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歯学部歯学科  教授  田村 康夫 Tamura Yasuo 

e-mail ： tamura@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５４ 

岐阜歯科大学（現 朝日大学）歯学部歯学科卒 

歯学博士 

ACE: Asahi Clinical Expert 

主な担当科目：小児歯科学、歯学概説、歯科医学史、歯学英語 

主な所属学会：日本小児歯科学会、口腔リハビリテーション学会、日本顎口腔機

能学会、元国際小児歯科学会理事、元アジア小児歯科学会理事 

 

これまで蓄積してきたデータや研究成果を基に、口唇口蓋裂を有す

る赤ちゃんの哺乳障害を軽減するための人工乳首の開発 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「小児歯科学」、「子どもの歯に強くなる本」、「新よく分かる口腔機能」 

論文：Influence of the muscle tension on the masseteric silent period in 

children and adults. J Oral Rehabil 1995; 22:49. 

Coordination of tongue movement and perioral muscle activities during 

nutritive sucking. Dev Med Child Neurol, 1996;38:503. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

産学官連携共同研究として①誤嚥誤飲防止スケール開発（日本家族計画協会、

母子手帳組入れ）②人工乳首の開発（株大塚製薬、グッドデザイン賞 2015） ③

誤飲誤嚥を防ぐための幼児用タブレットの形態・性状指導（株ロッテ）④ 

厚生労働大臣表彰 2010 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・乳幼児期からの食べる・飲み込む機能の発達と異常 

・口唇口蓋裂児の吸啜機能障害 

・吸啜運動の機能的研究 

・若年者顎機能障害 

 

領域：歯学、周産期医学、小児医学、 

食品化学、乳幼児用品 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

1.乳児の吸啜運動機能を舌運動、口腔周囲筋、吸啜

力、顎運動の同時解析できるシステムを開発し、こ

れらが協調して吸啜運動が成り立っていることをは

じめて証明した。 

2.吸啜時舌が活発に運動し、舌の蠕動運動から嚥下

までの一連の動きを画像として記録・発表し、吸啜

運動時、顎閉口筋と舌骨上筋群、口輪筋は一定の時

間差で協調(time-lag coordination)することを証

明した。 

3.小児歯科臨床に機能検査を本格的に導入した。 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

哺乳障害、口唇口蓋裂、低出生体重児、

咀嚼発達、誤飲誤嚥、小児 

キーワード 

研究テーマ 

・子ども関連の製品を開発している会社で、口や顔面への事故予防のためのア

ドバイスを希望する会社 

・子どもの口の形態に関心のある企業との共同研究、 

・子どもの口についてのデータ収集を希望する会社 

企業への期待 

1

mailto:tamura@dent.asahi-u.ac.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

大学 教授 歯科衛生士専門学校 校長  磯﨑 篤則 Isozaki Atsunori 

e-mail ： isozaki@dent.asahi-u.ac.jp 

岐阜歯科大学卒業、歯学博士 

主な所属学会：日本口腔衛生学会、日本歯科医療管理学会、公衆衛生学会、日本

歯科医学教育学会、日本歯周病学会、東海学校保健学会、東海公

衆衛生学会、日本口腔衛生学会東海地方会、岐阜歯科学会、日本

学校歯科保健学会、学校保健研究会 

 

450ppm、1分間、週 1回法によるフッ化物洗口の集団に対するう蝕予防効果 

「つまようじ法」による歯周組織回復に関する EBM確立 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：『フッ化物応用の科学』（口腔保健協会）、『だれにでもできる 小さな努

力で 確かな効果』（砂書房）、『フッ化物ではじめるう蝕予防』（医歯薬

出版）、『フッ化物をめぐる誤解を解くための 12章+４つの新トピックス』

（医歯薬出版）、『新予防歯科学』（医歯薬出版）、『歯科衛生士のためのフ

ッ化物応用』（クインテッセンス） など 

 代表的な 

 著書・論文 

つまようじ法の実施(術者磨き)により歯周炎患者の出血が 2 週間 4 回で止ま

る。 

嫌気性菌の必須栄養素鉄分と栄養素たんぱく質の遮断により、P.gingivaris

活性が停止、歯周病関連細菌を抑制することにより歯周炎が治癒。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・フッ化物に関するフィールド研究 

・フッ化物に関する基礎研究 

・歯周病治療に関する研究 

 

450ppm、1分間、週 1回法によるフッ化物洗口の集

団に対するう蝕予防効果 

歯周炎治療に有効なつまようじ法の EBM確立 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

小児期（幼稚園・小学校・中学校）に用いたフッ化物

洗口の予防効果が現在のようにう蝕が少なくなって

きている状態でも認められるのかを検証している。

また、歯科医師、歯科衛生士が、フッ化物のことを正

しく理解しているかどうかを学校での教育内容と合

わせて検討している。 

宿主活性できるブラッシング「つまようじ法」が、歯

周炎治療に有効かを各臨床家のデーターから検証し

ている。 

研究の概要 
 

小児のう蝕予防、フッ化物洗口、宿主要因からのア

プローチによる歯周炎コントロール 

キーワード 

研究テーマ 

つまようじ法による歯周炎治療が糖尿病患者改善に及ぼす影響の解明 

企業への期待 
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歯 

学 

科 

スポーツ外傷予防のために装着するマウスガード用高分子材料の開発 

睡眠時ブラキシズムを抑制するための方法の開発 

口腔乾燥症義歯患者のための含水性床用材料の開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

よくわかる口腔インプラント学、医歯薬出版 

歯学生のパーシャルデンチャー、医歯薬出版 

咬合・咀嚼障害の臨床、医歯薬出版 

スポーツ歯科臨床マニュアル、医学情報社 

要説スポーツ歯科医学、医学情報社 

 代表的な 

 著書・論文 

歯科医師が日常診療で困っている事項に関して、それを解決する材料や手段を

開発することで国民の健康増進に寄与できることを目標としています。 
一言アピール 

・スポーツ歯科の普及・啓発活動 

・歯科用材料の臨床的条件下における劣化 

・睡眠時ブラキシズムの抑制 

 

睡眠時無呼吸・突然死 

高分子材料開発 

CAD/CAMによる補綴装置製作 

老年医学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯科医療関係者、一般人、学生を対象にアンケー

トによりスポーツ歯科認知の実態調査を行うととも

にホームページなどにより普及・啓発を行う。 

口腔内で使用される歯科材料は厳しい環境下にあ

るため、材料は本来持つ特性が経時的に劣化するが、

劣化の程度を知り劣化を少なくする技術の開発を研

究する。 

睡眠時のブラキシズムの治療の効果的方法はほと

んどないことから、歯ぎしり音に反応する機器によ

る効果を検討する。 

 

研究の概要 
 

スポーツ歯科、歯科材料劣化、睡眠時ブラキシズム 

キーワード 

研究テーマ 

高分子関連の製造会社；スポーツ外傷予防のために装着するマウスガード用高

分子材料の開発、口腔乾燥症義歯患者のための含水性床用材料の開発 

小型電気製品の開発会社；睡眠時ブラキシズムを抑制するための装置の開発 企業への期待 

歯学部歯学科  教授  山内 六男 Yamauchi Mutsuo 

岐阜歯科大学歯学部歯学科卒、岐阜歯科大学大学院歯学研究科修了、歯科補綴学

専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯科補綴学 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本口腔インプラント学会、日本スポーツ歯

科医学会、日本顎関節学会、日本口腔リハビリテーション学会、日本咀嚼学会、

日本歯科医療管理学会、日本歯科産業学会、日本接着歯学会、日本歯科理工学会、

日本口腔機能水学会 
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朝日大学 教授（朝日大学 PDI岐阜歯科診療所長）堀田 正人 Hotta Masato 

e-mail ： w7mhotta@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５５ 

岐阜歯科大学歯学部歯学科卒、歯学博士 

Baylor College of Dentistry (Visiting Scientist, 1995～1996) 

大阪市立大学大学院工学研究科 客員教授 (2020～2021) 

主な担当科目：卒直後臨床研修、歯科医師生涯研修 

主な所属学会：日本歯科保存学会(名誉会員）、日本歯科理工学会(名誉会員）、 

日本色彩学会(代議員）、日本歯科色彩学会(常任理事）等 

 

歯科臨床領域に応用できる機能性生体材料に興味があります。たとえば、歯質

や修復物に強力に接着する材料、抗菌効果や抗炎症効果を有する材料、歯質や

骨の深部にまで浸透し、石灰化を促進するような機能性生体材料です。このよ

うな材料が開発されれば、齲蝕予防や齲蝕治療は飛躍的に向上すると考えてお

ります。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：｢New Functionality Materials｣Volume B. ELSEVIER, 1993. 

論文：１）Adherence of Streptococcus mutans and adsorption of salivary protein to 

resin composites containing S-PRG fillers. Open J Stomatology 2017; 7: 158-168.  

2）VSC adsorptive property of Zinc or Iron Oxide in comparison with that of Layered 

Double Hydroxide containing Zinc of Iron.  Key Eng Mater 2018; 782: 250-255. 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

世界の研究を取り上げている英国の雑誌「Impact」で口臭抑制にミクロ孔セラ

ミックス（Zn 置換 Hydrotalcite)を応用した研究が紹介されることになりまし

た。世界の大学、研究機関、国と地域の資金提供機関、政策政府、民間、公共

部門の主要研究出資者等、世界中の 35,000 人の読者に向けて配布されます。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・プロポリスの歯科臨床応用に関する研究 

・Zn置換ハイドロタルサイト(ミクロ孔セラミックス）の口臭抑制に関する研究 

・S-PRGフィラーから溶出するイオンの細胞活性、抗菌効果に関する研究 

・歯科審美(ホワイトニング、ジルコニアセラミック）に関する研究 

・低出力超音波パルスの骨新生能に関する研究 

 

歯科臨床に応用できる新規材料の開発（たとえば、

口臭抑制材料、歯質や骨の石灰化促進材料、齲蝕

関連菌や歯周疾患関連菌に対する抗菌効果を示す

材料、歯の色と機械的強度を精巧に再現できるセ

ラミックス等） 

（箇条書きで３～５項目程度） 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

プロポリスの歯科臨床応用に関する研究を昨年から

(株）秋田屋本店研究開発部、本学口腔生化学分野と

共同研究を始めました。プロポリスには強力な殺菌

作用、抗腫瘍作用、抗炎症作用、抗酸化作用等の多

くの作用があることが報告されております。昨年か

らの我々の細胞培養系の研究からも ALP 活性が促進

され、骨や歯質の石灰化促進に関与する可能性を発

見しました。このことからプロポリスには歯科臨床

応用に有望な物質を含有していることが示唆され、

さらに詳細な研究を進めているところであります。 

 

 

 

（１００～２００文字程度） 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

口臭抑制、骨造成、細胞活性、抗菌効果、齲蝕抑

制、予防歯科、審美歯科、歯の色、材料・器械 

キーワード 

研究テーマ 

バイオマテリアル、特に歯、骨の人工材料開発に関心のある企業、その他の歯

科材料、歯科薬品等に興味があり、歯科領域の事情等にも関心がある企業に情

報提供を行い、産・官・学との交流・連携を深め、共同研究を行い、新規材料

の開発に寄与したいと考えております。御質問等がありましたら、お気軽に堀

田までご連絡ください。 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  飯沼 光生 Iinuma Mitsuo 

e-mail ： iinuma@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４２４ 

岐阜歯科（現朝日）大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、小児

歯科学専攻、 

博士（歯学） 

スウェーデン カロリンスカ大学歯学部歯学科 小児歯科 客員研究員 

主な担当科目：小児歯科学、スポーツ歯科学 

主な所属学会：日本、国際小児歯科学会、日本スポーツ歯科学会、老化促進モデ

ルマウス学会、日本外傷歯学会 

 

ストレスのモデルは構築されたので、何らかの手段を講ずることでストレスが

抑制されることの証明、薬品や食品を与えるなど 

妊娠期のストレスで生じる新生仔の高血圧や心疾患などへの咀嚼の効果 

ヒトへの応用 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「小児歯科学：医歯薬出版、永末書店」 

論文：Vulnerability to stress in mouse offspring is ameliorated when 

pregnant dams are provided a chewing stick during prenatal stress：

Archives of Oral Biology 96,pp.1-11：2019 

妊娠中のストレスに対する咀嚼運動が仔マウスの脳機能障害に及ぼす影響：日本

歯科医師会雑誌 73(3),19-29頁 2020 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

ストレス社会で咀嚼させることによりストレスが軽減できることを動物で明ら

かにした。 

特に妊娠中のストレスがガム等を咬むことでストレスが軽減でき、最近増加し

ている生まれてくる子供の発達障害も抑制できることが示唆された。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

老化、認知症、ストレス抑制に関心のある企業と共同研究 

周産期ストレスと咀嚼との関係の情報提供 

妊婦にガムをかませることで子供の発達障害が抑制できるか、人でガムをかむ

ことでストレスが抑制できるかの臨床共同研究 

企業への期待 

・咀嚼が全身（老化、認知機能、糖代謝など）に及ぼす影響に関する

研究 

・妊娠期のストレスと咀嚼が新生仔の認知機能、糖代謝等の成人病に

及ぼす影響に関する研究 

・小児期のスポーツ歯学、外傷 

 

周産期の母胎のケア研究 

発達障害への周産期の予防対策 

咀嚼による発達障害、ストレスの改善 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

マウスを用い、歯を抜いて咀嚼できなくすると、そ

れがストレスとして働き、血中のコルチコステロン

が上昇し、空間認知能などの海馬機能に影響が生じ

た。また、歯を抜いた妊娠マウスから生まれた仔マ

ウスにも同様の影響が認められた。さらに妊娠マウ

スに拘束ストレスを加えると新生仔の神経発達が抑

制される（成人病胎児期発症説）が、妊娠中に咀嚼も

させることで発達抑制や糖代謝異常が軽減された。

さらに、咀嚼できないマウスの飼育環境をよくする

ことや漢方薬抑甘散投与でも改善がみられた。 

 

研究の概要 
 

咀嚼、ストレス、空間認知能、海馬機能、妊娠、新

生仔、老化、飼育環境 

 

キーワード 

研究テーマ 
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・精度の高い金属加工やメッキ加工に強みのある企業との共同ツール開発、 

・形態学的な生物試料作成に興味のある企業と共同ツール開発、 

・AIや深層学習による自動三次元再構築ソフトウエアの共同開発 

 

・霊長類の脳内味覚神経回路の三次元化 

・味覚ブレインマシーンインターフェイスの開発 

・連続断面観察によるデータ取得と自動セグメンテーションプログラムの開発 

・霊長類の脳内味覚神経回路の三次元化 

・実践的肉眼解剖の手技の標準化 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 肉眼から電子顕微鏡のナノレベルまでの形態学的手法に対応できる技術を駆

使し、従来の手技を活かしつつ、最新の手法にも取り組んでいます。その過程

で、様々なツール開発や解析プログラムが必要になることがあり、色々なアイ

デアを共有し、企業との共同研究が派生して、特許も申請しております。 

 

 

一言アピール 

論文：  
・Expression of D1 but not D2 Dopamine Receptors in Striatal 
neurons Producing Neurokinin B in Rats. 
・Correlative analysis of immunoreactivity in confocal laser-scanning  
microscopy and scanning electron microscopy with focused ion beam  
milling. 

 
 
 

 代表的な 

 著書・論文 

歯学部歯学科  教授  薗村 貴弘 Sonomura Takahiro 

電 話 ： ０５８－３２９－１４０２  

鹿児島大学 歯学部 歯学科卒 

鹿児島大学 歯学部 歯学科 助教 

金沢医科大学 医学部 医学科 講師 

主な担当科目：肉眼解剖学、組織学、神経解剖学、 

主な所属学会：日本解剖学会、日本顕微鏡学会、歯科基礎医学会 

 

歯 

学 

科 

企業への期待 

・ヒトの肉眼解剖学に関する形態学的研究 

・脳内味覚神経回路の形態学的研究 

・連続画像による電子顕微鏡と光学顕微鏡を用いた 

三次元的な生体ボリュームイメージングに関する研究 

 

 

・肉眼解剖学に関する教育・研究と人材育成 

・美味しさを感じる高次の味覚神経回路の 

形態学的解析 

・CLEM、3D-SEM等の新たな形態学的解析法の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

構造無くして機能なし、機能なくして生体なし」と

いう言葉が古くから言われているように、医学・歯

学の知識の基盤となる人体の構造と機能を理解する

ことの重要性は論を待たない。我々は人体構造の基

盤的知識となる解剖学の領域を肉眼レベルから、光

学顕微鏡、さらには電子顕微鏡レベルの広範囲の観

測範囲で、かつ、近年飛躍的に発展した三次元的立

体構築技術を用いることで、新たな構造の知見の集

積を、神経系を中心に行っている。 

 

研究の概要 
 

肉眼解剖学、顕微鏡解剖学、電子顕微鏡、三次元再

構築、味覚神経回路 

 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  准教授  佐藤 和彦 Satoh Kazuhiko 

e-mail ： satoh@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４０４ 

筑波大学第三学群基礎工学類卒、京都大学大学院理学研究科修了、動物学専攻、 

博士（理学） 

京都大学放射線生物研究センター 中核拠点特別研究員 

主な担当科目：歯科基礎生物学、基礎科学実習、解剖学、解剖学実習 

主な所属学会：日本哺乳類学会、日本解剖学会、歯科基礎医学会 

 

・咀嚼筋の線維構成にみられる多様性の解析 

・有限要素法を用いた筋力が頭蓋骨に与える応力の解析 

・哺乳類の目レベルでみられる咀嚼筋機能の違いの解明 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「咀嚼の事典」朝倉書店「日本の哺乳類学」東京大学出版、 

   「動物の事典」朝倉書店 

論文：「Jaw muscle functional anatomy in northern grasshopper mouse，Onychomys 

leucogaster，a carnivorous murid．J Morphol．2006；267: 987-999.」、「 Foramen magnum 

angle and its effect on visual field in two Apodemus murids．Mammal study．2008；33

（4）：151-155」など 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 哺乳類の多くの分類群では、食性への適応と咀嚼筋内部構造の変化との関係

が十分に解明されていません。筋の層分化や腱膜の分布などを種間で詳細に比

較することによって、適応進化をめぐる新たな形態的側面が明らかになること

が期待されます。 
 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

 比較形態学は企業活動との関連性が薄い研究分野ですが、様々な小型哺乳類

の食物探索・処理能力を解剖学的に解明することによって、環境保全計画を策

定するために必要な情報を提供することも可能であると考えています。 

 

企業への期待 

 

・生体力学 

・保全生物学 

・餌資源を巡る生態学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 全世界で約３０００種を数える齧歯類は、多様な

食性や生活環境への適応放散を遂げた哺乳類最大の

分類群である。ネズミ科を中心とする齧歯類の食性

適応を明らかにするため、咀嚼筋の発達と内部構

造・走行などを種間で比較し、これらの解剖学的知

見を基にした力学的解析をおこなっている。また、

生活環境や食物探索への適応に関連する眼球、中耳、

嗅脳の大型化が、これらと密に接した空間に存在す

る咀嚼筋の構造や機能におよぼす影響についても強

い関心を持っている。 

 

研究の概要 
 

比較解剖学、進化形態学、咀嚼筋、摂食器官、感

覚器官、齧歯類 

 

キーワード 

研究テーマ 

・齧歯類の咀嚼筋にみられる食性への適応 

・齧歯類の系統進化に伴う咀嚼筋内部構造の変化 

・齧歯類の感覚器官サイズが咀嚼筋の構造・機能に及ぼす影響 

・咀嚼筋を構成する内部区画の相対成長 
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歯学部歯学科  教授  滝川 俊也 Takigawa Toshiya 

e-mail ： takigawa@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４０６ 

朝日大学歯学部卒、博士（医学） 

関西電力病院歯科 医員、京都大学大学院医学研究科 助教、朝日大学歯学

部 講師 

主な担当科目：口腔解剖学、発生学、歯科法医学 

主な所属学会：日本解剖学会、歯科基礎医学会、日本組織細胞化学会、日本

分子生物学会、日本法歯科医学会 

 

AI、生体認証（個人識別）システム、ロボティクス、学修ポートフォリオ作成

システムを統合したヒト型ロボットによる学生に学修履歴（成績）を提示して

適切な学修アドバイスを行うことができるヒト型ロボットの研究開発 

今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

「プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部第２版」（医学書院：分担翻訳） 

「口腔解剖学 第２版」（医歯薬出版：共著） 

「カラーアトラス口腔組織発生学 第４版」（わかば出版：共著） 

「教学 IRのための学修ポートフォリオ作成マクロプログラムの開発」：（岐阜歯

科学会雑誌）：共著 

 

論文：「△△」 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

大学の教員は、教育と研究、そして社会貢献という、２足でなく３足のわらじ

を履かねばならない職業です。学生のための教育改革と教職員の働き方改革と

の両立を推進するために、教育現場の教員のニーズを反映させた ICT 教育支援

ツールを開発したいと考えています。ぜひご協力ください。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

 

ヒト型ロボットによる ICT教育支援システムの開発に関心がある企業との連携 

３次元器官培養システムの開発に関心がある企業との連携 企業への期待 

・口蓋突起癒合時の上皮−間葉分化転換に関する研究 

・口蓋裂表現型の多様性を制御するエピジェネティック機構の研究 

・口蓋裂発症および重症化抑制を標的とする予防的薬物療法の研究 

・学修ポートフォリオ作成ソフトウェアの開発 

 

 

・再生医療に応用可能な新しい３次元器官培養法 

・教職員の働き方改革に寄与する教育支援ツール 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 上皮−間葉分化転換は生物の発生過程においてア

ポートシスに匹敵するか、それ以上に重要な事象で

すが、最先端の遺伝子工学を駆使した細胞の系譜を

調査する手法を使っても論争に終止符が打たれてい

ないのが口蓋突起癒合時の上皮−間葉分化転換です。

私達は上皮−間葉分化転換を解析するための新しい

ツールの開発を行っていますが、その過程で口蓋裂

の発症や重症化を抑制できる予防的胎児薬物療法の

可能性を見いだし、研究開発を進めています。 

 

 

研究の概要 
 

上皮−間葉分化転換、口蓋裂、学修ポートフォリオ 

作成ソフトウェア 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  講師  河野 芳朗 Kawano Yoshiro 

新潟大学歯学部歯学科卒、新潟大学大学院医歯学総合研究科修了、歯科学専攻、 

博士（歯学） 

新潟大学歯学部医歯学総合研究科 助教 

主な担当科目：歯科基礎医学入門 

主な所属学会：日本歯科基礎医学会、日本解剖学会、日本小児歯科学会 

日本分子生物学会 

 

歯根膜細胞の分類・細胞種ごとの単離・キャラクタライゼーション 

歯周組織の再生 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

Effect of the antineoplasmic agent busulfan on rat molar root development 

Arch. Oral Biol. 2014, 47-59 

 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

歯周組織の発生に関して形態学的な基礎データを収集している。 

 

 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・歯根発生における抗がん剤の影響 

・歯根膜の発生 

・歯胚中間層の役割 

 
研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯歯根膜の発生は発生段階、および部位によって多

様な相を示すため、体系的な組織学的解析は困難で

あった。歯槽骨の発生、および歯根膜の発生につい

て、組織形態計測的手法、および免疫組織化学的手

法を用いて、歯周組織発生における歯槽骨表面への

歯根膜の埋入、並びに、歯槽骨表面における様々な

細胞の動態明らかにすることによって、歯周組織の

発生を明らかにする。 

 

 

 

研究の概要 
 

歯根膜 歯槽骨 歯根形成 

キーワード 

研究テーマ 

歯根、歯周組織の発生に興味のある企業 

企業への期待 
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歯学部歯学科 教授 近藤 信夫 Kondoh Nobuo 

e-mail ： nkondoh@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４１６ 

北海道大学歯学部卒、同大学院歯学臨床系修了、口腔外科学専攻  

博士（歯学） 

本学以外での主な教歴・職歴：防衛医科大学校生化学第２講座 准教授 

主な担当科目：生化学、口腔生化学 

主な所属学会：日本癌学会、日本生化学会、日本分子生物学会、歯科基礎医学会、

米国癌学会 

 

動物自験系で得られた知見を、ヒトの臨床材料を用いて検証する必要がありま

す。そのために、口腔外科領域などとの共同研究をさらに推進したいと考えて

います。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

Matsunami A, et al, J Oral Biosci, 2021, in press, DOI: 10.1016/j.job.2021.06.001 

Kondoh N, et al, Jpn Dent Sci Rev. 2019 ;55(1):113-120. 

Morimoto-Ito H, Mizuno-Kamiya M, Umemura N, et al, Open Dent J, 2019; 13(1): 221-7 

Inagaki T, et al, Cancer Transl Med, 4(1):9-16, 2018. DOI: 10.4103/ctm.ctm_34_17.  

Adach M, et al, Oncol Lett, 15; 3350-6, 2018. DOI: 10.3892/ol.2017.7648. 

Sumi S, et al, Oncol Rep, 37: 2897-904, 2017. DOI: 10.3892/or.2017.557. 

 代表的な 

 著書・論文 

朝日大学歯学部口腔生化学分野で独自に確立した、悪性度の異なる OSCC 細胞

を用いた動物実験系と、新たに構築した培養実験系を駆使し、in vivo および

in vitro相互のデータを補完しながら研究を進めています。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・口腔悪性腫瘍の免疫抑制機構の解析 

・疾患特異的な発現遺伝子の単離と機能解析 

・歯周組織等の再生を促進する新規歯科材料の開発研究 

 

 

口腔扁平上皮癌(OSCC)患者の予後を予測するため

には、患者の免疫系を含む全身状態を総合的に把握

することが重要です。癌による免疫系制御には、癌

関連線維芽細胞（CAF）や、骨髄由来免疫抑制細胞

（MDSC）あるいは腫瘍関連マクロファージ（TAM）

が重要な役割を果すことが知られていますが、OSCC 

の悪性化に伴うそれらの制御は十分に知られていま

せん。本研究ではマウス実験系を構築し、免疫細胞

の動態と予後との相関を比較し免疫学的診断のため

の指針作りや、天然素材等を用いた新規免疫化学療

法の考案を目指します。 

 

研究の概要 

研究テーマ 

・抗体作製、組織染色、臨床試験等に関心のある企業と共同研究 

・健康食品、徐放性基剤、薬剤等開発に関心のある企業と共同研究 

 

 

企業への期待 

 

・口腔癌早期診断機器、検査試薬等の開発。 

・新規免疫チェックポイント薬の開発。 

・免疫力を調節,強化する試薬等の基礎研究 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

口腔扁平上皮癌(OSCC)、免疫抑制、骨髄由来免疫抑

制細胞（MDSC）、癌関連線維芽細胞（CAF）、腫瘍関

連マクロファージ（TAM） 

キーワード 

10

mailto:nkondoh@dent.asahi-u.ac.jp
https://doi.org/10.1016/j.job.2021.06.001


 

 

 

 

 

 

 

 

「海外英文科学雑誌への研究論文の投稿」という価値の理解と共有 

 
企業への期待 

歯学部歯学科  講師  梅村 直己 Umemura Naoki 

e-mail ： umemura@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４１７ 

愛知学院大学歯学部歯学科卒、岐阜大学大学院医学系研究科修了、口腔病態学専

攻、博士（医学） 

明海大学歯学部歯学科 助教 

主な担当科目：口腔生化学 

主な所属学会：日本癌学会、日本薬学会、歯科基礎医学会 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・歯科臨床応用治療薬の開発 

・歯科臨床応用機器の開発 

 

 代表的な 

 著書・論文 

論文：「Hyaluronan induces odontoblastic differentiation of dental pulp 

stme cells via CD44」2016, Stem Cell Research and Therapy 

論文：「Defective NF-kB singaling in Metastatic Head and Neck cancer 

Cells leads to Enhanced apoptosis by Double-Stranded RNA」2011 Cancer 

research 

歯科用診断機器や歯科材料に関し、基礎的研究、動物実験等で海外英文誌に発

表している実績がいくつかあり, 

研究論文という「結果」を提供できます。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・腫瘍免疫、特に腫瘍関連マクロファージに関する研究 

・歯髄幹細胞の分化誘導に関する研究 

・口腔がんの再発抑制に関する研究 

 

 

 

・歯髄幹細胞の分化誘導を応用した歯科材料、 

再生治療応用 

・がん幹細胞の機能抑制剤の開発 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

私は３つのテーマを元に研究をしている。 

1. 腫瘍関連マクロファージに関する研究 

2. 歯髄幹細胞の分化誘導に関する研究 

歯髄の中には幹細胞が多く含まれており、その

歯髄幹細胞の分化誘導メカニズムの解明を目

指しており、分化誘導する試薬のスクリーニン

グを行なっている。 

3. 口腔がんの再発抑制に関する研究 

がん幹細胞を標的にした化学療法剤のスクリ

ーニングを行なっている。 

 

研究の概要 
 

歯髄幹細胞、再生、分化誘導、がん幹細胞 

 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  教授  齊藤 一誠 Saitoh Issei 

e-mail ： isaitoh@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４９１ 

九州大学歯学部歯学科卒、九州大学大学院歯学研究科修了、歯学臨床系専攻、 

博士（歯学） 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 助教・講師・准教授 

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野 准教授 

主な担当科目：小児歯科学、小児歯科学実習 

主な所属学会：日本小児歯科学会、日本顎口腔機能学会、日本歯科基礎医学会 

 

・小児の健康増進をお口からアプローチする専門集団として、安全な歯科治療

を提供する研究 

・赤ちゃんの健康増進や食育支援に関する研究 

・小児に関する健康食品や機能性食品の開発 

・乳歯をバイオマスとした様々な基礎研究および臨床研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Saitoh I et al. Induced Tissue-Specific Stem Cells (iTSCs): Their Generation 

and Possible Use in Regenerative Medicine. Pharmaceutics. 13(6):780, 2021.」 

「Nogami Y, Saitoh I et al. Prevalence of an incompetent lip seal during growth 

periods throughout Japan: a large-scale, survey-based, cross-sectional study. Environ 

Health Prev Med. 26(1):11, 2021.」 

 代表的な 

 著書・論文 

我々の臨床研究の成果の一部が、平成３０年度の診療報酬「小児口腔機能管理

加算」や令和 2 年度の「小児口唇閉鎖力測定」の保健収載へ繋がりました。ま

た、小児期の「お口ぽかん」の疫学調査結果が注目され、新聞各社やテレビ東

京、フジテレビなどから取材を受けました。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・小児の口唇閉鎖不全と舌機能に関する研究 

・小児の口腔機能（特に咀嚼運動）の発達に関する研究 

・乳歯歯髄細胞を用いた再生医療研究 

・iPS細胞技術を応用した人工的組織幹細胞（iTS細胞）を用いた

インスリン分泌細胞の再生に関する研究 

・低ホスファターゼ症に関する基礎研究および臨床研究 

 

・小児のリハビリテーション学分野 

・人間工学分野 

・小児の味覚の発達 

・先天疾患患者の歯髄細胞を用いた遺伝子治療 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 臨床研究：小児期の「お口ぽかん」（口唇閉鎖不全）

に関する全国疫学調査を行い、約 3 割の小児が該当

し、増齢的に「お口ぽかん」が増加することを明ら

かにしました。口唇と舌の機能学的・形態学的研究

を進展させています。また、小児期の咀嚼運動に関

する研究も行っています。 

 基礎研究：乳歯を用いた幹細胞研究や iPS 細胞樹

立技術を応用した人工的組織幹細胞（iTSCs）に関連

する基礎研究を進めています。2020年に、乳歯歯髄

細胞からヒト膵幹細胞の生成に成功しました。 

  

研究の概要 
 

お口ぽかん、舌機能、小児、口腔機能、 

乳歯、歯髄細胞、膵幹細胞、iPS細胞、iTS細胞、 

インスリン分泌細胞、低ホスファターゼ症 

キーワード 

研究テーマ 

・健康食品や機能性食品の開発に関心のある企業と連携 

・小児の口腔機能の発達支援に関心のある企業と商品開発を目指した共同研究 

・歯科保健収載を目指した新規検査機器開発 

・脱落した乳歯を有効利用する事業の導入 

・遺伝子治療を目指した基礎研究 

企業への期待 
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歯 

学 

科 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯学部歯学科  准教授  長谷川 信乃 Hasegawa Shinobu 

e-mail ： hasegawa@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１１３０ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、小児歯科学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：小児歯科学 

主な所属学会：岐阜歯科学会、日本小児歯科学会、日本障害者歯科学会、日本顎

口腔機能学会、日本スポーツ歯科学会、日本口腔リハビリテーション学会、口腔

顔面痛学会 

 

・小児の認知機能 

・小児の痛みや恐怖感覚の記憶 

・小児の行動分析 

・小児期の運動生理学 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「小児歯科学第 5 版」 医歯薬出版、「新編 顎関節症」改訂版 永末書

店、「小児歯科学 ベーシックテキスト 第 2 版」永末書店、「新 よくわかる

顎口腔機能」医歯薬出版 

論文：「画像解析を用いた歯列交換期における咬合接触関係の検討」 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 代表的な 

 著書・論文 

小児の機能は外面に現れるものだけではなく、内面的なものまでが重要である。

何らかの障碍を受けた場合の改善については、現象のみをとらえるのではなく

その理由を理解することが重要である。 
一言アピール 

・小児の口腔機能に関する研究 

・小児の顎関節症についての調査、分析 

・小児の摂食・嚥下に対する研究 

・小児期の歯列咬合の画像分析 

 

・生理学分野 

・摂食・嚥下機能と異常 

・小児の行動科学的領域 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

乳歯列期から混合歯列期をへて永久歯列に至るま

での歯列はダイナミックに変化する。この咬合変化

をビジュアルに再現し分析を行うことは、歯冠修復

や咬合誘導処置に対して有用な資料となる。そこで

歯列を視覚的に再現しその変化について検討した。

また、成長発育期に関連した疾患として顎関節症を

取り上げその疫学的特徴および臨床的特徴について

検討した。今後は小児歯科臨床の困難さの原因とな

る恐れや痛みといった感覚と小児自身の行動科学に

ついて進めていきたい。 

 

研究の概要 
 

小児、口腔機能、顎関節、嚥下 

キーワード 

研究テーマ 

・小児の成長発育に関心のある企業と共同研究 

・小児のスポーツサポートに関する開発・評価 

・認知機能の発達や行動科学に関するデータ収集・分析 企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  若松 紀子 Wakamatsu Noriko 

朝日大学大学院歯学研究科修了、小児歯科学専攻、 

博士（歯学） 

ロンドン大学キングスカレッジ客員研究員(1998－1999) 

主な担当科目：小児歯科学 

主な所属学会：日本小児歯科学会、日本外傷歯学会、日本歯科医学教育学会 

 

 

低フォスファターゼ症児の歯の解析 

外傷歯固定材の開発 

発達障害児の口腔管理について 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：子供の歯に強くなる本(医歯薬出版 2012 分担執筆) 

乳歯列期における外傷歯の診断と治療(医歯薬出版 2013 分担執筆) 

論文：Effect of surface coating material containing S-PRG filler on white spot lesions of young 

permanent teeth. Pediatr Dent J 28(1):40-45, 2018  

Objective evaluation of abutment tooth preparation for preformed metal crowns for 

primary molars in Japanese preclinical training. Pediatr Dent J 30(1):92-98, 2020 

 代表的な 

 著書・論文 

 

日々の臨床に還元できるような研究を目指しています。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・白斑の再石灰化に関する研究 

・乳歯冠支台歯形成の客観的評価 

・外傷歯の固定材料に関する研究 

・外傷・糖尿病による歯の形成不全に関する研究 

・中国茶のう蝕予防効果に関する研究 

 

 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

口腔内に萌出して間がない永久歯や乳歯は齲蝕に

かかりやすく、齲蝕も進行しやすいという特徴があ

ります。そのため齲蝕が進行する前に、初期齲蝕の

段階で再石灰化させることが望まれています。数年

前より、再石灰化を促すことが期待される S-PRG フ

ィラーを含有するコート材やペーストを用いて、人

の抜去した歯や、実際の人の口腔内に応用して、初

期齲蝕の再石灰化効果を調べています。 

 

 

 

研究の概要 
 

初期齲蝕、再石灰化、S-PRG 

キーワード 

研究テーマ 

歯科材料を扱う企業と連携 

 

 
企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  北井 則行 Kitai Noriyuki 

e-mail ： nkitai@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８２ 

大阪大学歯学部歯学科卒、博士（歯学） 

本学以外での主な教歴・職歴：大阪大学歯学部 顎顔面口腔矯正学教室 助教授 

主な担当科目：歯科矯正学、基礎臨床歯科学演習 

主な所属学会：日本矯正歯科学会、International Association for Dental 

Research 

三次元形態に関する数理学的モデルの構築 

審美性を判断する際の脳機能に関する研究 

人工知能（AI）を用いた矯正歯科治療の自動診断システムの開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Kitai N, Murabayashi M, Sugimoto H, Fujiwara A, Tome W and 

Katsumata A. Accuracy and head positioning effects on measurements of 

anterior tooth length using 3-dimensional and conventional dental panoramic 

radiography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017;151:607-615.」 

 代表的な 

 著書・論文 

顔面軟組織の三次元形態に関して、矯正歯科治療前後の比較、あるいはスマイ

ル動画の検討を行い、時間軸を考慮した四次元的解析を行っている。これらの

定量的評価は、顔の審美性を把握するために重要な解析である。 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・顎顔面三次元形態に関する研究 

・スマイル時を含む顔面軟組織形態の解析 

・審美性の主観的評価についての調査、分析 

 

認知科学 

数理科学 

心理学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

非接触型三次元表面形状計測装置を用いて、安静

位と表情表出位（スマイルなど）における顔面軟組

織形態の三次元画像を記録し、静的のみならず動的

な顔面軟組織形態の特徴を解析し、矯正歯科治療に

応用できる診断システムを構築する。また、審美性

の主観的評価について、患者の心理状態や歯科医学

知識の有無が歯列不正の判断を変化させるかどうか

を検討し、変化させるとすれば、どのように変化す

るのかについて、確立された心理テストなどを用い

て定量的に検討する。 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

三次元画像解析 

顔面軟組織 

審美性の認識 

 

キーワード 

研究テーマ 

顔の審美性に関心のある企業と共同研究 

一般人の審美性に関する意識調査 

人工知能（AI）を用いた三次元形態解析法の開発 企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  留 和香子 Tome Wakako 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８２ 

大阪大学歯学部歯学科卒、大阪大学大学院歯学研究科修了、歯科矯正学専攻、 

博士（歯学） 

大阪大学歯学部歯学科 助教、ＵＣＬＡ客員研究員 

主な担当科目：歯科矯正学 

主な所属学会：日本矯正歯科学会、近畿東海矯正歯科学会、日本口蓋裂学会 

日本顎変形症学会、大阪大学歯学会 

・施設の垣根を越えて集積したデータを利用した顎顔面領域の機能と形態の関

連性についての研究および臨床への応用 

・ＡＩを利用した顎顔面領域の形態解析・矯正診断システムの構築 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

1. Orthodontic treatment of malocclusion improves impaired skillfulness 

of masticatory jaw movements. Angle Orthod. 2009;79(6):1078-83. 

2. Cephalometric Outcomes of Maxillary Expansion and Protraction in 

Patients With Unilateral Cleft Lip and Palate After Two Types of 

Palatoplasty. Cleft Palate Craniofac J. 2016;53(6):690-694. 

 代表的な 

 著書・論文 

顎顔面の硬・軟組織形態の三次元情報に基づいて矯正歯科治療診断システムを

構築することは、治療後の安定性を考慮した治療計画の立案および治療メカニ

クスの確立に大いに寄与する研究であり、矯正歯科学分野における予測医学の

発展にも貢献できると考える。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・顎顔面口腔領域の硬・軟組織形態分析 

・顎顔面領域の機能に関する研究 

 

『顔』の三次元形態解析データの自動顔認証シス

テム等への応用など。 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯科矯正学に関連して以下のテーマについて研究を

行っている 

１) 不正咬合症例における顎運動機能の解析 

２) 口蓋裂患者における顎顔面領域の形態解析 

３）骨格系ごとの歯列および歯槽部形態解析 

４) 顎顔面領域の軟組織の形態解析 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

歯科矯正学、顎顔面領域の三次元形態解析 

 

キーワード 

研究テーマ 

顔の三次元形態解析や顔認識に関心のある企業との共同研究や、 

顔の三次元データを利用した矯正診断システムの開発など。 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  引頭 毅 Into Takeshi 

e-mail ： into@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４２１ 

新潟大学歯学部卒，北海道大学大学院歯学研究科修了（歯学基礎系専攻） 

博士（歯学） 

本学以外での主な教歴・職歴：国立長寿医療研究センター研究所 室長 

北海道大学歯学部 助手 

主な担当科目：微生物学・口腔微生物学，免疫学 

主な所属学会：日本免疫学会，日本細菌学会，歯科基礎医学会 

・生体に有益作用を及ぼす人工分子（キメラタンパク質等）の開発 

・口腔に作用するプレバイオティクス・プロバイオティクスの開発 

・これまでになかった歯周病予防法の開発 

・口腔疾患の超簡易検査法の開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文： 

Into T., Niida, S., and Shibata K. Sci. Rep., 8: 14272 (2018) 

Into T., Horie T., Inomata M.他 Sci. Rep., 7: 1009 (2017) 

Into T., Inomata M., Niida S. 他 J. Biol. Chem., 285(46): 35759-69 (2010) 

 

 代表的な 

 著書・論文 

これまで研究されてこなかった視点から，口腔の自然免疫に関連する様々な研

究を進めていきます．先人の知恵，革新的アイデアと地道な努力で活路を切り

開く，継往開来の姿勢を忘れず研究展開していきます． 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・唾液の自然免疫作用に関する研究 

・自己免疫性唾液腺炎の発症機序に関する研究 

・歯周病関連細菌の病原性に関する研究 

・自然免疫の誘導機構と制御機構の解明 

 

 

・口腔生化学 

・歯周病学 

・口腔衛生学 

・微生物検査 

・免疫検査 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

口腔の自然免疫に関連する様々な研究を進めていま

す．特に歯垢中に存在する自然免疫刺激因子の解明，

唾液中の抗菌因子の産生制御機構，口腔領域の自己

免疫疾患（特にシェーグレン症候群などの自己免疫

性唾液腺炎）と自然免疫との関連性に関する研究な

どに興味を持っています． 

その他，歯周病関連細菌の病原性に関する研究，自

然免疫系を制御する機構としてのオートファジーの

研究なども行ってきました． 

研究の概要 
 

自然免疫，唾液，唾液腺，シェーグレン症候群， 

歯周病，抗菌因子，オートファジー 

キーワード 

研究テーマ 

・口腔衛生に関連する企業と連携 

・口腔衛生に関心のある企業と共同研究 

・歯周病を制御するプレバイオティクス・プロバイオティクスの開発 

・新しい歯磨剤・含嗽剤の開発 

企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  片岡 嗣雄 Kataoka Hideo 

e-mail ： hidek@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４２２ 

鹿児島大学歯学部卒、北海道大学大学院歯学研究科修了 

博士（歯学） 

昭和大学歯学部 助教（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：微生物学・口腔微生物学、免疫学  

主な所属学会：日本免疫学会、日本細菌学会、歯科基礎医学会 

 

・口腔細菌に由来するプロバイオティクスの開発 

・口腔細菌の検出による免疫疾患検査法の開発 

・生薬が口腔細菌叢の構成に及ぼす影響の解明 

・発酵食品の日常的摂取が口腔細菌叢に及ぼす影響の解明 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・Kataoka H., Mori T., Into T. J Med Microbiol. 2021 70(3). doi: 

10.1099/jmm.0.001303. 

・Kataoka H., Into T.他 Food Sci Nutr. 2020 9(2):963-972. doi: 

10.1002/fsn3.2063. 

 代表的な 

 著書・論文 

口腔細菌叢と全身疾患の関連性は、まだわからないことが多い領域です。しか

し、口腔内には腸内に匹敵する数の細菌が定着している以上、未知の善玉菌が

数多く存在している可能性があります。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・口腔細菌叢による食物アレルギー抑制作用の解明 

・口腔細菌叢による糖尿病抑制作用の解明 

・口腔内常在菌の病原性に関する研究 

 

・歯周病学 

・小児歯科学 

・口腔衛生学 

・生薬学 

・発酵食品学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

口腔細菌叢の構成変化と、全身疾患、特に慢性の免

疫疾患との関連性について解明しようと研究を進め

ております。現在は、食物アレルギーならびにⅠ型、

Ⅱ型糖尿病のモデルマウスを使って、それぞれの症

状を増悪あるいは緩和する口腔細菌叢の構成を解析

しています。また、口腔細菌叢と腸内細菌叢の相互

作用についても研究を進めております。 

 

 

 

 

研究の概要 
 

口腔細菌叢、食物アレルギー、糖尿病、 

自然免疫、プロバイオティクス 

キーワード 

研究テーマ 

・新たなプロバイオティクスを開発している企業と連携 

・生薬による難治疾患治療に関心のある企業と共同研究、 

・発酵食品の摂取による免疫疾患の予防作用に関心のある企業と共同研究 企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  柏俣 正典 Kashimata Masnaori 

城西大学薬学部薬学科卒 

明海大学歯学部歯科薬理学講座 助教、講師 

主な担当科目：薬理学・歯科薬理学、同実習 

主な所属学会：日本薬理学会、歯科基礎医学会、日本唾液腺学会、 

       米国細胞生物学会、米国発生生物学会 

 

外分泌腺である唾液腺と膵臓は共通する性質も多い。特に発生期に見られる分

枝形態形成は多くの共通したメカニズムが知られている。唾液腺が発生成熟す

る過程でなんらかの処理をすることでインスリンを産生可能な唾液腺細胞を誘

導することができるのではないかと考えている。将来 z 糖尿病の治療になるの

ではないかと期待している。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Mizukoshi, K., Koyama, N., Hayashi, T., Zheng, L., Matsuura, S. and 

Kashimata, M.: Shh/Ptch and EGF/ErbB cooperatively regulate branching morphogenesis 

of fetal mouse submandibular glands. Dev. Biol., 412, 278-287, 2016 

 代表的な 

 著書・論文 

研究を行うことは大変楽しいことです。世の中で誰も気が付いていない自然科

学の疑問を自分で解き明かす。この醍醐味は語りつくせないほど魅力的です。

多くの学生（人）にこの魅力を伝えられたら幸せだと常々想っています。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

器官培養用の試薬・機器の開発に興味のある企業と連携、 

iPS細胞や ES細胞から誘導される細胞に関する共同研究、 

器官の発生に関しての共同研究 
企業への期待 

・唾液腺の器官形成に関する研究 

・器官形成を調節する因子の研究 

・シグナル伝達と細胞の移動や分化に関する研究 

 

 

本研究によって分枝形態形成の分子メカニズムが

解明されれば、試験官内で複雑な形をした外分泌

腺などの器官が構築可能となり、以下のような領

域に貢献可能であると考えられます。 

・再生医療、人工臓器作製、人工唾液産生 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

外胚葉性の口腔上皮の原基がその下にある間葉内に

陥入することで唾液腺の器官形成がはじまります。

陥入した上皮の先端は二方向に分枝して茎部が伸長

し、伸長した上皮の先端はさらに分枝するという反

応（分枝形態形成：branching morphogenesis）が繰

り返されることによって、木の枝が成長するように

導管系が形成されて行きます。私は分枝形態形成に

関与する分子メカニズムを解明することを目的とし

て研究を実施しています。 

研究の概要 
 

器官形成、細胞成長因子、細胞接着因子、シグナル

伝達、細胞外基質、器官培養、分枝形態形成 

 

キーワード 

研究テーマ 
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 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

低分子量 Gタンパク質の一種である Cdc42の唾液腺における役割および、ヒト

の放射線照射唾液腺組織を用いた臨床研究に興味があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業への期待 

一言アピール 

 代表的な 

 著書・論文 

歯学部歯学科  歯科薬理学  准教授  設楽 彰子 Shitara Akiko 

北海道医療大学歯学部歯学科卒、北海道医療大学大学院歯学研究科博士課程修

了、薬理学専攻、 

博士（歯学） 

北海道医療大学歯学部歯学科 助教、米国国立衛生研究所 客員研究員（本学以

外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：薬理学・歯科薬理学、同実習 

主な所属学会：歯科基礎医学会、日本薬理学会、日本分子生物学会、日本口腔外

科学会 

Shitara A et al., Mol. Biol. Cell. 2019;30(3): 324-332. 

Milberg O, Shitara A et al., J Cell Biol. 2017;216(7):1925-1936. 

Shitara A and Weigert R. Experi. Cell Res. 2015;337(2):219-225. 

Shitara A et al., Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2009; 297(6): 
G1198-1205. 

ガン治療の副作用であり、QOL を大きく低下させる放射線による口腔乾燥症の

新しい治療法の確立を目指します。 

歯 

学 

科 

・唾液腺の機能の解析 

・放射線性口腔乾燥症の新たな治療法の開発 

 

 

唾液腺の放射線照射によるダメージを防御する薬

剤の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

 ガンの治療のために放射線をあてると唾液腺がダ

メージを受け、唾液の量が減り、口腔乾燥症がおこ

る。このことは QOL（生活の質）を大きく損なう副作

用であるが、それを治す治療法はない。我々は放射

線をあびた唾液腺の機能を顕微鏡で「見る」in vivo

イメージングという方法で調べ、どのような仕組み

で唾液が出なくなるのかを解明する。 

研究の概要 
 

唾液腺、生体内イメージング、放射線、口腔乾燥症 

キーワード 

研究テーマ 

放射線増感剤、防御剤の開発をしている企業と連携、 

放射線性口腔乾燥症に関心のある企業と共同研究 
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・網羅的な解析（トランスクリプトーム解析、メタボローム解析等）を組み合

わせた外分泌機能の解明 

・疾患バイオマーカーとして用いるための唾液や涙液に含まれる物質の解析 

・現時点で唾液腺・涙腺の機能の解析は動物を用いた in vivo 系のみのため、

外分泌機能を保った培養細胞（in vitro系）の開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

歯学部歯学科  講師  大野 雄太 Ohno Yuta 

岐阜薬科大学薬学部薬学科卒 

博士（薬学） 

 

主な職歴：岐阜大学医学部附属病院薬剤部 薬剤師 

朝日大学歯学部歯科薬理学分野 助教 

主な担当科目：薬理学・歯科薬理学、同実習 

主な所属学会：日本薬理学会、歯科基礎医学会、日本医療薬学会 

Ohno et al, “Arginase 1 is involved in lacrimal hyposecretion in male NOD 

mice, a model of Sjögren's syndrome, regardless of dacryoadenitis 

status.” The Journal of Physiology, vol.598, 4907-4925 (2020) 

 代表的な 

 著書・論文 

私自身、歯学部の出身ではありませんが（薬学部出身）、学問と学問の融合に

より、新たな知見を得られると考えております。コラボレーションにより新た

な視点を導入しながら、物事（研究対象）を多面的に解析していくことで、研

究を遂行していきたいです。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・外分泌腺（唾液腺、涙腺）の外分泌機能の解明 

・シェーグレン症候群における外分泌障害メカニズムの解明 

 

・ドライマウス治療薬の開発 

・ドライアイ治療薬の開発 

・その他、唾液腺・涙腺以外の外分泌（膵臓、汗

腺等）における外分泌促進薬等の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

唾液や涙は唾液腺や涙腺といった外分泌腺で産生

され、分泌されます（外分泌）。その分泌メカニズム

は未だ不明な点があり、そのためシェーグレン症候

群など、唾液や涙の分泌が低下しドライ症状を示す

疾患に対して原因療法が開発されておりません。 

私は、外分泌が障害されるモデル動物（マウス等）

を用いて、正常分泌を示す動物と比較することで、

外分泌障害のメカニズム、さらには外分泌自体の機

能の解明に取り組んでいます。 

研究の概要 
 

唾液腺、涙腺、ドライマウス、ドライアイ、外分

泌、シェーグレン症候群 

キーワード 

研究テーマ 

・ドライマウスやドライアイの治療・予防に関心のある企業と共同研究 

→予防薬や治療薬の候補物質の供与 

・動物レベルで治療薬候補が上がった後、類似化合物の合成、さらにヒトでの

臨床試験（治験）の遂行 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  友藤 孝明 Tomofuji Takaaki 

e-mail ： tomofu@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４９６ 

岡山大学歯学部歯学科卒、岡山大学大学院歯学研究科修了、予防歯科学専攻、 

博士（歯学） 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：口腔衛生・予防歯科学、公衆衛生学、社会歯科学  

主な所属学会：日本口腔衛生学会 

 

１．歯周病の進行を予測できる唾液バイオマーカーの検索 

２．歯周病をターゲットとした核酸医薬品の開発 

３．歯周病予防ワクチンの開発 

４．口腔健康管理を受けている在宅療養患者を対象にした商品開発 

５．データヘルスケア 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「スタンダード衛生・公衆衛生 第 16版」 

論文：「Serum microRNAs and chronic periodontitis: A case-control study」 

「Relationship between oral assessment guide score and hypoalbuminemia 

in newly hospitalized patients」 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

上記の研究キーワードに関連する疫学研究と臨床試験を、学内外の先生方とコ

ラボレーションしながら展開しております。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・歯周病の重症化予測に関する研究 

・歯科疾患と肝疾患との関連についての調査、分析 

・在宅療養患者の口腔機能とフレイルとの関連 

についての調査、分析 

 

・医科歯科連携 

・核酸創薬 

・口腔のケア商品の開発 

・医療・介護分野における実態調査 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

近年、発症予測・予後予測を可能とするバイオマ

ーカー（人の身体の状態を客観的に測定し評価する

ための指標）が、生体内分子の網羅的解析によって

誕生してきました。この技術は、歯周病の発症や重

症化を予測できるバイオマーカーの開発にも応用で

きると推測されます。そこで、歯周病の進行の有無

をアウトカムとしたコホート研究に着手し、唾液遺

伝子の網羅的検索によって、歯周病の発症前診断や

重症化予測に有用なバイオマーカーを特定していま

す。 

 

研究の概要 
 

“歯周病”、“先制医療”、“口腔健康管理”、および

“疫学調査” 

キーワード 

研究テーマ 

・核酸創薬の開発に関心のある企業と共同研究 

・口腔のケア商品の開発に関心のある企業と共同研究 

・大学で解析して欲しい健診データの提供 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  東 哲司  Azuma Tetsuji 

e-mail ： tetsuji@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４９７ 

岡山大学歯学部歯学科卒、岡山大学大学院医歯学総合研究科修了、予防歯科学専

攻、博士（歯学） 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：口腔衛生学、公衆衛生学、地域社会と歯科医療  

主な所属学会：日本口腔衛生学会、日本歯周病学会 

 

1. 歯周病の重症化を予測できる唾液バイオマーカーの検索 

2. 歯周病をターゲットとした核酸医薬開発 

3. 歯周病ワクチンの開発 

4. 口腔健康管理を受けている在宅療養患者を対象にした商品開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Serum microRNAs and chronic periodontitis: A case-control study」 

「Drinking hydrogen-rich water has additive effects on non-surgical 

periodontal treatment of improving periodontitis: A pilot study」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

上記の研究テーマに関連する疫学研究や臨床研究を、学内外の先生方とコラボ

レーションしながら展開しています。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・抗酸化物質の抗加齢作用に関する研究 

・歯周病の重症化予測に関する研究 

・歯科疾患と全身疾患との関連についての調査、分析 

・在宅療養患者の口腔機能とフレイルとの関連についての 

調査、分析 

 

・核酸創薬 

・オーラルケア用品の開発 

・医療・介護現場の実態調査 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

昨今、疾患の発症予測・予後予測を可能とするバ

イオマーカーが、生体内分子の網羅的解析によって

誕生しています。この技術は、歯周病の発症や重症

化を予測できるバイオマーカーの開発にも応用でき

ると考えます。そこで、歯周病の進行の有無をアウ

トカムとしたコホート研究に着手し、唾液遺伝子の

網羅的解析によって、歯周病の発症予測や重症化予

測に有用なバイオマーカーを探索しています。 

 

 

 

研究の概要 
 

酸化ストレス、抗加齢作用、歯周病、先制医療、 

疫学 

キーワード 

研究テーマ 

・核酸創薬の開発に関心のある企業と共同研究 

・オーラルケア用品の開発に関心のある企業と共同研究 

・歯科健診の導入 

・健診データの提供 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  助教  岩井 浩明  Iwai  Komei 

e-mail ： Ko-mei@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４９７ 

愛知学院大学歯学部歯学科卒 

京都府立医科大学大学院医学研究科修了 総合医科学専攻 博士（医学） 

京都府立医科大学大学院医学研究科 病院助教 （本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：公衆衛生学、口腔衛生学（予防歯科学）、社会歯科学 

主な所属学会：日本公衆衛生学会、日本口腔衛生学会、日本有病者歯科医療学会、 

日本口腔科学会、International Association for Dental Research 等 

1. 口腔内および胃内の Helicobacter pylori 菌蓄積と歯科疾患との関連 

2. Helicobacter pylori 菌感染および胃疾患の予防因子の検討 

3. 口腔領域における健康寿命延伸の因子の検討 

4. 口腔健康管理を受けている在宅療養患者を対象にした商品開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Association between Helicobacter pylori infection and dental pulp reservoirs 

 in Japanese adults」 

「Genetic variants of RAMP2 and CLR are associated with stroke」 

「Oral Cnm-positive Streptococcus Mutans Expressing Collagen Binding 

 Activity is a Risk Factor for Cerebral Microbleeds and Cognitive Impairment」 

 代表的な 

 著書・論文 

上記の研究キーワードに関連する疫学研究と臨床試験を、学内外の先生

方とコラボレーションしながら展開しております。 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・口腔内の Helicobacter pylori 菌蓄積と全身感染との関連 

・歯科疾患と生活習慣との関連、および予防因子の検討 

・在宅療養患者の口腔機能とフレイルとの関連についての 

調査、分析 

 

 

・消化器内科 

・molecular microbiology 

・医療・介護分野における実態調査 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

Helicobacter pylori 菌（H. pylori）は、慢性胃炎、
胃・十二指腸潰瘍などの原因となります。我々
は、これまでに H. pylori の全ゲノム情報から得た
ureA 遺伝子配列を基にした特異的な PCR 法によ
り、成人歯髄内から H. pylori を検出致しました。
現在は、口腔内および胃内の H. pylori 保有と生
活習慣因子等を含めた全身の健康との関連を調
査し、H. pylori 感染および胃疾患の予防因子を検
討しています。本研究は、H. pylori 除菌に口腔内
からのアプローチを加えた新たな治療法を確立で
きる可能性のある内容です。 

 

研究の概要 
 

Helicobacter pylori、予防医学、先制医療、 

口腔機能低下症、および疫学 

キーワード 

研究テーマ 

・Helicobacter pylori 菌の検査、および除菌療法の開発に関心のある 

企業との共同研究 

・核酸創薬の開発に関心のある企業との共同研究 

・解析希望のある健診データの提供 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授 辰巳 順一 Tatsumi Junichi 

e-mail ： tatsumi@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５１ 

城西歯科大学(現、明海大学歯学部)卒、明海大学大学院歯学研究科修了  

歯学博士、明海大学歯学部 助教・講師・准教授、朝日大学歯学部 教授 

主な担当科目：歯周病学  

主な所属学会：日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会、American Academy of 

Periodontology、日本歯科保存学会、日本顎咬合学会 

歯周炎やインプラント周囲炎の進行に伴う患者の咀嚼機能障害を改

善することで、患者の認知機能と全身の健康さらには QOLがどの程

度向上するかを検討したい。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・歯周病と骨の科学. (日本語版: 医歯薬出版、韓国語版: Koonja.CO.) 

・Risk Factors for Peri-implant Disease. (Springer) 

・”光殺菌”歯周治療入門 (医学情報社) 
・トラブル対応とメインテナンス (デンタルダイヤモンド) 

 代表的な 

 著書・論文 

臨床上の観点から、疾患の原因・治療法の開発・改善を行っていき
たい。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・インプラント周囲炎発症のリスク因子および治療法の開発 
・歯周病患者の咀嚼機能低下と治療に伴う機能回復 
・抗菌光線力学療法の歯周治療への応用 
・歯周組織再生療法の臨床成績 
・AIを用いた歯周病画像診断 

 

インプラント体の構造研究、インプラント
周囲炎治療方法の開発、歯周組織再生、 
咀嚼機能回復、AIによる画像診断、レーザ
ーを用いた歯科治療 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯周病およびインプラント周囲疾患発症の

リスク因子を解析し、より効果的な治療法の

開発そして治療により患者の機能回復ある

いは QOL がどの程度回復するのかを多角的

に研究し行くための臨床データを蓄積し、解

析を行っている。またそれに伴い、新規の治

療方法や治療器具の開発を行っていきたい。 

研究の概要 
 

歯周病、インプラント周囲炎、咀嚼機能 

キーワード 

研究テーマ 

診断機器、医療器具開発、インプラントメーカー等と、診断機器の
診断精度向上、新規医療機器の開発、インプラント構造の研究等に
ついて産学協同研究を行っていきたい。 企業への期待 

25



論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯学部歯学科  講師  安田 忠司 Tasuda Tadashi 

e-mail ： tadashi@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５２ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯周病学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯周病学  

主な所属学会：日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会、日本歯科保存学会 

・歯周病の診断マーカーの開発 

・歯周病患者に対する Er: YAG レーザーの臨床研究 

・歯周組織再生材料の臨床評価 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・Effectiveness of an erbium-doped: yttrium, aluminum and garnet laser for treatment of 
peri-implant disease: Clinical, microbiological, and biochemical marker analyses. 
(J Clin Exp Dent. 2018年 9月) 

・Prevalence and risk factors for peri-implant diseases in Japanese adult dental patients. 
(Journal of oral science 2017年 3月) 

・Porphyromonas gingivalis を口腔感染させたコラーゲン誘発関節炎モデルマウスの解析
（日本歯科保存学雑誌 2018年 8月） 

 代表的な 

 著書・論文 

朝日大学医科歯科医療センターには圧倒的な症例数があり歯周病専門

医、認定医が在籍するため臨床研究には最適です。 一言アピール 

歯 

学 

科 

・Er:YAG レーザーの歯周病、インプラント周囲炎に対する効果 

・歯周病の全身におよぼす影響 

 

・Er；YAG レーザーを用いた歯周病治療が全

身におよぼす影響 

・インプラント周囲炎の高効率な治療 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯周病治療は、スケーラーによる SRP が

主体的に行われてきました。Er: YAG レー

ザーの熱作用による殺菌効果や細胞の活

性化作用もあるとされ、炎症の軽減、治癒

再生に有利に作用すると考えられていま

す。私達のグループは Er: YAG レーザーを用

い、インプラント体表面の LPS除去、およびイ

ンプラント周囲炎に対する再生外科治療の効

果について研究しています。 

 

研究の概要 
 

歯周病、インプラント周囲炎 

Er；YAGレーザー、リポポリサッカライド 

キーワード 

研究テーマ 

・歯周病患者に対する効果を検討したい企業と共同研究 

・Er： YAGレーザーの開発、臨床研究 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  金山 圭一 Kanayama Keiichi 

e-mail ： k-k1@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５２ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了 

博士（歯学）、労働衛生コンサルタント 

主な担当科目：歯周病学、歯周療法学 

主な所属学会：日本歯周病学会、日本骨代謝学会、基礎老化学会、医学教育学会 

・やる気を育む教育支援方法 

 

・キャリアコンピテンシー基盤型教育 

 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：  

Plasticity of myeloid cells during oral barrier wound healing and the development of bisphosphonate – related 

osteonecrosis of the jaw. J Biol Chem, 2016.  

Rescue bisphosphonate treatment of alveolar bone improves extraction socket healing and reduces osteonecrosis 

in zoledronate-treated mice. BONE, 2019  

 代表的な 

 著書・論文 

薬学、教育学、神経化学、心理学 etc..多様な分野と関わりのあるテーマに興

味を持って研究をしています。 

 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

①歯周組織再生の臨床研究 

②歯槽骨の吸収予防薬 

③ヒューマンモチベーションを測定できる指標の開発 

に関心のある企業と連携、共同研究 

 

企業への期待 

・歯槽骨の吸収予防 

・薬物関連骨壊死の治療薬の探索 

・歯周組織再生の臨床研究 

・医療系学生のキャリア教育 

 

 

心身医学 

初等・中等教育 

創薬科学 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

①骨代謝に関わる薬の有害事象の解決や、歯槽骨吸

収の予防薬の発見をテーマに基礎研究を行ってい

る。 

 

②生涯にわたって学習を続けるには「レジリエンス」

という特性が必要になる。学生の間にレジリエンス

を涵養するために、本学学生を対象にいくつかの試

みを続けている。 

 

 

研究の概要 
 

・やる気の科学 

・予防医療 

 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  教授  永山 元彦  Nagayama Motohiko 

電 話 ： ０５８－３２９－１４２８ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、口腔病理学専攻、 

博士（歯学） 

 

主な担当科目：病理学・口腔病理学、口腔病理学演習 

主な所属学会：日本病理学会、日本臨床口腔病理学会、日本臨床細胞学会 

 

歯 

学 

科 

・画像診断の AI化 

・口腔粘膜の画像診断に用いる光照射器 

・口腔細胞診の立体３次元画像構築化 

・顕微鏡画像のバーチャル化（Whole slide imaging, WSI） 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「細胞診ガイドライン５ 消化器 口腔・唾液腺・消化管・肝胆道系・膵臓」、 

論文：「Immunohistochemical and ultrastructural evaluation of matrix components in 

mandibular condylar cartilage in comparison with growth plate cartilage in cartilage 

calcification insufficient rats, Anat Sci Int. 2019」 

 代表的な 

 著書・論文 

口腔病変の異常を検出できる簡易キットの開発を目指しています。 

骨や軟骨の再生に向けた研究に取り組んでいます。 

病理検査手法の技術改良に取り組んでいます。 
一言アピール 

・口腔がんに関する研究 

・口腔粘膜細胞診についての調査、分析 

・骨・軟骨の異常と再生に関する研究 

 

 

・口腔がん検診 

・ディジタルパソロージー 

・口腔粘膜細胞診 

・口腔がん早期発見マーカー 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

「口腔がん」の早期発見とその診断技術や治療
方針の確立に、舌や歯肉などの口腔粘膜を対
象とした細胞診は、手技が簡便であるため、一
般開業医の歯科医師でも可能です。現在、チェ
アサイドでも細胞診実施可能な簡易的な検査
キットの開発とともに細胞診の確立に向けて取
り組んでいます。 
また、骨や軟骨の再生に使う材料と組織親和性につい

ても研究しています。 

研究の概要 
 

口腔がん早期発見、口腔細胞診、液状化検体細胞

診（LBC） 

キーワード 

研究テーマ 

・病理検査を取り扱う業者との技術向上 

・骨や歯の硬組織標本作製技術の開発 

・口腔細胞診簡易キットの開発 企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  江原 道子 Ehara Michiko 

電 話 ： ０５８－３２９－１４２７ 

福岡歯科大学歯学部歯学科卒、福岡歯科大学大学院歯学研究科修了 

博士（歯学） 

福岡県済生会福岡総合病院病理診断科 医員、福岡歯科衛生専門学校 

主な担当科目：病理・口腔病理学講義、病理・口腔病理学実習 

主な所属学会：日本病理学会、日本臨床細胞学会、日本臨床口腔病理学会、 

日本癌学会、The International Academy of Cytology 

 

歯 

学 

科 

・口腔病変における糖鎖構造改変現象 

・口腔細胞診における基礎的研究 

・口腔粘膜擦過細胞診に最適な採取器具に関する研究 

 

• 口腔粘膜擦過細胞診専用ブラシの開発 

（材料工学、プラスチック製品開発分野） 

• 新規グライコバイオマーカーを用いた診断用免

疫染色抗体および新規治療薬の開発 

（検査用試薬および製薬分野） 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 口腔粘膜前癌病変および口腔扁平上皮癌の発症、

浸潤における糖鎖構造改変現象について、レクチン

マイクロアレイや質量分析イメージングを用いて解

析しています。これらの研究により新規グライコバ

イオマーカーを確立するとともに、薬物治療への応

用を目指している。 

 また、口腔がんの早期発見を目的に、口腔粘膜擦

過細胞診を一般開業歯科医院にて実施できる標準的

採取法の検討や、術者の経験に左右されない採取器

具についての検討を行っている。 

研究の概要 
 

口腔がん、口腔細胞診、細胞採取ブラシ、糖鎖 

キーワード 

研究テーマ 

• 口腔粘膜擦過細胞診採取専用器具の形状、材質、強度等について検討可能な

企業との共同研究 

• 材料工学分野における新たな発想、開発技術をお持ちの企業との連携 
企業への期待 

 現在、最も力を入れているのは、一般開業歯科医院における口腔細胞診の普

及、採取の標準化です。標準化が可能になれば、口腔がんの早期発見が可能に

なります。そのためには、術者の技術向上だけでなく、現在用いられている採

取器具よりも、舌、頬粘膜、歯肉など、どの部位においても確実に診断可能な

細胞数を採取、回収できる採取器具の開発が急務と考えています。 

一言アピール 

• 顎骨内病変の画像診断と病理組織学的診断を用いた、人工知能による非侵襲

的な術前診断の確立 

• 口腔前癌病変診断における有用な新規グライコバイオマーカーの確立と、 

糖鎖創薬に繋がる糖鎖機能の解明 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書 : 細胞診ガイドライン５消化器 2015年版, 2015年 11月 20日発行（共著） 

論文 : Cytological characteristics of the tongue oral mucosa. Liquid-based 

cytology vs. conventional cytology. 19th International Congress of 

Cytology.2016 

歯胚の凍結保存による糖鎖発現および硬組織形成への影響  J. Fukuoka 

Dent.2005 

 代表的な 

 著書・論文 
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歯科医学に留まらない幅広い領域で研究開発を展開しています。 

共同研究パートナーを常時募集しております。 

 

 

一言アピール 

著書： 

デジタルデンティストリー 医療情報とデジタル画像 超入門  

発売元:永末書店 

はじめましょう摂食・嚥下障害の VF検査 

発売元:株式会社 学建書院 

 代表的な 

 著書・論文 

• 歯科画像診断に関する人工知能技術の共同開発企業を募集しています。 

• 顎関節症の治療をおこなうオーラルリハビリテーションロボットの事業化企

業を募集しています。 

• 歯科における地域医療ネットワーク展開に関するパートナー組織を募集して

います。 

人工知能の歯科領域応用 

地域医療ネットワークシステム 

遠隔医療 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

歯学部歯学科  教授  勝又 明敏 Katsumata Akitoshi 

e-mail ： kawamata@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８７ 

朝日大学 歯学部 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯科放射線学 

主な所属学会：日本歯科放射線学会 

 

歯 

学 

科 

企業への期待 

・フォトンカウンティング画像の開発と応用 

・コンピュータ診断支援（CAD)システムの開発と応用 

・摂食嚥下障害の診断と治療 

・オーラル・リハビリテーション・ロボットの開発 

 

 

医療情報 

医用ロボット 

非破壊検査 

食品工業 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

人工知能，ロボット，新型半導体Ｘ線検出器などの

技術を応用して，新しい発想の歯科診断および治療

機器の研究開発を行なっています。 

例えば，人工知能を用いてパノラマＸ線画像から骨

粗鬆症などの全身悉皆につながる所見を自動的に検

出して歯科医師の診断を助けるプログラムなどを開

発しています。 

 

 

研究の概要 
 

Ｘ線画像，CT，ロボット，人工知能 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  講師  飯田 幸弘 Iida Yukihiro 

電話番号：０５８－３２９－１４８７（朝日大学 歯科放射線学分野） 

朝日大学歯学部歯学科卒、歯科放射線学専攻 

博士（歯学） 

朝日大学歯科衛生士専門学校 非常勤講師 

主な担当科目：歯科放射線学 

主な所属学会：日本歯科放射線学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

人工知能を用いた以下の研究に興味があります。 

⚫ 嚥下機能検査動画の自動診断 

⚫ 画像管理およびデータを自動解析する統合画像管理システム構築 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「はじめましょう摂食・嚥下障害の VF検査」 

論文：「Micro-CT observation of test food materials for videofluoroscopic 

swallowing studies」 

「Effect of head rotation on the pathway of a food bolus through 

the pharynx as evaluated by a videofluoroscopic swallow study」 

 代表的な 

 著書・論文 

飲み込み（嚥下機能）に関する最も大きな学会の一つである日本摂食嚥下リハ

ビリテーション学会で論文賞を受賞しました（2006年）。 

既存のアプリケーションを改変し、ほぼ報告の無い「バーチャル空間構築、三

次元嚥下運動の動画化」に関する研究を行いました。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

幅広い分野、特にコンピュータ、嚥下障害を扱う業種の方と連携できます。 

歯科領域を含めた医用画像データ（動画含む）の提供を行います。それらを自

動診断、カテゴライズ、管理できる統合画像管理システムの構築に寄与したい

と存じます。 

企業への期待 

 

・摂食嚥下機能に関する研究 

・人工知能を用いた嚥下機能解析 

・生体の三次元運動に関する研究 

 

人工知能を用いた医用画像解析（動画を含む） 

嚥下機能を含む体表面のマクロ三次元運動解析 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

外側からは見えない飲み込み（嚥下）の機能を、Ｘ線

画像を中心に研究しています。嚥下機能の新しい検

査法開発の一環として、 

⚫ 人工知能を用いたＸ線画像の診断 

⚫ Ｘ線画像と体表面三次元動画のフュージョン

（重ね合わせ） 

⚫ Ｘ線検査機器を用いた飲食物物性解析 

などに取り組んで参りました。 

研究の概要 
 

人工知能、嚥下障害、ビデオ嚥下造影検査、三次元

運動解析 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  助教  西山  航 Nishiyama Wataru 

e-mail ： wataru@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８７ 

愛知学院大学歯学部歯学科卒 

愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座 助教 

 

主な担当科目：総合歯科医学、臨床実習 

主な所属学会：日本歯科放射線学会 

 

・Deep learning技術を用いた人間では診断できなかった疾患の検出 

・行政システムと一体となった個人照合の大規模データベースの作成 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「口内法撮影における受像体周囲の線量の推定」 

 代表的な 

 著書・論文 

最新の人工知能技術 Deep learninを用いた研究を行っています。通常の診断技

術だけでなく災害時の身元確認などにも生かせる大規模な研究もやっていきた

いと思います。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・人工知能に関する研究 

・パノラマＸ線画像を使った個人識別の研究 

・デバイスを用いた口内法の被曝低減に関する研究 

 

・Deep learningを用いた疾患の自動診断 

・パノラマ以外のモダリティを用いた自動診断技

術の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

東日本大震災にて多くの身元不明者が発生し、遺体

の身元確認には多くの時間と人員を要した。近年注

目されている人工知能技術 Deep learningを用いて、

パノラマから個人照合が可能な歯科情報を抽出する

アルゴリズムを開発することで、より短時間で多く

の身元確認が可能となる。 

 

 

研究の概要 
 

人工知能、Deep learning、パノラマＸ線撮影 

キーワード 

研究テーマ 

・ソフトウェア開発技術のある企業との連携 

・Deep learningによる自動診断技術に関心のある企業との共同研究 

企業への期待 
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歯学部歯学科  助教  小日向 清美 Kohinata Kiyomi 

e-mail ： kohinata@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８７ 

日本大学大学院 歯学研究科 歯学専攻 修了 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯科放射線学 

主な所属学会：日本歯科放射線学会 

人工知能の歯科領域の遠隔診断への応用 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文： 

・Retrospective magnetic resonance imaging study of risk factors associated 

with sideways disk displacement of the temporomandibular joint. 

・歯科用パノラマ・CBCT 複合機における顎関節撮影時の X 線の仰角が画像に与え

る影響―差分法による評価―. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

人工知能技術を用いて歯科診断をする研究を行なっています。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・人工知能に関する研究 

・パノラマＸ線画像を使った疾患識別の研究 

・骨密度（骨粗鬆症）の画像評価の研究 

・顎関節疾患の診断・治療 

 

人工知能を用いた自動の疾患診断 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

人工知能技術 Deep learning を用いて、Ｘ線画像か

ら歯科診断をする研究を行なっています。 

例えば，パノラマＸ線画像から疾患（齲蝕治療や補

綴処置など）の治療の必要性や骨粗鬆症、顎関節疾

患などの所見、年齢等を自動的に検出して歯科医師

の診断を助ける研究をしています。遠隔医療への応

用も目指しています。 

研究の概要 
 

Ｘ線画像，CT，人工知能、Deep learning 

キーワード 

研究テーマ 

• 歯科における人工知能による自動診断技術に関心のある企業との共同研究 

企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  石橋 浩晃 Ishibashi Hiroaki 

e-mail ： hiro-i@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： 公用 Mobile ０７０−５１５６−３４００ 

九州大学歯学部歯学科卒、九州大学大学院歯学研究院修了、口腔外科学専攻、 

博士（歯学）(九州大学) 

九州大学大学院 歯学研究院 口腔顎顔面外科学講座 顎顔面外科学分野 助教 

ドイツ・フライブルク大学 口腔顎顔面外科・形成外科 客員教授 

主な担当科目：口腔外科学，高齢者歯科医学，病理学 

主な所属学会：日本口腔外科学会，日本病理学会．日本口腔腫瘍学会 

・ 癌の増殖・浸潤・転移，血管新生の機構を解析するための，生化学的． 

細胞生物学的，遺伝子工学的，免疫学的研究，統計学系解析等を展開する

ために，個々の得意分野に関する知識と経験を集学して幅広いコラボレー

ション集団を形成したい． 

・ 口腔細胞診の正診性や有効性を検証する多施設共同研究を展開したい． 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・Ishibashi,H. A Novel Gene Therapy to Treat Lesions of the Oral Cavity and 

Maxillofacial Region. IADT. 34:223-242,2017 

・Ishibashi,H. et al., Transfection of Cis-element ‘Decoy’ AP-1 DNA Binding 

Sequences Inhibits e expression of uPA, uPAR and VEGF in Salivary 

Gland Cancer Cells.  Clinic Oncol  E.Pub 2021． 

 

 代表的な 

 著書・論文 

・ 癌細胞への遺伝子導入法は本法独自の純国産戦略によるもので，独自性が 

高く，広範囲の生物学的研究に応用する事が可能である． 

・ 口腔外科臨床医（口腔がん専門医・指導医），ならびに病理医の立場から 

研究・臨床を行う事が出来るので，多角的見地から研究展開ができる． 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・癌の血管新生機構の解明と遺伝子治療による阻害 

・口腔扁平上皮癌の浸潤・増殖・転移機構の解析 

・口腔細胞診の有効性と標準治療化への臨床的研究 

・口腔顎顔面病変の病理組織学的解析 

 

・ 血管新生阻害以外の多彩な癌関連遺伝子の 

発現制御への展開が容易である． 

・ 使用する遺伝子導入法は遺伝子以外にも 

蛋白や微小分子を導入する事が可能で，他の 

生物学的研究に広く応用できる． 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

癌が増殖を持続するためには血管新生が必須であ

る．血管新生は癌細胞から産生される多彩な血管新

生因子が周囲の血管を活性化して開始され，多段階

の血管新生過程の展開により達成される．血管新生

を制御すると癌の増殖を抑制できる知見が集積さ

れ，血管新生抑制は新しい癌治療の標的として注目

されている. そこで極めて安全な純国産型ウイルス

ベクターを用いて，癌細胞におとり遺伝子を導入し，

複数の血管新生因子群を同時に抑制するという新規

概念に基づく癌遺伝子治療法の開発を目指す． 

研究の概要 
 

 

・悪性新生物， ・血管新生， ・遺伝子治療 

キーワード 

研究テーマ 

 

・ 癌治療における新規治療法の共同開発研究 

・ 遺伝子，蛋白，微小分子の導入による生物学的研究の支援 

・ 口腔細胞診の有効性に関する検証を行い，標準化するための共同企画 

企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  江原 雄一 Ehara Yuichi 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、口腔外科学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：口腔外科 

主な所属学会：日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本頭頚部癌学会 

 

・薬剤性または放射線性顎骨壊死 

・口腔がん切除後の口腔再建 

・口腔不定愁訴に対する薬物療法 

今後進めて 

みたい 

研究領域 

・外科矯正前後における YG性格検査 CMI健康調査の変遷 

・骨髄由来マクロファージを併用したリン酸カルシウム基材による骨再生の形

態的観察 

・ロクロニウムが原因であったアナフィラキシーショックの 1例 

代表的な 

著書・論文 

今年３月末日まで２年間、東京都のがん研有明病院・頭頸科で研修を行って参

りました。研修で得た知識・技術を口腔がん治療ならびに研究に役立てたいと

考えております。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・強度変調放射線治療（IMRT)における放射線性顎骨壊

死または顎骨骨髄炎 

・口腔がんに対する口腔再建 

 

 

消化器領域で早期がん発見に有用な NBI（Narrow 

Band Imaging 狭帯域光観察）の口腔がんへの応用 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 頭頚部癌に対する治療法の一つとして、放射線治

療がある。しかしながら、有害事象として顎骨骨髄

炎や顎骨壊死がある。強度変調放射線治療（IMRT)

は、正常組織の照射線量を抑えつつ腫瘍に集中して

照射する技術である。顎骨壊死に関し、今までの放

射線治療と IMRTとを比較検討する。 

 また、口腔再建には大胸筋皮弁、前腕皮弁、腹直

筋皮弁、外側大腿皮弁、骨再建を伴うものに腓骨皮

弁がある。それら各種皮弁を嚥下、発声等の機能面

を中心に検討する。 

研究の概要 
 

口腔がん、口腔再建、放射線治療、化学療法 

キーワード 

研究テーマ 

・放射線治療による口内炎治療薬を開発研究するような企業との連携 

・口腔がん治療に関心のある企業と共同研究 

・口腔がんに対する抗癌薬の治療効果のデータ収集 企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  谷口 裕重 Hiroshige Taniguchi 

e-mail ： h-taniguchi@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－２５３－８００１（朝日大学病院代表） 

愛知学院大学歯学部歯学科卒、新潟大学医歯学総合研究科修了、口腔生命科学専

攻、博士（歯学） 

新潟大学医歯学総合研究科摂食・嚥下リハビリテーション学分野 助教、講師 

藤田保健衛生大学（現 藤田医科大学）医学部歯科口腔外科 講師 

主な担当科目：高齢者歯科学、摂食嚥下障害学 

主な所属学会：日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本老年歯科医学会 

 

 

・介護食の開発 

・新たなとろみ剤の開発 

・摂食嚥下機能を評価するための医療機器開発 

・口腔内圧を計測するための医療機器開発 

・摂食嚥下機能と全身機能・栄養状態との関連 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・Decline in tongue pressure during perioperative period in cancer patients 

without oral feeding, Clinical Nutrition ESPEN. 2019；29: 183-188 

・Development of an oesophageal stimulation method to elicit swallowing 

reflex in humans. Journal of Oral Rehabilitation. 2018；45(3): 211-215. 

・急性期病院入院高齢者における口腔機能低下と低栄養との関連性．2016；老年歯 

 代表的な 

 著書・論文 

研究代表者は「摂食嚥下障害学」「高齢者歯科学」を専門としており、日々の臨

床では「摂食嚥下リハビリテーション」に従事している。そのため、介護食や

とろみ剤の開発などの基礎研究はもちろんのこと、臨床研究にも対応できる臨

床的な基盤を持ち併せている。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・嚥下反射誘発に関する研究（食道刺激法） 

・口腔内圧と食塊動態の定量的評価 

・咀嚼運動と嚥下反射との関連 

・口腔咽頭内圧計測計の開発 

・口腔機能と栄養状態、全身機能との関連 

・新たなとろみ剤の開発 

 

・臨床栄養学 

・食品工学 

・医療機器開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

研究者らは、これまで食品の物性に応じた咀嚼運動

を含めた摂食嚥下機能を舌圧や筋電図を使って生理

学的に解明してきた。また、平成 27年度からは、食

道刺激によって誘発される嚥下反射を調べてきた。

今後は臨床応用を目指している。 

さらに、基礎研究に留まらず、口腔機能と栄養状態、

全身機能との関連や新たなとろみ剤の開発などの臨

床研究も推進している。 

 

 

 

研究の概要 
 

摂食嚥下機能、摂食嚥下障害、摂食嚥下リハビリ

テーション、嚥下反射誘発、介護食、栄養 

キーワード 

研究テーマ 

口腔内圧を計測するための医療機器開発に関心のある企業と共同研究 

介護食開発に関心のある企業と共同研究 

食品に関する定量評価（生理学的計測、ヒトでの定量評価） 企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  櫻井 学  Sakurai Satoru 

e-mail ： gsakurai@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４８４ 

東京歯科大学科卒，東京歯科大学大学院歯学研究科修了， 

博士（歯学） 

東京歯科大学歯科麻酔科准教授（～2013），東京歯科大学非常勤講師（歯科麻酔） 

主な担当科目：歯科麻酔学 

主な所属学会：日本歯科麻酔学会，日本麻酔学会，日本臨床麻酔学会，American 

Society of Anesthesiologist，International Anesthesia Research Society 

 

・全身麻酔（催眠作用のメカニズム） 

・局所麻酔薬（組織浸潤状態の解明） 

・抗侵害刺激作用（アデノシン受容体） 

・スキルスラボを用いた教育効果 

・気管挿管器具の開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

『臨床歯科麻酔学 第 6版』（永末書店，2021年）：共著 『歯科麻酔学 第 8版』
（医歯薬出版，2019 年）：共著 『臨床の疑問に答える安心納得の歯科局所麻
酔ガイドブック』（日本歯科評論，2019年）：共著 『Q＆A若い歯科医師の疑問
に答えます 1』 『Q＆A 若い歯科医師の疑問に答えます 2』（医歯薬出版，2019
年）：共著 IV ATP Potentiates Midazolam Sedation as Assessed by 
Bispectral Index, Anesth Prog. 61: 95-98, 2014:論文 

 代表的な 

 著書・論文 

International Society for Anaesthetic Pharmacology に て Dr.Elmer 

Zsigmond Award（最優秀演題賞）受賞；2004，優秀演題賞 2位入賞）, 2005 

The Association for Low Flow Anaesthesia にて最優秀演題賞受賞，2005 

日本臨床麻酔学会にてベストプレゼンター賞受賞，2009 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・催眠・鎮静に対するアデノシン受容体の関与 

・低流量麻酔 

・安全で確実な経鼻挿管法の研究 

・カテコラミンによる呼吸・循環・代謝，局所血流への

影響 

 

・麻酔学（全身麻酔法，挿管法） 

・歯科麻酔学（精神鎮静法，歯科治療中の全身管

理） 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

催眠・鎮静に対するアデノシン受容体の関与 

ATP が体内に入るとアデノシンになることを利用

し，ATP投与により鎮静薬の鎮静・催眠作用が増強

されることを可能とした．またアデノシン受容体

拮抗作用があるアミノフィリンが鎮静・催眠作用

を減弱することから，薬物の鎮静・催眠作用にアデ

ノシン受容体が関与していることを示した． 

低流量麻酔 

低流量麻酔で生じる新鮮ガス－吸気ガス間濃度較

差を防止するための装置を開発し，新鮮ガスの希

釈を防ぎ，麻酔深度を保つことを可能とした． 

 

研究の概要 
 

アデノシン受容体，アミノフィリン，全身麻酔薬，

鎮静薬，ATP製剤，低流量麻酔 

キーワード 

研究テーマ 

医療機器メーカーとの連携，共同研究 

アデノシン，ATP製剤のデータを持つ企業と共同研究 

企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  後藤 隆志 Goto Takashi 

e-mail ： takashigoto@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４７９ 

東京歯科大学歯学部歯学科卒業 

東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科麻酔学専攻）修了・博士（歯学） 

東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 特任臨床医 

東京歯科大学歯科麻酔学講座 助教 

主な担当科目：歯科麻酔学 

主な所属学会：日本歯科麻酔学会、日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会 

       日本障害者歯科学会 

 

歯 

学 

科 

・ 骨内麻酔法 

・ 静脈内鎮静法中の呼吸状態の観察 

・ 口腔外科手術に特化した術後鎮痛法の確立 

・ 歯科における日帰り全身麻酔法の帰宅基準の作成 

・ 嘔吐反射（異常絞扼反射）を有する患者の歯科治療 

・ 歯科における緊急時の気道確保法（輪状甲状靭帯穿刺） 

 

・歯科用無針注射器の開発 

・日帰り全身麻酔法の術後管理 

・嘔吐反射への麻薬性鎮痛薬の適用と応用 

・非協力者（児）に対する非抑制下での歯科治療 

・呼吸抑制の少ない安全な静脈内鎮静法の確立 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 歯科治療には痛みや恐怖心・緊張感などのストレ

スが生じます。そのため、患者さんにより快適で安

全に歯科治療を受けていただけるための研究を日々

行っています。痛みに対しては、より痛みの少ない

局所麻酔法の開発、術後痛に関しては口腔外科手術

に特化した術後鎮痛法を模索しております。恐怖心

や緊張感に対しては、歯科治療に静脈内鎮静法を併

用することで快適に治療を受けていただくことがで

きるため、より安全で確実は静脈内鎮静法を行うた

めの研究を行っております。 

研究の概要 
 

静脈内鎮静法、日帰り全身麻酔法、局所麻酔法 

術後鎮痛法、気道確保法 

キーワード 

研究テーマ 

著書：「無痛治療の実践テクニック 歯科における安全で確実な局所麻酔（第一歯科出版）」 

論文：「Localization of 14C-labeled 2% lidocaine hydrochloride after intraosseous   

    anesthesia in the rabbit. J Endod,2011,37(10),1376-1379.」 

   「The effectiveness of educational methods for cricothyroid membrane  

    identification by dental students: A prospective study using neck  

    photographs and tracheotomy trainers. Clin Exp Dent Res,2019,5(2),170-177.」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

・ 歯科用無針注射器の開発 

・ 嘔吐反射への麻薬性鎮痛薬の適用と応用 

・ 歯科治療中の患者のストレスに関するデータ収集 

・ 歯科麻酔学（局所麻酔法、静脈内鎮静法など）に関心のある企業と共同研究 

企業への期待 

・ 歯科用無針注射器の開発 

・ 効果的な歯科麻酔学の教育法 

・ 静脈内鎮静法中の全身状態の観察 

・ 口腔外科手術に特化した術後鎮痛法の確立 

・ 歯科における日帰り全身麻酔法の帰宅判定基準の確立 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

より快適で安全な歯科治療を行うために試行錯誤しております。また、歯学部学

生や歯科医師・歯科衛生士に対して歯科麻酔学を普及すべく、日夜努力しており

ます。同じ志がある方、歯科麻酔学に興味がある方はお気軽にご連絡ください。 

一言アピール 
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歯学部歯学科  講師  岩瀬 陽子 Iwase Yoko 

e-mail ： iwase@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４６５ 

九州大学歯学部歯学科卒、九州大学大学院歯学研究科修了、歯学臨床系専攻、 

博士（歯学） 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 歯科麻酔科 助教 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野 助教 

主な担当科目：障害者歯科学 

主な所属学会：日本障害者歯科学会、日本小児歯科学会、日本歯科麻酔学会 

 

・障害者における咬合管理 

・障害者における診療体位と安全性 

・有病者における歯髄由来 iPS細胞 

・有病者における常用薬と歯周組織の細胞活性 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「小児歯科学 基礎・臨床実習 第３版 第２１章 局所麻酔の実際」 

論文：「小児の咬合接触から考える顎口腔機能.小児歯誌,2013」 

「先天性心疾患児の歯科治療時のポイント.デンタルダイヤモンド,2019」 

「Repeated human deciduous tooth-derived dental pulp cell reprogramming 

factor transfection yields multipotent intermediate cells with enhanced 

iPS cell formation capability. Sci Rep 9: Article number: 1490 (2019) , 

06 February 2019,2019」 

 代表的な 

 著書・論文 

縁あって複数の大学に所属し、歯科麻酔科・小児歯科・障害者歯科の３科にて

教職に就かせて頂きました。同じ事象を捉えるにも、科が違うと視点も異なり

ます。既成概念にとらわれること無く、これらの視点を柔軟に融合させること

で新たな風を吹き込めたなら、また別の展開も期待できると思います。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・咀嚼運動中の咬合接触に関する研究 

・小児の歯科治療における安全管理に関する研究 

・障害者における行動管理に関する研究 

・乳歯歯髄由来 iPS細胞に関する研究 

・低ホスファターゼ症に関する研究 

 

 

・障害者における咀嚼運動 

・障害者における安全管理 

・有病者における歯髄由来 iPS細胞 

・遺伝子治療 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

咀嚼運動という、歯科において重要な機能運動を

運動計測する一方、歯・歯列の形態を接触型計測機

にて形態計測し、それらの２者を統合しコンピュー

タによる計算によって、咀嚼運動中の咬合接触を算

出し、その領域を CGにて可視化した。 

 乳歯は永久歯への交換の際に脱落し廃棄される

が、内部には歯髄細胞が存在し、それを基に歯髄由

来の iPS 細胞を培養することが可能である。有病者

由来の iPS 細胞からその疾患の特性を検討し、疾患

の治療へと繋がる研究が可能となる。 

研究の概要 
 

咀嚼運動、咬合接触、安全管理、行動管理、 

乳歯歯髄、iPS細胞、低ホスファターゼ症 

キーワード 

研究テーマ 

 

・歯科診療時の安全管理に関心のある企業と共同研究 

・再生医療における歯髄細胞の有用性に関心のある企業と共同研究 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  助教  野田 恵未 Emi Ota 

e-mail ： emi@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４６４ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯学専攻、 

博士（歯学） 

朝日大学歯学部歯学科 助教 

主な担当科目：障害者歯科・摂食嚥下リハビリテーション  

主な所属学会：日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本老年歯科医学会 

日本障害者歯科学会、日本口腔科学会 

 

・舌突出嚥下(異常な嚥下の習癖)についての定量評価 

・摂食嚥下の機能発達 

・脳性麻痺の嚥下障害 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「健常成人の舌接触補助床装着時の嚥下動態に関する高解像度マノメトリ

ーによる評価」 

論文：「高解像度マノメトリーを用いた嚥下調整食（摂食嚥下リハビリテーショ

ン学会分類 2013）に対する健常成人の嚥下動態の定量的評価」 

 代表的な 

 著書・論文 

歯科は歯だけではなく、口腔機能をみる時代となってきました。摂食嚥下リハ

ビリテーション分野で歯科の役割を確立するために、歯科という専門性を生か

した、摂食嚥下リハビリテーションの臨床研究を進めていきたいと考えていま

す。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・高解像度マノメトリーを用いた味覚が及ぼす嚥下動態への影響

に関する研究 

・摂食嚥下リハビリテーションの地域連携についての調査、分析 

・高解像度マノメトリーを用いた咬合状態と義歯が嚥下動態に与

える影響に関する研究 

 

摂食嚥下リハビリテーションの評価 

摂食嚥下障害患者への歯科治療ガイドライン策定 

摂食嚥下リハビリテーション訓練方法の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

近年開発された 1cm ごと全周性のセンサーを有す

る高解像度マノメトリーは，1 回の嚥下で軟口蓋部

から食道までの咽頭内圧を連続的に評価できる．空

間的にも時間的にも，リアルタイムに連続したデー

タを得ることができ嚥下動態の定量的評価が可能で

ある． 

これを用い、嚥下に特化した義歯の製作のため義

歯装着非装着の状態がどのよう嚥下動態に影響を与

えるのか臨床的知見をえるための研究を行ってい

る。 

 

研究の概要 
 

高解像度マノメトリー 嚥下動態 嚥下圧 

摂食嚥下リハビリテーシ 

キーワード 

研究テーマ 

嚥下調整食や味覚，高解像度マノメトリーに関心のある企業と共同研究、 

摂食嚥下リハビリテーションの新たな評価方法の開発 

 企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  中本 哲自 Nakamoto Tetsuji 

e-mail ： tetsuji_nakamoto@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４６３ 

東北大学歯学部歯学科卒、広島大学大学院歯学研究科修了、歯学臨床系専攻、 

博士（歯学） 

広島大学病院、松山赤十字病院、Center for Oral Biology, University of 

Rochester、 九州歯科大学 准教授、松本歯科大学 教授 

主な担当科目：口腔インプラント学 

主な所属学会：日本口腔インプラント学会、日本補綴歯科学会、歯科基礎医学会、

IADR (国際歯科学会), American Physiological Society 

 

口腔細菌叢の経年的変化 

インプラント存在歯列における歯の経年的移動 

全身疾患治療薬の投与開始前後の口腔環境変化 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文： 

Purinergic P2X7 receptors mediate ATP-induced saliva secretion by the 

mouse submandibular gland. J Biol Chem., 284(4), 4815-4822 

Two-dimensional real-time blood flow and temperature of soft tissue 

around maxillary anterior implants. Implant Dent., 21(6), 522-527  

 

 代表的な 

 著書・論文 

インプラント治療を含めた臨床歯学と細胞生理学の 2 つの柱で展開していま

す。基礎医学の分かる臨床研究家を目指し日々努力しています。 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・口腔インプラントと患者満足度に関する研究 

・CAD/CAM加工材料の歯科応用に関する研究 

・上皮膜輸送調節機構の解明に関する研究 

 

臨床疫学 

免疫学 

生理学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

現在 80 歳で 20 本以上の歯を有する者の割合は推計

値で半数を超えたと言われています。無くなった歯

をインプラントで補った者も年々増加しています。

高齢者の歯とインプラントの共存のため、患者満足

度の高い治療法開発や歯科材料学的観点から修復法

開発というミクロの視点と、齲蝕や歯周病やインプ

ラント周囲疾患に罹患しにくい口腔環境改善という

マクロの視点で研究を展開しています。 

研究の概要 
 

インプラント、CAD/CAM、唾液、イオンチャネル 

キーワード 

研究テーマ 

CAD/CAM保有企業との連携 

薬剤の上皮組織への影響に関心のある企業と共同研究、 

サージカルガイドシステムの開発 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  硲 哲崇 Sako Noritaka 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、口腔生理学専攻、 

歯学博士 

（本学以外での主な教歴・研究歴） 

大阪大学人間科学部行動生理学講座 助手 

ルイジアナ州立大学動物学生理学部門 博士研究員 

主な担当科目：生理学・口腔生理学（歯学部）、形態機能学（看護学科）他 

主な所属学会：日本生理学会、歯科基礎医学会、日本味と匂学会 他 

・ヒトを始めとする雑食性動物が、いかに必要な栄養素を検知し、過不足なく 

 摂取しているのかについての全容解明。 

・複数の味物質や物性を有する一般的な食品の味を、我々がどのように認知し、 

 どのようにおいしさを判定しているのかについての全容解明。 

・歯科診療における審美性判断に関する客観的基礎基盤の確立。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：味のなんでも小事典（日本味と匂学会編 共著；講談社） 

   歯科基礎生理学（共著；医歯薬出版） 

   食感創造ハンドブック（共著：サイエンスフォーラム社） 他 

論文：Recognition by rats of binary taste solutions and their components   

   (共著：Chemical Senses, 2016） 他  

 

 代表的な 

 著書・論文 

 摂食行動や味覚を中心に研究しておりますので、これまでも多くの食品関連

企業様と共同研究や製品開発に関わるお手伝いをさせていただいております。

「おいしさ・まずさ」や「美しさ」のようなある意味非常に主観的な要因に、

科学的な立場からエビデンスを与えるのを目標にしておりますので、ご興味の

ある企業様等はお気軽にご相談下さい。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

研究テーマ 

 エビデンスを持って、よりおいしい食品の開発を考えていらっしゃる企業様、 

味やおいしさの客観的判断方法に困っている企業様、味覚に関わらずテクスチ

ャーや食品硬度とおいしさの関係などについて客観的な判断手法を検討されて

いる企業様には、なんらかのアイデアをお渡しすることができるかも知れませ

ん。 

企業への期待 

・食物選択機構および摂食行動制御機構に関する行動生理学的研究 

・微量栄養素の摂取調整機構に関する行動生理学的研究 

・味覚受容機構および中枢情報処理機構に関する神経科学的研究 

・歯科診療に関わる心理生理学的事項に関する研究 

 

・食品科学・食品工学 

・生活科学（食生活科学） 

・栄養学 

・認知心理学（感性科学） 

・審美歯科学・歯科心身医学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

(1) 今、何を食べるかを決断する脳機構について行 

  動生理学的手法を用いて研究しています。 

(2) 味覚では検知できない微量栄養素を、動物がい 

  かに見つけ出しているのかを研究しています。 

(3) 味覚の受容機構と脳内での情報処理機構につい 

  て、特に混合味など複雑な味の認知機構につい 

  て研究しています。 

(4) 歯科診療に関わる心理学的事項、例えば、歯や 

  咬合の美しさをヒトはどのように判断するのか 

  を心理学的・脳科学的手法で研究しています。 

 

研究の概要 
 

摂食行動、おいしさ、食嗜好、味覚、微量栄養素、

歯科診療における心理生理状態 

キーワード 
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歯学部歯学科  准教授  諏訪部 武 Suwabe Takeshi 

岩手医科大学大学院歯学研究科 博士課程修了  

博士(歯学) 

大阪歯科大学生理学講座・助教(2013年 3月まで) 

主な担当科目：生理学・口腔生理学 

主な所属学会：日本生理学会、歯科基礎医学会、日本味と匂学会 

 

 

・慢性的な痛みの発生機序の解明 

・味覚嗜好性の調節機構の解明 

・楽理学的手法による慢性的な痛みの制御・味覚嗜好性の調節 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

論文：Suwabe T, Mistretta CM, Bradley RM. Excitatory and inhibitory 

synaptic function in the rostral nucleus of the solitary tract in embryonic 

rat. Brain Res. 1490:117-127, 2013. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 

研究成果を慢性的な痛みの治療や偏食の治療に発展させたいと考えておりま

す。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

 

鎮痛に関心のある企業と共同研究 

栄養に関心のある企業と共同研究 

偏食に関心のある企業と共同研究 

 

 

企業への期待 

・口腔感覚に関する研究 

・三叉神経系に関する研究 

・味覚系に関する研究 

 

 

・痛みの制御 

・味覚の調節 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

健康状態に応じて感覚は変化する。その仕組みの解

明に向けて研究しております。特に感覚神経におけ

るホルモンの役割に注目しております。 

 

 

 

研究の概要 
 

感覚、痛み、味覚 

 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  講師  安尾 敏明 Yasuo Toshiaki 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学附属病院臨床研修終了、九州大学大学院歯学研究

院 歯学府 歯学専攻 博士課程修了、博士（歯学）、日本学術振興会 特別研究員 

（DC２）、ペンシルバニア大学モネル化学感覚研究所 visiting scientist 

主な担当科目：生理学、口腔生理学、形態機能学 

主な所属学会：歯科基礎医学会、日本味と匂い学会、日本生理学会、日本神経科学学

会、岐阜歯科学会、Association for Chemoreception Sciences、The Obesity Society 

現研究分野にこだわらず、興味をお持ちで今後進めてみたい領域を箇条書きで 

記述してください。 

 

（箇条書きで３～５項目程度） 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 代表的な 

 著書・論文 

学外に向けて、先生ご自身や先生の研究成果についてアピールできることを易

しく記述してください。 

 

（５０～１００文字程度） 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

〇〇のような企業と連携、 

〇〇に関心のある企業と共同研究、 

〇〇のデータ収集、〇〇の適用・応用、〇〇の提供、〇〇の導入 

〇〇の事業化とビジネスモデル構築、〇〇の開発、〇〇の評価 

（箇条書きで３～５項目程度） 

企業への期待 

論文：Behavioral and neural responses to vitamin C solution in vitamin 

C-deficient Osteogenic Disorder Shionogi/Shi Jcl-od/od rats, 

Yasuo T et al, Chem Sense, pii: bjz028.(2019) 

Multiple receptor systems for glutamate detection in the taste organ 

Yasuo T et al, Biol Pham Bull.31(10):1833-1887 (2008) 

・ニュートリゲノミクス： 「健康状態は、遺伝子型と食習慣や運動など生活環境

の相互作用によって決まる」という考え方にもとづき、遺伝的な要因と食習慣を

対象とする研究を行う領域。 

・どのような食品が消化管（特に口腔、十二指腸、空腸、回腸及び大腸）に存在

する味覚センサーの発現に影響を与えているのかどうかについて研究する領域。 

近年、味物質を検知する『味覚センサー』が、口腔のみならず腸管にも存在し、

摂取した食品の情報を脳へ伝えることで、エネルギー代謝を変化させるという

『味覚センサーを起点とした口腔脳腸連関』の存在が示されている。この機序を

明らかにするために、私達は口腔・腸管・脳・行動と統合的に解析しています。 

・摂取した食品（機能性食品）や各栄養素がどのように『口腔脳腸連関』に影響

を及ぼすのかについて明らかにする研究について関心のある企業との共同研究。 

・機能性食品の開発。 

・様々な（機能性）食品や栄養素を提供していただける企業との共同研究。 

 

・味細胞-味神経間における味質特異的情報ライン形成機序の解明 

・微量栄養素摂取行動制御機構の行動学的及び神経科学的解析 

・微量栄養素の栄養状態が味細胞における味覚受容調節分子の発現 

に及ぼす影響についての解明 

・偏食が味覚センサーを起点とする口腔脳腸連関や摂食行動に及 

ぼす影響の解明 

影響の解明 

 

・機能性食品（特にバイオジェニックス）の開発。 

・味覚障害や生活習慣病（肥満症等）の原因解明、 

その治療法及び予防法の開発。 

・高齢者の介護予防（フレイル対策：特に低体重・ 

過体重の予防）。 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

これまでに、電気生理学的・分子生物学的手法等を

用いて、味細胞における味覚情報伝達について研究

を行なってきました。また、微量栄養素欠乏動物を

用いた行動学的・神経科学的解析、味細胞における

分子発現解析を行い、欠乏食摂取が味細胞における

味覚センサーの発現や味覚神経の情報伝達及び摂取

行動に影響を与えている可能性を示してきました。 

現在、栄養の偏った食品摂取が体の末梢（口腔・腸

管）、中枢（脳幹）や摂食行動に及ぼす影響について

研究しています。 

 

研究の概要 
 

味覚、欠乏症、微量栄養素、偏食、口腔脳腸連関、

摂食行動、肥満症、味細胞、腸管、味覚センサー 

 

キーワード 

研究テーマ 
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歯学部歯学科  教授  玉置 幸道 Tamaki Yukimichi 

e-mail ： tamaki@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４３７ 

昭和大学歯学部歯学科卒、昭和大学大学院歯学研究科修了、歯科理工学専攻、 

博士（歯学） 

朝日大学歯学部歯学科 教授 

主な担当科目：歯科理工学、歯科理工学実習 

主な所属学会：日本歯科理工学会、日本口腔インプラント学会、日本補綴歯科学

会、日本歯科保存学会など 

 

⚫ AIの歯科臨床応用 

⚫ ラクトフェリンベースの歯周包帯 

⚫ ケイ酸カルシウムの骨補填材としての可能性 

⚫ 早期骨造成を目指したインプラント体への表面修飾法 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「チタンの歯科技工」「基礎歯科理工学」（編集担当） 

論文：「Tri-calcium phosphate (β-TCP) can be artificially synthesized by 

recycling dehydrate gypsum hardened. Cho H-C, Hori M, Yoshida T , Yamada 

N, Komada Y, Tamaki Y and Miyazaki T. DMJ. 2014; 33. 845-851.」 

 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

研究を重ねている間に、データ採りのために無駄に材料を消費してきたことを

思い、資源の乏しい我が国ではこういう部分からも襟を正すべきだと感じるよ

うになった。昨今では【食品ロス】を削減する運動がクローズアップされる中、

モノ造りでの消費材料にも目を向けていきたい。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・ケイ酸カルシウム合成に関する研究 

・ラクトフェリンフェリンの歯科応用についての調査、分析 

・高濃度ミネラル水によるチタンへの Ca修飾効果 

・廃材を利用した歯科材料のリサイクルの研究 

 

 

研究を発展させることができる周辺領域あるいは

他分野で発展できそうな領域を記述してくださ

い。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

ケイ酸カルシウムは MTA セメントの骨格をなし、優

れた効能が期待できる材料である。現状は工業界の

ポルトランドセメントを原料としているが、有害物

質の除去、製錬にコストが掛かり、高額な歯科材料

となっている。本研究の趣旨は低コストで有益な歯

科材料の合成を検討している。ほかラクトフェリン

は人体に存在する多機能鉄系タンパク質であり、非

ステロイドのため様々な炎症抑制や疼痛軽減が期待

でき、現在は超高齢社会で介護用のペーストを試験

している。 

 

 

（１００～２００文字程度） 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

臨床応用、ケイ酸カルシウム、ラクトフェリン、

インプラント表面処理、リサイクル 

キーワード 

研究テーマ 

天然歯を模した人工歯の開発 

VR, AIを利用した歯科治療技術向上のシミュレーション 

ラクトフェリンの歯科治療への応用 

学生実習・演習後の技工作業等で生じる廃材の活用法 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  奥山 克史 Okuyama Katsushi 

e-mail ： katsu@dent.asahi-u.ac.jp 

北海道大学歯学部歯学科卒、北海道大学大学院歯学研究科修了、博士（歯学） 

北海道大学大学院歯学研究科 助教、 

University of North Carolina 客員研究員（2002〜2004） 

主な担当科目：歯科理工学、歯科理工学実習 

主な所属学会：日本歯科理工学会、日本歯科保存学会、日本接着歯学会、IADR（国

際歯科研究学会）日本再生歯科医学会 

歯 

学 

科 

・フッ化物含有歯科材料とう蝕に関する研究 

・フッ化物局所応用（主にフッ化チタンの活用）に関する研究 

・フッ化物処理による歯科材料への影響に関する研究 

 

 

う蝕予防に役立つ薬剤などの開発 

う蝕抑制材料の開発 

 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

フッ素によるう蝕抑制はよく知られているところで

あるが、材料や局所応用によるフッ素がどのように

歯の中へ浸透しているのか、マイクロ PIXE/PIGE 法

という核反応を利用した測定法を用いて評価してい

る。そのフッ素浸透がう蝕進行、抑制とどのような

関係があるのか、ということを検討し、そこから従

来に比較しより効率的なフッ素の応用、う蝕抑制の

方法を探索する。 

同時にフッ素処理による歯科材料への影響を評価

し、適切なフッ素の使用を検討する。 

 

研究の概要 
 

フッ素、う蝕、歯科材料、PIXE/PIGE法 

 

キーワード 

研究テーマ 

 代表的な 

 著書・論文 

“Distribution of elements in teeth and inhibition of demineralization by titanium 
fluoride: Effects of concentration and pH in a titanium fluoride solution”. Dent Mater 
J 2021; 40: 736-742. 
 “Fluorine distribution from fluoride-releasing luting materials into human dentin” 
Nucl Instrum Methods Phys Res B: 2019; 456: 16-20.  
“Use of PIXE/PIGE for sequential Ca and F measurements in root carious model” 
Scientific reports 2017; 7(1): 13450. DOI:10.1038/s41598-017-14041-4 

フッ素以外の元素によるう蝕抑制効果の検討 

フルオロアパタイトを活用した歯科材料の創製 

フッ化チタンをはじめとしたチタン化合物への応用 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

フッ素を中心にう蝕抑制に向けて、様々な角度からアプローチしています。特

に歯と材料との関連について、精力的に取り組んでいます。 

 

 

一言アピール 

う蝕予防に関心のある企業との連携 

 
企業への期待 

 代表的な 

 著書・論文 
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歯学部歯学科  教授  河野 哲 Kawano Satoshi 

e-mail ： s-kawano@dent.asahi-u.ac.jp 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯内療法学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯内療法学 

主な所属学会：日本歯科保存学会、日本歯内療法学会、岐阜歯科学会 

 

・歯科医学教育に関する調査 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

岐阜の地に来て四半世紀が過ぎました。「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、

成らぬは人の為さぬなりけり」のことばを座右の銘とし、日々、真摯に、歯科

臨床・研究・教育に取り組んでおります。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・生体材料を用いた根管治療薬の開発 

・歯髄幹細胞を用いた歯髄再生療法 

・機能水を用いた根管治療への応用 

 

・再生医療 

・組織工学（Tissue engineering) 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

・近年、医科および歯科領域で注目され、生体組織

に無刺激で親和性を有するリン酸カルシウム系基材

からなるセメントに着目し、根管治療への可能性を

検討する。 

・歯髄再生療法において、in vitroでの歯髄細胞培

養の煩雑さを回避し、一般歯科診療所での応用を可

能とするため、直接、歯髄組織を移植し幹細胞を再

生させる新しいアプローチの提案、手技の確立 

 

 

研究の概要 
 

根管治療、生体材料、歯髄幹細胞、歯髄再生、 

機能水 

キーワード 

研究テーマ 

・生体材料に興味あるいはすでに開発されている企業とのコラボ研究 

・歯髄バンクに理解を示してくださる企業との連携、研究 

・Webによる根管治療器具・薬剤のアンケート調査 
企業への期待 

【著書】・新歯内療法学サイドリーダー、学建書院、単著、2013 

    ・歯内療法学 第 5版、医歯薬出版、共著、2018 

        ・歯科衛生士教育マニュアル 歯内治療、クインテッセンス、共著、 

2011 

【著書】・Minced Pulp as Source of Pulpal Mesenchymal Stem Cells with 

Odontogenic Differentiation Capacity．Journal of Endodontics． 

44.2018. 

 代表的な 

 著書・論文 
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歯学部歯学科  准教授  瀧谷 佳晃 Takitani Yoshiaki 

朝日大学歯学部歯学科卒 

博士（歯学） 

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野歯内療法学 医局長 

主な担当科目：歯内療法学 

主な所属学会：日本歯科保存学会、日本歯内療法学会、日本歯科医学教育学会、 

日本歯周病学会、日本口腔インプラント学会 

 

実体顕微鏡，コーンビーム CTを用いた臨床研究 

難治性根尖性歯周炎治療に使用する器具開発 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：新・歯科衛生士教育マニュアル（共著，クインテッセンス出版，2011年）

すぐひける、現場で役立つ歯科衛生士のためのポケット版最新歯科用語辞典（共

著，クインテッセンス出版，2016年） 

論文：根尖孔外へ突出したガッタパーチャポイントを除去した症例（日本歯科

保存学雑誌，2006年） 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

マイクロスコープの治療に関心があります．問題点として治療時間がかかるこ

とや治療器具の多さが挙げられます．これらを問題解決するため，いかに効率

よく合理的に治療をおこなえるか検討しています． 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・実体顕微鏡に関する研究 

・コーンビーム CTについての調査、分析 

・難治性根尖性歯周炎の治療 

・研修歯科医についての調査、分析 

 

 

歯科医学教育 

歯内療法学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

近年，難治性根尖性歯周炎の治療のアプローチに

は実体顕微鏡、コーンビーム CTの併用が重要な要素

となっています．そこで研究では，病変部の状態に

ついて，より的確に把握したうえで適応となる症例

の迅速な診断，適切な治療方法の選択を実践するた

めに実体顕微鏡およびコーンビーム CT の使用状況

等について調査，分析をおこなっています．従来は

抜歯となっていた症例の相当数を抜かないで残すこ

とが可能となります． 

 

 

 

 

研究の概要 
 

マイクロスコープ，コーンビーム CT 

歯科医学教育 

 

キーワード 

研究テーマ 

難治性根尖性歯周炎の治療に用いる器具等について専門医の立場から開発に携

わりたいと考えています． 

 企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  二階堂 徹 NIKAIDO TORU 

北海道大学歯学部歯学科卒、東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了、歯科理工

学専攻、 

博士（歯学） 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕制御学分野助手・講師 

主な担当科目：歯冠修復学 

主な所属学会：国際歯科学会、日本歯科保存学会、日本接着歯学会、日本歯科理

工学会 

 

・AIを用いたう蝕の診査・診断 

・３Dプリンタの歯科臨床への応用 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

「接着・機能性材料を活用した歯髄保護、ヒョーロン（2020）」 

「完全攻略スーパーボンド、クインテッセンス出版、(2018)」 

「接着の論点、ヒョーロン、（2016）」 

「う蝕治療ガイドライン（第 2版）、永末書店（2015）」 

「接着歯学（第 2版）、医歯薬出版（2015）」    原著論文：180報以上 

 

 代表的な 

 著書・論文 

これまで接着を中心とした歯科用修復材料の開発や評価、臨床応用などの研究

を行ってきました。今後も高齢者に対する歯科治療や歯科のデジタル化等を見

据えた材料・技術の研究・開発を推進していきたいと思います。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・う蝕予防、歯の再石灰化に関する研究 

・歯質及び歯科材料に対する接着 

・CAD/CAMに対する研究 

・間接修復法に関する研究 

・フッ化物の応用に関する研究 

 

 

・デジタル化技術 

・画像解析 

・歯科材料開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

う蝕やその他の硬組織疾患に対して、その予防や欠

損に対する処置、修復方法について研究しています。

最近のう蝕の治療法では、接着材料の急速な進歩と

ともに健全な歯質をできるだけ切削することなく一

回で処置が可能なコンポジットレジン修復が広く普

及しています。さらに高齢者の残存歯の増加ととも

に根面う蝕が問題となっており、フッ化物塗布によ

るう蝕予防についても研究しています。近年のデジ

タル化の潮流は歯科の診療スタイルを変革する可能

性があるため今後積極的に研究するつもりです。 

研究の概要 
 

接着材料、CAD/CAM、３D プリンタ、口腔内スキャ

ナー、フッ化物、デジタル化 

キーワード 

研究テーマ 

微少表面の分析を専門とする企業と連携 

歯科における AIの導入に関心のある企業と共同研究 

CAD/CAM材料と技術に強い企業との共同研究 企業への期待 

49

https://www.shien.co.jp/act/d.do?id=9785


 

 

 

 

 

 

 

 

歯学部歯学科  准教授  髙垣 智博 Takagaki Tomohiro 

e-mail ： takagaki@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４４２ 

東京医科歯科大学歯学部歯学科卒、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

修了、う蝕制御学分野（保存修復）専攻 

博士（歯学） 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 助教 

主な担当科目：総合歯科医学  保存修復実習 

主な所属学会：日本歯科保存学会、日本歯科理工学会、日本接着歯学会 

 

・歯質接着材料の多用途化・単純化技術に関わる研究 

・可逆性接着性レジンセメント開発の基礎技術の構築 

・可逆的接着性レジンセメントのための光照射器技術の開発 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「コンポジットレジンによる最新 MI修復」「もう悩まない時代が求める接

着臨床」「接着の論点 臨床の疑問に答える」「接着歯学 第２版」 

論 文 ：「 Effects of alumina-blasting pressure on the bonding to 

super/ultra-translucent zirconia. Dent Mater. 2019 May;35(5):730-739.」 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

日本が世界の最先端を誇る「接着歯学」の技術を、臨床ならびに研究の立場か

ら世界に向けて発信していけたらと考えております。 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・歯質接着材料に関する研究 

・セラミックス材料における接着 

・コンポジットレジンの光重合特性 

・可逆性接着性材料の開発 

 

 

・生体材料工学 

・高分子科学 

・バイオフォトニクス 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 機能性モノマーの技術に基づいた歯質接着材料を

用いた歯質接着性能の評価を中心に行っている。現

在においては一つの接着材料が、歯質だけでなく歯

冠修復材料であるガラスセラミックス、ジルコニア

セラミックスなどにも応用可能な技術が開発されて

きており、様々な条件下での接着性能を検討してい

る。また、従来から接着の技術は一度強固に接着す

ると剥がすことは困難であったが、特定の波長域の

光を照射することで一度接着したものを外すことが

可能な可逆性接着材料の開発を行っている。 

研究の概要 
 

機能性モノマー、歯質接着材料、ジルコニアセラミ

ックス、レジンセメント 

キーワード 

研究テーマ 

・産学連携での新規歯科材料技術の開発・評価 

・接着歯科材料の基礎共同研究の実施 

・臨床と企業技術を組み合わせた技術国内外に向けての技術情報発信 企業への期待 
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・カテキン粉末緑茶の口腔内細菌に及ぼす影響：日下部修介 他，日歯保存

誌,56,353-359,2013. 

・Relationship between thin-film bond strength as measured by a scratch 

test, and indentation hardness for bonding agents：Kusakabe S et al.,Dental 

Materials,32,e55-62,2016 

 代表的な 

 著書・論文 

歯学部歯学科  講師  日下部 修介 Kusakabe Shusuke 

e-mail ： kusakabe@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４４２ 

日本歯科大学新潟歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了 

歯科保存学専攻、博士（歯学） 

UT Health Science Center at San Antonio（Visiting Scientist） 

朝日大学歯科衛生士専門学校 非常勤講師 

主な担当科目：歯冠修復学実習、総合歯科医学、地域社会と歯科医療 

主な所属学会：日本歯科保存学会、日本接着歯学会、日本歯科理工学会、IADR 

 

・テオブロミンを応用した歯科関連材料の開発（歯磨剤、チューインガムなど） 

・テオブロミンの口腔内細菌に及ぼす影響 

・根面齲蝕予防のための歯面コーティング材の研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

日本の歯科分野においてはほとんど報告されていないテオブロミンについて何

か活かせる研究をしたいと思っています。また齲蝕予防だけでなく、超高齢社

会の到来が確実となっている現在、高齢者の全身状態の悪化、口腔状態の悪化

の予防、管理についても考えていきたいと考えています。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・テオブロミンを応用した齲蝕予防・齲蝕抑制効果の研究 

・歯面コーティング材に関する研究 

・カテキンによる口腔内細菌の影響の研究 

・薄膜スクラッチ試験を応用した接着強さ試験の研究 

・齲蝕象牙質硬さ測定システムを用いた齲蝕象牙質の研究 

 

 

これまでテオブロミン、カテキンに関する研究を

行ってきたことから、歯科材料領域だけでなく、

食品に関する領域にも発展可能であると考えてい

ます。 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

齲蝕予防にはフッ化物が多く用いられていますが、

過剰摂取による歯、全身への影響が指摘されていま

す。カカオなどに含まれるテオブロミンは歯の再石

灰化を促し、歯質を強化する効果がフッ化物より強

力であり、フッ化物より生体にも安全と言われてい

ます。齲蝕に関する研究を進める中で、テオブロミ

ンを応用し、これまで行ってきた歯の接着、カテキ

ンと口腔内細菌に関する研究も活かしつつ、齲蝕予

防・抑制効果、抗菌性を十分に発揮し、耐久性のあ

る歯面コーティング材の開発を行っています。 

 

研究の概要 
 

齲蝕、齲蝕予防、接着、歯科材料（ボンディング

材、歯面コーティング材） 

キーワード 

研究テーマ 

テオブロミンを特に歯科の分野で活かすことができる、齲蝕など口腔内の予防

と管理に関心のある企業と連携、さらには共同研究できればと思います。 企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  宇野 光乗 Uno Mitsunori 

e-mail ： uno@dent.asahi-u.ac.jp 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、博士（歯学） 

主な担当科目：クラウンブリッジ補綴学 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本歯科理工学会、 

日本口腔インプラント学会 

 

 

・ジルコニアクラウン接着における長期安定性の検討 

・ジルコニア表面への酸化チタン被膜の形成が骨結合へ与える影響 

・ジルコニア表面粗さと接着力との関係性 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：①Effects of dental porcelain containing silver nanoparticles on static 

fatigue. ②Effects of adding silver nanoparticles on the toughening of 

dental porcelain. ③Toughening of CAD/CAM all-ceramic crowns by staining 

slurry. ④Effects of the addition of platinum and silver nano-particles 

on toughening of dental porcelain. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

ジルコニア表面へのシリコン注入は、ジルコニア表面に Si-O被膜を形成し、さ

らにその被膜はジルコニア表面を親水性にし、シランカップリング剤との化学

結合を可能にすることが示唆されました。今後は、ジルコニア表面に Ti-O被膜

を形成し、骨結合について検討したいと思っております。 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・シリコン注入によるジルコニア-レジンセメント接着システムに関す

る研究 

・CAD/CAMにより製作したオールセラミッククラウンの Silver stainに

よる高靱化 

・銀ナノ粒子による歯科用陶材の高靱化に関する研究 

 

 

・ジルコニアオールセラミッククラウンの接着シ

ステムの開発 

・オールセラミッククラウンの高靱化 

・歯科用陶材の高靱化 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

近年、審美性や金属アレルギーの問題を解決し、強

度と審美性を兼ね備えたジルコニアが注目されてい

るが、ジルコニアの接着技法として有効な前処理法

は確立されていない。ジルコニアで製作した補綴物

の接着性を高める技術が確立すれば、審美性と耐久

性に優れ、長期的予後の良好な補綴治療が可能とな

る。スパッタリング法によりジルコニア表面に直接

シリコンを打ち込み、シランカップリング処理の効

果を向上させる新しい接着システムの実用化を目指

している。 

 

研究の概要 
 

ジルコニア、CAD/CAM、オールセラミッククラウン 

キーワード 

研究テーマ 

・歯科用接着プライマーを開発している企業と連携 

・歯科接着材料に関心のある企業と共同研究 

・ジルコニア表面への酸化チタン被膜の形成が骨結合に及ぼす影響について 

関心のある企業と共同研究 

企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  岩堀 正俊 Iwahori Masatoshi 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５７ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、部分床義歯学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：部分床義歯 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本歯科理工学会、日本磁気歯科学会 

 

デジタルによる義歯設計 

CAD/CAM技術応用によるメタルフリーデンチャーの製作 

中国、アメリカ、メキシコなどの国との疫学調査 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

①咬合が歩行に及ぼす影響: 岐阜歯科学会雑誌.43(1)：1～10：2016 

②A case report of an implant overdenture using Magfit SX2: JJ Mag 

Dent:2017 

③レジンコーティングした円弧型 GFRC 製クラスプの疲労耐久性：日本補綴歯

科学会雑誌.5(3):291-299：2013 

 代表的な 

 著書・論文 

近年、歯科医療にもメタルフリーの概念や CAD/CAM 技術の臨床への応用が加速

度的に導入されている。今後、部分床義歯の製作にこのような技術を応用した

臨床的研究を行いたい。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・歯科材料に関する研究 

 ジルコニア、レジン 

・義歯の清掃についての調査、分析 

・歩行による姿勢への影響 

 

 

高齢者、要介護認定者の義歯ケアについて 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

メタルフリーで近年どんどん実用化されているジル

コニアや従来より汎用されているレジンに関しての

機械的強度や物性、新しい材料の臨床応用に関して

の可否について研究を行っている 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

ジルコニア、レジン、機械的強度、義歯清掃 

キーワード 

研究テーマ 

イノヴェーションに積極的企業と連携 

歯科医療に関心のある企業と共同研究 

次世代の義歯製作のための機械・ソフトウェアの共同開発に関心のある企業と

の連携 

企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  山本 寛明 Yamamoto Hiroaki 

e-mail ： h-yamamoto@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５７ 

朝日大学 歯学部 歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯科補綴学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：歯科補綴学基礎実習および臨床実習、客観的総合演習等 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本スポーツ歯科医学会、日本義歯ケア学会 

 

マウスガードと体幹機能がスポーツにおよぼす影響 

 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：咬合が歩行におよぼす影響 

   咬合と歩行運動との関連に関する研究 

   －義歯使用者における歩行運動の三次元解析－ 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

学生 1人一人が、「わからない」を「わかる」ように出来るような 

「ものづくり」を進めていきたいと思っています。 

 
一言アピール 

歯 

学 

科 

・咬合と身体動揺・運動に関する研究 

・咬合と高齢者の運動機能の関連についての調査、分析 

・スポーツ選手を対象とした咬合と身体機能との関連に関する

研究 

・義歯の清掃とケアマネジメントに対する研究 

 

 

リハビリテーション（歯科補綴学、運動機能） 

介護、福祉関連における口腔領域 

健康・スポーツ科学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

ヒトの顎口腔系の状態変化は、全身の運動機能に

影響をおよぼすことがいわれており、とくに咬合状

態の変化は重心動揺や身体平衡機能に関連があると

いわれている。天然歯や義歯による咬合の変化が、

身体の平衡機能・運動機能（高齢者を含む）にどの

ように関連するか、また、スポーツ時の機能に対し

てどのような影響を及ぼすかを検討する。 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

咬合、重心動揺、スポーツ歯学、義歯清掃 

キーワード 

研究テーマ 

３Dスキャン・CAD/CAM応用による補綴物製作 

教育用動画や学力向上のためのシステム製作 

新発想の参考書、問題集などのプロモーション 企業への期待 

54



 

 

 

 

 

 

 

 

歯学部歯学科  助教  渡邊 諒 Watanabe Ryo 

e-mail ： ryo-watanabe@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４５７ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯科補綴学専攻、 

博士（歯学） 

主な担当科目：基礎歯科学入門（1年次）、部分床義歯学実習（3年次） 

       臨床実習（5年次） 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本スポーツ歯科医学会、 

日本口腔インプラント学会、日本義歯ケア学会 

 

・高齢者の転倒リスクの要因解析 

・IODを用いた咬合回復の応用 

・口腔内スキャナーを用いた部分床義歯学の製作 

・理学療法的な歩行解析 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「義歯装着が歩行に及ぼす影響」 

   「歯科衛生士専門学校のスポーツ歯科に対する認識」  

     「咬合と歩行運動との関連に関する研究  

― 義歯使用者における歩行運動の三次元的解析 ― 」 

 代表的な 

 著書・論文 

現在歯科領域においては、咬合支持と歩行（主に転倒リスク）の関連が示唆されているも

のの明確なエビデンスが得られておらず、義歯は単に食べ物を食べる装置としての位置

づけである。そのため今後義歯の役割として、歩行時の転倒防止を含むリハビリテーショ

ン装置としての目的が明確に得られるような研究を行いたいです。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・高齢者の咬合と歩行に関する研究 

・介護施設における有床義歯についての調査、分析 

・マウスガードとスポーツ競技能力に対する研究 

 

 

・理学療法 

・スポーツ競技能力 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

顎口腔系の異常や状態の変化は，全身の姿勢制御

機構に影響するとされており，咬合状態は全身にお

ける運動分野，特に重心動揺に影響をおよぼすとい

われている．さらに高齢者の転倒の原因には運動能

力，全身のバランス能力の低下によるサルコペニア

が挙げられる．そのため私は，義歯による咬合支持

に焦点を当て，高齢者と成人の歩行運動を解析比較

し，義歯による咬合回復と歩行運動におよぼす影響

について検討を行っている. 

 

 

研究の概要 
 

高齢者、有床義歯、歩行解析、咬合、スポーツ、 

マウスガード、介護施設 

キーワード 

研究テーマ 

有床義歯と歩行に関心のある企業と共同研究 

口腔内スキャナーのデータ収集、部分床義歯への適用・応用 

介護施設への口腔ケア指導の事業化とビジネスモデル構築 企業への期待 
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歯学部歯学科  講師  大森 俊和 Ohmori Toshikazu 

e-mail ： toshi@dent.asahi-u.ac.jp 

朝日大学歯学部歯学科卒 

博士（歯学） 

主な担当科目：全部床義歯学 

主な所属学会：日本補綴学会 

 

 

・義歯装着患者の咀嚼能力検査 

・高齢者の咬合圧検査 

・舌口唇運動機能低下患者のリハビリ効果に関する研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文： 

1.Awareness of low back pain among dentists working at two university 

hospitals．2.Long-term Outcome of implant Therapy in a type ⅡDiabetes 

Mellitus Patient．3.睡眠時ブラキシズムの発現特性-咬筋筋電図と心拍数によ

る観察- 

 代表的な 

 著書・論文 

平成 30年度診療報酬改定は、口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、

生活の質に配慮した歯科医療の推進ということから、咀嚼能力検査と咬合圧検

査の 2 つの検査が導入された。咀嚼運動や咬合圧については、これまで多くの

研究を行ってきております。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・夜間睡眠時ブラキシズムに関する研究 

・咬合圧測定検査に関する研究 

・顎運動経路に関する研究 

・舌口唇運動機能に関する研究 

・筋電図による顎運動の評価 

 

・咀嚼能力検査 

・咬合圧検査 

・舌圧・口唇検査 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

咀嚼系組織を破壊せしめる，あるいはストレス発散

という生理的な意義があるとされている夜間睡眠時

ブラキシズム（以下，ブラキシズム）の発現メカニズ

ムや病態については不明な点が多い．そこでブラキ

シズムの解明を目的として、複数の可撤性の口腔内

アプライアンスによるブラキシズム抑制効果につい

て筋電図を用いて比較，検討している． 

 

研究の概要 
 

ブラキシズム、筋電図、顎運動経路、発声運動 

キーワード 

研究テーマ 

・咀嚼運動測定装置の開発を行っている企業と連携。 

・咀嚼運動に関心のある企業と共同研究。 

・舌口唇運動機能低下患者のデータ収集。 

・夜間睡眠時ブラキシズムに用いる可撤性口腔内アプライアンスの開発と評価。 

企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  横矢 隆二 Yokoya Ruyji 

e-mail ： yokoya-pdi2601@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４６７ 

朝日大学歯学部歯学科卒、朝日大学大学院歯学研究科修了、歯冠補綴架工義歯学

専攻、博士（歯学） 

主な担当科目：総合歯科医学（訪問診療）、基礎・臨床歯科学演習（初診面接） 

主な所属学会：日本補綴歯科学会、日本老年歯科医学会、日本摂食嚥下リハビリ

テーション学会、日本有病者歯科医療学会、日本口腔リハビリテーション学会、

日本歯科医学教育学会 

 

・歯科衛生士による口腔健康管理が在宅療養者の QOLに与える効果 

・入院患者における口腔機能状態と全身状態との関連調査 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

横矢隆二，藤原 周：Q59訪問歯科における口腔ケアの意義とその方法は？ Q60

訪問歯科における他職種との連携は？（武藤晋也 監修：Q＆A若い歯科医師の

疑問に答えます 2）．医歯薬出版，東京，2019，156-164． 

 

 代表的な 

 著書・論文 

高齢化に伴い、在宅歯科医療の需要が増加しているが、歯科医療供給体制はお

いついていないのが実状であります。その原因の一つに在宅歯科医療に対する

知識不足が考えられます。これらを打開するためにも、在宅歯科医療教育の向

上と人材育成に努めていきたいと思います。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・在宅歯科医療教育の実状と課題の調査、 

・「口腔機能低下症」患者の実態調査と分析 

 

 

・在宅歯科医療の卒前卒後教育システムの構築 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

・高齢化に伴い、在宅医療のニーズは増加し、対応でき

る人材育成は急務である。在宅歯科医療教育の推進を目

的に、訪問歯科診療に参加した学生や臨床研修医の意識

や知識・技能・態度などの習得状況などを調査している。 

・高齢者の口腔機能管理の重要性が謳われており、潜在

的な口腔機能低下症の患者実態を把握するために、自覚症

状と口腔機能低下症との関連性を検討している。 

 

 

 

 

研究の概要 
 

在宅歯科医療教育、訪問歯科診療、口腔機能管理、

口腔機能低下症 

キーワード 

研究テーマ 

 

訪問歯科診療関連の器具や器材、材料などの開発 

 企業への期待 
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歯学部歯学科  准教授  宮﨑 渚 Nagisa Miyazaki 

e-mail ： nagisa@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１４１５ 

岐阜大学医学部医学科卒、岐阜大学大学院医科学研究科修了、 

博士（医学） 

主な所属学会：日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、 

日本東洋医学会 

 

・漢方薬、鍼灸による慢性腎臓病治療 

・分子栄養学に則った各種疾患の治療 

・養生の知識を広めることによる健康意識の向上 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「Expression of prorenin receptor in renal biopsies from patients with 

IgA nephropathy. 」「 Traditional Thermal Therapy with Indirect 

Moxibustion Decreases Renal Arterial Resistive Index in Patients 

with Chronic Kidney Disease.」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

慢性腎臓病の病態を探る基礎研究を中心に行っていますが、臨床における漢方

薬や栄養療法の効果についても興味を持って探索しています。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・慢性腎臓病の病態に関する研究 

・血管の狭窄病変の成因に関する研究 

・東洋医学的アプローチの有用性 

 

 

・腎臓病の早期発見、予防 

・腎臓病の進行抑制、透析導入回避 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

慢性腎臓病は新たな国民病と言われるほど日本人に

多い疾患である。腎臓を障害する疾患は多種あるが、

中でも糖尿病性腎症、IgA 腎症、間質性腎炎などの

疾患を中心に、その病態について臨床病理学的手法

を用いて研究している。腎疾患に対する漢方薬や鍼

灸といった東洋医学的アプローチの有効性について

も科学的に検証している。 

 

 

研究の概要 
 

慢性腎臓病 東洋医学 

キーワード 

研究テーマ 

・腎臓病の早期発見のための検査法、検査試薬の開発に関わる企業との共同 

研究 

・従業員の健康状態改善・健康意識向上を希望する企業との協力 等 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  亀水 秀男 Kamemizu Hideo 

e-mail ： kame@dent.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２６１ 

朝日大学歯学部卒 

博士（歯学） 

主な担当科目：物理学、情報処理演習、基礎歯科学入門 

主な所属学会：日本歯科理工学会、日本歯科保存学会、日本歯科色彩学会 

 

新規アパタイトセメント 

コーティング材 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「スタンダード歯科理工学」2013年 

論文：「合成アパタイト光触媒を利用した漂白材の開発と漂白効果」、日本の色

彩、22(1)、2016、4-21 

 

 代表的な 

 著書・論文 

現在行っている研究テーマを中心に取り組みたいが、できるだけ実用可能な応

用研究と特許取得できるような方向に進めていきたい。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・アパタイト光触媒に関する研究 

・歯のホワイトニングに関する研究 

・鋳造用耐火剤・バインダーに関する研究 

・電子スピン共鳴を利用した物性研究 

 

 

新規光触媒の創製・開発 

歯のホームホワイトニングキットの開発 

光触媒を有したアパタイトセラミックスの開発 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

光触媒活性能を有する生体材料の開発を目的とし

て、生体各種アパタイト（HAP、CAP、FA、OAP）に着

目し、これらにイオンドープ法や金属イオンの添加

などによって各種アパタイト光触媒を合成し、その

特性について検討している。また、応用展開として、

アパタイト光触媒を利用した歯科・生体材料の開発

研究も行っている。 

 

 

 

研究の概要 
 

光触媒、ハイドロキシアパタイト、ホワイトニン

グ、歯磨剤、鋳型材、電子スピン共鳴 

キーワード 

研究テーマ 

漂白用歯磨剤を開発・市販できる企業と連携、 

アパタイト光触媒に関心のある企業と共同研究 

 企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  村上 幸孝 Murakami Yukitaka 

大阪大学歯学部歯学科卒 

博士（歯学） 

愛知学院大学歯学部歯学科 准教授 

主な担当科目：歯科基礎生物学、歯科基礎科学実習 

主な所属学会：歯科基礎医学会、日本細菌学会、国際歯科研究学会 

 

糖鎖以外の翻訳後修飾をもつ蛋白質の存在の検討 

糖鎖以外の翻訳後修飾の機能と化学的構造の検討 

糖鎖以外の翻訳後修飾と病原性との関連性の検討 

 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「口腔微生物学・免疫学 第４版」共著、医歯薬出版、2014 

     「シンプル微生物学 第６版」共著、南江堂、2018 

論文：「Characterization of wheat germ agglutinin lectin-reactive 

       glycosylated OmpA-like proteins derived from Porphyromonas 

       gingivalis」 Murakami et al, Infect Immun, 2014 

 

 代表的な 

 著書・論文 

翻訳後修飾をもたらす糖鎖などを含めて機能や病原性についての検討を加える

と、蛋白質のみでは解明できていなかった事柄が理解できるようになると期待

をいだいている。 

 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・歯周病関連細菌の表層物質に関する研究 

・歯周病関連細菌の外膜蛋白質に関する研究 

・歯周病関連細菌の翻訳後修飾蛋白質の解析 

 

 

糖鎖修飾蛋白質の分離 

糖鎖の機能の解明 

糖鎖修飾機構の追究 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

歯周病関連細菌の菌体表層物質が、宿主との接点と

なり病原性に関与する。これまでに主要な歯周病関

連細菌の表層の外膜から、OmpA様蛋白質の分離・精

製を行うとともに機能を調べてきた。OmpA様蛋白質

は翻訳後修飾によって糖鎖修飾されている蛋白質で

あり、その糖鎖が宿主細胞に影響を及ぼしているこ

とを明らかにすることができた。糖鎖修飾に関連す

る酵素や因子を追究して、歯周病の予防や治療に役

立てたいと考えている。 

 

 

研究の概要 
 

歯周病関連細菌、菌体表層物質、外膜蛋白質、糖鎖

修飾 

キーワード 

研究テーマ 

個人では持ちえない分離・分析技術の提供 

余力に乏しい状況下における研究支援 

基礎研究のための人員の供給 

 

企業への期待 
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歯学部歯学科  教授  川木 晴美 Kawaki Harumi 

岡山大学歯学部歯学科卒、岡山大学大学院医歯学総合研究科修了、 

口腔生化学専攻、 

博士（歯学） 

東北大学大学院歯学研究科 助教 

主な担当科目：化学、口腔生化学 

主な所属学会：歯科基礎学会、日本歯科理工学会、日本歯科保存学会、 

       日本口腔インプラント学会他 

現在進めている研究を発展させ、培養系での評価を元にシグナル伝達経路の解

析を行っていく。 

その他に、これまでに歯科ではあまり使用されたことのないような、意外な材

料を扱ってみたい。そのような材料が応用可能かどうかの細胞レベルでの評価

や材料の改良に参画したい。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：スタンダード生化学・口腔生化学 第 3版 学建書院 7章 A, C-F 分

担執筆 

論文：Kawaki H, Kubota S, Takigawa M. Analyses of signaling pathways 

activated by CCN proteins. Methods of Molecular Biology 1489, 139-143. 

 代表的な 

 著書・論文 

臨床系の分野と連携して研究を行っておりますので、細胞培養系や分子レベル

での基礎研究の他に、臨床レベルでの評価も必要に応じて行っています。 

歯科とは異なる視点から、目からうろこのご提案をお待ちしております。 

 

一言アピール 

歯 

学 

科 

・口腔インプラント材料の表面改質に関する研究 

・骨補填材等のバイオマテリアルに関する研究 

・サイトカインやポリフェノール類の歯科への応用に

関する基礎研究 

 

口腔インプラント学、歯科材料学 

歯科保存学 

研究の応用分野・発展可能領域 

  

 新たな歯科用セメントの開発や歯科用インプラン

ト体の生体親和性を高めるための表面改質の研究を

行っている。具体的には、酸化亜鉛ユージノールセ

メントや MTA セメント等、歯内療法材のセメント粉

末にフッ素徐放性や亜鉛、カルシウム徐放性を付与

したものや、陽イオン交換、低分子の選択的吸着性

を有するゼオライトをインプラント体コーティング

材として用いた研究を行っている。 

また、水中で各種イオンを徐放するフィラーや、

ポリフェノールを豊富に含むプロポリスを歯科臨床

に応用すべく、これらの作用を細胞培養系で評価す

る研究を行っている。 

研究の概要 
 

口腔インプラント、歯科用セメント、フィラー 

ポロポリス、ポリフェノール、細胞、生体材料 

キーワード 

研究テーマ 

歯科材料に関心のある企業と共同研究、 

歯科への応用を目指す材料など、歯科の基礎および臨床分野での評価を 

お考えの試料のご提供 企業への期待 
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