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Ⅰ．概要
本研究は、歯の延命化に対して画期的・革命的解決法を
与える、抜髄・感染根管歯における歯髄再生治療法の実用
化のため、隘路解消を目的とする。まず、膜遊走分離法に
て分取・増幅した自家歯髄幹細胞の、適切な品質規格、評
価基準を設定し、安全性と安定性を効率的に確保し、適切
な安全性・安定性の試験法を確立する。また、抜髄および
感染根管治療後、自家歯髄幹細胞を根管内に移植して歯髄
を再生させる治療法の有効性を示す指標を決定する。３年
以内に、非臨床試験においてこれらの適切な方法を用いて
安全性・有効性を確認する。その後、倫理・利益相反委員
会承認、ヒト臨床研究・ヒト幹細胞臨床研究に関する審査
委員会承認を得て、４年以内に臨床研究を開始する。
1.機関の現状
歯を失う原因の半分はう蝕である。歯髄は歯の機能維持
に種々の重要な役割を有するが、現在の治療法では歯髄炎
で痛みが出ると抜髄せざるを得ないが、抜髄治療に完璧な
方法はなく、歯の機能が低下し、歯が折れやすくなり、さ
らには根尖性歯周炎となり、最終的には歯を喪失する可能
性が増大する。本研究は、スーパー特区研究のうち、歯髄
再生による歯髄炎・根尖性歯周炎の新しい治療法の開発・
実用化を促進するものである。歯髄再生は歯の延命化、口
腔機能維持につながり、高齢者の歯を多く残す事により
QOL を向上させ、自律神経や運動機能などの全身の恒常性
維持や認知症の予防にも貢献できると考えられる。また、
8020 運動達成者は医療費が 20%低下し、要介護率も低下す
ることが知られ、歯の延命化は医療・福祉経済の安定化に
もつながる。よって、この特区研究は国立長寿医療研究セ
ンターの「高齢者の心と体の自立を促進し、健康長寿社会
の構築に貢献するという」使命と方向性が一致するため、
センターの全面的支援を得ている。具体的には、GMP 準拠
の細胞加工施設が完備し、臨床研究推進のための研究棟が
設立され、ヒト歯髄幹細胞を用いた臨床研究・治験が行え
る。ヒト歯髄幹細胞分取・加工の環境整備が順調に進んで
いる。また、イヌ動物実験施設を新たにラクオリア創薬株
式会社の動物実験施設を借用・改築し使用可能となり、非
臨床有効性試験の環境も整備された。さらに、平成 21 年
度には臨床研究推進のための新しい組織として、臨床研
究・治験推進部が設置された。よって、国立長寿医療研究
センターにおける特区研究の臨床研究は、同部の臨床研究
推進室により臨床研究のデザイン・企画、臨床研究支援、
企業などとの情報交換、医療情報の管理と解析を全面的に
支援できる臨床研究体制が整ってきている。また、特区研
究の治験も、同部の治験推進室により、円滑な推進・管理、
企画・実施の支援が得られると考えられる。
2.計画構想の内容
a. 細胞動態：歯髄幹細胞（１x10６個）
、GCSF およびコラ
ーゲンをイヌの根管内に移植し DiI ラベルした細胞の動

態を経時的に組織形態学的に検討する。特に生殖器への
移行に注意する。
b. 歯髄再生の有効性の指標：イヌ再生歯髄組織への血
管・神経の侵入、象牙質側壁の象牙芽細胞分化と象牙質
形成、歯髄および根尖歯周組織の炎症・内部吸収・外部
吸収がないことを形態学的に解析する。また、蛋白化学
的解析として二次元電気泳動を行い、再生歯髄組織の蛋
白質発現パターンを正常歯髄組織および歯根膜組織と比
較し、さらにプロテオーム解析により、正常および再生
歯髄に発現する特異的マーカーを同定し、抗体を作製し、
歯髄再生の指標として用いる。イヌ再生歯髄組織の機能
回復として、再生歯髄の歯冠部側より DiI をラベルし、
三叉神経節に向かって神経線維がつながっていることを
形態学的に証明し、さらに、その神経線維の末梢からの
刺激が中枢に活動電位として伝達されることを電気生理
学的に証明する。非侵襲性に歯髄再生を診断するための
歯髄診断装置を開発し、臨床症状と画像との相関性を検
討し、客観的歯髄診断の指標を作成する。
c. ヒト歯髄幹細胞の安全性試験： GMP 準拠の施設で膜
遊走分離法にて分取した歯髄幹細胞に関して、感染性因
子の混入リスク（無菌試験、マイコプラズマ否定試験、
エンドトキシン試験、ウィルス否定試験などによる）
、製
造工程由来不純物の混入リスク、継代による細胞形態変
化・核型異型・生存率などを検討する。歯髄幹細胞の形
質変化として、老化マーカー発現を検討し、再生に用い
る歯髄幹細胞適合性指標を確立する。これにより、適切
な品質規格、評価基準を設定する。
d. がん化リスク評価：スキッドマウス腎臓皮膜下にヒト
歯髄幹細胞（１x10 ６個）を単味、あるいはコラーゲン
scaffold および GCSF とともに移植し、造腫瘍性の有無
を解析する。
e. 非臨床試験での抜髄後および感染根管治療後の歯髄
再生の安全性に関する試験:幹細胞歯髄内単回埋移植試
験を行い、投与後 4 週間の観察期間に一般状態、体重、
眼科的検査、尿検査、血液学的検査、血液生化学的検査、
剖検、期間重量、病理組織学的検査などの検査を行い、
歯髄幹細胞の毒性を調べる。
f. 非臨床試験での抜髄・感染根管治療後の歯髄再生の有
効性に関する試験：イヌ抜髄および感染根管治療後の細
胞移植後の歯髄再生に関して、ｂのように、形態学的解
析およびマーカーを用いた解析、さらには歯髄診断装置
を用いて客観的な試験を行う。
g. 臨床研究：まず、国立長寿医療研究センターにて調整
した細胞を国立長寿医療研究センターあるいは愛知学院
大学にて移植を行い、成功症例を得た後に、東京医科歯
科大学、長崎大学にて、平行して臨床研究を行う。
3.実施期間終了時における具体的な目標
臨床研究において、抜髄・感染根管歯における、歯髄幹
細胞および再生歯科充填材を用いた歯髄再生治療法の安
全性を確認し、５症例以上の歯髄再生の有効症例を得る。
非侵襲性歯髄診断装置を用いた歯髄画像診断に成功する。
4.実施期間終了後の取組
先進医療あるいは企業主導での治験、承認申請、薬事承
認を取得する。実用化、医療としての普及を進めるために、
より確実な治療技術と、より良い製品を安全で安価にベン

チサイドに届ける必要がある。そのための生産体制、品質
保証体制の確立、技術普及のための体制の確立を行う。臨
床研究成果は歯科の国内外の各種学会や論文・雑誌などで
広く公表し、歯科医師会や各歯科大学などで講習会を催し、
新しい治療法の伝導に努める。また、歯科医師会及び歯科
メーカーの協力を得て、市場調査・アンケートによる患者
の意見の反映、歯髄細胞バンクの構築、生産・流通網の合
理化、開かれた透明性のある治療体制の確立を目指す。平
成 30 年には、歯髄再生は国内５％の普及率を目標とする。
また、薬事認可後、海外にも進出する。歯髄・象牙質再生
により歯の延命化に対して画期的・革命的解決法を与え、
15 年後の高齢者において 8020 運動達成者を現在の 23%か
ら２倍以上に増加させる。
5.期待される波及効果
本支援プログラムにより、歯髄幹細胞の品質評価基準と
安全性・安定性が確保され、歯髄再生の安全性・有効性の
指標が確立され、臨床研究が成功すれば、他大学研究機関
においても、歯科医師主導の先進医療として普及する可能
性が大きい。また、歯髄再生の臨床研究成功により、歯髄
バンクの有用性が実証され普及率が高まるものと考えら
れる。これにより、歯髄・象牙質再生が促進されるばかり
でなく、他組織再生治療にも有用な細胞源として用いられ
る可能性が十分ある。
6.生命倫理・安全面への配慮について
a. 厚生労働省の臨床研究に関する倫理指針およびヒト
幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に従うことは当然
のことである。また、本研究における患者への臨床研究
においては当該諸施設の倫理・利益相反審査委員会に申
請し、承認を得た上で行う。一方、該当患者に対しては
書面および口頭で十分に説明し同意を得る。さらにこれ
ら説明文、同意書については当該諸施設の倫理・利益相
反審査委員会にて承認されたものを用いる。ヒト歯髄幹
細胞を用いた動物モデルにおける血管新生、歯髄再生に
関してはすでに研究機関での動物実験倫理委員会の承認
を得ている。
b. 研究対象者に「研究に協力いただけるかを考慮頂くた
めに十分なインフォームドコンセント」を研究前に行う。
(1) 研究協力の任意性と撤回の自由
(2) 研究の実施計画
(3) 研究の目的
(4) 研究協力の要請目的
(5) 研究方法
(6) 研究計画書の開示について
(7) 研究に協力した対象者にとっての利益及び不利益
(8) 個人情報の保護について
(9) 研究結果の公表について
(10) 研究から生ずる知的所有権について
(11) 研究終了後の資料の取り扱いについて
7.実施体制

(12) 本研究の費用について
(13) 問い合わせ・苦情の受付先について
(14) 研究への協力の同意文書について
(15) 研究への協力の同意撤回文書について
以下にこれらの要約を記載する。
(a)研究対象者に対する人権擁護上の配慮
希望により、個人情報や研究の独創性の保護を十分配
慮し、研究計画の内容を開示することも可能である。
研究の成果は、連結不可能匿名化した上で、学会や学
術雑誌およびデータベース上などで公表する。採取資
料は将来の有望な研究のための貴重な資料として、研
究終了後も保管する。将来、このデータを歯科医学的
研究に応用する場合には、改めて研究計画書を提出し、
倫理・利益相反審査委員会の承認を受けることは当然
のこととして扱う。
(b)研究方法による研究対象者に対する不利益
本研究の結果が、研究対象者に直接利益および不利益
となるような情報をもたらす可能性はないと考えら
れる。研究成果は、将来、ウ蝕・歯髄治療がより効果
的に行われるようになることが期待され、新規治療法
の開発により、治療方法は刷新され、歯科医学が発展
することに役立つと思われる。
(c)危険性の排除や説明と理解(インフォームドコン
セント)に関わる状況
幹細胞の培養法は、骨髄幹細胞に対して用いられてい
る手順書を応用して作製し、すでに安全性が確立され
た方法に準じて行い、厳密に分析・管理・維持された
血清と培地、装置、施設などを利用する計画であるた
め問題はないと思われる。アテロコラーゲンは生体材
料として広く用いられており、安全性は確立されてい
る。術後に何らかの異常をきたす兆候が見られた場合
には、直ちに治験を中止し、専門医を受診して頂き誠
意を持って対応するものとする。
c. 実験動物に対する動物愛護上の配慮
動物実験においては使用動物および使用法に関して、厚
生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施
に関する基本指針および各関連附属動物実験施設のガイ
ドラインに則り、動物倫理委員会の承認を得て、動物愛
護精神をふまえ慣例を逸脱しないように配慮し、その定
める規則に基づき実験を行う。細胞移植実験に伴う苦痛
は、局所麻酔下でのヒトの抜歯あるいは歯の神経治療に
相当する。苦痛をできる限り緩和するために十分な全身
麻酔を行い、脈拍・血圧をモニターしながら人道的かつ
生理的方法によりその時の生理の維持を確認しながら実
験を行い、また蘇生には十分な回復が得られるような環
境を与える。予後は随時モニターしながら予後不良とみ
なされた場合にはすぐに抜歯し、状態が悪ければ直ちに
安楽死させる。よって、倫理面・安全対策面等において
問題がないと考えられる。
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8.各年度の計画と実績
a.平成 22 年度（実績）
(1)ヒト歯髄幹細胞の SOP（標準作業手順書）の作成
(a)イヌモデルをシミュレーションとして SOP 作成
東京都健康長寿医療センターの協力を得ながら、イヌ歯髄
幹細胞の感染性因子の混入リスク、継代による形態変化・
生存率などを検討し、抜去歯の輸送、歯髄幹細胞の分取・
増殖・保存工程、細胞輸送、移植に至る一連の工程の SOP
を作成した。この SOP を 23 年度以降クリーンルーム内（無
菌環境保持装置）での作業準備のための原案とした。
(b)イヌモデルをシミュレーションとして多施設臨床研究
を想定した SOP 作成
国立長寿医療研究センターで採取されたイヌ歯髄幹細胞お
よび同一個体の血清を東京都健康長寿医療センターに輸送
し、歯髄幹細胞の増殖・保存における多施設研究のための
検証を依頼し SOP 作成に反映させた。
(c)ヒト歯髄幹細胞の SOP の作成
(a)のイヌ用 SOP を参照にして、ヒト歯髄幹細胞の一連の工
程の SOP を東京都健康長寿医療センターの協力
を得ながら作成を開始した。
(d)ヒト歯髄幹細胞の多施設臨床研究の SOP 作成

当該構想における役割
総括
ヒト SOP 確立、品質管理システム構築、歯髄診断装
置の開発、歯髄再生治療、臨床研究
非臨床試験での安全性、臨床研究での変更管理・逸
脱管理
臨床研究のための体制作り、他施設臨床研究のため
の実証研究
臨床研究のための体制作り、他施設臨床研究のため
の実証研究
臨床研究のための体制作り、他施設臨床研究のため
の実証研究、臨床研究
臨床研究のための体制作り、他施設臨床研究のため
の実証研究、臨床研究
ヒト抜去歯の供給、臨床研究のための体制作り、臨
床研究
他施設臨床研究のための実証研究
非臨床試験でのイヌ抜髄、感染根管治療モデル作
成、細胞移植
ヒト SOP 確立、
歯髄幹細胞移植および歯髄再生解析、
歯髄幹細胞の安全性・安定性の検討、製造責任
ヒト歯髄幹細胞の安全性試験、がん化リスク評価、
非臨床研究での安全性試験
ヒト歯髄幹細胞 SOP 確立及び臨床研究のアドバイス
ヒト歯髄幹細胞 SOP 確立、安全性・有効性試験、臨
床研究のアドバイス
臨床研究の支援体制の整備
臨床研究の支援体制の整備
臨床研究の支援・協力
企業および公的機関との折衝
開発事業全体の企画立案、フォローアップ
非侵襲性歯髄診断装置の開発、歯髄幹細胞の品質管
理
非侵襲性歯髄診断装置の開発、歯髄幹細胞の製造管
理
(b)のイヌ用 SOP を参照に、国立長寿医療研究センターにお
いて採取されたヒト歯髄幹細胞および血清を東京都健康長
寿医療センターに輸送し、ヒト歯髄幹細胞の多施設臨床研
究のための SOP 作成を準備した。
(2)自家歯髄幹細胞の適切な品質規格・評価基準の設定と分
取・培養・保存・運搬のプロセスの一貫した品質管理システ
ム
(a)特性解析
イヌおよびヒト歯髄幹細胞の細胞形態が扁平でないこと、
フローサイトメトリーによる表面抗原を解析した（CD29,
CD44 の陽性率がほぼ 100%で CD31 が陰性）
。
(b)歯髄幹細胞遺伝子・蛋白質発現解析
イ ヌ お よ び ヒ ト 歯 髄 幹 細 胞 の 特 徴 化 の た め real-time
RT-PCR に よ る 歯 髄 マ ー カ ー の 特 異 性 を 検 討 し 、 ま た
Western blot 用イヌ歯髄マーカー抗体を作成した。
(c)遊走能・増殖能、血管・神経誘導能
イヌおよびヒト歯髄幹細胞が、高い遊走能・増殖能、優れ
た血管・神経誘導能を有することを明らかにした。
(3)安全性の効率的確保と適切な安全性の試験法確立
新日本科学より輸送されてきたイヌの歯から GMP 準拠細胞加
工施設にて歯髄幹細胞を採取し、感染性因子の混入リスクを
検査後、採取した歯髄幹細胞を新日本科学に輸送し、イヌ歯
髄内埋移植試験を依頼した。

(4)歯髄再生治療法の有効性の形態学的・蛋白化学的および
分子生物学的な効率的指標決定
(a)形態学的統計解析
イヌ自家移植３ヶ月後歯髄体積は 90％以上であった。
(b)歯髄マーカーの同定
再生組織が歯髄であることを証明する歯髄マーカー
（TRH-DE）の同定を行った。
(c)非侵襲性歯髄診断装置の開発
(1.歯髄診断マーカー作成
インドシアニン・グリー(ICG）をラット静脈から注入し、
高感度カメラ搭載実体顕微鏡にて歯髄内集積の１時間以
内の衰退を観察した。(4)の(b)の歯髄マーカー抗体と ICG
をリポソームに付着させ効率よく歯髄に集積させる診断
マーカーをデザインした。
(2.高感度検出法の開発
イヌの抜去歯あるいは生体内で歯髄に直接的に ICG を注
入し、赤外線カメラおよび半導体レーザーを使って、高感
度に検出する方法を検討した。
b.平成 23 年度(実績)
(1)ヒト歯髄幹細胞の SOP の作成
ヒト歯髄幹細胞製造及び多施設臨床研究のための SOP を
東京都健康長寿医療センターの協力を得て作成した。
(2)自家歯髄幹細胞の適切な品質規格・評価基準の設定と
品質管理システムの構築
(a)特性解析：ヒト歯髄幹細胞で、設定評価基準（細胞形
態、生存率、表面抗原発現、感染性検査）を確認。
(b)歯髄マーカーTRH-DE の遺伝子・蛋白質発現解析
(c)高い遊走能、増殖能、抗アポトーシス作用、免疫抑制
作用、血管・神経誘導能を 4 ロットで確認した。
(3)安全性の効率的確保と適切な安全性の試験法確立
マウス内ガン化試験（4 ロット、計 18 匹、16 週）
、イヌ歯
髄内埋移植試験（5 ロット）を依頼し、異常がないことを
確認した。
(4)歯髄再生治療法の有効性の形態学的・蛋白化学的およ
び分子生物学的な効率的指標決定
(a)形態学的統計解析：歯髄の体積％が２ヶ月で 80～
90％であることが判明した（5 ロット）
。
(b)歯髄マーカーにより、歯髄再生を証明した。
(c)非侵襲性歯髄診断装置の開発
ICG専用光学系および高効率な分光キューブを用い、イメ
ージングファイバー方式を採用し、生体内で歯髄からの
蛍光発光が検出された。
(d)歯 髄 機 能 解 析 :電気的歯髄診断装置により、移植２
ヶ月で歯髄生活反応が現れた。また移植６ヶ月で、歯科
用X線像により根尖部の狭窄と象牙質冠部の被蓋象牙質
形成がみられ歯髄の正常機能回復を確認。
(5)臨床研究
(a)体制作り：補償保険加入などの環境整備を開始。
(b)臨床研究：ヒト幹細胞臨床研究実施計画書を作成し、国
立長寿医療研究センターおよび愛知学院大学歯学部倫理審
査委員会での了承を得た。
c.平成 24 年度 (実績)
(1)ヒト歯髄幹細胞の安全性・安定性の検討
(a)ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設内 SOP 作成
前年度のヒト用 SOP を、実際に３回繰り返し工程を動かしな
がらさらに改訂した。製造細胞を動物モデルに移植し非臨床
試験の安全性・有効性を検討した。
(b)多施設臨床研究のための実証研究
ヒト歯を長崎大学および東京医科歯科大学から愛知学院大
学の細胞加工施設まで輸送する条件、環境、形態、輸送方法、
輸送可能時間を検討し輸送 SOP を確立した。

また、前年度作成の SOP に従って歯を輸送し、製造加工・凍
結したヒト歯髄幹細胞を東京都健康長寿医療センターに輸
送し、輸送前と輸送後の細胞状態を比較検討し、SOP の改訂
を行った。さらに、同様に、ヒト歯髄幹細胞を長崎大学およ
び東京医科歯科大学に輸送し、輸送の安全性・安定性を明ら
かにし、多施設臨床研究のための細胞輸送のプロトコール及
び SOP を確立した。
(2)非臨床試験での安全性試験
新日本科学から輸送されてきたイヌの歯から、イヌ細胞加工
施設アイソレータ内にて歯髄幹細胞を採取、増幅させた。凍
結細胞を、感染性因子混入の検査後、新日本科学へ輸送し、
抜髄後の同種細胞の根管内埋め込み試験および感染根管治
療後の自家細胞の根管内埋め込み試験の安全性試験を依頼
した。なお、同種移植は、新日本科学にてあらかじめ DLA タ
イピングによる組織適合性を検討後に行った。また、抜髄、
感染根管作成および細胞移植は鹿児島大学の協力を得た。
(3)非臨床試験での有効性試験
(a)歯髄再生の有効性：イヌ感染根管治療後に歯髄幹細胞
を自家移植し、歯髄再生の有効性を形態学的・分子生物学
的・蛋白化学的解析、X 線画像解析、電気的歯髄診断によ
り検討を開始した。また、同種移植の歯髄再生の有効性の
検討を開始した。
(b)有効性の指標：新規に設計・製作された ICG 専用光学系
および高効率な分光キューブを用い、対物レンズはイメージ
ングファイバーを組み込んだもの等を用いて歯髄を画像解
析した。さらにより低侵襲性の診断装置を模索し、ユタカ通
信設備株式会社の協力工場にて LD 光源（レーザー）OCT を使
用し、イヌの歯内部をより鮮明に判別可能な波長、1500nm、
1700nm を用いた。
(4)臨床研究
(a)体制整備
有効性・安全性・品質管理に関する情報及び歯髄再生医療の
知識・技能を共有できるよう、連携実施体制を強化した。被
験者の健康被害の防止及び救済の手順書や補償保険加入な
どの環境整備、臨床研究コーディネータなどの支援体制を整
備した。
(b)臨床研究
ヒト幹細胞臨床研究実施計画書を 5 月に厚生労働省に提出し
た。ついで厚生労働大臣からの意見書を得て、11 月に機関の
長から臨床研究の実施を許可された。臨床研究用ホームペー
ジおよびポスターを作成し、愛知県歯科医師会の協力を得て
説明会を行い患者募集した。
d.平成 25 年度（実績）
(1)ヒト歯髄幹細胞の安全性・安定性の検討
(a)ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設内 SOP 作成
国立長寿医療研究センター細胞加工施設を GMP 準拠に改
築し、前年度に作成した、愛知学院大学でのヒト歯髄幹細
胞の SOP を改変して、センターでの SOP を作成した。セ
ンター細胞加工施設に愛知学院大学より抜去歯を輸送し、
作成した SOP を確認・改訂した。
(b)多施設臨床研究のための実証研究
東京都健康長寿医療センターの協力の下、多施設臨床研究の
ため、長崎、東京医科歯科および鹿児島大学からセンター細
胞加工施設へヒト抜去歯を陸輸、空輸にて輸送する条件、環
境、形態、輸送方法、輸送可能時間などの SOP を、細胞状
態（生存率、増殖能、細胞形質など）や輸送の安全性・安定
性評価により確立し、SOP の修正を行った。
(2)非臨床試験での安全性試験
DLA タイピング後のイヌの歯髄幹細胞を、センターにてタ
イピングが合わないように抜髄後の同種移植を行い(4 匹)、
歯髄再生を確認した。さらに新日本科学にて同種移植の安全
性試験イヌ 10 匹を行い、問題がないことを確認した。

(3)非臨床試験での感染根管治療後歯髄再生および抜髄後同
種移植による歯髄再生の有効性試験
(a)歯髄再生の有効性：イヌ感染根管を作成後、根管内を無
菌化し、細胞を移植すると、2 週後、歯髄および根尖歯周組
織再生が確認された。また、タイピングが合わない同種移植
（3 匹）でも歯髄が再生された。
(b)有効性の指標：中心波長 1.5～1.7m の長波長帯・高出力
広帯域スーパーコンティニューム光源による長侵達長、超高
分解能ＯＣＴの開発が可能になった。光の散乱を低減して歯
髄部までの非破壊内部観測が可能になり低侵襲性の歯髄診
断装置を開発した。
(4)臨床研究
不可逆性歯髄炎の患者に対する自家歯髄幹細胞移植による
歯髄再生治療の臨床研究の移植治療を 5 例実施した。現在ま

で有害事象の発生はなく、４例で電気的歯髄診断による歯髄
再生を確認できている。
e.平成 26 年度
・歯髄再生治療の臨床研究 5 例に対する予後診査を行い、安
全性を検討する。
・上記検討終了後、多施設において同様の臨床研究を実施し、
歯髄再生治療法の成功率を検討する。
・非臨床試験（イヌ）による同種移植の有効性及び複数回移
植可否の検討を実施する。
・非臨床試験（イヌ）での歯髄再生の有効性を、非侵襲性歯
髄診断装置を含む解析装置により検討する。
・細胞バンク設立準備として細胞品質評価法の確立を行う。

９．年次計画
取組内容
歯髄再生の有効性の
指標設定（代表機関：国
立長寿医療研究センター）

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

実施期間終了後

歯髄特異的マーカー同定
蛋白化学的・分子生物学的解析
臨床症状・マーカー発現と連結した画像診断

非侵襲性歯髄診断装置開発
ヒト歯髄幹細胞のSOP
作成（代表機関：国立長寿
医療研究センター、参画機
関：東京都健康長寿医療セ
ンター）

５年度目

細胞の品質検証から増殖・保存工程、移植方法
に至る過程のプロトコール確立
多施設臨床研究のための実証研究
ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設での SOP 作成

細胞表面抗原解析、
ヒト歯髄幹細胞の品質規 細胞形態分析、
分子マーカーによる
格、評価基準の設定（代表 立体形状分析
発現プロファイル
機関：国立長寿医療研究セ
細胞遊走能、血管誘導能
ンター）
神経栄養因子・血管誘導因子などの ELISA
ヒト歯髄幹細胞の安全性評
マイコプラズマ、細菌、エンドトキシン、ウィルス検査
価（参画機関：株式会社新
がん化検査
日本科学）
非臨床試験での歯髄再生の
抜髄後歯髄再生の安全性
安全性（代表機関：国立長
寿医療研究センター、参画
感染根管治療後歯髄再生の安全性
機関：株式会社新日本科学、
鹿児島大学）
非臨床試験での歯髄再生の
有効性(代表機関：国立長
寿医療研究センター）
臨床研究のため体制作り
（代表機関：国立長寿医療
研究センター、参画機関：
東京医科歯科大学、愛知学
院大学、長崎大学、協力機
関：国立先端医療振興財団）
臨床研究（代表機関：
国立長寿医療研究セン
ター、参画機関：東京
医科歯科大学、愛知学
院大学、長崎大学、協
力機関：国立先端医療振興
財団）

抜髄後歯髄再生の有効性
感染根管治療後歯髄再生の有効性
同種移植後歯髄再生の有効性
コーディネータの支援による臨床研究の企画
被験者の健康被害防止・救済の手順書、補償保険などの環境整備

倫理審査委員会設置
環境整備
臨床研究実施
計画書作成、承認

多施設臨床研究のための
非臨床研究
多施設臨床研究実施
計画書作成、承認
多施設臨床研究での
有効性確認
臨床研究での安全性・有効性の確認 歯髄解析装置を用いた有効性

