
これまでの科学研究費交付実績 (平成7年度～平成28年4月現在まで) 
 

 

平成 28 年度～平成 30 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：16K11529 

課題名：神経-癌細胞間クロストークの解析：口腔癌細胞による神経新生誘導と末梢神経浸潤 

研究代表者：添野雄一 

 

平成 27 年度～平成 29 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：15K11024 

課題名：マウス舌筋発生における筋前駆細胞から筋サテライト細胞への分化誘導機構の解明 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 26 年度～平成 28 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：26462799 

課題名：マウス顎顔面発生におけるリンパ管新生と分子機構の解明 

研究代表者：佐藤かおり 

 

平成 25 年度～平成 27 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：25463154 

課題名：口腔癌微小環境と浸潤転移：免疫表現型と空間位置情報に基づく悪性度診断 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 25 年度～平成 27 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：25462935 

課題名：口腔癌細胞のマウス同所移植モデルにおける腫瘍リンパ管新生と前転移ニッチ形成 

研究代表者：添野雄一 

 

平成 24 年度～平成 26 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：24592780-0002 

課題名：マウス二次口蓋突起の先端上皮間接着の分子制御と口蓋裂の発症機構 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 24 年度～平成 26 年度 基盤研究（C）・一般 課題番号：24593067-0002 

課題名：扁平上皮癌の予後因子としてのリンパ管新生とリンパ管侵襲の臨床病理診断法の開発 

研究代表者：島津徳人 

 

平成 23 年度～平成 25 年度 基盤研究（C） 課題番号：23591179 

課題名：新型バーチャルスライドを用いた腎血管構築の再現と慢性腎臓病進展機構の解明 

研究代表者：上杉憲子（筑波大学人間総合科学研究科） 

（研究分担者：青葉孝昭、他） 

 

平成 23 年度～平成 25 年度 基盤研究（C） 課題番号：23592716 

課題名：マウス舌発生における舌下神経の軸索誘導に働く血管･神経・筋系譜細胞の相互作用 

研究代表者：佐藤かおり 

 

平成 23 年度～平成 25 年度 基盤研究（C） 課題番号：23592975 

課題名：ヒト表在性癌の切除断端における細胞異型・胞巣構造・浸潤様式の 3 次元病理診断 

研究代表者：柳下寿郎 

 

平成 23 年度～平成 24 年度 若手研究（B）課題番号 23792116 

課題名：マウス初期舌筋形成における筋芽細胞の局在パターンと分化機構 

研究代表者：藤田和也 
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平成 22 年度～平成 23 年度 若手研究（B）課題番号 22792022 

課題名：舌癌の浸潤・転移を制御する癌微小環境の３次元構造解析 

研究代表者：島津徳人 

 

平成 22 年度～平成 23 年度 若手研究（B）課題番号 22791817 

課題名：摂食行動に関わるセロトニン受容体の発現制御に働くノンコーディング RNA の解析 

研究代表者：添野雄一 

 

平成 21 年度～平成 23 年度 基盤研究（C） 課題番号：21592345 

課題名：マウス顎顔面発生における突起間癒合の分子制御機構の解析 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 21 年度～平成 23 年度 基盤研究（C） 課題番号：21592603 

課題名：マウス口唇裂発症に続く口蓋裂発症機序解明と口蓋裂レスキュー 

研究代表者：佐々木康成 

（研究分担者：田谷雄二、他） 

 

平成 20 年度～平成 22 年度 基盤研究（C）課題番号 20592157 

課題名：マウス舌初期発生での上皮-筋前駆細胞間の相互作用に関わる分子制御機構 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 20 年度～平成 21 年度 若手研究（B）課題番号 20791553 

課題名：口腔癌における血管リンパ管の新生誘導と脈管侵襲の３次元形態解析 

研究代表者：島津徳人 

 

平成 20 年度～平成 21 年度 若手研究（B）課題番号 20791374 

課題名：ノンコーディング遺伝子 U50HG および U50snoRNA によるリンパ系機能制御 

研究代表者：添野雄一 

 

平成 19 年度～平成 21 年度 基盤研究（C）課題番号 19592321 

課題名：ヒト舌癌の浸潤･転移能と病理組織診断：細胞異型と癌胞巣構造の３次元組織形態観察 

研究代表者：柳下寿郎 

 

平成 19 年度～平成 21 年度 若手研究（B）課題番号 19791416 

課題名：う蝕病変の μCT 立体構築と再石灰化現象の４次元解析 

研究代表者：柬理頼亮 

 

平成 19 年度～平成 20 年度 基盤研究（C）課題番号 19592359 

課題名：口唇口蓋裂自然発症胎児マウスにおける口蓋裂発生機序の解明 

研究代表者：佐々木康成 

（研究分担者：田谷雄二、他） 

 

平成 17 年度～平成 19 年度 基盤研究（B）課題番号 17390489 

課題名：マウス顎顔面の形態形成と分子制御機構の解析 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 17 年度～平成 18 年度 基盤研究（C）課題番号 17591929 

課題名：マウス有根歯・常生歯の萌出開始シグナルと分子制御機構 
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研究代表者：佐藤かおり 

 

平成 17 年度～平成 18 年度 若手研究（B）課題番号 17791313 

課題名：マウス口蓋形成における上皮間葉形質転換（EMT）の分子制御機構 

研究代表者：添野雄一 

 

 

 

平成 16 年度～平成 17 年度 若手研究（B）課題番号 16791117 

課題名：マウス顎関節細胞原基の発生と形態形成に関わる分子制御機構の解明 

研究代表者：柬理頼亮 

 

平成 16 年度～平成 17 年度 基盤研究（C）課題番号 16591842 

課題名：マウス舌の初期発生の分子制御と遺伝子異常による舌筋形成不全 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 16 年度～平成 17 年度 若手研究（B）課題番号 16791165 

課題名：破歯細胞性歯質吸収の発症機構と予後制御 

研究代表者：島津徳人 

 

平成 15 年度～平成 18 年度 基盤研究（B）課題番号 15390640 

課題名：ラット臼歯モデルでの抜歯窩への後方臼歯の矯正移動と歯根吸収の制御 

研究代表者：柳下寿郎 

 

平成 15 年度～平成 16 年度 若手研究（B）課題番号 15791049 

課題名：顎顔面形成における突起癒合と上皮間葉間での形質転換 

研究代表者：添野雄一 

 

平成 14 年度～平成 15 年度 基盤研究（B）課題番号 14370588 

課題名：二次口蓋形成における口蓋上皮 MEE 細胞の機能分化と消失プログラムの分子機構の解明 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 14 年度～平成 15 年度 萌芽研究 課題番号 14657495 

課題名：歯髄・歯根膜再生に向けた細胞・生理活性因子・遺伝子の局所デリバリー法の開発 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 13 年度～平成 16 年度 基盤研究（A）課題番号 13307052 

課題名：遺伝子改変マウスモデルにおける顎顔面発生異常と細胞分子レベルでの発症機序の解明 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 13 年度～平成 14 年度 奨励研究（A）課題番号 13771086 

課題名：ラット切歯の実験的萌出異常が歯の形成と歯周組織の改造に及ぼす影響 

研究代表者：佐藤かおり 

 

平成 12 年度～平成 14 年度 基盤研究（C）課題番号 12671866 

課題名：ラット臼歯モデルでの歯質吸収の発症機構：破歯細胞の分化・歯面への付着・活性化 

研究代表者：島津徳人 
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平成 12 年度～平成 13 年度 奨励研究（A）課題番号 12771306 

課題名：ラット臼歯への矯正力負荷による歯根吸収：負荷の閾値と歯質吸収活性の時間的変動 

研究代表者：柳下寿郎 

 

平成 12 年度～平成 13 年度 奨励研究（A）課題番号 12771097 

課題名：マウス二次口蓋形成を支配する遺伝子群と口蓋裂発症の分子機構 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 11 年度～平成 12 年度 奨励研究（A）課題番号 11771126 

課題名：歯の萌出現象と連関した歯質形成（形成速度と構造・組成・結晶性状）の解析 

研究代表者：佐藤かおり 

 

平成 10 年度～平成 11 年度 基盤研究（C）課題番号 10671723 

課題名：ノックアウトマウスを用いた口蓋裂発症に至る分子機構に関する研究 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 10 年度～平成 11 年度 奨励研究（A）課題番号 10771202 

課題名：ラット臼歯の矯正移動にみられる歯周組織の応力記憶と遅延的な応答機構に関する研究 

研究代表者：柳下寿郎 

 

平成 10 年度～平成 12 年度 基盤研究（B）課題番号 10470385 

課題名：エナメル質の石灰化機構と結晶基質蛋白の相互作用に関する研究 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 7 年度～平成 8 年度 一般研究（B）課題番号 07457434 

課題名：生体アパタイトの結晶成長と基質タンパクによる石灰化の制御機構に関する研究 

研究代表者：青葉孝昭 

 

平成 7 年度 奨励研究（A）課題番号 07771640 

課題名：ウサギにおける常生歯の萌出過程と歯牙交換を伴う歯の萌出過程の病理組織学的研究 

研究代表者：田谷雄二 

 

平成 7 年度 奨励研究（A）課題番号 07771639 

課題名：ラット切歯歯胚の発生過程におけるビンブラスチン投与の影響 

研究代表者：佐藤睦 
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