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1. はじめに

り，
従来の矯正装置に対しても高い審美性が求めら
れるようになってきました
（ニーズ）
。一般的なマー

平成 29 年度より本学学術研究助成金の研究種目

ケティング戦略にあるように，
これらシーズとニーズ

に
「社会実装研究」
が新設されました。その記念すべ

がマッチングし，平成 23 年頃からグラスファイバー

き第一回目の公募に，
私が研究代表者として申請し

強 化 熱 可 塑 性プラスチック
（ Glass fiber-reinforced

ました，
「 審美性を付与したグラスファイバー強化プ

thermoplastic：GFRTP）製 矯 正ワイヤーの 開 発 研 究

ラスチック製矯正ワイヤーの開発・展開」
の研究テー

がスタートしました。

マが採択されました。ここでは，本社会実装研究の

これまでの 成 果として，引 抜 成 形 により試 作した

目的，
これまでの研究進捗状況および今後の研究計

GFRTP ワイヤーは，透光性を有するので審美性に優

画について，
お話させて頂こうと思います。

れていることが 確 認できました。また，
この GFRTP
ワイヤーは，
現在，
超弾性ワイヤーとして矯正治療に

2. 現在の歯科矯正ワイヤーの問題点

使用されている Ni-Ti ワイヤーと同等の曲げ特性や
摩擦特性を有することが分かりました。

現在，歯科矯正治療では，様々なタイプの不正咬

そこで今後の社会実装研究では，
さらに矯正装置

合を予防，
治療するために，
矯正ワイヤーなどの矯正

の所 要 性 質を満たし，
臨 床 応 用 可 能な GFRTP ワイ

装置が使用されています。現在の矯正ワイヤーは，

ヤーの生産手法の開発を行い，
それを歯科医療へ迅

ニッケルチタン合金
（ Ni-Ti ）
やコバルトクロム合金な

速に応用・展開し，
矯正患者の QOL
（Quality of life）

どの金属製のものがほとんどです。そのため，
このよ

の向上に寄与することに主眼が置かれています。

うな金属製ワイヤーと天然歯との著しい色調の違い
により審 美 性 が 大きく損なわれているのが 現 状で
す。また，金属製ワイヤーは口腔内への金属イオン
の溶出により金属アレルギーを引き起こす可能性が

第 7 3 回日本 矯 正 歯 科 学 会
大会シンポジウム
「基礎研究
から見 える未 来 」で の 一コ
マ。GFRTPワイヤー等のメ
タルフリー素材の歯科矯正
領域への応用について講演
しました。

懸念されています。

3. 歯科医療におけるシーズと
ニーズのマッチング
私は大学院時代の研究テーマとして，
航空宇宙分
野などに使用されているファイバー強化プラスチック
の特性解明に取り組んでいました。そのため，
このよ
うな材料を歯科医療に応用することを考え，
松戸歯学
部にて研究を進めていました
（シーズ）
。一方，
近年，
歯科矯正治療を受診する患者の審美的関心が高ま
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開発したGFRTP製歯科矯
正ワイヤー
（模型上）
。
従来の金属製ワイヤー（上
顎）
に比べてGFRTPワイ
ヤー（下顎）は透光性があ
り，
とても見た目（審美性）
が良いです。

4. 日本大学の総合力を活かした
歯工連携の実現
日本大学のスケールメリットを活かし，
本社会実装

る私が研究代表者として，
工学と歯学のトランスレー
ター
（橋渡し役）
となり，
歯工連携をシームレスに遂行
することで，
本社会実装研究の目標を達成したいと
考えています。

研究では，
私が所属する松戸歯学部をはじめ，
生産

また，
本研究組織は実務的に，
①材料設計・開発グ

工学部，
理工学部の 3 学部が連携し，
審美性に優れ

ループ，
②実験および数値シミュレーショングループ，

る GFRTP 製矯正ワイヤーの開発および歯科矯正治

③歯科矯正臨床グループの 3 つのグループから構成

療の現場への応用，
展開を目指します。

されます。これらのグループは個々に独立したもので

ここで本社会実装研究に参画する研究者を少しご

はなく，
各々の成果を共有し，
相互に活かすことで，
歯

紹介したいと思います。研究分担者の一人である，
平

学と工学の技術融合を図ります。それゆえ，
歯工連携

は，
GFRTP な
山紀夫教授
（生産工学部 機械工学科）

による迅速な社会実装を実現するためには，
一つも

どの複合材料に関する成形法の開発研究や数値シ

欠くことのできない研究グループの集まりであること

ミュレーションに長年従事しています。同じく，
青木義

は言うまでもありません。とくに千葉県に所在する本

男教授
（理工学部 精密機械工学科）
は構造物の設計

学の学部である，
松戸歯学部
（松戸市）
，
生産工学部

や制御などの構造力学に関する研究に従事してお

（習志野市）
，
理工学部
（船橋市）
がタッグを組んで，

り，
最近では宇宙エレベーターの開発研究を実施し

“ チーム千葉 ”として，
地域コミュニティと密接に関わ

ています。歯科医師である葛西一貴教授と山口 大准

りながら，
本社会実装研究を遂行していきたいと考え

教授
（松戸歯学部 歯科矯正学講座）
は歯科矯正専門

ています。

医として大学・付属病院において，
臨床と研究の両方

最後に，
本社会実装研究により審美性と機械的性

に従事しています。最後に，
私
（松戸歯学部 歯科生

質に優れる GFRTP 矯正ワイヤーを開発・展開するこ

体材料学講座）
は本学大学院生産工学研究科を修了

とで，
歯科医療全般における審美性，
安全性の向上

後，
約 20 年前から現在の職場である松戸歯学部に

と，
ひいては歯列不正で悩む患者に対する歯科矯正

て，
歯科生体材料の開発研究に従事しています。この

治療の拡大と QOL の向上に少しでも貢献できること

ように工学・歯学の両分野における研究経験を有す

を祈念しています。
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