第35回「歯科医学を中心とした総合的な
研究を推進する集い（令和元年度）」

抄

録

日 本 歯 科 医 学 会

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 35 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
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8 題について

第 35 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

令和元年 8 月 28 日（水）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

10：00 〜 10：10

開

10：10 〜 10：25

1 ．放射線性う蝕に対するう蝕進行抑制含嗽液の開発
演者：松 﨑 久美子（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
歯科保存修復学分野）
質疑応答
座長：二階堂
徹（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
朝日大学歯学部教授）

10：25

10：35 〜 10：50

10：50

11：00 〜 11：15

11：15

11：25 〜 11：40

11：40

会 式
［司 会］
開会の辞
挨
拶
経過報告

日本歯科医学会常任理事 尾 松 素 樹
日本歯科医学会副会長
松 村 英 雄
日本歯科医学会会長
住 友 雅 人
日本歯科医学会常任理事 尾 松 素 樹

2 ．CT 値を用いた上気道周囲筋の評価と上気道流体シミュレーシヨンを併用
した閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療戦略の展開
演者：岩 﨑 智 憲（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
小児歯科学分野）
質疑応答
座長：槇
宏太郎（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）
3 ．総頚動脈分岐部石灰化の有無と歯周病による歯槽骨吸収との関連につい
ての臨床的研究
〜医科歯科連携における画像診断利用の有用性について〜
演者：出 分 菜々衣（松本歯科大学歯科保存学講座）
質疑応答
座長：山 田
聡（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
東北大学大学院歯学研究科教授）
4 ．振動刺激による睡眠時ブラキシズム抑制装置の実用化に向けて
演者：小 原 大 宜（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
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）
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11：50 〜 12：05

12：05

12：15 〜 13：15
13：15 〜 13：30

13：30

13：40 〜 13：55

13：55

14：05 〜 14：20

14：20

5 ．超高齢社会に根差した新規う蝕予防法の開発
―遺伝子編集プロバイオティクスの応用化を目指して―
演者：眞 島 いづみ（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）
質疑応答
座長：山 本 龍 生（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教授）
〈休

憩〉

6 ．睡眠ポリソムノグラフィーによる睡眠中の嚥下運動の解析
演者：河 野
茜（日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科
全身関連臨床検査学講座）
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）
7 ．レドックスバイオロジーを基盤とした骨再生技術の創成
演者：渡 辺
隼（東北大学大学院歯学研究科
分子・再生歯科補綴学分野）
質疑応答
座長：上 條 竜太郎（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）
8 ．血中マイクロ RNA を介した金属アレルギーの感作・発症機序の解明
演者：細 木 真 紀（徳島大学大学院医歯薬学研究部
顎機能咬合再建学分野）
質疑応答
座長：清 島
保（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）

14：30 〜 15：15

ポスターディスカッション

15：15

閉

会

の

辞

日本歯科医学会常任理事
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尾

松

素

樹

午前10時10分

1．放射線性う蝕に対するう蝕進行抑制含嗽液の開発
○松 﨑 久美子
木股

敬裕

松﨑

秀信

吉山

昌宏

勝井

（岡山大学大学院

座 長

二階堂

邦彰

久保

医歯薬学総合研究科

和子

假谷

伸

歯科保存修復学分野）

徹（日本歯科医学会学術研究委員会委員，朝日大学歯学部教授）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
頭頸部癌に対する放射線治療の晩期有害事象のひとつに不可逆性の唾液腺障害がある。発表者が行った疫
学調査（承認番号 1706 44）では，頭頸部癌放射線治療後の唾液分泌量は正常値の約 1/3 まで減少していた。
唾液分泌量の低下，それに伴う緩衝能の低下，口腔内自浄作用の低下はいわゆる「放射線性う蝕」の発症に
つながり，頭頸部癌治療後の生活の質を著しく低下さ
せる。一般に推奨されているフッ化物によるう蝕予防
効果には限界があり，放射線性う蝕は一度発症すると
急速かつ多発的に進行する（右図）。本研究では，患者
がセルフケアとして導入可能な，う蝕進行抑制のため
の含嗽液の開発を目的としている。
②研究内容の斬新性
唾液分泌能が低下した患者に対する人工唾液の処方，市販の保湿剤やガムの使用は，口腔内の失われた水
分の一時的な補充に過ぎず，持続的なう蝕予防効果，う蝕進行抑制効果は期待できない。本研究では，保湿
剤であるグリセリン，緩衝能を有する薬品，う蝕進行抑制効果を発揮する亜鉛やフッ化物を配合した薬剤を
開発する。この薬剤を含嗽液として処方することで，誰もが容易に使用可能で画期的なセルフケア法が確立
できる。
③研究の発展性・進展性
含嗽タイプのう蝕進行抑制剤は，頭頸部癌放射線治療後の患者の他に，高齢者，多剤服用による口腔乾燥
やシェーグレン症候群の患者にも応用できる。また，高齢化に伴い，今後増加が予想される在宅患者，認知
症患者に対しても導入が容易で，発展性が高い研究である。
④関連領域とのグループ形成の有用性
本研究で開発する薬剤は，生涯にわたり毎日の含嗽として取り入れることを想定している。そのため，効
能のみならず，安全性，コスト面も重要視する必要がある。医薬品開発の分野とグループを形成することで，
実現可能と思われる。
希望する協力分野：医薬品開発の分野
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午前10時35分

2．CT 値を用いた上気道周囲筋の評価と上気道流体シミュレーシヨ
ンを併用した閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療戦略の展開
○岩 﨑

智憲

柳澤

彩佳

佐藤

秀夫

山﨑

要一

菅

北斗

白澤

良執

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

座 長

槇

奥

陽一郎

小児歯科学分野）

宏太郎（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）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）は原因部位の特定方法が
確立されていないため，永続的な持続陽圧呼吸や口腔内装置等
による対症療法が標準治療とされ，根治療法による対応が待ち
望まれる。これまで演者は CT データから上気道 3 次元モデル
を構築し，流体解析により上気道の通気状態を評価する上気道
流体シミュレーションを開発し（図 1，鹿児島大学知的財産），
本会で報告した（平成 24 年度総合的研究推進費課題に採択）。
図 1 上気道流体シミュレーション解析の流
その後，本法は OSAS 原因部位の特定方法として，また小児で
れ
は上顎急速拡大や下顎前方誘導，成人ではスタンフォード大学 A：上気道モデルの流体解析 B：通気状態の評価
との共同研究で上下顎前方移動術の歯科的治療方法としての有 （左 圧力，右 速度，矢印；通気障害部位）
効性を示してきた。しかし，いびき・無呼吸は筋の弛緩する就
寝中に生じ，OSAS は筋力の弱い高齢者，脳性麻痺，ダウン症
で高頻度に認められることから，OSAS の診断治療にはこれま
で行った上気道形態に基づく上気道流体シミュレーションに加
えて上気道周囲筋の評価が必要と考えた。そこで今回，CT 画
像から得た CT 値を用いた上気道周囲筋の機能的評価方法（図
2）を確立し，上気道を形態だけでなく機能的に評価すること
で，OSAS の診断治療に応用したい。
図 2 CT 値による上気道周囲筋（舌，
口唇）の評価

②研究内容の斬新性
本研究はこれまで全く取り組まれていなかった睡眠中の筋の
状態に比較的近い覚醒安静時の上気道周囲筋の CT 値による筋
の組成から機能的に評価しようとする斬新な試みで，従来の覚
醒時の最大筋力を評価する舌圧や口唇閉鎖圧の評価と異なり，
睡眠無呼吸時の実態に即した画期的な解析方法である。

A：正常児，舌の CT 値（HU）は全般に
高く，筋（＋35〜＋100 HU）が多く分布
する一方，口唇は筋の分布が少ない。
B：重度 OSAS 小児，舌の CT 値は全体に
低値で，脂肪（−1〜−190 HU）が比較的
多く，弛緩しやすいことが予想される。
一方，口唇は比較的筋が多い。

③研究の発展性・進展性
上気道周囲筋の機能的評価が可能になることで，筋機能に由来する上気道閉塞への影響，ならびに OSAS
の原因部位の特定，その部位に適した筋機能訓練法の選択と治療効果判定等，幅広く応用可能で，OSAS の
診断治療の大きな進展が見込める。さらにその他の呼吸器疾患の診断や，口腔機能発達不全症の口腔周囲筋
の評価指標としても，本研究は臨床的に幅広く展開可能である。
④関連領域とのグループ形成の有用性
歯科・医科の幅広い分野の研究グループ形成で，OSAS 治療成績向上に繋がる多くのエビデンスの発信が
可能となり，その結果，OSAS に伴う全身への影響や交通事故等で年間 3 兆円ともいわれる医療経済の損失
軽減に貢献できる。
希望する協力分野：矯正歯科，口腔外科，小児科，麻酔科，呼吸器科，耳鼻咽喉科，放射線科，リハビリ科，自動車
産業
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午前11時00分

3．総頚動脈分岐部石灰化の有無と歯周病による歯槽骨吸収との関連
についての臨床的研究
〜医科歯科連携における画像診断利用の有用性について〜
○出 分 菜々衣

石岡

康明

田口

明

吉田

明弘

吉成

伸夫

（松本歯科大学歯科保存学講座）

座 長

山田

聡（日本歯科医学会学術研究委員会委員，東北大学大学院歯学研究科教授）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
歯周病が心筋梗塞や脳卒中の原因である動脈硬化のリスク因子であることが多くの疫学研究より報告され
ているが，脳血管障害の原因となる頚動脈石灰化の有無と歯周病による歯槽骨吸収との関連についての報告
は我々が知る限り認められない。そこで，本研究では CT（Computed Tomography）画像から判定される頚
動脈分岐部石灰化の有無とパノラマ X 線画像による歯槽骨吸収率の関連性についての横断研究を行い，画像
診断による医科歯科の双方向的な連携を促進することを目的とする。
これまでの実績として，2014 年から 2018 年に松本歯科大学病院を受診した 295 名（男性 167 名，女性 128
名）
，平均年齢は 64.6±11.8 歳（年齢範囲：30〜95 歳）の対象者に調査を実施した。CT 画像所見から頚動脈
石灰化と頚動脈非石灰化の 2 群に分け，分析を行った結果，多変量解析において，因子調整後も歯槽骨吸収
率は，頚動脈石灰化と有意に関連していた（修正オッズ比：1.26，95％信頼区間 1.19 1.34，P＜0.001）。また
ROC 解析の結果，ROC 曲線下面積は 0.93（95％信頼区間，0.60 0.96）となり，歯槽骨吸収率測定により頚
動脈石灰化を高い感度で予測できることが判った。
②研究内容の斬新性
通常，歯周組織の評価としてはプロービングポケットデプス，クリニカルアタッチメントレベル，Bleeding on Probing，歯の動揺度等が使用されるが，熟練した術者が施行しても個人間や他者との評価の差が認め
られることが多い。本研究のねらいは，パノラマ X 線画像を用いて歯槽骨吸収を計測することで，簡便で差
の少ない歯周疾患の評価を行うこと，さらに医科と歯科から提供された画像診断を用いることにより，双方
向的な連携のきっかけとなる可能性を模索するものである。
③研究の発展性・進展性
今後は，縦断的検討を進めるとともに，動脈硬化が進行する年代のみではなく，若年層からもデータを集
めることにより，動脈硬化および歯周疾患の発症の予測が可能になると考えられる。また，画像は近年，デ
ジタルにて保存可能であるため，患者の同意を得ることができれば，医科歯科において相互に提供すること
ができる。
④関連領域とのグループ形成の有用性
脳神経外科および脳血管外科等から頚部 CT 画像の提供を受けることが可能な場合，画像にて医科および
歯科が双方の疾患を早期発見できる点。

希望する協力分野：歯科放射線学分野，歯周病学分野，医科放射線学分野，脳神経外科分野，脳血管外科分野
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午前11時25分

4．振動刺激による睡眠時ブラキシズム抑制装置の実用化に向けて
○小 原

大宜

中 里 友香理

中村

浩崇

高場

雅之

安部

友佳

菅沼

岳史

井上

佐藤

薫

吉田

真

馬場

一美

政昭

（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

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）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
睡眠時ブラキシズム（SB）によって生じる過大な咬合力は，顎口腔系に様々な破壊的作用をもたらすた
め，良好な歯科治療の予後を得るには SB の適切な診断と管理が必須である。そこで我々は，スプリント内
に組み込んだ圧センサで SB を検出し，検出された SB エピソードに対応して歯列に振動刺激を加える振動
フィードバック装置を開発した。本研究は，振動フィードバック装置を長期的に使用した場合の，SB 抑制へ
の有効性を検証するとともに，本装置の SB 診断機器及び治療機器としての実用化を目的とする。
②研究内容の斬新性
SB への対応は，歯列を過大な咬合力から保護可能なスプリント療法が一般的だが，SB そのものの抑制効
果は短期的で限界がある。我々の開発した装置は，スプリントの最大の利点である歯周組織の保護効果を残
しつつ，SB 筋活動の持続時間を短縮させる効果がある。現在，圧センサの出力を基にした SB の診断機能を
装置に付与し，さらに温度および加速度センサを組み込んでコンプライアンスの確認ができるよう改良を加
えているが，このようなシステムは国内外に例がなく，斬新性がある。
③研究の発展性・進展性
現在，SB の臨床診断は臨床兆候をもとに行われることが殆どで，その診断精度は高いとは言えない。本装
置は，変動を生じうる SB を咬合面に加わる力を指標として記録できることから，個々の患者の SB の頻度・
強度の適切な診断が可能になる。本装置が実用化されれば，SB の抑制だけではなく，個々の患者の SB の程
度や症型に応じて最適な歯科治療を提供することができるため，患者 QoL の向上や我が国の医療費の削減等
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，株式会社スカイネット，株式会社アイ・ティ・エンジニアリング，コアフロント株式会社と連
携し開発を進めてきたが，本装置の SB 診断精度を更に向上させ，運用システムの構築を行って，睡眠情報
の統合を行う IoT 機器として発展させるためにグループ形成は必須である。

希望する協力分野：歯科メーカー，PMDA，医療工学
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午前11時50分

5．超高齢社会に根差した新規う蝕予防法の開発
―遺伝子編集プロバイオティクスの応用化を目指して―
○眞 島 いづみ
清浦

有祐

Yu Chieh Liao

中澤

太

河村

Elaine Haase

Frank Scannapieco

好章

玉 井 利代子

（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

山本龍生（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
歯学研究科教授）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
我が国におけるう蝕罹患率は，依然として高率を維持し
ており，その予防には，適切な「ブラッシング」が代表的
方法とされている。しかし，高齢者や体の不自由な方々に
とっては，このブラッシング自体が困難であり，本法に代
わる新規う蝕予防法の確立が急務である。
我々はこれまで，う蝕の直接的原因となる「乳酸」を主な栄養源とする Veillonella 属細菌が，口腔内で一
つのマジョリティを形成し（Mashima et al., PLOS ONE, 2017），そのエネルギー代謝経路を適切に制御する
ことで，その「乳酸」消費能を高められる可能性を見出した（Mashima et al., IJSEM, 2018）。
本研究は，口腔 Veillonella に生体安全性の高い遺伝子編集（図）を施し，
「乳酸」消費能を活性化させた株
をシーズとする，
「遺伝子編集プロバイオティクス」の開発，臨床応用を行うことで，高齢者等にもその利用
が簡便な，新規う蝕予防法の確立を目的とする。
②研究内容の斬新性
厚労省は，ゲノム編集食品について，遺伝子を切断して機能を失わせる手法を用いた場合は，食品衛生法
で義務付ける安全審査の対象から外す考えを示した。我々が考える「遺伝子編集プロバイオティクス」とい
う概念は今までにない斬新な概念であるが，現在の科学技術を駆使すれば，十分に実現可能である。
③研究の発展性・進展性
本研究の具体的な成果を報告することによって，遺伝子編集プロバイオティクスが，歯周病や他の口腔感
染症，また，それらと因果関係が報告されている全身疾患の予防へ応用・発展できる可能性が考えられる。
④関連領域とのグループ形成の有用性
遺伝子編集株をプロバイオティクスへ応用するにあたり，具体的な食品開発が必要となる。食品化学や食
料資源分野，また応用微生物学分野に加え，実用化に向けて老年医学や介護福祉関連分野とのグループ形成
が有用である。
希望する協力分野：食品化学分野，食料資源分野，応用微生物学分野，老年医学分野，介護福祉関連分野
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午後1時15分

6．睡眠ポリソムノグラフィーによる睡眠中の嚥下運動の解析
○河 野

茜

渡邉

和彦

大越

章吾

河野

正己

（日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科全身関連臨床検査学講座）

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）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
食事中に生じる誤嚥の研究は多々あるが，睡眠中に生じる誤嚥については殆ど研究されていない。睡眠中
の観察は難しい課題であったが，最近では睡眠ポリソムノグラフィー（以下，PSG）という検査が行われる
ようになった。これは睡眠中の脳波，呼吸，筋電図などの生体信号を記録し，睡眠の質，呼吸，循環，筋活
動を調べる検査で，睡眠時無呼吸症候群や睡眠関連ブラキシズム（レム睡眠行動異常症）の診断手法として
すでに歯科医療に応用されている。さらに私たちは口腔周囲筋の活動をみるのに特化した歯科医療用の PSG
も提案している（日本睡眠学会編

改訂版臨床睡眠検査マニュアル ISBN978 4 89801 527 8 C3074）。

本研究ではこの歯科医療用 PSG を用いて睡眠中の嚥下運動や誤嚥を解析し，その頻度や重症性について検
討する。
②研究内容の斬新性
PSG を用いて客観的に睡眠中の嚥下運動を調べた研究は殆どないため睡眠中に生じる嚥下運動や誤嚥の
実態はまだ解明されていない。歯科医療用 PSG を用いて睡眠中の嚥下運動，誤嚥のタイミングや程度を客観
的に把握し，その実態を解明することができれば誤嚥性肺炎の予防にもつなげられ，歯科医療や全身医療へ
大きく貢献することができる。
③研究の発展性・進展性
歯科医療用の PSG は無侵襲な検査であり，様々な疾患の様々な病態において応用しやすく，通常の PSG
としても使用できる。したがって，嚥下障害患者や睡眠関連ブラキシズム（レム睡眠行動異常症）患者はも
とより，口腔がん術後や顎変形による口腔機能低下患者，もちろん睡眠時無呼吸症候群患者の診断にも適用
可能である。
④関連領域とのグループ形成の有用性
①食事中の誤嚥を対象とする摂食嚥下学，②術後の誤嚥性肺炎に悩む口腔外科学，③誤嚥の合併が多い睡
眠時無呼吸症候群を対象とする歯科補綴や矯正歯科とのグループ形成が有用である。

希望する協力分野：歯科医学
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午後1時40分

7．レドックスバイオロジーを基盤とした骨再生技術の創成
○渡 辺

隼

山田

将博

江草

宏

（東北大学大学院歯学研究科／分子・再生歯科補綴学分野）

座 長

上條竜太郎（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）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的

骨再生技術の開発は，歯科医学の発展にとって重要な課題である。

人工多能性幹細胞（iPS 細胞）は個別医療に向けた再生医療技術の開
発や創薬，疾患解明のツールとして応用されている。我々はこれまで，
iPS 細胞から高度に石灰化した三次元的骨様組織を作製することに成
功した（Okawa H et al., Stem Cells Int. 2016）。しかし，臨床応用に向
けて，さらなる骨芽細胞分化誘導効率の向上が求められている。一方
で，我々は，間葉系幹細胞（MSC）の細胞内レドックス環境を制御す
ることで，抗炎症作用や抗アポトーシス能といった機能を向上させ，
MSC 局所移植による骨再生効果を高めることに成功した（Watanabe J

図1

抗酸化処理による骨形成
の促進

et al., Biomaterials. 2018）
（図 1）。また近年，細胞内レドックス環境が胚性幹細胞の運命決定においても重要
な役割を担うことが示唆されている。そこで，これまで培ってきた細胞内レドックス環境制御技術を活かし，
より効率的な iPS 細胞の骨芽細胞分化誘導技術の開発を着想した。
本研究の目的は，レドックスバイオロジーを基盤とした iPS 細胞の骨芽細胞分化誘導技術を開発し，新た
な骨再生技術を創成することである。
②研究内容の斬新性

細胞内レドックス環境の制御に着目し，iPS 細胞の骨芽細胞分化誘導技術に応用した研究はこれまでにな

く，新規性および創造性が高い。また，細胞内レドックス環境の変化と iPS 細胞の骨芽細胞分化との関連を
解析することで幹細胞分化の分子生物学的機序の解明にも繋がるため，幹細胞生物学の先端的研究になり得
る。
③研究の発展性・進展性

細胞内レドックス環境は細胞増殖やアポトーシス誘導などにも深く関与するため，その制御は iPS 細胞の

大量培養や腫瘍化抑制の技術開発にも繋がる発展性がある。本研究は骨再生医療に新たな視点を導くことが
期待され，歯科領域にとどまらず，整形外科領域を中心に幅広い発展性が見込める。
④関連領域とのグループ形成の有用性

本研究の遂行にあたり，レドックス関連分子の検出について，環境医学分野，工学系分野，分子生物学領

域の研究者との連携が必須となる。
希望する協力分野：環境医学分野，工学系分野，分子生物学分野
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午後2時5分

8．血中マイクロ RNA を介した金属アレルギーの感作・発症機序の
解明
○細 木

真紀

ZHANG YUEHUI

宮城

麻友

松香

大島

清島

井上

美穂

成谷

美緒

芳三
（徳島大学大学院

座 長

正充

医歯薬学研究部

顎機能咬合再建学分野）

保（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）

①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
金属アレルギーは遅延型アレルギーであり，T リンパ球が関与して発
症すると言われているが，随伴する扁平苔癬や掌蹠膿疱症や全身性接触
皮膚炎症候群等の重篤な症状の発症メカニズムは未解明である。診断方
法はパッチテストが第一選択であるが，試薬貼付による感作のリスクや
複数回受診の必要性等の問題点がある。
一方，マイクロ RNA（miRNA）は生体内に存在する 22 塩基長程度の
小さな RNA で，遺伝子からタンパク質への翻訳過程を制御することが
知られている。近年の研究で，がん等の疾患にともなって患者の血液中
で種類や量が変動することが明らかになり，次世代バイオマーカーとし
て注目されている。本研究は，医科歯科連携を強く進めている歯科用金
属アレルギー外来の特徴を生かし，種々の金属アレルギー症状を有する
患者の協力を得て行う。術前・パッチテスト貼付後の経時的な末梢血
miRNA 解析を行い，金属アレルギー症状惹起の特異的遺伝子を同定し，
新しい診断マーカーを確立することによって，非侵襲的かつ簡便な診断
方法の確立を目的とする。

パッチテスト前後のクラス
ター解析結果

左より縦に 3 列がパッチテスト前
続く 3 列がパッチテスト 72 時間後
さらに続く 3 列がパッチテスト 1
週間後
□で囲んだ 1 週間後において，
パッチテスト前や 72 時間後とは
異なる傾向を認める。

②研究内容の斬新性
アレルギー疾患においては有用な診断バイオマーカーは未だ確立されていない。また，多くのアレルギー
疾患関連 miRNA 解析がバイオプシーによる検体を用い，疾患の有無で検討しているのに対し，専門外来を
有する我々は，経時的に血中 miRNA の変動を追うことが可能で，感作・発症に即した条件下で解析を行う
点が斬新である。
③研究の発展性・進展性
陽性金属除去後の症状の変化と miRNA の変動を追うことで，症状寛解すなわち治療につながるマーカー
を探索する。診断マーカーとしてのみでなく，病態を予測するバイオマーカーや治療標的にもつながる可能
性がある。
④関連領域とのグループ形成の有用性
miRNA 解析に精通しているグループと共同研究ができれば，本研究の成果を共有することで，迅速に信頼
性の高いバイオマーカーが確立でき，新規治療法の開発のために有用と考える。
希望する協力分野：歯科（歯科補綴学，口腔病理学，免疫学，生化学），医科（皮膚科学，内科学，耳鼻科学，免疫
学，病理学）
，薬学
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