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高精度・高効率な新規歯周病診断装置の開発

H23-048

(株)エコジェノミクス、(株)ジーンネット、(株)ジーシー、

Class Ⅰ

九州工大、九州歯科大、ほか

歯周病は細菌感染によって生じる炎症で、患者は600万人以上存在し、糖尿病、狭心症や
心筋梗塞等の全身疾患とも関係がある。
3種類の検査項目対応チップ

現在の歯周病診断法は術者によってばらつきがある
 歯周ポケットに針を刺し、深さの測定から
診断するため、術者により結果がばらつく。
 臨床現場での簡便な検査法が望まれている。
3種の検査項目：「歯周病原菌の種類と数」、
「病原菌が産出する歯肉分解酵素の量」、
「歯周組織の炎症物質の量」を測定。

サンプルを垂らす

これ1台で3項目全ての数値を読み取り

治療時間、治療期間、費用負担を削減可能
 3種の項目を電気化学的に検出するチップと装置を開発。
 この装置によって炎症が激しい急性期か、炎症が
抑えられているか、病原菌数が減少したか、などの
診断・治療効果を簡便かつ迅速に把握できる。

セット

数十分で結果を表示

環境・バイオの研究開発型企業が集結
 エコジェノミクスが持つDNAマイクロアレイ製品の作製技術と、
ジーンネットが持つDNAや抗体等のバイオ製品の研究開発
ノウハウを活かし、検出項目の最適条件化を遂行。
■エコジェノミクス（福岡県久留米市、資本金2.7億円、従業員数11名）
■ジーンネット（福岡県福岡市、資本金1000万円、従業員数18名）

H31年度に上市予定
国内1,200名の歯周病専門医、
認定医を中心に事業展開

機密性○

コンソーシアム

臨床評価実施機関
（株）アイム
読取り装置・ソフトウェアの開発、試作
医療機関
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九州歯科大学
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研究機関

九州工業大学
PL

•臨床評価
•臨床エビデンスの構築
•開発機器の導入・普及

東京医科歯科大学
昭和大学
鹿児島大学
大阪歯科大学
医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

•基盤研究
•技術シーズの提供
•有効性、安定性等の検証

助言
承認

相談
申請

製造販売業「13B1X00155」

（株）ジーシー

医工連携支援機関・研究機関

公益財団法人北九州
産業学術推進機構

•システム開発
•製品化・事業化
•薬事・市場化を見据えた
他機関への助言

事業管理機関

事業管理

販売

中
製造業「予定」

中

製造業「予定」

（株）ジーンネット

（株）エコジェノミクス

•ペプチド、抗体プローブ、
チップの開発、供給

• ゲノム・遺伝子解析用プロー
ブ、 DNAチップの開発、供給

顧客（国内、海外）

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 研究背景
現在の主要な歯周病診断法は、目視、プラーク付着検査、動揺度検査（ピンセットで歯のぐらつきを確認）、
歯周病ポケットの深さ測定（測深プローブ（針)をポケットに挿入）であり、何れも歯科医師の手技に頼った主観
的判断であり、定性的な測定を通院ごとに行っている。そのため、①疾患の進行度に応じた治療法が施され
ていない（例えば、難治性歯周炎や若年性歯周炎では、歯を残すより抜歯して他の治療法を考えなければな
らない症例） ②現行検査法に対する患者の信頼性が低く、患者自身のケア意識が低い、という課題がある。
近年、歯周病が全身疾患（動脈硬化・心臓病、骨粗鬆症、肺炎（誤嚥性肺炎）、糖尿病、肥満・高脂血症、
早期低体重児出産など)の原因となっていることが明らかになってきた。しかし、慢性全身疾患の要因は多岐
にわたるため、歯周病との関連メカニズムを解明し、的確な予防的診断を行うためには、多種類の生体分子
の測定が必要となり、現在の技術では時間とコストが障壁となり、実現できていない。
そこで、①的確かつ科学的根拠に基づいた ②歯科の臨床現場（チェアサイド）で使用可能な ③装置・ラ
ンニングともに低コストでコンパクト、簡便で、多種類の生体分子を迅速に検出する「定量的歯周病総合診断
システムの開発」が求められている。

1.1.2 研究目的
歯周病は糖尿病や動脈硬化等の全身疾患に関与しているが、従来の歯周病診断は歯科医が病態を主観
的に評価するだけで、医科領域につなげる検査方法が確立されていない。そこで、定量的な歯周病診断に関
係すると期待されている歯周病原因菌叢、歯周組織破壊酵素、炎症性メディエータを簡易に測定するために
電気化学的バイオチップと専用読取りデバイスを新規に開発する。この実用化によって歯周病態の定量的可
視化をチェアサイドで実現し、治療成績向上と全身疾患予防へ寄与する。国内の歯周病患者は 600 万人以上
存在する。本事業で開発した検査システムを H31 年度に上市、国内 1200 名の歯周病専門医、認定医に向け
て事業展開を目指す。

1.1.3 研究目標・研究実施内容
①歯周組織破壊酵素検出システム開発
①-1 プローブの設計・合成（(株)ジーンネット、九州工業大学）
歯周病原因菌の一つであるジンジバリス菌が産生する歯周組織破壊酵素のうち、ジンジパインに
ついて、ペプチドプローブ末端の固定化官能基を最適化し、分子構造を決定する。さらに他の歯周病
関連破壊酵素についてもプローブ設計と合成を行う。これらのプローブ設計を九州工業大学が行い、
合成と精製を(株)ジーンネットが行う。
①-2 検出チップの構築（九州工業大学、(株)ジーンネット）
九州工業大学において 10 電極チップを用いて、ペプチド固定化電極の安定性評価を行う。現在、
4℃で 3 ヶ月安定であることを確認しており、常温での供給を目指し、25℃における安定性評価を行う。
さらに、(株)ジーンネットと共同で、ジンジパインを検出できるシステムの最適化と評価を行う。
②歯周病原因菌叢検出システム開発
②-1 プローブの設計・合成（(株)エコジェノミクス）
H24 年度設計・評価した PCR プライマーを用いて、サンプル中における歯周病関連菌の量と存在
比の定量的な検出を行う。RT-PCR と電気化学的手法によって歯周病関連菌の分析を行い、シーケ
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ンスによって整合性を判断する。これらを繰り返し、電気化学測定用プローブ配列のさらなる最適化
を図る。歯周病菌＋常在菌で 5 菌種程度の遺伝子検出を行い、電極チップへの展開を図る。
②-2 検出チップの構築（(株)エコジェノミクス、九州工業大学）
九州工業大学にて電気化学的検出チップ構築のため、電極チップに菌叢解析用のプローブを固定
化し、その安定性評価を行う。九州歯科大学から提供された患者サンプルを用い、九州工業大学の
指導の下、(株)エコジェノミクスが迅速・最適化のため、サンプル調整の条件検討を行う。
②-3 病原菌の統計解析（(株)エコジェノミクス）
得られたデータを統計処理し、歯周病原因菌叢を解析する手法を確立する。具体的には、多検体
からの菌叢解析データを各種分析法、及び文献から得ることで、サンプル間において比較統計学的
に「歯周病/歯周病予備軍/健常」のしきい値を検討する。
③炎症性メディエータ検出システム開発
③-1 抗体の合成・評価（九州工業大学、(株)ジーンネット、九州歯科大学）
これまで電気化学的エライザ(Membrane-based microwave-mediated electrochemical ELISA, MM
eELISA)を開発し、臨床サンプルにおいて炎症性メディエータである TNF-αの検出を可能にした。
H25 年度は IL-1β, IL-6 等、他の炎症性メディエータ検出に拡張するため、抗体、抗原を獲得する。
③-2 電気化学的エライザシステムの構築（九州工業大学、(株)ジーシー、(株)ジーンネット）
MM eELISA による TNF-αの高感度検出技術を基に、九州工業大学の指導の下、(株)ジーンネッ
トが提供する抗体を用いて、(株)ジーシーが検出の簡略化を図り、MM eELISA で利用するメンブレン、
チップおよびホルダ等の作成方法等を改良する。
④歯周病総合診断装置の開発
④-1 チップの試作（九州工業大学）
外部機関にて臨床データ収集に使用するため、Ｈ24 年度までの検討で仕様が確定した電極チップ
に検査プローブを固定化した検査チップを必要数量作成し供給する。
④-2 チップの品質評価・改良（(株)ジーシー）
電極チップにペプチドプローブや DNA プローブを固定化した検査チップの安定性評価を行う。
④-3 装置・ソフトウェアの試作・改良（(株)ジーシー、九州工業大学、九州歯科大学）
各機関にて、検査システムのユーザーテストを行い、結果をフィードバックしてソフトウェアを改良し
ユーザビリティの向上を図る。九州歯科大学の臨床的指導の下、(株)ジーシーと九州工業大学が共
同で装置の改良、試作を行う。
⑤臨床試験データの取得
⑤-1 ターゲットモデルサンプルの作成（九州歯科大学）
Ｈ24 年度に引き続き、九州歯科大学が、インフォームドコンセントを得た歯周病関連試料を各機関
へ提供する。
⑤-2 臨床検体採取方法の検討（九州歯科大学、九州工業大学）
本事業で開発する検査は、一般の歯科クリニックで広く利用されることを目的としているため、患者
に苦痛を与えない非侵襲的、かつ短時間でサンプルを採取する方法として、縁上プラーク、うがい液、
縁下プラーク、歯肉溝浸出液からサンプルを採取し、これらの適用可能検査の関係を検討する。九
州歯科大学と九州工業大学が共同で検討し確立する。
⑤-3 前臨床試験（九州歯科大学、九州工業大学、(株)ジーンネット、(株)エコジェノミクス、(株)ジーシー）
九州歯科大学において、既存の方法で蓄積された歯周組織破壊酵素、歯周病原因菌叢、炎症性
メディエータのデータと、本事業によって開発された手法で採取したデータとを比較し、性能評価を行
う。また、少なくとも 4 機関の他大学に協力を仰ぎ、本事業で開発したチップ、装置を利用して、システ
ム全体の評価を行う。ここで得られた評価結果を各検討グループにフィードバックし、チップ、装置の
改良を行う。得られた知見を知財化するため、技術調査、及び特許出願を行う。
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1.2 事業実施（研究開発）体制
本事業を実施する研究組織の全体像を図 1.2-1 に示す。また、事業管理機関の管理体制を図 1.2-2 に、再
委託先の管理体制を図 1.2-3 に示す。

図 1.2-1

研究組織全体像

理事長
副理事長
専務理事

産学連携統括ｾﾝﾀｰ

事業推進部
（業務管理者）

産学連携統括センター参与

半導体技術ｾﾝﾀｰ
ｶｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ
ロボット開発支援部
専務理事

ｷｬﾝﾊﾟｽ運営ｾﾝﾀｰ
図 1.2-2

中小企業支援ｾﾝﾀｰ

事業管理機関の管理体制
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（経理担当者）
事業管理担当課長

図 1.2-3
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1.3 成果概要
1.3.1 開発製品「歯周病診断装置」
【訴求ポイント】
歯周病は今や国民病とも呼ばれ、糖尿病等の全身疾患への関与も認識されつつあるが、現在の診断法は
歯科医の主観による病態の定性的評価のみで、医学との連携が議論できる状況に無く、身体全体の健康と
の関連付けが充分ではなかった。本事業では参加中小企業の DNA マイクロアレイ作成技術・抗体作成技術
等により、電気化学的バイオチップによる各種要因の定量的測定が可能な歯周病診断装置を開発した。2019
年上市を予定する。
【製品概要】
歯周病診断装置は読取装置および検出チップにより構成される。測定はペーパーポイントにより歯周溝浸出液を採取し（30 秒）、
各検出チップへ滴下。30～60 分後（各チップ仕様値）にチップを読取装置へ挿入し、値を読み取ることにより検出できる。
 歯周病診断用検出チップ（3 種類）

 歯周病診断用読取装置
（80×180×40 mm）

健常

1. 歯周組織破壊酵素
2. 歯周病原因菌叢
3. 炎症性メディエータ

歯周病
歯周病研究により、健常者と歯周病患者とで
は、以下３群の生化学的測定項目において定
量的な測定値差が有ることが判明している。
1. 歯周病組織破壊酵素
：ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ，CDT，LT
2. 歯周病原因菌叢
：Aa 菌，Pg 菌，Td 菌
3. 炎症性メディエータ ：IL-1, IL-6, TNF-α, PGE２

⇒ 3 項目の定量的測定で歯周病の総合診断
実現。（⇒歯科医による主観，ﾊﾞﾗﾂｷ排除）
製品名

歯周病診断用読取装置

クラス分類

クラスⅠ

製造販売業者
販売業者

株式会社ジーシー
株式会社ジーシー

上市計画
薬事申請時期
上市時期

国内市場

製品名

歯周病診断用検出チップ

クラス分類

未定

製造販売業者
販売業者

株式会社ジーシー
株式会社ジーシー

上市計画
薬事申請時期
上市時期

国内市場

許認可区分

一般的名称

酵素分析装置

製造販売届

申請区分

後発

製造業者
未定
その他（部材供給） 未定
海外市場（具体的に：

2018
2019

10
12

年
年

許認可区分

月
月

販売を予定しない
年
年

一般的名称

未定

承認申請

申請区分

新規

製造業者
未定
その他（部材供給） （株）エコジェノミクス，
（株）ジーンネット
海外市場（具体的に：

2018
2019

）
月
月

10
12

年
年

5

月
月

販売を予定しない
年
年

）
月
月

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
事業開始時に設定した３項目の歯周病診断指標である、歯周組織破壊酵素，歯周病原因菌叢，炎症
性メディエータの検査に関しては、それぞれ以下の様に、概略事業提案時の目標を達成した。
(i) 破壊酵素ジンジパインの測定を 30 分で達成。
(ii) 歯周病原因菌であるジンジバリス菌の測定（抽出・精製した mRNA による）を 60 分で達成。
(iii) 炎症性メディエータ TNF-α，IL-1β 等を 60 分で測定可能。
また、診断装置自身は上記３項目の診断指標を測定可能とするプロトタイプモデル（3 種類の項目測
定用の電気化学的バイオチップ及び各チップ共通の読取装置）が完成している。以下に、目標毎の達成
状況を示す。
① 歯周組織破壊酵素検出システム開発
①-1 プローブの設計・合成（(株)ジーンネット、九州工業大学）
歯周病原因菌の一つであるジンジバリス菌が産生する歯周組織破壊酵素のうち、ジンジパイ
ンと MMP-8、カテプシンについて、(株)ジーンネットと共同で、末端構造の異なるペプチドプロー
ブをそれぞれ破壊酵素用に 7 種類設計、合成した。
①-2 検出チップの構築（九州工業大学、(株)ジーンネット）
ペプチドプローブの性能評価を行い、高性能なプローブを見出した。ジンジパインの培養液で
Rgp, Kgp それぞれの検出を達成した。 また、MMP-8 のプローブ固定化チップを調整した。歯
周病患者と健常者の臨床サンプル(歯肉溝滲出液)について，Rgp, Kgp, MMP-8 の検出に成
功した(検出時間 30 分)。
② 歯周病原因菌叢検出システム開発
②-1 プローブの設計・合成（(株)エコジェノミクス）
5 種類のオリゴ DNA プローブのすべてが再設計・再合成され、チップ電極上への固定条
件も決定した。
②-2 検出チップの構築（(株)エコジェノミクス、九州工業大学）
歯周病関連菌の培養液から抽出した RNA の直接検出をマルチ電極で達成した（検出時間
5 時間）。歯周病関連菌由来の PCR 産物と臨床サンプル(歯肉溝滲出液)由来の PCR 産物
の簡易電気化学検出に成功した（検出時間 2.5 時間）
。
②-3 病原菌の統計解析（(株)エコジェノミクス）
臨床サンプルより検出される各種細菌数の相対比を求め、サンプル間でのデータの正規
化をどのように実施すれば、歯周病の進行度：
「重度、中程度、軽度、健常」を明確にで
きるかを検討した。レーダーチャート，ヒストグラム等のグラフによる診断支援が効果
的と考えられるが、継続課題とした。
③ 炎症性メディエータ検出システム開発
③-1 抗体の合成・評価（九州工業大学、(株)ジーンネット、九州歯科大学）
電気化学的エライザ(Membrane-based microwave-mediated electrochemical ELISA, MM
eELISA)を開発し、臨床サンプルにおいて炎症性メディエータである TNF-α、IL-1β, IL-6、アメ
ロブラスチンの抗体、抗原を獲得した。
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③-2 電気化学的エライザシステムの構築（九州工業大学、(株)ジーシー、(株)ジーンネット）
MMeELISA 法を開発し、シングル電極による電気化学測定での検出下限は、0.06 pg/mL であ
った（検出時間 43 分）。臨床サンプルにおいて歯周病患者、健常者由来の歯肉溝滲出液から
TNF-α, IL-1β, IL-6 の検出に成功した。
④ 歯周病総合診断装置の開発
④-1 チップの試作（九州工業大学）
外部機関での臨床データ収集用として、電極チップに検査プローブを固定化した検査チ
ップ（PET 基板上に 5、10、15 電極チップを構築，樹脂スクリーン印刷による表面マス
キング）を必要数量作成し供給した。
④-2 チップの品質評価・改良（(株)ジーシー）
電極チップにペプチドプローブや DNA プローブを固定化した検査チップの安定性評価
を実施。
④-3 装置・ソフトウェアの試作・改良（(株)ジーシー、九州工業大学、九州歯科大学）
15 電極まで測定可能なマルチ電極測定電気化学アナライザーを開発した。
（装置の大きさ：80 ×180×40 mm）
⑤ 臨床試験データの取得
⑤-1 ターゲットモデルサンプルの作成（九州歯科大学）
H24 年度に引き続き、九州歯科大学が、インフォームドコンセントを得た歯周病関連試
料を各機関へ提供した。
⑤-2 臨床検体採取方法の検討（九州歯科大学、九州工業大学）
本事業で開発する検査は、一般の歯科クリニックで広く利用されることを目的としてい
るため、患者に苦痛を与えない非侵襲的、かつ短時間でサンプルを採取する方法として、
歯肉溝浸出液からサンプルを採取し、これらの適用可能検査の関係を検討した。
⑤-3 前臨床試験（九州歯科大学、九州工業大学、(株)ジーンネット、(株)エコジェノミクス、(株)ジーシー）
九州歯科大学において、既存の方法で蓄積された歯周組織破壊酵素、歯周病原因菌叢、炎症
性メディエータのデータと、本事業で開発された手法で採取したデータとを比較し、性能評価を
行った。前臨床試験として、九州歯科大学、東京医科歯科大学、昭和大学、大阪医科大学から
各 50 サンプルずつが提供された。これらの歯肉溝滲出液ですべての検出が可能であることが
示された。
(b) 薬事対応状況
薬事に関しては、2012 年に PMDA に対して、更に 2013 年には公益財団法人医療機器センターへの
各ヒアリングを実施している。その結果、以下コメントを得ている。
- 診断装置は一般医療機器と思われる。
- 測定用電気化学的バイオチップは体外診断用医薬品に該当すると思われる。
事業終了後より薬事申請用臨床試験データの積上げを実施しつつ、2018 年に薬事申請を予定する。
(c) 知財確保状況
歯周病診断装置の基本技術となる電気化学的バイオチップに関しては、事業開始前より九州工業大
学より基本特許出願済みである。（日本及び PCT 出願）九州工業大学と九州歯科大学とでサイトカイン
の電気化学的検出法として開発した MM eELISA に関しては、九工大の知財部から特許申請済みであ
る（抗原抗体反応評価方法、特願 2013-142085）。
事業期間中に成された以下考案に関しては、特許申請準備中。
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- イムノクロマト用ストリップの構成
- 炎症性サイトカインの一つであるアメロブラスチンを利用した歯周病検出法。
(d) その他（事業化体制等）の整備状況
本事業は H26 年 2 月終了であるが、その後の上市に向けての薬事申請用臨床データ採り及び解析が
引き続き必須課題となる。そこで、機器を継続使用すべく、全研究開発期間終了後には機械装置物品の
買い取り検討を行う。また、薬事取得のため、歯周病学会における本開発品の認知，サポートが必須で
ある。本事業の成果を九州歯科大学より学会に積極的に訴求していく予定である。

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果
(a) 国内市場・顧客
保険適用となる歯周組織検査，歯周基本検査費用の総額は約 830 億円/年である。（平成 23 年 6 月
社会医療診療行為別調査資料より算出：表(2)-(a)）本事業の測定装置の販売ターゲットとして、当初は
自費診療としての歯科医院への展開を考えており、保険診療で行われている市場の 1%である 8.3 億円
程度をマーケットと想定する。総合的な歯周病検査分野は未開拓の分野であるが、罹患率が国民の７
０％とも言われており、潜在的な需要があるためマーケットは拡大傾向であると考える。なお、インプラン
ト周囲炎についても歯周病原細菌などが関わっていることが知られている。このため、歯周病測定装置
は歯周病の診断だけでなく、インプラントの診査にも利用可能であると考えられる。例えば、日本口腔イ
ンプラント学会は会員数が 12,600 名以上（2012 年 6 月）であり、学会員の 10%に普及することで歯周
病診断のみの場合の２倍の売上を期待出来る。

社会医療診療行為別調査 平成23年6月審査分より（ひと月分の値）
項

歯周組織検査

歯周基本検査

目

歯周基本検査

合計
回数

点数

金額
金額
（ 億円/ 月） （ 億円/ 年）

1歯以上10歯未満

1回目

50

218,092

10,904,585

1.1

13.1

10歯以上20歯未満

1回目

110

457,759

50,353,479

5.0

60.4
697.7

1回目

200

2,906,970

581,393,900

58.1

1歯以上10歯未満

2回目以後

25

37,752

943,808

0.1

1.1

10歯以上20歯未満

2回目以後

55

74,558

4,100,690

0.4

4.9

20歯以上

2回目以後

100

435,932

43,593,230

20歯以上
歯周組織検査

点数/ 回

合計

表

4.4
69.1

52.3

829.5

(2)-(a)

(b) 海外市場・顧客
世界的にみて、ある程度の先進国では歯周炎はほぼ一定の割合を示している。開発途上国でも率が
変わってくるが、ほぼ一定の率である。よって、市場としては非常に高いと考えられる。歯周病は途上国
よりも先進国で問題となっている。このため、市場としてはまず欧州、米州が考えられる。しかしながら、
現在のところ開発品は日本国内での発売のみを考えているため、海外市場の精査は行っていない。
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(3) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング結果
(a) 競合製品／競合企業の動向
現在、本開発品のような歯周病の総合診断装置は競合製品が無い。しかしながら、組織破壊酵素検
出、細菌数測定、炎症性メディエータの個々の測定ではいくつかのシステムが存在している。破壊酵素
検出ではバナペリオ（白水貿易株式会社）、ペリオチェック（サンスター株式会社）が存在し、細菌数測定
では細菌カウンタ（パナソニック株式会社）の他、外注検査を数社が扱っている。炎症性メディエータにつ
いては研究用の ELISA キットが各種有る。
(b) 開発機器の競合とのベンチマーキング
開発品は電気化学的バイオチップと読取装置により、歯周病の３指標（歯周組織破壊酵素・歯周病原
因菌叢・炎症性メディエータ）の全てを一台で簡便，低価格，短時間で定量測定できる総合的な歯周病
診断装置を構成している。そのコンセプトを達成する競合品は今までには無く、他社差別化の競争優位
性が高いと判断出来る。以下、表 (3).(b).1 及び図 (3).(b).1 参照。

歯周病組織破壊酵素
製品名

バナペリオ

歯周病原因菌叢

ペリオチェック

事業化製品
会社名

歯科検査ｻｰﾋﾞｽ

炎症性ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰ

白水貿易（株）

サンスター（株）

事業化製品
BML

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株）

薬事区分

医療機器
（予定）

体外診断用
医薬品

体外診断用
医薬品

医療機器
（予定）

非医療機器

非医療機器

測定項目

組織破壊酵素
（ｼﾞﾝｼﾞﾊﾟｲﾝ）

BANA分解酵素

ペプチダーゼ

細菌叢

歯周病原細菌数

細菌数

測定方法

電気化学的
測定法

プロテアーゼ
アッセイ

プロテアーゼ
アッセイ

電気化学的
測定法

PCRｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰ法

測定検体

GCF

縁下プラーク

縁下プラーク

GCF

15分

15分

測定時間

15分（目標）
30分（現状）

15分（目標）
30分（現状）

ELISA ｷｯﾄ

細菌カウンタ

事業化製品

ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ（株）等

サイトカイン等

DEPIM

医療機器
（予定）
炎症性ﾒﾃﾞｨｴｰ
ﾀｰ
（TNF-α）
電気化学的
測定法

唾液、GCF

唾液

GCF

唾液等

約2週間

約1分

15分（目標）
1時間（現状）

非医療機器

ELISA

約8時間

測定結果

数値

目視判断

目視判断

数値

数値

菌数のレンジ

数値

数値

1回の
コスト

1,000円
（目標）

900円

1,000円程度

1,000円
（目標）

19,000円

160円

1,000円
（目標）

3,000円

長所

迅速性、
特異性がある

迅速性がある

迅速性がある

迅速性、
特異性がある

正確性が高い

迅速性がある

迅速性、
特異性がある

正確性が高い

短所

-

特異性に欠ける

特異性に欠ける

正確性は
Real-Time
PCR法に劣る

時間がかかる

総菌数のみ
測定

正確性は
ELISAに劣る

時間がかかる

備考

測定装置
が必要

培養器
が必要

測定装置
が必要

外注検査

測定装置
が必要

測定装置
が必要

ﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ
が必要

ELISA: Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay
BML: Bio Medical Laboratories
PCR: Polymerase Chain Reaction
DEPIM: DiElectro Phoretic Impedance Measurement
GCF：Gingival Cevicular Fluid

表 (3).(b).1

表 (3)-(b)
競合製品とのベンチマーキング
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競合品： バナペリオ

競合品：ぺリオチェック

競合品： 細菌カウンタ

図 (3).(b).1

10

競合製品

(4) 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
主要課題は次の３項目である。①薬事申請用臨床試験データの収集と分析，②上市品の設計，量産
化検討，③製品導入，マーケティング。上市の実施主体は株式会社ジーシーを予定しており、薬事申請
の目途が立った時点より、事業化に着手する予定である。なお、その時点までの経費はコンソーシアム
の各機関負担を予定している。
(b) 上市後のビジネスモデル（回収計画）
販売チャネルは株式会社ジーシーの持つ販売ルートをメインとする。事業化に関する投資試算額およ
び販売計画より投資回収期間は約 2.5 年を予定する。なお、インプラント専門医への積極的な認知・販売
活動を実施した場合には、販売数に応じた投資回収期間の短縮が期待出来る。
(c) 委託期間後を含めた事業計画
上市 2019 年度をターゲットとし、表 (4).(c) の主要課題を実施して行く予定である。
2014

年度

事業終了

項目

2015

2016

2017

2018

2019
上市

研究開発（残された課題）
臨床データ採取・解析
歯周病学会等への認知活動（継続課題）
薬事申請
マーケティング・認知活動
製品設計・量産化
上市

▼
表

(4).(c)

事業計画主要課題

1.4 当該研究開発の連絡窓口
公益財団法人 北九州産業学術推進機構
産学連携統括センター 参与（チーフコーディネータ） 北井三正
TEL：

093-695-3006

FAX：
E-mail：

093-695-3018
m-kitai@ksrp.or.jp
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2. 本編
2.1 歯周組織破壊酵素検出システム開発
歯周組織破壊酵素検出システムの概念を図 2.1-1 に示した。本原理は、研究代表者らが世界に先駆けて
1)
開発して原理に基づく 。開発チップにフェロセンを導入した基質ペプチドを固定化し、検出したいプロテアー
ゼ検体を作用させる。プロテアーゼによって切断が起こるとフェロセンが導入されたペプチドの一部が電極か
ら離れるのでフェロセンに基づく電流値が減少する。この減少割合によって特定プロテアーゼの酵素活性を
検出できる。マルチ電極チップを利用することによって複数個のプロテアーゼ活性評価が可能である。本実施
内容は、九州工業大学が基質ペプチドを検出チップへ固定化する方法を検討し、㈱ジーンネットによって設計
された基質ペプチドを合成し、九州工業大学とジーンネットとの共同で、ジンジパインを検出できるシステムの
試作･評価を行うものである。ここでは、歯周病原因菌であるジンジバリス菌が産生するジンジパインのリジン
とアルギニン部位を基質とする Kgp と Rgp をターゲットとした検出システムの構築を行った。これが成功すれ
ば、あらゆる種類の菌が産生するプロテアーゼ（例えば MMP-8、カテプシン K 等）をターゲットにマルチ検査
が可能となると期待される。平成 24 年度までに基板への固定化の際の固定化量の制御や再現性、長期安定
性の観点から 8 種類のシステイン型、およびチオクト酸、アセチレン型ペプチドプローブを利用してジンジパイ
ンを検出できるシステムの試作、評価を行った。今回は、新たに設計したプローブペプチド 7 種を合成し、Kgp
と Rgp のほかに MMP-8 の検出を試みた。

電流

電気応答

電位

電位

破壊酵素
ペプチドチップ
図 2.1-1

開発チップによる破壊酵素の検出概念図

2.1.1 プローブ用ペプチドの分子設計
Kaman ら

2)

により Rgp, Kgp の気質として、D 体アミノ酸含有ペプチドの選択性が高いことが報告された。

そこで、本年度は Rgp、Kgp の選択性を高めるため、D 体アミノ酸を含むペプチドを設計した。また、ジンジパ
イン以外のターゲットとして、MMP-8 とカテプシンを検出することを目指し、これらのプローブを設計した。
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2.1.2 プローブ固定化法の検討，システム評価
本年度は、新たに合成したペプチドプローブの性能評価およびジンジバリス菌培養液によるシステム構築
と臨床検体の評価システムの構築を行った。さらに、使い捨てシングルチップからマルチ電極チップへ展開し
た。本システムの検出原理を図 2.1-2 に示すが、九州工業大学で世界に先駆けて開発したものであり、すで
1)
に国際誌に掲載されている。 ペプチドは電気化学シグナル部位とジンジパインの基質部位、そして電極へ
の固定化部位を有している。センサとしてペプチド固定化電極を調整し、この電極をプローブとする。検体にジ
ンジパインが含まれるとき、電極上のペプチドは切断され、フェロセンは電極表面から遊離する。これによって
センサの電流シグナルは減少するため、電流減少量によってジンジパインの量を評価することができる。

図 2.1-2

電気化学的プロテアーゼアッセイの検出原理

(a) FRDE による臨床サンプル（昭和大学，九州歯科大）の Rgp の検出

大学から供与されたサンプルについては、
サンプル採取直後にペーパーポイントを除
去した場合の応答について観察した。
また、口腔内に歯周炎がある場合、歯
周ポケットの深さは正常な範囲である 3
mm 以下であっても、歯周炎が進行してい
る可能性がある。そこで、歯周炎を発症し

80
75

電流減少率/%

九州歯科大学、東京医科歯科大学では
サンプル溶液中にペーパーポイントを含ん
だまま、サンプル保管を行っていた。これ
が影響している可能性もあったため、昭和

70
65
60
55
50

図 2.1-3 昭和大学，九州歯科大学（健常者）サンプルに対する
ていない健常者から採取したサンプルに
FRDE 固定化電極での Rgp 検出時の電流減少率平均値
ついて、プロテアーゼアッセイを行った。図
2.1-3 に示すように、歯周炎患者では P2、P3 で大きな電流減少率が確認できた。また、歯周炎患者から採
取された healthy サンプルもまた、比較的高い電流減少率を示した。一方、九州歯科大学でサンプリングさ
れた完全な健常者の場合、電流減少率は 60%程度に抑えられていた。各状態の平均値を見ると、完全な
健常者と歯周炎患者の口腔内から採取したサンプルについて明瞭な差があり、本システムで Rgp を検出
可能であることがわかった。
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(b) FMG-Lipo による臨床サンプル（昭和大学，九州歯科大学）の MMP-8 の検出
MMP-8 検出のためのプローブとして、3 種類のものを合成した。システイン修飾の FMGC は電気化学測
定に伴い、電極からプローブ自身が脱離する様子が観察されたため、FMGK および FMGLipo について検
討した。FMGK、FMGLipo ともに電子移動速度の算出では、ジンジパイン用のプローブである FRC、FKC、
FKPra、FRPra と同等の値を示し、プロープとして十分な性能を有していることがわかった。そこで、
FMGLipo 固定化電極で GCF サンプルの検出を試みた。図 2.1-4 には FRDE 固定化電極で Rgp を検出
したときの結果も示した。その結果、MMP-8 の場合も完全な健常サンプルよりも P3, P1 サンプルの方が大
きな電流減少率を示し、MMP-8 の検出も可能であることが確認できた。

80.0

電流減少率/%

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

Rgp

20.0

MMP8

10.0
P3

healthy

healthy

P1

P1

healthy

healthy

healthy

0.0

S1

S2

S3

S4

S5

S7

H1

H2

図 2.1-4 昭和大学，九州歯科大学（健常者）サンプル
に対する Rgp，MMP-8 検出時の電流減少率

(c) 歯周組織破壊酵素検出のまとめ
破壊酵素として、Rgp、Kgp、MMP-8 の検出に成功した。とくに Rgp 検出では、歯周炎の進行度と相関し
た電流減少率を示した。また、完全な健常者からの GCF と歯周病に罹患している口腔内から歯周ポケット
が深くない歯肉溝から採取したサンプルでは応答が大きく異なっていた。この結果は、歯周ポケットの深さ
に影響を及ぼさない状況の歯周炎の診断を可能にする可能性を秘めていると考えている。

［参考文献］
1) K. Ohtsuka et al., Anal. Biochem., 385, 293-299 (2009).
2) W. E. Kaman et al., J. Clin. Microbiol., 50, 104-110 (2012).
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2.2 歯周病原因菌叢検出システム開発
2.2.1 プローブの再設計・再合成
平成 24 年度中に電気化学式チップ用プローブ（5’-Thiol Modifier C6 S-S で修飾されたチオール化 24-mer
オリゴ DNA：以下）を 5 種類の細菌種のそれぞれに 1 種類ずつ設計・合成し、チップ上に固定化した。その後、
九州工業大学・竹中研究室のプロトコルに従ってハイブリダイゼーション・細菌検出試験を実施した。
1.
2.
3.

Aa 菌 cdtB 遺伝子（24 塩基）：
Pg 菌 Rgp 遺伝子（24 塩基）：
Pi 菌 pre-elastas 遺伝子（24 塩基）：

S-AGAACCTCACGAGTAATTCAACAT
S-TCCGAAGGTTTGTGTGGATTATAT
S-TTATTTCTCATCAAGAGGACGACG

4.
5.

Ss 菌 fimC 遺伝子（24 塩基）：
Td 菌 opdB 遺伝子（24 塩基）：

S-TTTATACAGTTCCCAATCCTGTCC
S-TTACAAATATGAGGCCGGATCTTT

まず始めに、15 電極型歯周病原菌検出用電気化学式チップ基板上に、上記 5 種類の歯周病原因菌検出
用 DNA プローブを「5 種類のプローブ×3 電極」の形式で固定し（図 2.2-1）、その固定度合いを確認した。

図 2.2-1

電気化学式チップ（15 電極型、モイストチャンバー内でプローブを固定化中）

その後、プローブと完全に相補的な配列を持ち、尚かつ定量性を有するターゲットゲノム DNA サンプル
を利用して、チップの基本的な精度・感度の評価を実施した。その結果、チップ上に 15 個存在する全ての金
電極には、同一の細菌種の特定された遺伝子プローブのみが固定化され、サンプルもプローブと同種の細菌
ゲノム DNA のみを利用しているため、それぞれの電極から得られるブランク（空）シグナルはどの電極でもほ
ぼ一定であり、また、ハイブリダイゼーション後のシグナルも一様に近い値が得られるべきであるが、実際に
はそうではなかった。その上、ハイブリダイゼーション後のシグナルとブランクシグナルの電流値の差が 1.5 倍
にも満たないものが多く、電極間の「ハイブリ-ブランク」電流値の差に生じたばらつきも大きかった。したがっ
て、実験当初に予想した検出結果を得ることはできなかった。
そのため、この段階では、全てのプローブに問題が生じているように見えたが、サンプル濃度、プローブ
の固定化濃度、ハイブリダイゼーション温度、ハイブリダイゼーション用液の組成を細かく検討したところ、定
量されたターゲットゲノム DNA サンプルを利用して、図 2.2-2 に示されている試験条件をもってそれぞれのプ
ローブの基本的な精度・感度の評価を実施すれば、少なくとも Pi 菌検出用プローブに限っては、24 塩基長も
ので 3 電極共に Pi 菌ゲノムのハイブリダイゼーションを精度・再現性良く検出することができた。
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図 2.2-2

塩基長プローブ vs.それぞれの細菌ゲノム DNA サンプルのハイブリダイゼーション（追試）

図 2.2-2 は１枚のチップ上の 15 個の金電極に Aa 菌検出用プローブ×3 電極、Pg 菌検出用プローブ×3 電
極、Pi 菌検出用プローブ×3 電極、Ss 菌検出用プローブ×3 電極、Td 菌検出用プローブ×3 電極、という形でプ
ローブを固定化し、サンプルとして Aa 菌～Td 菌それぞれのゲノム DNA を 5 枚のチップを使用して別々にハ
イブリダイズし、その検出結果を棒グラフで示している。Pi 菌検出用プローブに限っては、24 塩基長もので 3
電極共に Pi 菌を精度・再現性良く検出したが、その他の細菌検出用プローブは、塩基配列の設計や長さを再
度検討しなければならない。
これらの実験の結果、Pi 菌株以外の 4 細菌種について、細菌種の電気化学式チップによる検出には DNA
プローブの再設計・再合成が必要であることが結論付けられた。基本的な変更は、プローブの長さを 24 塩基
長 → 35～40 塩基長へ変更することで対処することが賢明であったため、プローブ配列の選定をカスタムア
レイ社-エコジェノミクス社製高密度電気化学式オリゴ DNA マイクロアレイを利用して行った。このマイクロアレ
イ（厳密には array CGH 法）によるプローブスクリーニングによって、Aa 菌、Pg 菌、Ss 菌、Td 菌の各細菌種
用に 12,000 種類ずつ設計されたプローブ配列の中から「12,000 プローブ vs.細菌ゲノム DNA サンプル」の
ハイブリダイゼーション試験を実施することで、4 種類のそれぞれの細菌種に特異的な優れた検出性能を持
つ DNA プローブを選択することができた（図 2.2-3）。
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図 2.2-3

エコジェノミクス社製 ECD チップによる最近ゲノム検出

4 種類のそれぞれの細菌種に特異的な優れた検出性能を持つ DNA プローブを選択できたが、Td 菌ゲノ
ム DNA が抽出された Td 菌株は、実は Td 菌ではない可能性が見受けられたため、プローブの選定はできた
が、臨床サンプルの検査を定量 PCR による検査と並行して実施することで、Td 菌検出用のプローブの精査
を行う必要があった。
最終的に、再設計・再合成された各細菌種検出用プローブの塩基配列は以下の通りである。

1. Aa 菌検出用 40 塩基長プローブ：

S-TTTCTCGTTCTCAAGTCATTTATTGGAAAAGCCTTTCG

2. Pg 菌検出用 35 塩基長プローブ：

S-ACCTTTGGCAGTATTCGCCGGTGGTTTCATGGCGG

3. Pi 菌検出用 37 塩基長プローブ：

S-GTACTGCTGTGAAATATCGTATAGACTTTCGTTGCTT

4. Ss 菌検出用 40 塩基長プローブ：

S-GCGTTTTCGGTTTATTTTCTTGTTACTATTTGATATCGGT

5. Td 菌検出用 38 塩基長プローブ：

S-ATATAGATATGAGCTATCTCATATTCCGCGGCTGTTCT

17

2.2.2 検出チップの構築
(1) 検出プローブの最適化検討
(a) 全 RNA からの目的遺伝子の検出
本実施内容は電気化学的検出チップを構築することにある。本年度の実施計画は、このために九州歯
科大学から提供された患者サンプルを用い、九州工業大学と連携して㈱エコジェノミクスが歯周病患者サ
ンプル由来のサンプルを検出することにあるが、ここでは菌由来の全 RNA をターゲットとした場合の検出
システムについて検討を行った。図 (a) に開発チップと FND を用いた電気化学的菌叢解析の概念図を
1)
示した。これは、研究代表者らが新たに開発した FND による mRNA 検出法に基づくものである 。これ
によって特定の菌種がどれぐらい存在するかを推測できる。

図 (a)

開発チップと FND を用いた電気化学的菌叢解析の概念図

(b) 臨床サンプル(GCF)から抽出された RNA の検出
九州歯科大学 (K) と東京医科歯科大学 (T) から供与されたサンプルから抽出した RNA の検出を
P.g.、P.i.、A.a.検出プローブ固定化電極で行った。RNA spin mini キットによって抽出した RNA 量はそれ
ぞれ 1.0～4.0 ng/μL であり、反応液と混合することでおよそ 0.42 倍に希釈されている。ターゲット RNA
はおよそ 10～100 分の 1 程度しか存在しないと予想され、実質的なターゲット濃度は 0.01～0.005
ng/μL 程度だと推察している。これまでの検討で、0.005 ng/μL でも検出可能であったため、歯周病原因
菌が存在していれば、十分に検出可能であると考えられる。測定結果を図 (b) に示した。これより、P.g.、
P.i.菌の応答が弱いが、A.a.菌では P2 以上で応答が観察された。これより、さらなるプローブ設計等が
必要であると考えている。
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図 (b)

臨床サンプルから抽出された RNA について、P.g.、P.i.、A.a.菌検出プローブで検出

(c) RNA 検出のまとめ
菌から市販のキットを利用して抽出された全 RNA とあらかじめ作成した菌叢解析チップを利用して直
接ハイブリダイゼーションを行った後、FND を含む電解溶液で電気化学測定を行うことにより、どのような
菌がどれぐらい存在するかを見積もれることが今回の結果より明らかとなった。さらなる条件検討が必要
であるが、全 RNA 中に含まれるメッセンジャーRNA は数％であるにも関わらず、FND を用いるだけの非
ラベル検出によって高感度検出できた。しかしながら、ハイブリダイゼーションが 2 時間かかるため、チッ
プを作成していたとしてもかなりの測定時間を必要とする。今後、いかに測定時間を短縮できるかが本手
法の実用化のカギとなると考えている。

［参考文献］
1) S. Takenaka, Polymer Journal, 6, 503-512 (2004).
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(2) 検出プロトコルの最適化検討
電気化学式チップの構築にあたり、今年度中に外部企業によって作製されたチップ基板において、その
規格と品質に関わる小さな問題が生じた。図 (2)-1 に示されているように、
i.) 同一チップ上の同じ電極において、何度かチップを測定装置に出し入れすると電流値の測定ができる時
とできない時があった。
ii.) どのようにしてもチップ上のすべて、あるいは一部の電極で電流値が測定不能となる時があった。
これは、1 枚 1 枚のチップの縦横の寸法（外寸）が製造元の工場において同一に管理されておらず微妙
に異なるため、測定用チップホルダー内にチップを挿入しても、測定器側の電極針がチップ上の電極と接
触できていない可能性が多大に考えられたため、製造元において早急にこの問題を解決していただいた。

図 (2)-1
左下の写真：チップの外寸が明らかに異なるチップ 2 枚を並べて比較した画像
グラフ：あるチップの一つの金電極のハイブリダイゼーション前の電流値（I0）とハイブリダイ
ゼーション後の電流値（IH）の計測結果。ハイブリダイゼーション前は全く測定不可能であっ
たものが、ハイブリダイゼーション後には突然測定が可能となった例。

チップ上の金電極に固定するプローブの再設計・再合成が終了し、チップの品質管理に関わる問題が解消
された後で、電気化学式チップによる DNA プローブ vs. DNA/RNA サンプルのハイブリダイゼーション検出手
順を確定する試験を行った。この試験では、5 種類の細菌（Aa、Pg、Pi、Ss、Td 菌）検出用 35～40 塩基長プ
ローブのそれぞれに 100％相補的な塩基配列を有する「アンチセンス(AS)オリゴ DNA サンプル」（図 (2)-2 中
青字の配列を持つ AS オリゴ DNA）の濃度を変化させながら条件検討に利用することで、図 (2)-3 に表記さ
れているような検出プロトコル（手順）を確定することができた。
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図

図 (2)-3

(2)-2

ハイブリダイゼーション プロトコル

この DNA プローブ vs. DNA/RNA サンプルのハイブリダイゼーション検出手順に従って、実際にアンチセ
ンスオリゴ DNA サンプルを 5 種類のそれぞれの細菌検出用プローブが固定されたチップ上でハイブリダイズ
させると、細菌種特異的ならびに濃度依存的に検出シグナルが変化することが確認され、また、それぞれの
プローブの検出限界（サンプル濃度は 2.5nM 程度）も測定から観察することができた。
臨床サンプルでは、サンプル中に多種（約 800 種類）の細菌ゲノムが混在するため、上記のように塩基配
列が 100%相補的であるセンスプローブ vs. アンチセンスオリゴ DNA サンプルのハイブリダイゼーション条
件が[nM]あるいは[pg/μL]レベルで再現されることはほぼ無いため、サンプル濃度はこれらの 1000 倍高いも
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のが必要であることを想定して、チップ電極上での 6.7ng/μL（500nM）のプローブに対し 10～100ng/μL の臨
床からの細菌メタゲノム DNA あるいは細菌由来の total RNA サンプルを準備した上で、チップ電極上でのハ
イブリダイゼーションを行うことを指示するプロトコル（図 (2)-3：ページ 21）を作成した。
このプロトコルをもって、歯周病患者/健常者からの細菌メタゲノム DNA サンプル（昨年度九州歯科大学か
ら提供いただいた 24 サンプルと、今年度 10 月に提供いただいた 17 サンプル：合計 41 サンプル）を、電気化
学式チップおよび定量 PCR（qPCR）によって解析し、その後、歯周病原菌検出データの可視化および口腔内
細菌群の歯周病の症状や進行度合いに基づいた菌叢プロファイリングの検討を行った。

2.2.3 歯周病原菌叢データの可視化・図式化
(1) 定量 PCR による歯周病原菌の検出反応条件の検討
電気化学式チップによるサンプルの解析および歯周病原菌の検出に関するデータについては、データの
整合性ならびに精度の検証のため、並行して実施する「定量リアルタイム PCR による歯周病原菌の検出」
データが不可欠である。この定量 PCR では、サンプルの解析を行うために 5 種類の歯周病関連細菌種を
正確に検出できるプライマーセットの設計と作製が必須であったため、プライマーの作製・選定は昨年度中
の業務として時間および労力を費やし、すでにそれらを完了させている。この解析手法は、以下の図 (1)-1
で示されている PCR 方法論の概略および表 (1) で示されているプライマーの塩基配列の細菌種特異性
に描写されているように、感度・精度共に非常に高い解析手法であるため、チップデータの「模範解答」とし
て利用することができ、チップによるサンプルの解析以前にあるいは並行して定量 PCR による解析データ
を今まで収集してきた。

図 (1)-1 確認されている歯周病原菌の細菌種特異的なリアルタイム PCR による検出精度（左
上の電気泳動画像）、および他の細菌種による非特異的検出（擬陽性）が生じる場合の模式図
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表 (1)
表 (1) では、選定された 5 細菌種検出用のプライマーセット（赤字=Forward、青字=Reverse）および
PCR によって増幅される遺伝子配列（黒字＝PCR 産物の塩基配列）。歯周病原菌である細菌種を検出す
る Aa 菌 sodC 遺伝子、Pg 菌 Rgp 遺伝子、Pi 菌 elastase 遺伝子、Td 菌 opdB 遺伝子検出用のプライマ
ーについては、複数セット作製されたプライマーセットの中から最高の性能を示したものが 1 セットずつこの
表に示されている。常在菌である Ss 菌検出用プライマーのみ fimA 遺伝子および fimC 遺伝子を検出でき
るよう 2 セットのプライマーが作製された。
純粋培養された 5 種類の歯周病原細菌種から抽出したゲノム DNA を鋳型として、これらの定量 PCR 用
プライマーセットと共に PCR 反応系を進めると、PCR 融解曲線解析ではプライマーの配列および鋳型
DNA に依存したある 1 点の温度で、プライマーセットに挟まれて増幅した PCR 産物（二重らせん構造をと
る DNA 断片）のらせんがほどける（融解する）ため、グラフ上ではピークが１つのみ観測された。また、PCR
産物の増幅曲線はシグモイド曲線を描くため、ある増幅サイクル数までは対数的に PCR 産物が増加する
が、その後はそれ以上の増幅が見られなくなったため、定量 PCR のプライマー配列を含む反応系は歯周
病原細菌種の特定に向けて良好に進むことが確認された。
(2) 電気化学式チップおよび定量 PCR による歯周病原菌の検出
ここでは、歯周病患者/健常者からの細菌メタゲノムサンプルを利用して得られた菌叢解析データ（定量
PCR および電気化学式チップ）を基に、データの可視化および口腔内細菌群の特徴に基づいたプロファイ
リングの検討を行ってきた研究内容と結果について説明する。昨年度中に、九州歯科大学にご提供いただ
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いた 24 サンプルと今年度 10 月にご提供いただいた 17 サンプルを統合したうえで（合計 41 サンプル）、今
年度は定量 PCR および電気化学式チップによる解析の実施から歯肉溝内細菌叢と歯周病の症状や進行
度合いとの相関を図式化・可視化する方法を開発した。
(a) 電気化学式チップによる解析
まず始めに、構築されたチップの基礎的な精度および感度を把握するために、ゲノム DNA サンプルが
プローブ配列と同一の細菌主由来のものを利用してハイブリダイゼーション試験を繰り返した。ゲノム
DNA サンプルの濃度を 1～100pg/μL の範囲で変化させ、チップとのハイブリダイゼーションを実施した
結果、ゲノム DNA サンプルが 100 pg/μL の濃度に調製されていれば（プローブ濃度は常時 500nM で固
定：図 (2)-3：ページ 21 のプロトコルを参照）、細菌種特異的な検出が可能であることが予備試験の実施
から観察された（サンプル濃度が 25、50、100 pg/μL の例を図 (a)-1～3 に記載）。

図 (a)-1 Pg 菌および Ss 菌由来のゲノム DNA サンプル（100pg/μL）の電気化学式チップによる検出結果。
Pg 菌と Ss 菌は予想通り特異的に検出されたが、電極間の再現性に乏しい可能性は否めない。

図 (a)-2

Pg 菌および Ss 菌由来のゲノム DNA サンプル（50pg/μL）の電気化学式チップによる検出結果。
Aa 菌が非特異的に検出され始めてしまった。
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図 (a)-3 Pg 菌および Ss 菌由来のゲノム DNA サンプル（25pg/μL）の電気化学式チップによる検出結果。
サンプル濃度が低いためか、Aa、Pi、Td 菌まで非特異的に検出されてしまった。

この予備試験結果の一例では、Pg 菌と Ss 菌検出用プローブ特異的な Pg 菌および Ss 菌ゲノム DNA サ
ンプルの濃度を変えてチップによる検出試験を実施した結果を示したが、その他の菌種を選択した予備試験
に関しても同様の結果が得られた。そのため、この結果からは以下の事項が明確になり、臨床サンプルの中
から歯周病原菌を検出・解析する準備がようやく整えられた。
50pg/μL 以下のサンプル濃度によるハイブリダイゼーション試験では、非特異的なハイブリダイゼー
ションが見受けられたため、データの精度に欠ける結果がでてしまっていたが 、100pg/μL のサンプ
ル濃度を指定した場合では、単一細菌種由来のゲノム DNA であればほぼ正確に細菌の存在を検
出することが可能であった。
ゲノム（メタゲノム）DNA サンプルの調製後から、チップ上でのサンプルのプローブに対するハイブリ
ダイゼーションを経て検出までにかかる時間は、この開発段階では 120～180 分であり、研究開発
当初のプロジェクト目標であった「菌叢解析＝60 分」はまだ達成できていなかった。
次に、図 (2)-3 で示されている、確定された DNA プローブ-DNA/RNA サンプルのハイブリダイゼーション検
出手順に沿って、患者や健常者から提供されたメタゲノム 41 サンプルのそれぞれを、5 種類の細菌検出用プ
ローブを固定化してある電気化学式チップ（細菌種検出用プローブのそれぞれを 3 電極に固定化：5 種類のプ
ローブ×3 電極＝15 電極）とハイブリダイズする試験を実施した。この結果については、(3) 菌叢解析データの
可視化・図式化の段落でその詳細を説明する。

(b) 定量 PCR による解析

前述の電気化学式チップによる解析に供した 41 個のメタゲノム DNA サンプルのそれぞれを鋳型
として、定量リアルタイム PCR による試験をおこなった。リアルタイム PCR 技術はキアゲン社の「RotorGene
Q システム」による検出反応系および試薬をプロジェクトの開始時から採用しており、今回の解析でも細菌特
異的遺伝子検出用プライマーセットをキアゲン社の「Rotor-Gene SYBR Green PCR キット」と共に使用し、
Aa 菌、Pg 菌、Pi 菌、Ss 菌、Td 菌の検出を 1 サンプルあたり 1 細菌種 3 反応（合計 15 回の定量 PCR 反応
を実施）という形式で実施した。解析結果は、次頁の表 (b)-1 および表 (b)-2 に要約されているが、歯周病患
者から提供されたサンプルとは言え 4 種類の歯周病原因細菌の全てが検出されない場合も見られたこと、ま
た、健常部位からのサンプルとは言え歯周病原因細菌が検出されているサンプルも存在していたことは、こ
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れら 5 種類の細菌の検出からだけでは、絶対的に正確な歯周病診断は困難であり、むしろ、本プロジェクトの
最終的な目標でもある「総合診断実現のための多項目検査システムの開発」の必要性が裏付けられた。

表 (b)-1 九州歯科大から提供された歯周病患者の疾患部の病態（左端「サンプル番号→全身疾患」）、なら
びに患者から提供されたサンプルに含まれていたメタゲノムの定量 PCR による解析・細菌検出の結果（「検
出細菌 (qPCR)」）

表 (b)-2 九州歯科大から提供された歯周病患者あるいは健常者の健常部位の状態に関する所見（左端
「サンプル番号→全身疾患」）、ならびに患者・健常者から提供されたサンプルに含まれていたメタゲノムの定
量 PCR による解析・細菌検出の結果（「検出細菌 (qPCR)」）
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(3) 菌叢解析データの可視化・図式化
歯肉溝内や口腔内の細菌サンプルの菌叢解析データについては、検査項目の項目ごとに得られる数値
の比較が明確であり、解析結果の図式をもって歯科医師が容易に、しかも正確に患者に歯周病の診断（重
度、中度、軽度、健常）や治癒へ向けた指導等を行なえることが望ましい。ヒストグラムやレーダーチャート
は本プロジェクト 1 年目および 2 年目に検討されたデータの可視化・図式化の例であるが、グラフやチャート
には次のような問題点もまだまだ存在するために、今年度の研究開発では数多くのサンプルの解析を実施
しながら更なる検討ならびに研究開発が必須であると考えた。
①サンプル間でのメタゲノム量にばらつきが生じる場合が多いため、検出項目（細菌/遺伝子）間やサンプ
ル間での相対比較用（データ正規化用）の内在性レファレンス因子の探索を検討しなければならない。
②電気化学式チップ上のプローブや定量 PCR 解析用プライマーの塩基配列に相似の配列を持つ口腔内
細菌が、非特異的に検出される可能性がある（擬陽性を示す）ため、臨床検体データを数多く蓄積しメタ
ゲノムシーケンスによる高精度の解析も時折並行して行うことで、非特異的検出を軽減する必要がある。
③歯周病患者、予備軍、健常者の境界線を設定すべきか否かは、困難なことが予想される。しかし、臨床
データを、このような菌叢解析データや本事業内の他 2 種類の検出システムからのデータと関連付ける
ことで、境界線の設定、すなわち「より正確な診断（支援）手法の開発」につながると期待している。

図 (3)-1 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：歯周病患部
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図 (3)-2 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：健常部位

図 (3)-3 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：歯周病患部
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図 (3)-4 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：歯周病患部 set-2 つづき

図 (3)-5 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：健常部位 set-2
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図 (3)-6 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：歯周病患部 set-3

図 (3)-7 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：歯周病患部 set-3 つづき
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図 (3)-8 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：健常部位 set-3

図 (3)-9 定量 PCR および電気化学式チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供され
た 41 サンプル）の照合結果：健常部位 set-3 つづき
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上の図 (3)-1 ～9 （ページ 27～31）では、本年度の研究開発で得られた定量 PCR および電気化学式
チップによる歯周病原因細菌検出データ（九州歯科大から提供された歯周病患者あるいは健常者の歯肉
溝滲出液 41 サンプルの菌叢解析データ）の照合結果が示されている。レーダーチャートは、定量 PCR によ
る解析結果を示しており、Ct 値が 30 = 0（チャート上の数字軸の中心に位置する）、Ct 値が 26 = 4（歯周病
予備軍の境界線を想定：黄色の点線で五角形を示している）、Ct 値が 22 = 8（中度から重度歯周病の境界
線を想定：赤色の点線で五角形を示している）のような形でデータを可視化した。また、ヒストグラムは電気
化学式チップによる解析結果を示しているが、棒グラフの色にはとらわれず、棒の上に記載されている細菌
種の省略記号（Aa、Pg、Pi、Ss、Td）がピンクであれば、チップによる解析結果と定量 PCR の結果がほぼ
一致し、細菌が検出されたということであるが、細菌種の省略記号が薄いグレーであれば、チップの解析結
果と定量 PCR の結果の照合が整合しなかったということを示している。それぞれのサンプルの臨床所見
（病態や症状）については、2.2.3 (2) (b) の表 (b)-1 および表 (b)-2 （ページ 26） に記載されている。
このような臨床サンプルを解析する場合は、サンプルが単一の細菌種由来でないため（臨床サンプルに
は約 800 種の口腔内細菌が混在している）、電気化学式チップによる検出ではプローブとサンプル間での
ハイブリダイゼーションノイズ（非特異的検出）が大きくなってしまい、サンプル濃度が 1～100ng/μL でも歯
周病原細菌種を特異的に検出することができていない。サンプルがプローブに対し単一細菌種から得られ
たものであれば、100pg/μL でも検出できる精度・感度があることは、前述の通り明確であるが、メタゲノム
サンプルからの細菌検出には 100ng/μL 以上の濃度が必要であることがわかった。本研究開発用に九州
歯科大から提供された歯周病患者あるいは健常者の歯肉溝滲出液 41 サンプルからのメタゲノム DNA 抽
出・精製に関しては、DNA 濃度が 1～100ng/μL の範囲で精製されたので、測定系（電気化学式チップおよ
びチップリーダー）の感度が向上しないのであれば、ハイブリダイゼーションの条件やサンプルの適切な前
処理手法等に係る検討がさらに必要であると思われる。
最後に現時点で達成されている歯周病原菌 5 細菌種の検出にかかる時間と費用について言及する。
定量 PCR による検出にかかる時間と費用：60 分、2,500 円/サンプル
電気化学式チップによる検出にかかる時間と費用：120～180 分、1,000 円/サンプル
電気化学式チップによる検出にかかる時間の短縮およびチップの細菌検出性能の向上（目標は現状の
10～100 倍の感度を達成すること）に関しては、本研究開発プロジェクト終了以降の自社内の研究開発に
て、定量 PCR に劣らぬ短時間でより高い検出性能をこの電気化学式チップに装備できるよう、外部からの
研究資金を調達し、最大限の努力を今後の開発に注ぐつもりである。
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2.3 炎症性メディエータ検出システムの開発
2.3.1 電気化学的エライザシステムの構築
本実施内容は、九州工業大学が(株)ジーシーと共同して電気化学的エライザシステムを構築し、炎症性サ
イトカインの一つである TNF-α、IL-1β、IL-6 の検出システムの構築と臨床検体による評価を行うものである。
検出概念を図 2.3.1 に示す。検出は、直径 6 mm にカットしたニトロセルロースメンブレンを利用した
Membrane-based microwave mediated electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay
（MMeELISA）法について検討を行った。

図 2.3.1

炎症性サイトカインの検出概念

(a) MMeELISA 法の検出原理
昨年度の検討において、イムノクロマトグラフィーは BF 分離が容易であるが、TNF-α 検出における検出
感度が 100 pg/mL であった。そこでさらなる高感度化を目指して、直径 6 mm にカットしたニトロセルロース
メ ン ブ レ ン を 利 用 し た Membrane-based microwave mediated electrochemical enzyme-linked
1)
immunosorbent assay (MMeELISA)法 について検討を行った。MMeELISA システムの検出原理を図
(a) に 示 す 。 デ ィ ス ク 状 の メ ン ブ レ ン を 利 用 す る 本 手 法 を Membrane-based microwave mediated
electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (MMeELISA)と名付けた。抗原抗体反応の反応
場としてニトロセルロースを用いることで、通常の ELISA 法よりも高感度かつ簡便なアッセイになると期待さ
れる。

図 (a)

MMeELISA 法の検出原理
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(b) MMeELISA による臨床サンプルの TNF-α の検出
九州歯科大学、東京医科歯科大学、昭和大学から供
与されたサン プルについて、TNF-α、IL-1β の検出を
MMeELISA で試みた。歯周病患者の GCF では TNF-α

5.00E-07
4.50E-07

Average Current, A

4.00E-07

で 9.6 pg/mL、IL-1β で 7.2 pg/mL という報告例があり、
2)
我々の結果でも TNF-α の方が高濃度で検出されてい
た。昭和大学（S）から供与されたサンプルの結果を図
(b)に示す。しかしながら、歯周炎患者の健常なサンプル
でも電流増加が観察されたため、九歯大で採取された歯
周炎の所見が見られない健常者から採取したサンプル
について、TNF-α の検出を行った。その結果、歯周炎患

3.50E-07
3.00E-07
2.50E-07
2.00E-07

1.50E-07
1.00E-07
5.00E-08
0.00E+00

歯周炎患
者

者由来の応答は健常者の応答と比べると明らかに大き
な電流を示した。また、歯周炎患者の健常な部位から採
取したサンプルでは、歯周炎の所見が全く見られない口

歯周炎患
者からの
健常なサ
ンプル

健常者の
健常なサ
ンプル

図 (b) 昭和大学・九州歯科大学から供与
されたサンプルの TNF-α レベル.

腔内から採取したサン プルよりも大きな電流を示し、
TNF-α の発現が予想された。
(c) MMeELISA による臨床サンプルの TNF-α、IL-1β、IL-6 の検出

昭和大学から供与された 20 サンプルについて、TNF-α、IL-1β、IL-6 の検出も行った。おおむね
healthy サンプルよりも P1~P3 サンプルの方がサイトカインのシグナルは大きく、炎症を発症していること
を裏付ける結果を得ることができた。今後は、各サイトカインと病態との相関関係を調べる必要があると
思われる。
7
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IL1b
電流/ 107A
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IL6
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図 (c)
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S17
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S19

S20

臨床サンプルの TNF-α、IL-1β、IL-6 の検出

(d) まとめ
MMeELISA はチェアサイドでの操作はそれぞれ 43 分となる。今後は電気化学基質による酵素反応の
短縮化等によってさらなる検出時間の短縮化が可能になると思われる。また、検出システムについては、
ほぼ確立することができたため、今後はシステムの有効性について、多くの臨床サンプルによって検討す
る必要があると思われる。
[参考文献]
1) I. Diala et al., Anal. Sci., 29, 927-930 (2013).
2) V. Canakci et al., J. Clin. Periodontol., 34, 639-645 (2007).
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2.3.2 抗アメロブラスチンモノクロナール抗体作成
昨年度に引き続き、アメロブラスチン抗体の作製および抗アメロブラスチンモノクローナル抗体の評価を行
った。免疫抗原としてペプチド S1（アミノ酸配列: YEYSLPVHPPPLPSQ）、ペプチド S2（アミノ酸配列:
IHLGHLPLQEGELPLVQQ）およびアメロブラスチン精製タンパクの 3 種類を選択し、マウスへの免疫、細胞
融合を行った。
S1 ペプチドを免疫抗原としたスクリーニングより 4 種類の陽性ウェル、S2 ペプチドを免疫抗原としたスクリ
ーニングより 4 種類の陽性ウェル、アメロブラスチン精製タンパクを免疫抗原としたスクリーニングより 5 種類
の陽性ウェルが得られた。その後、限界希釈法によるクローニングを行い、単一のモノクローナル抗体を産生
するハイブリドーマ細胞株として AM-10G2、AM-7B7 の 2 クローンのハイブリドーマ細胞株を樹立した。また、
抗体のアイソタイプは AM-10G2、AM-7B7 のどちらとも IgG1 であった。
樹立したハブリドーマ細胞をスケールアップして培養し、培養上清より ProteinG カラムにて精製した。
ProteinG カラム精製抗体を SDS-PAGE にて純度確認を行ったところ、高純度の抗体を得ることができた。
抗アメロブラスチンモノクローナル抗体 2 種類を使用して、サンドイッチ ELISA 構築のために条件検討を行
った。条件検討項目は ELISA プレートに固相化する抗体の種類および濃度、検出抗体の種類および濃度、
検出抗体への標識物質とした。
条件検討の結果、捕獲抗体: AM-7B7 100 ng/well、HRP 標識検出抗体: AM-10G2 1μg/ml の場合が最も
検出感度が高く、検出下限はおおよそ 1.95 ng/ml であった。
この条件下で炎症性サイトカインである TNF-α、IL-1β、IL-6 および BSA に対する交差反応性試験を行った。
その結果、ターゲットであるアメロブラスチンタンパクのみに反応し、他の炎症性サイトカイン類および BSA に
対しては反応しなかった（図 2.3.2）。このことよりアメロブラスチンに対して特異性の高い検収系の構築をする
ことができた。

2

OD 490nm

1.5

1

0.5

0

1.95

3.91

7.81

15.6

31.3

62.5

125

250

タンパク濃度
AMBN

図 2.3.2

TNF-α

IL-1β

IL-6

BSA

抗アメロブラスチン抗体の交差反応試験
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2.3.3 ストリップ型イムノクロマトグラフィー法の検討
市販の抗 TNF-α 抗体を利用して TNF-α 検出用ストリップを作製し、検出能の検討を行った。まず、ストリッ
プの組成の最適化を行うために電気化学測定法ではなく、発色基質を利用した比色法で検討することとした。
＜実験＞
図 2.3.3-1 に示すようなストリップを試作して TNF-α の検出に用い

吸水体

た。テストラインにはマウス抗ヒト TNF-α 抗体、コントロールラインに
はヤギ抗マウス抗体を利用した。
抗マウス抗体
（Ctrl Line）

希釈したヒト TNF-α とアルカリホスファターゼ修飾したマウス抗ヒト
TNF-α 抗体を 96 穴ウェル中でインキュベートし、そこに図のストリッ
プを差し込んだ。ストリップに展開後、吸水体、サンプルパッドを除去
し、発色基質を添加した。
発色後のライン強度をストリップリーダーを用いて測定した。本試
験では Test Line の塗布条件を変えた試験（使用するニトロセルロー
スメンブレン 2 種、抗 TNF-α 抗体濃度 2 種、Test Line 本数 2 種）を
行い、ストリップ作製の最適条件を探索した。

抗TNF-α抗体
（Test Line）
ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾟｯﾄﾞ
図 2.3.3-1

作製したストリップ

＜結果＞

Test Line強度 mABS

250

・ 青： 1 本目のテストライン強度
・ 赤： 2 本目のテストライン強度
・ HF75 or RP： 使用したニトロセルロー

200
150

スメンブレンの種類
・ 0.25 or 0.5： メンブレンに塗布した抗
TNF-α 抗体溶液の濃度（mg/mL）×1 or

100
50
0
0.25×1 0.25×2 0.5×1 0.5×2 0.25×1 0.25×2 0.5×1 0.5×2

HF75

図 2.3.3-2

×2： テストラインの本数
・ 試験には 100 ng/mL の TNF-α 溶液を
使用。

RP

Test Line 強度

＜考察＞
試験を行ったところ、RP というニトロセルロースメンブレンを用いることでテストライン強度が高くなる傾向が
見られた。また、抗 TNF-α 抗体量が増えればより高いテストライン強度が得られる傾向が見られた。これより、
ニトロセルロースメンブレンに塗布する抗 TNF-α 抗体量を増加させ、テストラインの本数を増やすと得られる
シグナルが増加することが示唆された。最終的な仕様ではラインではなく、面での酵素反応を考えているため、
テストラインの本数を増やすことで酵素を提示する面積が増加してシグナル増幅につながるのではないか、と
期待する。
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2.4 歯周病総合診断装置開発
(a) 歯周病診断用読取装置の設計，試作
開発した歯周病破壊酵素、菌叢解析、炎症性メディエータの検出原理の最適化に加え、測定可能なチップ
の最適化を行ってきた。これらのチップを更に最適化するとともに本チップに最適な電気化学的シグナルの読
み取り装置が必要である。また、この電気化学測定装置は小型で安定したシグナルが得られる必要がある。
この観点から、昨年度までにマルチ電極として 5 電極チップを試作し、この情報を読み取る電気化学測定装
置を試作した（図 (a)）。また平成 24 年度は、5 電極に加え、10、15 電極の試作と電気化学測定装置の小型
化を達成した。平成 24 年度までに装置開発目標は達成した。

図 (a) H23 年度版装置（左）と
H24 年度版装置（右）の比較

(b) 歯周病診断用検出チップの設計，試作
3 種の検出チップの共通基盤となるマルチ電極化したチップの設計、試作を行い、各検討グループに供給
した。歯周病判定表の作成において、歯周病組織破壊酵素としてのターゲットは、プロテアーゼ 3~4 種類、原
因菌は 3～5 種類、炎症性メディエータは IL-１β、IL-6、TNF-α、アメロブラスチンの 4 種類である。そこで、こ
れらのターゲットを酵素、菌、メディエータ 3 種類のチップで評価することを目標として、破壊酵素には 10 電極、
菌叢解析には 15 電極、炎症性メディエータには 5 電極タイプのマルチ電極をそれぞれ試作した（図 (b)）。電
極の基板材料には PET（ポリエチレンテレフタレート）を選択した。各電極チップは、W 電極 5、10、15 個と R
電極、C 電極各 1 個の構成で設計した。

図 (b)

マルチ電極 （Ver. 3）の試作品.
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2.5 臨床試験データの取得（前臨床試験）
研究項目 2.5「臨床試験データの取得」では、以下の 2 点を行うことを目的とした。
①九州歯科大学・歯周病科外来に来院した歯周病患者の口腔内より歯肉溝滲出液・歯肉縁下プラークを
採取し、九州工業大学・㈱エコジェノミクスに提供する。
②東京医科歯科大学・昭和大学・大阪歯科大学・鹿児島大学にサンプル採取を依頼し、マルチセンター（多
施設）での、臨床試験を行う。
担当研究者：臼井通彦， 沖永敏則， 有吉渉， 中島啓介， 西原達次 （九州歯科大学）

2.5.1 臨床サンプル（歯肉溝滲出液・歯肉縁下プラーク）の採取
(a) 倫理委員会への申請
歯周病患者より臨床サンプル（歯肉溝滲出液・歯肉縁下プラーク）の提供を受けるにあたり、倫理委員会
の申請・承認が必要不可欠である。我々は、九州歯科大学研究倫理委員会に本研究における臨床サンプ
ルの採取について以下の課題名にて申請を行い、承認を得た。
(i) 歯周病マーカー検出機器作製に関る患者サンプル（プラーク・歯肉溝滲出液・唾液）による基礎デー
タの調査
(ii)

承認番号：１３－２５

なお、患者には本研究について、丁寧に説明を行い、同意を得ている（インフォームドコンセント）。
(b) 臨床サンプル（歯肉溝滲出液・歯肉縁下プラーク）の採取
(i)

ロールワッテを対象歯牙周囲に置くにより、唾液の混入な
どを防ぐ（防湿処置）。
(ii) 歯肉縁上プラークを除去する。
(iii) 歯周ポケット内にペーパーポイントを挿入する。
(iv) 30 秒間、静置する。
(v) 採取したプラークを溶媒（milliQ 水 20ul）に保存する。
(vi) －30℃にて凍結・保存する。

実際の臨床サンプル採取の様子
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(c) 臨床サンプルのプロファイル
臨床サンプル採取の際には、以下の項目についても計測・記録を行った。
1. 性別
2. 年齢
3. 採取部位（採取した歯牙と１歯を 6 点にわけた時どの部位か）
4. 歯周ポケット深さ（PPD）
5.
6.
7.
8.

歯周ポケット測定時の出血の有無（BOP）
歯周ポケット測定時の排膿の有無
歯槽骨の吸収程度
歯周炎の分類（P1, P2, P3, 急性発作）

9. 全身疾患の有無（全身疾患があれば、具体名）
(d) 臨床研究のデザイン
通常、対照群は同年齢世代の健常者から採取するべきである。しかし、成人の約８０％が歯周病に罹
患していることと、歯科病院の歯周病科外来にてサンプル採取をしていることから、対照群として、歯周
病患者群と同数の健常者をそろえることは困難であると考えた。そこで、歯周病罹患者の同一口腔内で、
歯周ポケット深さの最も深い部位を歯周病群、それに対して、歯周ポケット深さが２～３mm で BOP 陰性
の部位を対照群とした。
(e) 臨床サンプルの採取数
1. 炎症性サイトカイン、ジンジパイン（歯周組織破壊酵素）、歯周病細菌叢解析のために５０サンプル
（歯周病患者 25 人：歯周病部位より 25, 健常部位より 25） また、健常者サンプルとして歯周病を有
さないもの 5 人より 15 サンプルを九州工業大学竹中研究室に提供した。
2. 歯周病細菌叢解析のために 17 サンプルを（株）エコジェノミクスに提供した。

2.5.2 施設（マルチセンター）での臨床試験の実施
(a) 多施設（マルチセンター）臨床試験の背景
多施設での臨床試験は、以下のような利点がある。
1. 同一期間内に、多数の被験者を集めることができる。
2. より広い地域から、広い患者集団から被験者を募集することができ、得られた結果を一般化すること
ができる。
3. 将来、使用される状況により近い実験状況を提供することができる。
そこで、本機器の臨床試験を、多施設（東京医科歯科大学・昭和大学・大阪歯科大学・鹿児島大学；次頁コ
ンソーシアム図参照）において、実施することとした（鹿児島大学は諸事情により辞退された）。
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機密性○

コンソーシアム

臨床評価実施機関
（株）アイム
読取り装置・ソフトウェアの開発、試作

依頼

医療機関

九州歯科大学

外注

研究機関

九州工業大学
PL

•臨床評価
•臨床エビデンスの構築
•開発機器の導入・普及

東京医科歯科大学
昭和大学
鹿児島大学
大阪歯科大学
医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

•基盤研究
•技術シーズの提供
•有効性、安定性等の検証

助言
承認

相談
申請

製造販売業「13B1X00155」

（株）ジーシー

医工連携支援機関・研究機関

公益財団法人北九州
産業学術推進機構

•システム開発
•製品化・事業化
•薬事・市場化を見据えた
他機関への助言

事業管理機関

事業管理

販売

中

中

製造業「予定」

製造業「予定」

（株）ジーンネット

（株）エコジェノミクス

•ペプチド、抗体プローブ、
チップの開発、供給

• ゲノム・遺伝子解析用プロー
ブ、 DNAチップの開発、供給

顧客（国内、海外）

(b) 臨床試験プロトコール
各施設（東京医科歯科大学・昭和大学・大阪歯科大学）では、前項目で示した九州歯科大学での臨床サ
ンプル採取方法を呈示、指導し、そのプロトコールに厳密に従って、臨床サンプル採取を実施した。次頁は、
配布したサンプル採取のプロトコール簡易版と臨床サンプルのプロファイルである。
(c) 各施設のサンプル採取期間、サンプル数
本来、サンプル採取期間は同時期であることが好ましいが、倫理委員会の承認時期の違いや対象とな
る歯周病患者の来院数などの違いがあり、完全に一致させることができなかった。
施設名

サンプル採取期間

サンプル数

東京医科歯科大学

H25 年 10 月～11 月

50 (歯周病部位：25 健常部位：25)

昭和大学

H25 年 11 月～12 月

50 (歯周病部位：25 健常部位：25)

大阪歯科大学

H25 年 12 月～1 月

50 (歯周病部位：25 健常部位：25)

九州歯科大学

H25 年 10 月～11 月

50 (歯周病部位：25 健常部位：25)
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歯肉溝滲出液 サンプル回収フローチャート
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サンプル基礎データ記入表
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2.5.3 臨床試験
昨年度までは、破壊酵素の検出、菌叢解析、炎症性サイトカインの検出において、アッセイに適するサンプ
ルの検討を行った。歯肉溝滲出液は高濃度に様々な菌や蛋白質を含む生体液であり、これが検体として適し
ていると思われる。しかし、これを溶解する溶媒は検出種によって、適正があることが明らかになったため、前
処理方法は統一した。これまでに破壊酵素である Rgp とサイトカインである TNF-α について、健常者と歯周
病患者それぞれの応答を採取した。得られたデータについて、ROC 解析を行い、本提案システムの有用性を
確認し、ROC 解析によって得られた閾値を用いて、測定手法の感度、特異度を算出した。
(a) Rgp の検出における ROC 解析および感度と特異度の算出
FRDE 固定化電極を利用したときの Rgp 検出結果を ROC 解析した。本手法では値が 1 に近いほど有
効性が高い。本手法では、0.904 であり、非常に信頼性の高い測定方法であることが示された。また、この
解析により得られた健常者と歯周病患者との閾値は 64.9%であり、この結果から本手法の感度と特異度を
算出した。その結果、感度は 95%、特異度は 56%であり、感度が非常に高い測定方法であることがわかっ
た。
(b) TNF-α の検出における ROC 解析および感度と特異度の算出
MMeELISA で TNF-α を検出したときの結果を ROC 解析した。本手法では値が 1 に近いほど有効性
が高い。本手法では、0.93 であり、Rgp の検出よりもさらに信頼性の高い測定方法であることが示された。
また、この解析により得られた健常者と歯周病患者との閾値は 2.09 であり、この結果から本手法の感度
と特異度を算出した。その結果、感度は 92%、特異度は 80%であり、感度・特異度ともに非常に高い測
定方法であることがわかった。
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3. 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）
歯周病は、糖尿病や動脈硬化などの体全体の健康と関係していることが分かっている。しかし、現在
の歯周病診断は歯科医の知識や経験に左右されやすく、医学と連携できる検査方法も確立されていな
い。そこで、歯周病の進行度を判定する複数の検査を簡単に行えるようにするため、電気化学的検出と
いう新しい手法を使った歯周病診断装置を開発する。この装置を実用化することで、歯周病の治療成績
向上と体全体の健康に寄与する。
(b) 自己評価点
B：当初目標を達成した。
(c) 自己評価理由
本事業で掲げた下記の主要な課題及び各々の最終目標を一部変更点はあるものの、ほぼ達成でき
たと判断されるため。
【課題】
① 歯周組織破壊酵素、歯周病原因菌叢、炎症性メディエータ検出法の構築
② 読取装置及び検出チップから成る歯周病診断装置の開発
③ 臨床試験データの取得
但し、当初の事業化計画（H28 年上市）については、３年間延期せざるを得ないと判断した。これは、
事業期間の終盤に至り、PMDA や（公財）医療機器センターへの相談の結果、開発品である歯周病診断
装置（読取装置と検出チップから構成）の薬事申請に当たり、読取装置は後発の一般医療機器であるが、
核心部分である検出チップは、新規の体外診断用医薬品に相当する旨の判断を頂いた事に拠る。この
点は、当初の事業計画では想定しておらず、新規医薬品となった場合、申請用データの取得及び歯周病
学会等での客観的認知に少なくとも３年間の追加期間が必要と判断されるためである。

(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
当初計画における課題・ニーズは(1) (a) 当初目標に示しているが、詳細は以下の通り。
歯周病は成人の殆どが罹患している国民病となっているが、その診断法は歯科医の経験・知識に頼
る主観的・定性的方法が主流であり、診断及び治療法が規格化されていない。よって、歯周病の進行度
や症状に応じた適切な治療法や予後管理が難しいと言う課題がある。また患者からの信頼度が低く、患
者自身のケア意識が低い点も問題とされており、歯周病の予防の観点からも課題となっていた。さらに、
近年、歯周病が糖尿病等の全身疾患の原因となっている点が明らかに成ってきている。しかしながら、
歯周病診断が定性的であり、医科領域と連携するための検査方法が確立されていないため、医科領域
との連携による全身疾患の確実な予防に至っていないことが課題となっている。当初設定したこれら課
題・ニーズについては、全研究開発期間において、変更点は無い。
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(b) 機器スペック・ビジネスモデル
機器スペックに関しては若干の変更が発生しており、以下に内容を記載する。
・ 歯周病診断用検出チップのスペック
(ⅰ) 歯周病組織破壊酵素検出システム
検出時間：10 分
同時解析可能な検体数：25 検体
変更前

検出対象歯周組織破壊酵素：ジンジパイン Kgp，Rgp
(ⅱ) 歯周病原因菌叢検出システム
同時解析可能な検体数：25 検体
(ⅲ) 炎症性メディエーター検出システム
同時解析可能な検体数：25 検体
(ⅲ) 検出対象炎症性メディエーター：TNF-α，IL-1β，IL-6
(ⅰ) 歯周病組織破壊酵素検出システム
検出時間：30 分
同時解析可能な検体数：10 検体

変更後

検出対象歯周組織破壊酵素：上記＋MMP，カテプシン
(ⅱ) 歯周病原因菌叢検出システム
同時解析可能な検体数：15 検体
(ⅲ) 炎症性メディエーター検出システム
同時解析可能な検体数：5 検体
検出対象炎症性メディエーター：上記＋アメロブラスチン

歯周病組織破壊酵素の検出時間は測定の正確性を向上させるため、10 ⇒ 30 分（チェアサイドで可
能な範囲）とした。検出対象の酵素種類は、より確実な診断のため、MMP，カテプシンを追加した。炎症
性メディエーターではアメロブラスチンが歯周病の初期症状検出上、有効な指標となることが判明したた
め、測定対象として追加した。同時測定可能な検体数は各検出サンプルの属性を考慮した電極数（検体
数）に変更とした。
・ ビジネスモデル

変更前

初期のターゲットは、歯周病専門医・認定医（1,200 名）を対象とし、当初自費診療として
展開。その後、一般開業歯科（68,000）への展開実施、保険適用の検討を実施し、市場
拡大を図る。また、インプラント医師への展開も考慮する。海外マーケットについては当
面進出せず、国内に注力する。

変更後

ビジネスモデルに関しては当初計画からの変更点は無い。

(c) 事業化体制
・ 量産化及び製造販売
変更前

株式会社ジーシーを製造販売業者とし、株式会社エコジェノミクスおよび株式会社ジー
ンネットが電気化学的検出チップの部材を製造業者に供給する。販売チャネルとして
は、株式会社ジーシーの既存ルートを活用するものとする。

変更後

変更無し
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(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール）
変更前

薬事申請：2015 年（H27 年）
上市時期：2016 年（H28 年）

変更後

薬事申請：2018 年（H30 年）
上市時期：2019 年（H31 年）

薬事申請・上市スケジュールについては、３年間延期せざるを得ないと判断した。3.(1).(b) 自己評価
理由に記載している様に、新規医薬品となった場合、申請用データの取得及び歯周病学会等での客観
的認知に少なくとも３年間の追加期間が必要と判断されるため。

(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

早期のクラス分類の明確化

早期にクラス分類を明確にするよう指摘が有り、PMDA とのヒアリングを実施した。結果、当初クラス
Ⅱの医療機器と想定していたが、クラスⅠのようであるとアドバイスを受けている。また、PMDA 以外に
公益財団法人医療機器センターともヒアリング実施を勧められ実施している。開発品の薬事取得に関す
るベースとなる有意義な意見を入手出来た。現時点では、歯周病診断装置の構成要素である、読取装
置はクラスⅠの後発品、検出チップはクラス未定の体外診断用医薬品の新規品と想定している。
(b) 技術・評価面
指摘事項

技術・評価面では特段の指摘は無い

(c) 知財面
指摘事項

知財戦略全体の担当機関が不在

伴走コンサルにて知財戦略全体の担当機関が不在であるとの指摘を受ける。公益財団法人北九
州産業学術推進機構が全体の取り纏め担当とした。
(d) 事業化面
指摘事項

海外市場進出対応の検討

技術としてはかなり評価出来る。国内市場だけでは無く、海外市場も対象として良いのではとの意見
が有った。しかしながら、本開発品はまずは日本国内での地位を確立すべきと判断しており、当面海外
市場は対象としない。
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(e) その他全般
指摘事項

特記事項無し

(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
企業と大学とが有機的に連携して事業が進展した。また、外部評価委員からも有益なコメントを頂き事
業推進に役立った。伴走コンサルにおいても実用化に向けてご意見を頂いた。事業化は当初の計画ど
おり事業終了後数年を必要とするが、継続して臨床データの取得及び装置とチップの高性能化を図りた
い。
(b) 事業の進め方
九州工業大学内に企業のラボを持つことができ、企業から研究員、テクニシャンが派遣され、装置とチ
ップの改良や臨床データの取得を効率的に行うことができた。特に頻繁な大学と企業との打合せができ
たことは事業進展に対して有効であった。
(c) その他
最終年度の予算に関しては、初年度製作の測定装置の改良品製作分が減額となった。当初の計画で
は、臨床サンプル測定において得られた課題を踏まえて、実用化に向けたスペックの検討及び改良品の
製作を実施予定であった。本事業終了後も臨床サンプル分析を通じて読取装置と検出チップの最適化を
図り、開発品の実用化に繋げるつもりである。
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