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　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なか，臨学産が協同し，学際分野との交

流を通して，互いにジャンルを超えた研究者がともにグループを作り，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，幅広い構想を持つ研究者の方々に

発表の場を設け，参会者と自由に意見交換し，同志を募っていただくことを

目的として，第 38回の「集い」を開催することといたしました。

　今年度の「集い」は，新型コロナウイルスの感染防止を徹底したうえで，

3年ぶりにご参集いただいての開催となります。

　この「集い」が，形式にこだわらない自由な雰囲気の中で，率直に意見を

交換する場となりますよう，皆様のご協力をお願いいたします。

　なお，演者一人につき，口演時間を 20分，その後の質疑応答を 10分とい

たします。

ま　　え　　が　　き
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 10：00　～　10：10 開　会　式
　　開会の辞　　日本歯科医学会副会長　　松　村　英　雄
　　主催者挨拶　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　尾　松　素　樹

 10：10　～　10：30 1． 移植医療における歯周病関連腸内ディスバイオシスを標的とした肝虚血
再灌流障害の新規予防戦略
演者：倉　治　竜太郎（日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座）

 10：30 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教授）

 10：40　～　11：00 2． 口腔の Dysbiosisと大動脈弁狭窄症．メタゲノム解析による新たな繋がり
演者：川　又　　　均（獨協医科大学医学部　口腔外科学講座）

 11：00 質 疑 応 答
座長：仲　野　和　彦（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

大阪大学大学院歯学研究科教授）

 11：10　～　11：30 3． 新型コロナウイルス感染症の後遺症としての味覚障害撲滅への挑戦
演者：山　本　　　徹（ 新潟大学大学院医歯学総合研究科 

歯科麻酔学分野）
 11：30 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）

 11：40　～　12：00 4． プラーク由来細胞外 DNAに着目した歯周病リスク診断の新機軸
演者：近　藤　　　威（ 東北大学大学院歯学研究科 

分子・再生歯科補綴学分野）
 12：00 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）

 12：10　～　13：00 〈休　憩〉

第 38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 5年 1月 20日（金）午前 10時
場所　歯科医師会館　1階　大会議室
主催　日本歯科医学会

［司　会］　日本歯科医学会理事　馬　場　一　美
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 13：00　～　13：20 5． AI技術がもたらす歯科画像診断のパラダイムシフト
  　　～「形を見る」から「数値を測る」，そして「社会に役立つ」へ～

演者：小　野　龍太郎（ 京都府立医科大学大学院医学研究科　 
歯科口腔科学）

 13：20 質 疑 応 答
座長：松　本　卓　也（ 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教授）

 13：30　～　13：50 6． オーラルフレイルの新規スクリーニング法の確立―医科からのアプローチ
演者：楠　　　　　博（大阪歯科大学　内科学講座）

 13：50 質 疑 応 答
座長：池　邉　一　典（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

大阪大学大学院歯学研究科教授）

 14：00　～　14：20 7． 第三世代がん治療用 HSV‒1を用いた口腔・食道重複癌に対する新規治療
アプローチの開発
演者：内　橋　俊　大（ 大阪大学大学院歯学研究科　 

口腔外科第一教室）
 14：20 質 疑 応 答

座長：片　倉　　　朗（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
東京歯科大学教授）

 14：30　～　14：50 8． DKK3機能ドメイン抑制ペプチドによる頭頚部扁平上皮癌制御
演者：片　瀬　直　樹（ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　 

口腔病理学分野）
 14：50 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）

 15：00 閉　会　式
　　閉会の辞　　日本歯科医学会理事　馬　場　一　美

※ 「集い」閉会後，会場前のホワイエにて 15：10よりポスターディスカッションを行います。
（15：40まで）
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　肝虚血再灌流障害は，一過性の肝循環遮断と血液再灌流によっ
て生じる過剰な炎症反応を伴う臓器障害であり，肝移植や肝切除
術の術後合併症として重大な影響を及ぼす。その発症機序の多く
は不明だが，腸内細菌叢が影響するとの報告がある。近年，歯周
病原細菌が腸内細菌叢のバランスを崩し（ディスバイオシス），毒
素産生や代謝産物を変化させて脂肪肝炎の病態に関与することが
知られ，腸肝連関の重要性は歯科でも注目度を増している。さら
に我々は，歯周病モデルマウスで惹起した腸内ディスバイオシス
と肝脂肪化が，乳酸菌由来抗菌ペプチドの経口投与により有意に
改善されることを発見した。
　そこで本研究では，a）歯周病原細菌感染により腸内ディスバイ
オシスを惹起したマウス肝臓に虚血再灌流処置を施し，歯周感染
症の影響とその分子生物学的メカニズムを明らかにし，また b）腸
内細菌叢をプロバイオティクス投与を用いて正常化することによ
る虚血再灌流障害の抑制効果を検証することを目的とした。

②研究内容の斬新性
　本研究は，従来の臓器保存法や免疫抑制剤に依存した拒絶抑制
とは全く異なるアプローチによる移植肝生着率向上の可能性を提
案する。さらに，状態が悪く本来は使用が推奨されないマージナ
ル臓器（高齢者，心停止後ドナー，脂肪肝など）の適応拡大や生
体肝移植時のドナーの予後改善に繋がるなど，歯周病学分野の立
場から今後の移植医療の発展に寄与することが大いに期待できる。

③研究の発展性・進展性
　歯周病に罹患した移植待機患者への歯周治療やプロバイオティクスなどの治療介入によって虚血再灌流障
害を抑制し，臨床成績を大きく向上させる新たな戦略を立てることに繋がり，医療費の削減にも役立つと考
えられる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　移植医療や消化器外科学分野の専門家との連携により，臨床研究を通じて，本成果を肝臓など様々な臓器
移植の予後向上に活用できる。さらに，今後は歯周病患者における腸内細菌叢と移植免疫との関係を分子レ
ベルで解明することが望まれ，特にシークエンス解析やバイオインフォマティクスに精通する研究者との共
同研究が重要である。

午前10時10分

1． 移植医療における歯周病関連腸内ディスバイオシスを標的とした
肝虚血再灌流障害の新規予防戦略

○ 倉 治 竜太郎 　　宮 下　幸 大 早乙女 雅 美 伊 藤　　 弘 野 口　浩 司 

Yvonne L Kapila　　沼 部　幸 博

（日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座）

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教授）

希望する協力分野： 移植外科学分野，消化器外科学分野，免疫・微生物学分野， 
生命情報科学（バイオインフォマティクス）分野

図 1　 肝移植における歯周病と肝虚血際
灌流障害の関係

図 2　 本研究計画における実験デザイン
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　口腔内の Dysbiosisは口腔粘膜からの病原性微生物の侵入を容易にし，体内の各所で様々な病態形成に関
わる可能性が明らかになりつつある。我々は先行研究において，感染性心内膜炎の原因微生物が口腔を侵入
門戸として心内膜に到達しうる可能性を明らかにしてきた。しかし，口腔の微生物が関連すると言われる疾
患は多くの研究が示唆するものの，遠隔臓器において口腔の微生物が存在することを検証することは困難で
ある。そこで本研究では，感染性心内膜炎の発生原因となりうる大動脈弁狭窄症に着目した。大動脈弁狭窄
症は従来，リウマチ性，あるいは加齢性に進行するとされてきた。重度の病変は弁置換術の対象となる。近
年，PCR法にて大動脈弁狭窄症患者の切除大動脈弁より口腔細菌が検出された報告があるものの，その細菌
の侵入門戸がどこにあるのか，口腔内と同一クローンと言えるのか，口腔内 Dysbiosisと関連はあるのか，
は検討されていない。そこで，大動脈弁狭窄症を対象に，患者の切除大動脈弁とデンタルプラークおよび舌
苔中より得たDNA検体を元に 16s rRNAメタゲノム解析を行い，患者の心臓弁における感染の実態を明らか
にする。

②研究内容の斬新性
　現在までに切除大動脈弁よりメタゲノム解析により網羅的に解析を試みた研究は限られる。検出される微
生物の系統学的分類に加え，口腔内 Dysbiosisとの関連，個々の微生物に対して遺伝的同一性を検証した研
究はなく，新規な点である。

③研究の発展性・進展性
　現時点では単施設による臨床的検討が行われているが，周術期口腔機能管理のシステムを利用して他施設
での検討を推進可能である。また，長期にわたる前向き観察研究，医科領域との学際的な研究により様々な
疾患の理解に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
　本研究は口腔外科，歯周病科，心臓血管外科，心臓血管内科，麻酔科など，特に循環器系疾患の周術期管
理に携わる診療科において，共有されつつある，周術期口腔機能管理の重要性を高めると考えられる。その
上，現在の弁膜症性疾患の概念に大きく影響する可能性があると考えられる。

午前10時40分

2． 口腔の Dysbiosisと大動脈弁狭窄症．メタゲノム解析による 

新たな繋がり

○川 又　　 均 矢 口 絵梨香 小宮山 雄 介

（獨協医科大学医学部　口腔外科学講座）

座　長　　仲野和彦（日本歯科医学会学術研究委員会委員，大阪大学大学院歯学研究科教授）

希望する協力分野： 病院歯科口腔外科，歯周病科，口腔内科，歯科麻酔科，老年歯科，有病者歯科， 
周術期口腔管理担当歯科，循環器内科，心臓血管外科，麻酔科など
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　我々の研究室ではこれまで，新型コロナウイルス（SARS‒CoV‒2）を構成するスパイクタンパク質が味蕾
における味細胞のアポトーシスを誘導する可能性を検討した（Journal of Dental Sciences, 2022）。
　本集いでは，新型コロナウイルス感染症による味覚後遺障害発生を予防し，検査法や治療法の確立を目指
すために，多くの分野からの研究技術の協力・連携を広く募りたい。

②研究内容の斬新性
　味蕾の萎縮を蛍光染色による光学的な検査法の開発，特殊な薬剤のうがいなどによる簡便な予防法の開
発，発生した味蕾細胞の再生を促進させる治療法の開発，さらにこれらは全てうま味を含む複雑な味覚に対
応した幅広い視点からのアプローチであることが本研究の特徴である。

③研究の発展性・進展性
　コロナに関して新たな治療法や医薬品の安全性に関する要求水準が格段に高くなり，新薬開発が停滞する
中でヒトでの安全性・体内動態が十分に証明されて既に疾患治療薬として認可された医薬品を，味覚を守る
別の疾患治療薬として開発（適応拡大）する「ドラッグリポジショニング」が広まっているが，今回の新型
コロナウイルス感染症COVID‒19に対する治療薬として既存の薬が転用され効果をあげている。本研究でも
それを応用し開発速度の効率化を図りたい。
　喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症による味覚後遺障害について，歯科医学を中心として学際的
な研究を推進していくことは，広く国民の健康を守るすべての歯科医師および日本歯科医学会の社会的使命
と合致すると考えられる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　味覚研究では工学，薬学，医学，歯学など幅広い内容であるだけでなく，行動心理学的などの協力も得て
こそはじめて，臨床に近い開発研究をすすめることが可能となると思われる。
　化合物データ，臨床データ，学術論文などのさまざまな医療データをビッグデータとして AIで解析するこ
とで効率的に有効な新規治療薬候補を選定する技術も早期の創薬に必須の協力となる。

午前11時10分

3． 新型コロナウイルス感染症の後遺症としての味覚障害撲滅への 

挑戦

○山 本　　 徹 小 山　祐 平 岸 本　直 隆 瀬 尾　憲 司

（新潟大学大学院医歯学総合研究科　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）

希望する協力分野： 口腔生理学，生命科学分野，企業開発部門（味覚研究）， 
AI，ビッグデータ解析ノウハウを有する技術・研究者
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　歯周病の発症は歯牙周囲結合組織の崩壊とそれに伴う歯周ポケットの増加
による細菌叢の変化により始まる。我々はこれまでに歯周病発症期において
歯肉線維芽細胞が分泌するカテプシンKが結合組織の破壊に寄与することを
明らかにしてきた。また，このカテプシン Kの活性化はバイオフィルムに含
まれる高分子物質の一つである細胞外 DNAによって引き起こされることを
証明した（右図：Kondo T et al., Communications Biology, in press）。以上の背
景からプラークに含まれる細胞外 DNA断片が歯周病発症の引き金となって
いる可能性を着想した。
　本研究の目的は細胞外 DNAが歯周病発症に及ぼす影響を解明し，歯周病
リスク診断の新たな標的を探索することである。

②研究内容の斬新性
　これまで歯周病は口腔内細菌によって直接的に引き起こされると考えられてきたが，我々はプラークに含
まれる細胞外 DNAが歯周病発症の新たな要因であると考える点に斬新性がある。

③研究の発展性・進展性
　現在，歯周病のリスク評価としては主に口腔内細菌叢の診断が用いられている。しかし，実際はレッドコ
ンプレックスに含まれる細菌が検出されなくても重度の歯周病に罹患する患者が多く，既存の歯周病リスク
評価方法が必ずしも信頼できるとは限らない。プラークに含まれる細胞外 DNAが歯周病発症の直接的な要
因であることが明らかになれば，細胞外 DNAを検知することが新たな歯周病リスク診断法となる可能性が
ある。また，病原性のある細胞外 DNAを産生する細菌種を特定することができれば，歯周病の新たな標的
を示すこととなり，歯周病治療に関する研究が飛躍的に進展すると考える。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　細胞外DNAの起因菌特定のための網羅的解析には生物情報学分野と，細胞外DNAが引き起こす免疫反応
の解明には免疫学分野との協力が必要である。また，細胞外 DNAを検出する技術の開発には工学系分野，
細胞外 DNAをターゲットとした薬剤の探索には薬学系分野とのグループ形成が必須となる。

午前11時40分

4． プラーク由来細胞外 DNAに着目した歯周病リスク診断の新機軸

○近 藤　　 威 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　　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）

希望する協力分野：生物情報学分野，免疫学分野，工学系分野，薬学系分野
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　わが国では超高齢化が進む中，骨粗鬆症の予防戦略が重要課題となっている。要介護状態となる主な要因
の一つに脆弱性骨折があり，患者の ADLや生命予後に直結しやすいため，医療者側から積極的に骨密度検査
を推奨しているものの，検診実施機関が限られている点から受診率は 1割以下に留まっている。それを受け，
日常的に X線撮影を行う歯科診療の一環として「骨粗鬆症の一次スクリーニング」を行えるワークフローシ
ステムの導入が求められている。

②研究内容の斬新性
　本研究では，人間ドック検診にて大腿骨の骨密度検査を実
施した 20歳以上の男女を対象とし，口内法デンタル X線写
真にAIソフトを用いて歯槽骨密度を測定する。さらに，基礎
疾患やライフスタイルに関する自記式アンケート，FRAX®に
よる骨折リスク評価の結果と合わせた多面的な解析を通し
て，「骨粗鬆症診断の目安となる歯槽骨密度のカットオフ値」
を探索することが，医科大学に併設された歯科という特性を
活かした，独創的な点である。

午後1時00分

5． AI技術がもたらす歯科画像診断のパラダイムシフト 

～「形を見る」から「数値を測る」，そして「社会に役立つ」へ～

○ 小 野 龍太郎 勝 又　明 敏 辻 　　啓 和 小 柳　早 葵 山 本　俊 郎 

金 村　成 智

（京都府立医科大学大学院医学研究科　歯科口腔科学）

座　長　　松本卓也（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教授）
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③研究の発展性・進展性
　我々は，これまでに骨吸収阻害薬および顎骨への放射線照射歴がない97名を対象に歯槽骨密度の予備的計
測を行い，女性では閉経時期から急激に低下するのに対して，男性では加齢に伴い緩やかに低下すること，
さらに FRAX®での骨折リスクと低歯槽骨密度に関連性があることを見出した。これらの結果より，細菌感
染や咀嚼力といった特殊な環境下にある歯槽骨が，全身の骨代謝状態を鋭敏に反映している可能性が強く示
唆され，分野横断的な応用を目指す価値があると考える。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　医科と歯科は独立した診療領域として発展を遂げてきたが，近年では全身疾患の前兆として現れる口腔内
の変化が注目されている。歯槽骨減少症の患者を，無症状の段階で医科に紹介し，精密検査，必要であれば
早期に治療介入を行うという「歯科を情報発信源とする新たな医科歯科連携ネットワーク」を構築すること
で，健康寿命の延伸，さらに医療費の削減に貢献すると期待される。

希望する協力分野：老年内科学，整形外科学，婦人科学，リハビリテーション学，栄養学，統計学，医療経済学
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　我々は腎機能マーカーであるクレアチニンとシスタチン Cの比（Cr/CysC），体重，年齢，ヘモグロビン
値，血清アルブミン値などから，重回帰分析により筋肉量を推定する回帰式を作成し，サルコペニア診断に
有用であることを報告した（Kusunoki et al, J Am Med Dir Assoc. 2022；23：902.e21‒902.e31）。舌圧値は握
力など全身のサルコペニアの指標や摂食嚥下障害とも関連し，摂食嚥下筋の筋力低下の評価に有用であるこ
とも報告されており，オーラルフレイルスクリーニングのための口腔機能指標として有望であることが示唆
される。
　舌圧値に関しても Cr/CysC，体重，年齢などとは有意な相関が認められていることから，本研究の目的は
四肢骨格筋と同様の重回帰分析により舌圧値の推定式を作成することである。

②研究内容の斬新性
　従来，オーラルフレイルおよび全身のフレイル・サルコペニアに対しては，それぞれ歯科側，医科側が個
別に治療介入を行っていた。口腔機能の評価には歯科での専用の器材が必要となるが，オーラルフレイルを
医科側からもアプローチし，評価する手段として，舌圧値を身体指標や血液データなどの医科での日常診療
で得られる指標を用いて推定できる点が斬新的と言える。

③研究の発展性・進展性
　医科側から口腔機能低下をスクリーングし，早期に歯科受診を促進することで，医科歯科連携による全身
のフレイル・サルコペニア予防につながると考えられる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　兵庫医科大学ささやま医療センターにおける疫学研究の参加者から構成される推定式開発群で作成された
舌圧推定式が，他の独立した集団でも有用であるかを検討するための妥当性検討群として，大阪歯科大学口
腔リハビリテーション科の患者を設定するため，関係各部署との連携が必要不可欠である。

午後1時30分

6． オーラルフレイルの新規スクリーニング法の確立 

―医科からのアプローチ

○ 楠 　　　 博 糸 田　昌 隆 元 根　正 晴 長谷川 陽 子 岸 本　裕 充 

新 村　　 健 志 水　秀 郎

（大阪歯科大学　内科学講座）

座　長　　池邉一典（日本歯科医学会学術研究委員会委員，大阪大学大学院歯学研究科教授）

希望する協力分野：老年内科学，老年歯科学，高齢者歯科学，口腔リハビリテーション学
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　口腔癌は，食道癌を中心とする重複癌が 10数％存在すると言われ，臨床的にもしばしば経験する。これら
は治療法の選択，根治性を困難にする。また，口腔癌患者の高齢化に伴い，外科的切除をはじめとする標準
治療を適用できない患者も多く存在する。
　第三世代がん治療用 HSV‒1である G47Δは，東京大学の藤堂らが開発し，2021年に悪性神経膠腫を対象
として日本で初めて承認されたがん治療用ウイルスである。我々は，G47Δが口腔癌の低侵襲治療として，
進行癌や頚部リンパ節転移に非常に有効であり，かつ安全であることを種々のマウスモデルを用いて報告し
てきた。今回我々は人為的三重変異を有する G47Δと同じ基本構造を持つ T‒01を用いて，重複癌に対して
新たな投与方法を用いて治療効果を検討した。

②研究内容の斬新性
　がん治療用ウイルスの投与方法は主に局所への注入である。一方口腔癌や上部消化管に発生する癌は，外
界と接する上皮から発生するため，投与方法を「工夫」することで，重複癌に対し同時に感染させることが
できる。実際に予備実験でマウスの口腔・食道同時自然発癌モデルに，その「工夫」を適用したところ，舌
癌のみならず食道癌に HSV‒1感染を認めた。重複癌への新たな治療アプローチとして期待できる。

③研究の発展性・進展性
　新たな適応方法を検討することで，口腔病変への治療のみならず，口腔から消化管に至る全身に対する画
期的な低侵襲癌治療法とな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
　上部消化管癌の専門家とデータを共有することで，より有用な投与方法や治療方法の組み合わせ，効果判
定につき検討できる。また，抗腫瘍免疫の惹起を特長とする本ウイルスにおいて免疫学的解析や，臨床応用
のためトランスレーショナルリサーチの専門家の助言は有用である。

午後2時00分

7． 第三世代がん治療用 HSV‒1を用いた口腔・食道重複癌に対する 

新規治療アプローチの開発

○内 橋　俊 大 須河内 昭 成 日 尾 清太郎 田 中　　 晋 藤 堂　具 紀

（大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科第一教室）

座　長　　片倉　朗（日本歯科医学会学術研究委員会委員，東京歯科大学教授）

希望する協力分野：免疫学分野，消化器外科学分野，トランスレーショナルリサーチ分野
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　申請者は頭頚部扁平上皮癌（HNSCC）に特異的なが
ん関連遺伝子としてDKK3を同定した。これまでに，
「HNSCCでは DKK3発現は予後不良因子となるこ
と」，「HNSCC細胞で DKK3を過剰発現させると Akt
のリン酸化を介して細胞増殖，浸潤，遊走が有意に増
加する一方，逆に DKK3をノックダウンするとこれら
は全て有意に低下すること」を明らかにしている
（Katase et al. Oncol Res. 2008, Oncol Lett. 2012, Oncol 
Rep. 2013, Oncol Res. 2018, Int J Oncol. 2019）。ここか
ら，DKK3は HNSCCの創薬のターゲットとなると考
えられる。今回申請者は独自にDKK3阻害ペプチドを
開発した（特願 2022‒004012，特願 2022‒1336592）。本
研究はこのペプチドの臨床応用への道を拓くことを目
的とする。

②研究内容の斬新性
　既存の分子標的薬は開発費が高いことや病巣への到
達に障壁がある。ペプチドによる創薬は標的タンパク
質に特異的に作用でき，開発費も低く抑えられる。本
ペプチドは，新規がん治療薬として有望であり，斬新
かつ独自性が極めて高い。

③研究の発展性・進展性
　DKK3発現は食道がん，膵臓がん，HNSCCで高い。これらのがんではDKK3発現が予後不良因子であり，
Aktの活性化が見られるという共通した特徴がある。本ペプチドはこれらの難治性がんの新しい治療オプ
ションになりうる可能性もあり，発展性・進展性に富んでいる。歯学領域発の研究としてのインパクトは絶
大である。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　本ペプチドによる薬剤開発と臨床試験への移行に関しては関連領域（特に薬学分野）と，他のがんへの応
用に関しては医学分野とのグループ形成が必要不可欠である。

午後2時30分

8． DKK3機能ドメイン抑制ペプチドによる頭頚部扁平上皮癌制御

○片 瀬　直 樹 藤 田　修 一

（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野）

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）

希望する協力分野： 薬学分野（基礎薬学一般，臨床薬学一般，薬理学，薬剤学・製剤学）， 
医学分野（上部消化器外科，膵臓外科，腫瘍診断および治療学）
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