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　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 33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

ま　　え　　が　　き
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 10：00　～　10：10 開　会　式
　　［司　会］　日本歯科医学会総務理事　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

 10：10　～　10：25 1． 壮年期・高齢期における咀嚼能力を含む口腔機能が栄養素摂取量や運動機
能および筋力に及ぼす影響：J‒MICC Study京都フィールド
演者：松　井　大　輔（ 京都府立医科大学大学院医学研究科　 

地域保健医療疫学）
 10：25 質 疑 応 答

座長：田　村　文　誉（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
日本歯科大学口腔リハビリテーション 
多摩クリニック科長）

 10：35　～　10：50 2． チタン表面の規格化ナノ構造形成による周辺細胞制御技術とこれを応用
した次世代インプラントの開発
演者：秋　葉　陽　介（ 新潟大学大学院医歯学総合研究科　 

生体歯科補綴学分野）
 10：50 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）

 11：00　～　11：15 3． 覚醒時ブラキシズムをコントロールすると睡眠の質が改善する
演者：藤　澤　政　紀（明海大学歯学部　歯科補綴学分野）

 11：15 質 疑 応 答
座長：馬　場　一　美（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

昭和大学歯学部教授）

 11：25　～　11：40 4． 光学機器による口腔がんおよび OPMDsの解析～メディカル AIの試み～
演者：森　川　貴　迪（ 東京歯科大学　千葉病院　 

口腔顎顔面外科学講座）
 11：40 質 疑 応 答

座長：桐　田　忠　昭（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
奈良県立医科大学医学部教授）

第 33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 29年 8月 31日（木）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
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 11：50　～　12：05 5． 革新的な抗癌剤治療に伴う高齢者の口腔カンジダ症及びカンジタ血症を
予防するヒト唾液由来の新たな抗菌因子の開発
演者：清　浦　有　祐（奥羽大学歯学部　口腔感染免疫学分野）

 12：05 質 疑 応 答
座長：岩　渕　博　史（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

神奈川歯科大学大学院歯学研究科准教授）

 12：15　～　13：15 〈休　憩〉

 13：15　～　13：30 6． 歯周病感染予防を目的としたヒト唾液タンパク由来ペプチドの構築とそ
の実用化に向けて―歯周病原細菌口腔内定着を標的とする受動免疫型ワ
クチンの開発―
演者：片　岡　宏　介（大阪歯科大学　口腔衛生学講座）

 13：30 質 疑 応 答
座長：西　村　英　紀（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

九州大学大学院歯学研究院教授）

 13：40　～　13：55 7． 口腔内レーザーデポジション法の歯科応用
演者：本　津　茂　樹（近畿大学生物理工学部　医用工学科）

 13：55 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）

 14：05　～　14：20 8． MPCポリマーによる“汚れない補綴装置”の開発　 
～超高齢社会における健康寿命延伸への挑戦～
演者：久志本（高橋）那奈（昭和大学歯学部　歯科補綴学講座）

 14：20 質 疑 応 答
座長：小見山　　　道（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

日本大学松戸歯学部教授）

 14：30　～　15：10 ポスターディスカッション

 15：10 閉　会　の　辞　　　　　日本歯科医学会総務理事　　今　井　　　裕
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　我々は，生活習慣病の発生（罹患と死亡）をエンドポイントとした遺伝子要因を含む大規模コホート研究（J‒
MICC Study）において，京都府民を対象に研究を進めている。調査項目は，歯科学，医学，栄養学等の様々な
分野が含まれている。咀嚼能力と健康に関する研究において，咀嚼能力は自己評価データが使用されることが多
いが，本研究では咬合力測定に器機を使用している。これまでに，咬合力が高い者は，筋力や特定の栄養素摂
取量が有意に高くなることを報告してきた。本年度からは，咀嚼能力測定にも機器を使用するため，これらのデー
タを組み合わせることで，より客観的な解析が可能になると思われる。
　本研究では平成 22年より前向き調査として継続追跡している約 2000人の一般住民を対象として，これまでの
我々の研究成果をもとに，咬合力，咀嚼能力と栄養摂取および運動機能・筋力との関連を検討することが目的で
ある。

②研究内容の斬新性
　咬合力，咀嚼能力のデータを自己評価ではなく，実数値を用いた研究はない。さらに，これらの口腔内データ
と栄養摂取および運動機能・筋力を組み合わせた多面的評価に関する報告は皆無であるため，本研究は斬新であ
る。

③研究の発展性・進展性
　1． 本研究では咬合力，咀嚼能力の評価に実数値を用いることで，より客観的に口腔機能と栄養摂取および運

動機能・筋力との因果関係を明らかにすることができる。交絡因子についても，生活習慣や病歴を含めた
様々な因子を調整することが可能であり，縦断研究が進めば，より高いエビデンスを得ることが可能である。

　2．本研究は壮年期から高齢期の一般住民を対象としており，壮年期からの予防も含めた結果を一般化できる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　栄養摂取，運動機能・筋力の評価には複数の方法がある。本研究において，より客観的で信頼性のある結果
を得るためには，統計手法も含めた各分野の評価方法の組み合わせ方の考察が必要となるため，グループ形成が
必須である。

午前10時10分

1． 壮年期・高齢期における咀嚼能力を含む口腔機能が栄養素摂取量
や運動機能および筋力に及ぼす影響：  

J‒MICC Study京都フィールド
○松 井　大 輔1） 渡 邉　　 功1） 尾 﨑　悦 子1） 小 山　晃 英1） 栗 山　長 門1）

岩 井　浩 明2） 山 本　俊 郎2） 金 村　成 智2） 渡 邊　能 行1）

（1）京都府立医科大学大学院医学研究科　地域保健医療疫学
2）京都府立医科大学大学院医学研究科　歯科口腔科学）　

座　長　　田 村　文 誉（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　　　　　　 

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック科長）

希望する協力分野：栄養学，整形外科学，運動生理学，老年医学，疫学
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① 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的：デンタルインプラントは優れた治療戦
略だが，治療期間，適応症制限，生存率などの課題が未解決である。ナノチタン構造
による骨結合促進が報告されているが，現在まで，構造の規格制御は技術的に困難で
あり，機構解析は不可能であった。申請者らは最先端ナノ加工技術によるナノチタン
構造の規格化に成功した（図 1）。我々の先行研究より規格化ナノチタン基板上で，骨
髄由来細胞がナノ構造に沿って配向性を持って増殖し，細胞内骨格形成も配向性を示
す結果を得ている（図 2）。規格化ナノチタン構造の至適構造解析，細胞制御機構解析
は，骨結合促進や，アパタイト配向による機能的成熟骨の形成促進を可能とし，骨治
癒期間短縮，インプラント生存率の向上を達成する。本研究は，骨形成，結合促進，
アパタイト配向，粘膜封鎖，抗菌性の機能的付加価値を有したインプラントの開発を
目的とする。
② 研究内容の斬新性：本研究では最先端加工技術によりこれまで不可能であった規格化
ナノチタン構造の形成を可能としている点が革新的であり，再現性を持ったナノチタン構造による細胞活
動の検討，動物モデルの検証は他に例が無く，極めて独創的である。
③ 研究の発展性・進展性：周辺細胞の活性化能，組織形成能を持った機能性インプラントは適応症拡大と治
癒期間短縮を可能にする。更に，本研究より得られる知見はナノ構造による細胞配向性制御，組織形成制
御技術の基盤構築に寄与し，骨にとどまらず全身の組織再生技術への応用，他の医療分野における組織構
築に応用可能であり，波及効果は基礎，臨床ともに
大きい。
④ 関連領域とのグループ形成の有用性：先端工学領域
と生命科学領域の異分野融合研究により形態構造が
細胞に与える影響を検索する点において学術的価値
は高い。粘膜封鎖性，抗菌性を付与することで，イ
ンプラント周囲炎を介し，歯周領域との連携も得ら
れる。

午前10時35分

2． チタン表面の規格化ナノ構造形成による周辺細胞制御技術と  

これを応用した次世代インプラントの開発

○秋 葉　陽 介1） 魚 島　勝 美1） 水 野　　 潤2） 塩 澤 真由子2）

（1）新潟大学大学院医歯学総合研究科　生体歯科補綴学分野
2）早稲田大学　ナノ・ライフ創新機構）　　　　　　　　

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）

希望する協力分野：材料工学，先端工学，生化学，細菌学，再生歯学



－ 6－

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　日中のクレンチングを抑制するための筋電図バイオフィードバック装置を開発し，単に覚醒時ブラキシズ
ム抑制効果（Watanabe et al 2011）のみならず，睡眠時ブラキシズム抑制効果（Satoet al 2015）があることを
報告してきた。このように日中の介入による睡眠時への作用が認められることは，フィードバックループに
中枢が関与し，睡眠状態が改善された結果を反映しているものと推測される。そこでバイオフィードバック
前後でδ波成分に着目した脳波の変化を調べることにより，睡眠の質に及ぼす影響を確認することが本研究
の目的である。

②研究内容の斬新性
　日中の咀嚼筋筋電図バイオフィードバックを用いることにより，一見関係が認められないように思われる
睡眠の質改善という，全身に及ぼす効果に着目した研究はこれまでになく斬新である。加えて，顎口腔領域
が全身に及ぼす影響を調べることから，臨床応用がかなうことによる波及効果は大きいものと期待される。

③研究の発展性・進展性
　睡眠時ブラキシズムは睡眠障害の範疇でとらえられている。従来の睡眠時ブラキシズム抑制に試みられた
手法と異なり，覚醒時に認知行動療法の手法を用いるという新しい着想である。このことは，睡眠時に介入
しないことから，睡眠を妨げる信号を発生させないという点で，ブラキシズム抑制と同時に睡眠の質を改善
することは理に適っていると考えられる。予備実験では 4名の被験者全員のδ波の増加とα波の減少が認め
られた。このデータは現在被験者を追加し，さら二階席を進めているところである。
　本システムにより，睡眠障害に対する新たな治療法へと発展することが期待される。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　本研究はブラキシズムを副作用なく抑制する一助としての治療法確立を目指して開始されたものである。
さらに睡眠の質を改善することに寄与できるのであれば，睡眠医学，医用工学，ストレスマネージメントと
しての心理学等の関連分野と協力することにより，国民の健康維持増進に貢献できることが考えられる。

午前11時00分

3． 覚醒時ブラキシズムをコントロールすると睡眠の質が改善する

○藤 澤　政 紀 大 塚　英 稔 佐 藤　雅 介 斉 藤　小 夏

（明海大学歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野）

座　長　　馬 場　一 美（日本歯科医学会学術研究委員会委員，昭和大学歯学部教授）

希望する協力分野：睡眠医学，医用工学，心理学
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　口腔は口腔がんや口腔潜在性悪性疾患（OPMDs）など様々な粘膜疾患が発症し，その鑑別に苦慮する場合
も多い。また，わが国における口腔がんは進行例が過半数であり，早期発見・早期治療は十分でないのが現
状である。
　当科ではこれまで，光学機器を用いた口腔がんならびに OPMDsのトリアージについて報告してきた。光学
機器では 400～460 nmの青色光を照射し，励起光を観察する。正常組織では自家蛍光により蛍光可視が保持さ
れるのに対し，口腔がんや上皮異形成では，FADの低下やコラーゲン架橋構造の破壊により自家蛍光が低下
し，蛍光ロスが起こる。この光学機器では患部に非接触性であり侵襲がなく，また繰り返し施行が可能である。
　本研究では，光学機器による口腔がんおよび OPMDsのトリアージを目的として，“腫瘍の可視化”を目指
し，さらには治療成績ならびに QOLの向上，メディカル AIへの応用を目的とする。
②研究内容の斬新性
　これまでの光学機器による口腔がんの報告は，視覚的評価のみで主観的であった。本研究では画像解析に
より，色調の変化を捉え，定量的評価を行う。この定量的評価による口腔がんおよび OPMDs，他の口腔粘
膜疾患におけるトリアージを目的としており，斬新である（図 1）。さらに，画像解析のデータによる光学機
器を用いたメディカル AIの取り組みは，世界的に始めての試みである（図 2）。さらに，生体蛍光物質に着
目し，解析を行うことで分子病理学的な解析が可能である。

③研究の発展性・進展性
　口腔がんおよび OPMDsのトリアージとして発展性に富む。特に光学機器のハンディタイプの開発により
歯科医院のチェアサイドや訪問診療，口腔がん検診などでの応用が可能と考える。さらに多施設共同研究に
よるデータの蓄積により，メディカル AIへの進展が可能であると考える。
　治療に直結することで，治療成績の向上，QOLの維持に貢献できる可能性が大である。病態解析により蛍光
物質に関わる新規Biomarkerの解析につながる可能性があると考える。また，新規光学機器の開発にもつなが
ると考える。さらには，口腔に留まらず，咽頭や食道などの消化管がんなどの病態把握に役立つ可能性がある。
④関連領域とのグループ形成の有用性
　病態把握のために病理・病態学との連携は必要不可欠である。光学機器により画像解析をし，色彩学・光
線力学を要する。医療工学との連携によりメディカルAIを始めとする新規医療機器の開発にも発展できると
考える。

図 1　口腔粘膜疾患のトリアージ 図 2　光学機器からメディカル AIへ

午前11時25分

4． 光学機器による口腔がんおよび OPMDsの解析　  

～メディカル AIの試み～

○森 川　貴 迪 柴 原　孝 彦

（東京歯科大学千葉病院　口腔顎顔面外科学講座）

座　長　　桐 田　忠 昭（日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

奈良県立医科大学医学部教授）　　　

希望する協力分野：病理学，病態学，色彩学，光線力学，放射線学，医療工学



－ 8－

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　オプジーボ等の免疫チェックポイント阻害薬は革新的な癌治療薬であるが，過剰な免疫亢進の抑制のため
に免疫抑制薬を併用するので日和見感染症を起こすことがある。高齢者の場合は，口腔内に常在する Can-
dida属による口腔カンジダ症やカンジダ血症を惹起することがある。
　我々はヒト唾液中には，バイオフィルムを形成したCandida albicansを剝離させるタンパク因子が存在し，
その活性が加齢に伴い減少することを既に報告している。感染防御機能が低下する癌患者では，抗真菌薬を
予防投与する取組みもあるが，為害作用が少なく安全な今回の剝離因子のような薬剤の服用が望ましい。
　本研究は，ヒト唾液中の剝離因子を単離精製してカンジダ症の予防と治療に応用することで癌患者のQOL
に貢献することを目的とする。

②研究内容の斬新性
　この剝離因子は①新規のタンパク因子と考えられるが，ヒト唾液由来のために為害作用は無い。②バイオ
フィルムを形成した C. albicansを剝離するので，殺菌作用のような強い毒性は発揮しない。この 2つの要素
から，従来の抗真菌薬や抗菌物質に比較して安全性が高い抗カンジダ因子である点が斬新である。

③研究の発展性・進展性
　現時点で単離精製は行われていないが，アミノ酸配列を決定し合成品を作製できれば，新規で安全性の高
いカンジダ症の予防薬・治療薬として開発できる点は発展性があると考える。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　1） タンパク因子の単離精製を進めるために理学部・薬学部でタンパク質化学に精通している研究者と連携

が必要となる。
　2） この因子を抗真菌因子としてヒトに使用できる段階まで研究を進めるには，薬学部で生体成分の医薬品

への応用に取組んでいる研究者との連携が必要となる。

午前11時50分

5． 革新的な抗癌剤治療に伴う高齢者の口腔カンジダ症及びカンジタ
血症を予防するヒト唾液由来の新たな抗菌因子の開発

○清 浦　有 祐 玉 井 利代子 小 林 美智代

（奥羽大学歯学部　口腔病態解析制御学講座　口腔感染免疫学分野）

座　長　　岩 渕　博 史（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　 

神奈川歯科大学大学院歯学研究科准教授）

希望する協力分野：タンパク質化学，医薬品化学，腫瘍薬物治療学，感染制御学
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　これまで我々は，歯周病原細菌表層タンパクと特異結合するヒト唾液タンパクを同定し，その唾液タンパ
ク上の最小結合部位に相当するアミノ酸配列の報告を行ってきた。さらに，その最小結合部位を含む結合領
域ペプチド及びそのペプチドをキャリアータンパクに多価結合させたペプチド複合体による歯周病原細菌の
実験的歯面モデル（in vitro）への付着阻害能の検討を行い，口腔内における歯周病原細菌の新たな定着阻害
剤としての可能性を示唆してきた。我々の最終目的は，ヒト唾液タンパク由来ペプチドによる受動免疫型ワ
クチンの開発とその商品化である。

②研究内容の斬新性
　700種以上の細菌が存在する口腔内は，生物多様性を維持すべき環境である。本ペプチド及びペプチド複
合体は，従来の抗・殺菌剤などの口腔内全細菌を対象とせず，歯周病原細菌に特化した，細菌の歯面定着時
を標的とする特異的な排除効果が期待できる感染予防ツールである。また，ヒト唾液タンパク由来であるこ
とからヒトに対する安全性は高い。

③研究の発展性・進展性
　今後，ペプチドのさらなるアミノ酸配列等の構造改良を行い，より効果的かつ安定した歯周病原細菌の口
腔内定着阻害剤の開発を進める。さらに臨床実験を経て歯磨剤やガムベースなどに添加し，定着前の浮遊細
菌の排除を安全かつ簡易に行える商品を開発する。そして，増大する歯周疾患罹患者の QOL低下と歯科医
療費増大の抑制に貢献したい。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　上記③を克服・実現するため，生化学分野（有機・合成化学，材料工学）及び創薬化学の専門家，商品化
のための知的財産分野のエキスパート，生産・流通・販売を担う企業等とのグループ形成を行い，円滑かつ
早期の目的達成を目指す。

午後1時15分

6． 歯周病感染予防を目的としたヒト唾液タンパク由来ペプチドの構
築とその実用化に向けて―歯周病原細菌口腔内定着を標的とする
受動免疫型ワクチンの開発―
○片 岡　宏 介1） 土 居　貴 士1） 神　光 一 郎2） 上 根　昌 子1） 小 林　睦 昌3）

三 宅　達 郎1）

（1）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座　　
2）大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科
3）大阪歯科大学大学院歯学研究科）　　　

座　長　　西 村　英 紀（日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

九州大学大学院歯学研究院教授）　　

希望する協力分野：生化学・創薬化学分野（ペプチド分子構造学に関する専門家）
　　　　　　　　　知的財産分野（特許取得，商品化等に関するエキスパート）
　　　　　　　　　企業（商品開発，生産，流通，販売）
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　歯のエナメル質を作るエナメル芽細胞は，歯の萌出時にはすでに存在しないため，一度失ったエナメル質
は二度と再生されることはない。現在，エナメル質がう蝕や Tooth Wear（酸蝕，咬耗，摩耗）等で欠損した
場合，欠損部の修復にはコンポジットレジン（以下レジンとする）が主に使用されている。しかしながら，
レジンには含有する高分子化合物によるアレルギー反応の問題や，レジンの収縮により歯質との間に生じる
亀裂や剝離の問題が指摘されている。欠損したエナメル質をエナメル質と同素材であるハイロドキシアパタ
イト（以下 HApと記す）で修復しようとしても，粗面度の相違によりセラミックス同士の固着は非常に困難
であることより，HApを用いた歯質の修復は実現されていない。このような現状の中で，申請者は口腔内
Er：YAGパルスレーザーデポジション（pulsed laser deposition；PLD）法を発案し，レーザーを用いて口腔
内で直接，エナメル質や修復物，インプラント上に HAp膜を堆積することを考えた。すでに，in vitro試験
でエナメル質や象牙質，金属に HAp膜が固着していることと，また堆積した HAp膜に細胞毒性が無いこと
を確認している。

②研究内容の斬新性
　歯科分野では歯質の切削や歯石除去に Er：YAGレーザー
が用いられており，この切削や除去は一種の加工と見なすこ
とができる。レーザーによる加工と膜作製は表裏一体の関係
にあることに着目し，右図に示すように Er：YAGレーザー光
を歯質の主成分である HApのバルクターゲットに照射し，
ターゲットから飛散した粒子を歯質上に堆積すれば，HAp膜を形成できるのではないかと考え，口腔内で歯
質上に直接 HAp膜を堆積できる口腔内 Er：YAG‒PLD法を発案した。

③研究の発展性・進展性
　臨床用のEr：YAG‒PLD装置が完成し，成膜条件さえ確立できれば，従来の切削，除去後に充填を行うといっ
た歯科治療法から，エナメル質と同成分のHApを堆積するといった全く新しい治療法が可能になる。すなわ
ち，これまでレジンアレルギーで歯科治療の受けられなかった人達の治療も可能になるばかりでなく，さらに
インプラント周囲炎で露出したインプラントへの HAp膜の堆積治療や埋植直前のインプラントや移植材へ
のHAp堆積等口腔内の再石灰化能を利用した生体への侵襲のない新規な修復治療を提供することができる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　保存修復やインプラント治療だけでなく，様々な歯科臨床分野からの Er：YAG‒PLD装置を用いた臨床応
用のアイデアを応募し，グループ形成を行う。さらに，企業とのグループ形成によって口腔内 Er：YAG‒PLD
装置を試作するとともに，医療機器としての実用化を目指す。

午後1時40分

7． 口腔内レーザーデポジション法の歯科応用

○本 津　茂 樹

（近畿大学生物理工学部　医用工学科）

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）

希望する協力分野：臨床応用のアイデアを得るために，保存修復やインプラント治療分野だけでなく，様々な歯科臨
床分野との連携を希望。さらに，歯科レーザー関連企業の協力のもとに医療機器としての実用化を目指す。
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　義歯やプロビジョナルレストレーション，クラウン等の各種補綴装置には，口腔内細菌や代謝物等から成
るプラークが付着し，口腔内のみならず全身的にも影響を及ぼす可能性がある。そこで我々は，タンパク質
付着抑制性や細胞接着抑制性を持つ 2‒Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine（MPC）ポリマーを補綴装置
表面にコーティングし，プラークの付着しない“汚れない補綴装置”を目指している。これまでにグラフト重
合や紫外線重合により義歯床表面へのコーティングを行い，細菌バイオフィルム形成が抑制されることを in 
vivoおよび in vitroで明らかにした（海外論文掲載済み）。また可視光線重合によるコーティング方法の開発
にも取り組んでいる。このMPCポリマーコーティング剤の実用化に向けて，コーティングの効果や耐久性を
維持しながらも簡便な操作性を持つコーティング溶液やコーティング方法を開発していくことを目的とする。

②研究内容の斬新性
　従来プラークを除去する方法といえば，ブラシや超音波等を用いた機械的な刷掃が主であった。しかし例
えば高齢者，特に認知症等の有病者やその介護者にとっては細かな部位まで完全にプラークを除去すること
は非常に困難である。我々の研究では，“ついた汚れを取る”のではなく，“そもそも汚れない”補綴装置を
目指す点が画期的であると考える。さらに，我々の使用するMPCポリマーは理想的な生体適合性表面であ
る細胞膜に類似した構造を持つことから，非常に生体親和性が高く，すでに人工心臓や人工股関節の表面処
理，またコンタクトレンズや化粧品の成分としても使用されている。この点はこれまでの抗菌化等を目的と
して考案された他のコーティングとの大きな違いであるといえる。

③研究の発展性・進展性
　MPCポリマーによるチェアサイドでの簡便なコーティングが可能になれば，安全性の高い材料によって
補綴装置の清潔を保ち，国民の口腔内および全身的な健康増進，国民医療費の削減等が期待できる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　これまでもMPCポリマーに関する基礎的研究を東京大学院工学系研究科マテリアル工学専攻石原研究室
と，実際的なコーティング剤開発に向けた基礎的研究をサンメディカル株式会社と連携して行なっていると
ころあるが，最適なコーティング溶液の性状やコーティング方法，また販売方法等の実際的な面等について，
同様のテーマを扱う他の研究グループからの知見や企業からの協力を得られれば，MPCポリマーコーティ
ングの有用性を国民へ提供できる実現可能性が高まり，またスピードアップも期待できるものと考える。

午後2時5分

8． MPCポリマーによる“汚れない補綴装置”の開発　  

～超高齢社会における健康寿命延伸への挑戦～

○久志本（高橋）那奈1） 岩 佐　文 則1） 池 谷　賢 二1） 福 西　美 弥1） 塚 原　明 弘1）

森 崎　弘 史2） 大 槻　　 環3） 山 本　隆 司3） 井 上　祐 貴4） 桑 田　啓 貴2）

石 原　一 彦3） 馬 場　一 美1）

（1）昭和大学歯学部　歯科補綴学講座　　　　　　　　
2）昭和大学歯学部　口腔微生物学講座　　　　　　　
3）サンメディカル株式会社　　　　　　　　　　　　
4）東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻）

座　長　　小 見 山　道（日本歯科医学会学術研究委員会委員，日本大学松戸歯学部教授）

希望する協力分野：工学系，歯科メーカー，PMDA
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