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第 95回国際歯科研究学会（IADR）での研究成果発表

歯科保存学第Ⅱ講座　准教授　武市　収

当教室では，長期間にわたって根尖性歯周炎の免疫学
的，分子生物学的研究を行っており，根尖性歯周炎の発
症のメカニズムを解明するうえで有用とされる様々な知
見を公表してきた。一方，根尖性歯周炎の治癒に関する
免疫学的研究は少なく，英文専門誌での投稿論文も散見
されるのみである。
我々は難治性根尖性歯周炎の治癒を促すメカニズムを

解明するため，老化防止に関与する分子である Surtuin1
（SIRT1）に着目し，現在研究を継続中である。その結果，
興味ある知見を得ることができたため，第 95 回国際歯
科研究学会（IADR）総会（会期：平成 29 年 3 月 22 日～25
日）にて研究成果の公表を行うこととした。 
第 95 回 IADR 総会が開催された場所は，アメリカ合

衆国西海岸にあるカリフォルニア州北部に位置する都市
サンフランシスコ市である。かつてゴールドラッシュに
沸いたこともあり，世界各地から一獲千金を夢見て多く
の人が集まってきたことでも知られている。地中海気候
に属し，比較的気温の差が少なく，非常に住みやすい町
である。基本的には乾燥した地域であり 4 月から乾季に
入るが，IADR 総会が開催された 3 月はギリギリ雨季で
あることから会期中は曇りや雨が多かった。学会場は中
心街から徒歩 5 分ほどにあるMoscone West Convention 
Center であり，IADR 総会の会場に相応しい大きな会場
であった。
サンフランシスコと言えば，坂が多い町，ケーブル

カー，フィッシャーマンズワーフ，ゴールデンゲートブ
リッジ，アルカトラズ島といった一度は耳にしたことが
ある名所などが思い浮かぶことであろう。しかし，私が
最も興味があったのは世界でも名だたる大学や研究所が
多い地域であるということである。アメリカの昨年度私
立大学ランキング 1 位のスタンフォード大学やアメリカ
の昨年度国立大学ランキング 1 位のカリフォルニア州立
大学（UC）Berkeley 校のほか UC San Francisco 校など
もあり，研究や勉学をするには最高の環境である。また，
サンフランシスコのダウンタウンから車で 1 時間のとこ

ろにシリコンバレーもある。ここは言わずと知れた，アッ
プル，インテルといった PC 関連会社やグーグル，ヤフー，
フェイスブックといったインターネット関連会社の一大
拠点でもある。このような，最高の環境で研究できると
したら，それは大変羨ましい限りである。
今回，我々は「Possible roles of sirtuin 1 in human 

periapical granulomas」 というタイトルで研究発表を
行った。炎症が進行している歯根肉芽腫中では，SIRT 1
発現細胞を中心に血管新生が活発に行われており，炎症
の治癒に大きく関与している可能性が示唆された。また，
SIRT 1 活性を増加するレスベラトロールの関与で血管
新生が増加する（図）ことを発表したところ，多くの研究
者から質問を受けるなど，高評価を得ることができた。
IADR 総会では様々なジャンルの研究発表があるた
め，今後の研究を発展させるうえで有益な情報を得るこ
とができた。その中でも「Omega-3 reduces bone 
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図　U-937 細胞における SIRT 1 遺伝子発現の誘導
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resorption induced in rat periapical periodontitis」や
「Anti-RANKL therapy limits periapical osteolysis but 
interfere with immunoregulatory response」といった発
表は，ローカルドラッグデリバリーシステムによって根
尖性歯周炎の治癒を図ることをテーマとした基礎研究で
あり，我々の研究とリンクする興味深い内容であった。
コンベンションセンターの中には小規模～中規模の会

場がいくつもあり，同時に複数のシンポジウムや口演が
行われていた。そのため，興味のある全ての発表を拝聴
することができず残念であったが，毎日がとても刺激的
であった。今後も研究を継続し，得られた多くの情報を
世界に向けて発信していきたい。

第 95回国際歯科研究学会学術大会・総会に参加して

歯科保存学第Ⅱ講座　助教　羽鳥　啓介

2017 年 3 月 22 日から 25 日の 4 日間，アメリカ合衆国・
サンフランシスコのMoscone West Center にて，第 95
回国際歯科研究学会（International Association for 

Dental Research; IADR）総会が開催され， 平成 28 年度科
学研究費（若手研究（B））により参加したことを報告する。
サンフランシスコはアメリカ西海岸カリフォルニア州
の北部に位置する都市であり，街中には坂が多く，その
坂を昇り降りするケーブルカーは名物となっている。冬
は温暖で，夏は気温が低く，年間を通して温度変化が少
なく，過ごしやすい地中海気候である。学会開催期間中
の気温は 15℃程度，晴天の続く恵まれた天候であった。
本学会では，歯内療法の基礎および臨床研究の第一人
者である Ken Hargreavs 先生の講演を聞き，炎症性の
疼痛に関する研鑽を深めることができた。さらに，その
他の講演も最新のトピックで興味深いものばかりであ
り，非常に勉強になる講演ばかりであった。筆者は「The 
Exp r e s s i o n o f  F ox o3 A i n h uman P e r i a p i c a l 
Granulomas」という演題でポスター発表を行った。その
際，他国の発表者や学会参加者とディスカッションを行
い，研究についての情報交換を行えたことで，これから
の研究方針などを再確認することができた。このような
発表の機会を頂いたことを感謝し，今後の研究・臨床に
生かしていきたいと思っている。

第 95回国際歯科研究学会（IADR）に参加して

歯科保存学第Ⅰ講座　専修医　遠藤　肇

2017 年 3 月 21 日から 25 日の 4 日間，アメリカ合衆国
カリフォルニア州，サンフランシスコのモスコーンコン
ベンションセンターにおいて，第 95 回国際歯科研究学
会（International Association for Dental Research）が開
催され，本会に参加する機会を得たので報告する。
サンフランシスコは地中海性気候であり，冬は温暖で
降水量が多く，夏は気温が低く乾燥している。三方を海
水面に囲まれているため，冷たいカリフォルニア海流の
影響によって季節による温度変化が少ない穏やかな気候
である。学会開催期間中は，気温は 20℃近くで晴天が続
く申し分ない気候であった。
本講座からは，1 名が口頭発表，5 名がポスター発表
を行うために参加した。口頭発表では，高橋史典が
「Application of the Self-assembling Peptide P11-4 on 
Acid Erosion Prevention.」という演題にて，歯質の再石
灰化及び脱灰抑制効果を自己集合性ペプチドというタン
パクの構成成分を基盤にして行うという新たな方法に
よって，歯の酸蝕症に対する治療法の有効性を示した。
筆 者 は，「Etching Mode Influence on Dentin Bond 
Durability of Universal Adhesives.」という演題でポス
ター発表を行った。コンポジットレジンを用いた修復治
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療は，現在の歯科医療を支える重要な治療法のひとつで
あるものの，修復物および接着界面の経時的劣化は避け
がたいものである。特に，接着界面の耐久性は，化学的，
生物的および物理的な劣化因子の影響を受ける。これら
の因子が複雑に絡み合うことで劣化が進行するものと考
えられている。そこで，口腔内で繰り返し生じる物理的
因子に着目し，最大破折抵抗力以下の繰り返し荷重負荷
を再現した Fatigue 試験からユニバーサルアドヒーシブ
接着疲労耐久性について検討し，接着界面の質が破壊プ
ロセスに及ぼす影響を解明することを目的として行われ
た実験の結果を報告した。会期中には，自らの研究に関
する情報収集を関連分野の研究者から得ることができ
た。特に，接着疲労に関する研究は本邦では多くなされ
ていないため，国際学会で新たな知見を得られたことは
大きな成果であった。

第 95回国際歯科研究学会（IADR）総会に参加して

（公財）ライオン歯科衛生研究所　主任研究員／ 
衛生学講座　兼任講師　森田十誉子

2017 年 3 月 22 日から 25 日に，米国・サンフランシス
コのMoscone Center West で，第 95 回国際歯科研究学
会（International Association for Dental Research）総会
が，米国歯科研究学会，カナダ歯科研究学会と共同開催
された。シンポジウムは 53 演題，口頭発表とポスター
発表も 4,000 演題以上を数え，予防から治療，基礎研究
から疫学研究まで広範囲なプログラムが組まれていた。
私は，歯周ポケット保有期間が長いと肥満，高血圧，

高血糖が陽性化しやすく心血管代謝リスクが高まること
を 明 ら か に し た 疫 学 研 究「Association Between 
Periodontitis and Cardiometabolic Risk Factors: 9-year 
Cohort Study」を，ポスター発表した。9 年間という長
期の追跡期間に興味が持たれ，IADR 会長を始め多くの
研究者から質問があった。
また，「Visions on Oral Health vs. Systemic Health」
での Janket 教授（ボストン大学）による President’s 
Symposium は大変，印象的であった。口腔と全身の健
康の関連性については，今後，血液中の生体内因子を調
べるなどメカニズムを考察する研究が重要であることが
述べられた。私が発表した疫学研究も，細胞生物学研究
や動物モデル実験の結果を踏まえて考察する必要がある
と，あらためて感じた。
以上のように，学会発表とシンポジウムの聴講を通じ

て新しい見解が得られ，大変有益な学会参加となった。

95 th General Session & Exhibition of the IADR に 
参加して

歯科補綴学第Ⅱ講座　大学院生　大久保貴久

第 95 回国際歯科研究学会議／第 46 回米国歯科研究学
会議が，2017 年 3 月 23 日から 25 日アメリカ合衆国カリ
フォルニア州サンフランシスコのMoscone West 行われ
た。サンフランシスコはカリフォルニア州北部の湾岸都
市である。毎年開催される IADR は，2 年ごとにアメリ
カ合衆国で行われる。IADR は 1920 年からの歴史を持
つ歯科において最大の学術大会である。今回は 5800 名
を超える参加登録があった。実験データをポスター発表
する機会を得たので報告する。
インプラント補綴においてチタン製カスタムアバット
メントは研磨後に使用される。アバットメントと口腔上
皮との強固な結合はインプラント周囲炎の予防に影響を
及ぼす。研磨されたチタンは本来有する生物学的活性が
低下し，紫外線処理によりその活性が回復するという仮
説を立てた。本研究では機械加工直後の Ti ディスク
（Machined），研磨処理した Ti ディスク（Polished），研
磨後紫外線処理した Ti ディスク（Polished/UV）を比較し
た。走査型電子顕微鏡下において紫外線照射はチタン
ディスクの表面構造に影響は及ぼさなかった。表面化学
分析より研磨したチタンディスク表面には炭素の付着量
が増加し，紫外線照射によりその炭素量は有意に減少し
た。またヒト口腔上皮細胞を用いた in vitro の研究では
研磨したチタンにおいて生物学的活性が低下し，紫外線
照射によりその活性は回復した。
ポスター発表は 75 分間あり，演者は自分のポスター
の前に立ち，参加者との質疑応答を行った。世界中の研
究者が集まる IADR であるからこそ多面的なディスカッ

右は，IADR 会長（Jukka Meurman 教授）
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ションを行うことができ，有意義な時間を過ごすことが
できた。

48 時間後の細胞接着


