neural crest cells during soft palate 

development. J Histochem Cytochem 60, 57-68, 2012
4.  Development of collagen fibres and lysyl oxidase expression in the presumptive dermis of 

chick limb bud. Anat Histol Embryol 41, 68-74, 2012
5.  Latent transforming growth factor-β binding protein 2 negatively regulates coalescence of 

oxytalan fibers induced by stretching stress. Connect Tissue Res 53, 521-527, 2012
6.  Cellular turnover in epithelial rests of Malassez in the periodontal ligament of the mouse 

molar. Eur J Oral Sci 120, 484-494, 2012
7.  Whole-mount bone and cartilage staining of the chick embryo with minimal decalcification. 

Biotech Histochem 86, 351-358, 2011
8.  Development of the tarsometatarsal skeleton by the lateral fusion of three cylindrical 

periosteal bones in the chick embryo (Gallus gallus). Anat Rec 293, 1527-1535, 2010

［上］講座ウェブページバナー（発生中の皮下における fibrillin 
microfibril）と［下］メキシコサラマンダー Ambystoma mexicanum
の pitx2 遺伝子 whole mount in situ hybridazation 像（左は胚頭部
の正面観，右は哺乳類では歯堤相当の odontogenic band の矢状断
切片像）．
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口腔生理学，生理学
〔主な研究テ－マ〕
・神経障害性疼痛発症の神経機構に関する研究
・癌性疼痛発症の神経機構に関する研究
・感覚神経の回路形成機構に関する研究

〔研　究　内　容〕
　“痛み” は生体にとってなくてはならない感覚であるが，神経損傷や腫瘍など，様々な原因により
難治性の異常な痛みを引き起こすことがある。当講座では，この異常な痛みの末梢および中枢神経
における発症機構の解明を目的に，様々な研究手法を用いて網羅的に研究を推進し，得られた研究
成果を臨床へ応用することを目指している。
　また当講座の特色として，大学院生をはじめとする若い研究者に対し，研究成果を国内外の学会
で発表する機会を与えている。特に大学院生に対しては，在学中に少なくとも 1 度以上，国際学会
に参加するチャンスがあり，またトロント大学，メリーランド大学，ミネソタ大学やピッツバーグ
大学など国外の様々な大学への留学を奨励している。さらに得られた研究成果を海外の一流学術雑
誌に筆頭著者として発表することについても積極的に推進している。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Kubo A, Shinoda M, Katagiri A, Takeda M, Asaka J, Yeomans DC, Iwata K. (2017) Oxytocin 

alleviates orofacial hypersensitivity associated with infraorbital nerve injury via vasopressin 
1A receptor in rat trigeminal ganglia. Pain (in press).

2.  Takehana S, Kubota Y, Uotsu N, Yui K, Iwata K, Shimazu Y, Takeda M. (2017) The dietary 
constituent resveratrol suppresses nociceptive neurotransmission via the NMDA receptor 
signaling pathway, Mol Pain (in press).

3.  Noma N, Imamura Y, Yamamoto Y, Ito R, Iwata K. (2017) Botulinum neurotoxin type A 
alleviates mechanical hypersensitivity associated with infraorbital nerve constriction injury in 
rats. Neurosci Lett 637: 96-101.

4.  Tamagawa T, Shinoda M, Honda K, Furukawa A, Chen J, Sessle BJ, Yonehara Y, Iwata K. 
(2016) Involvement of microglial P2Y12 signaling in tongue cancer pain. J Dent Res 95(10): 
1176-1182.

5.  Yasuda M, Shinoda M, Fujita M, Kawata A, Honda K, Nagashima H, Watanabe M, Takahashi 
O, Kimoto S, Iwata K. (2016) Maternal Separation induces Orofacial Mechanical Allodynia in 
Adulthood. J Dent Res; 95 (10): 1191-1197.

6.  Sato M, Motoyoshi M, Shinoda M, Iwata K, Shimizu N. (2016) Low-intensity pulsed ultrasound 
accelerates nerve regeneration following inferior alveolar nerve transection in rats. Eur J 
Oral Sci. 124(3); 246-250.

7.  Nakaya Y, Tsuboi Y, Okada-Ogawa A, Shinoda M, Kubo A, Chen JY, Noma N, Batbold D, 
Imamura Y, Sessle BJ, Iwata K. (2016) ERK-GluR1 phosphorylation in trigeminal spinal 
subnucleus caudalis neurons is involved in pain associated with dry tongue. Mol Pain Apr 26; 12.

8.  Kaji K, Shinoda M, Honda K, Unno S, Shimizu N, Iwata K. (2016) Connexin 43 contributes to 
ectopic orofacial pain following inferior alveolar nerve injury. Mol Pain Mar 8; 12.

9.  Suzuki A, Shinoda M, Honda K, Shirakawa T, Iwata K. (2016) Regulation of transient receptor 
potential vanilloid 1 expression in trigeminal ganglion neurons via Methyl-CpG binding 
protein 2 signaling contributes tongue heat sensitivity and inflammatory hyperalgesia in 
mice. Mol Pain. Mar 8; 12.

10.  Shinoda M, Takeda M, Honda K, Maruno M, Katagiri A, Satoh-Kuriwada S, Shoji N, Tsuchiya 
M, Iwata K. (2015) Involvement of peripheral artemin signaling in tongue pain -Possible 
mechanism in burning mouth syndrome-. Pain. 156(12): 2528-37.

11.  Kiyomoto M, Shinoda M, Honda K, Nakaya Y, Dezawa K, Katagiri A, Kamakura S, Inoue T, 
Iwata K. (2015) p38 phosphorylation in medullary microglia mediates ectopic orofacial 
inflammatory pain in rats. Mol Pain. 11: 48.

12.  Okada-Ogawa A, Nakaya Y, Imamura Y, Kobayashi M, Shinoda M, Kita K, Sessle BJ, Iwata 
K. (2015) Involvement of medullary GABAergic system in extraterritorial neuropathic pain 
mechanisms associated with inferior alveolar nerve transection. Exp Neurol. 267: 42-52.

13.  Urata K, Shinoda M, Honda K, Lee J, Maruno M, Ito R, Gionhaku N, Iwata K. (2015) Involvement 
of TRPV1 and TRPA1 in incisional intraoral and extraoral pain. J Dent Res. 94 (3): 446-54.
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歯科薬理学，薬理学
〔主な研究テ－マ〕
・神経損傷によって生じる異常疼痛に対する細胞移植による治療法の開発
・顎顔面口腔領域における感覚制御機構の解明

〔研　究　内　容〕
　当研究室は，様々な疾患によって失われた顎顔面口腔に関わる運動機能や感
覚機能を取り戻すために必要な基礎医学研究を行うと同時に，臨床応用に向け
た研究を積極的に推進している。
　・ 歯科医療において遭遇する異常疼痛は，難治性であり未だに決定的な治療法は確立されていない。

当研究室では，中枢神経系における異常疼痛のメカニズムについてパッチクランプ法から 2 光
子励起顕微鏡によるカルシウムイメージング，膜電位感受性色素を用いた光学計測など階層縦
断的に研究手法を用いて研究を進めている。さらに，その研究手法を利用することによって，
iPS 細胞由来の未分化細胞を移植する治療法の開発を進めている。

　・ 味覚は食育の中で重要な位置を占めているが，その発達期における可塑的変化はほとんど不明
のままである。大脳皮質における味覚の情報処理機構について，基礎的研究を行っている。

　本講座では，本大学院の他の研究室および理化学研究所など外部研究機関と精力的に共同研究プロ
ジェクトを進めている。詳細は教室ホームページ（http://www2.dent.nihon-u.ac.jp/pharmacology/）
を参照。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Fuj i ta S , Kaneko M, Nakamura H, Kobayashi M (2017) Spat iotemporal prof i les of 

proprioception processed by the masseter muscle spindles in rat cerebral cortex: an optical 
imaging study. Front Neural Circuits, 11, 4.

2.  Kato R, Yamanaka M, Yokota E, Koshikawa N, Kobayashi M (2016) Spike timing rigidity is 
maintained in bursting neurons under pentobarbital-induced anesthetic conditions. Front 

Neural Circuits, 10, 86.
3.  Yokota E, Koyanagi Y, Yamamoto K, Oi Y, Koshikawa N, Kobayashi M (2016) Opioid subtype- 

and cell-type-dependent regulation of inhibitory synaptic transmission in the rat insular cortex. 
Neuroscience, 339, 478-490.

4.  Kaneko K, Koyanagi Y, Oi Y, Kobayashi M (2016) Propofol-induced spike firing suppression is 
more pronounced in pyramidal neurons than in fast-spiking neurons in the rat insular cortex. 
Neuroscience, 339, 548-560.

5.  Horinuki E, Yamamoto K, Shimizu N, Koshikawa N, Kobayashi M (2016) Sequential changes in 
cortical excitation during orthodontic treatment. J Dent Res, 95, 897-905.

6.  Fujita S, Mizoguchi N, Aoki R, Cui Y, Koshikawa N, Kobayashi M (2016) Cytoarchitecture-
dependent decrease in propagation velocity of cortical spreading depression in the rat insular 
cortex revealed by optical imaging. Cereb Cortex, 26, 1580-1589.

7.  Horinuki E, Shinoda M, Shimizu N, Koshikawa N, Kobayashi M (2015) Orthodontic force 
facilitates cortical responses to periodontal stimulation. J Dent Res, 94, 1158-1166.

8.  Yamamoto K, Takei H, Koyanagi Y, Koshikawa N, Kobayashi M (2015) Presynaptic cell type-
dependent regulation of GABAergic synaptic transmission by nitric oxide in rat insular cortex. 
Neuroscience, 284, 65-77.
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口腔外科学
〔主な研究テーマ〕
・主導管結紮動物モデルにおける顎下腺萎縮・再生過程の組織学的解析
・前癌病変，境界病変および外方性増殖癌に対する光線力学療法を確立するための基礎的研究
・口腔癌の増殖・浸潤・転移機構の解明
・Candida属の菌種同定に関する研究
・臨床応用を目指した人工骨および骨膜の再生医療応用による再建用移植骨の基礎研究
・Videofluorographyを用いた，口腔外科手術患者機能評価法の臨床研究
・舌癌発症により誘発される異常疼痛に関与するシグナル分子の解明

〔研　究　内　容〕
・実験動物において顎下腺の萎縮および再生過程の組織学的精査や，基底膜主要構成分子やその受

容体分子の免疫組織化学的検索を行っている。また，唾液腺再生に関るサイトカイン，ケモカイ
ンを網羅的に解析し，その再生メカニズムを検討している。

・光線力学療法は光感受性物質を腫瘍細胞に取り込ませ，一定波長の光線の照射により細胞障害を
起こさせる治療法である。5-Aminolevulinic Acid を用いた光線力学療法を口腔領域の前癌病変や
外方性増殖癌に応用するための基礎的研究を行っている。

・口腔癌の浸潤転移機構を解明するために，口腔扁平上皮癌由来細胞株などを用いて，マイクロア
レイによるゲノムワイドな発現情報解析や遺伝子学的機能解析（発現ベクターの導入，siRNA 導入）
などを行い，活発な研究を進めている。

・口腔常在菌として知られる Candida であるが，食道カンジダ症や肺カンジダ症，高齢者の誤嚥性
肺炎における原因菌の 1 つと考えおり，その菌種には複数あることが知られている。細胞診で得
られた検体から Candida 属の菌種の同定を遺伝子増幅法を用いて検討している。

・人工骨および骨再生能を有する骨膜，軟骨および骨髄幹細胞などを複合した再生医療技術を応用
することによる顔面再建用再生骨の開発に向け，実験動物下腿骨，頭蓋骨および下顎骨を用いて
micro-CT を用いた骨形成過程の経時的観察，再生骨が形成される過程で発現する RNA とタンパ
ク質についての分子生物学的分析や，骨再生量の増加や再生期間の短縮のために必要となるデー
タを得るための基礎的な実験を行っている。

・顎矯正手術および腫瘍切除に伴う再建手術後の機能回復について，videofluorography を用いた咀
嚼嚥下動態変化の観察を中心に臨床研究を行っている。

・癌細胞から放出された様々な物質により，癌性疼痛の調節や癌細胞の発育や増殖に関与している
可能性があるという報告がされている。また，TRP チャネル，P2X 受容体およびグルタミン酸受
容体のような様々な受容体が慢性疼痛調節に関与するという報告があるが，口腔癌においてどの
ような受容体が疼痛調節に関与するかは不明である。そこで舌癌による異常疼痛発現における神
経機構を解明することを目的とする。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Rapid detection of Candida albicans in oral exfoliative cytology samples by loop-mediated 

isothermal amplification. J Oral Sci, (in press)
2.  Comparison of gene expression profiles of gingival carcinoma Ca9-22 cells and colorectal 

adenocarcinoma HT-29 cells to identify candidates playing an important role in SLPI-induced 
cell migration. J Oral Sci, (in press)

3.  Involvement of Microglial P2Y12 Signaling in Tongue Cancer Pain. J Dent Res 1176-1182, 2016
4.  Runx1 and Runx3 are downstream effectors of Nanog in the promoted osteogenic differentiateon 

of the mouse mesenchymeal cell line C3H10T1/2. Cellular Reprogramming 17, 227-234, 2015
5.  Augmentation of flat bone area using Tetrapod-shaped artificial bone in rats. J Hard Tissue 

Biol 24, 69-76, 2015
6.  Immunohistological study of small Rho GTPases and β-catenin during regeneration of the rat 

submandibular gland. J Mol Histol 43, 751-759, 2012
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歯科矯正学
〔主な研究テ－マ〕
・メカニカルストレスに対する歯周組織細胞の応答性と加齢変化
・レーザーの骨形成促進メカニズムの解明と臨床応用
・アンカースクリューを固定源とした新しい矯正治療法の開発
・ブラケット撤去容易な矯正用レジンの開発と臨床応用

〔研　究　内　容〕
　歯科矯正治療は，不正咬合患者自身の顎や歯を再構築し，口腔や顔面の正常な機能，形態や審美
性を回復する治療である。しかし，冗長な治療期間，咬合痛，歯肉退縮や歯根吸収などのデメリッ
トもある。医学の著しい発展に伴い，歯科矯正学の研究範囲も拡大しており，当講座では上記のテ
ーマに基づき下記のような研究を進めている。
　矯正治療時，最も矯正力を受けると考えられる歯根膜細胞や骨芽細胞を培養し，種々のメカニカ
ルストレス（MS）を加え細胞応答について検討している。MS を負荷した歯根膜細胞では強い骨吸
収因子である PGE2 や MMP-3 発現がドナーの年齢依存的に増加し，加齢は矯正治療におけるリスク
ファクターと考えられた。また，MS 応答性破骨細胞形成には，歯根膜細胞より骨芽細胞の RANKL
が強く影響しており，さらに骨芽細胞では，加えた MS の大さにより発現因子が変化し，小さい MS
では骨形成，大きい MS では骨吸収が促進されることも示唆された。一方，in vivo，in vitro の実験
により，低出力レーザー照射は骨形成促進作用があることを見出し，その機序に IGF-I や BMPs，下
流の Runx2 等の転写因子発現亢進が強く関わっていることがわかった。一方，臨床では矯正用アン
カースクリューを固定源として用いることで，患者負担の少ない矯正治療を発展させている。スク
リュー安定性について，有限要素法，動物実験や臨床データを用いて検討し，最適な植立条件を見
出し良好な治療結果を得ている。また矯正治療後，ブラケット撤去時の疼痛を軽減するため，ブラ
ケットを容易に撤去できる新しい接着用レジンの開発と使用についても検討している。これら種々
の研究成果から，より患者負担が少なく良好な治療結果を得られる矯正治療を発展させたいと考え
ている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Connexin 43 contributes to ectopic orofacial pain following inferior alveolar nerve injury. Mol 

Pain, 12. 2016.
2.  Small buccal fat pad cells have high osteogenic differentiateon potential. Tissue Eng Part C: 

Methods, 22, 250-259. 2016.
3.  Orthodontic force facilitates cortical responses to periodontal stimulation. J Dent Res, 94, 1158-

1166. 2015.
4.  CO2 laser debonding of a ceramic bracket bonded with orthodontic adhesive containing 

thermal expansion microcapsules. Lasers Med Sci, 30, 869-874. 2015.
5.  Effects of tooth root contact on the stability of orthodontic anchor screws in the maxilla: 

Comparison between self-drilling and self-tapping methods. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
147, 483-491. 2015.

6.  Tension force downregulates matrix metalloproteinase expression and upregulates the 
expression of their inhibitors through MAPK signaling pathways in MC3T3-E1 cells. Int J Med 
Sci, 12, 905-913. 2015.

7.  High-magnitude mechanical strain inhibits the differentiation of bone-forming rat calvarial 
progenitor cells. Connective Tissue Research, 56, 336-341. 2015.
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歯科麻酔学
〔主な研究テーマ〕
・麻酔薬による意識消失のメカニズムの解明
・上位中枢における麻薬性鎮痛薬の作用メカニズムの解明
・瞳孔の径を指標とした痛みの研究

〔研　究　内　容〕
１）麻酔薬による意識消失のメカニズムの解明
　静脈麻酔薬プロポフォールは，GABAA 受容体に作用し抑制性シナプス伝達を増強することで，大
脳皮質ニューロンに対し抑制的に働くことが示されている。我々はこれまでに，プロポフォールに
よる抑制性シナプス伝達の増強は大脳皮質ニューロンの種類により異なることを示してきた

（Koyanagi et al., 2014）。しかし，その結果としてどのように意識消失が引き起こされるかについて
はいまだ解明されていない。我々は，電気生理学的手法を用いて，種々の大脳皮質ニューロンで構
成されている局所神経回路に対するプロポフォールの作用について，薬理学講座と共同研究を行っ
ている。
２）上位中枢における麻薬性鎮痛薬の作用メカニズムの解明
　麻薬性鎮痛薬は，歯科口腔外科領域の全身麻酔になくてはならない鎮痛薬であり，その作用機序
として脊髄をはじめとした下位中枢での研究が進んでいる。その一方で，精神依存などの副作用，
および痛みの下行性抑制に寄与する上位中枢での研究は遅れをとっている。我々は，電気生理学的
手法を用いて，大脳皮質をはじめとした上位中枢における麻薬性鎮痛薬のシナプス伝達修飾作用に
ついて，薬理学講座と共同研究を行っている。
３）瞳孔の径を指標とした痛みの研究
　瞳孔は，主に交感神経の刺激により散大するとされている。そして痛み強度にも比例し散大する
ことから，痛みの客観的指標となるといわれている。その一方で，瞳孔は精神的緊張によっても変
化することが知られている。これらのことから我々は様々な鎮痛薬あるいは鎮静薬を用いた場合の
瞳孔に及ぼす影響について検討を行っている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Opioid subtype- and cell-type-dependent regulation of inhibitory synaptic transmission in the 

rat insular cortex. Neuroscience 339, 478-90, 2016.
2.  Propofol-induced spike firing suppression is more pronounced in pyramidal reruns than in fast-

spiking neurons in the rat insular cortex. Neuroscience 339, 548-60, 2016.
3.  Presynaptic cell type-dependent regulation of GABAergic synaptic transmission by nitric 

oxide in rat insular cortex. Neuroscience 284, 65-77, 2015.
4.  Fast-spiking cell to pyramidal cell connections are the most sensitive to propofol-induced 

facilitation of GABAergic currents in rat insular cortex. Anesthesiology 121, 68-78, 2014.
5.  Involvement of AMPA receptor GluR2 and GluR3 trafficking in trigeminal spinal subnucleus 

caudalis and C1/C2 neurons in acute-facial inflammatory pain. PLoS One 7, e44055, 2012.
6.  Dopamine D1-like receptors play only a minor role in the increase of striatal dopamine induced 

by striatally applied SKF38393. Eur J Pharmacol 648, 80-6, 2010.
7.  Predictability of painful stimulation modulates subjective and physiological responses. J Pain 

11, 239-46, 2010.





応用口腔科学分野
Applied Oral Sciences

　病理学，生化学，歯科理工学，歯科保存学，歯科補綴学で構成される。
　病理学は免疫グロブリンの構造と機能の解析を中心に分子生物学的研究を行い，各種病変の診断
と治療への応用を試みる。生化学は硬組織および歯周組織の再生を目的とした分子生物学的研究を
行う。歯科理工学は生体に使用される材料およびその製作過程で用いられる器材の開発，評価，生
体と材料の界面の解析と親和性などに関する研究を担当する。歯科保存学は歯を可及的に保存する
立場から，修復についての材料，器械，技法を，歯内療法では歯髄組織の恒常性や超音波診断を，
歯周治療に関しては歯周病の発症機構，組織再生誘導法などを研究する。歯科補綴学は歯が失われ
た症例での欠損補綴が対象であり，高齢者を主体とした無歯顎患者の補綴処置に関連する基礎的研
究，顎機能障害，唾液関連，磁性材料を応用した顎顔面補綴，スポーツ歯学，歯科インプラント，
接着歯学，歯冠色修復などを研究する。
　この分野は病態の分子レベルでの解析を基盤として，これを歯科疾患の治療に展開することを目
指している。基礎，臨床の融合により，先端的歯科治療に寄与できる研究体制の構築を図る。
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口腔生化学，生化学
〔主な研究テ－マ〕
・硬組織形成細胞の分化機構の解明
・メカニカルストレスの硬組織代謝への影響の解明
・歯周組織再生を促す歯科材料の作用機序の解明
・新規破骨細胞分化調節シグナルの解析
・オートファジー，細胞死が関与する疾患の発症メカニズムの解明

〔研　究　内　容〕
　生化学および口腔生化学の分野の研究領域は，口腔領域の細胞・組織の代謝，歯周疾患の病態解
明などを中心とするものが大部分である。これらの研究成果は，歯科基礎医学の発展に貢献するの
みでなく，歯科臨床における “Evidence Based Medicine” にも寄与する重要な研究領域である。
　歯周疾患の病態に関する研究は，歯周組織を構成する硬・軟組織やそれらを構成する細胞の炎症
等に対する応答性を中心に細胞生物学的・分子生物学的アプローチによって膨大な知見が蓄積され
つつある。一方，高齢社会を迎え，自分の歯で摂食することは，身体的健康のみならず精神的健康
の増進に重要である。そのためには，歯を顎骨に維持・固定している歯槽骨の病態と再生をアンチ
エイジングの視点から検討することも必要である。そこで，「骨リモデリング機構」，「歯周疾患に伴
う組織破壊の分子機構」および「歯周組織再生」といったテーマを中心に，単に病態の解明や組織
の再生を考えるのではなく，病状の軽減や免疫反応の活性化，疾病の予防なども視野に入れながら，
QOL の向上を目指した研究を行っている。
　生化学・分子生物学分野の研究では，生体の発生・分化や疾患機構の解明とその治療法の開発な
ど幅広い分野で「未知の世界に踏み込んで光明を見いだす喜び」を知ることができる。若いうちに
研究生活の楽しさを是非とも味わって，生涯研修が必須である歯科医学への本格的参入に際して大
いに役立ててもらうこともねらいとしている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  LIPUS suppressed LPS-induced IL-1 α through the inhibition of NF-κB nucleartranslocation 

via AT1-PLCβ pathway in MC3T3-E1. J Cell Physiol, doi:10.1002/jcp.25777 (2016). (IF:4.155)
2.  Combined effects of starvation and butyrate on autophagy-dependent gingival epithelial cell 

death. J Periodontal Res. doi:10.1111/jre.12418 (2016). (IF:2.394)
3.  Chaetocin inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation through reduction of Blimp1 in 

Raw264.7 cells. Life Sci.151, 431-437 (2015). (IF: 2.702)
4.  Low-intensity pulsed ultrasound-induced ATP increases bone formation via the P2X7 receptor 

in osteoblast-like MC3T3-E1 cells. FEBS Lett 589, 310-318 (2015). (IF: 3.169)
5.  Tension force-induced ATP promotes osteogenesis through P2X7 receptor in osteoblasts. J 

Cell Biochem 116, 12-21 (2015). (IF: 3.263)
6.  Alkaline phosphatase determines polyphosphate-induced mineralization in a cell-type 

independent manner. J Bone Miner Metab, DOI 10.1007/s00774-015-0719-6 (2015) (IF: 2.702)
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口腔病理学，病理学
〔主な研究テ－マ〕
・alarminに関する研究
・口腔癌の転移に対するNiイオンの関与

〔研　究　内　容〕
　病理学は基礎医学的および臨床・社会医学的側面を併せ持ち，基礎と臨床を結びつける学問である。
従って，基礎医学的研究と臨床系講座から提出される検体の病理組織学的診断業務および，近年口
腔癌検診などで重要性が認識されてきた口腔細胞診業務を日常的に行っている。
　このことから本講座の大学院生には口腔病理組織診断および細胞診の基礎の修得を義務づけてい
る。また，より専門的知識の習得を希望する者に対しては，死体解剖資格，口腔病理専門医さらに
細胞診専門歯科医の資格取得に向けての教育も，日本大学医学部や東京女子医科大学などでの研修
を通じて行っている。この様な背景から，歴史的に臨床系講座とのかかわりが深く，現在でも多く
の臨床系大学院生と共に共同研究を行っている。
【酸性電解機能水の生物学的機能に関する研究】
　多くの臨床家によって酸性電解機能水（FW）の効果が実感されてきたが，そのメカニズムは明ら
かでない。我々は，培養細胞を用いた研究により，FW がサイトカインである IL-1α産生を誘導す
ることにより創傷治癒を促進することを突き止めた。IL-1αは HMGB1 などと共にいわゆる alarmin
と呼ばれる分子種であり，生体が受けた危機的な状況を周囲の組織や細胞に伝達するための分子で
ある。そこで，脳梗塞のような病態における合併症の発症にも alarmin 分子が何らかの形で関与し
ているのではないかとの作業仮説のもと，現在では，ラットを用いた脳梗塞モデルによる alarmin
の発現変化に着目して研究を続けている。
【口腔癌の転移に対するNiイオンの関与】
　Ni イオンが転写因子 NF-κB の活性を抑制する事はすでに報告している。NF-κB 活性の程度が口
腔癌の転移や進展に関連することから，Ni イオンの口腔癌治療薬としての応用の可能性について検
討している。マウス舌に接種した口腔癌細胞は接種 1 週間ほどで肉眼的に確認し得る腫瘍塊を形成
する。この段階で Ni イオンを含有する水で飼育したマウスでは，腫瘍塊中により広範な壊死層を形
成することが明らかとなった。これは Ni イオンが血管の新生を抑制するためと考えられる。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Inhibition of epithelial‒mesenchymal transition by cetuximab via the EGFR-GEP100-Arf6-

AMAP1 pathway in head and neck cancer. Head Neck, in press, 2016
2.  Nicotine-Mediated Ca (2+) -Influx induces IL-8 secretion in oral squamous cell carcinoma cell. J 

Cell Biochem. 117(4), 1009-15, 2016.
3.  Electrolytically-generated acid functional water inhibits NF-κB activity by attenuating 

nuclear-cytoplasmic shuttling of p65 and p50 subunits. J Rec Signal Trans Res, 6(3): 248-53, 2016.
4.  Cancer cell-derived IL-8 induces monocytic THP1 cells to secrete IL-8 via the mitogen-

activated protein kinase pathway. Tumour Biol. 36(12), 9171-7, 2015.
5.  Distinct signaling pathways leading to the induction of human beta-defensin 2 by stimulating 

an electrolyticaly-generated acid functional water and double strand RNA in oral epithelial 
cells. J Recept Signal Transducti Res. 34(2), 97-103, 2014.



－ 15 －

歯科理工学
〔主な研究テ－マ〕
・生体用チタン合金・超弾性合金の特性と歯科応用
・歯科用金属，セラミックスおよび高分子材料の接合と複合化
・歯科材料の力学的性質評価法
・印象の消毒と模型の精度

〔研　究　内　容〕
　歯科診療においては，適切な材料を，その性質を理解した上で正しく使用することが重要である。
歯科理工学は，歯科医療の中で使用する様々な材料および機器について，その性質や構造，性能な
どを工学，化学，生物学および生体安全性の立場から研究する学問である。したがって，研究開発
においては，材料・機器を取り扱うすべての歯科臨床系分野と結びついているばかりでなく，一般
工業界とも密接な関係を持っている。
　歯科理工学講座では，テーマごとに編成したグループが主体となって研究を推進しており，多く
の臨床系講座と共同研究を行っている。これらの研究成果は，日本歯科理工学会，国際歯科材料学
会議，日本バイオマテリアル学会の他，補綴，保存，矯正，インプラント，技工など国内外の関連
学会で発表している。また，歯学部を卒業した後も，常に最新の情報を正確に取り入れて診療を行
うことは，非常に重要である。当講座では，将来これらの情報を分析・評価するために助けとなる
知識や方法を習得し，幅広い研究内容から選択したテーマについて追求するサポート体制を整えて
いる。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Effects of immersion disinfection of agar-alginate combined impressions on the surface 

properties of stone casts. Dent Mater J 35, 45-50, 2016
2.  Dimensional changes in stone models simulating full crown preparations with adjacent teeth 

resulting from long-term immersion of medium-viscosity addition-type silicone rubber 
impressions in disinfectant solutions. Dent Mater J 34, 48-53, 2015

3.  Surface porosity of stone casts resulting from immersion of addition silicone rubber 
impressions in disinfectant solutions. Int J Prosthodont 27, 567-569, 2014

4.  Effect of orthodontic adhesive thickness on force required by debonding pliers. J Oral Sci 56, 
185-190, 2014

5.  Influence of electrolytic treatment time on the corrosion resistance of Ni-Ti orthodontic wire. 
Dent Mater J 32, 305-310, 2013

6.  Dimensional changes in stone casts resulting from long-term immersion of addition-type 
silicone rubber impressions in disinfectant solutions. Dent Mater J 32, 361-366, 2013

7.  Effect of the immersion disinfection of alginate impressions in sodium hypochlorite solution on 
the dimensional changes of stone models. Dent Mater J 31, 280-286, 2012

8.  Adhesive bonding of Ti-6Al-7Nb alloy and component metals with acidic primers and a tri-n-
butylborane initiated resin. J Adhes Dent 14, 283-292, 2012
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保存修復学
〔主な研究テ－マ〕
・光重合型修復材に関する研究
・歯質接着性に関する研究
・可視光線照射器に関する研究
・歯質の再石灰化に関する研究
・光干渉断層装置の歯科領域への応用

〔研　究　内　容〕
　齲蝕を主とする硬組織疾患の治療を行うためには，ここで用いられる材料に関する知識および修
復法を理解することが必要である。すなわち，どのように優れた性質をもつ材料であっても，その
使用法が適切でなければ術者，患者ともに満足する結果が得られない。当教室ではこのような観点
から，現在臨床で広く用いられている修復材について，その理工学的性質を解明し，より簡便で効
果的な臨床手技の確立を目指している。
　研究対象となる材料としては，臨床で使用されるほとんどの修復材および合着材などを網羅して
おり，その中でもとくに光重合型レジンおよびグラスアイオノメーセメントに関する研究は内外か
ら高い評価を得ている。すなわち，歯質接着性，色調，機械的性質，重合特性および照射器などに
関する研究である。
　これらの修復材に関する研究を基に，臨床に導入されている CAD/CAM のセラミックインレーな
どの修復材とともに，セルフアドヒーシブレジンセメントなどの合着材についても，他の研究機関
に先駆けて精力的に検討を加えている。とくに，歯質接着性材料に関しては，開発段階から研究に
参加し，臨床応用に欠かせない基礎データを蓄積している。
　以上のような修復材に関する基礎的研究に加えて，臨床系講座の特色として，修復システムの短
期ないしは長期的経過観察を通して，それぞれのシステムの臨床的評価を継続的に行っている。また，
高齢化社会という時代背景から，今後とも増加すると考えられる根面齲蝕，くさび状欠損の修復方
法については，早くからその臨床指針を提示しており，併せて歯頚部知覚過敏症の治療方法を確立
するなど臨床的な実績も挙げている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Enamel remineralization effect of a dentifrice containing calcium sodium phosphosilicate: an 

optical coherence tomography observation. Acta Odontol Scand 75, 3, 191-197, 2017.
2.  Ultrasonic monitoring of the setting of silicone elastomeric impression materials. Dent Mater J 

36, 1, 63-68, 2017.
3.  Influence of Thermal Cycling on Flexural Properties and Simulated Wear of Computer-aided 

Design/Computer-aided Manufacturing Resin Composites. Oper Dent 42, 1, 101-110, 2017.
4.  Influence of Pre-etching Times on Fatigue Strength of Self-etch Adhesives to Enamel. Adhes 

Dent 18, 6, 501-511. 2016.
5.  Mechanical properties, volumetric shrinkage and depth of cure of short fiber-reinforced resin 

composite. Dent Mater J 35, 3, 418-424, 2016.
6.  Relationship between mechanical properties and bond durability of short fiber-reinforced resin 

composite with universal adhesive. Eur J Oral Sci 124, 5, 480-489, 2016.
7.  Ultrasonic assessment of the effects of self-assembling peptide scaffolds on preventing enamel 

demineralization. Acta Odontol Scand 74, 2, 142-147, 2016.
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歯内療法学
〔主な研究テ－マ〕
・難治性根尖性歯周炎の炎症メディエーターおよび創傷治癒に関する分子生物学的研究
・根尖性歯周炎におけるヘルペスウイルス感染とその再活性化に関する検討
・未分化間葉系細胞の細胞分化に及ぼすMTA（Mineral Trioxide Aggregates）の研究
・慢性歯痛に関する神経生理学的研究
・周波数応答特性を応用した歯および歯周組織の診断用装置の開発に関する研究
・低出力レーザーを応用した骨再生療法に関する研究
・根管治療用材料としてのCPC（Calcium Phosphate Cement）の応用に関する研究
・活性酸素種（ROS）および一重項酸素を用いた根管消毒法に関する基礎的研究
・歯質接着性根管充填材の根管充填性，接着強度および歯科理工学的特性に関する研究

〔研　究　内　容〕
　歯内療法学講座では従来から臨床に直結する研究を基本として研究活動を行ってきた。近年，歯
内療法学は象牙質・歯髄複合体などの新しい概念が導入されるなど急速に発展しつつある。それら
の変化に対応すべく，当講座では従来から積み重ねてきた臨床的研究に加えて，当該領域である歯
髄炎および根尖性歯周組織疾患に関する免疫学的・分子生物学的研究を継続的に実施している。
　基礎的研究としては，根尖性歯周炎の発症と遷延に関する研究や MTA および CPC などの新規材
料を用いた細胞の硬組織形成能に関する研究を行っている。また慢性歯痛のメカニズムを解析する
など，現代の医療のあり方として提唱されている「Evidence-Based Medicine（根拠に基づいた医療）
の実践」を基盤とした科学的根拠に成りうる研究活動に取り組んでいる。
　臨床的研究としては，周波数応答特性を応用した根尖歯周組織の客観的評価や低出力レーザーを
用いた骨再生療法および歯質接着性根管充填材の臨床応用に関する研究を行っている。
　また，大学院生が学位申請をする場合には総括論文方式で，impact factor を有する海外の学術雑
誌に原則として 2 編，筆頭著者として掲載されるように指導している。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Evaluation of qualitative changes in simulated periodontal ligament and alveolar bone using a 

noncontact electromagnetic vibration device with a laser displacement sensor, BioMed Res Int 
2016 article ID 9636513, 7, 2016.

2.  Use of a laser displacement sensor with a non-contact electromagnetic vibration device for 
assessment of simulated periodontal tissue conditions, J Oral Sci, 58, 93-99, 2016.

3.  Epstein-Barr Virus Infection in Chronically Inflamed Periapical Granulomas, PLoS One 10, 
e0121548, 2015.

4.  Developmental disturbance of a mandibular central incisor following trauma to the primary 
predecessor. J Oral Sci 57, 157-160, 2015.

5.  Development of a novel fluorapatite-forming calcium phosphate cement with calcium silicate: 
In vitro and in vivo characteristics, Dent Mater J, 34, 263-269, 2015.

6.  Effect of a novel fluorapatite-forming calcium phosphate cement with calcium silicate on 
osteoblasts in comparison with mineral trioxide aggregate, J Oral Sci, 57, 25-30, 2015.

7.  Involvement of trigeminal transition zone and laminated subnucleus caudalis in masseter 
muscle hypersensitivity associated with tooth inflammation. PLOS One, 9, e109168, 2014.
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歯周病学
〔主な研究テ－マ〕
・歯周・インプラント治療における組織再生療法の開発研究
・歯周病のリスク因子の研究
・新しい歯周病の診断法と治療法の開発研究
・歯周病が生活習慣病に及ぼす影響
・その他（歯周治療への機能水やレーザなどの応用）

〔研　究　内　容〕
　歯周病学講座における研究テーマは上記のように多岐にわたっている。研究テーマを選択するう
えでの基本姿勢は，研究成果を臨床にフィードバックすることをモットーにして，当講座単独ある
いは衛生学，解剖学，生化学，細菌学，病理学，生理学教室ならびに総合歯学研究所高度先端医療
部門と共同で様々な研究を精力的に行っている。
　得られた成果は日本歯周病学会，日本歯科保存学会，日本大学歯学会，日本口腔機能水学会，国
際歯科研究会，米国歯周病学会，ユーロペリオなどで報告するとともに国内外の専門誌，とりわけ
impact factor を有する海外学術雑誌に発表している。これまでの枠にとらわれない歯周病の基礎と
臨床を融合する研究に参画し，歯周病学の新たな分野を切り開く，熱意のある大学院生を求めている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Melatonin enhances vertical bone augmentation in rat in rat calvaria secluded spaces. Med 

Oral Patol Oral Cir Bucal 21, e122-126, 2016.
2.  Distinct signaling pathways leading to the induction of human β-defensin 2 by stimulating an 

electrolyticaly-generated acid functional water and double strand RNA in oral epithelial cells. 
J Recept Signal Transduct Res 34, 97-103, 2014.

3.  Nicotine-induced expression of low-density lipoprotein receptor in oral epithelial cells. PLoS 

One 16, e82563, 2013.
4.  FGF-2 angiogenesis in bone regeneration with critical-sized bone defects in rat calvaria. 

Implant Dent 22, 422-7, 2013.
5.  Hepatocytes produce tumor necrosis factor-α and interleukin-6 in response to Porphyromonas 

gingivalis. J Periodontal Res 47, 89-94, 2012.
6.  Relationship between salivary antioxidant capacity and phases of the menstrual cycle. J 

Periodontal Res 47, 593-8, 2012.
7.  Correlation in the densities of augmented and existing bone in guided bone augmentation. 

Clin Oral Implants Res 23, 837-45, 2012.
8.  The potency of low-intensity pulsed ultrasound in a rat calvarial guided bone-regeneration 

model. J Hard Tissue Biology 20, 217-24, 2011.
9.  In vivo bone regenerative effect of low-intensity pulsed ultrasound in rat calvarial defects. 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radio Endod 111, 12-20, 2011.
10.  FGF-2 stimulates periodontal regeneration: Results of a multi-center randomized clinical trial. 

J Dent Res 90, 35-40, 2011.
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総義歯補綴学
〔主な研究テ－マ〕
・顎機能障害発症メカニズムの解明
・口腔機能の加齢に伴う変化の数値化
・歯の喪失が口腔および全身に及ぼす影響
・義歯安定剤の使用が咀嚼機能に及ぼす影響
・顎口腔系の疼痛メカニズムの解明

〔研　究　内　容〕
　総義歯補綴学講座は，生体と調和した有歯顎者の咬合や下顎運動等の在り方を機能の面から解明
する分野と，高齢者の加齢に伴う口腔機能の変化が全身状態に及ぼす影響，さらにこれに資する有
床義歯の製作に関する分野での研究を主として進めている。
　具体的なものとして，顎関節症等の顎機能障害を訴える患者は，近年その数が急増し，発症メカ
ニズムの解明と予防策の確立が求められている。当講座では，下顎運動を 6 自由度測定装置にてコ
ンピューター解析を行うと同時に筋電図測定を行い運動時の筋活動について分析を行うことで，下
顎運動と筋活動との正しい在り方に検討を加え，数多くの良好な臨床成績をあげている。
　また，高齢者を対象とした研究では，高齢者の種々の口腔機能の変化が全身状態や精神状態に及
ぼす影響を数値化することで高齢者歯科医療の重要性に関するエビデンスの確立を目指している。
さらに，超高齢者疫学研究や動物実験により，口腔の加齢変化が全身に及ぼすメカニズムについて
も検討を行っている。
　一方，有床義歯に関する臨床的研究として，義歯安定剤使用が咀嚼機能に及ぼす影響について研
究しており，加えて基礎的研究では，義歯による褥瘡性潰瘍や顎関節症，舌痛症を想定したモデル
動物にて，疼痛の分子生物学的メカニズムの解明を行っている。
　このように，本講座は臨床講座であることから，研究の主体を臨床の場で社会に還元できる内容
とすることを第一としている。そのため，得られた研究成果は国内外の専門学会にて広く社会に向
け発信すると同時に，付属歯科病院での臨床にも反映させている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Association between maximum occlusal force and 3-year all-cause mortality in community-

dwelling elderly people, BMC Oral Health, 16, 82, DOI: 10.1186/s12903-016-0283-z, 2016.
2.  Denture wearing during sleep doubles the risk of pneumonia in the very eldely, J Dent Res, 

94(3 Suppl), 28S-36S, 2015.
3.  Prevalence and distribution of anomalies of permanent dentitionin 9584 Japanese high school 

students, Odontology, 26, 2015.
4.  Involvement of peripheral artemin signaling in tongue pain: possible mechanism in burning 

mouth syndrome, Pain, 156(12), 2528-37, 2015.
5.  Involvement of TRPV1 and TRPA1 in incisional intra-oral and extra-oral pain, J Dent Res, 

94(3), 446-54, 2014.
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局部床義歯学
〔主な研究テ－マ〕
・部分床義歯設計のための三次元有限要素法による分析
・磁性アタッチメントの特性および義歯の挙動に与える影響
・磁性アタッチメントが医療機器に与える影響
・再生医療に関する研究
・歯科用金属が生体に与える影響

〔研　究　内　容〕
　補綴学は最前線の歯科治療学問であり，総括的な臨床学問を多方面から研究し，明日から役立つ
臨床学や将来役立つ基礎データを求め研究を進めている。
　具体的には現在，磁性アタッチメントや維持装置の違いが義歯の動きや支台歯にどのような影響
を与えるか，そして，生体に有利な補綴治療を知るために，有限要素法による三次元の解析と共に
模型実験や臨床データを集積している。これらのデータを基に，理想的な部分床義歯や顎義歯の適
切な設計法，さらにはマウスガードの機能についても有用性を検証している。また，磁性アタッチ
メントに関しては各種医療機器に対する影響も調査している。臨床において種々な補綴装置を提案
しながら，多症例に対応できるソフトを開発中である。また，歯や歯槽骨の再生因子を検索し，欠
損修復の治療法を模索している。さらに，種々な補綴装置と接する生体組織の性状や変化を確認し，
生体に統合した補綴装置を追求している。補綴材料に関しても用途に応じた新たな材料を追求し，
種々の歯科理工学的分析を行いながら開発したい。
　補綴臨床の疑問点や不明瞭な点および改良点等を抽出し，臨床に役立つ研究を進めている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Practical application of self-and light ‒curing resin for attaching a magnetic assembly to the 

denture base resin. JJ Mag Dent, 25(2), 1-7, 2016.
2.  Relationship between the thickness and strength of resin bases on top root cap-Examination 

of the use of high-impact -resistant denture base resins-, JJ Mag Dent, 25(2), 13-18, 2016.
3.  磁石構造体のレジン床合着時に使用する各種材料の比較検討，日本磁気歯科学会雑誌，25 巻 1 号，

51-55, 2016.
4.  Use of Rat Mature Adipocyte-Derived Dedifferentiated Fat Cells as a Cell Source for 

Periodontal Tissue Regeneration, Frontiers in Physiology, 7, 1-12, 2016.
5.  3-T MRI safety assessments of magnetic dental attachments and castable magnetic alloys, 

Dentomaxillofacial Radiology ,44 ,2015.
6.  Enhancing osteoblast-affinity of titanium scaffolds for bone engineering by use of ultraviolet 

light treatment. Biomed Res, 36, 55-62. 2015.
7.  オーバーデンチャーにおける義歯床の力学的検討，日本磁気歯科学会雑誌，24 巻 1 号，p54-61, 

2015.
8.  Osteogenic cell sheets reinforced with photofunctionalized micro-thin titanium. J Biomater 

Appl, 29, 1372-84. 2015.
9.  Periodontal tissue regeneration by transplantation of rat Adipose-derived stromal cells in 

combination with PLGA-based solid scaffolds, Biomedical Research, 35(2) 91-103, 2014.
10.  試作エピテーゼ用シリコーンの気泡に関する研究，顎顔面補綴，37 巻 (1) 20-23, 2014.
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クラウン・ブリッジ学
〔主な研究テ－マ〕
・接着材料の評価と固定性補綴の臨床技法
・CAD/CAMを応用した補綴処置
・歯科器材と技術の臨床成績評価
・セラミックス，間接修復用コンポジットレジン，各種合金の評価と臨床応用
・インプラント補綴装置の耐久性に関する研究
・高齢者の歯冠修復処置
・歯冠修復技工関連器材

〔研　究　内　容〕
　歯冠修復および欠損補綴においては新素材と新技法が開発されているが，材料の特性を十分理解
した上で適切な術式を選択し，治療効果を上げることが重要である。加えて，材料と術式の選択に
は的確な知識と根拠に基づく基準が必要である。当分野ではこのような観点からセラミックス，コ
ンポジットレジン，各種合金，レジン系接着材料などの適切な応用方法を臨床に即した実験方法で
検討することを目標としている。
　クラウン・ブリッジ学に該当する歯科補綴学第Ⅲ講座の教員は総合歯学研究所高度先端医療部門
の構成員としても研究を行っており，補綴治療には欠くことのできない歯冠色修復，接着歯科，特
殊な補綴等の治療について，各症例を検討することで統括的見地に立った研究を行っている。その
他に「各種合金の維持結合法」，「補綴装置の耐久性」，「インプラント補綴装置に関する検討」，「CAD/
CAM による補綴処置」などについての研究を継続中である。
　当分野配属の大学院学生は，歯学部付属歯科病院において専門医取得，臨床評価等に関係する症
例をも担当する。このことを臨床歯科医師としての修練，資格取得，臨床研究のための布石として
いる。
　共同研究は学内基礎系，臨床系講座，東京医科歯科大学，神奈川歯科大学，広島大学，鹿児島大学，
University of Pennsylvania（USA），The University of Hong Kong（PRC）および University of 
Melbourne（Australia）との間で行われている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Effect of mechanochemical surface preparation on bonding to zirconia of a tri-n-butylborane 

initiated resin. Dental Materials Journal 36, 19-26, 2017.
2.  Shear bond strengths of an indirect composite layering material to a tribochemically silica-

coated zirconia framework material. Dental Materials Journal 35, 461-469, 2016.
3.  Wear characteristics of polished and glazed lithium disilicate ceramics opposed to three 

ceramic materials. Journal of Oral Science 58, 117-123, 2016.
4.  Effects of framework design and layering material on fracture strength of implant-supported 

zirconia-based molar crowns. Clinical Oral Implants Research 26, 1407-1413, 2015.
5.  Long-term bond strength between layering indirect composite material and zirconia coated 

with silicabased ceramics. Journal of Adhesive Dentistry 17, 273-281, 2015.
6.  Surface roughness and gloss of current CAD/CAM resin composites before and after 

toothbrush abrasion. Dental Materials Journal 34, 881-887, 2015.





口腔健康科学分野
Oral Health Sciences

　衛生学，細菌学，法医学，歯科放射線学，口腔診断学，小児歯科学，摂食機能療法学から成る。
　衛生学は生化学的手法を駆使して，歯科疾患の予防に寄与できる研究を行う。加えて疫学を基礎
とする社会歯科学的研究をも推進する。細菌学は歯科の二大疾患である齲蝕と歯周病に対する細菌
学的アプローチをもとに，両疾患の予防と治療につながる基礎的研究を担当する。法医学は歯学の
分野における個人識別，法律問題などを研究するが，遺伝子工学的手法を中心に当該分野における
研究を展開する。歯科放射線学は頭頚部における画像診断および顎口腔領域の放射線治療に関する
研究を行う。口腔診断学は歯科疾患を的確に診断し，迅速な処置を行うための方法論などについて，
歯科放射線学とも連携して研究を展開する。小児歯科学は発達成長期の患者に対する歯科診療の基
礎となる，顎口腔機能解析，摂食能力等について研究する。摂食機能療法学は障害・有病者への歯
科診療の中で，摂食・嚥下障害の診断，評価，リハビリテーション手技および健康医学の構築に関
する研究を行う。
　本分野は社会医学の一分野である社会歯科学を含み，研究成果を国民の健康の保持増進に適切に
反映させることを目標としている。従来の基礎，臨床と異なる領域，あるいは境界領域の分野を多
く含む。このことにより今回の改組において，従来の枠組みにはない研究体制の構築が可能となる。
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○前野　正夫
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○本田　和也

○白川　哲夫
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○植田耕一郎

◇田村　宗明
◇神尾　宜昌
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◇岡田　明子
◇野間　　昇

◇阿部　仁子
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◇田中　秀樹
◇中井久美子
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◇中山　渕利
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○印：研究指導教員（○合），◇印：科目担当教員（合），無印：研究指導アドバイザー

（平成29年 5 月 1 日現在）
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口腔細菌学・細菌学
〔主な研究テーマ〕
・細菌─ウイルスの微生物間相互作用による歯周疾患発症機序の解明
・口腔疾患および加齢を誘因とする新たな難治性全身疾患とその発症機序の解明
・疾患発症における潜伏感染ウイルス再活性化機序の解明
・高齢者および周術期における全身疾患予防法としての新規口腔ケア法の開発と臨床応用

〔研　究　内　容〕
　ヒトの口腔には，800 種を超える細菌が生息している。さらに，ヘルペスウイルスやインフルエン
ザウイルス，HIV など多くのウイルスの感染および潜伏の場ともなっていることが明らかとなり，
口腔における細菌とウイルスとの共感染が注目されつつある。しかし，感染症の発症と進展におけ
る共感染機構の解明は，国際的にも未着手なままである。
　歯周病をはじめとする口腔感染症と全身疾患との関連性が明らかとなる中，当講座では，「宿主─
寄生体相互作用」研究に加え，「細菌─ウイルス相互作用」という新たな視点から，口腔細菌がウイ
ルス感染症や難治性全身疾患に及ぼす影響について分子生物学的研究や動物モデル研究，および臨
床研究を進めている。最近では，歯周疾患の発症そのものにおいても，微生物間相互作用が重要な
役割を担うことを解明しつつある。さらに，研究成果を臨床に還元すべく，口腔ケア剤の開発を含
めた新たな感染症予防策の構築や疫学調査などを通じて医科歯科連携の推進にも力を入れている。
　微生物間および微生物と宿主との多彩なクロストークの解明が，歯学と医学に跨るトランスレー
ショナルリサーチとして科学の発展に貢献するのみならず，Evidence-based Medicine の実践にも寄
与すると考え，国内外の多くの研究室と共同研究を進めている。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Varying butyric acid amounts induce different stress- and cell death-related signals in nerve 

growth factor-treated PC12 cells: implications in neuropathic pain absence during periodontal 
disease progression. Apoptosis 6, 699-707. 2016

2.  Utilizing the age-related widening of the gingival crevice as a potential non-invasive 
vaccination route: Prospects for elderly vaccination. Exp Gerontol 75, 37-41. 2016

3.  Neuraminidase-producing oral mitis group streptococci potentially contribute to influenza 
viral infection and reduction in antiviral efficacy of zanamivir. Cell. Mol. Life. Sci., 72(2), 357-
366. 2015

4.  Involvement of Sp1 in butyric acid-induced HIV-1 gene expression. Cell. Physiol. Biochem., 
37(3), 853-865. 2015

5.  Epstein-barr virus infection in chronically inflamed periapical granulomas. PLoS One, 10(4), 
e0121548. 2015

6.  High butyric acid amounts induce oxidative stress, alter calcium homeostasis, and cause 
neurite retraction in nerve growth factor-treated PC12 cells. Cell Stress and Chaperones, 
20(4), 709-713. 2015

7.  Ab initio modelling approach towards establishing the structure and docking orientation of 
the Porphyromonas gingivalis FimA. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 55, 65-71. 
2015

8.  Role of the histone H3 lysine 9 methyltransferase Suv39 h1 in maintaining Epsteinn-Barr 
virus latency in B95-8 cells. FEBS J, 281(9), 2148-58. 2014

9.  Higher prevalence of Epstein-Barr virus DNA in deeper periodontal pockets of chronic 
periodontitis in Japanese patients. PLoS One 8, e71990. 2013

10.  Reactivation of latent HIV-1 by a wide variety of butyric acid-producing bacteria. Cell Mol 
Life Sci. 69(15), 2583-2592. 2012
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口腔衛生学，衛生学
〔主な研究テーマ〕
・ 歯周病とメタボリックシンドロームとの関連性の解明（疫学，動物モデルおよび細胞生物学研究）
・ 終末糖化産物の増加とメタボリックシンドローム指標の悪化に及ぼす歯周病の影響の解明（動物モ
デルおよび細胞生物学研究）

・メタボリックシンドロームと口腔の健康および保健行動との関連性の解明（疫学研究）
・歯周ポケットへの酸素暴露による歯周病予防法の確立のための基礎研究（細胞生物学研究）
・破骨細胞の分化と骨吸収機能に及ぼす炎症性因子および環境因子の影響の解明（細胞生物学研究）

〔研　究　内　容〕
　衛生学講座では，口腔保健の保持・増進を視野に入れ，歯科疾患の予防を目指して多面的な観点
から研究を進めている。近年，歯周病が糖尿病を始めさまざまな全身疾患と関連性があることが報
告され，口腔内の状態と全身の健康とが密接に関連しているエビデンスが明らかにされつつある。
　近年，当講座では，（公財）ライオン歯科衛生研究所との共同の疫学研究において，歯周病とメタ
ボリックシンドロームの指標（肥満，高血圧，脂質異常および高血糖）との間には密接な関連性が
あり（J Pub Health Dent 69, 248-253, 2009），歯周病に罹患すると将来メタボリックシンドロームの
発症リスクが高くなる可能性を報告した（J Periodontol 81, 512-519, 2010）。これらの内，J 
Periodontol に掲載された疫学論文は，米国歯周病学会および欧州歯周病学会で高く評価され，当該
論文の共著者全員が，それぞれ Clinical Research Award（2011）および The 4th Sunstar World 
Perio Research Award: the 1st prize winner（2012）を授賞した。現在，これらの疫学研究成果を
裏付けるため，介入研究を含め様々な基礎研究に取り組んでいる。すなわち，当講座では，口腔内
の状態と全身の健康との関連性の解明を目的とし，口腔保健の主流となる疫学研究に加えて，その
エビデンスを明らかにするために動物モデル研究，細胞・分子生物学研究を行うなど，歯科医療の
抜本的な改革に繋がる研究に着手している。
　当講座では，大学院生に対して，国内外の学会で研究成果を発表する機会を積極的に与えている。
また，学位申請の際には総括論文方式で，しかも，その基幹論文は impact factor を有する国際的な
学術雑誌に筆頭著者として掲載されるように指導している。既成概念に縛られない柔軟な発想を持
った若人の研究への参画を期待している。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Effects of  C-reactive protein on matrix metalloproteinases and expression of  their inhibitors via Fcγ 

receptors on 3T3-L1 adipocytes. Int J Med Sci, in press, 2017.

2.  LIPUS suppressed LPS-induced IL-1α through the inhibition of  NF-κB nuclear translocation via AT1-PLCβ 

pathway in MC3T3-E1. J Cell Physiol, in press, 2017.

3.  Association between the duration of  periodontitis and increased cardiometabolic risk factors: A 9-year 

cohort study. Metab Syndr Relat D 14(10), 475-482, 2016.

4.  RANKL induces IL-18 binding protein expression in RAW264.7 cells. J Hard Tissue Biol 25(2), 173-180, 

2016.

5.  Angiotensin II suppresses osteoblastic differentiation and mineralized nodule formation via AT1 receptor in 

ROS17/2.8 cells. Arch Med Sci 11(3), 628-637, 2015.

6.  Tension force downregulates matrix metalloproteinase expression and upregulates the expression of  their 

inhibitors through MAPK sgnaling pathways in MC3T3-E1 cells. Int J Med Sci 12(11), 905-913, 2015.

7.  Intragingival injection of  Porphyromonas gingivalis-derived lipopolysaccharide induces a transient 

increase in gingival tumour nacrosis factor-α, but not interleukin-6, in anaesthetized rats. Int J Oral Sci 7(3), 

155-160, 2015.

8.  Serum γ-glutamyltransferase level is associated with periodontal disease independent of  drinking habits 

in Japanese adults. Med Sci Monit 20, 2109-2016, 2014.
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歯科法医学，法医学
〔主な研究テ－マ〕
・歯科所見からの個人識別
・DNA型検査による歯からの個人識別
・歯科材料の成分分析による異同識別
・医療をとりまく法律問題

〔研　究　内　容〕
　身元不明の死体（生体）は誰か，犯罪現場等に遺留された分泌物・排泄物は誰に由来するか等，
法医学における個人識別作業は多岐にわたる。
　分子生物学的手法による個人識別は，近年の DNA 分析の急速な進歩により変貌しつつある。当教
室でも民事・刑事裁判で重要な証拠資料として採用されている DNA 多型分析については，陳旧化し
た歯髄，歯石および唾液斑から DNA を抽出し，検査目的とする遺伝子領域を PCR 法により増幅し
て個人識別や性別判定を行うとともに，多数例の歯髄および歯石 DNA を試料として DNA 多型のデ
ータベース作成作業を続けている。
　さらに，当教室で考案した歯，口蓋および頭蓋の計測値を利用した統計的手法による性別判定法や，
数量化理論を応用した歯の咬耗および処置状態からの年齢推定法については法医鑑識の実務で利用
され成果を挙げている。また形態情報を利用した個人識別法の研究面では，証拠保全の立場からデ
ジタル X 線や X 線 CT 画像を利用して歯髄腔の狭窄程度を非破壊的に画像計測し，年齢推定の回帰
式を算出する方法について検討するとともに，審美歯科修復材料の成分分析結果をデータベース化
し，製品を識別して身元不明死体の歯科情報に利用する研究も行っている。
　一方，インフォームド・コンセントや医師─患者関係については社会的関心がますます高まり，
患者の自己決定権と医療の理念との相克の間に，いかにして調和を見いだすかが医事紛争での最大
の争点となる。当教室では法律面からアプローチし，歯科における医療過誤問題，医道審議会答申
の内容分析あるいは歯科医療関係文書の再検討などを行っている。
　刑事・民事の鑑定依頼もあり，本学の法医学教室での法医解剖における口腔内検査などにも協力
している。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Real-time PCR assay for the detection of picoplankton DNA distribution in the tissues of 

drowned rabbits, Legal Medicine 20, p.33-36, 2016.
2.  Prevalence and distribution of anomalies of permanent dentition in 9584 Japanese high school 

students. Odontology 104, p.380-389, 2015.
3.  Analysis of human mitochondrial DNA polymorphisms in the Japanese population. Biochemical 

Genetics 51, p33-70, 2013.
4.  Age estimation using microfocus X-ray computed tomography of lower premolars. Forensic 

Science International 200, p.35-40, 2010.
5.  A case of personal identification due to detection of rare DNA type from seminal stain. J oral 

Science 51, p.645-650, 2009.
6.  Rapid and simple sex determination method from dental pulp by loop-mediated isothermal 

amplification. Forensic Sciences International; Genetics 2, p.349-353, 2008．
7.  Detection of Mitochondrial DNA Polymorphisms from Human Hair Shafts and Formalin Fixed 

Tissue Using Whole Genome Amplification. International Medical Journal. 15, p.163-167, 2008.
8.  Component analysis of dental porcelain for assisting dental identification. J Forensic 

Odontostomatol 24, 36-41, 2006.
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歯科放射線学
〔主な研究テ－マ〕
・歯顎顔面領域の疾患におけるMDCT，歯科用CBCT，超音波画像と病理診断との対比による解析
・in vivo micro-CTによる形態に関する基礎的解析
・顎関節疾患に関する歯科用CBCTおよびMR画像による解析
・摂食嚥下障害のVF画像診断による解析
・歯科X線撮影時の放射線被曝に関する研究

〔研　究　内　容〕
　当科には MDCT と歯科用 CBCT が設置され，高品質の画像を短時間で提供し，3 次元立体画像も
容易に作成可能となっている。これらの装置の画像精度を比較し，診断目的に応じた新しい手法で
の病態解明が進められている。その画像を定性的・定量的に評価し，病理学的な診断との関連性も
追求している。また，当講座は古くから顎関節の臨床画像診断の研究に力をいれており，通常の X
線撮影法に加え，歯科用 CBCT を利用した Interventional radiology，MRI，内視鏡，超音波検査な
どの数多くのの画像検査を用いた顎関節診断が行われ，国内外で高い評価を得ている。研究面では，
臨床診断や実際の病態との関連を知るために形態的，機能的な解析が継続されている。
　基礎研究項目として，実験動物用 in vivo micro-CT を使用した，Bmal-1 遺伝子ノックアウトマウ
スの全身的異所性石灰化の経時的観察を行い，その発生過程や性差等について分析し，石灰化のメ
カニズムを解明している。おこなわれている研究のテーマは，いずれも臨床に直結した課題であり，
臨床と基礎の掛け橋となる研究に取り組んでいる。
　当講座では，大学院生が学位申請をする場合には総括論文方式で，しかも impact factor を有する
海外の学術雑誌に原則として筆頭著者として掲載されるように指導している。また，大学院生の多
くが，在学中に国際学会での研究発表を経験し，高いレベルでの研究活動が可能である。今後も更
なる発展が期待できる研究分野・テーマが多く，新しい発想を持った若人の研究への参画を望んで
いる。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Diverse calcification patterns of ameloblastic fibro-odontoma on radiographic examination. J 

Oral Science. 2016; 58,533-537.
2.  Are assessments of damping capacity and placement torque useful in estimating root 

proximity of orthodontic anchor screws? Am J Ortho Dentofacial Orthop. 2016; 150, 124-129.
3.  Comparative analysis of the gonial angle on lateral cephalometric radiographs and panoramic 

radiographs. J Oral Sci. 2015; 4, 373-378.
4.  Osteochondroma of the coronoid process of the mandible. J Oral Sci. 2015; 57, 389-392.
5.  Local application of Aqua Titan improves symptoms of TMJ muscle disorder: a preliminary 

study. Int J Oral Maxillofac Surg .2015; 44, 483-487.
6.  Assessment of quality and interpretation of panoramic radiographs obtained in the Lao People’s 

Democratic Republic as part of a teleradiology collaboration with Japan. J Oral Sci. 2015; 57, 
235-239.
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小児歯科学
〔主な研究テーマ〕
・顎舌運動を制御する中枢の発達とそのメカニズム
・発達期の口腔感覚特性と中枢での処理メカニズム
・エピジェネティクスによる小児期の歯科疾患の病態解明

〔研　究　内　容〕
　乳幼児期からの口腔機能の健全な発達は，生涯にわたる健康の維持に極めて重要である。出生時
あるいは乳幼児期に中枢神経系に何らかの障害がみとめられる小児では，摂食機能にも発達の遅れ
を生じることが多い。しかし口腔領域にみられる各種機能の遅滞の病態については未だ不明な点が
多く，感覚情報処理，食欲の調節，舌運動や顎運動の遂行，運動調節のフィード・バック機構等に
ついて多面的な研究が必要とされている。また健常児についても，何らかの原因で長期にわたる口
腔機能の低下がみられることがあり，その場合の治療や長期的予後の向上には最新の知見に基づく
治療法の開発が必要である。
　小児歯科学においては上記の 3 テーマを設定しており，大学院生はそのいずれかに関連する研究
課題を指導担当者と協議の上決定し，研究を行う。大学院の講義では，顎や舌の運動を制御する中
枢の発達についての実験的アプローチ，小児期にみられる呼吸・咀嚼・嚥下機能の異常の原因とそ
れらに対して有効とされる治療法，実験動物や培養細胞を用いた個体レベル・細胞レベルでの研究
法など，さまざまな手法とその手順を説明する。また分子生物学的研究法として，遺伝子導入法，
遺伝子ノックダウン法，細胞の分化誘導法，バイサルファイトシークエンス法等について説明する。
　なお大学院生の論文発表については，在籍中に少なくとも 1 編を impact factor を有する英文誌に
掲載することを原則とする。

〔最近の主な研究業績〕
1.  Regulation of transient receptor potential vanilloid 1 expression in trigeminal ganglion neurons 

via methyl-CpG binding protein 2 signaling contributes tongue heat sensitivity and 
inflammatory hyperalgesia in mice. Mol Pain 12, 1-11, 2016

2.  Distinct excitation to pulpal stimuli between somatosensory and insular cortices. J Dent Res 
95(2), 180-187, 2016

3.  Characterization of mesenchymal progenitor cells in crown and root pulp from human 
mesiodentes. Oral Dis 21(1), e86-e97, 2015

4.  Simultaneous activation of the α1A-, α1B- and α1D-adrenoceptor subtypes in the nucleus 
accumbens reduces accumbal dopamine efflux in freely moving rats. Behav Pharmacol 26(1-2), 
73-80, 2015

5.  Spatiotemporal profiles of dental pulp nociception in rat cerebral cortex: An optical imaging 
study. J Comp Neurol 523(8), 1162-1174, 2015

6.  Opposing role of NMDA receptor GluN2B and GluN2D in somatosensory development and 
maturation. J Neurosci 34(35), 11534-11548, 2014
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口腔診断学，口腔ペインクリニック学
〔主な研究テーマ〕
・バーニングマウス症候群（舌痛症，以下BMS）の病態に関する研究
・顎関節症，筋筋膜痛症候群における疼痛の慢性化と中枢・末梢の感作に関する研究
・神経障害性疼痛における病態解明と診査・治療法の確立

〔研　究　内　容〕
　口腔の痛みは，歯科を受診する患者さんの主要な症状ですが，しばしば病態の診断がつかず，不
適切な治療が繰り返されることがあります。歯科治療で症状が改善しなかった場合，患者さんはさ
らなる歯科治療を繰り返すか，隣接医科を受診することになりますが，それでも診断がつかず，行
き場を失うことも少なくありません。当講座では，このような原因不明の疼痛で苦しむ患者さんを
救うべく，臨床に直結した研究を行っています。
　当講座では，歯科領域の原因不明の疼痛の代表的な存在である BMS に焦点を絞り，BMS の病態
解明のために，基礎，臨床の両面から積極的に研究を行っています。基礎医学的には BMS の動物実
験モデル作製に取り組んでおり，口腔領域に分布する感覚神経の相互的な協働修飾作用に注目して
研究を進めています。この研究により，神経障害性疼痛の病態を背景とした新たな BMS の病態説明
が可能となることが期待されています。一方，臨床医学的には実際の患者さんを対象として，BMS
の病態における内分泌・免疫機能からの影響について検討を行っています。BMS などの慢性疼痛に
おいては，血清 CD8（＋）リンパ球は減少しており，急性炎症の際とは異なる免疫応答によって病態
が修飾されている可能性があります。また，fMRI（機能核磁気共鳴画像）を用いた研究では，BMS
の患者さんにおいては痛みの認知，情動に関わる部位に脳活動の修飾がみられることが分かってき
ました。BMS による慢性的な疼痛（ストレス）が持続すると，脳内の口腔からの刺激に対応する部位
において，疼痛に対する応答にも可塑的な変化が生じるようになり，疼痛を制御する自己調節機能
にも修飾が加わることが示唆されています。現在は，特にこれらの基礎・臨床研究を通して，口腔
の慢性痛患者さんにおける疼痛の発生，伝達，調節までを含めた総合的な解析に取り組んでおり，
教室の研究の柱と位置付けています。

〔最近の研究業績〕
1.  Spatial and Temporal Brain Responses to Noxious Heat Thermal Stimuli in Burning 

MouthSyndrome. J Dent Res 95(10): 1138-1146, 2016.
2.  Headache and Orofacial Pain -Headache Attributed to Temporomandibular Disorders and 

Masticatory Myofascial Pain: Temporal Relation to Physical Therapy for Temporomandibular 
Disorders. J Oral Sci 58(2): 195-204, 2016.

3.  Involvement of medullary GABAergic system in extraterritorial meuropathic pain mechanisms 
associated with inferior alveolar nerve transection. Exp Neurol 267 42-52, 2015.

4.  Efficacy of distortion correction on diffusion imaging: comparison of FSL eddy and eddy_
correct using 30-axis and 60-axis diffusion encoding. PLoS One 9(11): e112411, 2014.

5.  Immune and endocrine function in patients with burning mouth syndrome. Clin J Pain 30(2): 
168-173, 2014.

6.  Can the neurovascular compression volume of the trigeminal nerve on magnetic resonance 
cisternography predict the success of local anesthetic block after initial treatment by the 
carbamazepine? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 117(1): e15-21, 2014.

7.  ERK-GluR1 phosphorylation in trigeminal spinal subnucleus caudalis neurons is involved in 
pain associated with dry tongue. Mol Pain 12(1): 1744806916641680, 2016.
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摂食機能療法学
〔主な研究テーマ〕
・摂食嚥下リハビリテーション（摂食機能療法）を通じた，食の「機能」と「楽しみ」の追求

〔研　究　内　容〕
　少子高齢化が叫ばれるなかで，疾患の重症化，複雑化，ならびに障害の慢性化，長期化が加速し
ている。長寿が果たせた今日，生きる質が問われ，摂食機能障害がにわかに注目を浴びるようにな
った。そのような背景の中で歯科医師に求められるニーズが変化し，歯科医師が行う摂食機能療法
が果たす役割は大きい。摂食機能療法科では，摂食機能療法の理念，診断，技術について指導し，
外来，入院，および訪問（在宅）診療としての対応の習得を目的としている。さらに研究面では，
以下の項目を行なっている。
　・体位（リクライニング位）が咀嚼時の唾液分泌量に及ぼす影響
　・咬合位が嚥下時の舌骨上筋群に及ぼす影響
　・ 低出力超音波（LIPUS）の出力が軟骨細胞の細胞外マトリックスタンパク発現に及ぼす影響に

ついて
　・口腔細菌による肺炎発症メカニズムの解明
　・物性とリクライニング姿勢が喉頭閉鎖に及ぼす影響：320-ADCT を用いた運動学的解析

〔最近の主な研究業績〕
1.  植田耕一郎：脳卒中患者の口腔ケア第 2 版，医歯薬出版，2015.
2.  植田耕一郎，宮崎総一郎，浦上克哉（2016）睡眠からみた認知症診療ハンドブック─口腔衛生と

認知症予防─．全日本出版，東京，137-143．
3.  植田耕一郎（2016）医療安全管理実務者標準テキスト．へるす出版，東京，176-178．
4.  植田耕一郎（2016）歯科保健の推進に向けてライフステージに応じた歯科保健指導ハンドブック，

成人期および高齢期，医歯薬出版，119-135．
5.  植田耕一郎（2016）補助的療法．口腔外科学　第 5 版，工藤逸郞監修，学健書院，417-427．
6.  Kato T, Abe K, Mikami A, Sugita H, Muraki H, Okura M, Ohi M, Taniguchi M (2016) 

Subjective oropharyngeal symptoms for abnormal swallowing in Japanese patients with 
obstructive sleep apnea syndrome: a descriptive questionnaire study. Cranio, 34(2), 95-99.

7.  Nakayama E, Tohara H, Sakai K, Hayata M, Ohnishi S, Sekino J, Tsuzuki H, Hirai T, Hayashi 
A, Ueda K (2016) Predictive factors associated with oral intake ability in gastrostomy patients 
under long-term care. The journal of nutrition, health & aging, 7, 1-9.

8.  Sakai K, Nakayama E, Tohara H, Maeda T, Sugimoto M, Takehisa T, Takehisa Y, Ueda K. 
(2016) Tongue Strength is Associated with Grip Strength and Nutritional Status in Older 
Adult Inpatients of a Rehabilitation Hospital. Dysphagia. doi: 10.1007/s00455-016-9751-5
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5．学位（博士）論文審査

（１）予備審査
資　　　　格　　4 年次であって，所定の単位修得見込の者で，副論文（原著）2 編以上を有する者。
時　　　　期　　4 年次の 4 月 1 日から 1 月末日までの間。
予備審査委員　　大学院歯学研究科分科委員会委員 3 名以上。

（２）審査請求
学位審査請求の可否は，予備審査の結果をもとに，大学院歯学研究科分科委員会において決定。

（３）学位論文審査及び最終試験
主査 1 名，副査 2 名以上からなる審査委員会において，論文内容の審査及び関連事項について
の口頭試問の実施。

（４）学位授与決定
 学位授与の可否は，大学院歯学研究科分科委員会において審議し，研究科長の内申に基づき
学長が決定。

6．奨学金制度

（１）古田奨学金（給付）
年額 20 万円（対象：2 ～ 4 年次生 1 名）

（２）ロバート・F・ケネディ奨学生（給付）
年額 20 万円（対象：2 ～ 4 年次生 1 名）

（３）歯学部佐藤奨学金第 3 種奨学生
50 万円を限度とし海外における学会発表の経費を補助（対象：2 ～ 4 年次生若干名）

（４）日本学生支援機構第 1 種（貸与）
月額 8 万円又は 12 万 2 千円（対象：1 ～ 4 年次生）
人物が優れ，経済的理由で修学が困難な者に対し，日本学生支援機構が貸与する。

（５）その他，公・私的各種機関からの奨学金制度あり。
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7．リサーチ／ティーチング・アシスタント制度
　歯学部が行う研究プロジェクト等の研究活動の補助業務を行う優秀な学生をリサーチ・アシス
タントとして採用する。研究活動の補助業務に従事することにより月額 10 万円の手当を支給する。
また，将来歯学教育の指導者となるため，優秀な学生をティーチング・アシスタントとして採用
する。教育補助業務に従事することにより月額 4 万円を支給する。

8．海外派遣制度
（１）日本大学大学院海外派遣奨学生

派 遣 期 間　　　原則として 1 年
給 付 奨 学 金　　　180 万円を限度として支給
単位の取扱い　　　履修単位は日本大学学則の定めによる。
〔実績（過去 10 年）〕

平成 19 年度　第４年次　人　見　涼　露（生　　理　　学）ニューイングランド大学
第３年次　八　木　元　彦（歯科保存学Ⅲ）ボストン大学

平成 21 年度　第３年次　宮　本　真記子（歯　科　麻　酔　学）トロント大学
平成 22 年度　第４年次　尾　形　英　大（歯科保存学Ⅱ）米国国立標準技術研究所
平成 24 年度　第４年次　飯　田　貴　俊（摂食機能療法学）ジョンズ・ホプキンス大学
平成 25 年度　第３年次　石　島　　　学（局部床義歯学）カリフォルニア大学
平成 26 年度　第３年次　梶　　　佳　織（歯　科　矯　正　学）ピッツバーグ大学
平成 27 年度　第３年次　渡　瀬　哲　郎（歯　内　療　法　学）トロント大学

第３年次　大久保　貴　久（局部床義歯学）カリフォルニア大学
平成 28 年度　第３年次　齋　藤　弘　人（総義歯補綴学）ミネソタ大学
平成 29 年度　第３年次　陳　　　睿　妍（生　　理　　学）国立台湾大学

（２）その他，公・私的各種機関からの海外派遣制度あり。

9．その他
（１）日本大学歯学会主催の学術講演会（ 5 月開催）
（２）日大歯学（日本大学歯学会の機関誌）と Journal of Oral Science（日本大学歯学部の英文研究紀要）

◇   Journal of Oral Science は研究紀要であるが，Web of Science 及び PubMed にも掲載され
ていることから，本研究科では国際的な学術雑誌のひとつとして位置づけている。

（３）本研究科関連行事
・図書館利用講習会（随時実施）
・定期健康診断（5 月実施）
・研究中間報告会（3 年次前期）
・学位論文の作成及び学位申請に関する講義（3 年次後期）

（４）大学院学生会（院星会）主催の学術後援会（年 1 回開催）
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