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ま　　え　　が　　き

　学問，研究は，狭い分野の中だけでいかに努力しても，その発展には限界

があります。歯科医学をより発展させるためには，分化した各専門領域の間

で情報を交換し，交流の輪を広げることが必要であります。

　そこで，科学情報も多岐にわたる中，臨学産協同をふくめた学際分野との

交流を通して，互いのジャンルを超えた研究者が協同してグループをつく

り，異なる視点から新しい要素を加え，研究の活性化をはかるならば，そこ

には素晴らしい研究成果が期待されます。

　このような観点から，今年度も大きな，幅広い構想を持っておられる研究

者の方々に発表の場を設け，参会者と自由に意見を交換し，同志を募るとい

うことを目的として，第 31 回の「集い」を開催することになりました。今

年度の「集い」も，発表と質疑に加えて，発表者と参会者との十分な討論が

行えるよう，ポスター掲示を行うことといたしました。

　この集いが，形式にこだわらない自由な雰囲気の中で，フランクに意見を

交換する場となりますよう，今回は次の形式で行いますので，皆様のご協力

をお願いいたします。

　�1 　口演 15 分の後，質疑応答 10 分

　�2 　同演題についてのポスターディスカッション

　　　　午前，午後の部の全プログラム終了後　8 題について
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第 31 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」日程

日時　平成 27 年 9 月 19 日（土）午前 10 時

場所　歯科医師会館 1 階大会議室

　　　（東京都千代田区九段北 4－1－20）

主催　日 本 歯 科 医 学 会
 

開　会　式
　　［司　会］　日本歯科医学会副会長　　今　井　　　裕
　　開会の辞　日本歯科医学会副会長　　松　村　英　雄
　　挨　　拶　日本歯科医学会会長　　　住　友　雅　人
　　経過報告　日本歯科医学会常任理事　山　本　照　子

10：00 ～ 10：10

 

　1 ．閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する次世代型治療装置の開発現状と将来
　　　演者：對　木　　　悟（公益財団法人神経研究所附属睡眠学センター
　　　　　　　　　　　　　　研究部）
　　質　疑　応　答
　　　座長：藤　井　一　維（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　日本歯科大学新潟病院教授）

10：10 ～ 10：25

 10：25

 

　2 ．CAD／CAM 技術を利用した部分床義歯製作の可能性
　　　演者：高　橋　利　士（大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座
　　　　　　　　　　　　　　有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：水　口　俊　介（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授）

10：35 ～ 10：50

 10：50

 

　3 ．強固に接着し容易に除去できる歯科用スマートセメントの開発
　　　演者：梶　本　　　昇（徳島大学大学院医歯薬学研究部　生体材料工学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：大　槻　昌　幸（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授）

11：00 ～ 11：15

 11：15

 

　4 ．歯表面での 3D 微細構造構築によるバイオミメティック次世代歯科治療
へ向けて

　　　演者：赤　坂　　　司（北海道大学大学院歯学研究科　口腔健康科学講座
　　　　　　　　　　　　　　生体材料工学教室）
　　質　疑　応　答
　　　座長：宇　尾　基　弘（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授）

11：25 ～ 11：40

 11：40

 

　5 ．癌で頭頚部に放射線治療を受ける患者の口腔管理方法の確立
　　　演者：川　下　由美子（長崎大学病院　周術期口腔管理センター）
　　質　疑　応　答
　　　座長：依　田　哲　也（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学教授）

11：50 ～ 12：05

 12：05
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〈休　憩〉12：15 ～ 13：15

 

　6 ．歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis が産生するメチルメルカプタン
抑制作用を有する漢方の臨床応用

　　　演者：應　原　一　久（広島大学大学院医歯薬保健学研究院
　　　　　　　　　　　　　　歯周病態学研究室）
　　質　疑　応　答
　　　座長：天　野　敦　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　大阪大学大学院歯学研究科教授）

13：15 ～ 13：30

 13：30

 

　7 ．歯を用いた個体被ばく線量評価―電子スピン共鳴法を用いた検討―
　　　演者：高　橋　　　温（東北大学病院）
　　質　疑　応　答
　　　座長：新　井　嘉　則（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　日本大学歯学部特任教授）

13：40 ～ 13：55

 13：55

 

　8 ．iPS 細胞による付着上皮再生による歯周組織完全再生への挑戦
　　　演者：松　坂　賢　一（東京歯科大学　臨床検査病理学講座）
　　質　疑　応　答
　　　座長：豊　澤　　　悟（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　大阪大学大学院歯学研究科教授）

14：05 ～ 14：20

 14：20

 

ポスターディスカッション14：30 ～ 15：10

 

閉　会　の　辞　　　　　　日本歯科医学会副会長　　今　井　　　裕15：10

 



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　口腔咽頭領域に解剖学的異常が存在する場合，入眠に伴う舌の沈下は，閉塞性睡眠時無呼吸症症候群（Obstruc-

tive Sleep Apnea Syndrome；OSAS）発症のトリガーとなる。一方で，覚醒時の舌位置を睡眠時にも維持でき

れば OSAS 発症は防げるかもしれない。この仮説の検証を目的に，我々は弱陰圧負荷により舌位置を維持す

るデバイスを考案し，その Prototype をシーズとした feasibility study を行っている。本研究の目的は，従来

型 OSAS 治療法の代替となり，かつ第 3 の治療法となる次世代型 OSAS 治療装置を開発・実用化することで

ある。

�2 研究内容の斬新性

　無呼吸発現の原因器官である舌を直接的に治療標的とし，「舌位置の維持」により上気道閉塞を防止すると

いう発想は，これまでの治療コンセンサスになく斬新といえる。同時に本デバイスは，既存の治療装置が利

用する経鼻的持続陽圧負荷や下顎前方移動を治療手段としないため，現在，問題視されている OSAS 治療に

伴う鼻腔・顎口腔関連の副作用を根本的に解決し，治療脱落防止に貢献し得る。

�3 研究の発展性・進展性

　Prototype を重症 OSAS 症例（N＝1）に用いたところ，既存の OSAS 治療法と比肩する治療効果を確認し

た（Sleep Breath 2012；16：957－960）。今後，舌ポジショナーの改良，陰圧コントロールの自動化，あるい

はシステムの簡素化等，現状における課題に取り組むことにより，本デバイスは小児より高齢者まで容易か

つ迅速に適用でき，かつ長期間安全な使用も可能になると考えている。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　新規デバイスの実用化が本研究の将来的ゴールであることから逆算すると，戦略の明確化と有効性検証を

考慮した研究計画の再立案が望まれる。このためには，技術面ならびに医療機器戦略などのエキスパートに

よるグループ形成が必要かつ有用である。

－ 4 －

1．閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する次世代型治療装置の開発現状
と将来

○對　木　　　悟　　1） 服　部　佳　功　　2） 小　森　　　成　　3） 岩　崎　智　憲　　4） 山　　¿ 　要　一4）

曽　我　雄　作　　5） 外　木　守　雄6）

（1）公益財団法人神経研究所／附属睡眠学センター研究部，
2）東北大学大学院歯学研究科／加齢歯科学分野，　　　　
3）日本歯科大学附属病院／矯正歯科，　　　　　　　　　
4）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科／小児歯科学分野，
5）株式会社アソインターナショナル，　　　　　　　　　
6）日本大学歯学部／口腔外科学講座）　　　　　　　　　

座 長　　藤　井　一　維（日本歯科医学会学術研究委員会委員，日本歯科大学新潟病院教授）

午前10時10分

希望する協力分野：医用工学，知的財産戦略支援，医療機器戦略支援，トランスレーショナルリサーチ及び臨床試験
推進支援，医療機器・材料開発メーカー等



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　超高齢社会の日本において，歯を失う高齢者はますます増加し，失った歯を補う部分床義歯に対する需要

はますます高まることが予想される。一方，部分床義歯の製作方法は，第二次世界大戦前と大きく変わって

おらず，歯科技工士による手作業により行われている。近年，歯科治療に CAD／CAM 技術が応用され，実際

に歯冠補綴装置は実用化され，全部床義歯についても研究が進み，実用化が見えてきているところである。

しかし，部分床義歯については全部床義歯と比べて実用化に向けて遅れをとっているのが現状である。

　そこで，本研究では一つの装置の中に様々な材料が組み込まれた複合材料である部分床義歯に焦点を当て，

患者の口腔内の形態の取り込みから義歯の設計・製作までのすべての過程をコンピュータ上で用いて行い，

患者に対して負担の少ないオーダーメイド治療を提供することを目的とする。

�2 研究内容の斬新性

　今までの CAD／CAM を利用した部分床義歯の研究において，患者個々の口腔内をコンピュータ上に再現

し，義歯を設計することが可能であることは示されており，金属フレームワークなど単一材料ではすでに実

際に製作法が報告されている。しかし，金属やレジン等の様々な材料が複合している部分床義歯全体を CAD／

CAM により製作することは現時点では報告がなく，この点こそが本研究の新規性である。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究の結果，部分床義歯をコンピュータ上で製作することが可能となり，実際に臨床応用されれば，従

来の方法と比較し，患者および技工士の双方にとっての負担の軽減，部分床義歯完成までの期間短縮，術者

の経験や技術の差による影響の少ない部分床義歯の提供が可能となる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　本研究を遂行するためには歯科領域だけでなく，コンピュータ技術および光学技術に特化した工学分野と

の連携は必須であり，これらの領域と緊密に連携することにより質の高い部分床義歯を患者に提供すること

が可能となると思われる。

－ 5 －

2．CAD／CAM 技術を利用した部分床義歯製作の可能性

○高　橋　利　士　　権　田　知　也　　前　田　芳　信

（大阪大学大学院歯学研究科／顎口腔機能再建学講座／有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）

座 長　　水　口　俊　介（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授）

午前10時35分

希望する協力分野：工学分野



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　近年，材料と歯質の接着は強固になりつつある。一方，感染根管治療に際するコア除去のように，被着物

を除去する局面も存在する。接着が強固であるがために，コア除去には健全歯質の削合や歯根破折のリスク

が伴ってしまう。この解決のため，通常の使用時は長時間，強固な接着力を維持し，必要な場合には接着力

を大きく低下させて，弱い力で容易に除去が可能な歯科用セメントが求められている。我々は，これら要件

を満たす「スマートセメント」の開発を目指し，通電によって接着力が大幅に低下する新規セメントを独自

に試作した。

�2 研究内容の斬新性

　歯科用セメントは，強固な接着力と，その長期的な維持を目指した開発が進められ，大きな進歩を遂げて

いるが，強固な接着と容易な除去は根本的に相反する性質であり，本研究のようにその両立を目指した研究

は世界的にも見当たらない。

�3 研究の発展性・進展性

　強固な接着と容易な除去が求められるのはコアだけではない。プロビショナルレストレーションもその例

であり，その脱離がしばしば問題となっている。本研究を応用すれば，より強固な接着で脱離を防ぎ，かつ

必要な場合に容易に除去することが可能になると考えられる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　本研究のセメントは，従来セメントにイオン液体を添加することで得ている。このイオン液体は生体への

応用が始まったばかりであり，その毒性は未知の部分が多い。また，接着力低下のトリガーとなる通電の方

法も今後の検討課題である。そのため，これらに精通する化学分野や工学分野との連携が必要不可欠といえ

る。
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3．強固に接着し容易に除去できる歯科用スマートセメントの開発

○梶　本　　　昇　　宇　山　恵　美　　関　根　一　光　　浜　田　賢　一

（徳島大学大学院医歯薬学研究部／生体材料工学分野）

座 長　　大　槻　昌　幸（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　　

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授）

午前11時00分

希望する協力分野：歯科（歯科理工学，歯内療法学，歯科補綴学），工学（イオン液体を扱う分野，医用電子工学）



�1 研究の背景と目的
　エナメル質・象牙質・歯根膜など多くの生体組織は高度に制御された 3D 階層化微細構造から成る。これ
ら歯の微細構造の擬似材料（バイオミメティック）を歯科治療へ応用できれば，将来，より生体に近い歯周組織
を再生することが可能かもしれない。しかしながら歯の表面への微細加工技術は現在のところ報告例がない。
　これまで申請者は，ナノインプリント法でコンポジットレジンにて歯の表面へ微細構造を構築する技術を
開発している。また階層化コラーゲンを用いて平面より垂直配向したコラーゲン線維の作製に成功している。
今後，さらなる発展検討が必要である。
　そこで本研究では，ナノテク技術を用いてマイクロ・ナノレベルで 3D 階層構造を歯の表面に構築し，生
体に近い状態で歯および歯周組織の再生を促す「バイオミメティック次世代歯科治療」を開発したい。

�2 研究内容の斬新性
　従来の歯科材料は，巨視的な材料充填や形態形成等で大きな成果を挙げている。それに対し，本研究では
生体に近い 3D 微細構造（バイオミメティック）を歯表面に形成し再生ガイドとするので斬新性が高い。そ
の結果も今まで困難だった「歯表面より垂直配向したコラーゲン線維の再生」などが期待できる。

�3 研究の発展性・進展性
　本研究の成果として「3D 微細構造と細胞挙動およびその組織形成制御の関係」が法則化できれば，高度
な歯周組織再生を制御可能となる。さらに，象牙質など再生へと続き，医学分野でも展開可能となる。また
新学術領域創成へも繋がる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性
　現段階では微細加工材料を充実したいため，下記領域と連携したいです。
　（a）歯科メーカー：実用化へのアドバイスは貴重と考えます。（b）工学系：微細加工法は多種あるため，
異分野と積極的に連携したいです。（（c）臨床系：材料に目途が立った際には，臨床系とグループを形成した
いです。）

－ 7 －

4．歯表面での 3D 微細構造構築によるバイオミメティック次世代歯

科治療へ向けて

○赤　坂　　　司　　1） 加　我　公　行　　2） 宮　治　裕　史　　3） 横　山　敦　郎　　2） 吉　田　靖　弘1）

（1）北海道大学大学院歯学研究科／口腔健康科学講座／生体材料工学教室，　　
2）北海道大学大学院歯学研究科／口腔機能学講座／口腔機能補綴学教室，　　
3）北海道大学大学院歯学研究科／口腔健康科学講座／歯周・歯内療法学教室）

座 長　　宇　尾　基　弘（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授）

午前11時25分

希望する協力分野：歯科メーカー，工学系，（臨床系）



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　長崎大学病院では，癌で頭頚部に放射線治療や化学放射線治療（RT）を受ける患者に対して放射線性顎骨

骨髄炎予防と RT 完遂支援目的で口腔管理を行っている。独自のプロトコール「放射線治療における有害事

象予防バンドル」を作成し，RT における重度の口腔粘膜炎を抑制することができることを報告（Kawashita 

Y. et. al., J Cancer Res Ther. 2014, 2（1）：9－13）した。しかし，単施設のみでは症例数が不十分であるため多

施設共同研究を行うことで現在行っている口腔管理の方法の有用性を検証し支持療法として確立したいと考

えている。

�2 研究内容の斬新性

　RT によって口腔粘膜炎がほぼ 100％の頻度で発症するにも関わらず，口腔粘膜炎の予防や治療の方法がな

いことが 2013 年のレビューで報告された。また，世界的に利用されている癌診療の NCCN ガイドライン 

2014 年版に放射線性顎骨骨髄炎予防のための抜歯の必要性について記載がなされた。しかし，具体的な基準

がなく，病院施設ごとに判断されているのが現状（川下由美子ら，口腔ケア学会誌，2014，8（1）：34－39）

である。本研究によって，未だ不十分な RT における歯科の支持療法を確立できると考えられる。

�3 研究の発展性・進展性

　単施設だけでは症例数が不十分であるため，多施設共同研究を行うことで十分な症例数をもって検討でき

ると考えられる。その結果，RT における口腔粘膜炎の重症化抑制方法と難治性の放射線性顎骨骨髄炎予防

方法を確立できると思われる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　現在，「口腔に放射線治療を受ける患者への口腔粘膜炎予防方法に関する多施設共同前向き研究」を行って

おり参加施設を募っている。また，放射線性顎骨骨髄炎予防のための抜歯基準の確立についてもこれから参

加施設を募ろうとしている段階である。

－ 8 －

5．癌で頭頚部に放射線治療を受ける患者の口腔管理方法の確立

○川　下　由美子　　1） 齋　藤　俊　行　　2） 梅　田　正　博1,3）

（1）長崎大学病院／周術期口腔管理センター，　　　　

2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科／口腔保健学，

3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科／口腔腫瘍学）

座 長　　依　田　哲　也（日本歯科医学会学術研究委員会委員，埼玉医科大学教授）

午前11時50分

希望する協力分野：放射線科，口腔外科，歯科・口腔外科



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　口臭は歯周炎の症状の 1 つで，歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis（Pg）が産生する揮発性硫黄化合物

（メチルメルカプタン CH3SH，硫化水素，ジメチルサルファイド）が原因である。しかし，歯周炎の症状が

乏しいにもかかわらず，患者から口臭の検出，および Pg 感染が認められる場合がある。そこで，Pg の菌株

レベルでの CH3SH 産性能の違いが口臭の程度に影響を与えていると推察した。本研究の目的は，Pg の CH3SH 

合成酵素 METase をコードする mgl 遺伝子の発現量を Pg 菌株間で検討すること，および mgl 遺伝子発現を

制御する方法を確立することである。mgl mRNA 発現量およびメチルメルカプタン産性能は，菌株間で大き

く差が認められ，標準株より 60 倍高い臨床株が分離され，口臭レベルと Pg mgl 発現は正の相関を示した。

また 13 種類の漢方を用いて Pg mgl mRNA 発現を検討したところ，コウボクが 80％抑制した。口臭は菌株

レベルのガス産性能に依存すること，また漢方コウボクが口臭抑制に有効であることが示唆された。

�2 研究内容の斬新性

　これまでの洗口剤，歯磨剤による口臭抑制は対症療法で，口腔内に産生された VSC に対する作用，歯周炎

の炎症抑制による間接的効果である。これに対し，コウボクは Pg の CH3SH 生成酵素を直接抑制する。口腔

内の細菌は完全に除去できないため，コウボクの作用が口臭抑制に直接的に期待できることが斬新である。

�3 研究の発展性・進展性

　CH3SH は宿主細胞に対し，アポトーシス誘導を引き起こすことから，病原因子の 1 つと捉えてコウボクに

よるガス産生抑制機メカニズムを詳細に検討する必要がある。また製品化のために臨床研究が必要になる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　コウボク含有口腔ケア製品を開発するに当たり，薬剤の安定性，徐放性等を長期的に発揮させるためのノ

ウハウが必要で，実際に口腔内に使用するに当たり薬学系，工学系研究との連携が望まれる。

－ 9 －

6．歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis が産生するメチルメルカ

プタン抑制作用を有する漢方の臨床応用

○應　原　一　久　　1） 佐　藤　陽　子　　1） 宗　永　修　一　　1） 加治屋　幹　人　　1） 新　谷　智　章2）

北　川　雅　恵　　2） 小　川　郁　子　　2） 藤　田　　　剛　　1） 栗　原　英　見1）

（1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院／歯周病態学研究室，

2）広島大学病院／口腔検査センター）　　　　　　　　　　

座 長　　天　野　敦　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，

大阪大学大学院歯学研究科教授）　　

午後1時15分

希望する協力分野：工学系，薬学系分野



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　福島第一原発事故により環境中に大量の放射性物質が放出された。その影響を個体レベルで考えるとき，

被ばく量の推計が必要不可欠であるが，正確に個体被ばく量を推計することは難しいのが現状である。

　歯，とりわけエナメル質中には，放射線被ばくにより，線量に比例して炭酸ラジカルが発生し，それが長

期にわたり保持されることが知られている。我々は，それらの炭酸ラジカルを電子スピン共鳴法で感度よく

測定することで比較的低線量被ばくにおいても個体の被ばく量を評価できるのではないかと考え研究を行っ

ている。その結果，それまで 200 mGy 程度であった本法による検出限界を，乳歯における検討で 34 mGy 程

度まで大幅に向上させることに成功したほか，警戒区域近傍で捕獲された数頭の野生ニホンザルの歯につい

て検討し，これらのサルの炭酸ラジカル量が対照と比較して有意に高いことを明らかにしている。本研究で

はこれらをさらに発展させ，歯を生体線量計のように捉え，歯から個体の被ばく量を評価できる方法として

確立することを目的とする。

�2 研究内容の斬新性

　本研究は，歯を生体線量計として捉えるという，従来の方法とは全く別の視点から，個体線量評価を行お

うとする点で非常に斬新性がある。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究が実現すれば，線量計を用いることなく個体の総被ばく量を評価することが可能になる。すなわち，

過去から現在までの自然被ばく，医療被ばくあるいは偶発的被ばくの総量を評価することができ，被験者に

対して適切な医療介入が可能となる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　現在，東北大学病院，東北大学歯学研究科，高度教養教育・学生支援機構および理学研究科で連携して研

究を継続しているが，効率よくエナメル質を分離するための技術的な問題や，得られた ESR スペクトルから

炭酸ラジカルをより感度よく分離する数理学的な問題に関してアドバイスを求め，本研究の有用性や妥当性

の向上を図る。

－ 10 －

7．歯を用いた個体被ばく線量評価―電子スピン共鳴法を用いた検討―

○高　橋　　　温　　1） 岡　　　壽　崇　　2） 木　野　康　志　　3） 清　水　良　央　　4） 鈴　木　敏　彦4）

千　葉　美　麗　　4） 小　坂　　　健　　4） 篠　田　　　壽　　4） 佐々木　啓　一4）

（1）東北大学病院，　　　　　　　　　　　 

2）東北大学／高度教養教育・学生支援機構，

3）東北大学大学院理学研究科，　　　　　　

4）東北大学大学院歯学研究科）　　　　　　

座 長　　新　井　嘉　則（日本歯科医学会学術研究委員会委員，日本大学歯学部特任教授）

午後1時40分

希望する協力分野：計測に関して：理工学分野，スペクトル解析に関して：数学分野



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　現在の歯周組織再生治療は歯肉の上皮がセメント質に接着することが目標となっている。しかし，エナメ

ル質と付着上皮がヘミデスモゾーム結合している本来の状態を再現しなければ，本来の再生ではない。この

エナメル質と付着上皮の再生には裏装されている歯槽骨や歯根膜，セメント質の再生も不可欠であり，発表

者らはこれまでに，歯根膜，歯槽骨再生に関する細胞学的動態を報告してきており，これらに係る細胞動態

をコントロールすることが可能であり，これに，iPS 細胞の応用によるエナメル質と付着上皮の再生を完成

させれば，歯周組織の完全再生が可能となる。本研究の目的は付着上皮の存在する歯周組織完全再生を実現

することである。

�2 研究内容の斬新性

　病理学的にも生物学的にもヒトの内部環境は上皮によって囲まれている状態が本来の状態である。上皮細

胞によって形成されたエナメル質と口腔粘膜上皮とが結合している状態が最も安定している状態であること

は言うまでもない。本研究は，歯周疾患の治療の目標を根本的に変え，歯の萌出直後の状態に戻すことを目

標とすることが斬新性である。

�3 研究の発展性・進展性

　組織再生に関して，様々な新たな手法が発表されてきているが，その中でも iPS 細胞を用いた研究も盛ん

に行われている。同一個体内から採取された細胞から iPS 細胞を作製し，iPS 細胞から分化させた患者個人

の付着上皮を再生させる。これによって，歯周組織再生療法における目標が根本的に変わり，付着上皮のみ

ならず，他の歯周組織再生への発展性が期待できる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　発表者は細胞動態に関する研究を中心に行ってきており，臨床的な側面および評価に関する他領域の研究

者とのグループ形成が本研究遂行に有用性がある。

－ 11 －

8．iPS 細胞による付着上皮再生による歯周組織完全再生への挑戦

○松　坂　賢　一　　1） 井　上　　　孝　　1） 国　分　栄　仁2）

（1）東京歯科大学／臨床検査病理学講座，

2）東京歯科大学／微生物学講座）　　　

座 長　　豊　澤　　　悟（日本歯科医学会学術研究委員会委員，

大阪大学大学院歯学研究科教授）　　

午後2時5分

希望する協力分野：日本口腔検査学会，日本臨床口腔病理学会，日本歯周病学会，歯科基礎医学会



－ 12 －

メモ



－ 13 －

メモ
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◎・・・地下鉄市ヶ谷駅各出口

　● JR 総武線市ヶ谷駅より徒歩 5 分
　● 都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅
　● 東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅
　● 東京メトロ南北線市ヶ谷駅

A4 出口より徒歩 2 分
�
�
�

■目　的：学際的交流を通し，新しい研究分野の開拓と研究組織の結成を
推進すること，また臨学一体の具現化を目的とする。

■主　催：日本歯科医学会

■日　時：平成 27 年 9 月 19 日（土）
　　　　　10：00 開会／10：10 午前の部／13：15 午後の部／15：10 閉会

■会　場：歯科医師会館 1 階大会議室（案内図は別掲）

■参加費：無料

■申　込：不要

■その他：本集いは日歯生涯研修事業における「特別研修」の対象となる。
（併せて個別演題毎の「受講研修」単位を最大 8 単位取得可能）

■お問い合わせ先：日本歯科医学会事務局
　　　　　〒 102－0073　東京都千代田区九段北 4－1－20（日本歯科医師会内）
　　　　　TEL　03（3262）9214　FAX　03（3262）9885
　　　　　E－mail　jda－jads@jda.or.jp 

＜実　施　要　領＞


