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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．概要説明

コーディネーター 井上 孝

１：はじめに
２１世紀の口腔保健医療を推進し，高度の歯科医療
を社会に提供するためには，さまざまな分野の研究
者によって学際的，国際的協力体制のもとで多面的
な研究を集約するプロジェクト研究が極めて重要で
ある。本学では，口腔機能から全身健康を達成させ
ることを課題とし，その研究組織を構築し，平成８
年度に「私立大学ハイテク・リサーチ・センター整
備事業」として採択されたことを機に，大学内に口
腔科学研究センターを設置した。それ以後現在に至
るまでに，８つのプロジェクトが選定されてきた。
第１プロジェクト「口腔機能による生体制御機構
の解明」（平成８年度～１２年度）
第２プロジェクト「口腔・顎顔面機能再構築のた
めの高機能素材の開発」（平成８～１２年度）
第３プロジェクト「口腔・顎顔面の中枢制御に関
する研究」（平成１１～１５年度）
第４プロジェクト「唾液による生体制御機構に関
する研究」（平成１３～１７年度）
第５プロジェクト「唾液による生体制御機構に関
する研究」（平成１３～１７年度）
第６プロジェクト「口腔内感覚の脳内認知機構の
解明とその臨床医学的展開」（平成１６～２０年度）
第７プロジェクト「口腔アンチエイジングからの
生体制御」（平成１９～平成２３年度）
第８プロジェクト「上皮からみた口腔機能の特異
性基盤の解明と疾患制御」（平成２２～２４年度）
以上のように，平成８年に私立大学で初めて採択

されて以来，平成２３年に至る今日まで，途絶えるこ
となく選定され続けてきた。これらは，東京歯科大

学の口腔科学研究センターの根幹をなすプロジェク
ト群であることは言うまでもない。
２：第７プロジェクト
「口腔アンチエイジングによる生体制御」
第７プロジェクトでは，それまでの各プロジェク

トの研究成果を基盤として「口腔のアンチエイジン
グ」という新しい観点から健康推進に寄与できるこ
とを，基礎研究を通して具体的に証明し，EBMに
つながる臨床応用への展開をはかり，高齢化社会に
対応した口腔医療実現から健康長寿を確立すること
を目標とした。このプロジェクトを通じて本口腔科
学研究センターは，最先端の研究を世界に発信する
と共に，口腔疾患の予防を含めた歯科臨床との架け
橋を築きながら，世界をリードする歯科医学の若手
研究者育成機関としての機能を活性化させるまでに
なったと考えている。
具体的に研究計画として，口腔機能に焦点を絞り

込み，次の５つのグループに分けて研究を計画実行
し，それを集約することで目標達成を目指した。
１）エイジング・アンチエイジングの基礎研究グ
ループⅠ

２）エイジング・アンチエイジングの基礎研究グ
ループⅡ

３）エイジングに対する口腔固有機能と細胞の活性
化グループ

４）アンチエイジングによる口腔疾患予防グループ
５）アンチエイジングのための再生医療グループ
すなわち，エイジングの基礎的メカニズムから個

体の診断（エイジングに対する予防措置），それに基
づく必要な治療の選択（機能低下している場合には
機能を活性化回復，機能しなくなった臓器・組織は
再生置換）を考え，これらのことから，口腔を基盤
に全身の健康を考え，健康長寿の達成できると考え
たわけである。
各グループには，統率責任者としてリーダーを置

き，毎週のリーダー会議ならびに毎月のプロジェク
ト進捗会議，毎年のワークショップを５年間行うこ
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とで，研究方法，研究結果，将来構想などの情報交
換を密にしてきたことが，今回報告させて頂く大き
な業績を得ることになったと自負している。今回の
ワークショップでは，以下の５名の若手研究者が第
７プロジェクトの成果の一部として発表した。
１）基礎研究斑
① 加齢に関与するシグナルタンパクであるミト
ゲン活性化タンパクキナーゼの電位依存性カル
シウムチャンネル修飾作用（遠藤隆行講師）。

② 加齢変化における唾液腺および歯髄組織由来
Side population 細胞の分析（国分栄仁助教）

２）活性班
細胞外環境制御によるアンチエイジング機構の解

明（加藤靖浩非常勤講師）。
３）予防班
歯周病菌の歯周局所への定着戦略（稲垣 覚助

教）。
４）再生班
ラジアルフロー型バイオリアクターを用いた骨芽

細胞様細胞の三次元培養（荒野太一助教）
これらの結果と第７プロジェクトで得られた結果

が，第８プロジェクトの支えとなり採用されたこと
は疑いのない事実である。
３：特別講演
［細胞間結合装置と口腔の機能・病態」
特別講演として，下野正基教授による［細胞間結

合装置と口腔の機能・病態」と題した講演が行われ
た。下野教授は長年，齲蝕治療，歯内療法，歯周治
療，移植再植，インプラントなど広い範囲で，臨床
現場で活かせる研究成果を発信し続け，若手研究者
と臨床家の育成に，長年貢献されてきた。本特別講
演では，下野教授がライフワークとされた上皮・唾
液腺の細胞間結合装置について多くの御研究業績の
一端をお話され，第８プロジェクトで取り上げた上
皮の大切さを改めて感じた。
４：第８プロジェクト
「上皮からみた口腔機能の特異性基盤の解明と疾
患制御」

下野教授の特別講演を受けて，第８プロジェクト
の進捗状況発表が行われた。まず，コーディネー
ターの吉成正雄教授の概説にはじまり，上皮機能研
究グループのリーダーの渋川義幸講師と，免疫機

能，トランスレーショナル研究グループのリーダー
阿部伸一教授により解説した。
５：おわりに
このように「私立大学ハイテク・リサーチ・セン

ター整備事業」の選定により設立された本研究セン
ターの活動は今後も，口腔保健および歯科医療に関
する先端的かつ総合的研究を推進するための研究拠
点として，積極的にその活動を展開していく所存で
ある。今後 hrc９，１０へと継承と発展を絶やさぬ所
存である。

２．加齢に関与するシグナルタンパクであるミ
トゲン活性化タンパクキナーゼの電位依存
性カルシウムチャネル修飾作用

基礎研究班① 遠藤隆行

抄 録：ミトゲン活性化タンパクキナーゼ（MAP
キナーゼ）は細胞分化・増殖，アポトーシスなどに
重要な細胞内シグナルタンパク質である。近年，こ
のMAPキナーゼが加齢・老化の細胞内シグナルと
して注目されている。電位依存性カルシウムチャネ
ル（VDCCs）は細胞内カルシウムイオンの濃度およ
びカルシウムシグナルを調節する膜タンパク質であ
る。今回，ホルモンや神経伝達物質がMAPキナー
ゼを介してVDCCs の働きを調節することが明らか
になったので報告する。
緒 言：細胞内には１万種類のタンパク質分子が存
在し，シグナル伝達によって生命現象を発現してい
る。興奮，成長，細胞分化・増殖，生存，アポトー
シスなど，様々な現象の細胞内シグナルが明らかに
なりつつある。しかしながら，加齢・老化の細胞内
シグナルは明らかになっていない。現在までにその
関与を推測されている最有力候補シグナルとして，
ミトゲン活性化タンパクキナーゼ（MAPキナーゼ）
が挙げられる。MAPキナーゼは，様々な細胞外刺
激により活性化される分子量４万前後のセリン／ス
レオニンキナーゼである。MAPキナーゼを活性化
する刺激として，増殖因子，紫外線，細胞ストレ
ス，炎症などが報告されている。それらの刺激によ
り，細胞分化・増殖，アポトーシスなどが発現す
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る。
電位依存性カルシウムチャネル（VDCCs）は細胞

内カルシウムイオンの濃度およびカルシウムシグナ
ルを調節する膜タンパク質である。さらに，VDCCs
は，細胞の興奮性，細胞の生存，細胞の分化・増
殖，酵素活性の調節，遺伝子発現の調節などをも司
る１）。
今回，いくつかのホルモン，神経伝達物質などの

膜受容体刺激によりMAPキナーゼを介した
VDCCs 調節作用が存在することを明らかにしたの
で紹介する。
研究方法：ラットより摘出・単離したNTSに，全
細胞膜記録法パッチクランプ法を適用し，電位固定
法で膜電位を－８０mVに固定し，－１０mVへの脱分
極刺激を与えることにより，全細胞膜を流れるカル
シウムイオン電流を記録した。電位刺激はアクソン
社コンピュータソフトウェア「pCLAMP ver１０」
で与えられ，ヘカ・エレクトロン社増幅器「L/M-
EPC７」を介して細胞に与えた。イオン電流の解析
は「pCLAMP ver１０」で行った。
結果および考察：ラット脳幹孤束核細胞において，
アンギオテンシンⅡがMAPキナーゼを介して
VDCCs を促進し，神経成長因子（NGF）および脳由
来神経栄養因子（BDNF）がそのVDCCs へのシグナ
ルを抑制した２）。ガラニン受容体の下流にはそのよ
うなシグナルが存在しなかった３）。カルシトニン遺
伝子関連ペプチド（CGRP）ファミリーに属するアド
レノメデュリンはADM受容体からGi タンパク質
→MAPキナーゼのシグナルを介して L型 VDCCs
を促進した。CGRPは CGRP 受容体からGsタンパ
ク質→アデニル酸シクラーゼ→タンパクキナーゼ
Aのシグナルを介して L型 VDCCs を促進した４）。
一方，ハムスター顎下神経節細胞においては，アド
レノメデュリンはMAPキナーゼを用いず，アデニ
ル酸シクラーゼ→タンパクキナーゼAのシグナル
を介してVDCCs を促進した５）。
結 論：ラット脳幹孤束核細胞，およびハムスター
顎下神経節細胞において，いくつかのホルモン，神
経伝達物質がMAPキナーゼを介してVDCCs の働
きを調節することが明らかになった。

２．加齢変化における唾液腺および歯髄組織由
来Side population 細胞の分析

基礎研究班② 国分栄仁

加齢変化に伴う機能障害，あるいは齲蝕・歯周病
などによる欠損傷害は，患者の口腔機能を低下させ
てQOLが低下する。欠損傷害の改善には，幹細胞
を用いた組織再生や３次元の足場を用いた培養法が
口腔再生に関わる研究として有望視されている。組
織再生の概念では，もととなる細胞，細胞の増殖お
よび分化を支える足場，さらに細胞の増殖と分化を
制御する成長因子が必須因子とされている。もとと

文 献
１）Endoh, T.: Modulation of voltage-dependent calcium
channels by neurotransmitters and neuropeptides in
parasympathetic submandibular ganglion neurons. Arch
Oral Biol４９：５３９～５５７，２００４．
２）Endoh, T., Sato, D., Wada, Y., Ishihara, K., Hashimoto,
S., Yoshinari, M., Matsuzaka, K., Tazaki, M., Inoue, T. :
Nerve growth factor and brain-derived neurotrophic
factor attenuate angiotenin Ⅱ-induced facilitation of cal-
cium channels in rat nucleus tractus solitarius. Arch Oral
Biol,５３：１１９２～１２０１，２００８ａ．
３）Endoh, T., Sato, D., Wada, Y., Shibukawa, Y., Ishihara,
K., Hashimoto, S., Yoshinari, M., Matsuzaka, K., Tazaki,
M., Inoue, T.: Galanin inhibits calcium channels via Gαi-
protein mediated by GalR1 in rat nucleus tractus soli-
tarius. Brain Res,１２２９：３７～４６，２００８ｂ．
４）Hosokawa, S., Endoh, T., Shibukawa, Y., Tsumura, M.,
Ichikawa, H., Tazaki, M., Furusawa, M.: Calcitonin gene-
related peptide- and adrenomedullin-induced facilitation
of calcium current by different signal pathways in nu-
cleus tractus solitarius. Brain Res１３２７：４７～５５，２０１０．
５）Endoh, T., Shibukawa, Y., Tsumura, M., Ichikawa, H.,
Tazaki, M. and Inoue, T.: Calcitonin gene-related peptide
- and adrenomedullin-induced facilitation of calcium
current in submandibular ganglion. Arch Oral Biol ５６：
１８７～１９３，２０１１．

図 脳幹孤束核細胞におけるシグナル伝達タンパク質
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なる細胞はES細胞や組織幹細胞など用いることが
可能であるが，細胞採取の煩雑さや細胞数の少なさ
が問題となっている。近年，Hoechst３３３４２染色に
よる特定の細胞集団 Side population（SP）細胞に組
織幹細胞が多く含まれていると報告されており，SP
細胞は Flow cytometry（FCM）を用いることで簡易
に，そして多量に得ることが可能である。今回，加
齢変化による SP細胞の分析，および動態観察を唾
液腺組織および歯髄組織を用いて検索した。
使用した動物は若齢／加齢 std ddy マウスから耳

下腺組織を採取し，単離化した細胞をHoechst３３３４２
にて染色後，FACS aria を用いて組織幹胞を多く
含 む Side population（SP）とMain population（MP）細
胞群を採取して SP/MP細胞の割合，および c-kit，
sca-1 および CD４５抗体を用いて幹細胞マーカー発
現を検索した。また，歯髄細胞は若齢／加齢 SD
ラットの門歯から採取し，SP/MP細胞の割合，お
よび幹細胞マーカーのmRNA発現を PCR法にて
分析した。耳下腺組織は組織学的観察では，加齢に
より間質の割合が多く，部分的に腺房細胞の委縮，
あるいは消失が認められた。SP細胞の割合は，若
齢群で０．２％，老齢群は０．１％の SP細胞が存在し，
分離した SP細胞は Sca-1，c-kit に陽性，CD３４に
陰性であり，幹細胞マーカーである PSCA mRNA
発現量は SP細胞で高い値を示し，組織幹細胞の特
性を有していた。また，歯髄組織は加齢変化により

細胞成分に乏しく，線維性組織が増加していた。SP
細胞の割合は若齢群で０．４％，老齢群では０．１％程度
SP細胞が存在していた。mRNA発現量は若齢およ
び加齢群ともにMP細胞群においてNestin および
ALP mRNA発現量が高く，SP細胞群はABCG２
mRNA発現量は高いため，SP細胞群は未分化な細
胞が多いことが示された。
今回の結果では加齢変化に関わらず唾液腺および

歯髄から SP細胞の分離が可能であり，ともに組織
幹細胞の特性を有していた１）。若齢および加齢マウ
スの骨髄幹細胞はともに存在して割合に変化はない
という Sudo らの報告と同様であった２）。唾液腺分
泌の機能的形成には組織工学的アプローチが必要で
あるが，生体外での唾液腺再構成は報告されていな
い３，４）。今回，耳下腺組織より採取した SP細胞は幹
細胞系マーカーに陽性であり，唾液腺分泌細胞への
分化が可能であり，唾液腺疾患を有する患者への応
用が可能であると示唆される。歯髄組織の SP細胞
はMP細胞と比較すると，培養時に骨分化能が高
まった。将来的に各種疾患やエイジングにより口腔
機能の低下した患者に対し，組織幹細胞を用いた口
腔機能を改善する治療法につながると考えている。
文 献
１）Kenmotsu M, Matsuzaka K, Kokubu E, Azuma T,
Inoue T : Analysis of side population cells derived from
dental pulp tissue. Int Endod J. ２０１０ Dec；４３⑿：１１３２～
１１４２．

図１ 耳下腺 SP細胞の幹細胞としての性質
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３．細胞外環境制御によるアンチエイジング機
構の解明

活性班 加藤靖浩

概 要：HRC７活性班の一研究課題として，本研
究は，
１．至適な培養環境を構築する培養器の開発，
２．口腔幹細胞のニッシェ環境構築するための基礎
研究，

３．３次元培養シートによるエージングモデル，薬
剤スクリーニングへの検討，

の３ステップから構成され，「歯科口腔幹細胞バン
ク」の設立に向けた口腔幹細胞の採取，保存，管理
し，安全で敏速な幹細胞輸送システムの礎となる基
礎研究，ならびに生体環境に類似した３次元培養
シートによるエージングモデル，薬物スクリーニン
グを探る応用研究である。
序 論：これまでの培養研究は従来型培養器の使用
を前提とし，他の因子を最適化することにより成果

を得ようとしてきた。しかし，その培養環境は，そ
こに馴化した細胞が増殖するという点では有用であ
るが，増殖した細胞の質，さらに変異防止という観
点からは初歩的な領域にとどまっている。
近年，１）細胞の局所環境に対応したエネルギー

代謝には細胞外酸素濃度が関与する，２）幹細胞の
分化誘導に際しては，サイトカイン等の液性因子
（化学環境）が重要である，３）iPS 細胞のような遺
伝子導入による細胞特性の維持など，特定細胞には
特定の培養条件の最適化が重要であり，その中でも
低酸素が高効率化や幹細胞維持に必須であることが
報告されてきている（最新医学 ６４（８０６） pp.１３７１～
１３８０２００９／６）（Hypoxia Enhances the Generation of
Induced Pluripotent Stem Cells, Cell Stem Cell,
２００９）。本研究は，細胞が培養器（CO２インキュベー
ター）に合わせるという従来型の概念から，機器が
個々の細胞毎に最適化された培養環境を提供すると
いう発想転換に特徴がある。また，骨髄幹細胞の維
持環境には，脂質ラフトの集積阻害が関与するとい
う報告があるため（EMBO ２００６；２５：３５１５～３５２３），
それぞれの酸素濃度環境で成育させた細胞の脂質ラ
フトの集積や発現を比較検討した。
さらに，特定の培養環境で生育させた細胞を用い

ることで，より生体に近い３次元培養シートの構築
を可能とし，エージングモデルや薬剤スクリーニン
グへの応用が期待される。さらに動物実験代替技術
としての機能も含め，本研究ではその可能性につい
て探索した。この研究は，再生医療や薬理作用など
の応用を視野に入れた社会貢献型基礎研究として期
待される。
方 法：
１．酸素濃度管理型培養システムの性能評価
一般的に使用されているCO２インキュベータと本

研究で開発された個別培養装置を用いて，T７５型フ
ラスコ内の酸素濃度が２０％から２％まで低下させる
までの到達時間を比較した（個別培養装置は，㈱日
本エアーテック社から無償貸与）。さらに，到達時
間が与える影響を比較検討するために，マウス由来
の神経細胞を用い，酸素濃度を２０％から２％に低下
させて２時間後のアポトーシス陽性細胞をTUNEL
染色によって検出した。TUNEL染色には，TREVI-
GEN社の脳組織・神経細胞 in situ アポトーシス検

２）Sudo K, Ema H, Morita Y, Nakauchi H : Age-associated
characteristics of murine hematopoietic stem cells. J Exp
Med.２０００ Nov ６；１９２（９）：１２７３～１２８０．
３）Baum BJ, Mooney DJ : The impact of tissue engineer-
ing on dentistry. J Am Dent Assoc. ２０００ Mar；１３１⑶：
３０９～３１８．Review.
４）Kawanami T, Matsuzaki Y, Sawaki T, Sakai T, Jin ZX,
Masaki Y, Fukushima T, Tanaka M, Umehara H : Identifi-
cation of human salivary stem cells from cultured labial
minor salivary cells. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi.
２００７ Dec ;３０⑹：４５５～４６０．

図２ SP細胞の割合の変化―耳下腺組織―
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出 キ ッ ト（NeuroTACSTM）NeuroTACSTM Ⅱin situ
Apoptosis Detection Kit を用いた。
２．口腔幹細胞ニッシェ環境の再現性評価
口腔粘膜幹細胞のニッシェ環境再現を試みるため

に，CellResearch 社から購入したヒト由来口腔粘
膜細胞（hOMK）を２０％O２，２％O２環境下で培養後，
細胞を回収して細胞周期を判定するために（BD
社・cell cycle kit）で細胞染色を行い，フローサイ
トメータ（BD社・FACSAriaTM）によって解析し
た。脂質ラフトの形成に関与する遺伝子（CD５５，Cav
-1）の発現をRT-PCRによって比較検討した。さ
らに，ラフト形成については，LabTeck 社のチャ
ンバースライドを用いて口腔粘膜細胞を２０％
O２，２％O２環境下で培養，１００％メタノールで５分
間固定後，５％スキムミルクで１時間ブロッキン
グ，脂質ラフトマーカーCholera Toxin Subunit B
（CT-b）による組織染色によって検出した（PNAS，
１９７７；１０４：１８７００～１８７０５）。
３．３次元培養シートモデルの構築
生体内に近似した in vitro 環境を提供するた

め，３次元培養シートを作製し，エージングモデル
や薬剤スクリーニングとして応用可能か検討した。
本研究では，ウサギ頬粘膜を採取し，ディスパーゼ
で一晩処理した後，トリプシンEDTA溶液中で上
皮系の細胞を剥離，回収した。口腔粘膜上皮細胞
は，繊維芽細胞を混合させたコラーゲンゲル上に播
種，KSF溶液（Invitorogen, USA）培養液中で単層
培養（２次元）し，数日後，３次元培養のためにFAD
（F１２：KSF＝１：３）混合培養液（Invitorogen, US-
A）にて重層培養を行った。本研究では，３次元培
養シートの応用面での可能性を評価するため，構築
した３次元培養シートに界面活性剤（０．１％triton）を
滴下，投与後０，１，３時間後の細胞活性機能（MTT
法）を評価した。MTT活性は，（CAY, Cat. No.
１０００９３６５）に記載されている方法を改変して行っ
た。
動物実験は，東京歯科大学実験動物指針の規定に

従って行った。
結果・考察：
１．酸素濃度管理型培養システムの性能評価
２０％O２から２％O２濃度に到達される時間は，従来
型培養器では２～３時間，本研究開発された個別培

養器では２～５分で達成された（未掲載）。達成時間
の相違は，培養器中に存在する酸素を一度脱気させ
ることで敏速な酸素濃度置換を可能とした。また，
同一酸素条件下でも置換される時間によって培養さ
れたマウス由来の神経細胞のアポトーシス誘導レベ
ルが，従来型と本研究で開発された培養器では，誘
導レベルが異なることが明らかとなった（図１）。以
上の結果から，至適な培養環境を構築させるため
に，これまで汎用されてきたCO２インキュベータは
非気密性であり，ガス環境を維持できないことが明
らかなった。そこで，培養環境を密閉可能なカプセ
ル化することにより，ガスセンサーおよびガスの注
入を不要とした培養器を完成させた（Ann. Cancer
Res. Therap.１６⑴：８～１１，２００８）。
２．口腔幹細胞ニッシェ環境の再現性評価
細胞周期をフローサイトメーターで解析した所，

G０期に存在する細胞数が，２０％O２と比較して２％O２
環境下では多くみられた（図２）。そこで，口腔粘膜
細胞における脂質ラフトの関与を評価するために，
各酸素濃度下で培養した細胞のRNAを抽出し，RT

図１ ２％Ｏ２環境下で培養したマウス神経細胞のアポトー
シス検出。
左：従来型CO２インキュベータ，右：個別培養装置

図２ 細胞周期の同定。
左：従来型CO２インキュベータ（２０％Ｏ２），右：個別

培養装置（２％Ｏ２）

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ６

― 6 ―



-PCRによって解析した。その結果，２０％O２と比較
して２％O２環境下で，CD５５，Cav-1 ともに発現が
低下していた（未掲載）。そこで，免疫組織染色を用
い，２０，２％O２環境下における脂質ラフトマーカー
（CT-b）の局在ならびに発現を観察した所，同様に
２％O２環境下で低下していた（図３）。これらの結果
から，口腔幹細胞の維持に脂質ラフトの関与が明ら
かとなった。また，本研究で開発した低酸素環境で
培養した細胞と従来型培養器で培養した細胞を比較
検討した所，酸素分圧が生育に大きく影響すること
が明らかになり，従来型CO２インキュベーター環境
が必ずしも最適でないことを認めた。
３．３次元培養シートモデルの構築
構築した３次元培養シートに界面活性剤（０．１％

triton）を投与後０，１，３時間後の細胞活性能を評

価した。MTT活性は，未処理細胞活性を１とした
時，薬剤投与後の細胞活性は，１時間後に０．５７（±
０．１０），３時間後に０．２３（±０．１１）に低下した（図４）。
３次元培養シートによる評価システムとして一指標
を示すことができた。特定の環境下で成育させた
エージング細胞や腫瘍細胞を混合することで，リア
ルな３次元培養シートによる評価が可能となると思
われる。

４．歯周病菌の歯周局所への定着戦略

予防班 稲垣 覚

歯周病菌による感染症“歯周病”は，歯の喪失に
よる咀嚼機能の低下により全身にも影響を及ぼすと
同時に細菌代謝物による口臭，歯肉の発赤や退縮に
よる審美性の低下などを引き起こす１）。最近では，
心血管系疾患や糖尿病への影響も報告され，口腔に
限局している炎症でありながら，精神・身体両面か
ら老化に拍車をかけると考えられている。
慢性歯周炎は，壮年期以降の罹患率が８０％にも及

ぶとされる。Porphyromonas gingivalis，Tannerella for-
sythia，Treponema denticolaの３菌種は，慢性歯周
炎の発症と進行に深く関る菌群として red complex
と呼ばれている２）。Red complex は，歯周ポケット
内でバイオフィルム形成し，貪食をはじめとする宿
主防御に抵抗し，持続的に歯周組織に傷害作用を及
ぼす。歯周病菌が歯周組織に対する傷害作用を発揮
するプロセスで，菌の細胞への侵入が起こり，それ
が病原性に重要な役割を果たすといることが明らか
になってきている３）。我々は T. denticolaの病原性を
明らかにする目的で，ヒト歯肉上皮細胞への侵入に
ついて解析を行った。
方 法：T. denticola ATCC３５４０５株，dentilisin 欠
損株のK１株，Msp 欠損株のDMSP３株をそれぞ
れヒト歯肉上皮細胞Ca9-22 に感染させ，免疫蛍光
染色後，共焦点レーザー顕微鏡でその細胞侵入性に
ついて観察した。侵入の定量的解析としては，３H-
thimidine 標識 T. denticolaを歯肉上皮細胞へ２時間
感染後，antibiotic protection assay を行い，細胞
内RI 量により T. denticolaの侵入定量を行った。さ

図３ 脂質ラフトマーカー（CTb）の検出。緑：CTb，青：核
左：従来型CO２インキュベータ（２０％Ｏ２），右：個別

培養装置（２％Ｏ２）

図４ ３次元培養シートにおけるMTT活性
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らに，宿主細胞動態が本菌の侵入に果たす役割につ
いては，上皮細胞のメタボリックインヒビター処理
による T. denticolaの侵入の変化により検討した。
成 績：T. denticola ATCC３５４０５株の歯肉上皮細
胞内への侵入が感染後２時間で認められた。これに
対し，表層プロテアーゼを欠損したK１株の細胞侵
入は，野生株の３０％程度に減少していた。３５４０５株
の侵入は，共焦点レーザー顕微鏡によっても確認さ
れた。T. denticola ATCC３５４０５株の侵入はコレステ
ロール阻害剤MβCDによる lipid raft からの signal
の block によって抑制された。
考 察：今回，我々は T. denticolaがヒト歯肉上皮
細胞内に侵入する事を明らかにした。これまで，T.
denticolaは細胞接着を破壊して組織内に侵入すると
いう報告４）はあったが，本研究は T. denticolaの組織
侵入における別のルートを解明したことになる。ま
た，T. denticolaの侵入に，その表層プロテアーゼ
dentilisin が重要な役割を果たすと共に，その侵入
に宿主細胞の lipid raft からの signal によって誘導
される何らかのメカニズムが重要な役割を果たして
いることが示唆された。他の病原菌においても，lipid
raft が細胞侵入に関与することが明らかにされてお
り５），本菌も同様に宿主細胞を混乱させ，その機能
を利用して侵入していると予想される。さらに詳細
な歯周病原菌の上皮細胞への侵入メカニズムが解析
されれば，歯周病の再発や難治化の制御を介した口
腔アンチエイジングへの展開が期待できると考えて
いる。

５．ラジアルフロー型バイオリアクターを用い
た骨芽細胞様細胞の三次元培養

再生班 荒野太一

１．緒 言
癌や外傷などのさまざまな疾患によって失われた

広範囲骨欠損に対する治療法として現在までは移植
や再建といった方法が行われてきた。しかしながら
それらの治療法には問題点が残されている１～３）。移
植に関してはドナー組織の不足や移植組織の免疫拒
絶といった問題が指摘されてきた。また再建におい
ては再建材料の効果の持続性不足や機能性不足など
の欠点が指摘されている。
最近ではそれら二つの治療法に代わる方法として

組織に分化する細胞を用いて失われた組織そのもの
を再生し移植を行って，形態，機能の回復を図る
ティッシュエンジニアリングを用いた組織再生療法
が注目を浴びている。
組織再生には目的となる組織に分化する細胞，細

胞の増殖分化の足場（scaffold），細胞の成長因子の
３つの要素が不可欠なものとしてあげられる。しか
しこの３要素だけでは生体外で立体的な構造を持つ
組織を再生することは難しい。そこで生体外で細胞
を三次元的に培養するためにバイオリアクターとい
う装置が用いられる。現在ではさまざまなバイオリ
アクターが開発され研究されている４～６）。その中で
もラジアルフロー型バイオリアクター（図１）は広範
囲組織欠損に対する三次元培養を行う装置としてそ
の優位性が報告されている７，８）。しかしながら，広範
囲骨欠損の治療に対するこの装置の有効性を調査し
た報告はない。
今研究の目的は，ラジアルフロー型バイオリアク

ターを用いることにより，直径１８mm，高さ１０mm
の比較的大きな scaffold に骨芽細胞様細胞を均一に
増殖させることが可能であるかを検討することであ
る。
２．研究方法
１）細胞の播種
気孔径７０～１１０μm，気孔率８０～９５％，厚さ３mm

のタイプ１コラーゲン sheet１枚に対してマウス骨
芽細胞様細胞（MC3T3-E1）を播種した。厚みを

文 献
１）Pihlstrom, B. L., Michalowicz, B. S., Johnson, N. W. :
Periodontal diseases. Lancet.３６６：１８０９～１８２０．
２）Socransky, S. S., A. D. Haffajee, M. A. Cugini, C. Smith,
R. L. J. Kent.: Microbial complexes in subgingival plaque.
J. Clin. Periodontol.２５：１３４～１４４，１９９８．
３）Amano A., Furuta, N. Tsuda, K.: Host membrane traf-
ficking for conveyance of intracellular oral pathogens. Pe-
riodontol２０００．５２：８４～９３，２０１０．
４）Lux, R., J. N. Miller, N. H. Park, W. Shi.: Motility and
chemotaxis in tissue penetration of oral epithelial cell lay-
ers by Treponema denticola. Infect. Immun. ６９：６２７６～
６２８３，２００１．
５）Riethmüller, J., A. Riehle, H. Grassme, E. Gulbins. :
Membrane rafts in host-pathogen interactions. Biochim.
Biophys. Acta１７５８：２１３９～２１４７，２００６．
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持った sheet 内部にも細胞が浸透するように表裏に
分けて播種を行った。まず表面から２．５×１０５個の細
胞を播種し dish 上で３時間インキュベートした。
裏面からも同数の細胞を播種し３時間のインキュ
ベートを行い，リアクター外にて初期培養を行った。
２）三次元培養
初期培養を行った sheet は６枚重ねでリアクター

内に組み込み，リアクターが充分に scaffold で満た
されるようにした。３７℃，pH７．４，DO値６．８６ppm，
培養液灌流速度３ml/min，培養液交換量２００ml/day
の環境下で１週間培養を行ったものを動的培養群と
した。培養液の灌流を行わず，培養液を毎日交換
し，１週間培養を行ったものを静的培養群とした。
バイオリアクターには組み込まずに sheet１枚を
dish 上にて１週間培養したものを単層培養群とし
た。
３）評価方法
２４時間ごとに採取した培養液からグルコース消費
量を測定し，経時的な細胞増殖の評価に用いた。培
養後，scaffold を半分に分けた。一つはDNA含有
量から細胞数を算出し，細胞増殖，細胞分布の評価
に用いた。もう一方は，組織学的解析に用いた。試
料はHE染色を行い，光学顕微鏡下で観察し，その

後，画像処理ソフトを用いて試料内の細胞核数を測
定し定量的に細胞分布の評価を行った。
４）統計処理
二元配置分散分析を行った後 scheffe’s test にて

多重比較を行った。
３．結 果
１）グルコース消費量
動的培養群においてグルコース消費量は経時的に

増加していった。１日目で３．３mg/day で７日目に
は４．４mg/day まで増加していた。静的培養群では
１日目から７日目まで０．５～０．７mg/day までの間で
推移しており実験期間中において顕著な増加は見ら
れなかった。単層培養群でも１日目から７日目まで
０．７～１．３mg/day で推移しており実験期間中におい
て顕著な増加は見られなかった。動的培養群は静的
培養群，単層培養群と比較してグルコース消費量が
実験期間中を通して有意に多かった。
２）DNA含有量から算出した細胞数
動的培養群において細胞数は播種時と比較して５

倍程度まで増加していた。静的培養群では播種時と
比較して細胞数の増加は見られなかった。単層培養
群では細胞数の増加は見られたものの動的培養群と
比較すると四分の一程度の細胞数であった。動的培

図１
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養群は静的培養群，単層培養群と比較して有意に細
胞数が多かった。
３）組織学的観察
培養後の試料の組織学的観察において，動的培養

群ではすべての部位に細胞が全ての部位に均一かつ
多くの細胞が分布している像が観察された（図２）。
静的培養群では均一には分布しているものの，動的
培養群と比較すると細胞は少なかった（図３）。単層
培養群でも均一に分布しているが細胞数としては少
ない像が観察された（図４）。
画像処理ソフトを用いた細胞核数の定量化を行っ

た結果においても全ての実験群で均一には分布して
いるものの動的培養群は，静的培養群，単層培養群
と比較して有意に多くの細胞核数であった。
４．考 察
今回の結果ではすべての実験群において細胞は均

一に分布していた。このことから細胞の播種におい
てはコラーゲン sheet の中に播種ができていたとい
うことが示唆されている。しかしながら細胞数にお
いては動的培養群と静的培養群，単層培養群との間
に有意な差がみられた。この結果の違いには以下の
二つの理由が挙げられる。一つは動的培養群におい
て培養液が灌流することにより酸素や栄養素の運搬
が効率よく行われたということ９），もう一つは培養
液の灌流による機械的刺激が骨芽細胞に加わり，そ
の増殖能を高めたということが考えられる１０，１１）。
５．結 論
骨芽細胞様細胞はラジアルフロー型バイオリアク

ターを用い，培養液を還流させて培養を行うことに

より比較的大きな scaffold に均一に増殖した。この
結果はラジアルフロー型バイオリアクターを用いた
培養は骨芽細胞様細胞の三次元培養に有効な方法で
あることを示唆している。
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