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1. 研究開発の概要 
 

1.1 研究開発の背景・目的及び目標 
 

1.1.1 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。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を行う。 

 

1.1.2 研究の概要 

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２４年度は、検

出ターゲット歯周病菌２種のモノクロ抗体産生細胞の確立、抗体反応の特異性の確認、検出原理である抗体

DEPIM 法の新たな改良方式の構築、ラボ評価向けの測定機器ならびに電極一体型ディスポセルの試作を行い、

ラボ培養した歯周病菌の定量検出を確認した。測定機器については、既存品をベースとして、基本動作可能な

回路基板を設計・作製した。ディスポセルについては、反応試薬の混合、攪拌、送液、電気検出部を個別の機

能部品として基本動作確認を行った。 

平成２５年度は、平成２４年度の成果をベースに、適用市場拡大のための抗体１種を追加作製、実サンプル

適用のための非特異抑制・前処理の確立、感度尤度確保のための抗体 DEPIM 法の条件チューニング、臨床実

験向けに病院等で単独動作が可能な筐体を含む測定機器、前処理、混合、攪拌、検出機能が一体となった電極

一体型ディスポセルのワーキングサンプル開発及び作製を行う。これらを用いて、臨床検体での歯周病菌検出

性能ならびに、検出結果と臨床診断との関連性を確認する。本事業により、中小企業が開発した抗体及び成型

品の臨床での評価が可能となり、実用化において中小企業からの継続的な部材供給が期待される。 

 

1.1.3 実施内容 

 

①抗体 DEPIM 法の方式開発（国立大学法人九州大学、パナソニック ヘルスケア株式会社） 

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の検出に関して、シミュレーションを中心とした条件検討（国立大学

法人九州大学）及び、実験を中心とした評価（パナソニック ヘルスケア株式会社）を行い、要求感度を満足

する検出条件設定を行う。研究実施機関間の技術検討会及び、検証業務を月１回程度開催する。 

 

②抗体の開発（東京歯科大学、株式会社イムノ・プローブ、パナソニック ヘルスケア株式会社） 

適用市場拡大のために検出ターゲット菌を１菌種追加して抗体を開発する。追加した検出ターゲット菌を用

いて免疫を行い、抗体を作製する（株式会社イムノ・プローブ）。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（東京歯科大学）。

スクリーニングされた抗体について、実用化後の製造を想定し、保存安定性の評価を行う（株式会社イムノ・

プローブ）。作製した抗体を用いた抗体 DEPIM 法による検出評価をパナソニック ヘルスケア株式会社が行う。 

研究実施機関間の技術検討会及び、検証業務を月１回程度開催する。 

 

③抗体固定化・非特異抑制技術開発（株式会社イムノ・プローブ、国立大学法人九州大学、パナソニックヘル

スケア株式会社） 

臨床サンプルで想定される検出阻害要因への対応を想定し、抗体を微粒子へ安定的に固定化する条件、微粒

子上で非特異的な吸着を抑制する処理方法の検討ならびに、抗体が固定化された微粒子の安定性の検討を行う

（株式会社イムノ・プローブ）。抗体 DEPIM 法の検出系における検出性能の確認（国立大学法人九州大学）

及び非特異抑制効果の確認を行う（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

研究実施機関間の技術検討会及び、検証業務を月１回程度開催する。 
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④電極一体型ディスポセルの開発（深江化成株式会社、パナソニック ヘルスケア株式会社） 

検体を注入して検出を行うための電極一体型ディスポセルに関連する下記の部材について、設計と作製を本

年度行う。 

・電極一体型ディスポセル(測定用ディスポ ASSY) 

検体をセル内の流路に流し、抗原抗体反応や検出電気信号の元となる反応を行うパーツで、希釈、懸濁、試薬

混合、測定等を行う流路と、サブテーマ⑤で開発する電気的な検出を行う電極チップから構成される。電極チ

ップとの溶着や、ロット管理のためのバーコード刻印の工程を必要とする。 

深江化成㈱は、試作金型と電動ハイブリッド射出成型機を使って電極一体型ディスポセルに使用する樹脂材料

の選定と試作を行い、ディスポセル生産用ロット管理システムを使って、バーコード刻印条件の最適化を検討

する。また、樹脂材料の選定に併せて、特殊成形品対応溶着機を使って、溶着条件の最適化を検討し、溶着部

の形状を決定する。臨床評価向けの試作成型品(測定用ディスポ ASSY)を作製するための金型構造の設計と仮

型作製を行う（流路部分の構造設計はパナソニック ヘルスケア㈱が担当、金型の作製は外注）。作製した仮型

および、電動ハイブリッド射出成型機、ディスポセル生産用ロット管理システム、特殊成形品対応溶着機を使

って、臨床評価向けの測定用ディスポ ASSY を 400 個程度作製すると同時に、量産化に向けた成型条件の最

適化を行う。 

・検体採取セット 

一定量の検体を採取し、測定の障害となる異物を除去するための部材で、容器とフィルタ等から構成される。 

深江化成㈱は、フィルタの材料を選定決定し、臨床評価向けの検体採取セットに組み込むための形状設計なら

びに、フィルタ試作を行う（フィルタの作製は外注）。また、検体採取セットの容器形状とフィルタ組み込み

を実現するための金型設計と仮型作製を行う（仮型の作製は外注）。作製した仮型および、電動ハイブリッド

射出成型機を使って、臨床評価向けの検体採取セット試作品を 500 個程度作成すると同時に、量産化に向けた

成型条件の最適化を行う。 

パナソニック ヘルスケア㈱はフィルタの異物除去性能の評価、容器形状の設計、作製した検体採取セットの

性能評価を担当する。 

・測定器本体の機能部品 

電極一体型ディスポセルを測定器本体側で保持し検体と試薬の混合を行う樹脂機構部品や、送液を行うための

バルブユニット等の樹脂成型部品から構成される。 

パナソニック ヘルスケア㈱はこれら部品の構造設計を行う。 

深江化成㈱は、この構造設計に基づき、金型設計および仮型作製を行う（仮型の作製は外注）。作製した仮型

および、電動ハイブリッド射出成型機を使って、臨床評価向けの測定器本体の機能部品を 30 台分作成(成型)

すると同時に、量産化に向けた成型条件の最適化を行う。 

研究実施機関間の技術検討会及び、検証業務を月 2 回程度開催する。 

 

⑤測定機器・電極チップの開発（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

臨床実験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、臨床実験向け測定機器及び

電極チップの開発及び作製をパナソニック ヘルスケア株式会社が行う（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２７台を計画し、方式開発用２台、抗体固定化・非特異

抑制開発評価用２台、電極一体型ディスポセルの評価用２台、歯周病菌を用いた性能評価用２台、電気的安全

性等試験用９台、臨床実験用１０台とする。 

研究実施機関間の技術検討会及び、検証業務を月 2 回程度開催する。 

 

⑥測定機器及び電極一体型ディスポセルの臨床評価（パナソニック ヘルスケア株式会社、東京歯科大学） 

サブテーマ④、⑤で開発・作製した、測定機器及びディスポセルについて、臨床サンプルを用いた評価を実

施する。東京歯科大学が歯周病原菌のラボ測定環境ならびに臨床実験フィールド提供を担当し、パナソニック 

ヘルスケア株式会社が、作製した測定機器及び電極一体型ディスポセルの供給、設置、操作説明など、臨床評

価に必要な準備を担当する。臨床実験フィールドは東京歯科大の他、最大４大学に委託（外注）し、大学病院

受診患者最大４００名を目標に、治療前後で歯周病検査及び従来法による細菌検査を行い、作製した測定機器

の結果と比較検討を行う。また、測定機器及びディスポセルの医療機器・体外診断薬承認に向け、必要な臨床

評価内容や申請手続き等について、PMDA への事前相談をパナソニック ヘルスケア株式会社が行う。 
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⑦プロジェクト管理（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

全体共有を目的とした全体委員会を１回程度開催し、経済産業省及び事業管理支援法人への報告会議を 4 回

程度行う。 

 

1.2 事業実施（研究開発）体制 
 

1.2.1 研究組織及び管理体制 

１）研究組織（全体）   

  
 

 

２）代表者・管理員・研究員 

①総括研究代表者（ＰＬ） 

  菅田 文雄 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

②副総括研究代表者（ＳＬ） 

  濱田 了  （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

③管理員 

  岡田 勇志 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  菅田 文雄 （パナソニック ヘルスケア株式会社、再掲） 

  太田 幸一郎（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  高橋 聖人 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  増田 修三 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  小嶋 徹夫 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

④研究員 

  濱田 了  （パナソニック ヘルスケア株式会社、再掲） 

  小嶋 徹夫 （パナソニック ヘルスケア株式会社、再掲） 

  宮川 智  （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  武下 敏章 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  森田 秀則 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  玉井 徳彦 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  大塚 英雄 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  宇高 三千也（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  喜田 純一 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  井上 貴生 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

乙 

パナソニック ヘルスケア株式会社 

 

再委託 

再委託 

再委託 

再委託 

深江化成株式会社 

株式会社イムノ・プローブ 

国立大学法人 九州大学 

東京歯科大学 
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  大廣 敏久 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  越智 裕之 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  葛岡 篤史 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  大松 隆之 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  川島 佐由水（パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  三井 慶治 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  島田 潤  （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  原田 琢也 （パナソニック ヘルスケア株式会社） 

  菅田 文雄 （パナソニック ヘルスケア株式会社、再掲） 

  野村 博    （株式会社イムノ・プローブ） 

  佐藤 健司   （株式会社イムノ・プローブ） 

  秋山 雄大   （株式会社イムノ・プローブ） 

  藤井 一利   （株式会社イムノ・プローブ） 

  野村 明子   （株式会社イムノ・プローブ） 

  ネイラ東江ルセロ（株式会社イムノ・プローブ） 
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  本 真   （深江化成株式会社） 

  寺下 沙希 （深江化成株式会社） 

  辻 悦嗣  （深江化成株式会社） 

  石原 和幸 （東京歯科大学） 

  菊池 有一郎（東京歯科大学） 

  国分 栄仁 （東京歯科大学） 

  末廣 純也 （国立大学法人 九州大学） 

  中野 道彦 （国立大学法人 九州大学） 

  新里 賢太 （国立大学法人 九州大学） 
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1.3 成果概要 
 
1.3.1 開発製品「歯周病原菌測定装置」 

【訴求ポイント】歯周病は特定の原因菌による感染症であり、糖尿病・動脈硬化などとの関連も明らかにされ

ている。病原菌数検査は歯周病の早期発見・予防に有効だが、簡単・迅速・安価に定量検査できる機器が無か

った。本事業において、物作り中小企業の技術を活かし、病原菌を認識する抗体、検査セル成型品を開発し、

独自の電気的細菌検出技術を組合せ、歯周病原菌数測定機器および検査セルを開発した。本成果をベースに

2015 年度の上市を目指す。 

 

 
製品名 歯周病原菌測定装置 一般的名称 微生物分類同定分析装置 

クラス分類 クラスⅠ 許認可区分 認証 申請区分 後発医療機器 

製造販売業者 パナソニックヘルスケア株式会社 製造業者 パナソニックヘルスケア株式会社 

販売業者 パナソニックヘルスケア株式会社 その他（部材供給） 株式会社イムノ・プローブ、 

深江化成株式会社 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 米国、欧州、他 ） 

薬事申請時期 2016 年 4 月 2017 年 4 月 

上市時期 （非医療機器）2016 

（医療機器）2017 

年

年 

1 

4 

月 

月 

（非医療機器）2017 

（医療機器）2018 

年 

年 

1 

4 

月 

月 



 

6 

1.3.2 事業化計画 
 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 
 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
歯周病原菌が定量測定可能なディスポ型電極セルおよび測定機器を開発し、臨床実験により開発機器の有用

性評価を行うという当初目標に対し、下記を達成した。 

 抗体と電気計測を組合せた新検出法を確立。 

 検出ターゲットである P.g.、T.f.、A.a.菌のモノクロ抗体の作製および性能評価を実施。 

 実サンプル検出に対応した非特異抑制処理を確立。 

 上記開発成果をベースとして、臨床実験用測定機器ならびにディスポ型電極セルの試作品を完成。 

 開発した試作品を用いた臨床実験を実施。 

事業終了後の量産機検討フェーズにおいて、下記の課題に対応する予定。 

 抗体を含む試薬の保存安定性保証 

 検出感度の向上による測定尤度の向上 

 検体間差が無く電気信号低下を招かない非特異反応抑制処理法の改良。 

夾雑物除去・抗体反応を含む前処理の自動化および処理時間短縮。 

 

(b) 薬事対応状況 
伴走コンサルにより医療機器センターへ相談した結果、まずは既に歯周病学会ガイドラインで認知されてい

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こととした。 

 

(c) 知財確保状況 
抗体反応と、独自の電気的細菌検出技術である DEPIM 法を組合せた新検出法に関する国内特許出願を完

了（発明の名称：微生物数測定装置、および、それを用いた微生物数測定方法、出願番号：2013-222638）。

今後、同出願の海外展開を予定。 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
販売および保守サービス体制について、下記にて具体化を進める予定。 

 自社の国内販売部門・海外販売会社 

 OEM（相手先ブランド）先 

 

 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 
 

(a) 国内市場・顧客 
当初、職域等における歯科検診での使用を中心として市場を想定していたが、国内の歯周病検査に関する市

場状況を精査した結果、予防に対する歯周病検査の保険適用がない現状においては早期の市場立ち上げは困難

と判断した。一方、歯科クリニックにおける重症患者のリスク評価や、インプラント患者の管理におけるニー

ズが高まってきており、これらに対する市場性を精査した。 

 
(1) 歯科医師を顧客として歯周病のリスク検査の迅速検査装置を提供（P.g.菌、T.f.菌） 

歯周病の患者数は 5000万人と推計されており、歯周病関連の罹患率は、3 年毎の厚生労働省の調査でも増加

している（歯科疾患実態調査 2005）。年齢別では 40 代以上の約 80％が罹患、重篤な患者は 600 万人とされて

いる（厚生労働省 H20年「患者調査」）。歯周病は感染していても自覚症状がないが、初期の歯肉炎の段階であ
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れば、適切なケアをすることで治癒が可能であり、早期発見のための検査が重要となっている。歯周病学会の

ガイドラインでは、細菌検査の結果により、適切な抗菌剤の選択やメンテナンス治療における通院間隔の決定

を行うことが推奨されている（歯周病患者における抗菌療法の指針 2010、歯周病学会編より）。歯科の臨床に

おける細菌検査は、自由診療の中で行われており、バナペリオ等による簡易検査とリアルタイム PCRによる細

菌検査が既存市場となるが、前者は総菌数が測定できないことによる検体採取のバラツキ影響やコストが、後

者は前処理操作の複雑さ、検出時間、コストが問題となっており、普及していない。これらの問題をクリアし

た検査システムを提供することで、歯科クリニックにおける迅速細菌検査市場を創出する。市場規模：年間 600

万人（厚生労働省 H20 年「患者調査」歯周病の重篤患者数より） 

 
(2) インプラント治療者を対象とした予後のメンテナンスにおける迅速細菌検査を提供する(A.a.菌) 

歯科でのインプラント治療が普及するとともに、インプラント治療者の予後経過における、インプラント周

囲粘膜炎やインプラント周囲炎が問題となってきている。インプラント周囲粘膜炎を予防することでインプラ

ント周囲炎への発症が防止できるといわれているが、インプラント周囲炎や侵襲性歯周炎は A.a.菌が要因とい

われており、A.a.菌の迅速測定をインプラント治療の予後のメンテナンスにおける迅速細菌検査市場として創

出する。市場規模：年間 60 万人（フィクスチャーの出荷ベースで 60 万本より） 

 

(3)  職域における歯科検診事業者を顧客とした歯周病リスク検査を提供する 

歯科検診では、視診によるう蝕検査や、ブラッシング指導などがなされており歯周病のリスク検査は、行わ

れていない。歯周病が全身疾患と関係する、ということが認知されており歯周病のリスク検査のニーズがでて

きている状況であることがわかった。低コストの検査を実現することで、まずは、職域における歯科検診の市

場を創出する。市場規模：年間 100 万人（全国健康保険組合の被保険者の 6%が受診するとして。平成 24 年度

健保組合予算早期集計結果の概要、健康保険組合連合会より） 

 

以上の精査結果から、国内の市場を本体（機器）は 4 年間累計で 5000 台として 25 億円（歯周病治療に精通

する歯周病学会、インプラント学会会員数から普及率 23%として台数を推定。機器販売価格は 50 万円を想定）、

試薬キットは上記（A,B,C）対象人数の合計 760 万人／年が 2 菌種を測定したとして、76 億円／年（キット

単価 500 円）を見越す。 

投資回収を前倒しするため、まずは下記の顧客をターゲットとした非医療機器として販売を開始する。 

 歯科系大学の臨床研究向け 

 糖尿病内科（内分泌代謝）の臨床研究向け 

次に、上記の研究用途でのエビデンス蓄積に基づき薬事申請を行い、医療機器として販売を開始する。 

 一般的な歯科クリニックへの普及 

 糖尿病内科クリニックへの展開 

尚、糖尿病内科での歯周病迅速検査については、東京都や愛媛県のクリニックから問い合わせがあり、ニーズ

を確認済である。 

 

(b) 海外市場・顧客 
歯周病においてのグローバルな統計情報はないが、代替指標としてターゲット市場国である北米、欧州主要

国、中国、インドの歯科医師数９０万人（世界保健報告 2006、WHO）からすると、グローバルでは、日本の

約９倍の市場を想定している。海外への展開ステップは、まず、日本での臨床実績を踏まえて海外企業との提

携によるグローバル展開をすすめていく。 市場規模：6840 万人 

 

 

(4) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング結果 
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(a) 競合製品／競合企業の動向 

(1) 培養法 
細菌数検査のスタンダード法である培養法は、検体の培養に 2 日間以上を要し、専門家による操作が必要で

あり、かつ、歯周病原菌の同定が難しいため、歯周病検査として単独で利用されている例は確認されていない。 

(2) 簡易キットによる検査 
歯科クリニック等のチェアサイドで実施できる簡易検査として、歯周病原菌が産生する酵素による色反応を

提示するキット（商品名：バナペリオ、白水）や、唾液に含まれる潜血を検出する試薬キット（商品名：ペリ

オスクリーン、サンスター）が存在する。前者は産生酵素から細菌の存在を間接的に示すものであり定量性や、

検体採取量バラツキの課題が存在し、後者は細菌感染を検出することは出来ない。 

(3) PCR 法 
検出ターゲットの遺伝子増幅を伴う PCR 法は、高感度での検出ができ、総菌数との比率も測定することが

可能な手法で、主に外注での郵送健診として歯周病原菌検査サービスが提供されている（BML、GC、ミロク

ラボラトリー）。しかしながら、郵送で検体を送付し結果が返送されるまで１週間以上を要し、検査コストが

高い（１菌種 7,000 円）という課題がある。 

 

(b) 開発機器の競合とのベンチマーキング 

(1) 培養法 
培養法による検査は時間と手間を要し、歯周病原菌の同定が困難であるのに対し、開発機器での測定は 8 分

程度で測定が可能で、歯周病原菌の特定が可能である。ただし、現状では機器での測定前にマニュアルでの前

処理が必要であり、事業終了後の量産機検証フェーズにおいて、オンチップでの自動化の開発を行うことでこ

の課題を解決する。 

(2) 簡易キットによる検査 
酵素反応を利用した簡易検査キットでは総菌数の測定が出来ないため、歯周病学会ガイドラインにおける、

歯周病原菌の総菌数に対する比率を評価することが出来ないのに対し、開発機器は総菌数と特定菌数を同時に

測定する機能を有する点で優位性がある。また、簡易キットでは歯周病原菌の中で P.g.、T.f.、T.d.菌が産生す

る酵素をまとめて測定するため菌種の特定が不可能で、感染菌種に応じた抗菌薬選択が出来ない。 

(3) PCR 法 
PCR 法は、高感度で特異性の高い検出方法であるが、専門家による前処理が必要のため、歯科では主に外

注検査として実施されており、検査に 1 週間以上の時間を要し、検査コストが高い（1 検体 7,000 円）ことが

問題である。これに対し、開発機器では 8 分間程度での測定を可能としており、1 検体 500 円程度の検査コス

トを目指している。また、歯周病学会ガイドラインに示されている要求感度、精度を満たすことにより PCR

法と同等の検査実現を目指している。現状達成している感度では、ローリスクの判定が難しいため、事業終了

後の量産機検証フェーズにおいて検出感度の改善を行う。 

 

(5) 上市（投資回収）計画の検討結果 
 

(a) 委託事業終了後の投資計画 
委託事業終了後、パナソニックヘルスケア株式会社が実施主体として事業化を推進する。 

① パナソニック ヘルスケア株式会社 
委託事業期間での検討を踏まえ、本製品の開発、臨床、導入、市販後に必要となる投資を精査した。まず開

発として約 6 億円、臨床では約 0.2 億円、製品の認知拡大のための導入、マーケティングとして 0.4 億円が必

要となり、市販後もマーケティングとして 0.5 億円が必要となる。委託費以外の自己投資分および今後の発生

コストを見込むと、約 6 億円が本製品の総コスト（必要投資額）となる。 

② 深江化成株式会社 
上記、委託費での投資により、導入済みの設備である電動ハイブリッド射出成型機、微細部加工検査システ

ム、特殊成形品対応溶着機、ディスポセル生産用ロット管理システムを有効に活用し、更に、今後導入予定の
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生産用設備の効率的な運用を行い、電極一体型ディスポセルのコスト低減を行うべく、生産システムの構築を

図る。 

③ 株式会社イムノ・プローブ 
本事業で導入した抗体試薬固定化開発・製造システムを活用し、本事業で開発した抗体試薬を固定化した部

材の提供を受ける予定であり、特に追加の設備投資は予定していない。 

 

(b) 上市後のビジネスモデル（回収計画） 

① パナソニック ヘルスケア株式会社 
迅速細菌検査市場は、低コストであることが差別化の重要ポイントのため、シェアー重視での市場開拓が重

要である。日本での臨床での評価・実績を踏まえて、まずは、歯科分野での販売パートナーとの提携で面展開

を図り、量を確保していく。海外への展開では、日本での臨床実績を経た上で同様に海外との販売パートナー

との提携を図り、輸出を拡大していく。海外では、サービス、メンテナンスのリソースを踏まえて、相手先ブ

ランドでの提携も視野にいれてすすめることで生産量を確保し、回収を図っていく。 

② 深江化成株式会社 
まず、立ち上げの効率を第一に考慮し、初期投資を抑えた設備でのスタートとし、販売数量に応じた生産設

備の更新を行うことで、生産効率を最適化し、検査コストの低減を図る。 

③ 株式会社イムノ・プローブ 
抗体試薬は使用期限があり、受発注および在庫ロスによる損失を未然に防ぐため、パナソニックヘルスケアと

イムノ・プローブ間において、受発注上の連携を密に行う。 

 

 

(c) 委託期間後を含めた事業計画 
事業化に向けて下記の取り組みを行う。 

 

・平成 26 年度 

 前処理の自動化開発を完了し、製品設計を行う。 

 製品化へ向けた課題を早期に抽出し解決するために、臨床用試作機を作製する。 

 製品設計結果に基づき、設備投資・製造工程の準備を開始する。 

 

・平成 27 年度 

 臨床用試作機を用いて、臨床現場での評価を実施し、臨床評価結果に基づいた設計改善を行う。 

 設備投資・製造工程の準備を完了し、社内審査を実施後、非医療機器の生産を開始する。 

 医療機器の上市に向けた設計を行い、薬事申請準備を開始する。 

 

・平成 28 年度 

 非医療機器の国内プロモーション・販売を開始する。 

 医療機器の薬事申請を行い、承認を得た後に社内審査を開始する。 

 販売・保守・サービスについて、非医療機器の海外販売準備を開始する。 

 

・平成 29 年度 

 医療機器の社内審査を完了し国内販売を開始する。 

 欧・米の海外販社を通じ非医療機器の販売を開始する。 

 海外薬事申請を行う。 

 

・平成 30 年度 

 海外薬事の承認を得た後、医療機器の海外販売を開始する。 
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【事業化計画】 

 

 

 

 
 

 

 

1.4 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 インキュベーションセンター 

Tel：050-3686-8300 

E-mail：sugata.fumio@jp.panasonic.com 

開発 前処理自動化開発

商品化 製品設計
臨床用試作
臨床現場での評価
設備投資
社内審査
生産【非医療機器】
医療機器向け設計
薬事申請準備
薬事申請
社内審査
生産【医療機器】
海外薬事申請

国内販売 非医療機器
医療機器

海外販売 非医療機器
医療機器

平成30年度平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
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2. 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 2-1-1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）法も開発されている。

この手法は、大腸菌で 50 cells/ml を 3 時間で検出可能な高い感度と、全ての操作を電気的に行うことができ

る簡便さを兼ね備えている（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 法が開発された（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 2-1-2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 2-1-1 DEPIM法の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 2-1-2．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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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。 

そこで、昨年度までの研究開発事業において、この課題を解決するために、磁気ビーズ法による B/F分離を

組み合わせた新たな手法を開発した。昨年度までに、モデルとして大腸菌を用いた検出動作および感度の確認、

検出対象の一つである P.g.菌の定量検出の評価を行ったが、P.g.菌特有の電気検出阻害要因のため、目標とす

る検出感度達成については課題が残った。このため、本年度は P.g.菌の検出感度改善についての検討、および、

もう一つの検出対象である T.f.菌についても磁気ビーズ法での検出検証を行った。昨年度から、本法の条件検

討等を効率的に行うための、磁性体微粒子の挙動シミュレーションについても検討を行っており、本年度は最

終的な試作セル設計にフィードバックするためにより詳細な流路設計、磁石配置設計、送液条件設計をシミュ

レーション上にて行った。また、昨年度から、抗原抗体反応を細菌懸濁液中で行うことで抗体／細菌の凝集体

を形成して、その凝集体をフィルタリングによって選別する方法の検討を行っており、本年度はその手法の改

良を行った。検出感度向上・検出時間短縮を図る手法として、これまでにないマイクロ流路内での細菌濃縮法

について昨年度考案し、その効果について検証した。本年度は、その手法を細菌の光学検出に応用するため、

光学検出のための実験系を構築し、模擬細菌である蛍光ビーズを検出した。 

 

次節以降でそれぞれの検討結果について詳細に述べる。 
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2.2  凝集体を用いた方法の改良 
  

2.2.1 フィルタリングによる方法の原理と問題点 

 我々が開発した抗体 DEPIM の方式に凝集体を用いた方法がある。その方法には（１）凝集体形成に伴う誘電

泳動力の変化を利用した方法、（２）凝集体以外をフィルタリングにより取り除く方法の二通りあり、昨年度

はそれぞれについて検討した。そして（２）の方法が有効であるという結果を得た。そこで、本年度は、（２）

凝集体以外をフィルタリングにより取り除く方法の改良を行った。 

 凝集体は、次のように形成される。 

 微粒子表面に抗体を結合し、抗体修飾微粒子を調製 

 対象細菌と抗体修飾微粒子を混合 

 微粒子表面の抗体と細菌上のエピトープが結合し、結果として微粒子と細菌の複合体が形成 

微粒子と細菌の量比によって、ひとつの細菌上に複数の微粒子が結合したり、反対にひとつの微粒子上に複数

の細菌が結合したりする。フィルタリングによる方法では図 2-2-1に示すように、抗体修飾微粒子を感作させ

た後、対象細菌による凝集体を含む細菌懸濁液を凝集体よりも小さく対象細菌以外の細菌よりも大きな孔径を

持つフィルタに通す。フィルタ上に凝集体が保持され、非検出対象細菌はフィルタを通る。フィルタ上に残っ

た凝集体を回収して EPA-DEPIM 法で測定する。この方法は、凝集体の回収と同時に溶液の交換を行うことがで

きる利点がある。通常 DEPIM 法による検出では、低導電率溶液が必要であるため、試料の前処理が必要である。

本法では、その作業を凝集体の回収と同時に行うことができる。また、大量の試料溶液をフィルタリングする

ことで、希薄懸濁液からの検出も可能になる。 

 昨年度は、対象細菌に大腸菌（1 m）を用いて微粒子に金コロイド（直径：40 nm）を用いて、本法の有効

性を確かめた。その結果、フィルタ上に凝集体が捕集されることを確認し、さらにそれをフィルタから回収し、

EPA-DEPIM によって検出できることを示した。今年度は抗体修飾微粒子に直径 1 m のポリスチレン粒子を用

いて、改善を試みた。 

 

 

 

 

  
図 2-2-1 凝集体／フィルタ法の概念図 

（a）凝集体と非検出対象細菌をフィルタリング、（b）凝集体がフィルタ上に残る、 

（c）フィルタ上に残った凝集体を回収し DEPIM 検出 
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2.2.2 実験方法 

 検出対象は大腸菌とした。カルボキシル基修飾ポリスチレン粒子（直径：約 1 m）を用いた。抗体修飾ポ

リスチレン粒子と大腸菌を混合して、凝集体を形成させた。凝集体の形成は蛍光顕微鏡で観察した。 

 凝集体を含む懸濁液をシリンジに取り、フィルタ（アイソポア、孔径：3 m）をシリンジ先端に取付けて、

フィルタに通液した。フィルタのリンスと凝集体の回収のために、フィルタを通したイオン交換水の吸引／吐

出を 3回繰り返し、最終的にフィルタ上の凝集体をイオン交換水に懸濁した状態で回収した。 

 シリンジ内に回収した凝集体懸濁液を、シリンジポンプで微細櫛歯電極上に供給した。このとき、交流電圧

を印加して、正の誘電泳動力によって凝集体を微細電極上に捕集した。その後、方形波を印加して EPA-DEPIM

応答を取得した。 

 

2.2.3 実験結果 

図 2-2-2 に、蛍光顕微鏡による観察結果を示す。大腸菌を蛍光色素で染色した。抗体修飾ポリスチレン粒子

と反応させると、3〜5 m 程度の凝集体が形成していることが分かった。 

 図 2-2-3は、フィルタリングしたサンプル液量による凝集体の EPA-DEPIM 応答の違いを表している。通液量

に応じて応答が上昇していることが分かる。フィルタリングによって、未反応の大腸菌やポリスチレン粒子は

排除されており、EPA-DEPIM は捕集された凝集体に含まれる大腸菌由来のものであると考えられる。 

 

 

   
（a）                                   （b） 

図 2-2-2 蛍光顕微鏡による凝集体の観察 

（a）大腸菌のみ、（b）抗体修飾ポリスチレン粒子を加えた場合 

 

     
（a）                      （b）                     (c) 

図 2-2-3 EPA-DEPIMによる凝集体の検出 

サンプル量：0.5 ml（a）、1.0 ml（b）、1.5 ml（c） 
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2.3 誘電体薄膜を利用した細菌濃縮法の改良 

 

 細菌検出法であるDEPIM法をさらに高感度にするために、誘電体薄膜を利用した三次元細菌濃縮法を考案

した(6)。昨年度は、その方法の数値解析および実験による実証を行った。本年度は、その濃縮法を細菌の光学

検出に応用することを考えた。微細流路中での光学検出の例は他に多いが、そのほとんどが効率良く検出する

ためにシース流れを採用している。本濃縮法を利用すれば、シース流れ無しで細菌の光学検出を効率良く行え

る。 

 図2-3-1に誘電体薄膜を用いた三次元細菌濃縮法の概略を、図2-3-2にそれを光学検出に応用したときに実験

装置概略を示す。誘電体薄膜は図のように五角形をしており、誘電体薄膜のエッジ付近では電界の勾配ができ

ており、適切な印加電圧の周波数を使用すると細菌に対して負の誘電泳動力が作用する。流路内の細菌には、

流体から受けるドラッグ力と誘電体薄膜に起因する負の誘電泳動力が働き、その結果、図のように斜辺に沿っ

て鋭角頂点に濃縮される。光学検出では、蛍光検出方法を採用した。 

 

 

 

 

図 2-3-1 誘電体薄膜を用いた負の誘電泳動細菌濃縮の概略図 

 

 
図 2-3-2 三次元濃縮法を光学検出に応用する実験装置 
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2.3.1 実験 

 光学検出は倒立顕微鏡を用いて行った。誘電体薄膜による三次元濃縮機構を組み込んだマイクロ流素を顕微

鏡ステージ設置した。顕微鏡の観察位置を濃縮部の下流に置いた。対物レンズで集光した光を光電子像倍管で

検出した。ここでは、蛍光強度が強く安定している蛍光ポリスチレン粒子（直径：1.1 m）を用いた。 

 図2-3-3は、光電子像倍管の応答を示す。濃縮のための電圧を印加する前後の光電子像倍管の応答を示した

ものである。濃縮の効果により単位時間あたりのシグナルがおよそ三倍になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（a） 

 
（b） 

図 2-3-3 三次元濃縮法を光学検出の検出結果 

（a）電圧印加前（濃縮なし）、（b）電圧印加時（濃縮あり） 
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2.4 磁気泳動のシミュレーション 

 
2.4.1 概要 

 昨年度に抗体 DEPIM 法において、磁性粒子を用いた方法の有用性が示された。昨年度は、この方法の有用性

について、数値解析を用いて検討した。本年は、さらに詳細に数値解析を進めるとともに、磁性粒子と細菌と

の結合について詳細に検討した。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。解析モデルは昨年度と同じである。磁気粒子は、直径：200 nm とした。数値計算は COMSOL 

Multiphysics を用いた。 

 

2.4.2 シミュレーション結果 

 まず、磁性粒子のみの場合を考えた。粒子捕集用磁石をひとつ流路底部に置いた。図 2-4-1 は、流路高さ

300 m としたときに、高さ方向に均一に粒子を分布させたときに、どのくらいの粒子が流路底面に捕集され

るかを示す。計算の結果、流速の増加と共に捕集率が減少した。 

 次に、磁石の数をひとつから三つに増やした場合を検討した。図 2-4-2は、三個の磁石を同じ向きに並べた

場合と違う向きに並べた場合の磁石周りに出来る磁場を示す。互い違いにならんだ場合、流路内に均一に磁場

が形成されていることが分かる。 

 磁石三個を用いた場合の磁性粒子の捕集効率について計算した。図 2-4-3は、三つの磁石を置いたときの流

路高さを変えたときの流速と捕集効率の関係を示す。磁石ひとつの場合と比較して、互い違いに三つの磁石を

置いた場合は 6 倍以上効率が上昇した。 

 

 
 

 
図 2-4-1 捕集される磁気粒子の流路高さの影響 

磁石：1 個 
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（a） 

 
（b） 

図 2-4-2 三つの磁石を並び方を変えて置いたときの磁場の様子 

（a）同じ向き（上部が N極）、（b）互い違い（上部が N,S,N極）。単位：A/m 

 

図 2-4-3 磁石三個による粒子の捕集の流路高さの影響 
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次に、細菌（直径:1 m、大腸菌を想定）に磁性粒子が結合した細菌／磁性粒子複合体の磁石に捕集について

検討した。図 2-4-4は、細菌に磁性粒子が付いた場合の流速と捕集効率の関係について示す。磁性粒子がひと

つ付いたときの流路高さ 300 m の場合では、磁性粒子単体では流速 20 mm/s でも 100%捕集されていたのに対

して、細菌／磁性粒子複合体では 40%まで低くなった。一方で、細菌に修飾される磁性粒子の数が 5個、10個

と多くなると、捕集効率が上昇した。この結果は、実際の細菌検出に使用する抗体の能力に検出感度が大きく

依存することを示している。即ち、抗体が認識するエピトープが細菌の表面に何個あるかが重要である。その

ため、使用する抗体のエピトープを知り、その数を知る必要がある。 

  
（a）磁性粒子：1個 

  
（b）磁性粒子：5個 

 
 

（c）磁性粒子：10 個 

図 2-4-4 磁石三個による細菌／磁性粒子複合体の捕集の流路高さの影響 
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2.5 磁気ビーズ法における P.g.菌検出感度改善の検討 

 

昨年度までの検討において、磁気ビーズ法を用いて検出対象の P.g.菌を約 106cells～検出可能であることが

確認された。しかしながら、目標とする検出感度は約 104cells～であり、更なる検出感度の向上が必要となる。 

これに対し、試薬等の前処理による誘電泳動力の向上ならびに膜破壊効率の向上を図り、検出感度の改善を

試みた。 

 

2.5.1 前処理による検出感度改善の検討 

 前述のように、P.g.菌の検出において、EPA-DEPIM 法の応答信号が低下を改善するため、化学試薬等による

前処理を行うことで、誘電泳動力の向上、パルス印加時の膜破壊効率の向上を図る検討を行った。 

【実験方法および材料】 

（A）界面活性剤処理 

  界面活性剤は、タンパク質精製の目的で溶菌するための処理として用いられるため、細胞膜透過性の向上

が期待できる。 

（B）酵素処理 A 

  広い切断特異性を持つ酵素 Aを菌体に作用させることで、膜破壊効率の向上を図る。 

（C）アルカリ処理 

  アルカリ溶液による溶菌は、アルカリ溶菌法として菌体からの DNA抽出に一般的に用いられる。これを利

用して、細胞膜透過性の向上を試みた。 

（D）キレート処理 

  菌体が強いチャージを持つと、誘電泳動で電極にトラップした時に、同極イオンによる反発力により電極

へのトラップを阻害する可能性があり、これを抑制することで誘電泳動を効果的に行い応答改善が見込ま

れる。これを検証するため、キレート剤を菌体に作用させてこの効果を確認した。 

（E）酵素処理 B 

  細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素 Bを用いて菌体処理した。  

上記の各処理を行い、終濃度 3x107 cells/ml に調整した P.g.菌懸濁液を用いて、EPA-DEPIM の測定を行っ

た。パルス印加直後のコンダクタンス波高値 GTP(μS)にて各処理の効果を評価した。 

【実験結果と考察】 

 図 2-5-1 に各前処理における EPA-DEPIM 応答改善効果を示す。界面活性剤処理（同図(a)）については、濃

度 0.05%の時に最も応答が高く、濃度が高くなるほど応答が低下する傾向を示した。一方、濃度が 0.02%以下

になると同様に応答が低下する傾向を示した。これは、誘電泳動力や膜破壊効率の変化のみならず、界面活性

剤による流路内における送液の変化が影響している可能性もある。次に、酵素 A処理（同図(b)）については、

濃度が高いほど応答が低下する傾向を示した。酵素 Aは広範のタンパク質を分解する酵素であり、この処理に

よって膜透過性が高まり、バッファ中へ細胞質内部のイオンが流出したことを示唆している。このことから、

酵素 Aの処理は EPA-DEPIM法の応答改善の目的に対しては過剰な処理となっていると考えられる。アルカリ処

理（同図(c)）については、pH 10.2 の時に最も応答が高くなったが、各 pH間の応答差は小さく、全体的に応

答値が低下する結果となった。これは、アルカリ処理後のバッファ置換の際、遠心分離操作にて菌体のロスが

生じたことが一因と考えられる。キレート処理（同図(d)）については、キレート剤濃度が 0.01mM までは応答

が向上し、その後急激に応答が低下する傾向となった。酵素 B 処理（同図(e)）については、応答改善効果は

見られず、添加量を増やすに従って応答の低下が見られた。これは、酵素 B の溶菌作用によって細胞質内部イ

オンの流出が生じた結果であると考えられる。 
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図 2-5-1 各前処理における EPA-DEPIM応答改善効果 
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以上の検討により、P.g.菌の検出にあたり、適切な値に調整したバッファ中で菌体を処理することで応答改

善の効果が得られることが分かった。 

 

 上記の検討結果に基づき、これら一連のプロトコルを用いて、P.g.菌を検出する実験を行った。前述のプロ

トコル中、サンプルバッファへ抗体を加える前に、各濃度に調整した P.g.菌を加え、P.g.菌と抗体を結合させ

た後、磁気ビーズとの結合を行った。図 2-5-2に DAPI 染色した P.g.菌と磁気ビーズを結合したアッセイの確

認結果を示す。ビーズ分画図（同図(a)）に P.g.菌が回収され、上清（同図(b)）にはほとんど P.g.菌が含ま

れておらず、アッセイが問題なく行われていたことが分かる。 

 

  
(a)磁気回収側               (b)上清側 

図 2-5-2 抗 P.g.ポリクロ抗体と磁気ビーズにより回収した P.g.菌（DAPI 染色） 

 

 図 2-5-3に流路に通液した P.g.菌数と EPA-DEPIM 応答の関係を示す。P.g.菌 105 cells 台から EPA-DEPIM の

応答が立ち上がることが分かる。これは、今回検討した処理を行わない、昨年度での検討結果に比べ、数倍の

感度向上を得ることができた。しかしながら、歯周病学会ガイドラインで求められる検出感度は、歯周病ロー

リスク者で総菌数比 0.01%（唾液中の総菌数を 108 cells/ml, 唾液サンプルを 1ml 使用したとして、104 cells）

であり、より一層の検出感度向上が求められる。 
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図 2-5-3 P.g.菌数と EPA-DEPIM 応答 
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2.6 磁気ビーズ法における T.f.菌検出の検討 
 

 本セクションでは、本事業における検出ターゲット菌の一つである T.f.菌について、磁気ビーズ法を用いた

検出の検討結果について記載する。まず、誘電泳動を利用して T.f.菌を電極にトラップすることが可能である

か検証するため、顕微鏡による観察実験を行った。図 2-6-1 に電圧印加後 1,2,3分後における T.f.菌の誘電泳

動観察結果の写真を示す。T.f.菌は正の誘電泳動で電極にトラップされ、トラップされた菌量は同条件下にお

ける大腸菌とほぼ同等であった。大腸菌においては、DEPIM 測定ならびに、EPA-DEPIM 測定、磁気ビーズ法測

定で実績があるため、T.f.菌においても同様に測定が可能であることが予想された。 

 

 
 

図 2-6-1  T.f.菌の誘電泳動観察結果 

 

 

 T.f.菌は誘電泳動によって電極へトラップすることが可能であることが分かったため、次に、DEPIM ならび

に EPA-DEPIMの測定について検証を行った。比較対象として、測定実績のある大腸菌および、検出感度が低い

ことが分かっている P.g.菌を用いた。DEPIM 応答は誘電泳動時のコンダクタンスならびにキャパシタンスの単

位時間当たりの傾き、（それぞれ、ΔG（μS/sec）、ΔC（pF/sec））、EPA-DEPIM応答は、パルス印加直後のコン

ダクタンス波高値 GTP(μS)にて各菌種での応答を評価した。 

図 2-6-2 に T.f.菌、大腸菌、P.g.菌の DEPIM・EPA-DEPIM 応答を示す。横軸は、分光光度計の O.D.測定値か

ら推定した検体中の細菌濃度を、縦軸にそれぞれの応答値を示す。T.f.菌と大腸菌はほぼ同等の応答値が得ら

れた。これは誘電泳動の観察結果と一致する。P.g.菌はこれまでの検討結果と同様、1/10 以下の応答にとどま

った。 
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図 2-6-2 T.f.菌、大腸菌、P.g.菌の DEPIM・EPA-DEPIM 応答 

 

 ここまでの検討で、T.f.菌単体においては、DEPIM ならびに EPA-DEPIM の測定が問題なく行えることが確認

されたため、磁気ビーズ法による検出を試みた。図 2-6-3に T.f.菌の定量検出結果を示す。横軸は分光光度計

の O.D.値から換算した、通液サンプル液中の T.f.菌数である。検出下限である、磁気ビーズのみの応答値（同

図中、Beads blank）と、EPA-DEPMの応答値が交差するのは 104 cells付近で、検出感度目標である 104 cells

の感度を達成することが出来た（歯周病学会ガイドラインによれば、歯周病リスクを示す、総菌数に対する T.f.

菌数の比率は P.g.菌と同様である）。 
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図 2-6-3 T.f.菌の定量性 
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2.7 まとめ 

 本章では、抗体 DEPIM 法による歯周病菌の検出方式の開発について記載した。 

抗体 DEPIMのうち、凝集体をフィルタリングする手法の改良を行った。抗体修飾微粒子を直径 40 nm の金コ

ロイドから直径 1 m のポリスチレン粒子に変更した。ポリスチレン粒子を使用した場合の微粒子／大腸菌複

合体の形成を SEMで確認した。抗体修飾ポリスチレン粒子と大腸菌の複合体を EPA-DEPIM によって検出できる

ことを示した。 

細菌濃縮技術の光学検出への応用を試みた。平行平板電極と誘電体薄膜を用いた細菌濃縮法を光学検出に応

用することを考案し、その実験系を構築し、蛍光ビーズを用いた実験から、濃縮法による高効率検出を確かめ

た。 

磁気粒子を用いた抗体 DEPIM について、種々の条件でシミュレーションを行った。その結果、次の知見を得

た。磁石三個を並べる場合、極性を互い違いにするとよい。細菌と磁性粒子の複合体では、付着する磁性粒子

の個数が重要で、そのためには抗体の性能を詳しく知る必要がある。磁石間距離を取ると捕集効率が上昇する。

また、磁性粒子と大腸菌との抗体を介した複合体を SEM で観察し、この方法は、抗体のエピトープマッピング

としても利用可能である。 

 磁気ビーズ法による検出の検討においては、まず、昨年度までの検討において、特異的な低応答が確認され

ていた、P.g.菌の検出感度改善についての検討を行った。応答改善のアプローチとして、試薬等による前処理

について効果検証を行った。その結果、未処理の P.g.菌に対して約 4 倍の応答が得られることが確認された。 

 次に、磁気ビーズ法を用い、もう一つの検出ターゲットである、T.f.菌の検出の検証を行った。その結果、

104 cells 以上での応答直線性を確認できた。 
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3. 抗体の開発 
3.1  昨年度までの成果概略 

慢性歯周炎には複数の細菌が関与すると考えられている。そのうち壮年期以降のヒトでの罹患率が非常に高

い慢性歯周炎の診断に必要な細菌の検出を行うことを目的に従来の報告を元に細菌種の検討を行い、World 

Workshop in Periodontitis のコンセンサスレポート[1]、重度の歯周炎病巣で高頻度に共に検出される菌種群

“Red complex”と呼ばれる菌群の存在[2]、歯周処置による Porphyromonas gingivalis と Tannerella forsythia

の減少が慢性歯周炎の病態を改善させると言う報告 [3, 4, 5]等を考慮し、検出対象の菌種としてまず

Porphyromonas gingivalis（P.g.菌）と Tannerella forsythia（T.f.菌）をターゲットと決定した。昨年度まで

に、P. gingivalis ATCC3327 及び T. forsythia ATCC43037 の全菌体（Whole cell）または菌体を 100W, 5 分

間超音波破砕した超音波破砕抗原(Sonicate)をウサギ（polyclonal 抗体）およびマウス（monoclonal 抗体）

に免疫することによって抗血清を得た。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。得られたモノクローナル抗体において、モノクローナル抗体 9-4, 18-1 は、

非常によく抗原と反応し、非特異反応も見られなかった。また、T. forsythia に対するモノクローナル抗体 9

種についても反応性を調べた結果、モノクローナル抗体 2-3, 16-1, 18-3, 21-5 が T.f.菌の菌表層の S-layer タン

パク, outer membrane proteine の BspA と予想されるタンパク質に強く反応した。 

さらに今年度は、歯周病の一種である侵襲性歯周炎に関与する Aggregatibacter actinomycetemcomitans

（A.a.菌）[6, 7]を検出ターゲットに追加し、A.a.菌に対する抗体を作製した。さらに、A.a.菌抗体を含め作製

した抗体について、反応性や特異性を調べた。 

 

3.2  抗体作製 
3.2.1  A. actinomycetemcomitans (A.a.菌)抗原の調製 

平成 25 年度は前年に用いた P. gingivalis, T. forthyshia に加え、侵襲性歯周炎の病因として知られる A. 

actinomycetemcomitans を検出ターゲットに加え、A.a.菌の特異的抗体を作製するための抗原を作製した。 

 

3.2.2 抗 A.a.菌モノクローナル抗体の作製 
菌の形態を保った A. actinomycetemcomitans (以下、Aa 菌ホール状 ) または超音波処理の A. 

actinomycetemcomitans (以下、Aa 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 700 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 Aa 菌ホール状抗原でスクリー

ニングした。その結果、陽性反応を示したクローンは 11 クローンであった。スクリーニングで陽性反応を示

した 11 クローンについて、さらにスクリーニングを行ったところ、Aa 菌ホール状抗原および Aa 菌超音波処

理抗原に反応を示したクローンは 9 クローンであった。この 9 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、Aa 菌ホール状抗原および Aa 菌超音波処理抗原には反応し、Pg 菌ホール状抗原及び Tf 菌ホ

ール状抗原には反応を示さなかった。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。 

 

3.2.3  抗 A.a.菌ポリクローナル抗体の作製 
菌の形態を保った Aa 菌ホール状を免疫抗原とし、ウサギに 6 回免疫を行った。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 回免疫後の ELISA において、抗体価が飽和しているこ

とが認められたので、全採血を行った。Aa 菌ホール状抗血清は 140 mL を得られた。抗血清からアフィニテ

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た。 

 

3.3  抗体の評価 
 これまでに作製した抗体を評価するために、抗原としてターゲット菌あるいは非ターゲット菌を用いて

ELISA やウエスタンブロッティングにて抗体の反応性や特異性を調べた。また、本事業で開発する歯周病原

菌の定量測定検査機器は、ヒト検体からターゲット菌を効率よく特異的に選択かつ濃縮された状態にするため
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に、抗体を固定化した微粒子の使用が求められる。モデルとしてラテックス粒子を使用して、ラテックス粒子

に固定化した抗体のターゲット菌への反応性を調べた。 

 

3.3.1  抗 A.a.菌モノクローナル抗体の評価 
抗 Aa 菌モノクローナル抗体の評価にあたり細胞培養上清を用いて、ELISA 法にて A.a 菌、P.g.菌及び T.f.

菌抗原との反応及び各抗体のサブクラスを調べた。すべてのクローン（4-2、12-4、13-3、24-2、25-2、26-2，

27-5、31-4、39-5）において、Aa 菌 Y4 株と ATCC29523 株のホール状及び超音波処理抗原との反応が認め

られ、Pg 菌ホール状抗原と Tf 菌ホール状抗原とは交差反応しないことが確認された。 

 次に、得られた細胞株をマウスに移植し、その腹水からモノクローナル抗体を精製した。精製した各抗体を

系列希釈し ELISA により抗原に対する反応性を比較した。その結果、モノクローナル抗体 4-2, 13-3, 24-2 が

抗原と高い反応性を示した。さらに 抗 A. actinomycetemcomitans モノクローナル抗体の特異性を検討する

ために A. actinomycomitans、T. forsythia、P. gingivalis、T. denticola の超音波破砕抗原に対して immunoblot

を行った結果、抗体 24-2, 25-2, 26-2, 27-5, 31-4 は、他菌種に弱い交差反応性を示した。Monoclonal 抗体 4-2, 

12-4, 13-3, 31-4, 39-5 については、2 次元電気泳動による解析でも同様に broad な反応が認められ菌体構造物

との結合が示唆された。 

 

 

 

図 3-1A A. actinomycetemcomitans モノクローナル抗体の immunoblot (1) 
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3.3.2  抗 A.a.菌ポリクローナル抗体の評価 
抗 Aa 菌ポリクローナル抗体の評価にあたり、抗血清を用いて ELISA 法にて Aa 菌抗原との反応を調べた。

抗血清は Aa 菌 Y4 株ホール状抗原と濃度依存的に反応した。   

 

3.3.3  抗 P.g.菌、T.f.菌、A.a.菌抗体における他の口腔細菌との交差性 
 口腔内には 700 種に及ぶ菌種が存在し[8]、その中で特定の菌種を検出するためには菌種間の交差反応を抑

える必要がある。菌種間の交差反応性を検討するため、表 3-1 に示すような 34 菌株 23 菌種を培養し、その超

音波破砕抗原を作成した。得られた抗原を用い、anti-P. gingivalis monoclonal 抗体  18-1, anti-A. 

actinomycetemcomitans monoclonal 抗体 4-2, anti-T. forsythia monoclonal抗体 18-3の交差反応性について

ELISA 法により検討を行った。抗体の反応性は,OD410の吸光度により示した。 

anti-P. gingivalis monoclonal 抗体 18-1 は P. gingivalis の 4 菌株に反応したが、他菌種との反応は認めら

れなかった。anti-T. forsythia monoclonal 抗体 18-3 は、T. forsythia ATCC 43037 株に強い反応性を示すが、

他菌種との反応性は認められなかった。anti-A. actinomycetemcomitans monoclonal 抗体 4-2 についても A. 

actinomycetemcomitans 3 菌株に強く反応が認められるが、他菌種に対する反応は認められなかった。 

こ れ ま で の 解 析 か ら 、 得 ら れ た anti-P. gingivalis monoclonal 抗 体 9-4, 18-1, anti-A. 

actinomycetemcomitans monoclonal 抗体 4-2, 13-3, anti-T. forsythia monoclonal 抗体 18-3 は、抗原との結

合性も高く、交差反応性も低いことが明らかにされた。Immunoblot による反応で bload なバンドを形成して

いることから得られた抗体の認識している抗原は、菌体の表層に存在し細胞壁または外膜に組み込まれている

タンパクであると考えられる。これらの結果は、得られた抗体が菌の補足に使用可能であることを示している。 

 

 

 

 

 

図 3-1B A. actinomycetemcomitans モノクローナル抗体の immunoblot (2) 
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表 3-1 交差反応性の検討に用いた菌株 

Strains 

 P. gingivalis ATCC 33277 

 P. gingivalis 16-1 

 P. gingivalis W50 

 P. gingivalis TDC60 

 T. forsythia ATCC 43037 

 A. actinommycetemcomitans dam2 

 A. actinommycetemcomitans LB229 

 A. actinommycetemcomitans HK1519 

 P. buccae ATCC 33574 

 P. intermedia ATCC 25611 

 P. loeschii 15930 

 F. nucleatum ATCC 25586 

 C. rectus ATCC 33238 

 E. corrodens 1073 

 E. corrodens 33830 

 A. israelii ATCC 12102 

 A. naeslundii 5987 

 A. viscosus T14v 

 A. viscosus 15787 

 P. acnes I-5 

 P. acnes ATCC 11827 

 P. acnes ATCC 11828 

 P. parvum ATCC 11829 

 C. matruchotii 14436 

 C. matruchotii 29823 

 S. gordonii Challis 

 S. oralis ATCC 9811 

 S. mutans 10449 

 S. oralis 10657 

 S. anginosus ATCC 9895 

 S. sobrinus 6715 

 T. denticola ATCC 35405 

 T. socransky ATCC 35536 

 T. vincentii ATCC 35580 

 

 



 

30 

3.3.4  ラテックス粒子を用いた抗 T.f.菌モノクローナル抗体の反応性評価 
微粒子上での抗体の反応性を調べるために、T.f.菌に対する抗体をラテックス粒子に結合させた抗体標識ラ

テックス粒子と T.f.菌との反応性を確認した。抗体を固定化しなかったラテックス粒子は、抗原（T.f.菌）があ

ってもなくても凝集せずに沈降し、ポリクローナル抗体を固定化したラテックス粒子では、抗原の低い濃度

（0.1%）でも十分に反応した。また、Tf 菌モノクローナル抗体を固定化したラテックス粒子に関しては、次

の順番に高い反応を示した。 

16-1 > 2-3, 6-4 > 21-5 > 18-3, 24-2 > 5-3 > 4-2, 13-2 

クローン 7-1 を固定化したラテックス粒子については、抗原がなくても凝集し沈降しなかった。7-1 抗体は

不安定であり凝集しやすいことが考えられた。 

同様に Tf 菌抗体標識ラテックス粒子と P.g.菌との反応性（交差反応性）を調べた。抗原に関係なく凝集す

る抗体 7-1 以外の抗体を標識したラテックス粒子はすべて P.g.菌と混合しても凝集しなかった。この結果は、

これらの抗体が P.g.菌とは反応しないことを示している。 

本事業で開発する測定機器は、口腔内の歯周病原菌の定量を目的としているため、検体として唾液を想定し

ている。そこで、これらの抗体が唾液を含む溶液中で機能するかどうか調べた。上記の実験で用いた T.f.菌抗

体標識ラテックス粒子を唾液を含む反応溶液と混合した粒子の状態を観察した。バッファーにヒト唾液を添加

しないで Tf ラテックス粒子を反応させたとき、ラテックス粒子は凝集しなかったが、唾液を添加したバッフ

ァーに Tf ラテックス粒子を反応させたとき、粒子は凝集した。また、唾液を添加した溶液を 0.2 μm フィルタ

に 2 回通し、唾液に含まれる夾雑物や細菌を除去した溶液においても Tf ラテックス粒子は凝集した。これら

の結果は、ラテックス粒子の凝集が粒子と唾液に含まれる T.f.菌（抗原）の結合に依存した現象ではなく、少

なくとも 0.2 μm 以下の唾液液性成分（おそらく唾液中のタンパク質や低分子成分）が Tf ラテックス粒子の非

特異的な凝集を引き起こしたことを示している。反応バッファー中に界面活性剤を加えても依然として非特異

反応は起こった。一方、キレート剤を添加すると非特異反応が抑えられた。また、抗体を結合しないラテック

ス粒子においても非特異反応が起こったことから、ラテックス粒子の性質に原因があると考えられた。 

 

3.4  抗体の保存安定性 
作製した抗体を一定条件で保存した場合、反応性が保持されるかどうか調べるために、保存安定性試験を実

施した。 

 

3.4.1  抗 P.g.菌モノクローナル抗体の保存安定性 
精製抗体を様々な条件で長期間保存し、ELISA 法にて抗体の反応性を調べた。ELISA 法にて反応性を調べ

た結果、同一ロットで‐20℃と 4℃にて 18 ヶ月保存した抗体溶液の反応性は同程度であった。異なったロッ

トの抗体に関しては、－20℃で 18 ヶ月保存した抗体と比較して、4℃で 3 ヶ月保存した抗体の反応性は 11% 低

かった。ロット間差や測定誤差の影響があり、データ再現性の取得を行う必要がある 

 

3.4.2  抗 T.f.菌モノクローナル抗体の保存安定性 
精製抗体を様々条件で長期間保存し、ELISA 法にて抗体の反応性を調べた。ELISA 法にて反応性を調べた

結果、同一ロットで‐20℃と 4℃にて 14 ヶ月保存した抗体溶液の反応性は同程度であった。さらに、異なる

ロットでも－20℃で 14 ヶ月保存した抗体と 4℃で 3 ヶ月保存した抗体の反応性は同程度であった。 
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4. 抗体固定化・非特異抑制技術開発 
4.1  前年度までの開発成果と課題 

前年度までに、ターゲットとなる菌(P.g.菌及びT.f.菌)を、他の非ターゲット菌から特異的に高効率で分離す

る方法を大腸菌をモデルとして確立した。図4-1Aに示すように、ターゲット菌に対する抗体を表面に架橋した

ナノサイズの磁気ビーズを作製し、ターゲット菌を含む溶液に添加する。その後、強力な磁石によって磁気ビ

ーズを回収することでターゲット菌を特異的に分離することができる。また、抗体をあらかじめターゲット菌

を含む溶液と混合した後、抗体結合タンパク質であるProtein Aを架橋した磁気ビーズを加えることによって、

より少量の磁気ビーズを用いて高効率にターゲット菌の分離を行うことができる方法を確立した（図4-1B）。 

 

 

 
ターゲット菌の一つであるP.g.菌に対する抗体とProtein A修飾磁気ビーズを用いてアッセイ検討を行った。

P.g.菌の凝集や磁気ビーズへの非特異吸着を抑制するためのアッセイ溶液（低塩濃度バッファー）を開発し、

P.g.菌に対するポリクローナル抗体(pAb)を使ったアッセイでは、効率よく特異的にP.g.菌を回収し、非特異反

応も低くすることに成功した。一方、低塩濃度バッファーでは、P.g.菌に対するモノクローナル抗体では、P.g.

菌を回収することはできるものの、大腸菌に対する非特異反応が強く、アッセイ系の確立までには至らなかっ

た。本年度は、この非特異反応を抑制した高塩濃度バッファー中でモノクローナル抗体を用いて効率的にター

ゲット菌を分離できるアッセイ系の確立を行った。 

 

4.2  P.g.菌及び T.f.菌を用いたアッセイ 
4.2.1  高塩条件における P.g.菌及び T.f.菌の分散条件 

ターゲット菌である P.g.菌や T.f.菌は、唾液のような高塩環境中で、互いに結合して自己凝集を起こすこと

が知られている。去年度に引き続いて、自己凝集を分散させる条件を再検討した。P.g.菌と T.f.菌の自己凝集

は、低塩濃度バッファーへの懸濁や、高塩条件でもアルギニン添加やアルカリ pH（pH 11.2）にすることで

完全に分散した。また、口腔内で P.g.菌や T.f.菌は Fusobacterium nucleatum (F.n.菌)と共凝集することも報

告されているので、これらの 3 菌種の混合溶液でそれぞれの菌種が同時に一細胞レベルまで分散される条件も

検討した結果、次の 3 条件 ①低塩濃度＋EDTA、②高塩濃度＋アルギニン＋EDTA、③高塩濃度＋アルカリ

pH（pH 11.2）が見出せた。しかし、条件①は低塩濃度であり抗体の非特異反応が起こるため、条件②と③は

高塩濃度であるがアルギニンやアルカリ pH が抗体反応を阻害するため、これらの条件は本アッセイ系には不

適切であった。 

図 4-1 ターゲット菌に対するアッセイ方式 

(A) 直接法：抗体を架橋された磁気ビーズが直接ターゲット菌

を捕捉。(B) 間接法：Protein A 修飾磁気ビーズが抗体を介し

てターゲット菌を捕捉。 
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そこで、さらに菌の凝集抑制の可能性がある試薬を探索し、非特異吸着抑制に頻繁に使用される試薬 A を見

出した。試薬 A には、P.g.菌や T.f.菌の凝集を積極的に破壊し分散させる効果はあまりなかったが、あらかじ

め分散させた P.g.菌に試薬 A を添加することによって、高塩条件でも菌の凝集を抑制し分散状態を維持させる

ことができた。また、試薬 A に類似した試薬 B あるいは試薬 C を用いても同様の効果が得られた。したがっ

て、唾液中の菌群をまず条件①において分散させ、そのあとに試薬 A を含む高塩バッファーを加えることでア

ッセイに適した条件にすることができる。 

 

4.2.2  P. gingivalis (P.g.菌)を用いたアッセイ 
 試薬 A（あるいは試薬 B, C）を含んだ高塩バッファー（PBST, 8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4, 137 

mM NaCl, 2.7 mM KCl, 0.05% Tween20）を用いて実際に磁気ビーズアッセイを行った。分散させた P.g.菌

を試薬 A を含む PBST に添加して室温で 10 分間ローテーターを用いて穏やかに転倒混和した（ブロッキング

処理）。抗 P.g.菌モノクローナル抗体を添加し室温で 30 分間転倒混和させたのち、Protein A (G’)を修飾した

磁気ビーズを添加し同様に室温で 30 分間転倒混和した。強力な磁石を保持した磁気スタンドに溶液の入った

チューブを立てることで磁気ビーズを分離した。分離した磁気ビーズ画分に回収された P.g.菌の量を評価した。

その結果、P.g.菌は高効率で磁気ビーズ画分に回収できた。また、抗体の非特異反応を調べるために、非ター

ゲット菌として大腸菌を用いてアッセイを行った結果、P.g.菌に対するモノクローナル抗体は特異的に P.g.菌

を認識している（大腸菌には結合しない）ことや磁気ビーズへの非特異的な吸着はほとんどないことが明らか

になった。 

次に、抗体や磁気ビーズの濃度の最適化やアッセイ時間の短縮化を検討した。その結果、P.g.菌に対するモ

ノクローナル抗体や Protein A 修飾磁気ビーズの使用濃度を決定し、P.g.菌のアッセイ条件も、①ブロッキン

グ時間 10 分間、②抗体反応時間 5 分間、③磁気ビーズ反応時間 10 分間と決定した。 

実際の機器検出ではアッセイ反応後、0.1x PBST（ = 1.7 mS/cm 以下）へのバッファー置換処理が必要で

ある。そこで、アッセイ後のビーズ画分を 0.1x PBST に懸濁したところ、ほとんどの P.g.菌が 0.1x PBST 中

で磁気ビーズからはずれてしまうことが分かった。しかし、さらに置換バッファーの組成を検討することで

P.g.菌を高効率で回収する条件を見出した。 

 

4.2.3  T. forsythia (T.f.菌)を用いたアッセイ 
P.g.菌と同様に、もう一つの検出対象である T.f.菌を用いたアッセイの検討を行った。あらかじめ分散させ

た T.f.菌を試薬 A（あるいは試薬 B, C）を含む PBST に加えることによって、T.f.菌も高塩条件でも凝集が抑

制され分散を維持できることが分かった。T.f.菌を試薬 A（あるいは試薬 B, C）を含む PBST に懸濁し、室温

で 10 分間転倒混和した。ブロッキング後、T.f.菌に対する抗体（ポリクローナル抗体及びモノクローナル抗体）

及び Protein A (G’)修飾磁気ビーズを添加し、それぞれ室温で 30 分間転倒混和した。その後、磁気スタンドで

磁気ビーズを分離し、ビーズ画分に存在する T.f.菌を DAPI 染色により蛍光観察して調べた。作製されたすべ

てのポリクローナル抗体及びモノクローナル抗体において、60%以上の T.f.菌の回収率が得られた。なかでも

3 つのモノクローナル抗体を用いたとき、さらに高い回収率（80%以上）が得られた。次に、アッセイ後にお

ける 0.1x PBST 相当の低塩濃度バッファーへの置換の影響を調べたが、P.g.菌アッセイとは異なり、どの抗体

を用いたときにもバッファー置換の影響はほとんど観察されなかったので、臨床実験を含め以後の実験には 3

抗体の中でももっとも回収率の良かった抗体を使用した。 

 

4.2.4  アッセイの pH 依存性 
アッセイ効率における pH 耐性を評価するために、様々な pH に調製したアッセイバッファー中で P.g.菌あ

るいは T.f.菌を用いたアッセイを行った。P.g.菌を用いたアッセイの場合、pH 7.2～8.3 の条件で高い回収率

が得られているのに対して、T.f.菌を用いたアッセイの場合では、pH 7.2～9.8 のより広範な条件で高い回収

率が得られた。 

 

4.2.5  抗体修飾磁気ビーズを用いたアッセイ 
ここまでのアッセイでは、あらかじめターゲット菌に抗体を結合させておき、その後抗体で標識されたター

ゲット菌を Protein A 修飾磁気ビーズによって回収する方法（間接法）を実施してきた。しかし、抗体を直接
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修飾した磁気ビーズによるターゲット菌の回収法（直接法）は、高効率での菌の回収が達成されれば、前述の

間接法よりも処理ステップの少なさやコスト面から有利である。そこで、直接法でのアッセイも検討した。P.g.

菌あるいは T.f.菌（分散状態）をアッセイバッファーに添加し、室温で 10 分間転倒混和した。その後、それ

ぞれの抗体を修飾した磁気ビーズを間接法のときと同濃度で添加し、室温で 20 分間転倒混和し、その後磁気

スタンドで分離したビーズ画分における菌数を検討した。その結果、P.g.菌のアッセイでは 30%程度の回収率

しか得られなかったが、T.f.菌のアッセイでは 70%程度の回収率が得られた。アッセイに添加する磁気ビーズ

量を増やすことによって、回収率を上げることができるが、アッセイに使用する磁気ビーズ量の増加は機器で

の検出においてブランク応答を大きく増大させることから、使用ビーズ量の増加は困難であった。 

 

4.2.6  ビオチン化抗体とストレプトアビジン修飾磁気ビーズを用いたアッセイ 
間接法にも、Protein A 修飾磁気ビーズを用いた方法の他に、ビオチン化抗体とストレプトアビジン修飾ビ

ーズを用いたアッセイ法もある。これは、あらかじめビオチン標識した抗体をターゲット菌と反応させ、その

後ストレプトアビジン修飾した磁気ビーズによってターゲット菌を回収する方法であり、ビオチンと(ストレ

プト)アビジンとの非常に強固な相互作用を利用している。ビオチンとアビジンの相互作用は、抗体と Protein 

A(G’)の結合より遥かに強いため、アッセイ効率の向上が期待できる。しかし、抗体のビオチン標識やストレ

プトアビジンの価格など手間やコスト面での問題もある。 

ビオチン化抗体とストレプトアビジン修飾磁気ビーズを用いたアッセイ方法を検討するために、まず P.g.

菌及び T.f.菌に対する抗体をビオチン標識キットを用いてビオチン化した。P.g.菌に対する抗体については、

抗体一分子におけるビオチン数が約２個、４個、８個の３抗体が作製できた。また、T.f.菌に対する抗体につ

いても、抗体一分子におけるビオチン数が約３個、５個、９個の３抗体が作製できた。そこで、Protein A と

同様にストレプトアビジンを修飾した磁気ビーズを作製し、ビオチン化抗体と一緒に用いて磁気ビーズアッセ

イを行った。ビオチン混入の可能性を排除するため、アッセイバッファーには 3% BSA（菌の凝集抑制効果は

試薬 A～C に比べて低い）を含む PBST を使用した。T.f.菌をアッセイバッファーに加え 10 分間ブロッキン

グした後、ビオチン化した抗体を添加した。5 分間室温で転倒混和したあと、ストレプトアビジン修飾磁気ビ

ーズを添加し、さらに室温で 10 分間転倒混和した。磁気スタンドで磁気ビーズ画分を分離し、ビーズに結合

した菌を DAPI 染色して蛍光顕微鏡で観察した。その結果、自前で調製したストレプトアビジン修飾磁気ビー

ズでは、低い回収率しか得られなかったが、市販のストレプトアビジン磁気ビーズでは、顕著に高い回収率が

得られた。少なくともビオチンを含まない検体においては、Protein A 修飾磁気ビーズと同様に、ビオチン化

抗体とストレプトアビジン修飾磁気ビーズを用いたアッセイ系も利用可能であることが分かった。 

 

4.3  唾液における非特異抑制の検討 
4.3.1  唾液を検体として使用する際の課題 

本測定機器での検体としては唾液が想定されている。唾液中におけるターゲット菌の凝集や分散の様子につ

いて詳細は不明であるが、唾液の塩濃度（導電率 = 約 5,000 S/cm）や共凝集の知見から、唾液中でも凝集

状態にあることが容易に想像される。このことは、唾液を使用する際には、ターゲット菌を分散するような何

らかの前処理が必要であることを示している。さらに、唾液の粘性や pH も検体間で大きく異なることが考え

られ、これらはアッセイの効率に影響を与える可能性が十分に考えられる。 

 

4.3.2  唾液検体における菌の分散と磁気ビーズへの非特異吸着 
唾液中に含まれる菌群を分散させるために、高速遠心によって菌成分のみを沈殿させ、ターゲット菌が分散

する条件である低塩濃度＋EDTA＋界面活性剤（以降 MET バッファーと記述）に沈殿を再懸濁させた。また、

採取した唾液中には、口腔内の粘膜上皮細胞が多く混入していたので、低速遠心により上皮細胞のみを除去し

た。菌回収のための遠心操作において、唾液をそのまま遠心し低塩濃度バッファーに再懸濁すると、チューブ

に残存した唾液成分の混入が理由で懸濁液の導電率は比較的高く安定しない。そこで、あらかじめクッション

溶液(0.2 mL)を加えたチューブに唾液溶液を重層したものを遠心することで、MET バッファー懸濁液の導電

率は安定して低く抑えられた。 

単離した菌成分の分散状態を調べるために、菌を DAPI で染色し蛍光顕微鏡で観察した結果、依然菌の凝集
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体が多く残存していた。また、この菌成分に凝集抑制剤を含んだアッセイバッファーを加えブロッキングした

後、BSA 修飾磁気ビーズを添加して抗体を介さない非特異的なビーズへの吸着を調べた。その結果、添加し

た磁気ビーズには多くの菌が非特異的に吸着しており、とくに残存している菌の凝集体や上皮細胞が積極的に

ビーズと吸着していた。これらのことから、さらに菌の分散を促進する何らかの処理が必要であることが分か

った。 

 

4.3.3  唾液のアルカリ処理による非特異抑制効果 
唾液に含まれる菌群は、菌の表面に存在するタンパク質や糖鎖を介して、互いに結合し凝集すると考えられ

ている。強いアルカリ溶液はタンパク質の変性効果があるため、菌表面のタンパク質を変性することで、菌の

分散を促進することが期待できる。そこで、様々な pH に調製したバッファーで唾液の菌成分を洗浄し菌の分

散状態を観察すると、強いアルカリ溶液では凝集体の数が減り菌の分散が促進されていた。また、磁気ビーズ

への非特異吸着も減少していた。また、強アルカリで処理した唾液菌を用いて、BSA、Protein A、Protein G’

やストレプトアビジンなどの様々なタンパク質を修飾した磁気ビーズへの非特異吸着を比較したところ、他の

ビーズに比べて Protein A と Protein G’を修飾したビーズには抗体を介さず非特異的に結合した菌が有意に多

く存在していた。これらの結果は、Protein A (G’)修飾磁気ビーズを本測定機器におけるアッセイに使用する

ことが困難であることを示している。そこで、ある程度高い回収率が達成できている T.f.菌抗体を直接修飾し

た磁気ビーズを用いて T.f.菌の検出を目指した。 

次にターゲット菌である T.f.菌へのアルカリ処理の影響を調べたところ、アルカリ処理による T.f.菌数の顕

著な減少が観察された。原因はアルカリ処理による T.f.菌の溶菌だと考えられれ、アルカリ処理の時間を短縮

することにより T.f.菌の溶菌の割合を抑えることはできたが、前処理にアルカリ処理を用いることは困難であ

ると考えられた。 

 

4.3.4  唾液検体における様々な分散処理の効果 
アルカリ処理による唾液検体の前処理が困難であったため、他の分散処理を探索、検討した。様々な試薬を

検討した結果、試薬 D で唾液を処理することによって、アルカリ処理と同等の効果が観察された。試薬 D で

処理した唾液菌では、アルカリ処理と同様に菌凝集体の分散が観察され、BSA 修飾磁気ビーズへの非特異吸

着も顕著に減少していた。 

 

4.3.5  磁気ビーズによる非特異吸収の効果 
唾液を試薬 D で処理することによって、唾液に含まれる菌を分散し磁気ビーズへの非特異吸着を大きく抑

制できたが、依然非特異吸着はゼロではなかった。唾液中の総菌に占めるターゲット菌の割合は非常に低いた

め、さらに非特異反応を抑制する必要があったため、抗体での回収前にアッセイ溶液に（抗体や Protein A な

どを修飾していない）磁気ビーズを多量に添加し、その後磁気ビーズを除去した溶液をアッセイに用いること

にした。実際に、この磁気ビーズで処理した後の溶液には、非特異の要因である菌の凝集体や粘膜上皮細胞な

どは全く見られず、その後の検出機器でも非常に低い応答に抑えられていた。 

 

4.3.6  唾液検体における T.f.菌の検出 
唾液に含まれる T.f.菌を検出するために、T.f.菌に対する試薬 D の悪影響を調べた。試薬 D で処理した T.f.

菌と処理していない T.f.菌の破砕抗原を用いて immunoblot 解析を行った。試薬 D で処理した T.f.菌の抗原は

同様に抗体と反応した。次に、処理した T.f.菌を用いて磁気ビーズアッセイを行い、T.f.菌の回収率を比較し

た結果、T.f.菌の回収率は試薬 D の処理に関わらず同等であった。したがって、試薬 D は T.f.菌に対するモノ

クローナル抗体の認識サイトに影響を与えないことが分かった。 

次に、唾液中の菌や上皮細胞を遠心によって除去した無菌唾液（唾液の液性成分のみ）を調製し、その無菌

唾液に T.f.菌を添加したものを模擬唾液として T.f.菌の検出を行った。T.f.菌の 1.4 x 105, 7.1 x 105, 2.8 x 106 

cells を無菌唾液に添加して、試薬 D 処理を含む前処理及びアッセイを行い、その後、検出系により T.f.菌量

を測定した。その結果、無菌唾液に添加した T.f.菌量に応じて、検出される測定値も増加した。そこで、その

ままの唾液（内在性の口腔内細菌や上皮細胞を含む）に T.f.菌（105～106 cells）を添加し T.f.菌の検出を行っ

たところ、無菌唾液のときと同様に、添加した T.f.菌量に依存して検出値の増加が観察された。また、その検
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出値の大きさも無菌唾液のときとほぼ一致していた。通常の唾液には、T.f.菌以外の細菌や（約 108 匹：添加

した T.f.菌の 100～1000 倍程度）や口腔内粘膜上皮細胞など多くの非特異な反応要因を含んでいる。しかし、

唾液での T.f.菌における測定結果は、今回行った前処理及びアッセイのプロトコールによって、このような非

特異反応をほぼ排除できることを示している。 

 次に、培養状態の異なる T.f.菌を用いて唾液中での T.f.菌の検出を行ったところ、T.f.菌に依存した応答が全

く検出されなかった。これらの異なる培養状態の T.f.菌は、前処理を行わずに検出すると、ほぼ同程度の応答

が観察されたことから、この T.f.菌応答の消失は前処理が原因であり、前処理に含まれる試薬 D 処理が T.f.菌

に何らかの悪影響を与えている可能性が高いと考えられた。 

唾液中に含まれる T.f.菌の状態は様々であることが予想されるので、なるべく広範な状態の T.f.菌を検出で

きる条件を検討する必要があった。そこで、非特異反応を低く抑制し、かつ T.f.菌を検出できる試薬 D の濃度

を調べた。その結果、試薬 D の濃度をある一定濃度にしたとき、比較的安定して非特異反応が低く抑えられ、

なおかつ唾液に添加した T.f.菌を検出することができた。 

 

4.3.7  臨床実験に向けての前処理及びアッセイプロトコールの最適化 
臨床実験に向けて、唾液での T.f.菌検出における再現性を向上させるために、さらに前処理及びアッセイで

のプロトコールの改良を行った。本 T.f.菌検出できわめて大切なことは、いかに再現よく非特異反応を抑制す

るかであり、その非特異反応は菌の分散度合いと上皮細胞の混入量に大きく依存している。そのために菌の分

散に大きく影響する前処理に用いるバッファーの塩濃度や pHの最適化及び上皮細胞の除去効率を上げる方法

を検討した。 

 

4.4  臨床プロトコール（前処理及びアッセイ）の妥当性確認 
前項までの様々な検討の結果から、臨床実験において実施する前処理及びアッセイ部分のプロトコールを決

定した。そこで、多数の社内被験者から採取した実唾液（10 検体）を用いて、決定した臨床プロトコールの

妥当性を確認した（図 4-2）。それぞれの唾液 0.5 mL に T.f.菌を 3.0 x 105, 6.0 x 105, 1.2 x 106 cells 添加した

サンプルと何も加えない唾液のみサンプルを用意し、すべてのサンプルを同様に前処理及びアッセイを行い

T.f.菌の検出を試みた。すべての唾液において、添加した T.f.菌の増加に応じて、測定値の上昇が見られた。

このことから、少なくとも実験に用いた 10 検体すべての唾液において、本臨床プロトコールを使用すること

で唾液中の T.f.菌を検出することができることが分かった。また、唾液 0.5 mL 中に最少 3.0 x 105 cells（6.0 x 

105 cells/mL）の T.f.菌まで検出可能であった。T.f.菌を添加していない唾液のみのサンプルにおける測定値が

実際の唾液中の T.f.菌量に相当する。その測定値は被験者間でかなりのばらつきが見られ、本臨床プロトコー

ルによって唾液の保有する T.f.菌量の違いを検出できることが明らかになった。 

T.f.菌を添加したサンプルでの測定値から唾液のみのサンプルでの測定値を引いた値は、添加した T.f.菌に

相当する検出値であると考え、それぞれの T.f.菌量における検出値を唾液間で比較した。その結果、同量の T.f.

菌に対する検出値は唾液間でばらつきが見られた。ばらつきの原因は、ベースライン（唾液のみでの測定値）

の違いに依存して添加した T.f.菌の検出値が異なる可能性や、唾液の違いに依存して試薬 D の効果が異なる可

能性などが考えられるが、詳細は不明であり原因の解明にはさらなる実験や解析が必要である。 
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図 4-2 臨床プロトコールによる実唾液での T.f.菌検出 

 社内被験者から採取した唾液 0.5 mL を用いて、T.f.菌の検出を行った。唾液に添加した

T.f.菌量に従って、T.f.菌の検出値の増加が観察された。唾液 0.5 mL 中に最少 3.0 x 105 cells

（6.0 x 105 cells/mL）の T.f.菌まで検出可能であった。唾液のみサンプルでの検出値が、唾

液中に内在した T.f.菌量に相当すると考えられ、被験者間でかなりのばらつきが見られる。 
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5. 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（測定用ディスポ ASSY） 

5.1.1 電極一体型ディスポセル（測定用ディスポ ASSY）の概要 

昨年度（平成２４年度）の成果報告書において、電極一体型ディスポセルの全体構成図案を示した（図 5-1-1）。

一定量採取した唾液を点着チャンバに封入後、所定のシーケンスにより総菌数と同定菌（ターゲット菌）数を

測定する構成であったが、各シーケンスでの詳細な検討を行うと初期構成案より複雑なシーケンスが必要であ

る事が判明した為、各シーケンスの処理精度の向上および電極一体型ディスポセルの単純化を実現する改良案

として、検体採取セット部と測定用ディスポ ASSY部の２構成に分割する事とした（図 5-1-1）。 

   
            図 5-1-1 電極一体型ディスポセル全体構成図案 

 

測定用ディスポ ASSY部の報告は 5.1 節で、検体採取セット部の報告は 5.2 節で述べる。 

測定用ディスポ ASSY の概略ブロック図を図 5-1-2 に示す。総菌数測定部と同定菌数測定部の２ブロックに大

別され、総菌数部は、主に測定液タンク（Ａ）と廃液タンク（Ｂ）と電極で構成されていて、各ブロックは流

路（図中の破線部）で繋がれている。同定菌数部は主に測定液タンク（Ｃ）と置換液①タンク（Ｄ）と置換液

②タンク（Ｅ）と廃液タンク（Ｆ）と電極で構成されていて、各ブロックは流路で繋がれている。さらに同定

菌数部は３種類の溶液を電極に送液するため、各ブロックと電極間に一方弁を３箇所配置し、溶液の逆流と混

合を防止している。 

 

検体採取セット 

測定用ディスポ 
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図 5-2 測定用ディスポのブロック図 

 

 

 

 

 

            図 5-1-2 測定用ディスポ ASSYのブロック図 
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5.1.2 電極一体型ディスポセル（測定用ディスポ ASSY）の構成 

 電極一体型ディスポセルの構成と役割を以下に示す。 

センターセル①は、総菌数用の測定液タンクと廃液タンク、菌同定用の廃液タンクが形成されている。注入タ

ンクＡ②は、置換液①タンクが、注入タンクＢ③は、菌同定用の測定液タンクと置換液②タンクが形成されて

いる。位置決めベース④は、各タンクが所定位置に配設固定されるための部品である。セルキャップ⑤は、各

タンクに溶液注入後、液モレ防止のための密閉用部品である。流路構成用透明テープ⑬、⑭、⑮は各タンクを

繋げる流路を形成するためのシールである。センターセルカバー⑥とタンクカバー⑦、⑧、⑨は各タンクを構

成するためのカバーで、密閉性を確実にするため、レーザー溶着にて接着する事とした。レーザー溶着を可能

にするため、各タンク部はレーザーの透過を防止するために黒色、各カバー部はレーザーを透過させるために

透明とした。 

 

5.1.3 各部品の仮金型作成と成形 

合計 10個の成形品、センターセル、インジェクションタンク A、インジェクションタンク B、セッティング

ベース、セルキャップ、センサーベース、センターセルカバー、タンクカバーA、タンクカバーB、タンクカバ

ーCの仮金型を作成し図面寸法通り成形することができた。なお、各２００個成形品を作成した。 

 

5.1.4 電極一体型ディスポセルのロット管理システムの最適条件の検討 

 
5.1.4.1 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）

をディスポセル生産用ロット管理システム 3-Axis CO2レーザーマーカー ML-Z9500 シリーズ（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。 

 

5.1.4.2 方法 

レーザーマーカーを使用する際、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。量産時を想定すると処理速度が重視されるため、今回処理速度を一

定にし、レーザーパワーを変更することで最適条件を決定した。 

 

5.1.4.3 結果 

条件 a ： レーザーパワー50%、タクト 1500 mm/s 

条件 b ： レーザーパワー60%、タクト 1500 mm/s 

条件 c ： レーザーパワー80%、タクト 1500 mm/s の 3条件で評価を行った。 
条件 c は、レーザーが強すぎたため 2D コードのドットが溶けて隣同士繋がっていた。一番レーザーパワー

が低い 50%でも十分にドットが確認出来ため、条件 aを最適条件とした。 

 
 
5.1.5 特殊成形品に対応する溶着方法の検討 

 
5.1.5.1 目的 

センターセル、タンク A、タンク B に、それぞれカバーを溶着する。タンクには、液体を入れる為、漏れの

ない溶着が必要になる。ここでは、密着性が高く、また溶かし代を作らないことから精度が明確な特殊成形品

対応用溶着機 LS-W150（精電舎工業株式会社製）を用いた。レーザー溶着の原理から、溶着する 2つの成形品

は一方が透明体、もう一方が不透明体であることが必須である。今回、透明な ABS 樹脂でカバーを成形し、一

方タンクを黒の ABS樹脂で成形した。 

レーザー溶着では、対象物を押さえる（物理的に固定する）為に成形品に合った治具が必要になる。そこで、

測定用ディスポ ASSY レーザー溶着試作用治具を精電舎工業株式会社に特注した。治具は、溶着が必要な大き

く 3パーツを個別に作業ができるタンク A 用、タンク B 用、センターセル用※1マスク治具・受治具と、3 パー

ツを同時にセットし効率化を図ったセンターセル・タンク AB 同時セット用受治具ベースの合計 4 個を作成し
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た。 

3 パーツを同時に作業した場合、効率は良いが圧力が一定にかからず結果として溶着が不安定になる恐れが

ある。ここでは、個別に作業ができる治具と同時に作業ができる治具のどちらが最適かを検証した。 

※1センターセルには、センターセルカバーとセルカバーCの 2箇所溶着部分がある。 

 

5.1.5.2 方法 

特注した治具をレーザー溶着機に順番にセットし、加圧具合は感熱紙を用いて評価した。 

 
5.1.5.3 結果 

 今回作製した溶着用治具を図 5-1-3に示す。左図は治具とマスク、右図は治具とマスクを重ねた状態を示し

ている。 

 

 

   

 

 

 

 

 
図 5-1-3 溶着治具 

 

 溶着治具と溶着後の感熱紙を図 5-1-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-4 条件③での溶着 

 

 図 5-1-4に示す様に、赤丸部分の加圧が足りないが、全体的に淵部分に加圧されている結果が得られた。 

 

 

5.1.6 特殊成形品に対応する溶着条件の最適化の検討 

5.1.6.1 目的 

『5.1.5 特殊成形品に対応する溶着方法の検討決定』で採用した、個別にセットし加圧する方法で溶着条件

の最適化の検討を行った。 

カバーB 
センターセルカバー 

カバーA 

カバーC 
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5.1.6.2 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

とし処理速度つまりタクトを固定とし、レーザーパワーを変更することで条件を検討した。 

 

5.1.6.3 結果 

レーザー溶着機を使用する際、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。量産時を想定すると処理速度が重視されるため、今回処理速度を一定

にし、レーザーパワーを変更することで最適条件を決定した。条件は、 
a : レーザーパワー1.3A、タクト 5 mm/s 

b : レーザーパワー1.4A、タクト 5 mm/s  

c : レーザーパワー1.5A、タクト 5 mm/s  

d : レーザーパワー1.9A、タクト 5 mm/s 

e : レーザーパワー2.0A、タクト 5 mm/s  の 5条件で行った。 

1.3A～1.6Aまでは未接着部分が目立ったが 19.A以上は確認されなかった。2.0Aでは、過剰に熱がかかりす

ぎたことによる外バリが発生したことから最適条件は 1.9Aの条件 dに決定した。 

 
5.1.7 まとめ 
  合計 10 個の成形品を組合せるディスポセルを設計、成形することができた。 

ディスポセルの表面には、量産時に刻印するロットを想定し、ディスポセル生産用ロット管理システムを用い

て印字を行い、最適条件を決定した。 

さらに、ディスポセルがもつタンクとカバーを溶着する為、特殊成形品対応用溶着 LS-W150を用いて溶着した。

この際必要となる溶着治具の作成および治具の使用組み合わせを決定することができ、溶着条件を決定するこ

とができた。 

今回作製した電極一体型ディスポセルを図 5-1-5 に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-5 電極一体型ディスポセルの完成品 
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5.2 検体採取セット 

5.2.1 検体採取セットの初期評価 

昨年度(平成２４年度)成果報告書の『5-3 検体の前処理キットの構成の検討』に記載の構成案より、図 5-2-1

に示す形状で、まず試作を行い下記の課題が判明した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-1 検体採取セット初期構成 

 

課題１．①検体採取容器の試作品は、柔らかい材料での試作が困難であることが判明。 

(光造形、粉体造形共に、PP ライク樹脂で作成した場合、主成分は PPに近い為、半透明にはなるが、硬

化剤が硬いため、柔軟性は得られない。) 

課題２．上記課題の解決には、ポリエチレン製のブロー成型をする必要が有り、その為には、仮型の作成が必

要になる。型費が高額(仮型費用：50～60万円)な為、実際に使うことが確定しないと、仮型の手配はで

きない。 

課題３．唾液を採取する場合、泡が含まれることが多く、下図の②唾液採取量の精度が悪く、測定の精度に影

響する。 

以上の理由により、検体採取セットの仮型の手配を見送ることとした。 

上記課題を解決するため、シリンジを利用し、唾液の採取量と希釈割合をシリンジのメモリで管理する方法

（図 5-2-2)を考案した。構成部品は、①唾液採取用カップ、②シリンジ、③希釈液、④キャップ、⑤夾雑物除

去用フィルタである。②シリンジには、唾液の必要量を示す目盛りと、希釈量を示す目盛りが付いている。検

体採取方法案を以下に示す。 

①唾液採取用カップに唾液を必要な量だけ採取する。 

    ↓      

②シリンジで泡を吸い込まないように、適量の目盛りまで唾液を吸い込ませる。 

   ↓ 

②シリンジで③希釈液を適量の目盛りまで吸い込ませる。 

   ↓ 

④キャップを取り付け、②シリンジを上下に揺動し懸濁する。 

（懸濁をしやすくするため、少し空気を吸い込ませる） 

   ↓ 

②シリンジの先端の④キャップを外し、⑤夾雑物除去用フィルタを取り付け、別容器へ注入することで、夾

雑物が除去できれば、測定用の検体となる。 

 

②唾液採取量 
①検体採取容器 

希釈量 

夾雑物除去用フィルタ 
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図 5-2-2 シリンジを利用した検体採取セット 

 

以上の構成で検体採取を行ったが、夾雑物除去用フィルタについて課題が生じたため（次節で述べる）、更

に新しい方法を考案する事とした。 

 
5.2.2 フィルタ法による検体採取セットの評価 

5.2.2.1 目的 

 唾液検体には口腔内菌の他にさまざまな夾雑物、口腔粘膜、上皮細胞が含まれている。第 4章に記述したよ

うに、この夾雑物、上皮細胞はターゲット菌の検出時における非特異反応の大きな原因となっているため、そ

れらを取り除く必要がある。また、唾液の導電率（塩濃度）は平均 5 mS/cm と高く、口腔内菌が凝集する傾向

にある。そこで、前処理において、唾液の夾雑物、上皮細胞を取り除き、導電率を低減した上で、口腔内菌の

みを採取しなければならない。これまでの前処理では、唾液検体を遠心処理することによって夾雑物や上皮細

胞の除去やバッファ置換を行っていた（第 4章参照）ため、非常に煩雑な操作と時間を要していた。ここでは、

より簡便で短時間な前処理方法を開発することを目的としてフィルタ法を検討した。 

 

5.2.2.2 フィルタ法による前処理 

 フィルタ法とはまず、シリンジにて、菌液（検体＆バッファ）を回収し、フィルタに菌をトラップする。そ

の後、導電率を低減するため、シリンジ、フィルタ部を導電率の低い洗浄バッファにて洗浄後、導電率の低い

回収バッファにて菌を回収する。 

 

5.2.2.3 フィルタ法による導電率低減確認 

 フィルタ法により口腔内菌を回収した際の導電率が低減できているか実験にて確認した。フィルタは GF フ

②シリンジ 

⑤夾雑物除去用 

フィルタ 

 

③希釈液 

①唾液採取カップ 

④キャップ 

① 唾液採取カップ 

で唾液を採取する 

唾液の液面が 

この線になる 

まで吸い込む 

③希釈液を液面が 

この線になるまで 

吸い込む 

③希釈液 

懸濁しやすいように 

少し空気を吸い込む 

先端に④キャップをする 

上下に揺動し、 

懸濁する 

測定のため別容器へ注入 

先端の④キャップを外し、 

⑤夾雑物除去用フィルタ 

を付ける 



 

45 

ィルタのポアサイズ 3 種類（0.7μm、1.0μm、1.2μm）にて確認したが、全て導電率を低減することができた。 

 

5.2.2.4 フィルタ法による菌回収確認 

 フィルタ法により回収した際の菌回収率を実験にて確認した。菌数測定方法として、第一世代細菌カウンタ 

DU-AA01NP-H を用いて測定、培養法にて測定の 2種類で確認した。また、フィルタとしては GFフィルタのポア

サイズ 0.7μm、1.0μm、1.2μmの 3 種類にて確認した。 

GF フィルタを用いた場合、第一世代細菌カウンタ DU-AA01NP-Hの測定、培養法の測定共に菌の回収率が非

常に低かった。原因として、GFフィルタ ポアサイズ 0.7μm では、GFフィルタの繊維内に菌が埋もれ、菌回

収率が下がっていると思われる。GF フィルタ ポアサイズ 1.0μm、1.2μm では、フィルタトラップ時、トラ

ップできていない菌および、GF フィルタの繊維内に菌が埋もれていることにより、菌回収率が下がっていると

思われる。よってフィルタは繊維状になっておらず、ポアサイズが 0.7μm以下を使用することが望ましいと

思われる。 

 

5.2.2.5 ポリカボネートフィルタによるフィルタ法の検討 

 GFフィルタにてフィルタ法を実施した際、フィルタ繊維に菌が埋もれ、トラップされたまま回収することが

できなかった。また、ポアサイズとして、1.0μm以上では菌トラップ時、トラップされず菌がフィルタを抜け

る可能性がある。そこで、ポリカボネートフィルタ、ポアサイズ 0.6μm を用いて菌（大腸菌および、唾液）

の回収率を確認した。検体として大腸菌を用いた場合の結果は、GF フィルタに比べ回収率が上がったが、回収

率のバラツキが多かった。バラツキ要因としては、トラップ時に大腸菌がフィルタのポア部分にトラップされ

た場合回収されるが、その他の部分にトラップされた場合、回収されにくくなることおよび、測定器のバラツ

キが考えられる。 

次に検体として唾液を用いた場合の結果は、フィルタトラップ時にフィルタが目詰まりし、検体&バッファ

を排出することができなかった。その原因としては、唾液の粘性、上皮細胞、菌によりフィルタが目詰まりし

ている可能性がある。 

 

5.2.2.6 ポリカボネートフィルタ目詰まり原因検討 

  ポリカボネートフィルタを用いて唾液にてフィルタ法を実施した場合、フィルタの目詰まりが発生し、菌液

をシリンジから排出することができなかった。そこで、その目詰まりの原因を特定し、対応できるか検討する。

考えられる原因としては下記のとおりである。 

 原因１・唾液粘性による目詰まり 

 原因２・唾液の夾雑物、上皮細胞による目詰まり 

 原因３・口腔内菌による目詰まり 

・唾液粘性除去検討 

  唾液分散処理 

    バッファを 1×PBS から粘性除去試薬に変更して唾液粘性を取り除き、フィルタ法を実施した。 

    結果としては、バッファ変更のみではフィルタトラップ時において検体&バッファを排出することが

できなかった。 

  ピペッタによる粘性除去 

    ピペッタにて唾液を出し入れすることにより、物理的に唾液の粘性をとり、バッファは粘性除去試薬

を使用してフィルタ法を実施した。 

    結果としては、バッファ変更、ピペッタによる粘性除去ではフィルタトラップ時において検体&バッ

ファを排出することができなかった。 

  以上のことより、唾液粘性のみがフィルタの目詰まりの原因ではない。 

 

・唾液の夾雑物、上皮細胞除去検討 

 メッシュフィルタにてプレフィルタリングを実施することにより、夾雑物、上皮細胞を除去し、フィルタ法

を実施した。また、フィルタ法で使用するフィルタのポア数を増やすことを目的にφ13mm とφ25mm の両方の

フィルタにて確認した。 

プレフィルタにてフィルタリング後、フィルタ法にて確認した結果、φ13mm のポリカボネートフィルタでは、
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目詰まりしプレフィルタの効果はなかった。φ25mmのポリカボネートフィルタでは 4～5回中 1回目詰まりせ

ず、検体&バッファを排出することができたが、目詰まりすることがあり、プレフィルタの効果はほとんどな

いと考えられる。 

 顕微鏡にてプレフィルタ後の液を確認したところ、プレフィルタ後においても 10μm 以上の上皮細胞が多数

残っており、上皮細胞がポリカボネートフィルタを目詰まりさせている原因の一つと考えられる。 

そこで、ナイロンネットフィルタ後にポリカボネートフィルタ Size=5.0μm を用いてプレフィルタリングを

実施したが、唾液の上皮細胞の量により、プレフィルタにて目詰まりすることがあり、プレフィルタとしてポ

リカボネートフィルタ Size=5.0μmを使用することはできない。 

・口腔内菌による目詰まり検討 

 フィルタ法による唾液検体のフィルタ目詰まりの原因として口腔内菌の量に応じて目詰まりしている可能

性がある。ポリカボネートフィルタのフィルタリングにおいて、ポア数以上の菌を通す場合、目詰まりする可

能性があることより、フィルタのポア数（ポアの占める割合をフィルタ全体の 1/10 と想定）からφ13mmのフ

ィルタでは 1.77x107以上、φ25mmのフィルタでは 1.06x108以上の菌数で目詰まりする可能性がある。 

次に大腸菌を用いて、菌数に応じて目詰まりするか実験にて確認した。φ13mmのフィルタでは 108CFU台で

目詰まりし、φ25mmのフィルタでは 109CFU 台で目詰まりした。 

以上より、口腔内菌の菌数 108以上でフィルタを目詰まりさせる可能性がある。 

 

5.2.2.7 考察 

 GFフィルタを使用してフィルタ法にて前処理を実施した場合、菌回収率が悪いため、GF フィルタのような

繊維状のフィルタを使用して前処理を実施できない。 

また、ポリカボネートフィルタを使用してフィルタ法にて前処理を実施した場合、フィルタトラップ時、

108CFU 台でフィルタが目詰まりすること、プレフィルタにて完全に上皮細胞を取り除くことができないため、

唾液検体でフィルタ法を実施した場合、フィルタが目詰まりする可能性がある。よって、ポリカボネートフィ

ルタを使用したフィルタ法で前処理を実施することは難しい。 

 以上のことより、今回の臨床において前処理としてフィルタ法を用いることはできないと判断する。 

 今後の検討として、フィルタ法を用いる場合、夾雑物および、上皮細胞を完全に取り除いた上で、径の大き

なポリカボネートフィルタを用いることによりフィルタ法での前処理可能となるかもしれない。そのため、夾

雑物および、上皮細胞を完全に取り除く手段、菌によるフィルタの目詰まりの対策を今後検討していく必要が

ある。 

 

 

5.3 測定機器本体の機能部品 

5.3.1 概要 

平成 24年度に作成した基本動作用の回路基板(以下、WS1と呼ぶ)、および、後述(測定器本体の構成)で説

明する部品の試作手配を行い、機能検討用の測定器本体 7 台と、送液機能搭載の測定器本体 4 台を作成する

とともに、試作を行った電極一体型ディスポセル(測定用ディスポ ASSY)を用いて、実際に電極一体型ディス

ポセル(測定用ディスポ ASSY)を装着して測定が行えるように測定条件の最適化を行った。 

その結果を基に、上記送液機能搭載の測定器本体 4台の内、3台を外装カバー付きの形状にし、臨床評価向

けの測定器本体とし、臨床実験を実施した。 

 

5.3.2 測定器本体の構成 

開発効率を考慮し、既に作成済みの WS1の回路基板を使用し、測定器の構成を検討する方法に決定した。 

測定器本体の上部に、① 測定用ディスポ ASSYが装着可能な配置とし、① 測定用ディスポ ASSY に対し、信号

の接続用の② 接点部が開閉可能な状態で配置されている。正面には、③ 液晶/タッチパネルが配置され、こ

の部分で測定の操作を行う。背面には、電源の供給を行う④ DC IN、⑤ 電源 SW、パソコン等との接続用の⑥ USB

端子が配置されている。 

 

5.3.3 構成部品の説明 
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5.3.3.1 機器本体と電極一体型ディスポセルとの接続部 

 ① CONNECTOR UNIT は、② 測定用ディスポ ASSYを測定器本体に装着し、測定用の空気圧を供給するための

接続部である。その接続部は、③ CONNECTOR 上端の勘合部に④ O RING が装着されており、気密性を確保して

いる。③ CONNECTOR は、⑤ CONNECTOR HOLDER により、⑥ CONNECTOR BASE に保持され、電磁バルブからの

空気圧を測定用ディスポ ASSY へ供給する構造になっている 

 

5.3.3.2 測定器内部構成 

① 電磁バルブ、② 中継基板、③ マグネット動作ユニット、④ マイクロブロア、⑤ 回路基板ユニット、

⑥ 液晶/タッチパネル等の主要部品が、⑦ B V ANGLE、⑧ CONNECTOR ANGLE、⑨ LCD FRAME により配置されて

いる。⑩ SCREW BASE は、前記図 5-3-3の CONNECTOR UNIT を支持するための部品である。 

 

5.3.3.3 マグネット動作ユニット 

① マグネット動作ユニットは② MAGNET FRAME の上部に、③ 中継基板を装備しており、④ 接点部への配線

を容易にしている。マグネットの動作方法は、⑤ マグネットを設置した⑥ MAGNET BASE が、⑦ MAGNET HOLDER

のシャフトに揺動可能に支持され、② MAGNET FRAME の下部に設置された、⑦ ソレノイドの動作に伴い、上下

に動く構造になっている 

 

5.3.3.4 空気圧の配管部 

空気圧の配管については、① マイクロブロアを 2 個直列に接続した後で分岐し、②電磁バルブと圧力センサ

ーに接続する。その後、④ CONNECTOR を経由し、⑤ 測定用ディスポ ASSYへ供給する構造とした。 

 

 

5.3.4 臨床試験時の構成 

臨床試験に際し、前記 5.3.3.4 の① マイクロブロアの性能が不十分であることが判明し、市販のシリンジ

ポンプに置き換える必要が生じ、外部よりエア供給を行った。臨床試験時の構成を図 5-3-1に示す。 

なお、シリンジポンプは、送液機能搭載の測定器本体 4 台に対し準備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-1 臨床試験時の構成 

 

 

 

 

 

測定用ディスポ ASSY 

ドアユニット(接点部) シリンジポンプ 

測定器本体 

シリンジ 
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6. 測定機器・電極チップの開発 
 

6.1 測定機器のハードウェア開発 

6.1.1 ハードウェア概要 

 昨年度の報告にあるように、昨年度の試作装置は、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）のメイン基板回路を流用して、重要な基本機能である交流電圧発生とインピ

ーダンス検出動作及び高感度化手法である、EPA-DEPIM の測定動作を実現した。今回は昨年度の試作装置をベ

ースに量産化を見据えたユーザインターフェース、流路駆動回路、センサ回路などから成る測定機器を開発し

た。本測定機器は、総菌数測定に加えて同定菌数も測定可能な機器である。図 6-1-1 に試作装置の外観、図 6-1-2

に装置機能ブロック図を示す。 

 

 
図 6-1-1 試作装置の外観 

 

 
図 6-1-2 装置機能ブロック図 

Barcode 

Printer 
AC アダプタ 

測定セル 

測定機器本体 

タッチパネル 

シリンジポンプ 
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 測定セルへ測定対象のサンプルや試薬液を充填後、測定機器本体へ装着する。測定セルのサンプル液や試薬

液の各チャンバと測定機器との間は空気を送るチューブとパイプ等で接続しており、空気の圧力を用いて送液

を行っている。総菌数測定時の送液用の空気圧力源としてはブロア型のポンプを採用し、空気経路の途中に電

磁弁を挟んで送液のオン／オフを行っている。同定菌数測定時の送液用の空気圧力源としてはシリンジポンプ

を採用し、空気経路の途中に電磁弁を挟んで空気経路の切換えることで送液する液を切換えている。この送液

時の空気圧力を圧力センサで検出し、送液状態をモニタリングしている。同定菌数測定時は磁気ビーズが抗原

抗体結合した特定の同定菌を磁石で濃縮するが、その際の濃縮のオン／オフはプランジャで磁石を上下させる

ことで切換える。また、測定セルの電極とはプローブピンで電気的に接続してＤＥＰＩＭ方式、もしくはＥＰ

Ａ－ＤＥＰＩＭ方式による測定を行い、細菌数を検出している。これらの一連の測定はＬＣＤタッチパネルに

表示され、その表示ボタンにタッチすることで操作できる。 

 オプションの外部接続機器として、バーコードスキャナやプリンタをＵＳＢ接続でき、検体ＩＤ等の読取や

測定結果の印字ができるような構成になっている。また、ＰＣ（パソコン）をＵＳＢ接続することで測定機器

内部の設定変更や詳細な測定データの取得を行っている。 

 
 
6.1.2 測定系回路 

 

交流電圧発生とインピーダンス検出動作を行う測定系ブロック図の概略説明を行う。測定系回路は、同定菌

測定用信号処理回路と総菌数測定用信号処理回路で構成される。総菌数測定用信号処理回路は、既に商品化さ

れている細菌カウンタと同一構成である。同定菌測定用信号処理回路は、高電圧の EPA パルスを電極に印加す

るために、出力アンプと IV アンプに高電源電圧対応のオペアンプ ICを用い、高電圧ドライブ回路とリミッタ

回路を総菌数測定用信号処理回路に追加した構成となっている。高電圧ドライブ回路は、30Vpp を越えるパル

スを出力できるオペアンプ IC がないため、高耐圧トランジスタを用いたオペアンプ回路を設計した。 

 信号の流れとしては、集菌信号用ラダー出力より交流電圧を発生し、測定信号用ラダー出力よりインピーダ

ンス検出信号を発生し、それら各電圧またはそれらの重畳加算された信号を電極に印加する。IVアンプによっ

て電流値に変換し、フィルタによりインピーダンスを検出するために不要な信号を分離し、ADコンバータで検

出する。FPGAでは、位相検波演算を行い、電極に流れる電流の大きさと位相を算出し、マイコンによって電極

のインピーダンスを求め、補正、検量線演算などを行うことにより、最終的に細菌数を求めることとなる。 

 測定系回路の性能評価結果として、目標仕様を満たす波形が確認できている。 

 実際の電極の等価回路として、極力温度特性が小さい精密抵抗と精密コンデンサを並列に接続したダミー電

極（以下標準負荷と呼ぶ）を作成し、そのインピーダンスを測定し評価を行った。 

 総菌用電極の代わりに、前記標準負荷を接続し、総菌数測定条件でインピーダンス検出を行った。菌数を算

出する指標はキャパシタンス値の傾きであり、標準負荷を接続した場合の測定機器回路系のキャパシタンス値

傾きは菌検出時の傾きと比べ十分小さく問題なかった。また、コンダクタンス、キャパシタンス値は、接続し

た標準負荷の値と比較してともに問題なく、インピーダンス値の検出性能が十分であることが確認された。ま

た、測定機器４台で合計２０回測定した時のキャパシタンス値傾きの平均値は十分小さく、再現性についても

問題ないことが確認された。 

 次に、菌同定用電極の代わりに、前記標準負荷を接続し、同定菌数測定条件で誘電泳動のための電圧印加時

（集菌時）のインピーダンス検出を行った。標準負荷を接続した場合の集菌時の測定機器回路系のキャパシタ

ンス値傾きは十分小さく問題なかった。またコンダクタンス、キャパシタンス値は、接続した標準負荷の値と

比較してともに問題なく、インピーダンス値の検出性能が十分であることが確認された。また、測定機器４台

で合計２０回測定した時のキャパシタンス値傾きの平均値は十分小さく、再現性についても問題ないことが確

認された。 

 最後に、菌同定用電極の代わりに、前記標準負荷を接続し、同定菌数測定条件で EPAパルスを印加した前

後のインピーダンス検出を行った。標準負荷を接続した場合の EPAパルス印加時のコンダクタンス値は、印加

後に変動がなく、コンダクタンス値も問題がないため、インピーダンス検出性能が十分であることが確認され

た。また、測定機器４台で、合計２０回測定した時のパルス印加直後のコンダクタンスから直前のコンダクタ

ンスを引いた GTPの平均値は十分小さく、再現性についても問題ないことが確認された。 
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6.2 測定機器のソフトウェア仕様（測定シーケンス） 

6.2.1 測定動作概要 

 測定を行う際には、検体を注入した電極一体型ディスポセルを測定機器へセットした後にタッチパネルで測

定機器を操作する。図６－２－１にタッチパネルの表示イメージを示す。 

 

 

 
a) 電源 ON後、初期表示 

 

 
b) 測定動作選択表示 

 

 
c) 測定動作中の表示 

図６－２－１ タッチパネルの表示イメージ 

図６－２－１に示すように、電源 ON 後にはタッチパネルへ「a) 電源 ON 後、初期表示」のように表示される

ので、測定を行う際は「測定」ボタンをタッチする。「測定」ボタンをタッチすると「b) 測定動作選択表示」

へ切り換わるので、総菌数測定時は「DEPIM 測定」ボタンをタッチ、検出対象菌数測定時は「EPA 測定」ボタ

中 止 

測定中 ・・・ 

Ｃ１ 

１０ 

８ 秒経過 

GA=12.3456[uS]  CA=34.5678[pF] 

戻 る 

患者 ID 入力 DEPIM 測定 

EPA 測定 

履 歴 

設 定 

バージョン 

 

測 定 
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ンをタッチする。測定中は「c) 測定動作中の表示」のように表示され、測定が完了すると「b) 測定動作選択

表示」へと戻る。測定データは測定機器の内蔵メモリに保存されており、パソコンを USB 接続してデータを取

り出し、解析を行うことができる。 

 総菌数測定時、及び検出対象菌測定時の測定機器の各動作シーケンスはソフトウェアで制御している。これ

らの動作シーケンスについて次に述べる。 

 

6.2.2 総菌数測定 

 図６－２－２に、総菌数測定動作フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２－２ 総菌数測定動作フロー 

 

上記フローにおける各ステップでの処理内容について述べる。 

１）大気開放（ポンプ停止状態） 

 ポンプを停止した状態でポンプと圧力センサとを開放する電磁弁を開け、圧力センサで大気圧を測定して

ポンプ圧力測定の基準値を取得する。 

 

２）ポンプスタート 

 ポンプをスタートし、ポンプ圧力が安定するのを待つ。圧力安定を待ってから次のステップへ移行する。 

 

３）送液開始／電磁弁［開］ 

 ポンプと電極一体型ディスポセルとを接続する電磁弁を開けて送液を開始する。検体液の始端が電極を通

過して廃液チャンバに到達するまでは送液状態が安定しない。送液が安定するのを待ってから次のステップ

へ移行する。 

 

４）ＤＥＰＩＭ測定 

 誘電泳動力で細菌を櫛歯電極上に集めながら、集まった細菌量をインピーダンスで測定する。キャパシタ

ンス傾きΔＣ（ｆＦ／ｓｅｃ）を測定し総菌数測定値とする。 

１）大気開放(ポンプ停止状態) 

圧力測定(大気圧：基準) 

検体注入済測定セルを測定機器へセット 

２）ポンプスタート 

ポンプ圧力安定待ち 

３）送液開始／電磁弁[開] 

送液安定待ち 

４）DEPIM 測定 

ΔＣ(傾き)検出 

５）残液送出 

６）測定完了 
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５）残液送出 

 残った検体を最後まで廃液タンクに送液する。 

 

６）測定完了 

 ポンプを停止、電磁弁を全てオフ、圧力センサ測定停止、ＤＥＰＩＭ測定(電極への電圧印加)、の全てを

停止して初期状態へ戻る。 

 

6.2.3 検出対象菌数測定 

 図６－２－３に、検出対象菌数測定動作フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２－３ 検出対象菌数測定動作フロー 

 

 

上記フローにおける各ステップでの処理内容について述べる。 

１）液充填 

 サンプル液、リリース液、検出液を順次、電極流路へ気泡が混入しないように充填する。電極流路や各液

間の境界に気泡が残って、次ステップ以降の送液時に気泡が櫛歯電極上を通過してしまうと、磁気濃縮状態

が気泡で破壊されて流出したり、櫛歯インピーダンス測定値へ影響を与えたりするため、気泡の混入が無い

状態で充填する必要がある。 

 

２）磁気濃縮 

１）液充填 

サンプル液、リリース液、検出液を流路に充填 

検体注入済測定セルを測定機器へセット 

２）磁気濃縮 

サンプル液を送液、磁石で磁気ビーズ・菌濃縮 

３）リリース液置換 

この後の DEP集菌のため、導電率を低減 

４）リリース 

磁石リリース、DEP 集菌 

５）検出液置換 

この後の EPAのため、さらに導電率を低減 

６）EPA測定 

液停止後、安定待ちし、EPA 動作 

７）測定完了 
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 サンプル液を送液し、櫛歯電極上流部で磁石にて磁気ビーズが結合した検出対象菌を捕捉して濃縮する。 

 

３）リリース液置換 

 リリース液を送液し、櫛歯電極流路中の導電率を下げる。これは、次ステップのリリースにおいて櫛歯電

極への集菌量を多くするためである。 

 

４）リリース 

 プランジャ機構により磁気濃縮用の磁石を電極流路より遠ざけて磁気ビーズが結合した検出対象菌をリ

リースすると共に、櫛歯電極に交流信号を印加して誘電泳動力で検出対象菌を櫛歯電極上へと集めながら、

集まった検出対象菌量をモニタするためインピーダンス測定を並行して行う。 

 

５）検出液置換 

 検出液を送液し、櫛歯電極流路中の導電率をさらに下げる。これは、次ステップのＥＰＡ測定において信

号量を大きくするためである。櫛歯電極付近の溶液導電率が低ければ低いほど、ＥＰＡによる高電圧パルス

印加時に細菌の細胞膜破壊に起因するコンダクタンス変化を明瞭に測定することが可能になる。 

 

６）ＥＰＡ測定 

 検出液を完全に停止させ、櫛歯電極へＥＰＡパルスを印加して細菌の細胞膜を破壊すると共に、ＥＰＡパ

ルス印加前後のコンダクタンス差ＧＴＰを測定し、検出対象菌数測定値とする。 

 

７）測定完了 

 ポンプを停止、電磁弁を全てオフ、圧力センサ測定停止、磁気濃縮磁石用プランジャをオフ、ＥＰＡ測定

(電極への電圧印加)、の全てを停止して初期状態へ戻る。 

 
 
6.3 電極チップの開発 

6.3.1 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。図６－３－１に DEPIM法で使用する薄膜電極パター

ンの模式図を示す。100nm 程度の金属薄膜による電極パターンがガラスや樹脂などの絶縁基板上に形成されて

いる。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。細菌を電極にトラップする誘電泳動力は、電界強度に依存して強くなるため、両極の電極間の

距離（ギャップ長と呼ぶ）が感度や精度を決める上で重要なパラメータとなる。すなわち、同じ電圧を印加し

た時、ギャップ長が短いほど細菌をトラップする誘電泳動力を強くすることができ、感度の向上が期待できる。

また、製造上、ギャップ長のバラツキが小さいほど、センサ毎の応答バラツキが小さくなる。もう一つの重要

なパラメータは、電極が対向する部分の長さ（Ｆｉｎｇｅｒ長と呼ぶ）である。Ｆｉｎｇｅｒ長が長ければト

ラップできる細菌の数が多くなるため、検出感度上有利になる傾向にあるが、長すぎると電極インピーダンス

が低下し、検出回路側の負荷が大きくなるため、両者のバランスを考えた設計が必要である。 
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ギャップ長

ピッチ長

櫛歯長（＝櫛歯一本あたりの長さ）

接続端子 接続端子

電極チップ

レーザー描画で導体が除去

された部分
 

図６－３－１ DEPIM 法に用いる電極チップの模式図 

 

6.3.2 櫛歯電極部寸法の最適化 

 電極素子としてのインピーダンス特性検討の為に、櫛歯本数、ピッチ長およびギャップ長を変化させたサン

プル電極を作製し、溶液導電率を２～５５μＳ／ｃｍの範囲で変化させて、ＮＦ社製周波数分析器ＦＲＡ５０

９７を用いて、Cole-Cole Plot（以下、ＣＣＰ）の計測を実施した。 

総菌数側検波周波数である１００ｋＨｚでのコンダクタンス値（ＧＡ値と呼ぶ）、容量値（ＣＡ値と呼ぶ）

と同定側検波周波数である３２ｋＨｚでのＧＡ値、ＣＡ値を各サンプル電極に対して比較した結果、Finger

長が長くなる、もしくは溶液導電率が高くなるほどＧＡ値、ＣＡ値ともに大きくなる事が確認された。Pitch

長が長くなると同様にＣＡ値ＧＡ値ともに大きくなるが、Finger 長の変化によるＣＡ値、ＧＡ値の変化よりも

変化量が少ない事が確認された。 

また検波周波数に関係なく、ＣＡ値およびＧＡ値は一定となるべきなのだが、ＣＡ値は検波周波数が３００

ｋＨｚ以下、且つ導電率が１０μＳ／ｃｍ以上になると、Ｆｉｎｇｅｒ長およびＰｉｔｃｈ長に関係なく高い

検波周波数領域のＣＡ値と比較して大きな値を示し、ＧＡ値は検波周波数が１００ｋＨｚ以下、且つ導電率が

３０μＳ／ｃｍ以上になると、Ｆｉｎｇｅｒ長およびＰｉｔｃｈ長に関係なく高い検波周波数領域のＧＡ値と

比較して大きな値を示す。これは、検波周波数が低くなると、ワールブルクインピーダンスの影響で、抵抗と

容量の並列回路を仮定した半円から外れる為と考えられる。 

以上の事から、総菌側はＣＡ値の変化から菌数を算出するため、検波周波数は、３００ｋＨｚ以上に変更す

るか、溶液導電率を１０μＳ／ｃｍ以下に抑制する必要がある。また同定側はＧＡ値の変化から菌数を算出す

るため、溶液導電率を１０μＳ／ｃｍ以下に抑制する必要がある。 

流路幅に対する櫛歯一本あたりの長さを検討した結果、溶液中に浸漬している櫛歯部がＤＥＰＩＭ計測にお

ける有効なＦｉｎｇｅｒ長であることが確認された。 

この際、総菌数測定の場合、流路に対する櫛歯長は、菌応答にほとんど影響を与えていないことが確認され

た。一方、同定菌測定では、流路に対する櫛歯長が長いほど菌応答が向上しているので、櫛歯長は流路幅以上

とする。 

最後に、本事業で導入した加工機（設備名 キーエンス製印字マーカー、型番 ＭＤ－Ｔ１０００／１０１

０）を用いて、臨床実験に用いる電極（以下、臨床用電極）を作製した。 

この際に、パターン描画時に発生するパラジウム等の導電性異物が、パターン描画後の電極櫛歯部に付着した

り、描画前のパラジウムシート上に付着することで、櫛歯部のパラジウムを加工時に昇華させることが出来ず

に、櫛歯部の絶縁不良を発生していると推測される。 

今後は、量産に向けて、ブロー、バキューム等のパターン描画時に発生するパラジウム等の粉塵除去機能の

最適化およびレーザー加工条件の見直しが必要である。 
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6.4 送液評価 

 送液に求められる要件は、ディスポセルに設けられたタンクに注入された検体液を、流路上にある菌をトラ

ップするための櫛歯電極を経て廃液タンクまで送ることである。更に検出対象菌数測定においては、送液中に、

流路内で一旦検体液に含まれる検出対象菌を保持させた状態で、２回のバッファ置換を所望の流速で行う必要

がある。また、流路内に気泡を混入させずに送液を行わなければならない。なぜなら、流路内の気泡が、検体

を保持している箇所を通過した場合、磁気濃縮状態の崩壊あるいは櫛歯電極のインピーダンス測定値への影響

があり、菌数測定ができない状態になる。 

これを回避するために、検体をディスポセルに注入してから、測定に入る前にディスポセル内を溶液で充填

させる工程を設けている。 

 図６－４－１に示す構成で評価を行った。検出対象菌数測定流路では、液置換を行うため異なる液が入った

タンク３つが電極のある同一流路に配管されている。各タンクには逆流を防ぐための逆止弁(チェックバルブ)

を配置している。チェックバルブはシリコン弁を用いたものを使用した。 

ポンプとしては、マイクロブロアおよびシリンジポンプを使用し、電磁弁の開閉により送液制御を行った。

マイクロブロアは、セラミックスの超音波振動を応用して「空気ポンプ」として動作させる構造設計を行い、

高い空気吐出圧を実現させた小型な送風デバイスである。 

ディスポセル

置換液タンク
Release buffer

Micro

Blower

検出対象菌
数測定
廃液タンク

総菌数測定
廃液タンク

総菌数測定タンク
Sample buffer

電磁弁

Syringe

pump
圧力センサ

チェックバルブ

検出対象菌
数測定タンク
Sample buffer

置換液タンク
Detect buffer

櫛歯電極

 
 

図６－４－１ 送液構成 
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・マイクロブロアの出力評価 

マイクロブロアを図６－４－２のように接続し、圧力(空気吐出圧)-周波数特性を調べた。 

分岐点

マイクロブロア

圧力センサ

クリップ

※シリコンチューブ

 
図６－４－２ マイクロブロア 圧力測定 

 

 

その結果、駆動周波数によって、得られる圧力が変化することが分かった。  

そこで、マイクロブロアの周波数等を制御することにより、送液に必要な圧力を得る回路構成とした。 

 

・送液時の圧力測定 

今回作成したディスポセルで送液に必要な圧力を把握するために、まずは各タンクから廃液タンクまでの流

路での圧力損失を調べた。方法としては、未使用のディスポセル５０個に溶液を入れていない空の状態で、シ

リンジポンプを動作させて各タンクでの圧力損失を測定した。 

 測定の結果、総菌数測定流路のタンクは、ほとんど損失がなく、ほぼ一定の値であったのに対して、検出対

象菌数測定流路の各タンクでは、値にばらつきが発生していることがわかった。そこで、その要因を探るため、

総菌数測定流路と検出対象菌数測定流路の違いとしてあるチェックバルブの有無に注目し、異なる値を示した

ディスポセルに使用しているチェックバルブを交換し、再度測定を行った。結果、値に変化があったため、デ

ィスポセルの流路高さや幅などのばらつきではなく、チェックバルブの特性に起因していることが分かった。

チェックバルブのシリコン弁の開放に必要な圧力損失に個体差があり、このような結果になったと考えられる。 

 

・液充填評価 

流路内に気泡を混入させずに送液できるシリンジポンプの送液設定値について、未使用、すなわち溶液を一

度も流していないディスポセルを用いて調べた。今回のディスポセルでは溶液が一度流れた流路を乾燥させる

などして、完全にもとの状態に戻すことが困難であった。この流路の初期状態の違いにより、流れ方に差異で

出る懸念があった為、このような方法を採用した。 

方法としては、検出対象菌数測定廃液タンクから一番遠く離れた検出対象菌数測定タンクのサンプルバッフ

ァから順次、リリースバッファ、検出バッファと各タンクに、送液が行えるように電磁弁を切替、圧力がかか

るようにし、流路内を液で充填させて、気泡の有無を確認し、気泡の混入が無い最適な送液設定値を求めた。 

 

・コンダクタンス測定による送液評価 

検出対象菌数測定流路でバッファ置換が行えているかを櫛歯電極のコンダクタンスを測定することで確認し

た。方法としては、導電率が異なり、測定されるコンダクタンス値の異なる溶液を各タンクにそれぞれ注入し、

シリンジポンプより測定シーケンスに合わせて各タンクから送液し、櫛歯電極上のコンダクタンスを測定した。 
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 測定シーケンスに合わせて、シリンジポンプおよび電磁弁が正常に制御動作することにより、送液が行われ、

櫛歯電極上のコンダクタンスの値が変化し、バッファ置換が行えていることが確認できた。 

 
6.5 細菌測定評価 

6.5.1 総菌数測定 

総菌数は、櫛歯電極部に捕集された菌による単位時間当たりのキャパシタンス変化量（Ｃ傾きと呼ぶ）から算

出する。 

 Ｃ傾きは、検出流路内に設置された櫛歯電極に供給される菌溶液の流速に大きく影響を受ける。まず流速と

２０秒間のＣ傾きの関係を確認した。その結果、図６－５－１に示すように、ポンプレート ４００ｍｌ／Ｈ

ｒで総液した際にもっとも大きなＣ傾きが得られることが確認された。 

しかしながら、総菌数測定の際に注入される菌溶液量は、２．５ｍｌであるために、溶液は約２２秒で全量

櫛歯電極上を通過する。一方、菌溶液を流路中に注入を開始してから、櫛歯電極部全体が菌溶液に浸漬し、一

定の速度で送液されるまでに５秒以上必要となる。菌応答を検出するために、一定の速度で送液されている状

態で、２０秒間のＣ傾きを計測する必要がある。またポンプレートが一定の場合、流路厚みのばらつき、流路

の表面状態により、流速は大きく変化するために、ポンプレートは１００ｍｌ／Ｈｒとする。 

PumpRateとC傾きの関係
（流量 4.0ml固定）
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図６－５－１ ポンプレートとＣ傾き、およびＣ変化量の関係 
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 次に臨床用測定機器および電極一体型ディスポセルを用いた検討を実施した。 

測定結果を図６－５－２に示す。細菌カウンターと比較して、若干応答傾きは減少しているが、口腔内菌換算

で３．２ｘ１０４（ｃｆｕ／ｍｌ）までは、１桁精度で測定可能であり、要求仕様を満足している。 

 

　　　　　　　　　　　溶液導電率5uS/cm時の大腸菌の応答
注１）BAC1で測定後、BAC1カップから2.5ml抽出して、BAC2で測定しています。
注２）BAC2-WS1K_FW Ver 0.00.21-2  03, 07 （MicroBlower使用）
注３）金型修正前プレート　by 両面テープ＋Oct-30作製 W4F8電極
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図６－５－２ 溶液導電率 ５ｕＳ／ｃｍ時の菌応答 

 

次に新品の電極一体型ディスポセルを用いて無菌溶液を測定した際、溶液が櫛歯電極に浸漬してから５秒以

内に、流路に起因する異常応答（特にＧＡ値）が発生することを確認した。しかしながら応答測定は、溶液が

櫛歯電極部に浸漬してから５秒後から２０秒間の変化量から算出しているために、応答に影響を与えない事を

確認した。 

最後に検体の前処理として、回収液にＴｒｉｓを添加すると、応答傾きのバラツキが大きくなる事が確認さ

れた。また菌溶液をプロテアーゼ処理（プロテアーゼとの混合、遠心分離、上澄み回収後に希釈）した際、約

０．２桁菌応答が低下している事が確認された。以上の事から、前処理を実施する際に、溶液中には、Ｔｒｉ

ｓは添加させない事とし、総菌数測定用の菌溶液に対して、プロテアーゼ処理は実施しない事とする。 

 

6.5.2 T.f.菌数測定 

 磁気ビーズ法を利用した抗体 DEPIM 法における T.f.菌の検出について、試作装置を用いた評価を行った。検

体として液体培養した T.f.菌を用い、任意の濃度に調整した。実験条件は、唾液サンプルの処理プロトコルに

準じるが、前処理は省略し、ブロッキングは実施、非特異除去は省略し、抗体ビーズ反応は実施、ビーズ洗浄

は省略してサンプル液置換のみ実施した。より詳細には、ローテーターにてアッセイバッファでブロッキング

後、T.f.菌抗体修飾磁気ビーズを添加してローテーターにて抗原抗体反応を行い、磁石スタンドで磁気濃縮後

にサンプルバッファへ置換した。測定のシーケンスは第６章「６－２－３ 検出対象菌数測定」の通りに動作

させて、試作装置２台（E set および K set）を用いて測定を実施した。 

図６－５－７にその測定結果を示す。T.f.菌 104 cells 前半以上の菌数で定量的な応答を得られた。この結果

により、開発した試作装置は 104 cells 前半以上の T.f.菌数で検出可能であり目標とする 104cells に対してわ

ずかに未達であるが、有意に T.f.菌が多い検体は検出可能である。 
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図６－５－７ 試作装置を用いた T.f菌の計測結果 

 

6.6 安全性評価 

6.6.1 火災・感電・傷害 

 安全性確保の為、試作装置１台を用いて、以下の対策と試験を行った。 

① 延焼対策 

⇒故障時、発火源として可能性の有る電気回路部品を実装した回路基板を不燃材料(金属板)で覆っている。

此れにより機器外部へ延焼の恐れのない構造とした。 

② 感電対策 

⇒商用電源（ＡＣ１００Ｖ）からの電源供給は、ＡＣアダプタを用いて低電圧変換された電圧（ＤＣ１２Ｖ）

で機器本体へ供給する外部電源構成とした。此れにより機器本体動作電圧は感電の恐れのない危険電圧未

満（ＡＣ３０Ｖ未満又はＤＣ４５Ｖ未満：電気用品安全法技術基準より）であり、操作による接触頻度の

高い本体の安全性を高めた。商用電源で直接動作するＡＣアダプタは公的試験機関で安全評価を行い電気

用品安全法に適合した安全性レベルの高いものを使用している。 

③ 傷害対策（怪我） 

⇒人体接触可能部分（操作部含めた機器全体）はシャープエッジ等無く、怪我の恐れのない構造とした。 

④ 傷害対策（やけど） 

⇒機器自身の発熱による表面温度上昇で機器操作（接触時）に低温やけどの恐れのない表面温度となってい

る。 

以下は、実温度確認の為に行った試験である。 

（温度上昇試験） 

目的： 

機器操作（接触）時のやけど防止の為、機器表面温度が低温やけどの恐れのない温度であることを確認す

る。 

試験方法： 

機器電源スイッチＯＮ後放置＆測定中に外郭表面温度を確認する。 

判定基準： 

低温やけどの恐れのない温度未満のこと。 （接触継続時間１０秒未満で判定） 

～ 以下、欧州規格ＥＮ５６３「接触可能な表面の温度」より ～ 
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・金属部温度５５℃未満（at３５℃） 

・樹脂部温度規格７０℃未満（at３５℃） 

試験結果： 

判定基準内であり、問題なし 

・金属部温度５５℃未満（at３５℃）に対し、 

最大温度は機器本体 USB 金属部       ４８．７℃（at３５℃） → 問題なし 

・樹脂部温度規格７０℃未満（at３５℃）に対し、 

最大温度は ACアダプタ外装表面(天面樹脂部)５０．８℃（at３５℃） → 問題なし 

 

 試験時の設置状況を図６－６－１に示す。 

 
図６－６－１ 試験風景 

 

参考資料： 

参考として、外郭部熱画像（サーモビュワーによる温度分布）を図６－６－２に示す。 

矢印（赤色）は温度上昇試験を行った時の最大温度箇所（樹脂部と金属部）である。 

                

    
図６－６－２ 外郭部熱画像 

 

AC アダプタ外装表面 

（天面樹脂部） 

機器本体ＵＳＢ金属部 

(FRONT VIEW) 

機器本体 

AC アダプタ 

(REAR VIEW) 
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6.6.2 不要輻射 

 機器から発生する不要輻射（電磁放射妨害、雑音端子妨害）により他（機器、人等）への干渉が起こらない

レベル（法規制値以下）としている。 

以下は不要輻射レベルを確認した結果である。 

（確認結果） 

① 不要輻射（電磁放射妨害、周波数範囲：３０ＭＨｚ～１ＧＨｚ）レベルの確認 

機器から発生する電磁波妨害による、他（機器、人等）への干渉が起こらないレベルであることを確認する。

判定は、商工業環境での規格（ＣＩＳＰＲ ＣｌａｓｓＡ）で行った。 

結果：規格レベルに対しワースト部分周波数(１２９．８ＭＨｚ)で１７．５ｄＢ以上マージン有り 

 → 問題なし 

② 不要輻射（雑音端子妨害、周波数範囲：１５０ＫＨｚ～３０ＭＨｚ）レベルの確認 

機器から発生する電源からの伝導性雑音による、他（機器、人等）への干渉が起こらないレベルであることを

確認する。判定は、商工業環境での規格（ＣＩＳＰＲ ＣｌａｓｓＡ）で行った。 

結果：規格レベルに対しワースト部分周波数(８．８６ＭＨｚ)で１９．０ｄＢ以上マージン有り 

 → 問題なし 

 

測定時の機器設置状況を図６－６－３，図６－６－４に示す。 

 

 

 
図６－６－３ 不要輻射（電磁放射妨害）測定風景 

 

 

 
図６－６－４ 不要輻射（雑音端子妨害）測定風景 
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7. 測定機器及び電極一体型ディスポセルの臨床評価 
 

7.1 緒言 

歯周病は，主にプラークバイオフィルムにより引き起こされ，歯を支持する組織の破壊を伴う炎症性疾患で

ある（Pihlstrom ら, 2005）。プラークバイオフィルム中の歯周病原細菌の存在は，歯周病の発症・進行のリス

クを増加させることが示されている（Haffajee and Socransky 1994）。日本歯周病学会は歯周病原細菌に関す

る検査（培養，遺伝子定量，血中抗体価測定，病原菌酵素活性測定など）の意義について，歯周基本治療にお

ける薬物治療（経口投与，ポケット内投与）の選択基準，歯周外科治療の必要性，治癒の判定を決定する際の

重要項目と位置づけている（日本歯周病学会 2010）。チェアサイドで実施可能な細菌検査により歯周ポケット

内の実際の病原細菌の検出状況を判断し，その結果に基づき治療方針の決定，治療効果の判定を行うことの有

用性は予測される状況にある。しかし，簡便かつ効果的な歯周病原細菌の検査方法およびそのエビデンスは十

分とは言えない。 

Porphyromonas gingivalisおよびTannerella forsythiaは代表的な歯周病原細菌として知られている（Teles 

et al., 2006）。本事業では、これらの特異抗原をチェアサイドで検出し，菌の定量も可能とする測定装置を開

発している。 今回の臨床研究は，採取した唾液サンプルから本測定装置を使用し T. forsythia の検出を試み，

従来の細菌検査法と比較検討した。さらに細菌の検出結果と歯周病の進行程度との関連について検討した。 

 

7.2 材料および方法 

本研究は，新規測定装置による歯周病原細菌検査方法の有効性を評価する症例観察研究とした。 

7.2.1 抗体 DEPIM 法を使用した測定装置 

本歯周病原菌測定装置は，誘電泳動インピーダンス計測（Dielectrophoretic Impedance Measurement: 

DEPIM）法を用いた総細菌数測定装置（Hamada et al., 2010）（DU-AA01NP-H，パナソニックヘルスケア

株式会社，東京）をベースとしている。DEPIM 法は，液体中の細菌を誘電泳動力を利用して微細な電極上に

捕捉（集菌）し，電極間のインピーダンス変化を計測することで液体中の細菌数を定量する。今回の測定装置

は，この総細菌数測定装置の技術をベースに，抗原抗体反応を組み合わせることにより歯周病原菌を特定し，

菌数の定量測定を可能とするものである。 

今回の臨床研究では，本事業で開発した測定装置（以下，抗体 DEPIM 装置）を使用し，歯周病原細菌 T. 

forsythia に対する抗体を細菌に結合させることにより，電極に捕捉し検出を試みた。 

7.2.2 被験者 

被験者は東京歯科大学千葉病院（施設１），水道橋病院保存科 (施設 2)に来院し，慢性歯周炎（日本歯周病

学会 2008）と診断された 20 歳以上の者を歯周炎群とした。歯周炎群は，初診またはサポーティブペリオド

ンタルセラピー（SPT）中の者とした。歯周組織が健常または軽度歯肉炎と判断された患者またはボランティ

アを健常・歯肉炎群とした。 

次の除外基準を設定した：（１）重篤でコントロールされていない基礎疾患（糖尿病，脂質異常症，心血管

系疾患，骨粗鬆症，自己免疫疾患，その他）を有する者 （２）喫煙者 

（３）3 ヶ月以内に抗菌薬の服用がある者 （４）6 ヶ月以内に歯周治療を受けた者（初診患者の場合 （５）
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その他担当歯科医師が不適切と判断したもの 

7.2.3 倫理的配慮 

本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て実施した（No. 494，平成 25 年 10 月 15 日）。同意説明文書

および口頭による十分な説明を行い，患者の自由意思による同意を得た。  

被験者への同意説明を開始する前に  UMIN 臨床試験登録システム（UMIN-CTR）  に登録を行った

（UMIN000012181）。 

7.2.4 臨床試験の方法 

 臨床試験の流れを図 7-1 に示す。 

（１）歯周組織検査 

初回来院時に次の項目を含む歯周組織検査を行った：①プロービングデプス（PD）；Williams プローブを

使用し 20～25g 圧で 6 点法により計測し，1 mm 単位で記録した。②プロービング時の出血（BOP）；プロー

ビング時の出血の有無を 6 点法で記載した。③臨床的アタッチメントレベル（CAL）；PD 値にセメント-エナ

メル境（CEJ）からの歯肉退縮量を合計する間接法により，1 mm 単位で記録した。④口腔清掃状態；O'Leary

プラークコントロールレコード（PCR）を使用した。これらの測定結果は記録用紙に記録を行った。 

（２）細菌検査 

被験者の 2 回目の来院時（Visit 2）に，唾液を検体とした細菌検査を行った。あらかじめ初回来院時に，次

回まで洗口剤は使用しないこと，検査当日のブラッシングは避けることについて指導した。検体はガムベース

をかむことによる刺激唾液とし，1.5 ml 以上をスピッツに採取した。採取した唾液は 0.5 ml ずつ分注し，1

本目のチューブはただちに本検査機器による測定に供した。2 本目のチューブは，PCR-Invader 法を用いた歯

周病原細菌検査のため，検査会社（BML, 東京）に送付した。3 本目のチューブは，－80℃で保管後，Eubacteria

と T. forsythia をターゲットとしたリアルタイム PCR 法（RT-PCR）に供した。 

7.2.5 データ解析 

 データ解析は以下の項目について東京歯科大学所属の研究者が行った。 

（１）主要評価項目  

ベースラインにおける健常・歯肉炎群，歯周炎群の抗体 DEPIM 装置による菌量レベル差異と，従

PCR-Invader 法および RT-PCR 法の結果との比較を行った。 

（２）副次的評価項目  

歯周病の重症度と菌数レベルの関係を比較・検討するため，（１）で得られた検査結果と次の歯周パラメー

ターとの関連性を検討した：平均 PD (mm)，PD4 mm 以上の部位率（％），BOP 部位率（％），平均 CAL（mm）。 

（３）統計学的解析 

  健常・歯肉炎群と歯周炎群における総菌数，T. forsythia の検出結果の差は Mann-Whitney U test を使用し

解析した。抗体 DEPIM 装置の検査結果と PCR-Invader 法，RT-PCR 法との相関関係，臨床パラメーターと

の相関関係の解析には，Spearman 順位相関係数を使用した。統計ソフトは InStat 3.10 (GraphPad Software, La 

Jolla, CA, USA)を使用した。 
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7.3 結果 

（１）被験者の概要 

基準を満たし，研究参加に同意した合計 20 名を対象とした。被験者の概要と臨床データを表 7-1 に示す。 

（２）抗体 DEPIM 装置による総菌数および T. forsythia の検出 

 抗体 DEPIM 装置による検出の結果，総菌数，T. forsythia の値のいずれにおいても，健常・歯肉炎群より

歯周炎群の数値のほうが有意に高かった。 

（３）抗体 DEPIM 装置と PCR-Invader 法，RT-PCR 法との比較 

抗体 DEPIM 装置による総菌数の検出結果と PCR-Invader 法，RT-PCR 法による結果との関係について検

討した結果，総菌数において，抗体 DEPIM 装置と PCR-Invader 法との間には統計学的に有意な正の相関関

係が認められた。抗体 DEPIM 装置と RT-PCR 法との間には強い正の相関関係が認められた。 

抗体 DEPIM 装置による T. forsythia の検出結果と PCR-Invader 法，RT-PCR 法の結果との関係について

検討した結果，抗体 DEPIM 装置と PCR-Invader 法，RT-PCR 法との間に有意な相関関係が認められた 

（４）T. forsythia の検出と歯周パラメーターとの関連 

T. forsythia の検出結果と全被験者の歯周パラメーターとの関係について，検討した結果，抗体 DEPIM 装

置による値と PD 4 mm 以上の部位率と平均 CAL との間に弱い相関関係の傾向が示されたものの，統計学的

に有意ではなかった。一方，PCR-Invader 法と各歯周パラメーターとの間には有意な中等度の相関関係が認

められた。RT-PCR は，BOP(％)との間には有意差は認められなかったが，他の項目との間には有意な相関関

係が見出された。 

（５）他の歯周病原細菌の検出と歯周パラメーターとの関連 

他の歯周病原細菌の検出結果（PCR-Invader 法による）と歯周パラメーターとの関連についても検討した。

A. actinomycetemcomitans は検出が 1 例のみだったため，除外した。P. intermedia および P. gingivalis の検

出コピー数と，検討した歯周パラメーター項目すべてとの間に有意な相関関係が認められた。 T. denticola に

おいては，PD4 mm 以上の部位率および CAL との間に相関関係が認められた。 

 

7.4 考察 

 今回供試した抗体 DEPIM 装置による唾液サンプル中の総菌数および T. forsythia の検出値は，健常・歯肉

炎群と比較し，歯周炎群で有意に高い値を示した。T. forsythia や P. gingivalis は歯周炎患者の歯肉縁下プラ

ークバイオフィルムの主要な細菌であることが報告されている（Abiko Y et al., 2010）。 我々の以前の研究

（Tomita et al., 2013）においても，歯周組織が健康状態にある者の歯肉縁下プラークからは T. forsythia は

検出されなかったが，慢性歯周炎患者では 85％という高頻度で検出されている。本測定装置は開発中であり，

結果は菌数では得られないため，単純な比較は困難である。結果を解釈するうえで，被験者数が少ないことや

男女差に加えて，今回の歯周炎群には異なる治療ステージの患者が混在していたことも注意すべきである。今

後，測定下限の設定を含めて検出菌数については検討が必要である。 

今回，総菌数での相関関係の検討では，抗体 DEPIM 装置と PCR-Invader 法，RT-PCR 法いずれの方法と

の間にも強い相関があった。T. forsythia の検出結果もこれらの方法との間に相関性があったことは，臨床応

用を検討するうえで評価できると思われた。 
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 歯周病原細菌は偏性嫌気性菌が主体であるため，一般的には歯周ポケットが深くなるほど，歯周組織の破壊

が進むほどこれらの菌は多く存在し，唾液中の細菌数にも反映されることが推察される。我々の以前の研究

（Tomita et al., 2013）においても P. gingivalis や T. forsythia の RT-PCR 法による検出と PD, CAL との間

には有意な正の相関関係があることを報告している。今回の測定装置による T. forsythia の検出結果と被験者

の歯周パラメーターとの関係について検討したところ，統計学的には有意ではなかったが，PD4 mm 以上の

部位率や CALとの間には相関傾向が示された。これらを考え合わせると，抗体 DEPIM装置による T. forsythia

の検出は，従来法に近い程度で歯周病の病態や進行度を判断する一助となる可能性が示された。 

今後は装置に改良を加え，より多くの被験者の検体を使用し，歯周病の病態との関連について様々な交絡因

子も配慮し，解析を行っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 臨床試験の流れ 

 

 

 

表 7-1 被験者の概要と臨床パラメーター 

 

項目 被検者合計 健常・歯肉炎群 歯周炎群 

性別 

 男性 

 女性 

 

10 

10 

 

   5 

   0 

 

5 

10 

年齢* 56.0 ± 13.5  43.2 ± 13.1 60.3 ± 10.6 

歯数* 24.1 ± 4.2  27.8 ± 1.3 22.8 ± 4.1 

PD（mm）* 2.80 ± 0.82  2.21 ± 0.20 2.99 ± 0.85 

PD > 4 mm (%)* 16.7 ± 19.0  0.62 ± 0.56 22.1 ± 19.1 

BOP (%)* 21.3 ± 22.4  4.58 ± 4.51 26.8 ± 23.2 

CAL (mm)* 3.32 ± 1.06  2.28 ± 0.17 3.67 ± 1.00 

*平均 ± 標準偏差（SD） 

 

 

歯周炎群 

健常・歯肉炎群 

ベースライン 

スクリーニング 

説明・同意 

サンプリング 

サンプリング 

Visit 2 

唾液採取 

細菌検査 

歯周組織検査 抗体 DEPIM 装置 PCR-Invader RT-PCR 
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8. 全体総括（委託事業の振り返り） 
 

(1) 当初目標達成度に関する自己評価 
 

(a) 当初目標（委託事業初年度開始時） 
歯科における QOL の向上を目指し、歯を失う主因であり全身疾患との関連も指摘される歯周病の予防を効

果的に行うため、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事業化を目指した研究開発

を行う。 

 

(b) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 

 

自己評価理由 

ターゲット市場に関し、本事業期間内での調査により、インプラント市場および糖尿病内科での新たなニー

ズを確認し、ターゲット市場を広げた。一方、技術開発面で若干の計画遅れが生じており、事業終了後に継続

的に課題解決を行う。 

① 歯科におけるインプラント市場での用途 
歯科でのインプラント治療におけるインプラント埋入前後のインプラント周囲粘膜炎やインプラント周囲

炎の原因菌である A.a.菌の感染リスク把握に対する歯科医のニーズに対応する価値を新たに見出し、A.a.菌に

対する抗体の開発を追加で行った。 

② 医科における糖尿病内科での用途 
 糖尿病や動脈硬化と歯周病原菌との関連性が明らかになりつつあり、糖尿病内科での歯周病迅速検査に関し、

東京都や愛媛県のクリニックから問い合わせがあり新たなニーズを確認した。 

③ 臨床試験開始が当初予定より約 3 ヶ月遅延 
安定した測定精度を実現する技術確立に時間を要したため、臨床試験開始が平成 25 年 10 月から、平成 26

年 1 月開始に遅延した。 

④ P.g.菌対応および前処理自動化対応の遅れ 
P.g.菌の検出感度アップの要素技術を開発したが、検出セルへの組み込みが未完成である。また、検体内の

夾雑物除去や抗体反応を促進する前処理の機器および検査セルへの搭載が未完成である。 

 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 
 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 歯科領域におけるニーズへの対応 
変更前 職域等における歯科検診での使用を中心とした市場を想定 

変更後 歯科系大学を中心とした研究用途向け非医療機器としてスタート。順次、薬事取得し、歯科クリニ

ックにおける重症患者のリスク評価や、インプラント患者管理のニーズに対応。 

 

国内の歯周病検査に関する市場状況を精査した結果、予防に対する歯周病検査の保険適用がない現状におい

ては職域等における歯科健診事業の早期立ち上げは困難と判断した。一方、投資回収を前倒しするため、まず

は歯科系大学の研究用途向けや歯周病予防に先進的に取り組む歯科クリニックを想定顧客とした非医療機器

として販売を開始する。研究用途でのエビデンス蓄積を行いながら、並行して薬事申請を行い、医療機器とし

て販売を開始し、(1)一般歯科医師を顧客とした歯周病リスク検査、(2)インプラント治療者を対象とした術前・

術後のメンテナンスにおける検査、のニーズに対応することとした。その後、歯周病原菌検査の認知が進んだ

段階で、職域等における集団検診項目へ導入する。 
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② 医科歯科連携における将来的なニーズへの対応 
変更前 当初、想定していない市場。 

変更後 医科歯科連携のツールとして、医科における簡易歯周病リスク検査機器としてのニーズに対応。 

 

糖尿病や動脈硬化と歯周病原菌との関連性が明らかになりつつあり、将来的にエビデンスレベルの高い研究

が行われ、これら全身疾患の予防に歯周病原菌検査が有用であることが明確になることが想定される。これに

より、医科で歯周病原菌検査を行い、歯科へ患者紹介する医科歯科連携のニーズが高まった段階で、内科系病

院への販売を行う。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 機器スペック 
変更前 検出対象の歯周病原菌として、主要な原因菌 2 菌種（P.g.菌、T.f.菌）に対応。 

変更後 インプラント治療者におけるメンテナンスニーズに応えるため、A.a.菌を検出対象として追加。 

 

歯科でのインプラント治療が普及するとともに、インプラント治療者の予後経過における、インプラント周

囲粘膜炎やインプラント周囲炎が問題となってきている。インプラント周囲粘膜炎を予防することでインプラ

ント周囲炎への発症が防止できるといわれているが、インプラント周囲炎や侵襲性歯周炎は A.a.菌が要因とい

われており、インプラント治療の術前・術後のメンテナンスにおける検査ニーズに対応するため、検出対象菌

として A.a.菌を追加した。 

 

② ビジネスモデル 
変更前 歯科医院（予防）、歯科健診事業者を顧客としていた。 

変更後 上記に加えて、インプラント治療を行っている歯科医院および糖尿病内科クリニックを顧客に加え

た。 

 

(c) 事業化体制 

① 国内販売体制 
変更

前 

計画当初、歯科分野における販売会社としてパナソニックデンタル株式会社を想定していた。 

変更

後 

医科およびバイオサイエンス分野における販売会社として、バイオメディカ営業統括グルー

プも活用する。 

 

パナソニックと三洋電機との吸収合併により、歯科分野に加えて、医科およびバイオサイエンス分野での商

品販売が出来る体制が整った。 

② 海外販売体制 
変更前 欧米において販売会社が存在しなかった。 

変更後 パナソニック ヘルスケア ノースアメリカ社およびパナソニック バイオメディカル セールス ヨ

ーロッパ有限会社が設立され、海外での販売体制が出来た。 

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 測定方式およびプロセスの確立 
臨床使用で要求される検出感度等の性能を満たすために、測定方式の改善を行う必要があった。また、改善

した測定方式を検出セルに組み込むための技術開発に時間を要した。 

② 検体唾液中の細菌検出阻害要因への対応 
唾液中に多量に含まれる検出対象以外の細菌の影響を排除する技術開発、および、粘性成分など抗原抗体反

応を阻害する混入物質の影響を排除する技術開発に時間を要した。 
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③ 口腔内細菌特有の問題への対応 
検出対象である P.g.菌が電気的に他の菌種と異なる性能を有することが本事業期間内に判明し、検出感度改

善のための方式開発に時間を要した。 

 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
 

(a) 薬事面 
指摘事項 臨床実験のプロトコル作成においては、早めに PMDA へ相談するようアドバイスを受けた 

 

PMDA への相談に先立ち、医療機器センターへ相談した結果、まずは既に歯周病学会ガイドラインで認知

されている測定法である 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こととした。 

 

(b) 技術・評価面 
指摘事項 臨床実験において、従来の検査法である歯周組織検査を行う際、歯周ポケット測定時のバラツキについての指摘を受けた。 

 

これに対応するため、臨床実験のフィールドである東京歯科大学と協議し、臨床実験実施マニュアルに歯周

ポケット測定時の圧力値を明記し、バラツキを極力排除することとした。 

 

(c) 知財面 
指摘事項 海外展開を視野に入れ、海外特許対応が必要との指摘を受けた。 

 

本事業の成果として、抗体反応と、独自の電気的細菌検出技術である DEPIM 法を組合せた新検出法に関す

る国内特許出願を完了（発明の名称：微生物数測定装置、および、それを用いた微生物数測定方法、出願番号：

2013-222638）しており、今後、同出願の海外展開を予定している。 

 

(d) 事業化面 
指摘事項 糖尿病内科など、歯科以外のニーズへの対応のアドバイスを受けた。 

 

糖尿病内科クリニック等へのヒアリングを行い、今後の販売展開の予定に反映した。 

 

(e) その他全般 
指摘事項 想定顧客を明確化するようにアドバイスを受けた。 

 

具体的な顧客および利用シーンを想定して、事業性の検討を行った。 

 

 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
検査セルのマイクロ流路設計が重要な要素技術であるが、再委託先にマイクロ流路設計を得意とする事業者

を加えることができなかった。そのような開発体制をとることで、検査セルをより小型化や迅速化にできる可

能性がある。 

(b) 事業の進め方 
検査セルにおける抗原抗体反応および、非特異反応抑制といった生化学技術が重要な要素技術であるが、生

化学技術者の人員リソースの確保を早期に行うことでより効率的な開発を行うことが出来たと考えられる。 

(c) その他 
今回のプロジェクト担当として、経済産業省の委託事業の経験がほとんどなく、契約書類や確定検査等の手
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続きが不慣れな点もあり、関係各位に多大なご迷惑をおかけする場面もあった。また、有識者委員会等のレビ

ューにおいては親身かつご丁寧なご指導をいただき、試作機の開発ならびに臨床実験の実施まで行うことが出

来ました。これも一重に関係各位のご指導のお陰と存じます。ありがとうございました。 

 
 


