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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 29 回の「集い」を開催することになりました。

　発表部門は，例年の自由課題に加え，日本歯科医学会の指定テーマとして

「全身疾患（NCD：Noncommunicable diseases）に関連する口腔疾患の新

たなエビデンスに関する研究」を追加いたしました。

　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　10 題について
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第 29 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 25 年 1 月 12 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］　日本歯科医学会学術研究委員会副委員長　佐　野　　　司
　　開会の辞　日本歯科医学会学術研究委員会委員長　　前　田　芳　信
　　挨　　拶　日本歯科医学会会長　　　　　　　　　　江　藤　一　洋
　　経過報告　日本歯科医学会常任理事　　　　　　　　一　戸　達　也

10：00 ～ 10：10

 

　1 ．数値シミュレーションによる誤嚥メカニズムの解明に関する研究
　　　演者：道　脇　幸　博（武蔵野赤十字病院　特殊歯科・口腔外科）
　　質　疑　応　答
　　　座長：藤　原　　　卓（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

10：10 ～ 10：25

 10：25

 

　2 ．定量的感覚検査を用いた口腔顔面認知メカニズムの解明
　　　演者：岡　安　一　郎（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　　　　　　臨床病態生理学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：杉　崎　正　志（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学教授）

10：35 ～ 10：50

 10：50

 

　3 ．歯周病原細菌と循環器疾患の関連の解明を目指す臨床研究
　　　演者：青　山　典　生（東京医科歯科大学　歯周病学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：高　柴　正　悟（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

11：00 ～ 11：15

 11：15

 

　4 ．薬剤含有可食性フィルムによる口腔疾患に対する新たなドラッグデリバ
リーシステム（DDS）の開発研究

　　　演者：角　　　保　徳（国立長寿医療研究センター　歯科口腔先進医療開発センター
　　　　　　　　　　　　　　歯科口腔先端診療開発部）
　　質　疑　応　答
　　　座長：櫻　井　　　薫（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　東京歯科大学教授）

11：25 ～ 11：40

 11：40

 

　5 ．パノラマ画像から全身疾患に関係する異常所見の発見を支援するコン
ピュータ支援診断／検出（CAD）システムの開発

　　　演者：勝　又　明　敏（朝日大学歯学部　歯科放射線学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：佐　野　　　司（日本歯科医学会学術研究委員会副委員長，
　　　　　　　　　　　　　　東京歯科大学教授）

11：50 ～ 12：05

 12：05
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〈休　憩〉12：15 ～ 13：15

 

　6 ．ジンジパインによるアレルギー性サイトカイン誘導をターゲットとした
アレルギー疾患の制御

　　　演者：多　田　浩　之（奥羽大学歯学部　口腔病態解析制御学講座
　　　　　　　　　　　　　　口腔細菌学分野）
　　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）

13：15 ～ 13：30

 13：30

 

　7 ．チタンアレルギー―その現状と口腔内環境でのチタン材料の耐食性について―
　　　演者：細　木　真　紀（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
　　　　　　　　　　　　　　咬合管理学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：吉　山　昌　宏（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

13：40 ～ 13：55

 13：55

 

　8 ．Digital Dentistry を活用した睡眠ブラキシズム診断システムの開発
　　　演者：重　本　修　伺（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
　　　　　　　　　　　　　　咬合管理学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：竹　重　文　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　大阪大学歯学部附属病院教授）

14：05 ～ 14：20

 14：20

 

　9 ．脱分化脂肪細胞を用いた顎骨再生におけるトランスレーショナル研究
　　　演者：岸　本　直　隆（大阪歯科大学　歯科麻酔学講座，
　　　　　　　　　　　　　　徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部）
　　質　疑　応　答
　　　座長：前　田　初　彦（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　愛知学院大学歯学部教授）

14：30 ～ 14：45

 14：45

 

10．インプラント―生体界面の統合的理解と持続性ある界面獲得のストラテジー
　　　演者：鮎　川　保　則（九州大学大学院歯学研究院
　　　　　　　　　　　　　　口腔機能修復学講座　インプラント・義歯補綴学分野）
　　質　疑　応　答
　　　座長：市　川　哲　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
　　　　　　　　　　　　　　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授）

14：55 ～ 15：10

 15：10

 

ポスターディスカッション15：20 ～ 16：00

 

閉　会　の　辞 日本歯科医学会副会長　　佐　藤　田鶴子 16：00

 



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　人は，固形物から液体まで多種多様な食品を，誤りなく嚥下している。嚥下には，4 つの臓器と 30 対以上

の筋が関与し，12 対の脳神経のうち運動では 5 対，知覚・感覚では 6 対が分布している。これらの神経と

筋がネットワークを作って統合し，食品に応じて各臓器の各器官が適切なスピードとタイミングおよび動力

で運動することで，誤嚥を防止していると考えられるが，そのバイオメカニズムは不明である。本研究の目

的は，従来の生体計測のデータを加工して生かしながら，嚥下運動を数値シミュレーションする方法を確立

し，誤嚥のメカニズムを解明することである。

�2 研究内容の斬新性

　数値シミュレーション法を導入していることが，本研究の独創性である。文献を渉猟した範囲では，嚥下

障害の分野で粒子法を使った数値シミュレーション研究はない。しかし，予備的研究結果（図参照）を踏ま

えて，粒子法を使った数値シミュレーションによって，誤嚥のメカニズムを解明できると考えている。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究の成果によって，将来は，知覚系を含めた嚥下機構の全容解明への道が開け，診断と治療の開発と

設計，新食品の開発・設計，さらに医療と食品を通じて国民の健康の増進と維持に貢献すると考えられる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　数値シミュレーションには，位置情報のある生体構造データと運動データ，その統合，そして弾性体のシ

ミュレーション法が必要である。そのためには，臨床歯科医学だけでなく，シミュレーション医学，計算工

学，解剖学，運動生理学，食品学との共同研究が必須である。
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1．数値シミュレーションによる誤嚥メカニズムの解明に関する研究

○道　脇　幸　博　　菊　地　貴　博

（武蔵野赤十字病院／特殊歯科・口腔外科）

座 長　　藤　原　　　卓（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

午前10時10分

希望する協力分野：計算工学，シミュレーション医学，解剖学，生理学，食物学

自由課題

a.元になるCT画像
（DICOM形式）

b.三次元ソフト上でCT
画像を立体構築（STL形
式）する

c.CT画像を基に、舌とおとがい舌筋をトレー
スした後、立体構築した。さらに立体構築画像
を元のCT画像に重ねあわせて形態と位置を
確認した。右側面観、左斜め前方観。

a）解析結果

1.47s 1.60s 1.74s

1.47s 1.60s 1.74s

b）VF画像

解析結果（a）VF 画像（b）を比較（水 6 cc の飲み込み）
すると良く一致している。



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　われわれはこれまで，定量的感覚検査を用いて，主に顔面皮膚と顔面筋の体性感覚を調ベ，男女問ならび

に，健常者と筋・筋膜痛患者間で比較を行った（Okayasu et a1. 2009；Okayasu et al. 2012）。その結果，両者

間で異なる反応が認められたことから，顔面領域における感覚・痛覚閾値の測定は，「口腔顔面痛の発現機序

解明と診断基準確立」のための有効な手段となり得ると判断した。さらにこの手法を用いて，咀嚼により痛

みに対する耐性が高まることを示した（Okayasu et a1. 2012）。今後，顔面に加え，口腔ならびに手指におけ

る体性感覚を調べ，基本的なデータを集積していく。

�2 研究内容の斬新性

　顔面は四肢とは異なり，視覚が使えないため，体性感覚が発達している。口腔であればなおさらであり，

舌では体性感覚に加えて味覚が発達している。三叉神経系における感覚機能・運動機能は，複雑かつ精緻で，

手指におけるそれと類似している。そのため，全身の中にあって，特殊な機能を持つ口腔顔面と手指の体性

感覚を同時に測定し，比較対照を行うことは重要な意義があると考える。

�3 研究の発展性・進展性

　今後，健常者に加えて，種々の口腔顔面痛患者を対象にデータを集積し，両群問で相対比較することで，

「口腔顔面痛の発現機序解明と診断基準確立」を目指していくと同時に，治療の前後におけるデータを比較す

ることで，治療効果の評価が期待できる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　臨床応用に向けて，私達独自の感覚機能からのアプローチに加え，運動機能，脳機能からの評価が必要に

なってくる。顎反射，特に開口反射（閉口筋抑制反射）を利用した口腔顔面領域における運動機能や，脳機

能を視覚的・非侵襲的に捉えることができる fMRI，PET，MEG，NIRS といった手法を用いて，口腔顔面認

知メカニズムの解明に向けて，多角的かつ学際的な研究を進めていきたい。

－ 5 －

2．定量的感覚検査を用いた口腔顔面認知メカニズムの解明

○岡　安　一　郎

（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科／臨床病態生理学分野）

座 長　　杉　崎　正　志（日本歯科医学会学術研究委員会委員，東京慈恵会医科大学教授）

午前10時35分

希望する協力分野：生理学，疹痛学，内科学，診断学

自由課題



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　歯周病はしばしば菌血症の原因となり，アテローム形成など循環器疾患の発症基盤となる病態を招くこと

が示されている。しかしながら，世界的にも歯周病の罹患細菌の違いに伴う心血管疾患発症への影響の差は

示されていない。これまでに我々は基礎研究から特定の歯周病菌感染が大動脈瘤を促進させることを示した。

また疫学的には，急性冠症候群と特定の歯周病菌の関連を発見した。

　現在，歯周病菌罹患状態の違いによる循環器疾患の病態との関連を検討する目的で，臨床検査とサンプリ

ングを開始している。

�2 研究内容の斬新性

　本研究の斬新性は歯周病菌罹患状況に着目し，各種循環器疾患への影響を解析していく点にある。また，

医科との連携を取りながら，歯科医学という既存の枠組みに捉われないテーマで研究を遂行していく。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究結果から，特定の歯周病菌が特定の循環器疾患と関連することが明らかになれば，多くの波及効果

が見込まれる。すなわち，歯周病菌の検索が特定の循環器疾患のリスク診断へとつながる可能性がある。こ

れまで以上に歯周病菌検査の重要性が認められ，特に医科からの需要が創出されると考えられる。さらに我々

は，チェアサイドでの簡便な細菌検査法の開発も目指している。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　本研究において協力を得たい関連領域としては，医療統計学，循環器内科学，臨床検査学を希望している。

　医療統計学に関しては，多くの被験者を対象とする臨床研究であるが，各種循環器疾患と歯周病菌罹患状

態との関連を評価するために有効な解析方法を検討したい。循環器内科学に関しては，歯周病菌感染と循環

器疾患との関連するメカニズムについて検討する。細菌検査の手法に関して，臨床検査学分野との共同で開

発していくことが効果的と考えている。

－ 6 －

3．歯周病原細菌と循環器疾患の関連の解明を目指す臨床研究

○青　山　典　生　　鈴　木　淳　一　　小　林　奈　穂　　花　谷　智　哉　　芦　垣　紀　彦

関　西　明日香　　金　子　　　誠　　始平堂　由　佳　　磯　部　光　章　　和　泉　雄　一

（東京医科歯科大学／歯周病学分野）

座 長　　高　柴　正　悟（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

午前11時

希望する協力分野：医療統計学，循環器内科学，臨床検査学

指定テーマ



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　超高齢社会を迎え，全身疾患を有する高齢者が増加し，多くの高齢者が薬剤治療を受けている。主な薬剤
投与法は，「経口内服」と「注射」であり，中でも「経口内服」は最も頻度の多い投与法であるが，嚥下機能
や認知機能の低下した高齢患者では，内服不可能な症例や誤嚥などの問題がある。
　一方，歯周病，口腔乾燥症，口内炎などの口腔局所疾患に対しても全身投与による薬剤治療が行われる。
口腔疾患に直接作用させることで薬用量を減少させ副作用を軽減し，口腔疾患に直接到達できる薬剤投与法
の開発が求められている。
　本研究の目的は，口腔粘膜によく接着し，一定時間で溶解する，高齢者でも安全に薬剤投与およびドラッ
グデリバリー（DDS）可能とする薬剤含有可食性フィルムを開発することであり，既に国立長寿医療研究セ
ンターの倫理委員会も承認済みであり，直ちに臨床研究が開始できる体制である。

�2 研究内容の斬新性
　本研究の斬新性は，口腔局所 DDS および全身への薬剤投与経路として，我が国古来の金箔技術を応用し
た可食性フィルムを用いる点であり，以下の特色を持つ。
　1 ）可食性フィルムは口腔粘膜によく貼り付き，水なしで使用でき，誤嚥の心配が少ない。
　2 ）可食性フィルムの多層化技術，薬剤コーティング技術で，フィルム溶解時間（10 秒から 6 時間）を調整

可能である。
　3 ）可食性フィルムは，食品由来の成分からなり安全である。
　4 ）口腔粘膜からの薬剤吸収は良好で，投与効率が良い。

�3 研究の発展性・進展性
　国立長寿医療研究センターでは，薬剤含有可食性フィルムの開発研究を産学官共同で進め，既に特許出願
（2 件）を完了し，近い将来，薬剤含有可食性フィルムを製品化し，社会貢献を行うことが可能な状況にあ
る。歯科のみならず，医科全般の高齢者でも安全に薬剤投与可能なドラッグデリバリーシステム（DDS）と
しての応用が期待でき，その発展性は大きい。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性
　医科に比較して歯科領域で関連が少ない製薬会社との産学官共同研究を行うことで，歯科領域における製
薬分野の発展が期待できる。直近では歯周病や表面麻酔に応用可能である。さらに，口腔で開発された技術
が高齢者の全身薬剤投与に応用可能であり，その対象全身疾患（�1 神経疾患，�2 循環器疾患，�3 消化器疾患，
�4 骨粗鬆症，�5 糖尿病，�6 認知症等）は多岐にわたり，極めて発展性が高い。
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4．薬剤含有可食性フィルムによる口腔疾患に対する新たなドラッグ
デリバリーシステム（DDS）の開発研究

○角　　　保　徳　　1） 深　山　治　久2）

（1）国立長寿医療研究センター／歯科口腔先進医療開発センター／歯科口腔先端診療開発部，

2）東京医科歯科大学大学院／麻酔・生体管理学分野）　　　　　　　　　　　　　　　　　

座 長　　櫻　井　　　薫（日本歯科医学会学術研究委員会委員，東京歯科大学教授）

午前11時25分

希望する協力分野：製薬会社（薬剤含有可食性フィルムの開発，販路として），　歯科商社（開発した薬剤含有可食性
フィルムの販路として），歯周病専門医（歯周病の局所投薬として），歯科麻酔専門医（歯科表面麻酔として）．内科
医（全身薬剤投与方法として）

自由課題

図　1　開発中の可食性フィルム 図　2　可食性フィルムの使用方法 図　3　可食性フィルムのイメージ



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　コンピュータ支援診断／検出（Computer Assisted Diagnosis／Detection，CAD）は，医科では盛んに研究開
発が進められ，マンモグラフィ，肺がん，大腸の分野では研究成果の一部が既に実用化されている。一方歯
科では，X 線写真を対象とした CAD の研究開発が開始された段階である。我々は，2009 年度より文部科学
省と岐阜県の援助（地域イノベーションクラスタープログラム都市エリア型，岐阜県南部エリア）を受け，
パノラマ X 線写真から動脈硬化につながる頸動脈石灰化の検出と解析，骨粗鬆症を発見するための下顎皮質
骨厚さの計測，及び上顎洞 X 線透過性の解析をコンピュータで自動処理する CAD システムを開発してきた。
岐阜県歯科医師会と共同でパノラマ X 線写真 CAD の臨床応用テストを展開し，1000 例を超えるパノラマ画
像データを蓄積するとともにシステムの機能を確認する事ができ，歯科においても本格的な CAD 導入の機
が熟している事を示した。2012 年からは，総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）の援助を
受け，新しい開発プロジェクトを開始している。その目的は，パノラマ X 線写真 CAD の機能を拡張すると
ともに，遠隔画像診断と連携して全身疾患に関係する異常所見の発見能を向上させる事にある。

�2 研究内容の斬新性
　我々が提案する方略は，歯科医がネットワークを通じてクラウド環境にある CAD にパノラマ X 画像を送
付し，異常像が発見された場合は，「遠隔画像診断」により画像診断専門医の基に送られてチェックを受けて
依頼医にフィードバックされる全く新しいものである。

�3 研究の発展性・進展性
　パノラマ X 線像は歯科の関心領域を総覧的に撮影し，殆どの施設で用いられている事から，数多くの疾患
に対して CAD の開発が期待される。また，広域の疫学調査や災害時の身元確認などへも，パノラマ画像 
CAD 技術の応用が期待される。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性
　本研究の推進には，歯学部歯科大学と歯科医師会および，情報工学領域，歯科関連企業および IT 関連企
業との連携と協力が必須である。
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5．パノラマ画像から全身疾患に関係する異常所見の発見を支援する
コンピュータ支援診断／検出（CAD）システムの開発

○勝　又　明　敏　　1） 有　地　榮一郎　　2） 藤　田　広　志3）

（1）朝日大学歯学部／歯科放射線学分野，　　　　　
2）愛知学院大学歯学部／歯科放射線学講座，　　　
3）岐阜大学医学系研究科／知能イメージ情報分野）

座 長　　佐　野　　　司（日本歯科医学会学術研究委員会副委員長，東京歯科大学教授）

午前11時50分

希望する協力分野：電気通信工学，情報工学，画像工学，医学放射線学

指定テーマ

パノラマ画像 CAD システムにおけるデータを流れ



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　成人性歯周炎の病原細菌である Porphyromonas gingivalis から分泌されるプロテアーゼのジンジパインは，
血栓形成を通じた冠動脈疾患への関与を始め全身疾患へ多彩な病原作用を発揮する可能性が指摘されている。
我々は，ジンジパインにより歯肉上皮細胞から慢性アレルギー性炎症の誘導に関わる IL－25，IL－33 および 
thymic stromal lymphopoietin（TSLP）が著明に誘導されること，成人性歯周炎患者の歯肉上皮組織には広範
囲に IL－33 が発現することを見出した。そこで本研究では，歯周炎により歯肉上皮細胞から産生される IL－
25，IL－33 および TSLP とアレルギー疾患の病態の関連性について，�1 アレルギー疾患患者の歯周組織およ
び単球由来樹状細胞を用いた in vitro 解析，�2 P. gingivalis 経口感染による喘息モデルマウスを用いた in vivo 
解析，�3 歯周治療によるアレルギー疾患の病態改善効果に関する臨床調査研究について検討を行う。

�2 研究内容の斬新性
　慢性アレルギー性炎症の誘導機序は，アレルゲンと最初に接触する上皮細胞や樹状細胞から産生された 
IL－25，IL－33 および TSLP による自然免疫応答の活性化と，それに続く Th2 応答の誘導が重要であること
が示唆されている。特に IL－33 は，最近発見された Th2 応答を強力に誘導するナチュラルヘルパー細胞の活
性化を担うマスターレギュレーターとして機能することが明らかにされている。歯周炎がアレルギー疾患の
リスク因子となる可能性を探る点で斬新である。

�3 研究の発展性・進展性
　近年，日本国内においてアレルギー疾患は増加傾向にあり，その対策は喫緊の課題である。本研究により，
歯周病原因子がアレルギー疾患の増悪・慢性化に関わる新たなエビデンスが明らかになれば，歯周炎の程度
やその罹患リスクに基づく予知性の高いアレルギー疾患の診断・予防法の開発が期待される。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性
　歯周炎がアレルギー疾患のリスク因子となる可能性を検討するうえで，アレルギー疾患を有する患者サン
プルを用いた解析と歯周治療によるアレルギー症状の改善効果を調べる必要があるため，アレルギー科およ
び歯周病科との連携が必要不可欠である。また，歯周炎によるアレルギー疾患への影響をエビデンスとして
確立し発信するため，医学統計学の協力が必要であると考える。

－ 9 －

6．ジンジパインによるアレルギー性サイトカイン誘導をターゲット
としたアレルギー疾患の制御

○多　田　浩　之　　1） 松　下　健　二　　2） 松　山　孝　司3）

　野　口　和　行　　3） 島　内　英　俊　　4） 清　浦　有　祐1）

（1）奥羽大学歯学部／口腔病態解析制御学講座／口腔細菌学分野，　　　

2）国立長寿医療研究センター／口腔疾患研究部，　　　　　　　　　　

3）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科／先進治療科学専攻 　　　　　

／顎顔面機能再建学講座／歯周病学分野，　　　　　　　　　　　　

4）東北大学大学院歯学研究科／口腔生物学講座／歯内歯周治療学分野）

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）

午後1時15分

希望する協力分野：アレルギー科，歯周病科，医学統計学

指定テーマ



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　チタンは耐食性にすぐれ，生体親和性が高く，アレルギーを起こすことが少ない金属材料として，日用品

から整形外科用の固定プレートや歯科用インプラントなどの医療材料として広く用いられている。しかし近

年になってチタンを原因とするアレルギーが疑われる症例が医科・歯科の各分野から報告されてきている。

我々は 1987 年より，歯科用金属アレルギー外来において金属アレルギー患者を対象とした疫学調査を行っ

ているが，最近チタンアレルギーが疑われる症例を経験したほか，チタン試薬を用いたパッチテストによっ

てアレルギー陽性を示す患者の増加を認めている。そこで本研究では，チタンアレルギーの現状を調査する

とともに，口腔内環境でのチタンの耐食性を評価し，金属アレルギーの原因となるチタンの持つ危険性につ

いて検討することを目的した。

�2 研究内容の斬新性

　本邦ではチタンアレルギーの報告例は多くはない。本院歯科用金属アレルギー外来ではこれまでにパッチ

テストで，チタンアレルギーの疑いがもたれた症例を 20 名以上経験しており，これらの患者に研究協力を

依頼し，口腔内環境等を評価するための臨床データを収集する。またチタン材料は一般に耐食性に優れると

言われているが，臨床では口腔内への溶出を認める症例を経験することもある。そこで種々の口腔内環境を

模した浸漬試験を用いて，チタンの溶出性について検討する。これらの臨床データと調査結果に基づいて，

チタンアレルギーの発症メカニズムについて検討を行う。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究により口腔内環境とチタンアレルギーとの関連が明らかになれば，歯科だけでなく生体材料として

チタンを用いている医療分野全体にとって意義のある知見が得られることが予想される。またチタン材料を

用いることの多い歯科用インプラントによるアレルギーの予防についても発展できると考えられる。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　本研究の成果によって整形外科や心臓血管外科などのチタンを用いた生体材料を扱う医科関連領域との連

携が期待できる。
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7．チタンアレルギー
―その現状と口腔内環境でのチタン材料の耐食性について―

○細　木　真　紀　　西　川　啓　介　　薩　摩　登誉子　　竹　内　久　裕　　松　香　芳　三

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部／咬合管理学分野）

座 長　　吉　山　昌　宏（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

午後1時40分

希望する協力分野：歯科（歯科補綴学，歯科理工学，免疫学），医科（皮膚科学，内科学，整形外科学，免疫学）

指定テーマ



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　不健全な睡眠は日常生活だけでなく口腔の健康にも悪影響を及ぼす。不健全な睡眠と関連する睡眠ブラキ

シズムは顎口腔領域に機能異常を生じ，歯周組織，咀嚼筋，顎関節，補綴装置などが破壊されて咀嚼機能が

低下や顎顔面領域の慢性疼痛を招くなど歯科領域において大きな研究課題である。

　我々は，独自に開発した磁気計測技術を基に世界で初めて終夜欠落のない顎運動と生体信号データの記録

が可能な測定システムを開発した。これを用いて睡眠データを蓄積し睡眠ブラキシズム時の顎機能解析法の

研究を行っている。これまでの研究成果を発展させ，コンピュータ支援による歯科医療（Digital Dentistry）

を活用することで睡眠ブラキシズムにおける咬合接触状態の可視化診断システム開発を目指す。

�2 研究内容の斬新性

　顎口腔系の症状の発現には，睡眠ブラキシズム時の下顎位・咬合接触部位，その持続時間や強さが影響し

ていると考えられるが，睡眠中にどの歯のどの部位が咬合接触しているのか，またそれぞれの時間経過はど

のようになっているのかなどについてはこれまで測定手段もなく，明らかにされていない。

　本研究では顎運動データと歯列 3 次元形態データから咬合面間に何も介在させずに睡眠中の動的咬合接触

を観察できる方法（咬合可視化）を世界で初めて確立する。

�3 研究の発展性・進展性

　この可視化技術により，どのような睡眠ブラキシズムが顎口腔系に機能異常を及ぼすのか明らかにし，

Digital Dentistry を活用した睡眠時ブラキシズムの診断法を世界に先がけて発信する。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　不健全な睡眠と関連する歯科的問題には，睡眠ブラキシズムの他に睡眠時無呼吸症候群（SAS）や顎機能

障害などが存在する。しかしながら，これらの障害と睡眠障害との関連は十分に解明されておらず，診断や

治療においても医科と歯科の連携が必要である。またコンピュータ技術を十分活用するために工学分野との

連携が必要である。本研究を実施するためには医歯工連携が有用である。
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8．Digital Dentistry を活用した睡眠ブラキシズム診断システムの開発

○重　本　修　伺　　大　倉　一　夫　　薩　摩　登誉子　　鈴　木　善　貴　　松　香　芳　三

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部／咬合管理学分野）

座 長　　竹　重　文　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，

大阪大学歯学部附属病院教授）　　　

午後2時05分

希望する協力分野：生理学，耳鼻咽喉科学，神経内科学，呼吸器内科学，情報処理工学

自由課題



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　脱分化脂肪細胞（Dedifferentiated Fat Cells：DFAT）は採取に伴う侵襲が少なく，骨，軟骨，脂肪などに分

化する多分化能を有する。我々は同一患者の頬脂肪体から DFAT と脂肪幹細胞（Adipose Stem Cells：ASC）

を獲得し，骨芽細胞分化誘導培地を用いて培養することで，DFAT は ASC と比較して骨芽細胞分化マーカー

の発現量が上昇することを証明した。また，イヌの DFAT についてもすでに獲得しており，同様の結果を得

ている。イヌを用いた顎骨再生におけるトランスレーショナル研究を行ない，臨床応用へと繋げることを目

的とする。

�2 研究内容の斬新性

　頬脂肪体は皮下脂肪と異なり体表面に傷をつけずに採取可能な脂肪組織であり，口腔内の解剖に熟知した

歯科医師にとって入手しやすい部位である。DFAT，ASC はどちらも脂肪組織から獲得されるが，DFAT は脂

肪組織中の成熟脂肪細胞に由来するため均一な細胞集団である。純度が高い細胞集団である DFAT は未分化

な細胞の割合が高く，歯科再生医療の標的となる臓器の細胞へと分化する能力が高い可能性がある。上記の

特徴を有する頬脂肪体由来 DFAT を臨床応用するため中型動物を用いた臨床モデルでトランスレーショナル

研究をすることが斬新な点である。

�3 研究の発展性・進展性

　中型動物は齧歯類に比較してモデルが作製しやすく，寿命も長い。本研究を発展させることで，シェーグ

レン症候群などの唾液腺疾患や下歯槽神経などの末梢神経損傷など，有効な治療法のない歯科領域の疾患に

対する自己細胞移植治療に貢献できることになると考える。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　トランスレーショナル研究後に DFAT の臨床応用を行うためには，GMP 基準に準拠した細胞調整を可能

とするセルプロセッシングセンター（CPC）が必要である。そのため CPC を有する他施設の研究者とグルー

プを形成することは本研究遂行のため不可欠である。

－ 12 －

9．脱分化脂肪細胞を用いた顎骨再生におけるトランスレーショナル研究

○岸　本　直　隆　　1,3） 百　田　義　弘　　1,3） 橋　本　典　也2）

安　東　佳代子　　1） 大　政　健　史　　3） 小　谷　順一郎1）

（1）大阪歯科大学／歯科麻酔学講座，　　　　　　　

2）大阪歯科大学／歯科理工学講座，　　　　　　　

3）徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部）

座 長　　前　田　初　彦（日本歯科医学会学術研究委員会委員，愛知学院大学歯学部教授）

午後2時30分

希望する協力分野：トランスレーショナル研究後に脱分化脂肪細胞移植の臨床応用を行うためには，GMP 基準に準
拠した細胞調整を可能とするセルプロセッシングセンター（CPC）が必要である。そのため CPC を有する他施設の
研究者との協力を希望する。

自由課題



�1 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

　インプラントは骨から歯肉軟組織を貫通しつつ生体内に留置されるが，硬組織と軟組織が接着しやすい表

面性状や化学組成は異なっているため，表面構造を単純化することが困難である。また，口腔内に露出して

いる部位では細菌が接着しにくい表面が求められていることより，骨・軟組織界面とは正反対の機能が求め

られているといえる。これまでに我々は骨，軟組織や微生物とインプラントとの界面に多角的検討を加え，

多数の知見を蓄積してきた。このバックグランドから，本研究では種々のインプラント界面の成立機序の解

明と，健康な界面の持続を目指すことを目的とする。

�2 研究内容の斬新性

　インプラントに対する骨や軟組織の接着・結合性向上に対してはこれまでに数多くの研究がなされている

が，本研究では上記のように相反する機能を表面に包含したインプラントの開発を目指しており，その点に

おいてこれまでにあまり例がない。また，インプラントは一度良好な骨界面，歯肉界面を得たとしても，そ

れを維持することは容易ではなく，その結果インプラント周囲炎やインプラントの脱落といった結果を招く

こともある。本研究では獲得した界面を良好な状態で維持することにも主眼をおいており，この点も斬新で

あると考えている。

�3 研究の発展性・進展性

　本研究は歯科の多くの分野はもちろんのこと，インプラントメーカーや整形外科領域を中心とする医科の

一部にも関連する研究テーマであり，発展性において非常に期待できると考えている。

�4 関連領域とのグループ形成の有用性

　本研究はチタンやジルコニア等インプラントに用いる材料と骨の接着，歯肉の接着，細菌の接着を取り扱

うものであり，それぞれの分野に密接に関わる研究分野との協同は必須である。

－ 13 －

10．インプラント―生体界面の統合的理解と持続性ある界面獲得の
ストラテジー

○鮎　川　保　則　　熱　田　　　生　　古谷野　　　潔

（九州大学大学院歯学研究院／口腔機能修復学講座／インプラント・義歯補綴学分野）

座 長　　市　川　哲　雄（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　　　

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授）

午後2時55分

希望する協力分野：歯周病学，微生物学，歯科理工学，生体材料学，口腔外科学

自由課題
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■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 25 年 1 月 12 日（土）
　　　　　10：00 開会／10：10 午前の部／13：15 午後の部／16：00 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 10 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＞


