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Ⅰ．国際歯科研究学会日本部会（JADR）会長を拝命して
JADR 会長

中村

誠司

（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野）

染症のパンデミックが頻発し，
「災害多発時代」とも呼ばれて
います。昨年は，熊本を始めとして全国的に豪雨被害があり，
国外では中国の洪水が相当な被害をもたらしました。さらに，
オーストラリアとカリフォルニアでは大規模な山火事が発生
して悲惨な情況が報道されましたし，海外に比べると小規模
ながら，先日は栃木でも発生しました。そして何よりも世界
中で未曾有の被害をもたらせているが COVID-19 の世界的パ
ンデミックです。多数の死者が出ており，その被害や影響は
経済にまで及び，この先がどうなるか全く見通せない情況で
す。ようやくワクチン接種が世界各所で始められていますが，
ワクチン接種が進み，その有効性が十分に発揮されるまでは，
このコロナ禍の収束は望めないだろうと思います。コロナ禍
収束後の新たな生活様式などが早々に議論されていますが，
「post コロナ」や「after コロナ」と呼ばれることが多いのですが，
完全な収束には時間を要する，あるいは望めないかもしれな
この度，今里

聡前会長（2019 年−2020 年）の後任として，

いということから，「with コロナ」とも呼ばれています。耳慣

第 34 代 JADR 会長（2021 年−2022 年）を拝命いたしました

れないかもしれませんが，個人的には「with & beyond コロナ」

九州大学大学院 歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍

という表現が好きです。上手く共存をしながら，人類の英知

制御学分野の中村誠司です。副会長の森山啓司先生，会計理

を結集してコロナ禍を乗り越え，マスクを外して，文字通り

事の林

に face to face でコミュニケーションが図れる，安心・安全な

美加子先生，ならびに全ての理事の先生方のご支援

とご協力をいただきながら，また IADR 元会長である黒田敬

人間らしい生活を取り戻せることを願っています。

之先生と安孫子宣光先生のご指導とご助言を仰ぎながら，本

このコロナ禍にあって，JADR がどのような活動をすべきか

部会の進歩と発展のために全力で職務にあたる所存です。何

を考えることはとても重要です。特に，会長としてまず考え

卒宜しくお願い申し上げます。

ることは，学会活動の維持，願わくは活性化です。昨年は，

また，IADR-Asia Pacific Region（APR）の Division の中での

多くの学会の学術集会が中止や延期になりましたが，完全オ

輪番制の順番だということで，IADR-APR の President も併せ

ンライン形式，あるいはオンライン形式と集合形式のハイブ

て 拝 命 い た し ま し た。 昨 年 か ら，IADR-APR で は Board

リッドといった新たな学術集会の形も見えてきました。学術

Meeting を 頻 繁 に 開 催 し て 交 流 を 深 め て お り，Young

集会は研究発表と討議の場ではあるとともに，情報交換とい

Researchers Forum（YRF）の定期開催を始め，既に開催をした

った交流の場でもありますし，お祭りみたいな要素も少なか

3 回ともに活発な質疑応答がなされ，大変有意義なものでした。

らずありますので，可能な限り顔を合わすような形式にしな

さらに，その勢いを駆って，今年からは Senior Researchers

いと，いずれは学術的な活動が減速するのではないかと危惧

Forum（SRF）の定期開催を企画しているところです。IADR-

しています。幸いにも，昨年の第 68 回 JADR 学術集会は東京

APR の活性化はもちろんのこと，その中での JADR のプレゼ

歯科大学の石原和幸大会長のご尽力によりオンライン形式で

ンスも存分に発揮できればと考えています。

開催され，素晴らしい企画の助けもあって，大変興味ある有

さて，昨今は世界各地で地震，豪雨による洪水や土砂崩れ，
山火事などによる大規模自然災害，そしていくつかの新興感

意義な大会となり，成功裏に終えることができました。今後
も学術的な活動が減速しないよう，「with & beyond コロナ」の
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新しい開催方法を模索していく必要があると思います。柔軟

また，歯科医師が COVID-19 の PCR 検査をできるのか，さら

性を持ち，しかも弾力的に対峙していけば，ピンチはチャン

に治療前の PCR 検査の保険請求ができるのかどうかで問題と

スにもなり得ますので，この機会に学術集会の活性化を図る

混乱を生じていますが，今こそ口腔の健康の重要性をしっか

事ができればと思っています。

りと示し，予防や治療に積極的に参画し，国民の健康維持に

JADR の 全 会 員 数 は， 昨 年 の 年 末 の 時 点 で は 939 名 で，

貢献する必要があると思います。

IADR の全会員数 8,314 名中の 11.3％，IADR-APR の全会員数

驚くべきことに，自分で調べることができた範囲では，歯

2,242 名中の 41.9％を占めています。多くの JADR の会員が学

科治療がクラスター形成に繋がったという報告はまだありま

術的に活躍されておられますが，会員数は Hatton Award の最

せん。自分には十分な説明ができない摩訶不思議の一つです。

終候補者数などにも影響しますので，プレゼンスを示す指標

確かに COVID-19 の感染力は驚くほど高いとは思いますが，

の一つとして重要です。昨年はコロナ禍で Washington DC で

歯科医療従事者が励行している歯科治療時の標準予防策や診

開催予定の IADR General Session が中止になった影響もあっ

療制限などの対応が十分に功を奏している可能性が高いと思

て，世界的に会員数が減少しましたが，JADR としては 1,000

います。十分な予防策を講じれば感染予防が可能と思います

名の会員数は維持したいところです。学会としては若手にと

ので，この点を十分に検討し，患者さんと歯科医療従事者の

って魅力のある活動を考え，企画・実践していこうと考えて

双方にとって安心・安全な歯科治療を確立できればと思いま

いますが，皆様方のご協力もお願いしたいところです。

す。それが，過度に萎縮をしない「with & beyond コロナ」の

JADR が取り組むべきことの一つに，2027 年に開催予定の
IADR General Session を日本に誘致したいと考えており，今里 聡

新たな生活様式を考えるヒントになるかもしれません。
冒頭で触れました災害の多発に加え，日本では高齢化，人

卓也先生）

口減少，虐待などの多くの社会的問題も出てきており，それ

を立ち上げ，この度，準備委員会（委員長：森山啓司先生）

らの健康との関連も注目され，「社会医学」という分野が重要

にステップアップいたしました。積極的な誘致活動を始めて

視されています。この「社会医学」への歯科の参画は大きく

いますので，皆様方のご支援を賜れば幸いです。

遅れており，十分とは言えない情況です。昨今の厳しい情況

前会長の時にワーキング（ワーキング長：松本

一方，話を戻しますが，COVID-19 の予防や治療において歯

の中，JADR が取り組むべき新たな課題なども見えてきたので

科の役割はないのでしょうか。口腔衛生状態を良くすること

はないかと思っています。このような社会的背景もあり，今

は何の意味もないのでしょうか。このままでは，口腔の健康

年の第 69 回 JADR 総会・学術集会は九州大学の西村英紀先生

は二の次と軽視され，歯科治療は感染のリスクが高いとして，

に大会長をお引き受けいただき，大会のテーマは「Re-defining

国民の歯科離れが加速するかもしれません。吉村洋文大阪府

the Mission of Dental Research towards Post-corona World」といた

知事（九州大学の卒業生なので密かに応援しています）が，

しました。奮ってご参加いただきますよう心からお願い申し

ポビドンヨード含嗽が COVID-19 の予防や治療に有効である

上げます。

と発言し，エビデンスが不十分なために問題となりました。

最後になりますが，私自身は甚だ微力ではございますが，

実は，九州大学病院では歯科治療の前に患者さんにポビドン

会長として本学会の進歩と発展のために粉骨砕身して精進す

ヨード含嗽をお願いしているのですが，診療ガイドラインな

る所存であることを申し上げます。皆様方におかれましても，

どでは EBM が重要視される一方で，時と場合によっては，チ

ご支援をいただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

ャレンジングな取り組みも必要ではないかと考えています。
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Ⅱ．会長退任あいさつ
〜まだまだ元気になれる JADR 〜
JADR 前会長

今里

聡

（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）
1．KADR との関係強化
以前より交流の深い KADR との関係をさらに強化し，お互
いの学会の活性化に資するよう，JADR と KADR の学術大
会において交互にジョイントシンポジウムを開催すること
で合意し，2019 年に MOU を締結しました。ただし 2020
年は，コロナ禍のためにいずれの国でも予定通りに学術大
会が開催されず，第 1 回のジョイントシンポジウムは持ち
越しになっています。
2．IADR 大会誘致に向けた活動
2001 年の幕張大会以来わが国では開催されていない IADR
General Session の誘致実現に向けて，WG を組織して活動
を開始しました。
3．若手研究者支援

左から石原第 68 回 JADR 大会長と今里会長

学術大会において若手研究者が講演する機会を提供し，少
しでも将来のキャリアアップに繋げてもらえればと考え，

昨年 12 月 31 日をもって，2 年間の JADR 会長の任期を終え

Rising Scientist Session を導入しました。2020 年の第 68 回

させていただきました。まずは，この 2 年間，私を支えてい

大会（大会長：石原和幸先生）はオンラインでの開催とな

ただいた中村副会長，森山会計担当理事，山崎前会長，JADR

りましたが，それでも活発なセッションとなったことは嬉

の理事，監事の皆様方に心より感謝申し上げますとともに，

しい限りです。

評 議 員 な ら び に 全 会 員 の 皆 様 に 御 礼 申 し 上 げ ま す。 ま た，

4．Hatton Award 対策

IADR 会長経験者として大所高所からさまざまなご助言をいた

Hatton Award への挑戦者に役立てばと，JADR の過去の本

だきました作田

選出場者からの審査に関する情報や意見を集め，アーカイ

守先生，黒田敬之先生，安孫子宜光先生に

衷心より感謝の意を表したいと存じます。
会 長 就 任 時， 私 は，「“ 元 気 が 出 る ” JADR, “ 元 気 の あ
る” JADR を目指して」をキャッチフレーズに掲げました。そ
れは，JADR を率いるリーダーとして，さまざまな新しい試み

ブを作成しました。幸い，貴重な情報ソースとして活用い
ただけそうで，本選での入賞に役立つケースが出てきまし
た。
5．日本歯科医学会との連携強化

を実施して会の活性化を図り，会員の皆様が前向きな気持ち

日本歯科医学会およびその分化会との連携を強化すること

になれるよう努力したいという思いを込めたものでした。し

を目指し，情報交換・収集に努めました。具体的なイベン

かし，ご存知のように，COVID-19 のパンデミックで学会活動

トとしては，残念ながら，2019 年度日本口腔衛生学会学術

が大幅に制限されるという不測の事態に見舞われました。と

大会における IADR 会長による招待講演を共催するに留ま

く に， 華 や か な 祝 賀 ム ー ド で 開 催 さ れ る は ず で あ っ た

りましたが，学会のあり方等についての会員の皆様の考え

Washington DC での IADR100 周年記念大会が中止になったこ

を知るべく，アンケート調査も実施させていただきました。

とは極めて残念であります。そういった事情もあり，志半ば

この 2 年間，想いばかりが先行して十分な成果を出せず，

でペンディングとなっている企画もありますが，この機会に，

力不足であったと反省することしきりです。しかし，JADR の

私が会長として着手した取組みをいくつか記させていただき

ポテンシャルは決して低くありません。JADR が大好きな私は，

ます。

こ の 学 会 が ま だ ま だ 元 気 に な れ る と 信 じ て 疑 い ま せ ん。
COVID-19 の終息を願いつつ，中村会長のもとで益々の発展を
遂げるよう尽力したいと改めて思う次第です。
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Ⅲ．第68回国際歯科研究学会日本部会（JADR）総会・学術大会報告
第 68 回国際歯科研究学会日本部会総会・学術大会
を終えて
大会長

石原

1．Symposium Ⅰ
「At the front-line: Etiology of periodontitis」

和幸

石原

（東京歯科大学微生物学講座）
準備委員長

澁川

和幸

（東京歯科大学微生物学講座）

義幸

山下

（東京歯科大学生理学講座）

喜久

（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野）

第 68 回国際歯科研究学会日本部会（JADR）総会・学術大

この度，第 68 回国際歯科研究学会日本部会総会大会長の石

会を，東京歯科大学で開催するにあたり，ご高配を賜りまし

原先生と山下で本シンポジウムの企画・担当させていただき

た今里聡会長をはじめ理事の先生方並びに会員の皆様に深謝

ました。「At the front-line: Etiology of periodontitis」と題した本

いたします。予想を超える Covid-19 のパンデミックにより当

シンポジウムでは，歯周病病因論解明の第一線で活躍されて

初の予定を急遽 web 上での開催に変更し，なんとか無事に開

いる若手からベテランの幅広い年齢層のシンポジストに斬新

催することが出来ました。会員の皆様のご尽力により，総計

な発想と手技から得られた研究成果に基づく講演をいただき

107 の演題（基調講演 1，特別講演 1，シンポジウム 4 件 16 題，

ました。

ポスター 89 件）となり，参加者は 223 名に上りました。当時，

まず，私の研究分野（九州大学大学院歯学研究院）の准教

感染者数が増加し続ける困難な状況の中，大会を盛り上げて

授である竹下徹先生は，「Bacterial composition of overall oral

戴いたすべての会員の皆様に心よりお礼を申し上げます。Web

microbiota associated with periodontal disease and health」と題し

開催に変更するに当たり資金的にも困難な状況が起こる可能

た講演を行いました。私が 2003 年に九州大学の教授に就任以

性が，予想されましたが，参加者の皆様のおかげで無事終了

来着手し，これまで進めてきた口腔マイクロバイオーム研究

することが出来てほっとしています。

の成果を基に，細菌叢解析からみた歯周病の新たな病因論に

本大会は，歯科領域の研究が従来の領域を超え，新たな健

ついての話題を提供しました。次に，中山真彰先生（岡山大

康へのコンセプトを生み出すことを目標とし “Beyond Borders:

学 大 学 院 医 歯 薬 学 総 合 研 究 科 ） は，
「The significant role of

From Dental Research to Future Oral Health” をテーマに企画をさ

Porphyromonas gingivalis “Gingipains” as a virulence factor on

せて戴きました。基調講演では，Louisville 大学の Richard J.

periodontal inflammation」の題名で，歯周病細菌として最も注

Lamont 先生に，歯周病原細菌を含む歯肉縁下マイクロバイオ

目を浴びている P. gingivalis のプロテアーゼである Gingipain

ームと上皮間の相互作用について口腔癌への関わりも含む最

が炎症惹起に関与するメカニズムの一端に迫る最新の研究結

新のデータをわかりやすく解説していただきました。さらに，

果を紹介いただきました。その後，学振の特別研究員である

特別講演としては KADR 会長の Joo-Cheol Park 先生による

塚崎雅之先生（東京大学大学院医学研究科）には，若手のホ

Copine 7 による象牙質再生についての講演，JADR の会長の

ープとして歯周病における骨吸収メカニズムについて斬新な

Pamela Den Besten 先生には，開催への祝辞を戴きました。シ

理論と観点から「Periodontitis as an “osteoimmune” disease」の

ンポジウムでは，Dental Research から疾患へのアプローチとし

タイトルでご講演をいただきました。最後に，天野敦雄先生（大

て細菌学・免疫学，幹細胞，生理学といった領域からのシン

阪大学大学院歯学研究科）には「Epithelial barrier breakdown by

ポジウムとともに若手研究者によるシンポジウムを行いまし

Porphyromonas gingivalis」の題名で，上皮間の接着因子である

た。Web 開催だとコミュニケーションが難しいという点から

JAM1 分子の歯周病防御における重要な働きと P. gingivalis に

急造で配信後に設けたディスカッションタイムも無事機能し

よるその選択的な破壊に基づく歯周病の病因論にフォーカス

て活発な議論が行われ，なんとか学術大会の目的が果たせた

して最新の基礎的知見を概説いただきました。

のではないかと思っております。

今回はコロナ禍ということで，Web によるシンポジウムの

最後になりますが，企画運営を行ってくれた教室員に感謝

開催となりましたが，多数の皆様にご参加いただき，講演後

すると共に，シンポジストをはじめ本大会に参加していただ

の総合ディスカッションでもシンポジストや出席者から多く

いたすべての方々に心よりお礼申し上げます。

のご質問やコメントをいただいて，大盛会のシンポジウムで
した。今回のモデレータとしての機会をいただいた大会長な
らびに共に座長を務められた石原和幸先生，シンポジストの
竹下徹先生，中山真彰先生，塚崎雅之先生，天野敦雄先生を
はじめとして本シンポジウムにご参加いただきました皆様に，
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本紙面をお借りして改めて深く感謝を申し上げます。

3．第 68 回 JADR 学術大会シンポジウム 3 報告
− Pathophysiological approach from oral
function to systemic diseases −

2．シンポジウム II
Future is now! Stem cell revolution in hard and
soft tissue engineering
東

俊文

（東京歯科大学生化学講座）

澁川
（東京歯科大学

義幸

生理学講座）

本シンポジウムは，過去の JADR 大会ではあまり馴染みの
ない「生体機能と病態の関連＝生理学と病態生理学」の観点
から “Pathophysiological approach from oral function to systemic

本シンポジウムは長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生命
医科学域細胞生物学分野大庭伸介教授と東京歯科大学生化学
講座東

俊文が座長となり，歯科領域における iPS 研究第一

人者を一同に集めて開催された。まず，第一演者として長崎

diseases” と題したシンポジウムを企画しました。座長は，上
阪直史教授（東京医科歯科大学

歯学部

認知神経生物学分

野）と小生でつとめ，世界でも大変ご高名な 4 名の先生から
ご講演をいただきました。

大学大学院医歯薬学総合 t 研究科は命医科学域細胞生物学分野

1）重村 憲徳教授（九州大学大学院歯学研究院口腔機能解析

大庭伸介教授が iPS 細胞から骨芽細胞への分化誘導メカニズ

学分野／九州大学五感応用デバイス研究開発センター）
「Taste

ムについて個体発生における骨組織発生分化過程を丁寧に再

renin-angiotensin system may contribute to the maintenance of

現した骨芽細胞分化方法確立とこれを 3 次元培養へ応用した

sodium homeostasis」，2）加藤隆史教授（大阪大学

リモデリング機構の in vitro 再現系確立という非常に興味深い

学研究科

結果を発表した。第 2 演者は広島大学医系科学研究科（歯）
宿南知佐教授が筋肉起始部腱組織の発生学的特徴とそのメカ

高次脳口腔機能学講座

大学院歯

口腔生理学教室）

「Pathophysiology of SB: challenges from human and animal
studies」，3）篠田雅路教授（日本大学

歯学部

生理学講座）

ニズム解明を目的として ScxEGFP トランスジェニックマウス

「Common pathophysiological features in burning mouth syndrome

由来 iPS 細胞を樹立しその解析から，筋肉起始部腱組織細胞

and irritable bowel syndrome」，4）溝口利英准教授（東京歯科大

は間葉系幹細胞分化後に Scx 陽性 /Sox9 陽性細胞に分化し，成

学

熟が進むと Sox9 発現が徐々に低下することを確認した。これ

Regeneration」。

口腔科学研究センター）「In vivo Dynamics of Dental Tissue

らは筋肉起始部腱組織分化メカニズムを非常に明快に説明す

この 4 名のメンバーからの講演ですから，シンポジウムが

る新知見であった。第 3 演者は東京医科歯科大学 大学院医歯

面白くないわけがなく，多くの方にご参加をいただきました。

学総合研究科 医歯学系専攻 顎顔面頸部機能再建学講座 分子発

英語とはいえ，非常に活発なディスカッションも行われ大変

生学井関祥子教授らのグループがこれまでその解明が極めて

盛況でした。今回の JADR は，初めての試みである WEB 開催

困難とされてきた頭蓋骨早期融合症病態メカニズムを，iPS 細

でしたが，対面による開催よりも、むしろ熱い討論がなされ，

胞を用いるアプローチにより詳細に検討し極めて興味深い発

大変印象深いシンポジウムとなりました。

表を行なった。演者らは疾患特異的 iPS 細胞を樹立しその骨
芽細胞分化メカニズムの解析を基に複雑かつ遺伝子異常とし
ても多彩な病態解明を様々な切り口で解明し希少性遺伝性疾
患解明における iPS 細胞の有用性を報告した。第 4 演者は東
京歯科大学生化学講座中村貴講師が Apert 症候群疾患患者由来

4．第 68 回 JADR 学術大会 若手シンポジウム
（Rising Scientist Session）報告
− Neuroscience −

iPS 細胞を用いた研究を中心に新知見を発表した。本疾患 iPS
細胞は通常の分化誘導条件においては特段骨芽細胞分化亢進
は認めないにもかかわらずメカニカルストレスを負荷すると

後藤多津子
（東京歯科大学歯科放射線学講座）

FGF2 発現上昇とそれに伴う疾患細胞の増殖・分化亢進をきた
すことを発見した。さらに抗 FGF2 抗体投与により細胞増殖と

本学術大会において初めて開催された，若手シンポジウム

それに続く骨芽細胞分化促進は認められなくなることを発見

（JADR Rising Scientist Session）を担当させていただきました。

し治療法への応用可能性も示した。本知見は本疾患発生機序

成長著しい若手研究者に英語でシンポジウム発表をしていた

に骨芽細胞前駆細胞に対するメカニカルストレス負荷が重要

だき，プレゼンス向上をはかることを目的とし，今後も引き

な関与をする可能性を提示した。いずれの発表においても非

続き行われる予定です。若手といっても，学部生から大学院

常に活発な質疑応答がなされ大変盛会かつ有意義なシンポジ

修了後数年間は他のセッションがありますので，こちらは，

ウムであった。

その後の継続的な活動を意識し，講師・助教クラスが対象です。
今回は，セッションテーマ「Neuroscience」に関連する研究
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として，片桐 綾乃先生（大阪大学口腔生理学）に Phenotypic

した。また YAP を最活性化させた癌細胞は EGFR 阻害薬に耐

and neuroplastic changes in trigeminal nociceptive pathways

性を示しました。EGFR 阻害薬は既に臨床で用いられています

following trigeminal nerve injury，加納 史也先生（徳島大学組織

が，その再発症例では YAP が活性化していると報告されてい

再生制御学）に Factors secreted from dental pulp stem cells show

ます。本研究の結果から，EGFR 阻害薬は YAP を不活性化し

multifaceted benefits for synergistically regenerate transected rat

腫瘍増殖を抑制するが，その後未解明の機構により YAP が再

peripheral nerves by altering macrophage polarity，宮本 順先生（東

活性化して耐性獲得・再増殖を促す可能性があると推察され

京 医 科 歯 科 大 学 顎 顔 面 矯 正 学 ） に The human brain and

ます。したがって，EGFR 阻害薬に YAP/TAZ を標的とする治

mastication; broad impact on systemic functions を発表いただきま

療薬を併用することで，耐性獲得や再発を防止できる可能性

した。

が示唆されました。

おかげさまで，JADR はじめ，JADR 学術大会会長である石

今回はコロナ禍のためオンラインでの発表となりましたが，

原和幸先生のご支援を得て，急なオンライン開催にもかかわ

貴重なご質問をいただく機会を与えていただき感謝しており

らず，約 50 名が参加し討論が行われ，将来につながる大変意

ます。今回いただいた質問を今後の研究に生かし，癌研究を

義深いシンポジウムとなりましたことをご報告するとともに，

中心として歯学研究の発展のために精進してまいります。

皆様に感謝いたします。

最後になりましたが，留学中および前後に御指導いただき
ました J Silvio Gutkind 先生（University of California, San Diego
教授），髙田 隆先生（徳山大学 学長），宮内 睦美先生（広島大

++++++++++++++

学口腔顎顔面病理病態学教室 教授）
，柴 秀樹先生（広島大学

Ⅳ．JADR/GC 学術奨励賞を受賞して

病院 口腔検査センター長）にこの場を借りて心より感謝申し
上げます。

1．2020 年度学術奨励賞を受賞して
2．2020 年度 JADR/GC 学術奨励賞を受賞して
安藤
（広島大学病院

俊範
大堀

口腔検査センター）
（東北大学大学院歯学研究科

悠美

分子・再生歯科補綴学分野）

この度，オンラインで開催された第 68 回 JADR 学術大会に
おいて発表させていただきました「Role of EGFR-mediated

この度，
第 68 回 JADR 総会・学術大会において演題
「Generating

MOB1 phosphorylation on Hippo pathway regulation」の演題に対

MSC Spheroids Recovers Stemness Characteristics for Cortical Bone

し，2020 年度 JADR/GC 学術奨励賞を受賞させていただきま

Formation」を発表し，2020 年 JADR/GC 学術奨励賞を受賞い

した。名誉ある賞をいただき，大変光栄に存じます。コロナ

たしました。このような栄誉ある賞をいただき，大変光栄に

禍においてもオンラインにて開催いただきました JADR 会長

存じます。COVID-19 感染拡大のなか，大会開催にご尽力いた

の今里 聡先生，大会長の石原 和幸先生および関係者の先生方

だきました諸先生方に深く感謝申し上げます。

に心より感謝申し上げます。

近年，従来の骨補填材に自己増殖能・多分化能を有する幹

私の研究は，Hippo 経路というシグナル経路が EGFR によっ

細胞を組み合わせることで，大規模な骨欠損に対して良好な

て制御される機構を解明したものになります。Hippo 経路は

骨再生を実現することが期待されています。最も研究が進ん

MST1/2, LATS1/2, SAV1, MOB1 で構成されており，下流には

でいる幹細胞のひとつに間葉系幹細胞（MSCs）が挙げられま

YAP/TAZ という共転写因子が存在しています。Hippo 経路が

すが，接着培養皿上で培養を繰り返すことで MSCs の性質が

不活性化すると YAP/TAZ は活性化して増殖関連遺伝子の転写

変化することが報告されています。MSCs の性質の変化は

を亢進します。Hippo 経路は腫瘍細胞の増殖において中心的な

MSC 療法の臨床成績に大きな影響を与えると考えられていま

役割を担っています。腫瘍の様々な遺伝子異常が Hippo 経路

す。そこで我々の研究グループは接着培養法に代わり，MSCs

の異常および YAP/TAZ の活性化を引き起こしており，口腔癌

の幹細胞性を安定して維持する三次元振盪培養法を開発しま

ではカドヘリンファミリーの FAT1 の変異・欠失や，YAP1 の

した。この培養方法で形成された細胞塊（スフェア）は MSCs

遺伝子増幅が寄与していると報告されてきましたが，他の遺

の多分化能を安定して維持することを報告しましたが，一部

伝子異常も関与している可能性がありました。そこで私は，

幹細胞関連遺伝子の発現が不十分であり，さらなる培養条件

口腔癌において遺伝子増幅・過剰発現している EGFR に着目し，

の最適化が必要でした。

EGFR が Hippo 経路を制御する機構を解明する目的で研究を行

本研究では，骨髄 MSCs（BMSCs）が中胚葉由来の細胞に

いました。結果として，EGFR は Hippo 構成要素である MOB1

加え，神経堤幹細胞由来の細胞が含まれているという点に着

を直接リン酸化し，YAP/TAZ を活性化させることを見出しま

目しました。そこで，これまで三次元振盪培養法で使用して

2021-1
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いた MSC 維持培地に代わり，神経堤幹細胞培養で用いられて

これまで，バイオフィルム細菌間の栄養共生による相互扶助

きた神経幹細胞用培地を用いることで MSC スフェアを形成

によって，バイオフィルムが高病原化されていく分子基盤に

し，その性状を解析しました。接着継代培養にて多分化能が

焦点を当てて研究を行ってきました。

低下した MSCs を本条件で培養したところ，形成した MSC ス

本研究では F. nucleatum を中心とする栄養共生のメカニズム

フェアの多分化能が回復し，3 週間の振盪を加えても高い細胞

を解析しました。同菌は豊富な付着因子を有し細菌集団を物

生存率と幹細胞関連遺伝子の発現を示しました。さらに MSC

理的に纏める役目を担うとともに，大腸がんや早産等との関

スフェアの免疫関連遺伝子の発現が上昇しており，MSCs の免

連から近年注目されていますが，栄養共生における役割につ

疫制御能が向上していることが示唆されました。ラット大腿

いては不明な点が多い菌でもあります。質量分析装置等を用

骨欠損モデルを用いて MSC スフェアの骨再生能を解析したと

いた解析から，F.nucleatum は初期定着菌によって放出された

ころ，接着培養 MSCs 移植群と比較して MSC スフェア移植群

アミノ酸をポリアミンへと変換し，それがさらに歯周病菌に

で有意に高い骨密度を有した新生骨の形成が確認できました。

供与されることでそのバイオフィルムの表現型を変化させ，

これらの結果より，神経幹細胞用培地を応用した振盪培養

病 原 性 を 高 め る こ と を 示 し ま し た。 言 い 換 え れ ば，F.

法で形成した MSC スフェアは高い幹細胞性を維持し，さらに

nucleatum はバイオフィルム共同体における物理的な橋渡し役

骨再生能力に優れている可能性が示されました。この培養法

であるだけでなく，常在菌と歯周病菌との間の食物連鎖の橋

は MSCs を用いた骨再生療法を効果的に実現する有望な方策

渡しをしているとも考えられ，バイオフィルム高病原化のメ

である可能性を示唆させるだけでなく，中胚葉由来組織だけ

カニズムに新たな視点をもたらすものと考えます。

でなく神経堤由来組織である頭頸部間葉組織の再生にも有効
なソースになるのではないかと期待しています。

オンラインで行われた審査では，定められた形式の中でど
のようにしたら伝わるプレゼンができるか苦心しましたが，

最後になりましたが，本研究の遂行にあたり，ご指導いた

対面ではないのであまり緊張はしないだろうと高を括ってお

だきました江草宏教授，新部邦透先生をはじめとする多くの

りました。しかし，いざパソコンのスクリーン上にズラリと

先生方にこの場を借りて心より御礼申し上げます。世界的に

審査をされる先生方が映し出されるやいなや，言いようのな

未曾有の危機を迎えるなかで臨床・研究でかなりの活動を制

い緊張感に襲われたのを覚えております。今回の貴重な経験

限されておりますが，この素晴らしい賞の受賞をモチベーシ

を糧に，これからも研究活動に精進して参りたいと思います。

ョンに，今後とも研究に尽力してまいります。

最後になりましたが，本研究の遂行にあたり御指導くださ
いました大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学 天野 敦雄 教授
ならびに久保庭 雅恵 准教授に心より御礼申し上げます。

3. 2020 年度 JADR/GC 学術奨励賞を受賞して
坂中

哲人

4.

JADR Young Investigator Award 2020

（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学）
Mahmoud Farahat, DDS. PhD.
この度，第 68 回 JADR 学術大会において発表いたしました
「Fusobacterium nucleatum metabolically integrates commensals and

（Department of Biomaterials Graduate School of Medicine,
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University）

pathogens in oral biofilms」という演題に対し，2020 年度学術奨
励賞を受賞することができました。このような賞を頂きまし

It was my honor to attend the 68th Annual Meeting of JADR

たことを大変光栄に思います。また昨今の未曾有の事態の中，

which was held online for the first time due to outbreak of the Covid-

研究発表の場を提供して頂きました JADR 会長 今里 聡 先生，

19. I had the pleasure to present my poster entitled “Hydrogel-based

大会長 石原 和幸 先生をはじめ，Web 開催に尽力された諸先生

biomechanical environment for understanding Meckelʼ s cartilage

方に深く感謝申し上げます。以下に研究の概要について紹介

fate” . For this presentation, I am honored to receive the JADR/GC

させて頂きます。

Young Investigator Award, the prestigious award that acknowledge

雑多な微生物の集合体であるバイオフィルムは一つの有機

the scientific achievements of junior researchers.

体として宿主との間で恒常性を維持しています。歯周病はバ

In this study I focused on studying the fate of the Meckelʼ s cartilage

イオフィルムの病原性が高まり，宿主との恒常性が破綻する

from a biomechanical perspective. I developed mechanically-tuned

ことで発症しますが，このときバイオフィルム内では，歯周

hydrogel biomimetic system to show that the mechanical stiffness of

病菌を含めた様々な微生物間の相互作用により病原性を高め

the surrounding environment can alter the cartilage fate where the

ている様子が明らかにされつつあります。特に栄養素の授受

low-stiffness hydrogel environment（10 kPa）can induce mineralization

を介した相互扶助は近年注目され，いくつかの事例が見出さ

in the cartilageʼ s anterior portion whereas the relatively high-stiffness

れつつある一方，未解な要素も多く残されています。我々は

gels（40kPa）induced significant degeneration in the middle

8
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portion. In conclusion, we introduced the biomechanical properties

H3K27 アセチル化，H3K4 トリメチル化（ユークロマチン化：

of the surrounding environment as key factor in deciding the

転写活性の促進）が抑制を受けることを見出しました。つまり，

developmental fate Meckelʼ s.

アメロジェニンは早期にマクロファージ核内のクロマチン構造

After the conclusion of my presentation, I received several

を変換し，ユークロマチン化を抑制することで CIITA プロモー

questions and valuable comments from the examination board. It was

ター IV 領域の転写・翻訳を阻害し，MHC II 分子の発現やその

a great experience for me to get such positive reception and feedback

後のヘルパー T 細胞の活性を抑制することを解明しました。

from distinguished scientists. I hope to continue my studies and

以上から，歯周組織再生療法で臨床応用されているアメロ

contribute for the development of dental research. Finally, I would

ジェニンは抗原提示を抑制することで，Th1 細胞による細胞

like to thank Professor. Takuya Matsumoto for his mentorship and

性免疫を中心とした免疫応答の発動を制御し，結果的に外科

constant guidance and support. I also would like to thank my

処置後の治癒を促進させている可能性を見出しました。今後

colleagues at the Biomaterials Department, Okayama University

は，アメロジェニンによるエピジェネティック制御の詳細な

Graduate School of Dentistry for their support, team work and years

メカニズムを解明していく予定です。本発表に対し，審査員

of friendship.

の先生方から多くの質問やコメントをいただきました。今後
の研究を進めるうえで参考にさせていただきます。
最後になりましたが，本研究の遂行にあたり，ご指導を賜

5.

2020 年度 JADR/GC 学術奨励賞を受賞して

りました九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周
病学の西村英紀教授，讃井彰一講師をはじめ，多くの先生に

四本 かれん

この場をお借りして心より感謝申し上げます。

（九州大学歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学）

を研究発表し，2020 年度 JADR/GC 学術奨励賞を受賞させて
いただきました。歴史ある学会でこのような栄誉ある賞をい
ただき大変光栄に存じます。JADR 会長である今里聡先生をは

++++++++++++++

この度，
第 68 回 JADR 総会・学術大会において，
演題
「Amelogenin
down-regulates MHC class II antigen presentation on macrophages」

Ⅴ．JADR/Joseph Lister Award を受賞
して

1．2020 年度 Joseph Lister Award を受賞して

じめ，関係の諸先生方に心より感謝申し上げます。
エナメル基質蛋白質（EMD）を用いた歯周組織再生療法は，
歯周外科術後の疼痛や歯肉腫脹等の炎症反応が少なく，治癒

藤本

龍史

（九州大学歯学部歯学科 6 年（九州大学口腔病理学教室）

転機が良好であることが経験的に，あるいは動物実験の結果
から知られています。先行研究におけるマイクロアレイ解析

この度，私は 2020 年 11 月 7 日〜 21 日にわたってオンライ

の結果から，エムドゲインの主成分であるアメロジェニンが

ンにて開催された第 68 回国際歯科研究学会日本部会（JADR）

単球における主要組織適合遺伝子複合体クラス II（MHC II）

総会・学術大会にてポスターによる研究発表をさせていただ

の遺伝子発現を抑制することを見出しました。歯周病感染に

きました。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する厳

対する免疫応答はマクロファージによる外来抗原の認識と提

しい状況にも関わらず，発表の機会を与えてくださっただけ

示が起点となることから，MHC II 発現抑制の分子基盤の解明

でなく，多くの講演，研究ポスターを視聴することができ，

は重要です。そこで，アメロジェニンがマクロファージによ

大変貴重な機会となりました。改めて感謝申し上げます。

る IFN γ誘導性 MHC II 抗原提示能に与える影響をテーマに選
び研究を行いました。

今 大 会 で は，“Sema3A-AKT Axis In Salivary Gland And
Adenoid Cystic Carcinoma Developments” という内容で発表させ

アメロジェニンは IFNγ刺激による MHC II の遺伝子および

ていただきました。Semaphorin3A（Sema3A）は Semaphorin フ

細胞表面発現を抑制しました。アメロジェニンは刺激 2 分で

ァミリーに含まれる分泌蛋白の一つで，軸索誘導因子として

細胞質に取り込まれ，5 分で核内へ移行し，IFNγ誘導性 MHC

知られています。Sema3A は歯胚の発生過程において，Wnt/β

II 分子の転写活性化因子である MHC II トランス活性化因子

-catenin シグナルにより発現が抑制されることで歯胚上皮の増

（CIITA）のタンパク発現を抑制しました。さらに，アメロジ

殖を負に制御します（Fujii et al., Sci Rep.（2019））が，Sema3A

ェニンで前処理したマクロファージは，MHC II 発現が低下す

が唾液腺の発生に与える影響は不明でした。今研究では顎下

ることで，共培養した T 細胞の活性化マーカーである CD25，

腺器官培養を確立することから始まりました。胎生 13 日マウ

CD69 の発現量，T 細胞増殖能，および CD4 陽性 T 細胞から

スの顎下腺を上皮と間葉を含めた状態で取り出し培養を行い

の IL-2 の産生量を低下させました。クロマチン免疫沈降法か

ました。日数の経過とともに顎下腺の腺房数，顎下腺面積，

ら，アメロジェニン刺激により CIITA プロモーター IV 領域の

細胞数の増加を観察でき顎下腺器官培養を確立することがで
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きました。器官培養は，生体外にて生体内に近い分枝形態形

やネコの口腔内から歯周病原因菌として発見されることの多

成を観察できるという点でユニークな実験系だと考えられて

い P.gulae, P.salivosa の 2 菌種を対象として，様々な由来の乳

います。次に，顎下腺器官培養における Wnt/β-catenin シグナ

酸菌 13 菌種の培養上清を用いて抗菌試験を行い MIC（最小発

ル が Sema3A の 発 現 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 し ま し た

育阻止濃度）を求めました。結果として，MIC に差は見られ

CHIR99021 を用いて Wnt/β-catenin シグナルを活性化させると

たものの全ての乳酸菌で有意な静菌性が認められました。

Sema3A の遺伝子発現，タンパク発現が減少しました。つまり，

さらに，歯周病原因菌が特異的に持っているタンパク質を

唾液腺においても Wnt/β-catenin シグナルが Sema3A の発現を

分解するトリプシン様酵素に対して，乳酸菌の培養上清がそ

制御していました。そして免疫染色，遺伝子解析を進めてい

の活性を抑えることができるかどうかを評価しました。こち

ったところ，Sema3A は AKT のリン酸化を介して顎下腺の細

らも結果として，総じてどの菌も有意に酵素活性を抑制する

胞増殖，および腺様嚢胞癌の細胞増殖にも関わっていること

ことがわかりました。

が示唆されました。私共は，正常発生と腫瘍発生における共

しかし，二つの実験において最も効果の強かった菌種はそ

通の分子基盤の解明を大きなテーマとして研究を行っており

ぞれの実験ごとに異なっていたため，臨床に応用していく際

ますが，現在ではその一つとして Sema3A が機能するのでは

には複数の菌種を併用して行くことがより良い結果をもたら

ないかと考えております。また将来的には，こういった基礎

すのではないかと考えています。

研究を通じて，新規がん治療の開発など臨床にもつなげてい
きたいと考えています。

今回の実験はどちらも上清を中性に調整して用いたので，
静菌性や酵素活性抑制能を示したのは，乳酸そのものではな

今大会はオンデマンド開催となり，残念ながら対面で先生
方とお話する機会は減ってしまいましたが，じっくりと多分

く乳酸菌の代謝産物であると考えられます。今後の研究にお
いて，この物質の同定を行なっていこうと思います。

野の先生方の研究内容を拝見したり，講演を聴くことができ

今回の大会はオンラインによる開催だったため，他の参加

ました。今後の研究につながるアイデアも得られたと感じて

者の方々との交流は少なくなってしまったことは大変残念で

おります。今研究には 4 年次から放課後を利用して 6 年次と

したが，それでも様々な分野での研究発表を拝見して今後の

なった現在まで 3 年間関わりました。強く記憶に残っている

研究の糧にすることができたと感じています。

のは，結果が出たときの達成感です。これは，実験計画の修

改めて，今回この様な名誉ある賞を賜りまして，JADR 会長

正や失敗が多ければ多いほど強いものではないでしょうか。

の今里先生 Joseph Lister Award 選考委員の先生方，またご指導

もちろん，研究を行ったといってもとても未熟で，ほとんど

くださいました微生物学講座の大島先生や河合先生を始めと

は指導してくださっている先生方のおかげです。今後は，本

する研究室の先生方に心よりお礼申し上げます。

研究内容の論文掲載を目標にして研鑽を続けていきたいと思
っています。
今回このような名誉ある賞を賜りまして，JADR 会長の今里

3. 2020 年度 Joseph Lister Award を受賞して

教授，副会長の中村教授，大会長の石原教授，後藤教授をは
じめ Joseph Lister award 選考委員の先生方，またこのような機

中出

一

（東京医科歯科大学歯学部歯学科 5 年）

会を与えてくださり，ご指導くださいました九州大学口腔病
理学教室の清島保教授，藤井慎介講師，そして研究室の先生

こ の 度 は， 第 68 回 JADR 総 会・ 学 術 大 会 に お き ま し て，

方に心よりお礼を申し上げます。

2020 年度 Joseph Lister Award を受賞させていただきました。こ
のような素晴らしい賞をいただくことができ，大変光栄に思

2. 2020 年度 Joseph Lister Award を受賞して

います。
私の演題は「Screening of S.salivarius with anti-caries activities」

酒井 湧志
（鶴見大学歯学部 4 年）

でした。う蝕の主な原因菌である S.mutans の発育を抑制する
S. salivarius をスクリーニングにより見つけ出すことで，将来
的にプロバイオティクスとしての応用を目指すという研究で

この度は 2020 年 11 月 7，8 日にオンラインにて開催された

す。スクリーニングは主に 3 段階に分けることができます。1

第 68 回 JADR 学術大会でポスターによる研究発表を行い，

段階目では，まず小児患者の舌上の唾液，口腔内のプラーク

Joseph Lister Award を受賞させていただきました。

をぬぐい取り，それを MSA 寒天培地上に培養し，増殖したコ

今回私は，プロバイオティクスの観点から見た乳酸菌によ
る歯周病原因菌の発育抑制能について発表いたしました。

ロニーを S. salivarius の形態学的観点に基づいて 1 患者当たり
10 個選択しました。これらのコロニーが S. salivarius であるか

まず，ヒトの歯周病原因菌として有名な Porphyromonas.

を確認するために，S. salivarius のみに特徴的な gtfk 遺伝子の

gingivalis に加えて，昨今ではペットとして飼われているイヌ

存在を PCR 法で検討しました。2 段階目は 1 段階目において
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PCR 陽性であったサンプルを用いて，Deferred Antagonism

にてプレゼンテーションを行うという形になりましたが，と

Assay により S. salivarius が S.mutans に対して発育抑制作用を

ても貴重な経験をさせていただけたと感じております。

示すかを調べました。3 段階目は，スクリーニングにより得ら

今回の研究では，一般にう蝕の原因因子とされている様々

れたサンプルに salA,salB,sal9,sldA2 という既知のバクテリオシ

な糖が，歯周組織である歯槽骨に対してはどのような作用を

ンの遺伝子配列が存在するかどうか，そして fimS という S.

及ぼすのか，またその作用を惹起する糖の種類，濃度などを

salivarius が線毛を持つかどうかに関わる遺伝子配列が存在す

調べる実験を行いました。今回の結果が直接臨床に結びつく

る か に つ い て，PCR 法 に よ り 調 べ ま し た。 線 毛 を 持 つ

ことはなかなか難しいと思いますが，何らかの形で将来臨床

S.salivarius は，歯に接着しやすくなります。これにより歯の

応用されたらと考えています。
私は大学 4 年次から昭和大学口腔生化学講座に所属し，研

表面への S.mutans の接着を阻害して発育抑制が効果的に行わ

究発表を行うのは今回で二度目となりましたが，やはり英語

れることが期待されます。
全 229 サンプル（31 患者）中，170 サンプルが S. salivarius

での発表というところで非常に苦労しました。特に今回は，

であると確認し，この中で S.mutans の発育を抑制したのは

質疑応答の時間も設けられていて，自然科学分野特有の英語

570-P1 と 372-P1 の 2 種類のサンプルであり，3 段階目の PCR

や言い回しにとても苦戦し，改めて英語を聴く力話す力が重

法によりこの 2 種類のサンプルは salA を持っており，fimS は

要だということを痛感しました。研究室の先生方には大変ご

持っていませんでした。salA は S.mutans の発育を抑制する働

迷惑をおかけしましたが，多くの先生のサポートのおかげで

きはないとこれまでの研究で判明しており，今回発見した 2

とても楽しく研究，発表準備をすることができました。今後

種の S. salivarius は，既知でない，S.mutans に対する新たなバ

も研究活動を続け，この経験を活かして根気強く頑張ってい

クテリオシンを産生しているという可能性も示唆されました。

きたいと思います。

この研究は，本学の学部 4 年次に約 3 か月間行われる研究

最後に，今回の研究発表に対しご指導を賜りました口腔生

実習において実施したものです。また，この実習は本学と提

化学講座の上條先生，宮本先生，山田先生，吉村先生，笹先

携している海外の大学の研究室でも行うことができ，私はカ

生そして国際交流センターの橋本先生，マイヤース先生，そ

ナダのトロント大学歯学部において今回の研究を行いました。

して多くの協力してくださった方々にこの場をお借りして心

私自身，初めての海外生活でありながら，研究に取り組むの

より感謝申し上げます。

も初めてでしたので，大変なことも多くありましたが，研究
室の皆さまに丁寧に指導していただきながら，最後までやり
自分自身を大いに成長させることができたと感じております。
最後になりましたが，今回，ご指導とこのような貴重な機
会を与えてくださった東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科医歯学系専攻顎顔面頸部機能再建学講座分子発生学の井
関祥子教授，また，トロント大学歯学部の Siew-Ging Gong 先
生始め，研究室の皆様にこの場をお借りして心より感謝申し
上げます。

++++++++++++++++++++++++++++++

遂げることができました。研究について学んだだけでなく，

Ⅳ．2019 年度 IADR 各賞受賞者報告
IADR Innovation Award for Excellence in
Orthodontics Research を受賞して
谷川

千尋

（大阪大学歯学部附属病院大阪大学データビリティフロンティア機構／
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター）
この度，Vancouver（BC，Canada）にて開催されました IADR/

AADR/CADR 97th General Session of the IADR にて，
「Development
of artificial intelligence systems to predict facial morphology after

4．JADR Joseph Lister Award を受賞して

orthodontic treatment」という演題でコンペティションに参加さ
根岸

宗一郎

（昭和大学歯学部 5 年）

せていただき，IADR Innovation Award for Excellence in Orthodontics
Research を受賞いたしました。歴史ある学会でこのような賞
を頂き大変光栄に存じます。JADR 会長である今里聡先生をは

この度，私は第 68 回国際歯科研究学会日本部会（JADR）

じめ，関係の諸先生方に心より感謝申し上げます。

総会・学術大会にて，昭和大学歯学部代表として「トレハロ

ひとの顔は個人を識別するための重要な指標であり，相互

ースによる破骨細胞形成の抑制」について発表し，JADR/

の社会的コミュニケーションを適切に行う上で重要な機能を

Joseph Lister Award を頂戴しました。このような栄誉ある賞を

果たしています。顎顔面部の形成異常や顎変形症に由来する

賜りましたこと，大変嬉しくまた光栄に感じるとともに，関

顔の形態的な歪みがある場合，個人にとって重大な社会心理

係者の皆様に心より感謝申し上げます。

学的な不適応という問題を引き起こすことが考えられます。

今 年 度 は 例 年 の ポ ス タ ー 発 表 形 式 で は な く， 世 界 的 な

現代の矯正歯科治療においては社会心理学的な立場から，顔

COVID-19 の流行とその感染拡大を防止するため，オンライン

の軟組織の形態を改善することは，重要な治療目標のひとつ
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立てる場合には，抜歯か非抜歯のいずれが治療方法として適
切か，またカムフラージュ治療か外科手術を伴う治療のいず
れが治療方法として適切かを判断する上で，軟組織顔の形を
評価し，その情報を従来の診断資料に組み込んで治療予測を
行うことが重要です。しかしながら，これまで顔の軟組織の
形態予測は二次元写真において，硬組織と軟組織の移動量が
比例関係を有するとの誤った前提に立ち行われてきており，
比例定数値の指定は術者に依存するなど予測結果の正当性に
関する根拠は乏しい状況でした。

++++++++++++++++++++++

とみなされております。不正咬合を有する患者の治療計画を

Ⅶ．理事会，評議員会および総会報告
JADR 前会長

今里

聡

（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）
2020 年度は，理事会が 4 回（2 月 7 日，5 月 25 日，8 月 21 日，

11 月 6 日）開催されました。
評議員会・総会は，第 68 回 JADR 学術大会会期中の 11 月 7
日に，オンラインビデオ会議（Zoom）を通して開催されました。

そこで，本研究では，矯正歯科治療および外科的矯正治療

冒頭で評議員会成立のための定足数を満たしていることが確

前後の三次元の顔写真を収集しデータベースを構築すること

認され，また，江草宏先生（東北大学）ならびに西村英紀先

で，深層学習により過去の症例に照らし合わせて数値演算処

生（九州大学）が議事録署名人として選出されました。

理を行い，治療後の三次元顔形態を予測する人工知能（AI）
システムを構築しました。三次元形態に対して深層学習等の

以下評議員会および総会において決定された 2021 年度の事
業計画などについて報告いたします。

統計処理を行うため，三次元形態の数理モデル化が必要でし
たが，本研究では，三次元顔表面に対してランドマークを基

1）2021 年度事業計画

準にメッシュを貼付する相同モデル化法を用いることで，三

以下の 2021 年度事業計画が提案され承認されました。

次元形態の深層学習を可能としました。本法は，三次元形態

理

を角度や距離で評価するのではなく三次元形態そのものを統

評議員会・総会：第 69 回評議員会・総会開催日時（10 月）

計的に評価できる点で有用な手法であり，本研究室では，本

学 術 大 会：第 69 回学術大会（10 月）

事

会：4 回開催（2，5，8，11 月）

10 月 24 日〜 25 日に九州大学にて開催

手法を人やマウスの歯顎顔面骨格の三次元形態の把握にも応
用しています。本 AI については，現在，国立研究開発法人日

各 種 委 員 会：JADR/GC 学術奨励賞選考委員会
Joseph Lister Award 選考委員会

本医療研究開発機構のご支援により実用化を目指しており，
これにより，個々の患者に特化した「証拠に基づく」高品質

N e w s l e t t e r：年 2 回発行（3 月，9 月発行予定）

な医療を提供することができると考えております。

M a i l N e w s：年 4 回程度を予定

最後になりましたが，本研究の遂行にあたり，ご協力を賜

日本歯科医学会理事会出席（陪席）

りました大阪大学大学院歯学研究科山城隆教授，大阪大学サ

IADR 2021 年度 Council Meeting へ役員を派遣

イバーメディアセンター Lee Chonho 先生はじめ，多くの先生

IADR-APR 2021 年度 Board Meeting へ役員を派遣

にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

2022 年度 IADR Hatton Award 候補者選考
IADR Vice President 候補者を IADR 本部へ推薦
IADR 各種 Committee 委員へ JADR 会員を推薦
IADR 本部へ JADR Annual Report を提出
2）2019 年度会計決算（案）および 2021 年度会計予算（案）
について
会計決算は，高田隆監事，高橋信博監事による監査承認後，
第 2 回理事会承認を経て，評議員会および総会において満場
一致で承認されました。2021 年度会計予算案は，第 4 回理事
会で承認を経て，評議員会および総会にて満場一致で承認さ
れました。
3）次期会長選出について
正会員による投票の結果，以下の次期会長（2023 年 1 月 1

受賞者の先生方と、右から 3 番目が筆者

日〜 2024 年 12 月 31 日）が選出されました。
森山

啓司（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎

顔面矯正学分野）
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4）次期会長および役員（理事・監事）について

4）2021 Hatton Awards 候補者の紹介

役員選出規程に従い，下記の JADR 次期役員（案）が上程

2020 年度第 4 回理事会で決定された，2021 IADR Boston 大

され，第 4 回理事会の議を経て，評議員会および総会で満場

会 Hatton Awards 日本代表候補者 3 名（五十音順，敬称略）が

一致で承認されました。任期はいずれも 2021 年 1 月 1 日から

紹介されました。

2022 年 12 月 31 日まで。
Senior Basic Science Category
Pasiree Thongthai

役員名簿（2021-2022）
会長

中村

誠司

九州大学大学院歯学研究院顎顔

（大阪大学大学院歯学研究科）

面腫瘍制御学分野
副会長 / 次期会長

Sanicha Yaklai

森山

啓司

今里

聡

東京医科歯科大学大学院医歯学

（東北大学大学院歯学研究科）

総合研究科顎顔面矯正学分野
前会長

理工学教室
会計理事

林

理事

葭原

美加子

Durga Paudel

大阪大学大学院歯学研究科歯科

（北海道医療大学歯学部）

大阪大学大学院歯学研究科歯科
保存学教室
新潟大学大学院医歯学総合研究
科口腔保健学分野

理事

池邉

一典

大阪大学大学院歯学研究科高齢

理事

後藤多津子

東京歯科大学歯科放射線学講座

理事

野田

守

岩手医科大学歯科保存学講座

理事

松本

卓也

理事

山田

聡

理事

江草

宏

者歯科学教室

岡山大学大学院医歯薬学総合研

++++++++++++++++++++++++++

明弘

Ⅷ．第 69 回国際歯科研究学会日本部会
（JADR）総会・学術大会開催のご案内
第 69 回国際歯科研究学会日本部会総会・学術大会
大会長

西村 英紀

（九州大学歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学分野）

究科生体材料学
東北大学大学院歯学研究科歯内

会

期：2021 年 10 月 24 日（日）〜 25 日（月）

歯周治療学分野

会

場：九州大学

再生歯科補綴学分野
理事

西村

英紀

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

理事

野村

武史

監事

高田

隆

監事

山崎

和久

〒 812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1

東北大学大学院歯学研究科分子・

東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座
広島大学名誉教授

大

会

長：西村 英紀（九州大学歯学研究院口腔機能修復
学講座歯周病学分野）

大会テーマ：「Re-defining the Mission of Dental Research
towards Post-corona World」
特 別 講 演：COVID-19 関連

新潟大学大学院医歯学総合研究

IADR 会長講演

科口腔保健学分野

KADR 会長講演

清野

宏

先生

シンポジウム：第 1 回日韓合同記念シンポジウム開催（予定）
5）名誉会員および終身会員推挙について

Biomaterial 関連シンポジウム

会則に従って，以下の会員（敬称略）が理事会より名誉会員，

再生歯学関連シンポジウム
若手研究者セッション（Rising Scientist Session）

ならびに終身会員として推薦され，評議員会および総会にお

「Periodontal Medicine」

いて承認されました。
終身会員

井上

孝

東京歯科大学

第 69 回国際歯科研究学会日本部会（JADR）総会・学術大会

大浦

清

大阪歯科大学

の開催にあたって

河野

文昭

徳島大学

2021 年の JADR 総会・学術大会は，福岡の地において 10 月

中嶌

裕

明海大学

24 日，25 日に開催予定としております。曜日が日曜日から月

日野浦

光

日野浦歯科医院

曜日にかけてという，若干変則的な日程となっておりますが，

松久保

隆

太陽歯科衛生士専門学校

関係諸先生方ならびに大学院生をはじめとした若手研究者の

大阪大学

方々のご参集を，心よりお待ち申し上げております。さて，

矢谷

博文

昨年来のコロナ禍において，我々歯科医学研究者は何を成し

2021-1
えたか，あるいは今後何を成すことで社会に貢献できるのか，
自問自答されている先生方も多いのではないかと推察してお
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レポーターをお引受けいただける先生は，大会報告を事務
局へお送り下さい。多数お待ちしております。

ります。このたびの大会では，この課題を皆様と一緒に考え
る機会にしたいと念じ，大会テーマを “Re-defining the Mission

字数：1200 字程度

of Dental Research towards Post-corona World” とさせていただき

締切：8 月 9 日（月）

ました。このテーマに沿った特別講演の演者として，前日本

執筆内容：第 99 回 IADR 大会に各自が参加した分野の報告。

免疫学会理事長の清野宏先生にご登壇をお願いしております。

シンポジウム，ポスター，口頭発表などから自由

最先端の免疫学の研究者としての提言に加え，歯科医師とし

に記載（過去のニュースレター参照）

ての立場からも何らかのメッセージを発信いただけるものと

原稿送付方法：TEXT file か MS WORD で，E-mail にて事務局へ送付

期待しております。このほか，昨年から延期されておりまし
た第 1 回日韓合同記念シンポジウムや，“Japan-Originated Next
Generation Biomedical Materials” と “Current Progress of Stem
マとしたシンポジウムを予定しております。再生や生体材料
に関する最新の話題が提供できるものと考えております。ま
た，昨年から今里前会長の発案で始まりました Rising Scientist
Session シンポジウムも継続開催する予定としております。
今のところ，現地開催を予定しておりますが，今後の成り

+++++++++++++++++++++++

Cell Biology and Regenerative Medicine in Dental Science” をテー

Ⅹ．IADR Hatton Award 応募候補者
（2022 年度 IADR, Chengdu, China,
100th General Session & Exhibition
of the IADR）の募集

行き次第で開催方式を変更する可能性もあります。どのよう
な形式で開催するにせよ，皆様と一緒になって本大会をポス

2022 年度の Hatton Awards 応募候補者を募集します。応募ご

トコロナ時代に向けて我々歯科医学研究者に課せられたミッ

希望の方は 6 月以降に Website に掲載します応募要領をご覧の

ションを再定義する機会にしたいと考えています。

上ご応募下さい。
本賞は第 10 代 IADR 会長 Edward Hatton 博士の功績をたた
えて設けられた若手研究者を顕彰するための賞です。応募カ

++++++++++++++

テゴリーは，Junior 部門，Senior- Basic Science 部門，Senior-

Ⅸ．第 99 回 IADR 総会・学術大会開催
レポーター募集（2021 年度 IADR）

Clinical Research 部門の 3 部門です。各 Division から推薦を受
けた候補者は IADR 学術大会の前日に行われる Hatton Awards
本選にて審査を受け，各部門上位 2 名が順位付けで受賞者に

本年 7 月 21 日から 24 日に開催を予定しております，IADR

選ばれます。

Boston 大会に関しまして，IADR 本部より，完全 Virtual の形
式に変更となった旨の連絡がまいりましたので，お知らせ申
し上げます。Web 開催の形式としては，ライブ配信，同時中

なお，各部門への応募資格と研究内容の区分は，以下のよ
うになります。

継放送の他，事前録画された発表のオンデマンド配信など，
様々な方法が検討されております。
詳細につきましては，IADR 本部のサイトにて状況を逐次ご
確認いただきますよう，お願いいたします。
会

期：2021 年 7 月 21 日（水）〜 24 日（土）

会

場：Boston（ハイブリッド開催）から，完全オンラ
イン開催（Virtual Experience）に変更となりました。

学術大会 URL：https://www.iadr.org/2021iags

Junior 部門：
歯学部学生による研究発表です。歯学部在籍中に行った研
究が対象となります。基礎研究，臨床研究を問いません。
Senior 部門：
大学院在籍者，研究生，専攻生等による研究発表です。
博士号既得者の場合，本選時に博士号取得後 3 年以内であ
れば応募できます。

事前参加登録締切（発表者）：2021 年 5 月 17 日（月）
事前参加登録締切（一

般）：2021 年 6 月 1 日（火）

Senior 部門は，下記 2 つの分野に分かれます。
・Basic Science Research: Involving laboratory or animal research

＊ JADR 会員の先生方から IADR 大会の様子など 9 月発行予
定の JADR Newsletter 第 2 号にご紹介いただきたく執筆者を募
集いたします。総会へ初めて参加される方からでも大歓迎で
す。

・Clinical/Pre-clinical Research：Involving research on human
subjects and/or epidemiologic studies
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●編集後記●
今回より JADR Newsletter の編集を担当させていただくことになりました。JADR/IADR に関連した最新情報をタイムリーにお届
けして参りたいと思いますので，会員の皆様からホットなニュースの投稿をぜひお待ちいたしております。
さて，JADR 今里 聡 前会長（2019-2020）の任期満了に伴い，後任として中村誠司 会長（2021-2022）が就任され，学会の新体
制がスタートいたしました。中村会長におかれましては，IADR Asian Pacific Region（IADR APR）会長を併任しアジア太平洋地域
の歯学研究のさらなる活性化に努められるとともに，2027 年 IADR General Session の日本誘致に向けて本格的な活動を開始されま
す。未来を見据えて多くの新しい事業に着手してこられた今里前会長のご尽力に敬意を表しますとともに，中村新会長のもとで
JADR が今後さらに発展して参りますよう，皆様のより一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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