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第１章 研究開発の概要 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

 

１）研究の目的 

 口腔内の二大疾患の一つである歯周病は、歯を失う主因であり、また種々の全身疾患との

関連も明らかになって来ている。一方、歯科治療で用いられる金属による全身的なアレルギ

疾患も年々増加している状況にある。そのため、歯科におけるＱＯＬの向上に向け、歯周病

の効果的な予防を目指し、電気的検出法による歯周病原菌のオンサイト検査機器システムの

研究開発と、歯科治療における金属アレルギ低減を目指し、生体親和性に優れたナノジルコ

ニア材料で非金属義歯フレームの実用化に向けた研究開発（材料加工に必要な加工機と形状

修正用ダイヤモンドバー含む）を行う。 

 

２）研究の概要 

歯科におけるＱＯＬ向上に向けた機器の開発研究として、下記２テーマの研究開発を実施

する。 

【 テーマ1： 口腔内細菌検査機器の研究開発 】 

口腔内の歯周病原菌をチェアサイドで簡便（検査技師など専門家でなくとも操作可能）・

迅速（検出時間１分間程度）・高精度（歯周病リスク判定可能な検出感度）に測定できる機

器を開発する。 

平成２３年度は、検出原理である抗体DEPIM測定条件の最適化ならびに非特異的な反応を

抑制する表面処理方法の開発、決定した検出ターゲット歯周病原菌の抗体認識部位設計なら

びに抗体産生クローン確立、電極一体型セルの原理試作・評価により目標検出感度の達成確

認を行った。 

平成２４年度は、平成２３年度成果をベースに、歯周病菌の抗体を完成させ、この抗体を

固定化した電極一致型ディスポセルと測定機器を試作する。また、歯周病源菌を用いた検出

性能評価をラボにて実施し、測定性能を確立させる。 

 

【 テーマ2： 非金属義歯フレームの研究開発 】 

ジルコ二アの中で唯一金属に置き換わる特性を持っているナノジルコニア材料を

用いて、義歯フレームの開発を行い、金属からナノジルコニアへの材料転換を実現

する事により今後増加する高齢者の金属アレルギ低減に貢献する。 

また、本研究開発を遂行するには、下記に示す 2点の開発が同時に必須である。 

 

・義歯フレーム作製用 CAM装置の開発、形状修正用ダイヤモンドバ－の開発 

 

平成２３年度は、クラスプの破壊強度をシミュレ－ション解析して基本形状を決

定し、また金属義歯フレ－ムをナノジルコニアに置き換えて作製し適合精度を確認

した。義歯フレ－ム作製用 CAM 装置の開発においては、加工パスソフトの開発・モ

－ションコントロ－ルボ－ド及び 5 軸加工機の改良をおこない原理試作を完了した。

形状修正用ダイヤモンドバ－については、試作を完了し他社同等レベルの品質を確

保した。 



 

 

4 

平成２４年度は、量産機として対応できる義歯フレーム作製用 CAM 装置の開発と形状

修正用ダイヤモンドバ－の製品化に向けた種類・形態を拡充する開発を実施し、薬

事（クラス 1）届出を行う。また、CAM 装置を用いて、義歯フレームの加工プロセス

開発とＣＡＤによる設計の最適化を行い、ナノジルコニア義歯フレ－ムの臨床研究を実

施することにより、平成２５年度事業化を目指す。 

 

３）研究目標 

【 テーマ1： 口腔内細菌検査機器の研究開発 】 

①抗体DEPIM法の方式開発 

前年度事業までに開発した抗体 DEPIM 法ならびに DEPIM 周辺技術、抗体

固定化、非特異抑制技術をベースに、検出ターゲットである歯周病原菌

での DEPIM 測定条件最適化および、ラボ評価向け機器および電極一体型

ディスポセルの仕様策定を行う。 

 

② 抗体の開発 

検出ターゲット菌を用いて免疫を行い、抗体を作製する。作製された複

数の抗体について、抗体価や交差性の評価を通じ、反応性・特異性の高

い、商品化に最適な抗体をスクリーニングする。 

 

③ 抗体固定化・非特異抑制技術開発 

抗体を電極チップへ安定的に固定化する条件、電極チップ上で非特異

的な吸着を抑制する表面処理方法の検出ターゲット菌での効果の確認、

評価を行う。 

 

④ 電極一体型ディスポセルの開発 

検体液の保持、検体を通液する流路、廃液の保持、検出電極チップの組

み込み、測定機器との電気接点の機能を実現するためのプラスチック成

型品（セル）を開発する。電極と流路を含むプレートを一体的に成型す

る構成を検討し、そのための金型を設計・作製（作製は外注）する。試

作金型にて一体成型品を作製するための成型機は、パーツごとに組合せ

を検討し、特殊発注する。作製した金型と成型機を用いてラボ評価向け

の成型品（電極一体型セル）を作製し、通液や防水など基本的な動作評

価を行う。 

 

⑤ 測定機器・電極チップの開発 

ラボ内にて検出ターゲットの歯周病原菌を用いた検出性能評価を行うための、ラボ評

価向け測定機器および電極チップの試作を行う（電極チップはテーマ④で試作の電極

一体型ディスポセルに組み込み）。測定機器の試作は5台を計画し、方式開発用、抗

体固定化・非特異抑制開発評価用、電極一体型ディスポセルの評価用、歯周病菌を用

いた性能評価用、電気的安全性等試験用とする。 
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【 テーマ2： 非金属義歯フレームの研究開発 】 

⑥ 義歯フレ－ムの加工プロセス開発とＣＡＤによる設計の最適化 

ＣＡＭ装置を用いて、ナノジルコニア義歯フレ－ムの加工条件(ツ－ル回転数、

送り、切込み量 等)及び、加工工程（加工法、加工順序 等）をモデル症例

にて最適化するとともに、症例を増やし（臨床研究の 40 症例）、デ－タを蓄

積してフィ－ドバックをかけながら量産症例に対応できる加工条件及び、加

工工程を確立する。 

また、既存の歯科用ＣＡＤシステムを用いて義歯フレ－ム形状の最適化を実

施する。 

 

⑦ 義歯フレーム作製用 CAM装置の開発 

原理試作の結果をもとに量産機として対応できるＣＡＭ装置の開発を実施し、 

薬事（クラス1）届出の為に品目仕様に準じたデータ収集と資料作成を行う。 

・ 義歯フレ－ムの症例を増やし（臨床研究の 40症例）、汎用性のある加

工パスソフト開発を実施する。 

また 義歯フレ－ム症例に適した加工ツ－ルの開発を実施する。 

・ 原理試作の解析結果をもとに、義歯フレーム作製用 CAM装置内のモー

ションコントロールボードの改良、モーションコントロール制御なら

びに空気制御系の小型化、低コスト化、高速化の開発を実施する。 

・ 原理試作の解析結果をもとに、義歯フレ－ムに対応した小型・軽量 5

軸加工機（メカ部）の開発を実施するとともに低コスト化、高剛性の

維持をはかる。 

開発を実施するにあたり製作台数は以下の用途のために 4台とする。 

      1台：加工パスソフト・加工ツ－ル検証用 

      1台：加工条件及び加工工程検証用 

      2台：EMC試験、破壊試験、精度デ－タなどのエビデンス収集用 

 

⑧ 形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーの製品化に向けた量産

対応（種類・形態の拡充）の開発を実施する。 

開発に当たっては、コストと寿命のバランスを重視し、前年度の加工検証結

果をフィ－ドバックして最適化をはかる。また量産時品質の安定化への取組

みも同時に実施する。薬事届出（クラス 1）へ向けたデータ測定および技術

資料の作成（ JIS T5505-1の品目仕様の評価項目達成）を行う。 

 

⑨ ナノジルコニア義歯フレ－ムの臨床研究 

ナノジルコニア義歯フレ－ムの理工学的評価、技工的評価、臨床評価を実施

する。 

年度中に 2大学で各 20症例の臨床評価を実施する（倫理委員会了承の下）。 
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１－２ 研究体制 

 

１）研究組織 
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第１章 研究開発の概要 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

歯周病は、歯周組織の炎症を中心とした病理的な変化を起こした複数の病態の疾患の総称

である。その一般的な病態は、歯肉炎や歯周炎であり、歯周炎はヒトにおいて最も罹患者数

が多いとされる疾患である。その病因は、歯周病原性菌、喫煙を代表とする生活習慣、宿主

の遺伝的要因の3つの因子である。歯肉炎は歯肉のみに限局された炎症であるが、デンタル

プラークの除去によって寛解する可逆性の疾患である。これに対し歯周炎では、その病態の

特徴が炎症によって歯を支持している歯根膜と歯槽骨の進行性かつ不可逆性の破壊であり、

その結果として歯の喪失が引き起こされ、健康状態のみならず患者のQOLの著しい低下をも

引き起こす。歯周炎は、歯肉縁下のデンタルプラークバイオフィルムに生息する複数の歯周

病原性菌によって引き起こされる感染症であるため、その予防およびその治療には歯周病菌

をコントロールすることが最も有効な手段となる。 

理想的には、歯周炎の予防および治療には、その原因となる歯周病原性菌の定着を阻止し、

さらに常在菌中に歯周病菌が既に存在する場合は歯周病原性菌だけを減少させることが必要

である。しかし、現在の所、そのような対処はほとんど行われていない。その理由としては、

歯周病原性菌が歯周炎の原因であると言うことが確立されたのが比較的新しく、一般的な診

断基準に組み入れられていないためである。現在、歯周炎の診断は殆どが歯周ポケット計測、

レントゲン撮影といった炎症の結果起こっているマクロレベルの病態の計測のみで、現在の

病態の指標となる数値検査と病因の検査（生化学的、血清学的、細菌学的検査等）が存在し

ない。さらに、その病態を比較する疫学的な統一基準も存在しない。その点で根本となる病

因と現在の病態をリアルタイムで測定できる検査法の開発が急務とされている。 

歯周炎にかかわる病原体についての報告は 1970 年代から飛躍的に増え、その感染症とし

ての全貌が明らかにされている。その結果 1996 年の World Workshop in Periodontitis で

のコンセンサスレポート[1]において、Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis 及び Tannerella forsythia が歯周病の病原体とされている。こ

の報告は、以前は直接の原因ではないと考えられてきた、歯肉縁下の歯周病菌がその主要な

原因であることを認めている。その根拠は、歯周炎患者における歯周病原性菌の検出、これ

らの菌種の処置による除去もしくは減少と歯周炎の病態の変化、これらの菌種の産生する歯

周炎にかかわると考えられる病原因子、歯周炎の期間中に認められるこれらの菌種に対する

抗体産生、動物実験での歯周病原性、これらの菌種の定着の発症リスク解析等によって裏付

けられている[2, 3]。さらに、これらの 3 菌種と歯周炎の重症度の関係[4-7]、これらの歯

周病菌の減少による症状の改善[8-10]、病原因子の解明[11-15]、定着による歯周炎発症リ

スクの解析[16-20]が引き続き報告されその関係をより強固に示している。最近、P. 

gingivalisがデンタルプラーク細菌の構成を変える keystone となる菌種であるという仮説

[21]も提唱されている。 

現在まで歯周炎と細菌に関わるデータの積み重ねは、歯周病原性菌の検出が歯周炎の病態

予測に使用可能であることを示し、それによって処置を変える必要性があることを示唆して

いる。現在までの歯周病原性菌の定着による歯周炎発症リスクの解析[16-20]は明らかに歯

周病原性菌の定着を早期にモニタリングすることによって歯周炎の発症前に予測が可能であ

ることを示している。さらに近年、これらの歯周病原性菌が、心冠状動脈疾患、糖尿病のよ

うな生活習慣病と関わることが示唆され[22-25]、これらの菌の病原性解析とその制御が急
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務とされている。しかし、実際の臨床の場では、歯周病菌の検査は殆ど行われていない。近

年PCR-invader法および抗体価を用いた歯周病菌の検査が行われているが、サンプル送付し、

解析を委託する必要があり、現在の所、歯周病原性菌の定着をチェアサイドで検査できる機

器は未だ存在しない。しかし、歯周炎の治療効果を現在より向上させるためには肉眼レベル

の術者の熟練に依存する診断から、より科学的な精度の高い診断による治療方針に転換する

以外にあり得ない。 

本プロジェクトの目的は、歯周病菌検出による歯周炎の予防と診断精度の向上による適切

な処置方針による治療効果の向上を目指すために、歯周病原菌をチェアサイドで測定するデ

バイスを開発することである。すでに誘電泳動とインピーダンス計測を利用した独自技術で

ある DEPIM法を用いた総細菌数測定装置を上市済みである（図 1-1）[26]。これに抗原抗体

反応を組み合わせることにより歯周病菌数を測定するデバイス開発を行い、臨床における歯

周炎の定量的な検査を導入し、歯周炎診断における客観的な診断基準を確立する。図1-2に

本開発事業で開発するデバイスのイメージ図および利用シーンを示す。本年度は、歯周病菌

の抗体を完成させ、この抗体を固定化した電極一致型ディスポセルと測定機器を試作し、歯

周病原菌を用いた検出性能評価をラボにて実施し、測定性能を確立させることを目標とした。 

 

 

 
図1-1 総細菌数測定装置 

（商品名：細菌カウンタDU-AA01NP-H、パナソニックヘルスケア株式会社製） 
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図1-2 開発デバイスのイメージおよび利用シーン 
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１－２ 成果概要 

DEPIM 法の検出感度を高める新たな方法として、誘電体薄膜を利用した細菌濃縮法の検討

を行った。シミュレーションによる流路セルの設計、および実験での確認によって、従来の

約２倍の感度（または検出時間約1/2）を得た。 

また、抗体DEPIM法の方式として、昨年度から検討している凝集法と、本年度新たに考案

した抗体を修飾した磁性体微粒子を検出ターゲット菌の分離に用いる磁気ビーズ法の検討を

行った。凝集法においては、細菌の凝集体を形成するために抗体修飾された金コロイド粒子

を用い、凝集体と非凝集体でDEPIM応答の差異を確認することが出来た。しかしながら、検

出感度についてはより高感度化が必要であるという課題が残った。 

 磁気ビーズ法では、大腸菌のモデル系においては、目標感度である 104 cells の感度を達

成できることを確認した。本事業の検出ターゲットの一つである P.g.菌については、106 

cells～での定量検出を確認できた。P.g.菌特有の電気的検出阻害要因が判明したため、検

出感度の改善が課題である。今後、パルス電圧の印加条件や誘電泳動の条件を最適化するな

どして、P.g.菌における検出感度の改善を行う。また、もう一つの検出ターゲットである

T.f.菌の検出についても順次確認を行う。 

検出対象 2 菌種（P.g.菌および T.f.菌）の免疫を行い、モノクローナル抗体産生細胞を

P.g.菌 5 株、T.f.菌 10 株樹立した。これらの抗体産生細胞が生成する抗体の評価を実施し、

反応性および特異性の高い P.g.菌モノクローナル抗体産生細胞 2 株を候補として選定した。

また、抗原抗体反応条件の検討を行い、P.g.菌抗体反応の溶液条件依存性が判明し、条件確

立を実施した。今後、T.f.菌の抗体性能評価ならびに、急性歯周炎の検査市場に対応するた

めA.a菌を新たなターゲットとして来年度抗体作製する予定である。 

 P.g.菌、T.f.菌それぞれに対する抗体について、反応の交差性がないことをELISA法を用

いて確認した。また、抗体DEPIM法の開発において、磁性体微粒子を用いた改良方式に変更

したため、磁性体微粒子への P.g.菌抗体固定化条件の検討を実施、最適条件を見出した。

今後、口腔内に存在する非検出対象菌の微粒子への非特異的吸着について評価を実施する。 

 磁気ビーズ法を利用した抗体DEPIM法のアッセイ、検出動作に必要な機能ブロックごとに

流路セルの試作を行い、基本動作の確認を完了した。試薬の攪拌が十分に機能しない課題が

明らかになったため、今後、現在設計中の新方式によって試作確認を行う。また、上記機能

を統合し、１セル中で全ての動作を行える電極一体型ディスポセルの設計、作製を行う。 

 既に商品化されている細菌カウンタの回路をベースに、EPA-DEPIM の測定動作を行うため

の高電圧交流パルス発生回路を追加した測定機器の試作を行った。試作した測定機器を用い

て EPA-DEPIMの計測が問題なく行え、磁気ビーズ法により目標感度以上の 103 cellsの感度

で検出が可能であることを確認した。 

DEPIM 法における重要なキーデバイスである電極チップを量産化に適したレーザ加工装置

を導入して試作および評価を行った。目標としていたギャップ寸法10μmの加工は達成でき

たものの、不良率が高いことが課題となった。しかしながら、比較的安定的な加工に成功し

たギャップ寸法 12μmの電極チップを用いて、磁気ビーズ法により目標感度 104 cellsでの

大腸菌検出を確認できた。今後、量産化に向け、より安定的な加工条件の検討を行う。 
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第２章 抗体DEPIM法の方式開発 

 

２－１ 抗体DEPIM法の概要と課題 

抗体 DEPIM法とは、DEPIM 法（dielectrophoretic impedance measurement: DEPIM）に抗

原抗体反応により特異検出を付与したものである。図 2-1 に DEPIM 法の概念図を示す。

DEPIM 法は、微細電極を用いて細菌を誘電泳動によって捕集し、さらにその捕集に伴う電極

間のインピーダンスの変化を計測することで、細菌数を計測する。また、捕集後の細菌に対

してパルス電圧を印加して細胞破壊を行うことで細胞内物質を溶出させることでさらに高感

度にした EPA-DEPIM（ElectroPermeabilization Assisted - DEPIM）法も開発した（1,2）。そ

の一方、誘電泳動は、不平等電界中にある誘電体粒子に働く力であり、そのため、試料溶液

中に種々の微小物質が存在した場合、誘電泳動力が作用する物質のすべてを捕集してしまう。

すなわち、検出対象細菌とそれ以外の細菌とを区別することができない。そこで、検出対象

細菌のみを捕集するために、抗体 DEPIM 法を開発した（3,4）。抗原抗体反応による特異結合を

使用することで、検出対象細菌のみを電極間に捕集し検出が可能となる。図 2-2 に抗体

DEPIM 法の概念図を示す。その手順は次の通りである。（a）抗体を基板上に固定、（b）誘電

泳動による細菌の捕集、（c）洗浄、インピーダンス計測。工程（a）を固定化といい、物理

的に吸着させたり、化学修飾によって結合させたりして、抗体を電極基板上に固定すること

を意味する。工程（b）では、誘電泳動によって試料溶液中の細菌が電極間に捕集されるが、

このとき検出対象となる細菌のみが基板上の抗体と結合する。そして、工程（c）によって、

非検出対象細菌が洗い流され、抗体に結合した検出対象細菌のみが電極間に残り、その細菌

によるインピーダンスを測定する。 

 

 

 

 

図2-1 DEPIM法の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定化抗体	微細電極	

(a)	

誘電泳動	

検出対象細菌	非検出対象細菌	

(b)	

洗浄	

(c)	  

図2-2．抗体DEPIM法(固定化法)の概念図 

（a）抗体を固定した電極基板、（b）誘電泳動による細

菌の捕集、（c）電界を切り、非対象細菌を洗浄 
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上記のように、抗体DEPIM法は特定の細菌を検出できるため、本連携支援事業における特

定の歯周病原因菌を検出する方法として応用することが可能である。しかしながら、これま

での抗体DEPIM法には、さらに解決すべき課題があった。それは、非検出対象細菌の非特異

的吸着である。「非特異的」とは、抗原抗体反応が基本的には特定の抗体は特定の抗原と

「特異的」に結合する1対1の関係であることに対して、特定の反応によらず無秩序に反応

することを言う。つまり、抗体 DEPIM 法の工程（c）洗浄を行っても、電極間に非検出対象

細菌が非特異的に吸着して、計測されてしまうということである。特に本連携支援事業が対

象とする口腔内には様々な細菌が混在しており、かつ歯周病の原因細菌がそのごく一部（本

事業の検出ターゲット菌の一つである P.g.菌による歯周病リスクは、総菌数比 0.1%以上と

されている(5)）であることから、非特異反応の抑制が非常に重要になる。これに対し、これ

までの検討において、上記固定化法では、基板表面の非特異抑制処理等を行っても所望の非

特異抑制効果および検出感度が得られない可能性が高いことが示唆された。 

従って、本年度の研究事業においては、下記の３項目について検討を行った。 

①誘電体薄膜を利用した細菌濃縮法 

②凝集法 

③磁性体微粒子法 

次節以降でそれぞれの検討結果について詳細に述べる。 

 

 

２－２ 誘電体薄膜を利用した細菌濃縮法の検討 

 細菌検出法であるDEPIM法は高感度であるが、さらに、何らかの方法で捕集電極近傍の正

の誘電泳動力が有効に働く領域（捕集領域）へ細菌を濃縮し、細菌捕集効率を向上させるこ

とで、更なる高感度化の可能性がある。この捕集領域はマイクロ流路の底面からおよそ2 m

程度である。捕集領域外の細菌を捕集領域へと導くために、捕集電極の上流に電極を配置し

て、低周波数の正弦波を印加して、負の誘電泳動を発生させる手法を考案した(6)。ここでは、

金属電極によって負の誘電泳動を発生させるのではなく、平行平板間に誘電体薄膜を設置し

て、その構造によって生じる不平等電界を利用して負の誘電泳動を発生させることを試数値

解析及び実験により検証した。図2-3はその概念図である。 

 

 

図2-3 誘電体薄膜を用いた負の誘電泳動細菌濃縮の概念図 
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２－２－１ 数値計算による細菌濃縮効果の検証  

 まず、誘電体を用いた濃縮法においてマイクロ流路内の粒子に対して負の誘電泳動による

濃縮効果が得られるかを確認するため、マイクロ流路内に導入された粒子軌跡を数値解析し

た。 

 マイクロ流路中の細菌には主に誘電泳動力および粘性力が作用する。数値解析にあたって、

純水で満たされたマイクロ流路内部を図2-4のような三次元のマイクロ流路としてモデリン

グした。解析モデルは流路高さ 12.5 m、流路幅 100 m、誘電体薄膜の厚さ 2.5 mとした。

このモデルの左側から細菌(粒子)を流入させ、運動軌跡を計算した。 

その結果を図2-5に示す。解析では、懸濁液の流速、誘電体薄膜の形状（先端角度θ）をパ

ラメータとし、負の誘電泳動による細菌濃縮を検討した。流速を10 mm/s、誘電体の先端角度

θを60°とした。上下電極への印加電圧は15 Vとした。赤いラインが粒子の運動軌跡である。

この図から、粒子が誘電体薄膜前方直線部のエッジ部付近で流路下方に誘導され、さらに誘

電体の斜辺に沿って移動し、先端部に集中して流出していることがわかる。これにより、負

の誘電泳動力による三次元細菌濃縮が理論的に可能であることを確認できた。 

 

図2-4 解析モデル 

 

図2-5 粒子軌跡の数値解析結果 
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２－２－２ 実験による細菌濃縮効果の検証  

 次に実際に大腸菌を用いて実験を行った。ホームベース型誘電体薄膜の先端付近で得られ

た大腸菌濃縮の様子を図 2-6 に示す。電界印加前では粒子は流路に一様に分布し流れている

（同図（a））。電界印加後では粒子は誘電体薄膜のエッジ部に沿って移動し、先端から高

密度となって流れ出している（同図（b）〜（c））ことがはっきりとわかる。以上の結果よ

り、誘電体薄膜を用いて発生させた負の誘電泳動を利用して、細菌の流れを流路中央に絞り

込むことで細菌濃縮が可能であることが示された。 

図 2-7 に取得した DEPIM 応答を示す。

細菌濃縮開始（300 秒）の数秒後にコンダ

クタンス増加割合が減少した。濃縮有無で

の捕集用電極ギャップ間に大腸菌が捕集さ

れる様子を観察したところ、細菌濃縮を行

わない場合、大腸菌は捕集電極のギャップ

全体にまばらに捕集されているのに対し、

濃縮を行った場合には、大腸菌は電極の一

部のギャップに集中的に捕集されているこ

とが分かった。つまり、濃縮された大腸菌

が電極ギャップの一部に集中して捕集され

ることで捕集効率が下がったと考えられる。

これは、濃縮された大腸菌の流れの幅が、

捕集用電極の幅よりも小さかったために起

きたと考えられる。 

そこで、濃縮された細菌を効率よく電極全体にわたって捕集するため、誘電体薄膜先端部

の形状を検討し、ある程度幅をもった細菌の流れを作り出す形状を考案した。 

 

２－２－３ 誘電体薄膜形状の検討 

上述の結果から図2-8 に示す形状の誘電体薄膜を用いたチャンバを考案した。考案した誘

電体薄膜形状での粒子の挙動の数値解析を行った結果を図2-9 に示す。水平方向においては、

上述の方法よりも濃縮後の粒子移動範囲が大きくなった。 

新たに考案した誘電体薄膜形状を作製して、実験を行った。測定は 120 秒間行い、60 秒

経過した時点で濃縮用電極に電圧印加を開始した。誘電体薄膜先端部での濃縮の様子を観察

したところ、誘電体薄膜の延長した先端部と同程度の幅を持った高濃度の大腸菌の流れがで

きていることを確認した。このとき取得した DEPIM 応答を図 2-10 に示す。濃縮用電極へ

 

（a）                （b）               （c）              （d） 

図2-6 誘電体薄膜先端部を流れる大腸菌の様子 

（a）電圧印加前、（b）電圧印加3秒後、（c）電圧印加8秒後、（d）電圧印加13秒後 

 

図2-7 DEPIM応答 
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の電圧印加を開始した数秒後、一時的に応答の傾きが上昇した。電圧印加直後から傾きが変

化するまでのタイムラグは、濃縮部で濃縮された大腸菌の流れが捕集電極に到達するまでの

時間だと考えられる。また、傾きが変化した前後 10 秒間に着目し、線形近似により傾きを

計算したところ、濃縮前後で傾きが約 2 倍上昇していることがわかった(傾きはそれぞれ、

前：0.089、後：0.181)。 

 

 

図2-8 新たに考案した形状の誘電体薄膜を用いたチャンバの概略図 

 

 

図2-9 新たに考案した誘電体薄膜形状での粒子軌跡解析結果 

 
図2-10 新たなチャンバを用いたDEPIM応答 
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２－３ 凝集体を用いた方法の検討 

 抗体DEPIMの方式のひとつに凝集体形成に伴う誘電泳動力の変化を利用した方法がある。

誘電泳動力FDEPは下式で表される。 

  2

0

3 Re2 EKrF mDEP    

ここで、m：溶媒の誘電率、r：対象物の半径、K：クラウジウス・モソッティーファクター、

E0：外部電界である。この式からわかるように誘電泳動力は対象の体積（半径の三乗）に比

例する。この性質を利用して、凝集体を形成して誘電泳動力が大きくなった対象細菌を選択

的に誘電泳動捕集することを考えた（図 2-11）。金コロイドの表面に抗体を結合し、対象細

菌と金コロイドを結合させる。金コロイドには多数の抗体が結合しているため、ひとつの金

コロイドに対して複数の対象細菌が結合する。この金コロイドと対象細菌との結合が複数回

行われると、大きな凝集体が形成される。この凝集体の大きさは非対象細菌（抗体が認識し

ない細菌）に比べて十分に大きい。これを利用して、選択的に対象細菌を検出する。 

 

 モデルの系として、対象細菌に大腸菌を用いて本法の有効性を確かめた。金コロイドに抗

大腸菌抗体を物理吸着させた。その後大腸菌と混合して、凝集体を形成させて、DEPIM 法に

よってその応答を取得した。 

 図 2-12は、大腸菌を用いて凝集体を形成させて DEPIM応答および EPA-DEPIM 応答を測定

した結果を示す。大腸菌と抗体修飾金コロイドとは、24 時間感作させた。ここでは、誘電

泳動捕集のための印加電圧を低下させた。これによって、凝集体を形成していない（非検出

対象）細菌が含まれていた場合は、その細菌は捕集されない。図 2-12（a）は、抗体修飾金

コロイドと感作させた大腸菌と大腸菌のみのDEPIM応答を示す。大腸菌のみの場合は、ほと

んど応答値が上昇しないのに対して、抗体修飾金コロイドと感作させた大腸菌では測定開始

直後から応答値が上昇した。これにより、適当な印加電圧を選ぶことで、凝集体のみ、すな

わち抗体が結合する対象細菌のみを選択的に検出できることが示された。また、図 2-12

（b）は、DEPIM 応答を 1 時間取得した後（1 時間誘電泳動捕集した後）、EPA-DEPIM 応答を

微細電極	

(a)	

検出対象細菌	非検出対象細菌	

誘電泳動	

(b)	

抗体修飾金コロイドを感作	

凝集体	

抗体	

金コロイド	

(c)	  

図2-11 凝集体法による抗体DEPIM法の概念図 

（a）微細電極（b）凝集体には非検出対象細菌よりも強い誘電泳動力が働く（c）凝集体のみが誘電

泳動捕集される 
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取得した結果である。大腸菌のみの場合は、EPA-DEPIM 応答がほとんどなかった。このこと

も大腸菌のみの場合は、誘電泳動捕集されないことを示している。 

 
 

２－４ 磁性体微粒子を利用した検出方式の検討 

 

２－４－１ 磁性体微粒子を利用した検出方式の概要 

 歯周病原菌の検出においては、高い特異性の実現が求められる。歯周病学会が発行するガ

イドライン(5)によれば、総菌数と歯周病菌数の比率が基準として提示されておりミドルリス

ク者の P.g.菌比率は 0.1%、ローリスク者では 0.01%とされている。唾液中に含まれる総菌

数は一般的に 108cells/ml と言われており、ローリスク者の唾液 1ml 中に含まれる P.g.菌

の必要検出感度は 104cellsと見積もれる。従って、0.01%という特異性と、104cellsの検出

感度が同時に求められる。 

 近年、抗体を修飾した磁性体微粒子を用いた生体物質の分離（B/F 分離：Bound/Free 

Separation）・検出技術が注目を集めている。この手法によれば、ウォッシュ後の検体溶液

中には非検出対象が含まれていないため、非特異的な反応を効果的に抑制することが可能と

なる。この磁性体微粒子を利用したB/F分離を行うことで、高い特異性と検出感度を両立し

た手法（以下、磁気ビーズ法と呼ぶ）を考案し、その効果について検証を行った。 

 図 2-16 に、磁性体微粒子を利用した B/F 分離の概念図を示す。同図(a)において、検出

ターゲットの細菌を認識する抗体を表面に予め修飾した磁気ビーズ（抗体修飾磁気ビーズ）

を試薬として準備しておく。抗体修飾磁気ビーズの存在下において、検出対象および非検出

対象の細菌を含む検体を混合すると、検出対象を認識する抗体が修飾された磁気ビーズと検

出対象菌が結合し、複合体を形成する。この状態において、同図(b)のように、磁石など磁

界発生手段を配置し、磁気ビーズと結合した検出対象菌のみをセル中に濃縮する。以上のよ

うに、磁気ビーズを利用したB/F分離によって検出対象菌以外を洗い流すことが可能のため、

非特異応答の抑制に有利となる。 

 

  
(a)                                      (b) 

図2-12 凝集体法による抗体DEPIM検出 

（a）DEPIM（誘電泳動捕集）、（b）EPA-DEPIM 
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２－４－２ 大腸菌モデルによる磁気ビーズ法の基本動作確認 

ここでは、磁気ビーズ法の動作原理検証のため、大腸菌をモデルとして、抗体が修飾され

た磁気ビーズによるB/F分離の基本動作確認を行った。大腸菌と、抗大腸菌抗体を修飾した

磁気ビーズを混合し、大腸菌－磁気ビーズの複合体を形成した。この複合体を、磁石を用い

て回収し、回収液と排液中に含まれる大腸菌数を培養法にてカウントした。排液中には殆ど

大腸菌は含まれず、ほぼ１００％の大腸菌が回収液中に含まれた。これにより、磁気濃縮に

よるB/F分離の基本動作が確認できたと言える。続いて、回収した大腸菌のEPA-DEPIM検出

を試みた。パルス印加直後のコンダクタンス上昇値 GTP(μS)にて評価した。図 2-17 に EPA-

DEPIM法での測定結果を示す。3x104 cells～にて定量的な検出を確認した。 

0.1

1

10

100

1.00E+04 1.00E+05 1.00E+06

E. coli number (cells)

G
T
P

 (
μ

S
)

Beads+E.coli

blank

beads

 

図2-17 磁気ビーズでB/F分離した大腸菌のEPA-DEPIM応答 

 

２－４－３ P.g.菌を用いた定量検出の評価 

検出対象細菌	非検出対象細菌	

抗体	

磁気粒子	

磁石	

(a)	

(b)	  

図2-16 磁気粒子を用いたB/F分離の概念図 

（a）検出対象細菌に磁気粒子を結合（b）外部磁石により対象細菌を捕集 
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 前節までで、大腸菌のモデル系を用いて磁気ビーズ法の有用性が確認されたため、この手

法を本研究の検出対象である P.g.菌に適用し、その定量性について検討を行った。歯周病

菌の検出では高感度な検出が要求されるため、DEPIM 法を高感度化可能な EPA-DEPIM 法での

検出を行った。大腸菌での実験と同様な手法で磁気ビーズ出 B/F 分離した P.g.菌を用いて

EPA-DEPIM 測定を行った結果を図 2-18 に示す。1.56x106 ～5.20x107 cells の範囲で定量的

な検出が確認された。これにより、磁気ビーズ法を用いて P.g.菌の定量的な検出が可能で

あることが示された。 

P.g.

0.1

1

10

1.00E+06 1.00E+07 1.00E+08

P.g. number (cells)

G
T
P
 (
μ

S
)

P.g.

 

図2-18 P.g.菌の定量検出結果 

 

２－４－４ 磁気泳動のシミュレーション 

 抗体 DEPIM 法において、流路中での検出対象と非検出対象の分離（B/F 分離）について、

抗体を修飾した磁性粒子を用いた方法の検討を行った。ここでは、この磁気粒子を用いた細

菌の磁石による捕集が可能かどうかを数値計算にて検討した。 

 計算には、COMSOL Multiphysics を用いた。まず、流体の流速を変化させてその時に磁性

粒子がどのように捕集されるかを検討した。図 2-19 は、流速 2.78 mm/sec の時の様子を示

す。図中のカラーバーは各粒子の流速を表している。ここからわかるように流路中を流れた

磁性粒子の一部が外部に置かれた磁石上部に捕集された。 

 

 

図2-19 流速2.78 mm/secのときの磁性粒子捕集 
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次に、磁性粒子が細菌に結合したときにどのようになるかを検討した。図 2-20 は、流速

2.78 mm/sec の時に磁性粒子が細菌に 1 個、10 個、20 個結合したときの粒子の様子を示す。 

 ここで示したように、磁性粒子を用いることで細菌を外部磁石によって捕集することが数

値計算によって示された。ここでは、流速を適切に選ぶことあるいは、磁性粒子を複数個細

胞に結合させるために効果的なエピトープを認識する抗体を選ぶことが重要であることが示

唆されている。 

 

 

（a） 

 

（b） 

 

（c） 

図2-20 流速2.78 mm/secのときの磁性粒子／細菌複合体の捕集 

（a）磁性粒子1個、（b）10個（c）20個 
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第３章 抗体の開発 

 

３－１ 昨年度の成果概略 

歯周病を引き起こす代表的な原因菌であるPorphyromonas gingivalis（以下、P.g. 菌）と

Tannerella forsythia（以下、T.f. 菌）を検出ターゲットとして決定し、それぞれの抗抗体

作製を行った。昨年度までに、P.g. 菌に対するポリクローナル抗体とモノクローナル抗体5

クローンの確立に成功した。今年度は、T.f. 菌に対するポリクローナル抗体およびモノク

ローナル抗体作製を実施し、作製したP.g.菌およびT.f.菌に対する抗体について、他の菌と

の反応などについて評価を行う。 

 

３－２ 抗体作製 

 

（Ａ）モノクローナル抗体作製 

従来の形を持った Tf 菌(以下、Tf 菌ホール状) または超音波処理を行った Tf 菌(以下、

Tf 菌超音波処理)を免疫抗原とし、３回免疫を行った。2 回免役後、マウスの試験採血を行

い、ELISA 法にて免疫抗原に対してマウスが抗体を産生していることを確認した。血中抗体

価の上昇が認められたので、最終免疫を施した。マウスリンパ球細胞とミエローマ細胞で細

胞融合を行い、およそ896個のハイブリドーマが得られた。細胞培養上清を用いてELISA法

にて Tf 菌ホール状抗原でスクリーニングした。その結果、陽性反応を示したウェルは 21

ウェルであった。スクリーニングで陽性反応を示した 21 クローンについて、スクリーニン

グを行ったところ、Tf菌ホール状抗原および Tf菌超音波処理抗原に反応を示したクローン

は13クローンであった。この13クローンのハイブリドーマを単一化しスクリーニングした

結果、Tf 菌ホール状抗原および Tf 菌超音波処理抗原に反応し、かつ Pg 菌ホール状抗原に

反応を示さなかったクローンは 11 クローンであった。単一化できたハイブリドーマは保存

液に懸濁し凍結保存した。 

 

（Ｂ）ポリクローナル抗体作製 

従来の形を持った Tf菌(以下、Tf菌ホール状)を免疫抗原とし、６回免疫を行った。３、４、

５、６回免役後、ウサギの試験採血を行い、ELISA 法にて抗体価を調べた。6 回免疫におい

ては、抗体価が上昇したと認めたので、全採血を行った。Tf菌ホール状抗血清は 140ｍLを

得られた。アフィニティカラムクロマトグラフィにより高純度のポリクローナル抗体を得る

ことができた。 

 

３－３ 抗体の評価 

 

（Ａ）モノクローナル抗体 

 抗 Tf 菌モノクローナル抗体作製にあたり、各種抗原との反応を調べた。使用した抗原は

Tf菌ホール状、Tf菌の超音波処理状及びPg菌ホール状の３種類であった。細胞培養上清を

用いてELISA法にて上記抗原との反応を評価した。 

クローン２、４、５、６、７、１３，１６、１８、２０，２４，２５の全ての１１クローン

は、Tf 菌ホール状及び菌超音波処理状抗原との反応が認められた。さらに、すべてのク

ローンはPg菌ホール状抗原との交差反応がないことが確認された。 
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（Ｂ）ポリクローナル抗体 

 抗 Tf菌ポリクローナル抗体作製にあたり、抗原との反応を調べた。抗原としては、Tf菌

を使用した。抗血清を用いてELISA法にて上記抗原との反応を評価した。ホール状の菌で免

疫して得られた抗血清はホール状の菌抗原との反応が認められた。 

 

（Ｃ）P. gingivalisに対するモノクローナル抗体の特異性の測定 

 P. gingivalisに対して得られたモノクローナル抗体 5種についてその反応性についての

解析を行った。P. gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans の sonicate を泳動し、各モノクローナル抗体の

反応性を immunoblot により解析した。得られたモノクローナル抗体は特定のタンパクバン

ドに反応するものと複数のサイズのバンドに反応する2種のタイプの抗体が認められた。モ

ノクローナル抗体5-1, 19-4では他菌種と弱い交差反応性が認められた。モノクローナル抗

体 4-6 は複数バンドに反応し、交差反応性が認められた。モノクローナル抗体 9-4, 18-

1 は多数のバンドと非常に強い反応性を示した。次に、モノクローナル抗体 4-6, 9-4, 18-

1, 19-4の抗原に対する反応強度をELISAにより評価した。Immunoblotの結果と同様にモノ

クローナル抗体18-1と9-4がsonicateに対して強い結合性を示した。特定のバンドのみに

反応性を示したモノクローナル抗体4-6と19-4の結合性は18-1と9-4に比べ非常に低い値

を示した。 

 

（Ｄ）T. forsythiaに対するモノクローナル抗体の特異性の測定 

 T. forsythia を抗原として免疫したモノクローナル抗体 9 種を用い、その反応性を調べ

た。モノクローナル抗体2-3, 16-1, 18-3, 21-5, 24-2は、複数の広範なサイズのバンドに

反応性を示した。これらとは異なり、モノクローナル抗体6-4と5-3は中程度の分子量の抗

原に反応していた。これらのうち、反応性の強い2-3, 16-1, 18-3, 21-5を中心にさらに解

析を継続している。 

 

 

 



 

 

23 

 

第４章 抗体固定化・非特異抑制技術開発 

 

４－１ 大腸菌モデル系による磁気ビーズアッセイの構築 

 

（Ａ）磁気ビーズへの抗体（ProteinA/G）カップリング方法 

 磁気ビーズ表面へ抗体（あるいはProteinA/G）を結合させる方法としては、EDC(1-エチル-

3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩)とsulfo-NHS(N-ヒドロキシスルポスク

シンイミド)を用いて、磁気ビーズ表面のカルボキシル基と抗体等のアミノ基とを共有結合さ

せる方法を使用した。この種の磁気ビーズは、多くのメーカーから多様なサイズの磁気ビー

ズが市販されている。 

 

（Ｂ）アッセイ方式の検討 

 基本的なアッセイの方式としては、図4-1に示すような3通りの方式が考えられた。大きく、

直接抗体結合ビーズ(EDC/NHS)方式と間接抗体結合ビーズ(PrA)方式に分けられるが、関節抗

体結合ビーズ方式はさらに抗体を最初にビーズと反応させてからターゲット菌と反応させる

(PrA-direct)か、あるいは抗体とターゲット菌と反応させてからビーズと反応させる(PrA-

indirect)かの２通りの方式に分かれる。 

 

 

 

 それぞれの方式における反応効率を調べるために、大腸菌と抗大腸菌抗体を用いたモデル

系において抗体修飾磁気ビーズでの大腸菌の回収実験を行った。架橋剤EDCとsulfo-NHSを用

いて、磁気ビーズＡに抗大腸菌抗体を室温、2時間で結合させた。その後、ブロッキングを

行った。調製した抗体修飾磁気ビーズと大腸菌(106 cfu/ml)を室温で60分間混合した後、磁気

スタンドで5分間磁気ビーズを集めた(図4-2)。上清を完全に除きビーズをバッファーで再懸

濁後、適当に希釈し標準寒天プレートに塗布した。37度で一晩培養後、コロニー数を計測し

大腸菌の回収率を算出した。その結果、抗体修飾磁気ビーズの濃度依存的に、大腸菌の回収

率の増加が確認された。また、同様に抗体分子と特異的に結合するProteinAタンパク質を表

面に架橋した磁気ビーズを使用して、間接抗体結合ビーズ(PrA)方式についても実験した。

図4-1．アッセイ方式 
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ProteinAを介して抗体を結合させた磁気ビーズを用いた(PrA-direct)場合、EDC/NHS方式より

若干の回収効率の増加が観察された。さらに、抗体を大腸菌と30分間反応させた後、

ProteinA修飾磁気ビーズを30分間反応させた(PrA-indirect)場合は、より高い回収効率が達

成された。 

 

 

 

 

（Ｃ）大腸菌モデル系における非特異反応 

 抗大腸菌抗体を用いたPrA-indirect法アッセイでの非特異反応を調べた。大腸菌(107 

cfu/ml)と抗大腸菌抗体を室温で30分間混合し、ProteinA修飾磁気ビーズを添加後さらに室温

で30分間混合した。磁気スタンドにより5分間磁気ビーズを集めたあと、ビーズと上清に分離

した。ビーズ画分と上清(sup.)画分に含まれる大腸菌数は、DAPIにより蛍光染色し、メンブ

レンフィルターにトラップ後、蛍光顕微鏡で観察した。抗体を加えない場合や大腸菌の代わ

りにS. salivarius (107 cfu/ml)と混合した場合には、ビーズ画分への菌の回収はほとんど見

られなかった。これらの結果は、大腸菌が抗体を介して特異的に磁気ビーズと結合し、回収

されたことを示している。 

 

（Ｄ）磁気ビーズの種類の検討 

 磁気ビーズの種類（磁気ビーズＡ～Ｄ）による反応効率の違いを検討した。ProteinAを架

橋したそれぞれの磁気ビーズと抗大腸菌抗体を使って、大腸菌の回収実験を行い各磁気ビー

ズにおける回収効率を比較した。磁気ビーズを0.04 mg/mlで使用したとき、長時間反応（抗

体との反応30分＋ビーズとの反応30分）では、それぞれのビーズに大きな回収率の差はな

かったが、短時間の反応（抗体との反応5分＋ビーズとの反応5分）では、磁気ビーズＤでの

回収率が顕著に高かった。したがって、以後の実験ではあえて記述しない限り磁気ビーズＤ

を使用した。 

 

（Ｅ）反応時間の検討 

 反応時間を検討するにあたり、反応効率における抗体濃度とビーズ濃度の影響を調べた。

まず、大腸菌と抗大腸菌抗体を反応させたあと、ProteinA 修飾磁気ビーズを様々な濃度で

反応させた。磁気ビーズ添加および混合（ボルテックス 10 秒）後、すぐに磁気スタンドに

チューブを移しビーズを回収した。培養法でビーズ画分と上清画分に含まれる大腸菌数を測

定した。また、同様に大腸菌と様々な濃度の抗体を反応させ、その後すぐに磁気ビーズを加

図4-2．抗体修飾磁気ビーズを用いたアッセイの概要 
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え 30 分間反応させた。その後、ビーズを分離し、大腸菌の回収率を算出した。これらの結

果、大腸菌の回収率は、アッセイに加える磁気ビーズ濃度や抗体濃度に依存して増加し、短

時間でも高い回収率を達成できることが分かった。 

 

４－２ 抗体固定化及び非特異吸着抑制 

 

ターゲット菌であるP. gingivalis (P.g.菌)を特異的に磁気ビーズで濃縮するためには、

磁気ビーズにP.g.菌に対する抗P.g.菌抗体を結合させる必要がある。ここでは、ラテックス

ビーズや磁気ビーズを用いて抗P.g.菌抗体の固定化やその反応性を調べた。 

 

（Ａ）ラテックスを用いた検討 

ラテックス粒子に Pg 菌抗体を固定化し、Pg菌抗原と Tf菌抗原との反応を調べた。Pg菌

抗体と菌抗原が反応するとラテックス粒子は凝集し、抗体と菌抗原との反応がなければラ

テックス粒子は凝集しない。Pg 菌モノクローナル抗体クローン４、１９は高濃度の Pg菌抗

原溶液では凝集しなかった。クローン５、９、１８の場合、高濃度の Pg 菌抗原溶液では凝

集した。ポリクローナル抗体（Pg 菌 whole 状、Pg 菌超音波処理状）については、高濃度抗

原溶液では凝集した。Tf 菌抗原下では、ラテックスが凝集せず沈降した。陰性コントロー

ルとしてのすべてのウェルには、抗原がなく、ラテックスが沈降し、非特異的な反応が見ら

れなかった。 

 

（Ｂ）磁気ビーズを用いた検討 

磁気ビーズＣを用いたアッセイ： 

メーカー推奨プロトコールに従って、磁気ビーズへの抗体の固定化を行った。抗体感作磁気

ビーズ溶液と抗原溶液を反応させた後、FITC 標識抗マウス抗体（ヤギ）を添加し、顕微鏡

にて観察した。その結果、磁気ビーズへの抗体感作はできたことが証明できた。しかし、抗

体感作作製時及び感作後、磁気ビーズＣが不安定であるため試験での使用は難しいと考えら

れた。 

磁気ビーズＤを用いたアッセイ： 

メーカー推奨プロトコールに従って、磁気ビーズへの抗体の固定化を行った。抗体感作磁

気ビーズ溶液と抗原溶液を反応させた後、Pg 菌ポリクローナル抗体（ウサギ）を添加した。

FITC 標識抗ウサギ抗体（ヤギ）と反応させて、顕微鏡にて観察した。その結果、抗体の標

識が確認できた。Pg 菌抗体感作磁気ビーズと Pg菌抗原との反応はクローン５、９、１９は

同程の蛍光量最で最も強く、クローン４、１８は蛍光量が弱かった。抗原を大腸菌にした場

合、蛍光量がわずかにあったが、抗原無と同様な蛍光量であるため、バックグランドによる

ものと考えられる。抗体感作されていない磁気ビーズに関して、蛍光量はほとんどなく、抗

体磁気ビーズの蛍光量と比較すれば有意差があると考えられる。 

 

４－３ P.g.菌を用いたアッセイの検討 

 

（Ａ）P.g.菌のビーズへの吸着 

 抗P.g.菌抗体を用いた磁気ビーズアッセイを行うために、まず使用する磁気ビーズへのP.g.

菌の（抗体を介しない）非特異吸着の有無を調べた。バッファー中で、P.g.菌(107 cells/ml)
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とProteinA修飾磁気ビーズを室温で30分間混合し、磁気スタンドにより磁気ビーズを回収し

た。ビーズ画分と上清画分に含まれるP.g.菌をDAPIで染色し、蛍光顕微鏡で観察したところ、

P.g.菌が積極的に磁気ビーズに吸着していることが分かった。また、P.g.菌はバッファー中

で大きな自己凝集体を形成していた。 

 

（Ｂ）ポリクローナル抗体を用いたアッセイ（基本アッセイ条件の検討） 

 P.g.菌がビーズに非特異吸着しない条件を検討し、その条件で抗P.g.菌ポリクローナル抗

体を修飾した磁気ビーズを用いて、アッセイ条件の検討を行った。その結果、抗P.g.菌ポリ

クローナル抗体を修飾した磁気ビーズでは、P.g.菌がビーズ画分に回収された。また、抗体

を修飾していない磁気ビーズでは、P.g.菌は回収されず、大腸菌溶液で抗P.g.菌抗体修飾磁

気ビーズを用いて同様にアッセイを行っても、大腸菌は回収されなかった。さらに、低濃度

の磁気ビーズを用いて、PrA(indirect)法でのP.g.菌アッセイを行った。その結果、アッセイ

に用いる抗体濃度を検討することによって、低濃度の磁気ビーズでも、P.g.菌を高効率で回

収できることが明らかになった。 

 

（Ｃ）モノクローナル抗体を用いたアッセイ 

 次に、作製したモノクローナル抗体 5 クローンを用いて P.g.菌の磁気ビーズアッセイを

試みた。ポリクローナル抗体を用いたアッセイと同条件でアッセイを行ったところ、すべて

のモノクローナル抗体で P.g.菌特異的な回収は見られなかった。しかし、アッセイ条件を

検討したところ、モノクローナル抗体 #9-4 は、P.g.菌の回収が高効率で観察されるように

なった。同アッセイ条件では、大腸菌の非特異的な反応は見られないが、P.g.菌のビーズへ

の吸着が見られ、ビーズのウォッシュ処理の必要があった。現在、P.g.菌とビーズとの非特

異吸着を抑制する条件をさらに検討中である。 
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第５章 電極一体型ディスポセルの開発 

 

５－１ 電極一体型ディスポセル全体構成の検討 

抗体DEPIM法を用いた検出系において、歯周病菌検出の目標感度を達成可能な、流路と電

極が一体型となったディスポセルの全体構成案を図5-1とした。概略測定シーケンスとして

は、一定量採取した唾液を点着チャンバに封入し、セル内に封入している分散液と混合し凝

集した菌を分散させる。その後、夾雑物をたとえばフィルターにて除去し測定可能な溶液に

濾過する。測定可能となった溶液は、総菌数測定用と菌同定用に定められた容量に分割され

る。分割された総菌数測定用溶液は、セル内に封入されている希釈溶液と混合され電極部に

希釈液を送液し、DEPIM にて総菌数測定する。一方、分割された菌同定測定用液は、セル内

に封入されている磁気ビーズおよび抗体と抗原抗体反応される。さらに、セル内に封入され

ている洗浄液にて集められた磁気ビーズを洗浄する。その後、誘電泳動によりターゲット菌

を電極部に集め、EPA-DEPIMによりターゲット菌数を測定する。 

 

           図5-1 電極一体型ディスポセル全体構成図 

 

５－２ 各シーケンスのセル構成の検討 

 まず初めに、電極一体型ディスポセルの全体構成を各シーケンスに分割し、分割された
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シーケンスの流路および電極を作成し、目標通りに作動するかの確認を行った。以下に各

シーケンスの構成を示す。なお、試作検討セルは溶液の流れを容易に確認できる様に透明材

料を使用し、溶液も青色に着色している。 

定量分割部は４ヶ所の流路口（溶液流入部、総菌数測定部、同定菌数測定部、廃液部）が

設けられている。また、総菌数測定に必要な溶液量を定量できる流路部と同定菌数測定に必

要な溶液量を定量できる流路部とオーバーフローのための流路部が形成されている。まず、

溶液が流路全体に充填され、オーバーフロー部に充填された溶液が廃液部に送液される。そ

の後、総菌数に必要な溶液が送液される。 

次に、図 5-2 が総菌数測定部である。同図(a)はセル構成説明図で、混合チャンバ上方部

には測定液を希釈するための溶液保存タンク、さらには、混合タンク横には総菌数測定用の

電極と専用流路が設けられている。同図(b)は溶液保存タンク内の溶液が混合チャンバへ流

入が完了した時の様子である。同図(c)は測定液と希釈液を混合した液を流路部に送液し電

極にて菌測定している様子である。 

 

 
          図5-2(a) 総菌数測定部、セル構成説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図5-2(b) 保存液流入完了           図5-2(c) 総菌数測定 

 

さらに、図 5-3 は同定菌数測定部である。同図(a)はセル構成説明図で、総菌数測定部と

同様に溶液一時保管タンクの上に溶液保存タンクと所定位置に専用流路および電極が設けら

れている。さらに、必要測定液量は総菌数測定時と比較し同定菌数測定時の方が多いため測

定菌一時保管タンクも設けられている。同図(b)は希釈液を電極部に送液した様子である。

同図(c)は測定菌を集菌している様子である。同図(b)の時は電極部に青色の希釈液が流れて

いるが、集菌時には、黄色に着色した測定液が流れていることが判る。同図(d)は電極の所

定部に集菌された菌数を測定している様子である。 

溶液保存タンク 

総菌数混合チャンバ 

専用流路および電極 
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             図5-3(a) 同定菌測定部、セル構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図5-3(b) 測定前、希釈液送液         図5-3(c) 測定菌集菌時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図5-3(d) 菌数測定 

 

溶液一時保管タンク 溶液保存タンク 

専用流路および電極 

測定菌一時保管タンク 
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５－３ 検体の前処理キットの構成の検討 

 

 唾液を特定量採取し、分散液と混合し、一定濃度に希釈を行い、夾雑物を取り除く作業を

簡便に行うべく、検体の前処理キットの構成を検討した。図 5-4 にその構成および前処理

シーケンスを示す。 

 操作の概略としては、まず、容器の口にロートを取り付け、唾液を採取する。この時、採

取量を容易に確認できるように、容器の底は、形状を工夫している。次に凝集した菌を分散

させる為、一定量を供給された分散液を加える。この後、懸濁を行うため、容器の口から

ロートを取り外し、キャップ付きのノズルに交換する。容器を振ることで懸濁を行い、

キャップを外して測定装置へ供給を行う。この時、夾雑物を取り除く為、ノズルには、フィ

ルターが取り付けられており、検体は、測定可能な溶液に濾過される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロート装着 唾液採取 

唾液をこの深さ

まで採取する 

分散液は一定量

をカップで供給 

分散液での希釈 
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図5-4 前処理キットの構成およびシーケンス 

 

 

５－４ ディスポセルロット管理システムの最適化 

 

５－４－１ 目的 

 最終的な形状を想定した素材に、将来刻印する可能性のあるロット番号及び QR コード（二次元

バーコード）を 3-Axis CO2レーザーマーカー ML-Z9500シリーズ※1（株式会社キーエンス社製）

を用いて刻印した。刻印された文字の見易さ、コードの読み取り易さは対象物によって異なる為、

いくつか条件を検討する必要がある。今回、 最終的な形状を想定した素材に適した刻印できる

かを検討した。 

この刻印に関して効率的な条件は、レーザーパワーを少なくし、処理速度つまりスキャンスピー

ドを如何に早くするかが重要である。 

それらのことから、比較的レーザーパワーの低い 40%を固定にし、スキャンスピードをあげること

 

ロートを外す 

キャップ付き

ノズルに交換 
キャップ付きノズル

にはフィルターが溶

着されている 

この状態で

振って懸濁 ノズルからキャップを

外して液を測定器へ 
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で検討を行った。 

  ※1 レーザーマーカーには、YAG、Fiber、CO2 など多くの種類があり、いずれも、インク

ジェットより下記の点で優れる。まず、レーザーマーカーはレーザー光で材質自身を変

化させる為、インクを使用するインクジェットとは違い一度印字した文字が消えることはな

い。その為、将来製品化した際に品質が管理できる。次に、レーザーはマーキング時に

インク（薬剤）等を必要としない為、リサイクルが可能であることから環境に優しい。以上

のことからレーザーマーカーの使用を考えた。レーザーマーカーの中でも CO2 レー

ザーマーカーを選定した理由は、CO2 レーザーマーカーが透明体に印字する能力に

優れているからである。現在考案している製品は、透明のアクリル素材である為、この素

材に一番適したCO2レーザーを選んだ。 

 

 

５－４－２ 方法 

 2.2 mm厚のアクリル板に、最終製品に施すことを想定した 3 mm角、4 mm角、5 mm角のQR

コードとQRコードの内容4桁の数（今回3210）を刻印した。 

刻印サンプルは昨年度本事業で作成したアクリル板（透明体）とした。このアクリル素材は、現

時点で最終製品に使用する予定の素材である。 

 

 ５－４－３ 結果 

刻印する文字の強弱は、レーザーパワー（出力）とスキャンスピードが関係する。今回は、レー

ザーパワーを一定にし、スキャンスピードのみを変更して条件検討を行った。設定条件は、条件

①から順に刻印を開始し、マイクロスコープで確認後、次の条件を決定した。刻印した文字は、マ

イクロスコープVHX-1000/1100（株式会社キーエンス社製）を用いて確認した。 

 

表5-1 QRコード / 英数字サイズ 

 QRコード 英数字サイズ 

ブロックサイズ 

(mm) 

セルサイズ 

(mm) 

印字線幅

(mm) 

高さ 

(mm) 

幅 

(mm) 

間隔 

(mm) 

a※2 2.940＊2.940 0.140 0.140 2.000 1.500 2.000 

b 3.990＊3.990 0.190 0.140 － － － 

c 5.040＊5.040 0.240 0.140 － － － 

 

表5-2 条件  

 レーザーパワー 

( % ) 

スキャンスピード 

(mm / s) 

条件① 40 2000 

条件② 40 2250 

条件③ 40 2500 

条件④ 40 3000 

条件⑤ 40 4000 

条件⑥ 40 2800 
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 図5-5. 条件検討サンプル 

※2 

条件番号-1 英数字（全共通数列）-2 

a 
b 

c 
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≪刻印部分の拡大写真≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真1. 条件① - 1    写真2. 条件② - 1     写真3. 条件③ - 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

写真4. 条件④ - 1    写真5. 条件⑤ - 1     写真6. 条件⑥ - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真7. 条件① - 2    写真8. 条件② - 2     写真9. 条件③ - 2  

 

 

 

 

 

 

 

  

写真10. 条件④ - 2   写真11. 条件⑤ - 2     写真12. 条件⑥ - 2  
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写真13. 条件① - a   写真14. 条件② - a    写真15. 条件③ - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真16. 条件④ - a   写真17. 条件⑤ - a    写真18. 条件⑥ - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真19. 条件① - b   写真20. 条件② - b    写真21. 条件③ - b 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真22. 条件④ - b   写真23. 条件⑤ - b    写真24. 条件⑥ - b 
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写真25. 条件① - c   写真26. 条件② - c     写真27. 条件③ - c 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真28. 条件④ - c   写真29. 条件⑤ - c    写真30. 条件⑥ - c 

 

まず、①～③の条件つまりスキャンスピードを 250 mm/sずつ早くする条件で刻印し確認したと

ころ、顕著な差が見られなかったことから、条件④は③よりも 500 mm/s早くする条件に変更した。 

更なる違いを見る為に条件⑤は④よりも 1000 mm/s速くした。このとき、条件⑤-1、-2、-a、-b、部

分にて初めて連続したレーザーの繋がりにならなかった（写真5、11、17、23の赤丸内）。 

そこで、スキャンスピードを条件⑤の 4000 mm/s以下で検討することにした。同時に、レーザー

痕が最も重要になる QR コードのうちレーザー痕を確認し易い 5 mm角の結果を比較したところ、

条件③では 1 つのセルが独立して確認できるが条件④では隣り合うセル同士が若干繋がってい

るように見える（写真 27、28）。これらのことから、条件③と条件④の間をとり、2800 mm/s のスキャ

ンスピードを設定して条件⑥とした。条件⑥の結果、QR コードを除く線はレーザー痕がきれいに

繋がっているが（写真6、12）、5 mm角のQRコードでは条件④と同様隣り合うセル同士が独立し

ていないように確認できる（写真 28、30）。一方、全条件の結果から、QR コードの 3 mm 角と 4 

mm 角において隣り合うセルが繋がる現象が見られた為、レーザーパワー40%時にバーコード

リーダーで読み取ることが不可能であった。 

 

５－４－４ まとめ 

以上のことから、レーザーパワー40%時に効率よくかつ、QR コードも読み取り可能なレーザー

痕を刻印するには、スキャンスピード 2500 mm/sが最適であり、QRコードは 5 mm角以上で刻印

する必要があることが分かった。 

 

 

５－５ 特殊成形品に対応する溶着の最適条件の検討 
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５－５－１ 目的 

最終的に使用する予定のアクリル素材で出来た樹脂板同士を溶着する為、半導体レーザー

溶着機※3LS-W150（精電舎工業株式会社製）を用いて溶着を行った。溶着の均一性、溶着す

る樹脂の融解具合は対象物の素材によって異なる。その為、条件検討を行う必要がある。今

回、最終的に使用する素材同士を溶着するのに適した条件を検討した。 

 

※3 樹脂の溶着技術には『熱溶着』・『超音波溶着』・『レーザー溶着』がよく用いられてい

る。その中でも今回『レーザー溶着』を選定した理由は、超音波溶着で発生する溶着

中の粉塵がレーザーでは発生しないこと、かつ熱溶着では不可能な局所的な加熱が

レーザーでは可能であることである。粉塵やその他の埃・ゴミを極力抑えたクリーン

度の高い製品管理、均一かつ局所的な加熱に対応できる製品をこのレーザー溶着機で

実現できると考えている。 

 

 

５－５－２ 方法 

アクリル素材の樹脂板2種類／透明の樹脂（以下、透明体）と黒色不透明の樹脂（以下、

不透明体）を対象物としレーザーパワーは固定、処理速度つまりタクトを変更することで条

件を検討した。レーザー溶着は、対象物を押さえる（物理的に固定する）圧力を調整する必

要があるが、今回対象物に適合した治具が無いことから本試験では条件検討から除外する。  

レーザー溶着の原理から、透明体を不透明体の上に重ねて溶着した。こうすることで透明体

をレーザー波長が透過し、不透明体まで届き初めて発熱、溶着する。 

 

５－５－３ 結果 

条件のうち、レーザーパワーは精電舎工業株式会社にて行った出荷前試験の条件を参考に

固定した。タクトの設定条件は、条件Ⅰから順に溶着を行い、目視で確認後、次の条件を決

定した。 

表5-3 条件 

 レーザー波長 

(nm) 

レーザーパワー 

(A) 

タクト 

(mm / s) 

焦点位置ビームサイズ 

(mm) 

条件Ⅰ 940 8.5 4 20×0.5 

条件Ⅱ 940 8.5 8 20×0.5 

条件Ⅲ 940 8.5 16 20×0.5 
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≪溶着部分写真≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真31. 条件Ⅰ      写真32. 条件Ⅱ      写真33. 条件Ⅲ 

 

まず、条件Ⅰで溶着部分を目視で確認したところ、不透明体側の透明体との接地表面に白

化現象と変形が見られた。その為、タクトを2倍にあげ条件Ⅱとした。その結果、条件Ⅱで

は全体的に均一に接地しているように見えた。そこで、処理速度を速める目的でタクトをあ

げたところ接地面と非接地面（写真33の赤丸内）が明確に確認出来た。 

最後に、もう一度条件Ⅱでアクリル素材の樹脂板2種類を溶着したところ、不透明体の表

面白化も変形もなく全体的に溶着されていることが確認できたが、四つ端やレーザー照射さ

れた長方形の中心部にかけて溶着されていない部分も確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真34. 条件Ⅱで溶着を行った樹脂板 

 

５－５－４ まとめ 

まず、以上の結果からレーザーパワーが8.5Aの時、タクトは8 mm/sの条件Ⅱが適してい

ることが分かった。次に、レーザーは上から面で加圧した状態のなか、20 mm の線で照射す

る。本来、写真 35 左の赤い点線部分で示したようにレーザーが照射されているにも関わら

ず、右の写真の四つ端や中心部のくびれを見て分かるように溶着されていない。 
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写真35. 端が溶着されていないサンプル（サンプル左右同じ写真） 

 

 この現象は、レーザー光の分布特性によるものである。レーザー分布は、中心部が強く端

が弱くなる。その為、照射された際に最もレーザーが弱くなる四つ端と加圧が弱くなる長方

形の長辺中央部が溶着されないのである。 

 以上のような現象を改善するには、対象物に適応した専用の治具を作成することで対象物

を固定し、均一な加圧を可能にし、限りなく溶着していない範囲を少なくすることができる。  

今後の課題は、専用治具を作成し、最終形に施す流路から液体の漏れがないよう全面溶着す

ることである。 
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第６章 測定機器・電極チップの開発 

 

６－１ 測定機器の開発 

 本研究事業では、特に重要な基本機能である交流電圧発生およびインピーダンス検出につ

いて、回路設計および試作、性能確認を行った。本試作装置におけるメイン基板は、既に商

品化されている細菌カウンタ（DU-AA01NP-H、パナソニックヘルスケア株式会社）の回路を

流用して開発期間の短縮を図った。これに今回追加として、DEPIM 法の高感度化手法である、

EPA-DEPIMの測定動作を行うための高電圧交流パルス発生回路の設計・試作を行った。 

 まず、この試作装置を用いて、基本的なEPA-DEPIM測定の評価を行った。検体として任意

の濃度に調整した大腸菌を用いた。測定環境としては、同一の電極チップおよびセルを使用

し、既に実績のある計測器システムと応答値を比較することによって検出性能の評価を行っ

た。図 6-1に大腸菌濃度に対する、EPA-DEPIM測定のパルス応答値 GTPの関係を示す。105 –  

107 cfu/ml の濃度範囲において、両システムとも良好な直線関係を得られた。これにより、

開発した試作装置の検出機能が問題なく動作していることが確認できた。 
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図6-1 試作装置および計測器システムによる大腸菌のEPA-DEPIM検出結果 

 

次に、磁気ビーズ法を利用してB/F分離を行った大腸菌の試作装置での検出確認を行った。

図6-2にその測定結果を示す。大腸菌103cells以上の菌数で定量的な応答を得られた。 
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図6-2 試作装置を用いた磁気ビーズ法の計測結果 
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６－２ 電極チップの開発 

 

６－２－１ DEPIM法に用いる電極チップの概要 

 電極チップは、交流電界を印加されることにより誘電泳動現象を生じて細菌をトラップし、

電気的な検出信号を発生する、DEPIM 法における重要なキーデバイスである。所定の検出感

度、精度を得るためには電極チップ上に形成される薄膜電極のパターン寸法が重要となる。

電極は２極によって構成されており、両極間に接続端子を介して交流電圧が印加される。検

体液中の細菌は、櫛歯形状パターン上、両極の電極が対向している部分（ギャップ部と呼

ぶ）に誘電泳動現象によってトラップされる。 

 

６－２－２ 量産化に向けた電極チップの作製 

 大量安価に電極チップを製造する方法として、レーザによるアブレーション加工の検討を

行った。近年のレーザ発振装置の波長の拡大（短波長化）、超単パルス化、高ピークエネル

ギー化などの進展を背景に、注目されている加工法であり、金属薄膜の微細加工もその応用

範囲の一つに入る。レーザ加工は金属薄膜に直接描画してパターン形成する方式のため、

フォトマスクや露光装置、エッチング処理が不要で初期設備が比較的少ないというメリット

がある。また、エッチング液による基板ダメージを考慮する必要が無いため、ガラス以外の

絶縁材料、例えば大量安価に入手可能なPETなどの樹脂材料を電極の基板として使用するこ

とが可能である。 

 図6-3にレーザ加工装置の概念図を示す。レーザ発振器によって励起されたレーザ光は、

必要に応じて波長変換素子を通り波長を変換し、ガルバノへ入射される。ガルバノは入射し

たレーザ光の反射角を制御し、加工ワークの任意の場所へレーザ光を導く。レーザ光が加工

ワークに照射された部分の電極薄膜が取り除かれ、パターンを形成していく。また、加工

ワークは２次元平面移動が可能なXYステージ上に設置する場合もある。 

レーザ
発振機

波長変換素子

ガルバノ

波長１波長２

短焦点レンズ

X,Yステージ

加工ワーク

レーザ
発振機

波長変換素子

ガルバノ

波長１波長２

短焦点レンズ

X,Yステージ

加工ワーク

 

図6-3 レーザ加工装置の概要図 

 

 昨年度事業の検討結果に基づき、想定される生産タクトを達成できるレーザ描画スピード

を持つ、レーザ加工装置を本年度事業にて導入した。 

 次に、導入した加工機を用いて、電極チップへのパターン描画の条件最適化検討を行った。

DEPIM 法の検出において最も重要なファクターとなるギャップ長（レーザ描画の幅に相当す
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る）の目標を10μmとし、レーザ発振器の各種条件について検討した。加工状態の評価は、

ＴｏｐＣｏｎ製光学顕微鏡ＴＵＭ－１７０ＥＨを用いたギャップ寸法の測定、ならびに、

キーエンス製光学顕微鏡ＶＨ－８０００を用いた描画状態確認を行った。 

種々のレーザ照射条件下における、ギャップ長について検討を行い、目標とした10μmを

達成可能な条件を見出した。ただし、12μm 以下のギャップ長の領域では、バリ等に起因す

る絶縁不良の発生率が高く、量産化に向けてはより安定的に描画する条件の検討が必要であ

る。しかしながら、ギャップ長12μmの電極チップを用いた大腸菌の検出では、目標とする

検出感度を達成しており、今回検討した描画条件にて一定の成果を得ることが出来たと考え

られる。 
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第７章 全体総括 

 

本研究事業では、歯周病の原因となる病原菌を、集団検診や歯科クリニックで、その場で、

簡易に、迅速に、高精度に検出可能な細菌検査機器の開発を目指し、下記５つのサブテーマ

にテーマを分担して、研究開発を行った。以下、それぞれのサブテーマについてまとめる。 

 

サブテーマ① 抗体DEPIM法の方式開発 

DEPIM 法の検出感度を高める新たな方法として、誘電体薄膜を利用した細菌濃縮法の検討

を行った。シミュレーションによる流路セルの設計、および実験での確認によって、従来の

約２倍の感度（または検出時間約1/2）を得た。 

また、抗体DEPIM法の方式として、昨年度から検討している凝集法と、本年度新たに考案

した抗体を修飾した磁性体微粒子を検出ターゲット菌の分離に用いる磁気ビーズ法の検討を

行った。凝集法においては、細菌の凝集体を形成するために抗体修飾された金コロイド粒子

を用い、凝集体と非凝集体でDEPIM応答の差異を確認することが出来た。しかしながら、検

出感度についてはより高感度化が必要であるという課題が残った。 

 磁気ビーズ法では、大腸菌のモデル系においては、目標感度である 104 cells の感度を達

成できることを確認した。本事業の検出ターゲットの一つである P.g.菌については、106 

cells～での定量検出を確認できた。P.g.菌特有の電気的検出阻害要因が判明したため、検

出感度の改善が課題である。今後、パルス電圧の印加条件や誘電泳動の条件を最適化するな

どして、P.g.菌における検出感度の改善を行う。また、もう一つの検出ターゲットである

T.f.菌の検出についても順次確認を行う。 

 

サブテーマ② 抗体の開発 

検出対象 2 菌種（P.g.菌および T.f.菌）の免疫を行い、モノクローナル抗体産生細胞を

P.g.菌 5 株、T.f.菌 10 株樹立した。これらの抗体産生細胞が生成する抗体の評価を実施し、

反応性および特異性の高い P.g.菌モノクローナル抗体産生細胞 2 株を候補として選定した。

また、抗原抗体反応条件の検討を行い、P.g.菌抗体反応の溶液条件依存性が判明し、条件確

立を実施した。今後、T.f.菌の抗体性能評価ならびに、急性歯周炎の検査市場に対応するた

めA.a菌を新たなターゲットとして来年度抗体作製する予定である。 

 

サブテーマ③ 抗体固定化・非特異抑制技術開発 

 P.g.菌、T.f.菌それぞれに対する抗体について、反応の交差性がないことをELISA法を用

いて確認した。また、抗体DEPIM法の開発において、磁性体微粒子を用いた改良方式に変更

したため、磁性体微粒子への P.g.菌抗体固定化条件の検討を実施、最適条件を見出した。

今後、口腔内に存在する非検出対象菌の微粒子への非特異的吸着について評価を実施する。 

 

サブテーマ④ 電極一体型ディスポセルの開発 

 磁気ビーズ法を利用した抗体DEPIM法のアッセイ、検出動作に必要な機能ブロックごとに

流路セルの試作を行い、基本動作の確認を完了した。試薬の攪拌が十分に機能しない課題が

明らかになったため、今後、現在設計中の新方式によって試作確認を行う。また、上記機能

を統合し、１セル中で全ての動作を行える電極一体型ディスポセルの設計、作製を行う。 
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サブテーマ⑤ 測定機器・電極チップの開発 

既に商品化されている細菌カウンタの回路をベースに、EPA-DEPIM の測定動作を行うため

の高電圧交流パルス発生回路を追加した測定機器の試作を行った。試作した測定機器を用い

て EPA-DEPIMの計測が問題なく行え、磁気ビーズ法により目標感度以上の 103 cellsの感度

で検出が可能であることを確認した。 

DEPIM 法における重要なキーデバイスである電極チップを量産化に適したレーザ加工装置

を導入して試作および評価を行った。目標としていたギャップ寸法10μmの加工は達成でき

たものの、不良率が高いことが課題となった。しかしながら、比較的安定的な加工に成功し

たギャップ寸法 12μmの電極チップを用いて、磁気ビーズ法により目標感度 104 cellsでの

大腸菌検出を確認できた。今後、量産化に向け、より安定的な加工条件の検討を行う。 

 

 

◆今後検討すべき課題と対応方針 

以下に、製品化に向けた課題と対応について各サブテーマ毎に記述する。 

 

サブテーマ① 抗体DEPIM法の方式開発 

P.g.菌特有の表面状態に起因する電気検出阻害要因が判明し、感度向上が必要である。電

気検出時のパルス電圧条件などの改良により対策を行う。また、流路中を流れる細菌の挙動

解析シミュレーションを導入し、感度確保に向けた検出条件最適化を加速する。 

 

サブテーマ② 抗体の開発 

抗体細胞株毎に反応溶液の最適条件が異なることが判明した。今後の抗体性能評価のスク

リーニング項目として、溶液条件を追加実施することで、評価を加速する。また、製品化に

向けて必要となる、抗体保存安定性の確認を行う。 

 

サブテーマ③ 抗体固定化・非特異抑制技術開発 

抗体反応性と非特異抑制を両立するアッセイ条件の確認が必要である。複数段階のウォッ

シュ等の対応を検討中である。また、流路内壁への付着や溶液滞留による非特異的反応の抑

制が必要であり、表面処理や流路設計で対応していく。臨床サンプルは唾液を含むため、検

体の粘度が上昇し、アッセイ、送液動作、検出の阻害要因になる可能性が高い。フィルタリ

ングおよびタンパク分解酵素で対応する予定である。 

 

サブテーマ④ 電極一体型ディスポセルの開発 

流路中での溶液攪拌機構を作製したが、充分に攪拌しないことが判明し、新方式のアイデ

アを検討中である。流路中を流れる細菌の挙動解析シミュレーションを導入し、流路設計最

適化を加速し、検出に必要な機能を統合したディスポセルの設計と作製を行う。 

 

サブテーマ⑤ 測定機器・電極チップの開発 

 電極チップの不良率低減のため、レーザ照射条件や電極基板処理を検討中である。P.g.菌

の電気検出阻害要因対応のため、測定機器のパルス電圧の振幅 Up が必要であることが判明

した。高電圧ドライブ回路の設計を追加することによって対応予定である。 
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 また、来年度は上記改良を組み込んだ、臨床実験向けの電極一体型ディスポセルおよび測

定機器の設計および作製を行い、臨床検体を用いた歯周病菌の検出実証を行う。 
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◆薬事申請の計画 

 伴走コンサルにより医療機器センターへの相談の結果、まずは、既に歯周病学会ガイドラ

インなどで認知されている測定法であるリアルタイムPCR法での測定結果との相関データを

集める（相関証明する）ことで、歯周病リスクとの相関取得の臨床結果を必要としない、機

器：微生物分類同定分析装置、検査セル：細菌学的検査用試薬として薬事取得をすすめる。

詳細は来年度 PMDA に相談確認の上、実施する。来年度実施予定の臨床実験にて薬事申請用

のデータを取得し、研究事業終了後に直ちに薬事申請を行う。具体的には、H24 年度に作

製・評価を行う試作機のデータに基づき、PMDAへの事前相談をH25年度に実施する。H25年

度に実施予定の臨床評価データに基づき、研究事業終了後直ちにH26年度に薬事申請を予定

している。 

 

◆特許取得の計画 

抗体DEPIM法を用いて特定種の細菌を検出するための基本的な特許は既に権利化済の４件

（DEPIM 法の基本特許、高感度化 DEPIM 法の特許、DEPIM 法を口腔内細菌検出に適用する応

用特許、抗体DEPIM法の基本特許）を活用する予定である。本年度の研究事業において、新

たな抗体DEPIM法の改良方式として、磁気ビーズ法を考案し、国内特許出願済であり、今後、

海外出願も進める予定である（PCT、EPC、米国、中国、インドを予定）。その他、今後開発

の中で生じる、抗体DEPIM法の条件チューニング、歯周病菌をターゲットにした抗体の作製

方法、電極一体型ディスポセルの製造方法など、周辺技術について、研究開発事業に出願す

べき内容が生じ次第、出願を進める予定である。 

 

◆事業化する医療機器の概要 

・医療機器クラス分類： 

 本体：クラスⅠ（医療機器）、試薬キット：クラスⅢ（体外診断薬） 

・一般的名称： 

 本体：微生物分類同定分析装置、試薬キット：細菌学的検査用試薬 

・対象疾患／患者数： 

歯周病患者 ／ 5000万人(国内) 

内、歯周病ハイリスク者600万人、インプラント患者60万人、 

歯科検診100万人（合計760万人／年）が想定対象患者 

・対象顧客：歯科医院、健診事業者、病院・診療所、等 

・市場規模： 

本体（機器）：25億円 

試薬キット（ディスポセル）：76億円／年 

※国内市場。海外市場は国内の９倍を想定。 

・上市時期：平成27年（研究用途として非薬事商品として前倒し上市） 

・想定売上規模（上市3～5年目程度）： 

36億円（内、国内25億円、上市4年間の累計） 
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◆事業化（上市）までのスケジュール 

・H26年度：  薬事申請用の機器開発 

・H26～H27年度： 薬事申請～薬事承認完了 

・H27年度：  非薬事商品上市、薬事商品生産準備 

・H28年度：  薬事商品上市 

 

◆事業化の体制（予定） 
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◆今後の研究計画概要 

 

 

 

研究事業最終年度となるH25年度は、臨床検体を用いて歯周病原菌が検出可能な、測定機

器・ディスポセルの設計開発および作製を行い、臨床実験にてその検出性能を確認すること

が目標となる。そのために、①抗体DEPIM法の開発（抗体DEPIM法を検出ターゲット菌に適

用するために特化した条件の検討）、②抗体の開発（T.f.菌の抗体性能評価ならびに、急性

歯周炎の検査市場に対応するためA.a菌を新たなターゲットとして抗体を作製、抗体の安定

性評価）③抗体固定化・非特異抑制技術開発（口腔内に存在する非検出対象菌の微粒子への

非特異的について評価）、④ディスポセル成型開発（混合、攪拌、送液、電気検出部を統合

し、検出に必要な検体処理機能を盛り込んだ、電極一体型ディスポセルの成型品を開発）、

⑤測定機器・電極開発・評価（臨床実験向け測定機器および電極チップの開発および作製）、

⑥測定機器および電極一体型ディスポセルの臨床評価（開発・作製した、測定機器および

ディスポセルについて、臨床サンプルを用いた評価）の６つのサブテーマにて実施する。 

サブテーマ⑥においては、全国５大学（東北大学、東京歯科大学、日本歯科大学、大阪大

学、九州大学）で臨床実験を実施し、開発した試作機で臨床検体が正確に検出可能であるか、

検証を行う予定である。それぞれの実験依頼先には日本歯周病学会・副理事長・常任理事、

日本口腔衛生学会・常任理事を含んでおり、商品化後の普及の鍵となる、開発した細菌検査

機器を用いた検査結果に基づいた歯周病の診断基準の策定も併せて進める。 
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第１章 研究開発の概要 

非金属義歯フレームの研究開発の概要について述べる。 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

 

（Ａ）研究開発の背景と目的 

ジルコ二アの中で唯一金属に置き換わる特性を持っているナノジルコニア材料を

用いて、義歯フレームの開発を行い、金属からナノジルコニアへの材料転換を実現

する事により今後増加する高齢者の金属アレルギ低減に貢献する。  

また、本研究開発を遂行するには、下記に示す 2点の開発が同時に必須である。 

 

・義歯フレーム作製用 CAM装置の開発、形状修正用ダイヤモンドバ－の開発 

 

平成 23 年度は、クラスプの破壊強度をシミュレ－ション解析して基本形状を決定

し、また金属義歯フレ－ムをナノジルコニアに置き換えて作製し適合精度を確認し

た。義歯フレ－ム作製用 CAM 装置の開発においては、加工パスソフトの開発・モ－

ションコントロ－ルボ－ド及び 5 軸加工機の改良をおこない原理試作を完了した。

形状修正用ダイヤモンドバ－については、試作を完了し他社同等レベルの品質を確

保した。 

 平成 24 年度は、量産機として対応できる義歯フレーム作製用 CAM 装置の開発と形状

修正用ダイヤモンドバ－の製品化に向けた種類・形態を拡充する開発を実施し、薬

事（クラス 1）届出を行う。また、CAM 装置を用いて、義歯フレームの加工プロセス

開発とＣＡＤによる設計の最適化を行い、ナノジルコニア義歯フレ－ムの臨床研究を

実施することにより、平成 25年度事業化を目指す。 

 

（Ｂ）研究開発の目標 

本研究開発の目標を以下に示す。 

 

（１）義歯フレームの加工プロセス開発と CAD による設計の最適化（パナソニック ヘルス

ケア株式会社） 

CAM 装置を用いて、ナノジルコニア義歯フレームの加工条件（ツール回転数、送り、切

り込み量 等）及び、加工工程（加工法、加工順序 等）をモデル症例にて最適化すると

ともに、症例を増やし（臨床研究の 40 症例）、データを蓄積してフィードバックをかけな

がら量産症例に対応できる加工条件及び、加工工程を確立する。また、既存の歯科用 CAD

システムを用いて義歯フレーム形状の最適化を実施する。 

 

（２）義歯フレーム作製用 CAM 装置の開発（デジタルプロセス株式会社、コムス株式会社、

日本ベアリング株式会社） 

本年度は、平成 23 年度に作製した原理試作の結果をもとに量産機として対応できる CAM

装置の開発を実施し、薬事（クラス 1）届出の為に品目仕様に準じたデータ収集と資料作成

を行う。 
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① 義歯フレームの症例を増やし（臨床研究の40症例）、汎用性のある加工パスソフト

の開発を実施する。また、義歯フレーム症例に適した加工ツールの開発を実施する。

（デジタルプロセス株式会社） 

② 原理試作の解析結果をもとに、義歯フレーム作製用CAM装置内のモーションコント

ロールボードの改良、モーションコントロール制御ならびに空気制御系の小型化、

低コスト化、高速化の開発を実施する。（コムス株式会社） 

③ 原理試作の解析結果をもとに、義歯フレームに対応した小型、軽量5軸加工機（メ

カ部）の開発を実施するとともに低コスト化、高剛性の維持をはかる。（日本ベア

リング株式会社） 

 

（３）形状修正用ダイヤモンドバーの開発（株式会社東京ダイヤモンド工具製作所） 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーの製品化に向けた量産対応（種類・

形態の拡充）の開発を実施する。開発にあたっては、コストと寿命のバランスを重視し、前

年度の加工検証結果をフィードバックして最適化をはかる。また量産時品質の安定化への取

組みも同時に実施する。薬事届出（クラス 1）へ向けたデータ測定および技術資料の作成

（JIS T5505-1の品目仕様の評価項目達成）を行う。 

 

（４）ナノジルコニア義歯フレームの臨床研究（パナソニック ヘルスケア（株）、昭和大学、

国立大学法人東京医科歯科大学） 

ナノジルコニア義歯フレームの理工学的評価、技工的評価、臨床評価を実施する。年度

中に 2 大学で各 20 症例の臨床評価を実施する（倫理委員会了承の下）。理工学的評価およ

び臨床評価用サンプルは、パナソニックヘルスケア株式会社が製作する。 

 

（Ｃ）研究開発の実施結果 

本研究開発の実施結果を以下に示す。 

 

実 施 内 容 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

 

（１）義歯フレームの加工プロセ

ス開発とＣＡＤによる設計の最適

化 

 

（２）義歯フレーム作製用CAMの

装置開発 

（２）-１ 加工パスソフト開発・加

工ツール開発 

（２）-２ 制御装置のソフト、ハー

ド開発、検証 

（２）-３ ５軸加工機メカ部開発 

（２）-４ 薬事届出資料 

 

 

 

 

            

計画 

実績 

品目仕様評価項目

精度測定 
技術資料作成 
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実 施 内 容 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

 

（３）形状修正用ダイヤモンドバ

ーの開発 

（３）-１ 最適化の実施 

（３）-２ 量産品質安定化 

（３）-３ 薬事届出資料 

 

 

 

 

（４）ナノジルコニア義歯フレーム

の臨床研究 

（４）-１ 臨床評価 

（４）-２ 理工学的評価 

 

            

計画 

実績 

１－２ 成果概要 

本研究開発の成果概要を以下に示す。 

 

（Ａ）義歯フレームの加工プロセス開発とCADによる設計の最適化 

臨床評価用モデルの加工を行いながら、加工条件と加工工程の確立を行った。また、落

下試験等の各種試験結果を元に床部分の厚み等の CAD における設計指針を確立し、義歯フ

レームのデザインの最適化を図った。確立された設計指針、加工条件、加工工程に基づい

て設計、加工された義歯フレームを使用して大学病院での臨床評価（2大学で 33症例）を

実施し、現在も継続中である。 

 

（Ｂ）義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

本年度の開発取組みとしての成果は以下の内容である。 

 

（１）加工パスソフト開発、加工ツール開発 

 平成23年度に作製した加工パスソフトに対して9件の機能改善と16件のバグ修正を行っ

た。これにより、ナノジルコニア材料にて義歯フレームを製作するための実用的な加工パス

ソフトの構築ができた。ただし、いくつかの継続検討課題が残った。 

 

（２）電気制御部、空圧制御部を移動架台内に移動 

移動架台を新たに設計して機構部をその上に搭載したが、移動架台内部は空きスペースと

なっているので、この部分に電気制御部および空圧制御部を移動した。これにより、設置面

積の低減（約20％）が図れた。 

 

（３）外装部の変更 

機構部を移動架台の上に搭載することになったため、従来の外装設計を見直し、外装部を

新規に設計した。 

品目仕様評価項目

精度測定 
技術資料作成 
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（４）電磁両立性の確保 

移動架台の追加に伴い、外装部の設計が大きく変更されたため、再度、EMC 試験における

雑音放射規定に適合させる必要があった。そこで、金属と金属の接触面の導電可能な面積を

広くし、全ての外装部品と移動架台の表面にニッケルメッキを施した。 

 

（５）加工機本体の軽量化 

 装置剛性に影響の少ない箇所、余分なスペースを対象として軽量化を図り、加工機本体

部分では約11kgの軽量化を行った。 

 

（６）加工機本体の剛性強化と長寿命化 

 直動ステージ軸上にAB軸を搭載することにより、調整がし易くなり精度調整時間が格段

に向上した。さらに、直動ステージ中心軸の真上にワーク加工位置を配置し、直動ステージ

への負担を軽減させることにより、直動ステージにおける長寿命化に成功した。また、B軸

ユニットを A 軸に両持ちで取り付けることにより、ワーク加工時にかかる外力に対しての

剛性を大幅に向上させた。 

 

（７）加工機のATCユニット機構部の剛性向上化 

 ATC ユニットは直動ステージスライダーに平面取付してモーメント力に対する剛性を大

幅に高めた。また、ATC 工具ホルダと工具測長センサを別体構造にすることで、消耗品で

あるATC 工具ホルダ交換時に工具測長センサを一緒に取り外す必要が無く、再度Z 軸の位

置合わせを行う必要がなくなった。 

 

（８）吸塵機構の性能向上化 

 ワーク加工部をトレーで囲い、トレー側面より吸塵機による強制吸塵を行うことにより、

吸塵性能が大幅に向上した。 

 

（９）薬事届出資料 

（２）～（８）の改良を盛り込んだ評価用CAM装置を製作して、薬事届出のためのデータ

取得と資料の作成を行い、クラス1での薬事届出を行った。 

 

（Ｃ）形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

本年度の開発取組みとしての成果は以下の内容である。 

 

（１）量産対応の開発 

形状修正用ダイヤモンドバーとして使用用途、加工性などを考慮して、電着ダイヤモンド

バー（２種類）、レジン系ダイヤモンドバー（４種類）について仕様を決定し量産用図面を

作成した。 

 

（２）量産時の品質安定化 

電着ダイヤモンドバー（２種類）、粗中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバー（２種類）、中仕
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上げ用レジン系ダイヤモンドバー（２種類）について、研削比、面粗度、機械的安全性、安定

性及び耐久性の性能評価を実施した。歯科技工作業で使用するに十分な性能であることが確

認できた。 

 

（３）薬事届出資料の作成 

今回の性能評価の結果を薬事届出用の資料としてまとめを行った。 

 

 

（Ｄ）ナノジルコニア義歯フレームの臨床研究 

本年度の開発取組みとしての成果は以下の内容である。 

 

（１）理工学的評価 

① 義歯フレームのクラスプ形態の確立 

ナノジルコニアをクラスプとして用いる場合には、適度なtaperを付与することで義歯

フレームのクラスプ内の応力集中を緩和でき、断面形態の厚さを増加させることで破断荷

重値を高くできる。また荷重－変位曲線に示されるように全般に破断荷重値は変位量に反

比例して大きくなる傾向があったが①taper 比 0.6を②③taper 比 1.0 と比べると破断荷

重値，変位量が共に大きくなり、断面形態とtaper比の組みあわせにより義歯フレームの

クラスプとして理想的な屈曲特性が得られる可能性が示唆された。 

 

② 義歯フレームと義歯床用レジンの接着法の確立 

義歯フレームと床用レジンとの接着には表面処理が必要不可欠であり、その方法として、

サンドブラスト後、トライボケミカル処理(Rocatec soft)、シランカップリング剤、MDP

プライマーの順に処理する複合処理法が、床用レジンとナノジルコニアによる義歯フレー

ムとの接着性および接着耐久性にもっとも有用であることが示唆された。 

 

（２）臨床評価 

確立された設計指針、加工条件、加工工程に基づいて設計、加工された義歯フレームを患

者に装着し、得られた評価からナノジルコニアによる義歯フレームを構成要素として製作し

た有床義歯の臨床的に有効であることが示唆された。 

 

１－３ 当該研究開発の連絡窓口 

 

氏名： 菅田 文雄 

所属組織名：パナソニック ヘルスケア株式会社 医療機器・システムビジネスユニット 

Tel：050-3686-8300 

E-mail：sugata.fumio@jp.panasonic.com 
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第２章 義歯フレームの加工プロセス開発とCADによる設計の最適化 

 

２－１ 義歯フレームの加工プロセス開発 

 臨床評価用モデルの加工を行いながら、加工条件と加工工程の確立を行った。以降に示す

加工工具、加工条件、加工工程の設定で、平成 25 年１月にパナソニックヘルスケア株式会

社ミリングセンターにて、維持装置の無い義歯フレームの加工事業を開始した。 

 

（Ａ）加工工具の設定 

義歯フレームを加工する場合には、後述する加工機（平成 24年度評価機）の ATCの各 No.

に表2-1のように工具を設定する。 

 

表2-1 義歯フレーム加工時の工具設定 

ATC No. 工具径 加工工程 

T1 φ1.3 Profileと粘膜面加工 

T2 φ1.0 ダミー：工具を入れない 

T3 φ1.3 咬合面の加工 

 

（Ｂ）加工パス生成条件の設定 

 CAM ソフトウエア（OCS9-Denture）の加工パス生成（Generate NC data）画面において、

図 2-1 のように NC データの保存フォルダ、加工材料の指定、加工条件（粗加工及び仕上げ

加工の各加工工程における送り速度、ピッチ、工具オフセット等）の設定を行う。  

      

 

Pro-mode サポート部の掘り込み 

0 サポート部の掘り込みをしない 

1 ①支台側プロファイル加工 ②支台側サポート部掘り込み ③咬合側プロ

ファイル加工 ④咬合側サポート掘り込み の順でサポート部を掘り込む 

2 ①支台側プロファイル加工 ②咬合側プロファイル加工 ③咬合側サポー

ト掘り込み ④支台側サポート部掘り込み の順でサポート部を掘り込む 

図2-1 加工パス生成画面（OCS9-Denture） 

NC データの保存先指定：ここでは加工

パスソフトウエアの実行されているパソ

コンのHDD内のフォルダを指定 

加工材料：Zr（ジル

コニア）を選択 

各加工工程の送り速度、ピッチ、工具オ

フセット等の設定を行う 

粗、仕上げで重複加工しないようにする

場合、「NO-DUPL」をチェック 
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また、図2-2の材料設定画面にて外周穴幅（Profile：Round width）の設定を行う。「Round 

(Default)」を選択した場合には、3.0ｍｍになる。 

 

図2-2 材料設定画面（外周穴幅指定） 

 

 加工条件については、加工症例に応じて値を変更することになる。現在は維持装置付きの

義歯フレームの事業化に向けて、加工条件の検討中である。 

 

２－２ CADによる設計の最適化 

試験片や擬似フレームを作成して各種試験を実施し、大学で実施したナノジルコニアを使

用した義歯フレ－ムの理工学評価の結果と合わせて、CAD ソフトウエアを使用して義歯フ

レームの設計をする際に必要な情報を決定した。 

 

（Ａ）各種試験結果 

   主として、維持装置（クラスプやレスト等）の無い義歯フレ－ムの厚みを決定するた

めに、表2-2に示す試験を実施した。 

 

表2-2 各種試験内容 
 試験項目 概要 結果 

(1) 落下試験 試験片、擬似フレームを自由落下させる ﾒｼﾞｬｰｺﾈｸﾀ部の厚み：0.7ｍｍ以上 

ﾘﾃﾝｼｮﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ部（ｽｹﾙﾄﾝ部）の厚

み：1.0ｍｍ以上 

(2) 洗浄剤試験 洗浄剤（市販、プロユース、超音波洗浄）使

用による影響の評価（材料強度・表面性状評

価） 

問題なし 

(3) 安定剤試験 安定剤（市販、プロユース）使用による影響

の評価（材料強度・表面性状評価） 

問題なし 

(4) 石膏溶解剤試験 石膏溶解剤（プロユース）使用による影響の

評価（材料強度・表面性状評価） 

問題なし 

外周穴幅：1.5～2.5mm

の範囲で設定 
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（Ｂ）CAD設計 

 （Ａ）各種試験結果からCAD設計上のパラメータを次のように決定した。 

 （１）適応サイズ 

    ジルコニア材料の収縮率を考慮すると、義歯フレームの適応サイズは図2-3のよう

になる。（この適応サイズはパナソニックヘルスケア㈱製の 25ｍｍ厚のＰ-ナノＺ

Ｒプリシンタ材料の場合であり、それ以外の材料の場合には収縮率、材料厚みに応

じて適応サイズが異なる）30、35ｍｍ厚材料については継続検討中である。 

 

図2-3 材料設定画面（外周穴幅指定） 

 （２）厚み 

    義歯フレームの厚みは、表2-3の値を遵守する。各部位については、図2-4に示す

とおりである。 

表2-3 義歯フレームの厚み 

部位 厚み 

メジャーコネクタ部 0.7ｍｍ以上 *1 

リテンショングリッド部 *2 

（スケルトン部） 

1.0ｍｍ 

    *1 ①過大な咬合力が予測される場合は、メジャーコネクタ部の厚みを 0.8ｍｍ以

上とすること。 

②研磨代（調整代）をさらに設定すること。 

    *2 ①リテンショングリッド部（スケルトン部）のホール径は、φ1.5ｍｍ以上と

すること。 

      ②下顎モデルは、リテンショングリッド部（スケルトン部）を舌側部分（立ち

壁部分）には設定しないこと。 

いずれの部位も、さらに薄肉化の可能性を検討中である。 
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図2-4 義歯フレームの厚み 

 

（３）着脱方向の決定 

    デジタルサベーヤーでのサベイングをソフト上で再現するために、図2-5に示すよ

うに着脱方向に一致した、①基準棒、②基準溝を模型に付与してスキャンを実施する。

そうすることで、ＣＡＤソフトウエア上の軸の平行性を一致させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 ①基準棒②基準溝の模型への付与 

 （４）クラスプ断面サイズの決定 

    ナノジルコニアの強度を考えると、クラスプの断面サイズは、金属床とほぼ同じサ

イズを適用できると考えられる。図2-6のような設定を推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-6 クラスプ断面サイズ 

2

1

2

1

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.20

2.40

アンダーカット量 0.10 ㎜

1.44

0.72 1.12

2.24

<大臼歯>

<小臼歯>

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.20

2.40

アンダーカット量 0.10 ㎜

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.20

2.40

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.20

2.40

アンダーカット量 0.10 ㎜

1.44

0.72 1.12

2.241.44

0.72 1.12

2.241.44

0.72 1.12

2.24

<大臼歯>

<小臼歯>

基部断面サイズのスタートは隅角部からとする

隣接面板中央からのスタートサイズを設定登録しておけば、微調整が容易

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.32

2.64

1.44

0.72 1.24

2.48

<大臼歯>

<小臼歯>

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.32

2.64

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.32

2.64

先端断面 基部断面

1.44

0.72 1.32

2.64

1.44

0.72 1.24

2.481.44

0.72 1.24

2.481.44

0.72 1.24

2.48

<大臼歯>

<小臼歯>
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 （５）クラスプ設計の注意箇所 

    クラスプ設計時の注意箇所を図2-7～図2-10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-7 クラスプ設計時の注意箇所1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-8 クラスプ設計時の注意箇所2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-9 クラスプ設計時の注意箇所3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-10 クラスプ設計時の注意箇所4 

ＣＡＭの誤差や調整を考慮し、屈曲～鉤尖部(左図)にかけ厚さを約1.0㎜までup!

鉤肩部は薄くなりやすいため、移行的に厚さup!

ダブルエーカスクラスプの交差点は、移行的に鈍角に

隣接面板と鉤腕との角度は、移行的に鈍角に
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 （６）隣接面板の厚さ 

    加工（ＣＡＭ）後の調整を考慮して、隣接面板の厚さは図 2-11 に示すように設計

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-11 隣接面板の厚さの設定 

 

 （７）レストの厚さ 

    レストシートの形成は、深さを1.5ｍｍとし、レスト部の厚みを確保する。 

 

ＣＡＭ後の調整を考慮し、隣接面板の厚さは1.5㎜にup!

隣接面板と維持格子の連結部の厚さも移行的にup!
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２－３ 加工評価 

  まず、維持装置（クラスプやレスト等）の無い義歯フレームを先行して加工を行った。

特に、総義歯フレームについては、加工物や材料のカケやチッピングも発生せず、１回の

加工で出荷可能レベルとなっている。症例には、模型が添付されていないため、加工評価

は、依頼先（大学等）に返送後の評価となっている。 

  総じて高い評価を得ており、維持装置（クラスプやレスト等）の無い義歯フレームにつ

いては、パナソニックヘルスケア株式会社のミリングセンターにて平成 25 年 1 月より加

工事業を開始した。 

 

表2-4 総義歯フレーム加工評価 

加工物 依頼先（大学等）評価内容 

 

 

 

 

 

 

・適合は非常に良い。金属床の名人レベルに匹敵 

・加圧重合を実施しても粘膜面側に流れ込むことがなかっ

た（ティッシュストップ部に少し流れこみ有） 

・外形に関しては研磨がされていればより良いが問題なし 

 

 

 

 

 

 

・適合良い 

・外形問題なし 

・口蓋研磨面側を軽く研磨した（つやだし）程度で臨床使

用問題なし 

 

 

 

 

 

 

・適合良い 

・外形問題なし 

・口蓋研磨面側を軽く研磨した（つやだし）程度で臨床使

用問題なし 

 

 

 

 

 

 

・適合は非常に良い 

・材料サイズオーバー→リテンショングリッドのサイズ

（アウトライン）変更も問題ない 

・外形線も模型上の設計ラインとずれありも問題なし 

・外観についても特にコメントは無く総じて高い評価を頂

いた 
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 評価のコメントは無いが、表2-5に示す症例についても１回の加工で出荷可能となってい

る。 

 

表2-5 維持装置の無い義歯フレーム 

加工症例 加工症例 加工症例 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  現在は、表2-6に示すような維持装置（クラスプやレスト等）のある義歯フレーム症例

について加工を実施し、臨床評価を実施している。 

 

表2-6 維持装置のある義歯フレーム症例 

加工症例 加工症例 加工症例 
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第３章 義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

 

３－１ 汎用性のある加工パスソフト開発、及び加工ツール開発 

（Ａ）開発概要 

平成23年度は、切削時の被削材、工具にかかる力を考慮して、チッピングなくNC加工す

るカッターパスを自動的に生成する CAM ソフトウエアを開発し、2ケースについて実証試験

を行った。今年度は、症例拡大を目的としたCAMソフトウエアの機能改善、および、症例の

拡大に併せて発生する問題の対応を行った。 

（Ｂ）機能改善 

改善項目の一覧を表3-1に示す。 

表3-1 改善項目一覧 

No. 改善項目 

（１） サポート本数上限、方向変更 

（２） 外周加工範囲最小化 

（３） サポート（ノブ）裏面飛び出し改善 

（４） 中央サポート（ノブ）形状変更 

（５） 材料厚35mm対応（ロング加工ツールの導入） 

（６） Rotate機能改善 

（７） 加工時間短縮（重複パスの削減） 

（８） 新加工機対応 

（９） サポート、材料ヒビ、割れ対応 

（Ｃ）不具合修正 

 平成23年度に作成したCAMソフトウエアに対して16件のバグ修正を行った。バグ修正項

目の一覧を表3-2に示す。 

表3-2 不具合修正項目一覧 

No. 不具合修正項目 

（１） 工具シャンク部干渉による材料割れ 

（２） 削り残し（平坦）部発生 

（３） 仕上げ加工で工具シャンク部干渉 

（４） 工具シャンク部干渉による製品割れ 

（５） 推奨材料厚みから加工物はみ出し 

（６） 削り込み部発生 

（７） サポート部削り残しによる工具折れ 

（８） 外周加工範囲外掘り込みパスによる工具折れ 

（９） ポケット部工具折れ 

（１０） サポート削り飛ばし 

（１１） 掘り込みパスによるサポート切り込み 

（１２） 先端部加工で工具シャンク部干渉 

（１３） 掘り込みパスによるクラスプ折れ 

（１４） 外周加工範囲外スキャンパスによる工具折れ 

（１５） ポケット部工具折れ２ 

（１６） 加工範囲外外周加工パスによる工具折れ 
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（Ｄ）全体総括 

 症例の拡大を目的に、昨年度開発したCAM ソフトウエアに対して、9 件の機能改善と、

16 件のバグ修正を行った。これにより、ナノジルコニア材料にて、義歯フレームを製作す

るために有効な NC データを作成することができる CAM ソフトウエアとして、より実用

的なものにすることができた。具体的には以下の内容になる。 

 

（１）サポートの本数を増やしたり、サポート太さを全て同じにできるようにしたことに

より、焼成時の収縮を均一にできるようになった。 

（２）義歯フレーム形状に沿った無駄のない外周加工ができるようにしたことにより、材料

に収まる症例をより多くすることができるようになった。 

（３）義歯フレームの薄肉部裏面に飛び出さないようなサポートを定義できるようにしたこ

とにより、焼成後のサポート除去作業の効率化、正確な形状の維持ができるように

なった。 

（４） 35mm の厚い材料でも加工できるようにしたことにより、口蓋部が深い（厚い材料

でないと収まらない）症例も加工できるようになった。 

（５） 材料内への収まり検討やアンダーカット部位の有無検討を大幅に効率化する機能を

開発したことにより、より多くの症例を加工できるようになった。また、削り残り

を少なくし仕上げ作業時間を減らすことができるようになった。 

（６） 加工パスが重複しない（同じ箇所を 2 度加工しない）NC データ作成機能を開発し

たことにより、加工時間を大幅に短縮できるようになった。 

（７） 今年度製作した新型加工機用の制御ソフトを開発したことにより、高性能な新型加

工機が実業務で使えるようになった。 

（８） サポート部の削り残し除去機能や外周加工のコーナー部減速機能などを開発したこ

とにより、材料のヒビ、割れを少なくできるようになった。 

 

ただし、（８）の材料に、ヒビ、割れが発生する問題に対しての改善は、完全な対策とな

らず、改善後もヒビ、割れが発生することがあり、課題として残った。 

 事業性に関するその他の課題としては、1）加工時間の更なる短縮、2）NC 計算時間の短

縮、などが挙げられる。 

 

３－２ 制御部の改良研究開発 

（Ａ）開発内容 

平成24年度の開発事業で、下記の点について改良を行った。 

 

（１） 機構部を移動架台の上に搭載 

（２） 電気制御部、空圧制御部を移動架台内に移動 

（３） 外装部の変更 

（４） 電磁両立性の確保 
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（Ｂ）改良の詳細 

（１）外形図 

   図3-1に平成23年度試作機および平成24年度評価機の外形図寸法図を示す。 

 

 

       平成23年度試作機         平成24年度評価機 

図3-1 外形図寸法図 

（Ｃ）各部の説明 

（１）機構部 

  ① 移動架台、制御盤 

機構部をCAM装置の移動を容易にするためにキャスターのついた移動架台の上に設

置することとした。（図3-2） 

 
図3-2 右側面外観図 
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（２）空圧機器制御部 

従来、機構部の裏面に設置していたが、移動架台を設けることになったため、移動

架台内へ制御盤と空圧機器制御盤を収容した。このことにより、従来品と比較して、

本装置の幅と奥行きを小さくすることができた。（図3-3） 

 
図3-3 左側面説明図 

 

（３）外装部 

    平成 23 年度の開発品と同じく、導電性を確保するためにニッケルメッキを施し、

外板肉厚は1.0ｍｍとした。 

 

（Ｄ）電磁両立性試験 

   欧州にて商品を販売するためには、欧州委員会が規定する欧州指令に適合している必

要がある。本装置は、その中の電磁両立性指令への適合性が確認される必要があり、こ

れを確認するための試験を認定機関にて受けた。 

 

 （１）認定機関試験所 

試験所名 株式会社トーキンＥＭＣエンジニアリング 大阪計測センター 

所在地 〒669-105 兵庫県三田市酒井字宮ノ脇49 

電話番号 TEL 079-569-1290  FAX 079-569-0079 
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（２）試験前の処置 

   本試験前に組立工場出荷時のまま雑音放射試験を実施したところ、合格基準を上回る

雑音電波が検出されたため、下記①～⑤の対策を行った。 

 

① ＵＳＢケーブルと外部クランプフィルタの取り付け 

パーソナルコンピュータと加工機の間にクランプフィルタを取り付けた。 

（メーカー：ＴＤＫ 型式：ZCA3035-1330 巻き数：4ターン） 

 

② 内部クランプフィルタ１の取り付け 

加工機より外への出口付近にクランプフィルタ１を取り付けた。 

（メーカー：ＴＤＫ 型式：ZCA3035-1330 巻き数：4ターン） 

 

③ 前面下側パネルと移動架台の電気抵抗低減のため、導電性ガスケット１を取り付

けた。（北川工業製 ソフトハイシールドガスケット RFSG-040100） 

 

④ 裏面下側パネルと移動架台の電気抵抗低減のため、導電性ガスケット２を取り付

けた。（北川工業製 ソフトハイシールドガスケット RFSG-040100） 

 

⑤ 左側側面にある隙間から漏洩している電波の遮断量を向上させるため、左側側面

に銅テープを取り付けた。（北川工業製 銅テープ CCT-50-C） 

 

（３）測定結果 

  表3-3は、試験所での測定結果である。 

 

表3-3 電磁両立性測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この結果より、最悪条件における最小マージン値は3.4dBとなった。 
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（４）測定結果の評価 

   従来機の主なノイズ源であった4軸コントローラが移動架台の中に実装されたが、外

装部および移動架台のフレーム素材にニッケルメッキを施してもノイズマージンは 3.4

ｄB にとどまった。対策を施しながら、ノイズマージンの状態を確認すると、外装部と

移動架台の隙間からのノイズ輻射エネルギーが多いことがわかった。 

   また、4 軸コントローラの USB ポートから漏洩していく 147MHz 周辺の不要輻射エネ

ルギーについても、より大きなマージンを確保するには、根本的な低減対策が必要と考

えられる。 

 

（Ｅ）ＥＭＣ試験結果 

（１）適用規格 CISPR 11:1009/A1:2010 GROUP1 CLASS A --------合格 

以下、IEC61000-6-2:2005 の規格にある下記の規格が引用され試験が実施された。 

（２）適用規格 IEC61000-4-2:2008 -----------------合格 

（３）適用規格 IEC61000-4-3:2006/A1:2007/A2:2010 -合格 

（４）適用規格 IEC61000-4-4:2004/A1:2010 ---------合格 

（５）適用規格 IEC61000-4-5:2005  ----------------合格 

（６）適用規格 IEC61000-4-6:2008  ----------------合格 

（７）適用規格 IEC61000-4-8:2009  ----------------合格 

（８）適用規格 IEC61000-4-11:2004 --------------- 合格  
 
 

３－３ 小型・軽量5軸加工機（メカ部）の開発 

（Ａ） 加工機本体の軽量化 

（１）開発内容 

平成23年度に製作した試作機の本体重量より更に10％の軽量化を目指す。 

 

   （２）開発結果 

      平成 23 年度の研究課題で掲げた加工機本体軽量化（10％）を目標に装置の再設計

を実施した。 

      今期の成果として、加工機本体の重量は105ｋｇとなり、平成23年度成果の116ｋ

ｇから11ｋｇの軽量化となったが、「10％の軽量化」は達成できなかった。 

 

 

（Ｂ） 加工機本体の剛性強化と長寿命化 

（１）開発内容 

加工機本体の構造を変更し、剛性強化を図り、直動ステージにかかる負担を軽減

させると同時に、加工機本体組立て時の精度調整をし易いものにする。 

 

 （２）開発結果 

    平成 23 年度試作機では直動ステージにＡＢ軸がぶら下がっている状態のため、組

立て時の精度調整が難しく、調整には膨大な時間を費やす必要があった。平成 24 年

度評価機では、直動ステージ上に搭載する方式に構造変更を実施した。その結果、調
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整が容易になり、精度調整時間が格段に短縮した。さらに、平成 23 年度試作機では、

直動ステージの中心軸とＢ軸ユニットの距離が大きく、ワーク加工時に直動ステージ

に過大な力が作用し、寿命が短くなる可能性があった。平成 24 年度評価機では、直

動ステージの中心軸の真上にワーク加工位置を配置し、直動ステージへの負担を軽減

させることにより、直動ステージの長寿命化に成功した。表 3-4 に平成 23 年度試作

機と平成24年度評価機の寿命距離を示す。 

 

表3-4 ＡＢ軸搭載直動ステージ寿命距離 

 ＡＢ軸搭載直動ステージ寿命距離（ｋｍ） 

平成23年度試作機 4,680 

平成24年度評価機 147,331 

 

    また、平成 24 年度評価機ではＢ軸ユニットをＡ軸に両持ちで取付けることにより、

ワーク加工時にかかる外力に対しての剛性を大幅に向上させた。これにより、安定し

た加工が可能になった。 

（Ｃ） ATCユニット機構部の剛性向上化 

（１）開発内容 

    ATCユニットの構造を変更し、外力からの剛性を高める。また、工具測長センサ 

配置を変更し、工具ホルダ破損時に影響を与えないようにする。 

 （２）開発結果 

    平成23年度試作機と比べて平成24年度評価機ではモーメント力に対する剛性を大

幅に高めた。また、ATC 工具ホルダと工具測長センサを別体構造にすることで、消耗

品であるATC工具ホルダ交換時に工具測長センサを一緒に取り外す必要がなく、再度

Z軸の位置合わせを行う必要が無くなった。 

 

（Ｄ） 吸塵機構の性能向上化 

（１）開発内容 

    機構を改良し、吸塵性能を向上させる。 

 

 （２）開発結果 

    平成 23 年度試作機では。加工室底面に吸塵しきれない切削粉が多量に残ったが、

平成 24 年度評価機では、トレーの壁面に付着はするものの、切削粉のほとんどは吸

塵された。吸塵性能が大幅に向上した。 
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第４章 形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

 

４－１ 量産対応の開発 

一次試作および二次試作の結果、薬事届出を目的として、電着ダイヤモンドバー（２種類）、

粗中仕上げレジンダイヤモンドバー（２種類）、中仕上げレジンダイヤモンドバー（２種類）を

決定し製作した。（図4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-1．量産評価品 

 

（A） 電着ダイヤモンドバー 

電着ダイヤモンドバーの形状は何れも平頭円すい形で、作業部の最大直径は何れもφ3.3 で、

作業部長さ１４ mmのものと、18 mmのものを製作した。軸材質はSUS303ステンレス鋼で、

作業部に＃120の天然ダイヤモンドをニッケル電着により固着した。 

 

（B） 粗中仕上げレジンダイヤモンドバー 

粗中仕上げレジンは、作業部長さ14.5mmで作業部直径φ4の筒形状のものと、作業部長さ3 m

mで作業部直径φ16の車輪形のものを製作した。軸材質は筒形状のものはSUS303ステンレス鋼で、

作業部との接合はレジン砥石の焼結成形と同時に行った。車輪形は購入品のステンレス製マンド

レールを用い、付属のネジとワッシャにより作業部を固定した。 

作業部は耐熱性に優れるポリイミド樹脂を主成分とする結合材からなり、40-60μmの人造ダイ

ヤモンドを集中度150含む組成からなる。また、色調による識別の為、結合材は緑色とした。 

 

（C） 中仕上げレジンダイヤモンドバー 

中仕上げレジンは、上記の粗中仕上げレジンと同様の寸法および形状で、筒形状のものと、車

輪形のものを製作した。軸材質および作業部と軸の接合についても同様である。 

作業部は耐熱性に優れるポリイミド樹脂を主成分とする結合材からなり、15-25μmの人造ダイ

ヤモンドを集中度150含む組成からなる。また、色調による識別の為、結合材は薄茶色とした。 
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４－２ 量産時品質の安定化 

試作の評価および量産時の課題検証の結果から、薬事届出を目的として、図4-2に示す電着ダ

イヤモンドバー（２種類）、粗中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバー（２種類）、中仕上げ用レ

ジン系ダイヤモンドバー（２種類）を製作し、量産に向けての性能評価を実施した。 

タイプ 粒度
  呼び

（作業部最大
径）

作業部長
さ

（呼び）
14
18

ファイン

ﾍﾞﾘｰﾌｧｲﾝ

ファイン
ﾍﾞﾘｰﾌｧｲﾝ

形状

電着
�

平頭
円すい形

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ φ3.3

レジン
ボンド

車輪型 φ16.0 3

円柱型 φ4.0 14

 

図4-2 製作を行った形状修正用ダイヤモンドバー 

 

 （Ａ）物理的･化学的特性 

  （１）電着ダイヤモンドバー 

   ① 物理的特性 

表4-1 電着ダイヤモンドバーの物理的特性 
番号 項目 仕様値 規格／試験方法 結果 

1 粒度 平頭円すい形（φ3.3） 

# 120（125μｍ） 

JIS T 5505-3： 

2001に規定 

適合：部品メ－カ－の納

入仕様書による 

2 寸法 製品図面（2種類） JIS T 5502：2001 適合：測定結果より 

 

   ② 化学的特性 

表4-2 電着ダイヤモンドバーの化学的特性 
 部位 名称 成分 分量 

砥材 ダイヤモンド C 0.2～5％ 

結合材 ニッケルメッキ Ni  0.5～10％ 

軸 ステンレス鋼 Fe，C，Si，Mn，P，S，Ni，Cr、Mo  90％以上 

 

  （２）レジン系ダイヤモンドバー 

   ① 物理的特性 

表4-3 レジン系ダイヤモンドバーの物理的特性 
番号 項目 仕様値 規格／試験方法 結果 

1 粒度 車輪形（φ16）筒形状（φ5） 

粗中仕上げ用 40-60μｍ 

中仕上げ用   15-25μｍ 

JIS T 5505-3： 

2001に規定 

適合：部品メ－カ－の納

入仕様書による 

2 寸法 製品図面（2種類） JIS T 5502：2001 適合：測定結果より 

3 集中度 粗中仕上げ用 （150） 

中仕上げ用  （150） 

JIS B 4142：2002 

 

適合：重量配分比で確認 
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   ② 化学的特性 

    ･ 車輪形 粗中仕上げ用 

表4-4 車輪形粗中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバーの化学的特性 
部位 名称 成分 分量 

砥材 ダイヤモンド C 5～25％ 

結合材 耐熱レジンボンド 

添加材 

接着剤 

ポリイミド樹脂 

酸化クロム 

エポキシ樹脂 

5～25％ 

2～10％ 

2～5％ 

軸 ステンレス鋼 Fe，C，Si，Mn，P，S，Ni，Cr、Mo 50％以上 

    

 ･ 車輪形 中仕上げ用 

表4-5 車輪形中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバーの化学的特性 
部位 名称 成分 分量 

砥材 ダイヤモンド C 5～25％ 

結合材 耐熱レジンボンド ポリイミド樹脂 5～25％ 

軸 ステンレス鋼 Fe，C，Si，Mn，P，S，Ni，Cr、Mo 50％以上 

 

    ･ 円筒形 粗中仕上げ用 

表4-6 円筒形粗中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバーの化学的特性 
部位 名称 成分 分量 

砥材 ダイヤモンド C 5～25％ 

結合材 耐熱レジンボンド 

添加材 

ポリイミド樹脂 

酸化クロム 

5～25％ 

2～10％ 

軸 ステンレス鋼 Fe，C，Si，Mn，P，S，Ni，Cr、Mo 50％以上 

 

    ･ 円筒形 中仕上げ用 

表4-7 円筒形中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバーの化学的特性 
部位 名称 成分 分量 

砥材 ダイヤモンド C 5～25％ 

結合材 耐熱レジンボンド ポリイミド樹脂 5～25％ 

軸 ステンレス鋼 Fe，C，Si，Mn，P，S，Ni，Cr、Mo 50％以上 

 

（Ｂ）外観 

  基本性能には問題ないが、表4-8のような課題があるので、量産に向けて改善を行う。 

 

表4-8 外観上の課題 

現象 原因 現象 原因

電着
Ｎｉメッキ部に局部的に黒色変
色

メッキ･洗浄後の乾燥時にメッ
キに黒シミ発生

シャンク光沢曇り

メッキ処理境界部にマスキン
グ処理を行うが、マスキング
テープの浮きによりメッキ液が
マスキング部浸透したためと

レジンボンド レジンボンド部に異物固着

成形時の離型対応として、
カーボン系の離型剤を使用。
・端面部：離型剤が固着。
・外周部：外径のツルーイング
代が少なく、離型剤の除去残
り。

シャンクに２箇所のリング状キ
ズ発生。

作業部振れ測定時の受け治
具によるキズ。

タイプ
けい部作業部
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 （Ｃ）寸法 

  いずれのダイヤモンドバーも寸法実力は、運用規格内であり支障はない。但し、±３

σのバラツキを考慮した場合、規格を超える可能性がある為、量産実力が安定するまでは

全数検査を前提とした、管理対応が必要である。 

   

 （Ｄ）加工評価結果（研削比） 

  （１）電着ダイヤモンドバー 

   従来品（松風：ダイヤモンドポイントHP）と比較して約3倍の研削比を実現できた。 

 

  （２）レジンボンド（粗中仕上げ用）ダイヤモンドバー 

   従来品（モリタ：スーパーマックス）と比較して約4倍の研削比を実現できた。 

 

  （３）レジンボンド（中仕上げ用）ダイヤモンドバー 

   従来品（松風：コアマスターファイン）と比較して約10倍の研削比を実現できた。 

 

 （Ｅ）加工検証結果（加工面粗度） 

図4-3に示すように、電着ダイヤモンドバー、レジンボンド（粗中仕上げ用）ダイヤモンド

バー、レジンボンド（中仕上げ用）ダイヤモンドバーともに従来品より改善することができ

た。 

     

0

2

4

6

8
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16
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Ｒａ Ｐｔ Ｒａ Ｐｔ Ｒａ Ｐｔ

電着 レジン（粗中仕上げ） レジン（中仕上げ）

従来品

開発品

 
          図4-3 加工評価結果（加工面粗度） 

 

 （Ｆ）機械的安全性 

  表4-9、表4-10に示すように、電着ダイヤモンドバー、レジンボンドダイヤモンドバー

ともに、けい部強さ、偏心、軸特性ともに仕様値をクリアしている。 
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（１） 電着ダイヤモンドバー 

 

表4-9 電着ダイヤモンドバーの機械的安全性 
番号 項目 仕様値 規格／試験方法 結果 

1 けい部強さ φ3.3 L14：荷重 64.7N で振れ変

化50μｍ以内 

φ3.3 L18：荷重 53.8N で振れ変

化50μｍ以内 

JIS T 5502： 

2001 

適合：53.8N（最大 13μｍ偏

心）n=10 

適合：64.7N（最大 22μｍ偏

心）n=10 

2 偏心 最大偏心値   0.1ｍｍ以下 JIS T 5502 ：

2001 

適合：0.009～0.041ｍｍ 

（n＝2種類×20＝40） 

3 軸特性 表面粗さ（Ra）1.0μｍ以下 

硬さ（HV）  180ＨＶ以上 

JIS T 5504-1：

2001 

 

適合0.115μｍ 

（平均n＝40） 

適合：306HV（平均n＝40） 

 

（２） レジンボンドダイヤモンドバー 

 

表4-10 レジンボンドダイヤモンドバーの機械的安全性 
番号 項目 仕様値 規格／試験方法 結果 

1 けい部強さ φ16.0：荷重 5N で振れ変化 50μ

ｍ以内 

φ4.0：荷重  5N で振れ変化 50μ

ｍ以内 

実作業加重より 

安全率 10 を代入

し設定 

適合：70N（0.12ｍｍ偏心） 

適合：40N（0.38ｍｍ偏心） 

2 偏心 最大偏心値   0.1ｍｍ以下 JIS T 5502 ：

2001 

適合：0.009～0.041ｍｍ 

（n＝2種類×20＝40） 

3 軸特性 表面粗さ（Ra）1.0μｍ以下 

硬さ（HV）  180ＨＶ以上 

JIS T 5504-1：

2001 

 

適合0.406μｍ 

（平均n＝40） 

適合：260HV（平均n＝40） 

 

（Ｇ）安定性及び耐久性 

  開発したダイヤモンドバーは、鋼材、ダイヤモンド、レジンで構成されており、経時的

な品質低下はきわめて少ないが、高温・多湿の場所は避け、梱包された状態のまま貯蔵す

ることが望ましい。 

  （１）環境試験 

   ① 電着ダイヤモンドバー 

    表4-11に示す環境試験を実施し、作業部の主要寸法と外観（目視検査）の確認を実

施した。 

表4-11 電着ダイヤモンドバーの環境試験 

     

① 高温高湿放置 40℃80％120Hr放置

② 低温放置 -10℃24Hr放置

③ ヒートショック -20　+60℃各30分20ｻｲｸﾙ

④ 浸漬（高温） 60℃120Hr放置

⑤ 浸漬（室温） 水道水に室温　14日間放置  
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   シャンクの変色が発生したが、原因としては、変色箇所がシャンクをケースに固定す

るつめ部の近傍にて発生していることより、つめ固定部は浸漬液対流が悪く、液が変

質しやすく、シャンクもその影響を受けたと推測される。以下の評価により実使用上

は問題ないと判断できる。 

    ･ 放置試験による、シャンクの変色部の外径実力はシャンク外径公差内であり、

支障無く歯科技工用ハンドピースへ装着可能である。 

    ･ ウエット状態でキムワイプによるクリーニングでは、除去されない為、歯科技

工用ハンドピースへの転写は無いと推測できる。 

 

   ② レジンボンドダイヤモンドバー 

    表4-12に示す環境試験を実施し、作業部の主要寸法と外観（目視検査）の確認を実

施した。 

表4-12 レジンボンドダイヤモンドバーの環境試験 

     

① 高温高湿放置 40℃80％120Hr放置

② 低温放置 -10℃24Hr放置

③ ヒートショック -20　+60℃各30分20ｻｲｸﾙ

④ 紫外線（暴露加速試験） 太陽光　14日間放置

⑤ 浸漬（高温） 60℃120Hr放置

⑥ 浸漬（室温） 水道水に室温　14日間放置  
 

    放置環境により、作業部の寸法変化が生じているが、寸法公差内であり、支障なし

と判断できる。原因としては、レジン系ボンドの為、放置環境によりアニール処理同

様の影響を受けたと推測される。 

    また、高温浸漬（60℃120ｈｒ）放置品（1/3台）は、シャンクのけい部近傍に変色

発生したが、シャンクの変色部は歯科技工用ハンドピースの装着範囲外であり、実使

用に支障なしと判断できる。原因としては、・シャンクのテーパ部近傍は、表面粗さ

が大きく、粗さ含んだ表面積が広い為、より放置環境の影響を受けやすく、変色した

と推測される。 

 

  （２）レジンボンド接合試験 

    レジンボンドダイヤモンドバーにおける作業部の抜け強度（接合強度）の測定を実施

した。 

    歯科技工士へのアンケート回答によると、技工作業での押し当て荷重の実力は0.5Nで

あった。よって、最大荷重に対し、安全率を10とし、加圧荷重を5Nとした。作業の加圧

角度を22.5°（JIS5502 3.3C記載の加圧冶具の角度）より、軸方向に加わる応力は、次

のようになる。 

      5N × sin22.5°＝1.91N 

   したがって、レジンの保持力を2N以上とする。 

   レジンボンドの円柱タイプ2種類（ファイン3本、ベリーファイン3本）にて抜け強度（接

合強度）を測定したが、全て400N以上の結果となり、レジンの必要保持力2N以上に対し

て十分な保持力である。 
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 （Ｈ）全体の総括 

 性能評価の結果、歯科技工作業で使用するに十分な性能であることが確認できた。 

 

（Ｉ）薬事届出資料の作成 

今回の性能評価の結果を薬事届出用の資料としてまとめを行った。 

 

第５章 ナノジルコニア義歯フレームの臨床研究 

５－１ ナノジルコニア義歯フレームの理工学的評価 

（Ａ）義歯フレームのクラスプ形態の確立 

（１） 目的 

  Co-Cr合金は優れた屈曲特性をもち、有床義歯の義歯フレームに広く適用されている。

一方で審美性や加工の煩雑さなどの問題に加え、近年注目されるようになった歯科用金

属アレルギーの問題も指摘され、非金属材料を用いたクラスプの臨床応用が報告されて

いる。CAD/CAMシステムで製作するナノジルコニアはセラミックス系材料でありながら、

高い破壊靱性値と曲げ強さをもち、Co-Cr合金と同等の弾性係数を示すため、義歯フ

レームのクラスプ材料として臨床応用できる可能性がある。本研究はナノジルコニアに

よる義歯フレームの臨床応用を目的として様々な形態のナノジルコニアクラスプを試作

し、それらの屈曲特性を検討した。 

（２） 方法 

ナノジルコニアブロックから断面形態が半楕円でtaperを付与した棒状試料をCAD/CAM

システムにより製作した(図5-1、図5-2)。基部の幅/厚さ(mm)は1.33/1.5(①)、

2.0/1.0(②)、2.5/0.8(③)の3種とし、先端と基部の寸法比(taper比)を1.0、0.8、0.6、

0.5の4パターンにわけた計12モデルとした(表5-1)。また同一形状の試料片をCo-Cr合金

にて製作した。 

 

 

 

 

図5-1 ナノジルコニアとCo-Cr合金の試料片 

                        表5-1 モデル断面寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図5-2 解析モデル形状   
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実験1．片持ち梁試験 

万能試験機(INSTRON JAPAN,Japan) にて破断するまでの片持ち梁曲げ試験を行い、荷

重－変位曲線を描記した。また破断時の最大主応力値を算出した。 

 

実験2．疲労試験 

サーボパルサ4830形制御装置(SHIMADZU,Japan)を用い、一定の変位量を106 回繰り返

し与え、破断しない最大の変位量を得た。 

 

実験3．三次元有限要素解析 

実験1と同一形状のモデルを作製し、同一試験条件での解析を行った。最大主応力値、

負荷点変位量、負荷重値を一定条件としてモデル内の応力分布状態を観察した。 

 

（３） 研究成果 

 １． 片持ち梁試験 

一部を除いて破断は基部で生じた。破断部に生じた最大主応力値はいずれも約

1000MPaであった。剛性は基部形態間で①、②、③、taper比間で1.0、0.8、0.6、0.5

の順で高く、剛性が高くなれば破断時の変位量は小さく、荷重値は大きくなった。 

 

 ２． 疲労試験 

②taper比1.0、0.8、0.6、0.5の繰り返し変位に耐えられる最大変位量はナノジル

コニアとCo-Cr合金では、双方の疲労破壊に対する抵抗性には大きな差がみられな

かった。 

  

 ３． 三次元有限要素解析 

各解析モデルの最大主応力の生じる部位は実験1で観察された破断部位と近似し、

破断部位への応力集中の程度はtaperを付与することにより緩和した。 

  一定荷重での変位と内部応力は厚さを増す程小さく、幅を増す程大きかった。 

 

以上の結果より、ナノジルコニアをクラスプとして用いる場合には、適度な taper

を付与することで義歯フレームのクラスプ内の応力集中を緩和でき、断面形態の厚さを

増加させることで破断荷重値を高くできる。また荷重－変位曲線に示されるように全般

に破断荷重値は変位量に反比例して大きくなる傾向があったが①taper 比 0.6 を②③

taper比 1.0と比べると破断荷重値、変位量が共に大きくなり、断面形態と taper比の

組みあわせにより義歯フレームのクラスプとして理想的な屈曲特性が得られる可能性が

示唆された。  

 

（Ｂ）義歯フレームと義歯床用レジンの接着法の確立 

（１） 目的 

  ナノジルコニアはクラウン・ブリッジやインプラントの上部構造などの固定性補綴装置

として広く臨床応用され、優れた生物学的安定性がすでに証明されている。 
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また義歯フレームに要求される物理的強度およびクラスプに要求される屈曲特性の獲得

の可能性について解析したところ，ナノジルコニアは最適化された形態を付与することで、

「クラスプに必要な屈曲特性を得ることができる。また大連結子などの義歯フレームに応

用可能な性能を期待できる．」という示唆を上述の「（A）義歯フレームのクラスプ形態の

確立 」により得られた。 

この解析の成果をもとに、本研究ではナノジルコニアによる義歯フレームの床用レジ

ンに対する接着性の確立を目的として、せん断接着試験および残留レジン率測定試験につ

いて評価を行い、接着手技の確立と臨床・技工ステップにおける方法論を検討した。 

 

（２） 方法 

ナノジルコニアブロックから 11.5 mm平方、厚さ 2 mm の板状試験片を被着体試料と

してCAD/CAMシステムにより製作した。 

 

実験1．せん断接着試験 

① 接着試験片 

被着体のナノジルコニアは，アクリルチューブ内に常温重合レジン( Palapress 

vario, Heraeus Kulzer)で包埋を行った。その後、直径 7mm の穴の空いた厚さ 70µm の

ポリエステル製シール(パンチラベル，ニチバン)を貼付して接着面積を規定し、表面処

理を施した後、穴の開いたテフロンモールドを接着面に合わせてテープで固定し、常温

重合レジンのレジン泥を流し込んで硬化させた。硬化後 3kgf の定荷重下でシールを除

去した後、 37℃の脱イオン水中に 24 時間保管した（以後，材齢 24H）。さらに、材齢

24H後に、5ºCと60 ºC の水中に各30秒間浸漬の条件で 104回負荷し、サーマルサイク

ル（THと略記）を行った。 

 

② 表面処理(図5-3) 

1) 表面処理 

ⅰ）サンドブラスト処理（ASB）：110µm のアルミナ粉末（Rocatec Pre, 3M ESPE）

を，0.4MPaの噴射圧により被着面にブラスト処理を施した。 

ⅱ )プライマー処理： ASB 後に、機能性モノマーである MDP (10-

methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)を含有する金属接着性プライマー

（Epricord, Kuraray medical）を塗布し、エア乾燥させたものを MDP 処理面

（MDP）として用いた。 

 

2)表面改質 

ⅰ）トライボケミカル処理（TRB）：ASB 後に、シリカで特殊コーティングされた 2

種類のアルミナ粉末でブラスト処理を施し、その後、シランカップリング剤

(Espe-Sil, 3M ESPE; ESS)を塗布し、5 分間大気中で保管した後、エア乾燥さ

せた。 

①平均粒径110µm（Rocatec Plus, 3M ESPE;TRB-P） 

②平均粒径30µm  (Rocatec Soft, 3M ESPE;TRB-S) 
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ⅱ）シランカップリング接着処理(シラノペン処理; SLP)：ASB 後にバーナーを用

いてシラノペン処理を施しシリケート層に表面改質した後、処理面にシラン

カップリング剤(SCA)を塗布、3分間大気中で保管した後、エア乾燥させた。 

ⅲ）複合処理：ASB 後、2 種類の TRB 処理を施した処理面に、SCA を塗布し 5 分間

放置、さらに MDPプライマーを塗布し複合処理(Combination treatment; CBT-

P ，CBT-S)とした。 

①CBT-P（TRB-P＋MDP） 

②CBT-S（TRB-S＋MDP） 

     

図5-3 表面処理および表面改質 

 

③ 接着試験(図5-4) 

接着試験は、万能材料試験機(1125-5500R, Instron)を用い、クロスヘッドスピード

1.0 mm/minで圧縮せん断接着試験を行った。最大破断荷重を接着面積で除した値をせ

ん断接着強さ(SBS)として表した (n=8)。 

     

図5-4 実験方法模式図 
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実験2．残留レジン率測定試験 

残留レジン率(Rate of remnant resin：RRR（％)) の測定は、せん断接着後の試験片を

用いて、電子顕微鏡（TM 3000, Hitachi）により 30 倍で破断面表面の反射電子像を撮影

し、デジタル像から画像解析ソフト（Motic image 2000, Motic）を用い、残留したレジ

ンの面積を計測した。 

 

実験3．有効な表面処理技術の確立 

各表面処理後のナノジルコニア試験片を、表面形状測定装置（サーフコム 480A，東京

精密）を用いて算術表面粗さ(Ra)の測定を行った。 

 

（３） 研究成果 

① せん断接着試験 

サーマルサイクル後、全てのせん断接着強さは低下した。高いせん断接着強さを示し

たMDPとCBT-S間に有意差は認められなかった。 

  

② 残留レジン率測定試験 

24 時間浸漬後の残留レジン率は、ASB が 0％（界面破壊）で、その他全ての試料が

100％（凝集破壊）だった。ASB と CBT-S を除き、サーマルサイクル後、全ての残留レ

ジン率は低下した。 

  

③ 有効な表面処理技術の確立 

   様々な表面処理方法の中で、サンドブラスト後、トライボケミカル処理(Rocatec 

soft)、シランカップリング剤、MDP プライマーの順に処理する複合処理が最も有効で

あった。 

 

以上の結果より、義歯フレームと床用レジンとの接着には表面処理が必要不可欠であり、

その方法として、サンドブラスト後、トライボケミカル処理(Rocatec soft)、シランカッ

プリング剤、MDP プライマーの順に処理する複合処理法が、床用レジンとナノジルコニア

による義歯フレームとの接着性および接着耐久性にもっとも有用であることが示唆された。 

 

５－２ ナノジルコニア義歯フレームの臨床評価 

（Ａ） 目的 

① 義歯フレームのクラスプ形態の確立 

② 義歯フレームと義歯床用レジンの接着法の確立 

により得られた研究成果をもとに、本研究ではナノジルコニアによる義歯フレームを構

成要素として製作した有床義歯の臨床的な有効性を評価することを目的として、様々な

症例のナノジルコニア義歯を試作、患者に装着し、それらを臨床的に評価、検討した。 

 

（Ｂ） 方法 

 デジタル 3Ｄスキャナー（図 5-5）にて患者の作業用模型から欠損顎堤および支台歯の情

報をデジタル義歯設計製作機器に取り込み、最適なナノジルコニアの形態でクラスプやフ
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レームワークを三次元的なデジタル義歯設計し、切削加工用のデータをパーソナルコン

ピューター上で作製する（図5-6）。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-5 デジタル3Ｄスキャナー    図5-6 三次元的なデジタル義歯設計 

設計したデジタルデータからCAD/CAMシステムを用いてナノジルコニアによる義歯フレー

ムを切削加工し（図 5-9）、義歯の人工歯排列・歯肉形成，埋没・填入・重合，仕上げ完成

する（図5-7、図5-10）。完成義歯を患者に装着する（図5-8、図5-11）。義歯完成までの加

工工程中の評価および義歯装着後の実際の臨床での予後と適合性を評価した。観察期間は、

術前、義歯装着直後、1 ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、4 ヵ月、5ヵ月、6ヵ月以降とした。評価項

目は、義歯完成までの加工工程中の破損の有無、義歯装着後の破損の有無、義歯装着後の適

合性の良否とした。評価は、義歯完成までの加工工程中の破損および義歯装着後の破損につ

いてはＡ：破損無し、Ｂ：破損有り、義歯装着後の適合性についてはＡ：適合良好、Ｂ：適

合不良として割合を算出した。 

さらに、患者からの評価として義歯装着後の義歯の満足度と維持安定性、咀嚼能力、疼痛、

審美性について実施した。患者からの評価は義歯の主観的評価を得る目的でアンケート調査

を行った。アンケート調査（図 5-12）は術者が直接聞き取る対面方式で行った。アンケー

トの内容は義歯に対する総合的な満足度を知る目的でＡ「入れ歯を入れて満足しています

か」、義歯の維持安定性を知る目的でＢ「食事をしているときに入れ歯が外れて困りますか」、

義歯の咀嚼能力を知る目的でＣ「入れ歯を入れてよくかめますか」、義歯による疼痛を知る

目的でＤ「入れ歯があたって痛みはありますか」、義歯の審美性を知る目的でＥ「入れ歯の

見た目は気になりますか」という質問を設定して調べた。回答方法は、主観的評価を数値化

するために Visual analogue scale （ VAS ）を用いた。 
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図5-7 完成したナノジルコニア義歯1 図5-8 ナノジルコニア義歯患者口腔内装着時1 

※ 写真：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 三浦宏之教授 

 

 

 

 

 

 

図5-9 ナノジルコニア義歯フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-10 完成したナノジルコニア義歯2 図5-11 ナノジルコニア義歯患者口腔内装着時2 

※ 写真：昭和大学歯学部歯科補綴学教室 馬場一美教授 
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図5-12 アンケート調査 

 

（Ｃ） 研究成果 

23名の患者の 29症例に対して評価を実施した。各評価項目の結果を、表 5-2に示す。義

歯完成までの加工工程中の破損の有無は、29 症例中 5 症例（ 17.2 % ）に破損が認められ

た。義歯装着後の破損の有無は、29症例中 1症例（ 3.4 % ）に破損が認められた。義歯装

着後の適合性の良否は、29症例中11症例（ 38.0 % ）に適合不良が認められた。 

 

表5-2 評価項目の結果 

     

      

     Ａ Ｂ  

 義 歯 完 成 ま で の 加 工 工 程 中 の 破 損 8 2 . 8 1 7 . 2  

 義 歯 装 着 後 の 破 損 9 6 . 5 3 . 4  

 義 歯 装 着 後 の 適 合 性 62.0 38.0  

    %  

  
患者からの評価は、義歯に対する総合的な満足度、義歯の維持安定性、義歯の審美性につ

いては概ね良好であり、義歯の咀嚼能力 と義歯による疼痛については良好であると判定し

た。 
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以上の結果より、様々な症例のナノジルコニア義歯を試作、患者に装着し、得られた評価か

らナノジルコニアによる義歯フレームを構成要素として製作した有床義歯の臨床的に有効で

あることが示唆された。 

 

５－３ 理工学評価、臨床評価の総括 

本研究事業では、金属アレルギーの低減に向け、ジルコニアの中で唯一金属に置き換わる

特性を持つナノジルコニア材料を用いた非金属義歯フレームの開発を目指し、研究開発を実

施した。 

 

・義歯フレームのクラスプ形態の確立 

ナノジルコニアをクラスプとして用いる場合には、適度なtaperを付与することで義歯フ 

レームのクラスプ内の応力集中を緩和でき、断面形態の厚さを増加させることで破断荷重値

を高くできると考えられた。また、荷重－変位曲線に示されるように、全般に破断荷重値は

変位量に反比例して大きくなる傾向があったが、①taper比 0.6を②③taper 比 1.0 と比べ

ると、破断荷重値、変位量が共に大きくなり、断面形態とtaper比の組みあわせにより義歯

フレームのクラスプとして理想的な屈曲特性が得られた。 

 

・義歯フレームと義歯床用レジンの接着法の確立 

義歯フレームと床用レジンとの接着には表面処理が必要不可欠であり、その方法として、 

サンドブラスト後、トライボケミカル処理(Rocatec soft)、シランカップリング剤、MDP プ

ライマーの順に処理する複合処理法が、床用レジンとナノジルコニアによる義歯フレームと

の接着性および接着耐久性にもっとも有用であった。 

 

・臨床評価 

様々な症例のナノジルコニア義歯を試作、患者に装着し、得られた評価からナノジルコニ

アによる義歯フレームを構成要素として製作した有床義歯の臨床的に有効であった。 

 

今後は、今回実施した臨床症例の長期的評価を継続して検証し、またさらなる臨床症例を

増やして、同時に禁忌症例の見極めも行っていく。上述の要素技術をベースに、ナノジルコ

ニア義歯の商品化の実現に向けて、適合・加工精度の向上、義歯フレームの色調展開、製作

期間の短縮、低コスト化などの課題の最終段階の調整を行っていく所存である。また、商品

化後は、広く普及するために国内外の関連学会で学会発表および国際学術誌への学術論文掲

載にて社会・国民に発信し、社会に還元する予定である。 

最後に、 金属材料に対するアレルギー患者は歯科用金属材料が使用できないので、治療

法が制限されている。この研究開発は、ナノジルコニアを有床義歯の義歯フレームに応用す

ることで、完全に金属を用いないメタルレスな審美的かつ機能的な有床義歯の製作が実現し、

アレルギーを有する患者に有効な新しい治療法として、社会的に極めて大きな意義があり、

歯科の歴史が変わると言えるほどの改革的なことである。  
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第６章 全体総括 

 

６－１ 研究開発成果と今後検討すべき課題、および対応方針 

本研究事業では、金属アレルギの低減に向け、ジルコニアの中で唯一金属に置き換わる特

性を持つナノジルコニア材料を用いた非金属義歯フレームの開発を目指し、下記4つのサブ

テーマにテーマを分担して、研究開発を行った。以下、それぞれのサブテーマについてまと

める。 

 

サブテーマ（１）義歯フレームの加工プロセス開発とCADによる設計の最適化 

臨床評価用モデルの加工を行いながら、加工条件と加工工程の確立を行った。また、試験

片や擬似フレームを作成して各種試験を実施し、その結果と大学での理工学評価の結果から

CAD ソフトウエアを使用して義歯フレームの設計をする際に必要な情報を決定した。決定し

た設計手法で義歯フレームを設計し、確立された加工条件、加工工程を使って、パナソニッ

クヘルスケア株式会社ミリングセンターにて、平成 25 年 1 月より、クラスプやレスト等の

維持装置の無いナノジルコニアを使用した義歯フレームの加工事業を開始した。引き続き、

維持装置付きの義歯フレームの加工事業の平成 25 年内の上市に向けて、設計手法、加工条

件、加工工程の検討を行っている。 

 

サブテーマ（２）義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

加工パスソフトは、平成 23 年度に作成した CAM ソフトウエアに対して、9 件の機能改善

と 16 件のバグ修正を行い、ナノジルコニア材料にて義歯フレームを製作するための実用的

な加工パスソフトの構築ができた。その加工パスソフトウエアをパナソニックヘルスケア株

式会社ミリングセンターに導入し、ナノジルコニアを使用した義歯フレーム加工事業を開始

した。 

CAM 装置の小型・軽量化開発については、移動架台に機構部を搭載し、電気制御部、空圧

制御部を移動架台内部に配置するように装置の構造を変更した後、装置剛性に少ない箇所や

余分なスペースを対象に軽量化をはかった。加工機本体部分で約 11kg の軽量化を実現でき

た。また、直動ステージ軸上にAB軸を搭載することにより、調整がし易くなり精度調整時

間が格段に向上した。さらに、直動ステージ中心軸の真上にワーク加工位置を配置し、直動

ステージへの負担を軽減させることにより、直動ステージにおける長寿命化に成功した。ま

た、B 軸ユニットを A 軸に両持ちで取り付けることにより、ワーク加工時にかかる外力に

対しての剛性を大幅に向上させた。ATC ユニットは直動ステージスライダーに平面取付し

てモーメント力に対する剛性を大幅に高めた。また、ATC 工具ホルダと工具測長センサを

別体構造にすることで、消耗品である ATC 工具ホルダ交換時に工具測長センサを一緒に取

り外す必要が無く、再度 Z 軸の位置合わせを行う必要がなくなった。さらに、ワーク加工

部をトレーで囲い、トレー側面より吸塵機による強制吸塵を行うことにより、吸塵性能を大

幅に向上させることができた。構造の変更にともない、外装部が新規設計になったため、金

属と金属の接触面の導電可能な面積を広くし、全ての外装部品と移動架台の表面にニッケル

メッキを施し、電磁両立性の確保を行った。 

以上の内容を盛り込んだCAM装置について、デジタルプロセス株式会社よりクラス１での

薬事届出を完了した。 
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サブテーマ（３）形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

電着ダイヤモンドバー、メタルダイヤモンドバー、レジン系ダイヤモンドバー、ビトリ

ファイド系ダイヤモンドバー、ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンドバーについて１次・

２次試作を実施した。加工評価の結果と量産性、製造コストの観点からの開発機種を絞り込

み、電着ダイヤモンドバー（２種類）、粗中仕上げ用レジン系ダイヤモンドバー（２種類）、中

仕上げ用レジン系ダイヤモンドバー（２種類）の量産図面を作成し量産に向けての性能評価を

実施した。 

従来品と比較して、高精度、長寿命、高品質のものが開発でき、歯科技工作業で使用する

に十分な性能であることが確認できた。また、性能評価の結果を薬事届出用の資料としてま

とめを行った。 

しかし、市場への上市化に於いては形状修正用ダイヤモンドバーの設定価格（コスト）

に対する工具寿命が重要であり、歯科技工士での実加工評価結果を基に形状修正用ダイヤモ

ンドバーの開発・改良を進め、更なる仕様の最適化を図る必要がある。 

 

サブテーマ（４）ナノジルコニア義歯フレームの臨床研究 

・義歯フレームのクラスプ形態の確立 

ナノジルコニアをクラスプとして用いる場合には、適度なtaperを付与することで義歯フ 

レームのクラスプ内の応力集中を緩和でき、断面形態の厚さを増加させることで破断荷重値

を高くできると考えられた。また、荷重－変位曲線に示されるように、全般に破断荷重値は

変位量に反比例して大きくなる傾向があったが、①taper比 0.6を②③taper 比 1.0 と比べ

ると、破断荷重値、変位量が共に大きくなり、断面形態とtaper比の組みあわせにより義歯

フレームのクラスプとして理想的な屈曲特性が得られた。 

 

・義歯フレームと義歯床用レジンの接着法の確立 

義歯フレームと床用レジンとの接着には表面処理が必要不可欠であり、その方法として、 

サンドブラスト後、トライボケミカル処理(Rocatec soft)、シランカップリング剤、MDP プ

ライマーの順に処理する複合処理法が、床用レジンとナノジルコニアによる義歯フレームと

の接着性および接着耐久性にもっとも有用であった。 

 

・臨床評価 

様々な症例のナノジルコニア義歯を試作、患者に装着し、得られた評価からナノジルコニ

アによる義歯フレームを構成要素として製作した有床義歯の臨床的に有効であった。 

 

今後は、今回実施した臨床症例の長期的評価を継続して検証し、またさらなる臨床症例を

増やして、同時に禁忌症例の見極めも行っていく。上述の要素技術をベースに、ナノジルコ

ニア義歯の商品化の実現に向けて、適合・加工精度の向上、義歯フレームの色調展開、製作

期間の短縮、低コスト化などの課題の最終段階の調整を行っていく所存である。また、商品

化後は、広く普及するために国内外の関連学会で学会発表および国際学術誌への学術論文掲

載にて社会・国民に発信し、社会に還元する予定である。 
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６－２ 事業化展開 

 

（Ａ）薬事申請の計画 

薬事届出に関しては、本事業で開発する義歯フレーム製作用CAM装置はクラス1にて薬事

届出を完了した（表 6-1）。形状修正用ダイヤモンドバーもクラス 1 での薬事届出（一般的

名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材）に向けて製作を行い、性能評価を実施してデータを

取得して薬事届出資料としてまとめたが、製造コストが当初目論見よりも予想以上に高く

なったことや、さまざまな形状、材質のものが国内外のメーカーから発売され、市場価格が

想定以上に低下してきたことなどから、更なる仕様の最適化を図る必要がある。工法の確立、

作業環境の整備と共に、プロセス FMEA など工程毎の不良影響度調査を実施するなどの具体

的方策を講じ、平成25年内での届出を目標として事業の再検討等を行う。（表6-2）。 

 

表6-1 CAM装置の薬事届出の概要 

薬事届出者 デジタルプロセス株式会社 

クラス分類 クラス１ 

申請/届出 届出 

一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  

 

表6-2 形状修正用ダイヤモンドバーの薬事届出の計画の概要 

 

薬事届出に関する計画 

年 計画内容 

H25（2013） 歯科技工用ダイヤモンド研削材

（クラス1届出） 

（Ｂ）特許取得の計画 

本事業開発製品に関して出願した特許を表6-3に示す。 

 

表6-3 本事業開発製品に関して出願した特許 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発明の名称・内容等 特許番号 出願年

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体、及びそ
の製法

特許第2945935号 1996

生体用ジルコニア系
複合セラミック焼結体

特許第3648968号 1998

セラミック製歯科補綴
物の製造方法

特許第4539397号 2005

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体及びその
製法

特許第2703207号 1995

発明の名称・内容等 特許番号 出願年

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体、及びそ
の製法

特許第2945935号 1996

生体用ジルコニア系
複合セラミック焼結体

特許第3648968号 1998

セラミック製歯科補綴
物の製造方法

特許第4539397号 2005

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体及びその
製法

特許第2703207号 1995
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（Ｃ）事業化する医療機器 

事業化する医療機器の概要を表6-4に示す。 

 

表6-4 事業化する機器の概要 

①義歯フレーム 

項目 概要 
医療機器クラス分類 非医療機器 

一般的名称 － 

対象疾患／患者数 補綴治療が困難な症例やインプラント治療ができない症例/5.9万床 

対象顧客 歯科技工所 

市場規模 5.9万床、17.9億円（平成27年時点での予測） 

上市時期 平成25年1月上市済み（維持装置なし：クラスプ等） 

平成25年3月（維持装置あり：クラスプ等） 

想定売上規模 

（上市3～5年目程度） 
3,500床、1.3億円（平成25～29年の5年間） 

＊海外に関しては、材料販売で対応予定： 

ナノジルコニア材料プレート1,200枚、2,400万円（平成25～27年

の3年間） 

 

②義歯フレーム作製用CAM装置 

項目 概要 
医療機器クラス分類 クラスⅠ 

一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 

対象疾患／患者数 補綴治療が困難な症例やインプラント治療ができない症例/5.9万床 

設置稼動場所 パナソニック ヘルスケア（株）ミリングセンター 

導入時期 平成25年3月 

 

③形状修正用ダイヤモンドバー 

項目 概要 
医療機器クラス分類 クラスⅠ 

一般的名称 歯科技工用ダイヤモンド研削材 

対象疾患／患者数 補綴治療が困難な症例やインプラント治療ができない症例/5.9万床 

対象顧客 歯科技工所・歯科医院 

市場規模 歯科技工用として144.7万本、16.9億円（平成25～27年の3年間） 

上市時期 事業性・量産コスト等の課題見直しを現在検討中（半年後を目処に検

討） 

想定売上規模 

（上市3～5年目程度） 
4,800本、2,000万円（平成25～27年の3年間） 

＊売上規模の見直し中 
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（Ｄ）事業化（上市）までのスケジュール 

事業化（上市）までのスケジュールの概要を表6-5に示す。 

 

表6-5 事業化（上市）までのスケジュールの概要 

時期（年度単位） 計画内容 

H24年度 ・ナノジルコニア義歯フレーム（維持装置無）

H25年1月加工事業開始 

・義歯フレーム作製用CAM装置 

 クラス1届出完了 

H25年度 ・ナノジルコニア義歯フレーム（維持装置有）

加工事業開始予定 

・形状修正用ダイヤモンドバー 

クラス1届出後、事業化予定 

 

（Ｅ）事業化の体制 

事業化の体制の概要を図6-1に示す。 

 
図6-1 事業化の体制の概要 
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