第３７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３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作り、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。
このような視点から、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交換し、同志を募るということを目的とし
て、第３７回の「集い」を開催することになりました。
今年度も「集い」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、オンライン【ラ
イブ】配信にて実施いたします。
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。

◆口演２０分の後、質疑応答１０分
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第３７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
場 所
主 催

14:00 ～14：10

14:10 ～14:30

14:30

14:40 ～15:00

15:00

15:10 ～15:30
15:30

15:40 ～16:00

16:00

16:10 ～16:20

開会式
[司 会]
開会の辞
挨
拶
経過報告

日本歯科医学会理事
日本歯科医学会副会長
日本歯科医学会会長
日本歯科医学会常任理事

令和４年２月１５日（火）午後２時
オンライン【ライブ】配信
日 本 歯 科 医 学 会

馬
松
住
尾

場
村
友
松

一
英
雅
素

美
雄
人
樹

1. 『見つける』・『清める』・『護る』の概念を取り入れたwith/postコロナ社会
における安心・安全な環境づくり
演者：足 立 哲 也（京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学）
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，
神奈川歯科大学教授）

2. 歯周炎による糖尿病性腎症増悪メカニズムの解明
演者：新 城 尊 徳（九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座歯周病学分野）
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，
岡山大学学術研究院医歯薬学域教授）

3. アルカリフォスファターゼの硬組織結合制御による新規歯周組織再生療法の開発
演者：長 﨑 敦 洋（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：横 瀬 敏 志（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
明海大学歯学部教授）

4. 予知性の高い骨増生法の開発を目的とした抗酸化物質エダラボンによる移植細胞
の生存率向上と機能温存
演者：江 口 香 里（新潟大学医歯学総合病院冠・ブリッジ診療科）
質疑応答
座長：江 草
宏（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）

〈休 憩〉
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16:20 ～16:40
16:40

16:50 ～17:10

17:10

17:20 ～17:40

17:40

17:50 ～18:10

18:10

18:20

5. VR 技術を活用した歯科治療時の全身的偶発症対応シミュレーションコースの開発
演者：岸 本 直 隆（新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野）
質疑応答
座長：水 田 健 太 郎（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）

6. Additive Manufacturing によるジルコニアクラウンの臨床展開へ向けた
色調再現法の確立
演者：三 浦 賞 子（明海大学歯学部機能保存回復学講座
クラウンブリッジ補綴学分野）
質疑応答
座長：二 瓶 智 太 郎（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
神奈川歯科大学教授）

7. AI を活用した暑熱環境下での脱水予測システムの開発
－口腔水分量や舌状態、顔色などの身体データ情報による最適指標の探索－
演者：田 邊
元（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
質疑応答
座長：田 口
明（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
松本歯科大学歯学部教授）

8. SARS-CoV-2 へのエタノール、次亜塩素酸水、オゾン水の不活化効果検証と不活化
メカニズム解明－WHO（世界保健機関）と CDC（米国疾病対策センター）の手指衛
生ガイドラインへの提言－
演者：王
宝 禮（大阪歯科大学歯学部）
質疑応答
座長：増 田 宜 子（日本歯科医学会学術研究委員会委員，
松本歯科大学歯学部教授）

閉会の辞 日本歯科医学会理事
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馬 場 一 美

▯午後２時１０分

1. 『見つける』・『清める』・『護る』の概念を取り入れた with/post コロナ社会
における安心・安全な環境づくり
○足立

哲也，扇谷

松田

修 ，金村

えり子，宮本
成智

奈生，新屋

政春，山本

（京都府立医科大学

俊郎，Giuseppe Pezzotti，

大学院医学研究科

歯科口腔科学）

座長：山本 龍生（日本歯科医学会学術研究委員会委員，神奈川歯科大学教授）
①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）では、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が飛沫を介し、”ヒト”か
ら”ヒト”へ伝搬する。SARS-CoV-2 は、ステンレスやプラスティックの表面で最大 72 時間、サージカルマスク
上では最大 7 日間、感染力を維持していることが知られている（Doremalen NV 等. NEJM .2020）,（Chin
A 等. Lancet Microbe.2020）。 COVID19 の感染拡大を防止するには、『見つける』・『清める』・『護る』技
術の最適な配備が必須となる。
本研究は、SARS-CoV-2 だけでなく様々な病原体を検出し、抗ウイルス活性を有する機能性材料を創生
することで、 with/post コロナ社会における安心で安全な医療環境の構築を目指す。
②研究内容の斬新性
病原体を『見つける』技術として、ラマン分光法に着目した。ラマン分光法は、核酸の抽出を行わず
に、リアルタイムで分子レベルの解析が可能である。ラマン分光法を用いることで、SARS-CoV-2 の従来
株と変異株の識別に成功した。
さらに、新規バイオセラミックス窒化ケイ素やアニオン交換機能を有する層状複水酸化物ハイドロタ
ルサイトは、 SARS-CoV-2 従来株および変異株に対し抗ウイルス活性を有することを見出し、
『清める』
・
『護る』技術として有望であることが示唆された
。
（Pezzotti and Adachi T 等. CTM.2020, Adv Sci, Mater Today Bio.2021）
③研究の発展性・進展性
抗ウイルス活性を有するハイドロタルサイトをパルプにコーティングすることで、機能性粉体担持シートの作製
に成功した。この担持シートをマスクやガウン等の医療製品や衛生用品へ応用することで、COVID19 の感染拡
大の防止が期待でき、変異ウイルス対策にも資するものとなる。
④関連領域とのグループ形成の有用性
窒化ケイ素は、抗ウイルス活性だけでなく、抗
菌・抗真菌活性を有する。このことから、窒化ケ
イ素を金属（チタン）へのコーティングや、ポリマ
ー（PEEK や PMMA）との複合化により、歯科
および整形外科分野のインプラント、義歯や骨
セメント等の医療用品だけでなく、日用品への
応用が期待できる。また、様々な病原体のラマ
ンスペクトルのデータを構築することで、診断だ
けでなく、生活環境の汚染をモニタリングが可能
である。
本法の社会実装を実現するには、インプラントメーカー、衛生雑貨の企画・製造・販売する企業、P3 施設を有
する研究施設との共同研究が必須となる。
希望する協力分野：整形外科・歯科理工学・ウイルス学・材料学
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▯午後２時４０分

２.歯周炎による糖尿病性腎症増悪メカニズムの解明
○新城
（九州大学大学院歯学研究院

尊徳，佐藤

口腔機能修復学講座

晃平，西村

英紀

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，岡山大学学術研究院医歯薬学域教授）
① 研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
本邦の慢性腎臓病罹患者は約 1,300 万人にのぼり、そのうち約 4 割が糖尿病を原疾患とする糖尿病性腎症
(Diabetic nephropathy: DN)である。DN は、腎不全による新規透析導入原因の第一位であり、循環器系疾患発
症リスクが高い（心腎連関）ことから、QOL の著しい損失に加え医療経済的に大きな負担をもたらす。それゆえ、
DN 重症化対策は急務の課題である。
糖尿病では歯周病が増悪しやすく、また重症化した歯周病は血糖コントロールをはじめ、全身に様々な悪影
響をもたらす。近年、慢性腎臓病患者で、歯周病の進行と腎機能低下に相関があることが示唆され (Chang et
al., Am J Med 2017)、歯周病/腎臓病連関に注目が集まっているが、因果関係は不明である。動物実験レベ
ルでも、DN モデル動物に実験的歯周炎を惹起させ、実際に腎機能障害が増悪するかどうかを検証した報告は
皆無である。
申請者は、これまで DN モデル動物や DN 患者検体を用いた研究に携わった経験を持ち(Gordin et al., Di
abetes Care, 2019)、その過程で様々な DN 病態解析手法を習得した。本研究は、DN モデル動物に実験的歯
周炎を併発させ、歯周炎による DN 増悪化の検証とその分子基盤の解明を目的とする。
②研究内容の斬新性
「歯周炎がDN病態を増悪する」ことを in vivoモデルを用いて直接的に検証しようとする点、また腎機能
の中で最重要なろ過機能の中心を担う糸球体に着目し、歯周炎とDNの連関に重要な因子(X因子)を網羅
的解析により同定し、分子メカニズムを明らかにしようとする点が斬新である。
③研究の発展性・進展性
X 因子の同定により、同因子を標的とした新たな DN 病態分子基盤の解明や DN 治療薬の開発につながる。
また、臨床的には歯周病合併 DN 患者の腎機能低下予測や歯科未受診 DN 患者の歯周病進行予測マーカー
としての応用が期待される。究極的に、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの一環として、医科歯科連携のさ
らなる強化が期待できる。
④関連領域とのグループ形成の有用性
網羅的手法による解析には情報工学分野、臨床に基づいた実験結果の正確な解釈には糖尿病・腎臓内科
学分野との連携が必要となる。
希望する協力分野：糖尿病内科・腎臓内科学・情報工学分野

-5-

▯午後３時１０分

３.アルカリフォスファターゼの硬組織結合制御による新規歯周組織再生療法の開発
○長﨑

敦洋，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：横瀬 敏志（日本歯科医学会学術研究委員会委員，明海大学歯学部教授）
①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
セメント質および歯槽骨は歯牙の植立に不可欠な硬組織である。申請者はこ
れまでに、セメント質や歯槽骨の再生が、リン酸（Pi：石灰化促進）/ピロリン酸（PPi：
石灰化抑制）代謝によって制御されていることを明らかにした。特に、歯周炎と同
様の病態を呈する骨シアロタンパク欠損マウスを用い、PPi から Pi を産生するアル
カリフォスファターゼ（ALP）の 1 つである“組織非特異的アルカリフォスファターゼ
（TNAP）”の局所投与が、歯槽骨およびセメント質の再生を促進することを明らか
にした（Nagasaki et al., J Dent Res. 2020, 2021, 図）。
また、ALP は細菌由来病原因子であるリポ多糖を脱リン酸化する抗炎症作用
を有し（Shingh et al., Sci Rep. 2020）、さらに、複数のアスパラギン酸（Asp）を付
加した TNAP（Asp TNAP）は陰性に帯電し、陽性に帯電した硬組織に強力に結合することが明らかになってい
る（Nishioka et al., Mol Genet Metab. 2006）。しかし、Asp TNAP の歯周組織再生や歯周炎に対する抗炎症
効果は検討されていない。
以上を背景に、本研究では、硬組織再生能と抗炎症作用を有する最適な Asp TNAP を設計し、新規歯周組
織再生療法の開発に繋げることを目的とする。
②研究内容の斬新性
Pi/PPi 代謝を利用した歯周組織再生療法は存在せず、本研究戦略の新規性は極めて高く、本タンパクの構
造決定から得られる成果には知的財産権が期待される。局所投与の効果を高めるために、帯電という簡便な原
理に着目した歯周組織再生研究は無く、本研究は斬新かつ独自性が高い。
③研究の発展性・進展性
作製方法の確立は、他種の作製技術開発にも応用できる。また、本タンパクは歯科領域のみならず整形外科
領域への応用が期待できる。
④関連領域とのグループ形成の有用性
構造決定や作製方法について、遺伝子工学および生命工学領域の研究者とのグループ形成が必要不可欠
である。
希望する協力分野：遺伝子工学分野・生命工学分野
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▯午後３時４０分

４.予知性の高い骨増生法の開発を目的とした抗酸化物質エダラボンによる
移植細胞の生存率向上と機能温存
○江口

香里，秋葉

陽介，グエン＝ヴアン＝クアン，高岡由梨奈，魚島勝美
（新潟大学医歯学総合病院

座長：江草

冠・ブリッジ診療科）

宏（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
歯科治療において、その質を高めるために顎骨欠損、吸収部位に対する骨増生が必要となる事は珍しくない。
細胞移植を伴う骨増生法は、移植細胞による骨形成を期待するものであるが、移植細胞の多くは移植直後の酸
化ストレスにより、アポトーシスや機能不全に陥ると言われている。エダラボンは、フリーラジカルスカベンジャー
および抗酸化物質として知られており、脳虚血疾患における ROS からの神経細胞保護に高い効果が報告され
ている。そこで、我々はエダラボンを細胞移植
併用の骨増生法に応用することにより、骨増
生部で生じる ROS を除去して移植細胞のアポ
トーシスや機能不全を抑止できる可能性に着
目した。これにより、移植細胞の長期生存およ
び機能温存が可能となれば、治療期間の短
縮や増生骨量の制御、増生骨の長期安定の
獲得に寄与することが予想される（図 1）。本研
究の最終目的は、細胞移植を伴う骨増生にお
いて、移植部位の環境調整による予知性の高
い骨増生法を開発することである。
②研究内容の斬新性
本研究は骨増生部位の細胞移植環境を改善することによって移植細胞の生存率を上げると共に生存期間を
延伸させ、これらの機能維持により骨形成を促進しようとする点で斬新性が高い。
③研究の発展性・進展性
エダラボンは人工生体材料、生理活性物質、細胞の機能亢進を目的とした他の因子などとの併用が可能で、
既存の骨増生法との併用も可能である。本研究の成果は、各種歯科治療の適応症拡大や予知性の向上に大
きく寄与するばかりではなく、移植を伴う医療分野での応用の可能性を秘めていることから発展性があり、社会
的な貢献度は高いと思われる。
④関連領域とのグループ形成の有用性

エダラボンの作用機序の解析及び予知性の高い骨増生法開発において、薬理学、口腔再生医学、生
体材料学、歯科医用工学との異分野融合、グループ形成の有用性は高い。
希望する協力分野：薬理学・口腔再生医学・生体材料学・歯科医用工学
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▯午後４時２０分

５.VR 技術を活用した歯科治療時の全身的偶発症対応シミュレーションコースの開発
○岸本
（新潟大学大学院医歯学総合研究科

直隆，瀬尾

憲司

歯科麻酔学分野）

座長：水田 健太郎（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
申請者は歯科患者の急変に対応するための study group を設立し、歯科医療従事者に対して偶発症対
応シミュレーションコースを開催してきた。また同コースの教育効果を調査し、受講者の偶発症診断・
治療スキルが向上することを報告しており（Eur J Dent Educ. 2018;22:e350-7.）、さらにオンライン
で受講可能な遠隔シミュレーションコースも開発した（J Dent Anesth Pain Med. 2021;21:179–81.）。
しかし従来方式ではその病態表現には限界がある。したがって Virtual Reality（VR）技術を活用する
ことで、より現実に即した臨床経験が再現できると考えた。本研究の目的は VR 技術を活用した偶発症
対応シミュレーションコースの開発とその教育効果を評価することである。
②研究内容の斬新性
申請者が開発した遠隔シミュレーションコースでは、指導者は遠隔地より指導するが、受講者は臨床
現場を模した環境下で偶発症の診断や治療を体験するため、歯科医院に集合してコースへ参加する。一
方、VR 技術を活用すれば、各受講者が自宅からヘッドマウントディスプレイを使用して、仮想空間内
の歯科医院に没入し、自身のアバターを介して学ぶことが可能となる。VR 技術の導入によって完全に
3 密を避けつつ、リアルな環境下で学べるシステムの構築を目指す点が斬新性である。
③研究の発展性・進展性
VR 技術の導入で偶発症対応スキルが向上することが証明されれば、科学的に有用性が認められたコ
ースとして広く普及する。ひいては急変時に適切に行動できる多数の歯科医療従事者を養成することと
なり、歯科医療の安全性向上へつがる。また基盤となる VR 技術を応用すれば医師、薬剤師、看護師な
ど患者に携わるあらゆる職種のスキルアップを図ることができ、日本の医学教育に対する発展性が期待
される。
④関連領域とのグループ形成の有用性
申請者は歯科治療時の偶発症対応やその教育に関する専門家であるが、VR コンテンツ制作の経験は
ない。VR 制作に長けた情報工学を専門とする研究者とグループを形成すれば、申請者が作成したアナ
フィラキシー、過換気症候群などの偶発症シナリオを基に、両者の専門性を活かした質の高い教育コン
テンツの開発が期待できる。
希望する協力分野：Virtual Reality（VR）コンテンツの制作に長けた情報工学の専門家
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▯午後４時５０分

６.Additive Manufacturing によるジルコニアクラウンの
臨床展開へ向けた色調再現法の確立
○三浦
（明海大学歯学部

賞子，藤澤

政紀

機能保存回復学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

座長：二瓶 智太郎（日本歯科医学会学術研究委員会委員，神奈川歯科大学教授）
①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
歯科医療におけるデジタル化の進展で、印象採得から切削加工法を応用した補綴装置製作までのデジ
タルワークフローが確立され、日常臨床において一般的となりつつある。しかしながら、補綴装置の色
調選択や色調再現については、未だアナログ技術が主流である。
Additive Manufacturing (AM)は、材料の無駄を省き必要最小限の材料で高精度の補綴装置を製作で
きることが最大の特徴である。我々はこれまでに、付加造形時の積層方向の違いがジルコニアの機械的
性質（曲げ強さ、ヤング率、ポアソン比、ビッカース硬さ、破壊靭性）に与える影響について検討し、
曲げ強さについては、積層方向の影響を受けることが明らかとなった。したがって、臨床応用時にはそ
の影響が最小となるような設計の構築が求められる。しかしながら、AM で応用されるジルコニア材料
は白色であるため、審美性に優れているとはいえない。また、歯冠色を付与するための色調再現法につ
いては明らかになっていない。
本研究では、AM により製作したジルコニアクラウンの色調再現法について確立し、実用化を目指す
ことを目的とする。
②研究内容の斬新性
AM で使用するジルコニアはペースト状の白色であり、歯冠色を得るためのカラーリング法などは確
立されていない。またそれに関する研究報告も見当たらない。
③研究の発展性・進展性
AM を応用したジルコニアクラウンの色調再現法が確立すれば、その臨床応用の可能性が高まると考
えられる。将来的には Computer color matching を応用することで最適な色調の配合計算や色調管理が
可能になると考えられ、技工操作や臨床工程の効率化・可視化、データの共有・統合・再活用を可能に
する技術としてさらなる進展が期待される。
④関連領域とのグループ形成の有用性
本研究を遂行するためには歯科領域だけではなく、コンピュータ技術、光学技術や色彩技術に特化し
た工学系分野との連携は必須である。これらの領域と密に連携することにより、生体親和性や審美性に
優れ、材料効率の良い AM 補綴装置の製作が可能になると考えられる。
希望する協力分野：工学系分野
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▯午後５時２０分

７.AI を活用した暑熱環境下での脱水予測システムの開発
－口腔水分量や舌状態、顔色などの身体データ情報による最適指標の探索－
○田邊

元，隅田

由香，上野

俊明

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
座長：田口 明（日本歯科医学会学術研究委員会委員，松本歯科大学歯学部教授）
①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
スポーツの現場では、熱中症や脱水症状を検知し、未然に防ぐことがコンディションの維持、最良なパフォー
マンス発揮や安全確保の観点から重要となる。そのため、脱水症状を非侵襲的かつ簡便にモニタリングできるア
セスメント法が求められている。そこで我々は、トップレベルのアスリート協力下で、暑熱環境下における口腔内
の生理的・生化学的変動を捉えるべく、口腔水分計を用いてフィールド調査を実施した。その結果、口の渇き
（口腔水分量）を数値化し、それをモニタリングすることで身体の渇きを予測できる可能性を見出した（Tanabe ら.
Chemosensors 2021）が、予測精度の改善の余地があった。そこで、口腔水分量に加え、舌状態や口腔写
真、顔面写真（顔色）、熱分布データといった歯科口腔顔面情報のほか、各種の身体所見を多角的に集積し、
AI 解析することで脱水アセスメント法としての最適指標（組合せ）の確立を目的とする総合的な研究を企図し
た。
②研究内容の斬新性
脱水の評価指標は様々なものが提唱されている。脱水症状時に性状変化の大きい歯科口腔顔面を中心とし、
全身の多角的所見を組み合わせ、最適指標を確立することができれば、ライフサイエンスにおける歯科医学の
新たな価値創出となる。
③研究の発展性・進展性
スポーツ現場での暑熱環境下の脱水アセスメント法の確立を目指す。また、初動が重要となる救急の現場で
の活用、学校保健室や救護所への配置、更には幼児や高齢者などの生活弱者の脱水の検知・予防への応用
も想定でき、波及効果は大きい。
④関連領域とのグループ形成の有用性
医学専門家による脱水症状の診断・評価が必要である。各全身データから脱水を予測する多種研究者
との連携により、各々のメリットデメリット等に配慮した相補関係をもつシステム構築ができる。研究
遂行上 AI 専門家との連携が不可欠である。スポーツ科学の専門家や競技団体のコーチ、体育教諭や養
護教諭、救急救命士との協力のもとフィードバックをうけることで、社会実装へ大きく前進できる。
希望する協力分野：医学分野（内科、救急医学）・AI 分野・スポーツサイエンス分野・学校安全分野
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▯午後５時５０分

８.SARS-CoV-2 へのエタノール、次亜塩素酸水、オゾン水の不活化効果検証と
不活化メカニズム解明－WHO（世界保健機関）と CDC（米国疾病対策センター）
の手指衛生ガイドラインへの提言－
○王

宝禮，金子

明寛，松野

智宣

（大阪歯科大学歯学部）

座長：増田 宜子（日本歯科医学会学術研究委員会委員，松本歯科大学歯学部教授）
①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
本邦で 2020 年 1 月 COVID-19 感染患者が確認され、その感染予防のためにやがて街のドラッグストアから
はマスクや消毒用アルコール(エタノール)が消えた。私達の研究チームは、手指衛生の候補にあがるエタノー
ル、次亜塩素酸水、オゾン水の SARS-CoV-2 への不活化の有効性をウイルス学的に明らかにし、分子生物学
的にメカニズムを解明した。その結果、厚労省とは有事の際の手指衛生の消毒剤に関しての会談をもった。本
研究の目的は これらの結果を、WHO と CDC に提言し、「手指衛生ガイドライン」に次亜塩素酸水、オゾン水の
掲載の意義を議論していくことである。
②研究内容の斬新性
手指衛生において、SARS-CoV-2 に対しての不活化剤関連の論文検索、私達の国際規格による実験デ
ーター、さらに WHO、CDC、経済産業省、消費者庁、厚生労働省の見解を含め考察した結果、流水化で
の 35ppm 次亜塩素酸水と 4ppm オゾン水がエタノール同等の有効であること示唆できた。一方、WHO と
CDC の「手指衛生ガイドライン」に掲載される消毒類は石鹸とエタノールのみであり、次亜塩素酸水、オゾン
水は掲載されていない。それゆえ、それらの記載の提言には国際的にも極めて斬新性ある発想である。
③研究の発展性・進展性
1957 年にスポルディングは消毒薬を殺菌力から３つ（高・中・低水準）に分類した。現在も世界的
に「スポルディング分類」は臨床領域に広く活用されており、体系的な理解も得やすい。次亜塩素酸系、
アルコール系は中水準に入る。しかし、次亜塩素酸系には次亜塩素酸ナトリウムは入るが次亜塩素酸水
は入らない。またオゾン水は記載がない。プリオンなどの新しい病原体やその新しい知見に対して、ス
ポルディング分類のブラッシュアップが必要である。本研究の発展性・進展性は、半世紀にわたり変化
しないにスポルティングの消毒水準分類に影響を与える可能性があることである。
④関連領域とのグループ形成の有用性
本邦では、次亜塩素酸水やオゾン水は消毒薬ではなく、不活化剤や除菌水という位置づけになる。歯科臨床
の現場では既に次亜塩素酸水、オゾン水を手指衛生に導入している診療所は少なくなくないために、確かな情
報を求めている。それゆえ、機能水関連学会、次亜塩素酸水企業、オゾン水企業との情報交換は必要である。
希望する協力分野：機能水関連学会・次亜塩素酸水企業・オゾン水企業
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＜実 施 要 領＞
■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：令和４年２月１５日（火）
１４：００開会／１８：２０閉会

■会

場：オンライン【ライブ】配信

■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
「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
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