
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
口腔アンチエイジングによる生体制御 : （2）シンポジ

ウム プロジェクト7

Journal 歯科学報, 109(1): 35-43

URL http://hdl.handle.net/10130/1922

Right



プロジェクト７：
口腔アンチエイジングによる生体制御

１．骨系細胞におけるタンキラーゼおよびテロ
メア結合タンパク２の発現

遠藤隆行
東京歯科大学口腔科学研究センター HRC７
生理学教室

緒 言：我々の細胞内には，一個の細胞につき一万
種類のタンパク質が存在する。それらのタンパク質
は相互作用をしながら，細胞内シグナルカスケード
を形成し，生理作用を発現している。しかしなが
ら，老化の細胞内シグナルは明らかになっていな
い。そこで本プロジェクトの一つとして，まずは老
化の細胞内シグナルについて調べてみることとし
た。我がグループはテロメアという構造物，および
その機能をまず解明することとした。

ヒトの正常体細胞は無限には分裂できず，５０～７０
回分裂すれば分裂できなくなる。この原因はテロメ
アの短縮にある。テロメアは染色体の末端にある保
護構造である。哺乳類のテロメアは，５’-TTAGGG-
３’ の繰り返し配列からなる DNA により構成され，
DNA ダメージ，染色体融合，染色体の不安定化を
起こすような染色体末端の露出を防いでいる１～３）。

テロメア部の DNA は短鎖反復配列で構成されて
いて，この部位と相互作用を行うテロメア DNA
結合タンパク質が telomere-repeat-binding factor

（TRF）と命名されている。TRF はテロメア長の調
節に関与している４～６）。

タンキラーゼが TRF に結合しポリ ADP リボシ
ル化を起こす PARP として細胞内に存在すること
が明らかになった７～１１）。タンキラーゼは C 末端領域
に PARP ドメインを有する７，１２）。そこで，今回我々
は，老化シグナルの解明のまず一歩として，骨系細
胞における TRF，タンキラーゼの局在性を調べた。
研究方法：今回我々は骨芽細胞における老化シグナ
ルを可視化する目的で，TRF２遺伝子およびタンキ
ラーゼ遺伝子の C 末端に蛍光タンパク質遺伝子を

つなげたベクターを作製して，培養骨芽細胞株 MC
３T３-E１細胞に導入した。

近年，クラゲから蛍光タンパク質が発見され，そ
の遺伝子が単離されたことにより，このタンパク
質，GFP（Green fluorescent protein）が バ イ オ イ
メージング法の一方法として多く利用されるように
なった。さらに変異導入により BFP（Blue fluores-
cent protein），CFP（Cyan fluorescent protein），YFP

（Yellow fluorescent protein）などのカラーバリエー
ションも作られた。そこで，N 末端－TRF２－サイ
アン蛍光タンパク－C 末端のベクターを構築した。
また，N 末端－タンキラーゼ－黄色蛍光タンパク－
C 末端のベクターも構築した（図）。これらのプラス
ミドをポリエチレナミン法を用いて培養骨芽細胞株
MC３T３-E１細胞にトランスフェクションを行った。
結果および考察：蛍光顕微鏡による観察により，培
養骨芽細胞株 MC３T３-E１細胞における TRF２および
タンキラーゼの局在性が明らかになった。TRF２は
細胞核に局在し，タンキラーゼは細胞全体に分布し
ていた。

タンキラーゼは細胞周期に依存して，核，染色
体，ゴルジ装置とその位置の局在が変異していくこ
とが，HeLa 細胞および線維芽細胞において報告さ
れている１２～１４）。これらのことからも，タンキラーゼ
の働きはテロメアの維持に留まらないことが推測さ
れる。

今後このモデルを利用し，様々な条件下で両タン
パク質のダイナミシティを調べていきたいと考えて
いる。

⑵シンポジウム

図 本研究のために構築された，N 末端－TRF２－サイアン
蛍光タンパク－C 末端のプラスミド（A）および N 末端－タ
ンキラーゼ－黄色蛍光タンパク－C 末端のプラスミド（B）
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２．加齢が口腔細菌叢におよぼす影響

竜 正大
東京歯科大学口腔科学研究センター HRC７
有床義歯補綴学講座

緒 言：我が国における肺炎による死亡者数は年々
増加しており，現在では悪性新生物，脳血管障害，
心疾患についで死亡原因の第４位となっている。高
齢者においては，多くが誤嚥性肺炎といわれてい
る。誤嚥性肺炎のリスクは老化により上昇するが，
口腔ケアを行うことによって誤嚥性肺炎の発症率が
減少することが報告されており１），唾液や舌の細菌
といった口腔細菌叢が誤嚥性肺炎の発症に関与して
いると考えられる。我々は，高齢者における口腔細
菌叢の変化を明らかにしそれに対応した予防策を講
じることができれば，口腔内環境の改善，ひいては
誤嚥性肺炎などのリスク低減につなげることができ
るのではないかと考えている。そこで今回は，高齢
無歯顎者における口腔細菌叢の解析により，加齢が
口腔細菌叢におよぼす影響を明らかにすることを目
的とし，唾液中嫌気性菌数，舌表面嫌気性菌数，唾
液中カンジダ数，舌表面カンジダ数およびそれらに
関与すると思われる口腔内因子について検討を行っ
た。
方 法：被験者は東京歯科大学千葉病院補綴科へ定
期診査希望のため受診し，研究への参加に同意が得
られた上下無歯顎者４８名（男性２３名，女性２５名，平
均年齢７１±８歳）とした。なお，本研究は東京歯科
大学倫理委員会において承認され，被験者には本研
究について説明を行い文書による同意を得た。

文 献
１）Counter, CM, Avilion, AA, LeFeuvre, CE, Stewart, NG,
Greider, CW, Harley, CB, Bacchetti, S：Telomere short-
ening associated with chromosome instability is arrested
in immortal cells which express telomerase activity；
EMBO J １１，１９２１～１９２９，１９９２．

２）Blasco, MA, Lee, HW, Hande, MP, Samper, E, Lans-
dorp, PM, De Pinho, RA, Greider, CW：Telomere short-
ening and tumor formation by mouse cells lacking telom-
erase RNA；Cell ９１，２５～３４，１９９７．

３）Hande, MP, Samper, E, Lansdorp, P, Blasco, MA：Te-
lomere length dynamics and chromosomal instability in
cells derived from telomerase null mice；J Cell Biol
１４４，５８９～６０１，１９９９．

４）Bilaud, T , Brun, C, Ancelin, K, Koering, CE, Laroche,
T, Gilson, E：Telomeric localization of TRF2, a novel hu-
man telobox protein；Nat Genet １７，２３６～２３９，１９９７．

５）Broccoli, D, Smogorzewska, A, Chong, L, de Lange,
T：Human telomeres contain two distinct Myb-related
proteins, TRF1and TRF２；Nat Genet １７，２３１～２３５，
１９９７．

６）Smogorzewska, A, de Lange, T：Regulation of telom-
erase by telomeric proteins；Annu Rev Biochem ７３，
１７７～２０８，２００４．

７）Smith, S, Giriat, I, Schmitt, A, de Lange, T：Tankyrase,
a poly（ADP-ribose）polymerase at human telomeres；Sci-
ence ２８２，１４８４～１４８７，１９９８．

８）Kaminker, PG, Kim, SH, Taylor, RD, Zebarjadian, Y,
Funk, WD, Morin, GB, Yaswen, P, Campisi, J：TANK２, a
new TRF１-associated poly（ADP-ribose）polymerase,
causes rapid induction of cell death upon overexpres-
sion；J Biol Chem ２７６，３５８９１～３５８９９，２００１．

９）Cook, BD, Dynek, JN, Chang, W, Shostak, G, Smith, S：
Role for the related poly（ADP-Ribose）polymerase tankyr
ase1 and２ at human telomeres；Mol Cell Biol ２２，３３２
～３４２，２００２．

１０）Rippmann, JF, Damm, K, Schnapp, A：Functional
characterization of the poly（ADP-ribose）polymerase ac-
tivity of tankyrase１, a potential regulator of telomere
length；J Mol Biol ３２３，２１７～２２４，２００２．

１１）Sbodio, JI, Lodish, HF, Chi, NW：Tankyrase-２ oli-
gomerizes with tankyrase-１ and binds to both TRF１

（telomere-repeat-binding factor１）and IRAP（insulin-
responsive aminopeptidase）；Biochem J ３６１，４５１～
４５９，２００２．

１２）Chi, NW, Lodish, HF：Tankyrase is a Golgi-associated
mitogen-activated protein kinase substrate that interacts
with IRAP in GLUT４vesicles；J Biol Chem ２７５，３８４３７
～３８４４４，２０００．

１３）Smith, S, de Lange, T：Cell cycle dependent localiza-
tion of the telomeric PARP, tankyrase, to nuclear pore
complexes and centrosomes；J Cell Sci １１２，３６４９～
３６５６，１９９９．

１４）Karlseder, J, Broccoli, D, Dai, Y, Hardy, S, de Lange,
T：p５３-and ATM-dependent apoptosis induced by te-
lomeres lacking TRF２；Science ２８３，１３２１～１３２５，
１９９９．

図１：年齢と唾液中嫌気性菌数との関係
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試料の採取にあたっては，実験開始の２時間前よ
り飲食，含嗽，喫煙および口腔清掃を禁止した上
で，吐出法にて５分間安静時全唾液を採取し安静時
全唾液量を計量後に，それを唾液中細菌数測定のサ
ンプルとした。舌表面細菌数測定のサンプルは，舌
正中溝上の分界溝前方部を滅菌綿棒にて１cm×３
ストローク敷掃し，生理食塩水中で撹拌したものと
した。得られたサンプルを血液平板培地ならびにカ
ンジダ GE 培地に接種した。血液平板培地に接種し
たものは，３７℃で１週間嫌気培養後に CFU を計測
し総嫌気性菌数を算定した。カンジダ GE 培地に接
種したものは，３０℃で４８時間好気培養後に CFU を
計測しカンジダ数を算定した。

唾液中および舌表面細菌数，カンジダ数に関与す
ると思われる口腔内因子については安静時全唾液
量，唾液 pH，唾液粘度，舌苔付着程度について検
討 を 行 っ た。唾 液 pH に つ い て は pH 試 験 紙

（DUOTEST，アイシス）を用い，唾液粘度につい
ては振動式粘度計（VM－１０A，CBC）を用いて計測
した。舌苔付着程度は Shimizu らの方法２）にて評価
した。年齢，唾液中および舌表面総嫌気性菌数なら
びにカンジダ数，各口腔内因子との相関関係を
Spearman の順位相関係数にて分析した。有意水準
は０．０５とした。
結果および考察：年齢と唾液中総嫌気性菌数との間
に正の相関関係（rs＝０．５４１，p＝０．０００）が認められ
た。唾液中総嫌気性菌数と安静時全唾液量との間に
負の相関関係（rs＝－０．５４９，p＝０．００８）が，年齢と
安静時全唾液量との間に負の相関関係（rs＝－
０．６５７，p＝０．００１）が認められており，加齢による
唾液量減少が高齢者の唾液中嫌気性菌の密度を上昇

させている可能性が示唆された。また，唾液中嫌気
性菌数と舌苔付着程度との間に正の相関関係（rs＝
０．５９２，p＝０．０００）が，年齢と舌苔付着程度と年齢
との間に正の相関関係（rs＝０．４１８，p＝０．００８）が認
められており，舌苔から溶出した菌が唾液中嫌気性
菌数の増加に関与していることが示唆された。一方
で唾液中嫌気性菌数と唾液 pH，唾液中嫌気性菌数
と唾液粘度との間には有意な相関関係は認められな
かった。年齢と舌表面総嫌気性菌数，唾液中および
舌表面カンジダ数との間には相関関係があるとはい
えず，これらには他の因子の関与が考えられた。今
後は，口腔細菌叢に影響を与えると思われる因子を
追加し，さらに対象年齢を広げ多変量解析による分
析を行っていく予定である。
文 献
１）Adachi, M., Ishihara, K., Abe, S., Okuda, K., Ishikawa,
T. : Effect of professional oral health care on the elderly
living in nursing homes. Oral Surg. Oral Med. Oral Pa-
thol. Oral Radiol. Endod. ９４：１９１～１９５，２００２

２）Shimizu, T., Ueda, T., Sakurai, K. : New Method for
evaluation of tongue-coating status. J Oral Rehabili, ３４：
４４２～４４７，２００７

図２：唾液中嫌気性菌数と安静時唾液量との関係 図３：唾液中嫌気性菌数と舌苔付着程度との関係
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３．エナメル芽細胞におけるNCXを介した
エナメル質石灰化機構

奥村礼二郎
東京歯科大学口腔科学研究センター HRC７
歯内療法学講座

エナメル質の形成は，有機質が分泌される基質形
成期と石灰化が進行する成熟期の二段階で進行する
ことが知られている。エナメル質形成を担うエナメ
ル芽細胞の細胞膜頂端側には plasma membrane
Ca２＋pump－１，４（PMCA１－４）が存在し（Salama et
al., １９８７；Borke et al., １９９５），小胞体には sarco-
plasmic/endoplasmic reticulum calcium－ATPase２
b（SERCA２b）が存在していることが報告されてい
る。一方，エナメル質石灰化前線とエナメル芽細胞
の間にはエナメル液が存在し，その Na＋濃度は，血
清 Na＋濃度よりも１０％低いことが報告されており，
何らかの Na＋濃度調節機構が働いていると考えられ
る。そこで我々は，Na＋/Ca２＋交換体（NCX）（Iwamoto,
２００４；Quednau et al., ２００４；Schnetkamp, ２００４）に
着目した。NCX がエナメル芽細胞に存在すると仮
定するとエナメル液の Na＋は細胞内にとりこまれ同
時に Ca２＋が石灰化前線に放出されるのでエナメル
液の Na＋組成とエナメル質石灰化過程を同時に説明
することができる。そこでエナメル芽細胞における
NCX アイソフォームの同定を RT－PCR 法，NCX
機能を細胞内カルシウム濃度計測法・パッチクラン
プ法を用い，またエナメル芽細胞におけるその局在
を免疫染色を用いて検索した。

生後７日齢ラット下顎切歯からエナメル芽細胞を
単離し初代培養を行った。RT－PCR 法（Qiagen，
Valencia，CA，USA），Fura－２を用いた細胞内カ
ルシウム濃度計測法，パッチクランプ法による電流
計測を行った。免疫組織染色法は未固定非脱灰，厚
さ６μm の凍結切片を作製し，１次抗体には NCX
モノクローナル抗体を用いて行った。NCX 特異的
阻害薬である KB－R７９４３，SN－６，SEA０４００を用
いそれぞれの薬理学的感受性を検討した。加えて
パッチクランプ法による内向き Na＋電流の計測を
行った。

エナメル芽細胞に NCX１および３の ア イ ソ

フォームが特定された。免疫組織染色法において分
泌期および成熟期のエナメル芽細胞に NCX の局在
を認め，特に頂端側に強い陽性反応を示した。Ca２＋

influx of reverse exchange NCX 活性は，細胞外カ
ルシウム濃度に依存し，NCX 特異的阻害薬によっ
て，濃度依存的に抑制された。その抑制は，SEA
０４００と SN－６でより感受性が高かったのでエナメ
ル芽細胞に発現するアイソフォームは NCX１＞
NCX３であることが薬理学的に示唆された（Frank-
lin et al., ２００１；Iwamoto and Shigekawa, １９９８；
Iwamoto, ２００４；Iwamoto et al., ２００４a；Iwamoto
et al., ２００４b）。Ca２＋efflux of forward exchange
NCX 活性は，細胞外 Na＋濃度に依存した。従っ
て，エナメル芽細胞に NCX１と３が発現し特に
NCX１が有意に機能しかつ細胞膜頂端側に強く発
現することによって，エナメル液への直接的な Ca２＋

放出を石灰化前線に行うと同時に，Na＋をエナメル
液から流入させることによって低濃度の Na＋濃度を
維持することが示唆された。また，エナメル芽細胞
では，Ca 動態経路に関与する SERCA２b が発現し
ていることが報告されている。SERCA２b は細胞内
カルシウム濃度を調節するためにカルシウムイオン
をストアへと取り込む役目を果たしており，エナメ
ル芽細胞に Ca ストア介した Ca 動態経路が存在し
ていると考えられる。以上のことから，細胞内カル
シウムシグナル機構を介して NCX１と NCX３が有
意に機能しかつ細胞膜頂端側に強く発現することに
よってエナメル液の Na＋濃度勾配を利用し，エナメ
ル質石灰化に関与するカルシウムイオン放出を行っ
ていることが明らかになった。
文 献
１）Salama AH，Zaki AE，Eisenmann DR（１９８７）．Cyto-
chemical localization of Ca２＋－Mg２＋adenosine triphos-
phatase in rat incisor ameloblasts during enamel secre-
tion and maturation．J Histochem Cytochem ３５：４７１－
４８２．

２）Borke JL，Zaki Ae－M，Eisenmann DR，Mednieks MI
（１９９５）．Localization of plasma membrane Ca２＋pump
mRNA and protein in human ameloblasts by in situ hy-
bridization and immunohistochemistry．Connect Tissue
Res ３３：１３９－１４４．

３）Iwamoto T（２００４）．Forefront of Na＋/Ca２＋exchanger
studies：molecular pharmacology of Na＋/Ca２＋exchange
inhibitors．J Pharmacol Sci ９６：２７－３２．

４）Quednau BD，Nicoll DA，Philipson KD（２００４）．The so-
dium/calcium exchanger family－SLC８．Pflugers Arch
４４７：５４３－５４８．

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ３８

― 38 ―



４．若年および加齢ラット歯髄 SP細胞の分離

監物 真
東京歯科大学口腔科学研究センター HRC７
臨床検査学研究室

緒 言：歯髄は，加齢により歯髄腔の狭窄，異所性
石灰化，細胞密度の減少，または感覚の減少などの
変化が起こることがよく知られ，様々な研究，報告
がされている１～３）。しかし，歯髄の幹細胞レベルで
の加齢変化についての研究は余り進んでいない。幹
細胞は自己複製能および多分化能を有する細胞とさ
れており，幹細胞は胚性幹細胞と組織幹細胞に分類
され，歯髄における幹細胞は後者の組織幹細胞に分
類される。骨髄では表面マーカーを用いた組織幹細
胞の分離が確立されているが４），歯髄においては特
異的な表面マーカーが存在せず，分離が困難であっ
た。しかしながら，Goodell らは１９９６年，DNA 結
合色素である Hoechst３３３４２を用いて Fluorescence
Activated Cell Sorter（FACS）で解析することより，
表面マーカーを用いない幹細胞分離法を発表し
た５）。Hoechst３３３４２は UV で励起すると蛍光を発
し，FACS により４５０nm，６７５nm の２波長で展開
すると Hoechst３３３４２陰性の細胞集団を検出するこ
とができ，この細胞集団は，対角線上に存在する細

胞集団から突出しているため SP 細胞（Side popula-
tion cells）と名付けられた。この SP 細胞は種を超
えて様々な組織に存在し６），歯髄内にも存在するこ
とが報告され７，８），多分化能を有することから SP 細
胞集団は組織幹細胞を豊富に含んでいると考えられ
ている７－９）。この SP 細胞は ABC トランスポーター
である Verapamil を加えることで，細胞集団が消
失することから ABC トランスポーターを介して色
素の排出が行われていることが特徴ともされてい
る１０）。今回，若齢および加齢ラット切歯歯髄より得
られた細胞から SP 細胞を分離し，mRNA レベル
でどのような特性を有しているのかを検索した。
材料および方法：
１．細胞懸濁液の作製

歯髄は Sprague－Dawley（SD）系ラットの上下顎
切歯より採取し，若齢群として５週齢，１００g のも
のを，加齢群として６８週齢，８５０g のものを使用し
た。まず，頚椎脱臼により安楽死させ，上下顎切歯
を抜歯した。次に，実体顕微鏡下において歯胚を完
全に除去するために根尖部２mm の位置で N０．１１
メスを用いて，硬組織を含めて切断した。さらに切
歯を長軸方向に割断し，採取した歯髄を Collage-
nase－Dispase－PBS 酵素液（Collagenase３mg/ml,
Dispase４mg/ml，GIBCO）を用いて３７℃６０分間振
盪し歯髄由来細胞を単離した。
２．Hoechst 染色および FACS 解析

前述の細胞を２％FCS（Fetal calf serum），１０mM
HEPES buffer（GIBCO），１％Penicillin/Streptomi-
cin（GIBCO）を添加した Hanks’Balanced salt solu-
tion（HBSS，SIGMA）にて１×１０６cells/ml の細胞濃
度になるように懸濁した。こうして得られた細胞懸
濁 液 に５μg/ml の Hoechst３３３４２（SIGMA）を 添 加
し，さらに Verapamil（最終濃度５０μM，SIGMA）の
添加，非添加群に分けて３７℃９０分間インキュベート
を行った。その後，細胞の生存度を確認するために
２μg/ml の Propidium iodide（PI, SIGMA）を添加し
た。染色後，FACS AriaTM（Becton Dickinson）を用
いて解析と分離を行った（Fig.１）。Optical filters
には４５０/４０および６６０/２０の band pass filter を使用
した。SP 細胞および SP 細胞以外で あ る Main
population（MP）細胞を約８×１０４個づつ分離，採取
した。

５）Schnetkamp PP（２００４）．The SLC２４Na＋/Ca２＋－K＋ex-
changer family：vision and beyond. Pflugers Arch ４４７：
６８３－６８８．

６）Franklin IK，Winz RA，Hubbard MJ（２００１）．Endoplas-
mic reticulum Ca２＋－ATPase pump is up－regulated in
calcium－transporting dental enamel cells：a non－
housekeeping role for SERCA２b．Biochem J ３５８：２１７
－２２４．

７）Iwamoto T，Shigekawa M（１９９８）．Differential inhibition
of Na＋/Ca２＋exchanger isoforms by divalent cations and
isothiourea derivative．Am J Physiol ２７５：C４２３－４３０．

８）Iwamoto T，Inoue Y，Ito K，Sakaue T，Kita S，Katsur-
agi T（２００４a）．The exchanger inhibitory peptide region
－dependent inhibition of Na＋/Ca２＋exchange by SN－６［２
－［４－（４－nitrobenzyloxy）benzyl]thiazolidine－４－car-
boxylic acid ethyl ester]，a novel benzyloxyphenyl deriva-
tive．Mol Pharmacol ６６：４５－５５．

９）Iwamoto T，Kita S，Uehara A，Imanaga I，Matsuda
T，Baba A，Katsuragi T（２００４b）．Molecular determinants
of Na＋/Ca２＋exchange（NCX１）inhibition by SEA０４００．J
Biol Chem ２７９：７５４４－７５５３．
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３．定量的 RT－PCR
分離した細胞の Total RNA を RNeasyⓇ plus mi-

cro kit（QIAGEN）を用いて抽出し，cDNA を Quan-
tiTectⓇ Reverse Transcription Kit（QIAGEN）を用
いて合成した。定量的 RT－PCR は TaqManⓇ probe

（Applied Biosystems）を用いて，ATP－binding cas-
sette，sub－familyG（WHITE），member２（ABCG
２），alkaline phosphatase（ALP），Nestin，CyclinD
２の mRNA の発現を検索した。若齢群，加齢群と
もに MP 細胞における mRNA 発現量を１とし，そ
の相対値で SP 細胞における mRNA 発現量を検索
した。使用したプライマーを（Fig.２）に示す。内部
標準遺伝子として β－actin を使用した。
結 果：FACS で解析した結果，若齢群，加齢群と
もに SP 細胞は存在し，Verapamil の添加群におい
ては SP 細胞集団の消失がみられた。SP 細胞の割
合は，若齢群が約０．６％，加齢群が約０．２％であっ
た。

定量的 RT－PCR 法の結果，ABCG２，CyclinD
２に お い て は SP 細 胞 に お い て 高 く 発 現 し，
Nestin，ALP においては低い発現がみられた。
ABCG２は若齢群が１８．１倍，加齢群が１０．８倍，Cy-
clinD２は 若 齢 群 が４．６倍，加 齢 群 が３．６倍 高 い
mRNA 発現がみられ，Nestin は若齢群が０．２９倍，
加齢群が０．３倍，ALP は若齢群が０．４１倍，加齢群が

０．９５倍と低い mRNA 発現を示した。
考 察：歯髄における SP 細胞の存在はヒト，イ
ヌ，ブタ，ウシにおいて報告されている７，８）。本研究
においてもラット切歯歯髄に SP 細胞が存在した。
その割合は若齢群が約０．６％であるのに対し加齢群
は約０．２％と加齢とともに減少していた。これは，
ヒト骨髄の造血幹細胞が加齢とともに減少するとい
う報告と同様の結果であった１１）。ABCG２は ABC
トランスポーターの一種であるが，骨髄における SP
細胞は ABCG２を介して Hoechst３３３４２を排出し，
幹細胞の特性を持っている１０，１２）。ラット切歯歯髄に
おいても ABCG２の mRNA 発現が高いことから，
骨髄同様の SP 細胞の特性を有している可能性が示
唆された。また，歯髄より得られた細胞は verapamil
によって SP 細胞集団が消失したことから ABC ト
ランスポーターを介して色素を排出しているものと
考えられた。また，歯髄の SP 細胞には，象牙芽細
胞のマーカーである Nestin１３，１４），骨関連タンパクで
あり石灰化に際して骨芽細胞が産生する ALP に関
しては SP 細胞群において mRNA 発現が低いこと
から MP 細胞と比較して象牙芽細胞，骨芽細胞へ
の分化が低く，未熟な細胞である可能性が示唆され
た。細胞周期 G１期は CyclinD/CDK４/６によって制
御されているが，今回 CyclinD２の mRNA の発現
は SP 細胞群において高く発現していた。このこと

Fig.１：Material and Methods
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は，造血幹細胞が G０/G１期にあり休眠状態にあ
ること１５），角膜輪部上皮 SP 細胞の細胞周期が G０/
G１期にある１６）という諸説と同様，歯髄 SP 細胞に
おいても休眠状態にある可能性が考えられた。しか
し，本研究においては CyclinD２のみの検索であり
今後，細胞周期に関しては FACS による細胞周期
解析，その他の Cyclin ファミリーの mRNA 発現を
検索していく必要があると思われる。

今回検索した mRNA の発現は若齢群と加齢群で
相似した傾向を示した。このことは，加齢によって
SP 細胞の特性は失われず，機能は維持している可
能性が考えられた。近年，幹細胞研究が発展し，歯
髄や骨髄が歯槽骨再生などの再生医療に利用されつ
つある１７，１８）。また，高齢化社会に伴い，様々な年齢
において再生医療が必要になっている。患者の歯髄
から採取した SP 細胞を in vitro で培養する方法が
確立されれば，患者の年齢に関わらず再生医療への
利用が可能になることが期待される。 ５．唾液を検体としたエイジングマーカーの

確立
―唾液により老化は分かるか？―

村松 敬
東京歯科大学口腔科学研究センター HRC７
病理学講座

目 的：平成１８年度よりスタートした本学口腔科学
センター第７プロジェクト（HRC７）ではアンチエ
イジングをテーマに研究を進めている。しかしなが
ら「老化とは？」「エイジングとは？」という問い
に対して，これまでに明確な回答は得られていない
のが現状である。その理由のひとつとしては，老化
を示す指標（エイジングマーカー）が確立されていな
いことが問題であり，本プロジェクトを推進する上
でマーカーとなるものを検索することが必要と考え
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Gene Assay ID Product size

● ABCG２ Rn００７１０５８５＿ml ９４bp
● ALP Rn０１５１６０２８＿ml ６８bp
● Nestin Rn００５６４３９４＿ml ７８bp
● CyclinD２ Rn０１４９２４０１＿ml ６８bp
● β－actin Rn０１７６８１２０＿ml ６３bp

Fig.２：TaqManⓇ probe for RT－PCR
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られる。
一方，歯科領域において唾液を用いた検査として

は，齲蝕活動性試験や歯周病原菌の同定に対して行
われている。唾液を検体とした検査の利点として
は，生検や採血とは異なり，非侵襲的かつ簡便とい
う点が挙げられる他，将来的に集団検診等への普及
へ発展する可能性をもっている。これまでに唾液腺
を検体としたエイジングマーカー研究の報告がある
が１），唾液を検体として用いた研究はない。そこ
で，本研究においては唾液を検体とし，遺伝子を網
羅的に解析できるマイクロアレイを用いて，エイジ
ングマーカー候補遺伝子を検索することを試みた。
材料および方法：実験には２０歳代男性３名（平均
２６．７歳）と５０歳代男性３名（平均５３．０歳）から午前９
－１０時に全唾液２ml を吐出法にて採取し，このう
ちの２００μl を RNA 抽出に用いた。採取された唾液
は Qiagen 社の RNeasy Saliva Kit にて RNA を抽
出し，フェノール・クロロホルムによる精製，エタ
ノールによる抽出を行なった後，約４７０００種類の遺
伝子が搭載されているAffymetrix社のHuman U１３３
plus２．０を用いてマイクロアレイ解析を行った。得
られた遺伝子プロファイルを比較し，２０歳代と５０歳
代の間で大きな変化を示す遺伝子をエイジングマー
カー候補遺伝子とした
結 果：唾液から抽出された RNA は２‐５ng/μℓと
回収量は低いものの，１８S と２８S のピークが検出さ
れ，マイクロアレイ検索に用いることが可能であっ
た（図１）。その結果，変化を示した遺伝子は約３５００
種類あり，そのうち２０歳代に比べて５０歳代で低い発
現を示した遺伝子は約１８００種類，逆に上昇したもの
は約１７００種類であった。これらのうちエイジングと
の関連性が報告されている遺伝子として，５０歳代で
低下したものでは，細胞接着に関連する laminin
gamma ２や E－cadherin，抗細菌性を示す human
beta defensin－１（hBD１）や唾液成分である amy-
lase が検出された。一方，上昇したものとしては
beta amyloid precursor があった（表１）。
考 察：従来では不可能とされてきた唾液からの
RNA の抽出が近年，可能となり，マイクロアレイ
による検索も報告されている２）。そこで，本研究に
おいては唾液から RNA を抽出してマイクロアレイ
による検索を行ない，エイジングマーカー候補遺伝

子の検索を試みた。その結果，約３５００種類の遺伝子
の変動が確認されたことより，唾液からのエイジン
グマーカー候補遺伝子の検索は可能と考えられた。

本研究の結果からは細胞接着に関与する遺伝子の
発現が５０歳代群で減少していた。エナメル質と付着
上皮は内側基底板を介して接着しているが，この部
では一般的な基底膜を構成している IV 型コラーゲ
ンを欠き，laminin‐５が接着に関与しており，歯周
外科後の治癒過程においても laminin‐５の発現が重
要であることが報告されている。今回，laminin‐５
のサブタイプである laminin gamma ２の発現が低
下したが，年齢とともに接着分子の発現減少と歯周
病の発症との関連性が示唆された。

自然免疫のひとつである hBD１は，口腔粘膜上
皮細胞からも分泌されることが明らかとなってい
る３）。その役割としは，積極的な殺菌作用というよ
り，むしろ口腔内常在菌との共存を含めた恒常性の

表１ 著明な発現変化を示した遺伝子。２０歳代の人の唾
液 RNA と比べて５０歳代で低い発現，高い発現を示
したものとその機能。

５０歳代で低い発現を示した遺伝子とその主な機能
laminin gamma２：細胞接着
syndecan－１ ：細胞接着
E－cadherin ：細胞接着
occluding ：タイト結合
catenin ：アドヘレンス結合
amylase ：でんぷんの分解
beta defensin１ ：抗細菌作用

５０歳代で高い発現を示した遺伝子
beta amyloid precursor

図１ 唾液から採取された RNA の質。５０歳男性から採取さ
れた唾液より RNA を抽出後，精製し，RNA の質を検
索したところ，１８S，２８S のピークが検出され，マイク
ロアレイ解析に使用できることが明らかとなった。
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維持に関わっていると推測されている。特に口腔カ
ンジダ症の患者では唾液中の hBD１の量が減少し
ているという報告もあり４），今回，５０歳代で発現が
低下した結果は，中高年での口腔カンジダ症の発症
との関連性が示唆され，興味深い。さらに hBD１
は口腔癌で発現が低下することが明らかとなってお
り３），年齢とともに hBD１が減少することと中高年
での口腔癌の発生と関係があるとも推測される。

以上の結果より，唾液を検体としたエイジング
マーカー候補遺伝子の検出は可能であり，今後，候
補遺伝子の定量化やこれらをターゲットとした研究
の遂行や唾液による老化年齢の評価への応用の可能
性へ広がるものと考えられた。
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