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① 新素材と新たな臨床応用

歯科用CAD/CAMの積層造形への展開

研究代表者 服部雅之（東京歯科大学・歯科理工学
講座）

研究分担者 小田 豊（東京歯科大学・歯科理工学
講座），櫻井 薫（東京歯科大学・有床
義歯補綴学講座），天谷浩一（松浦機械
製作所），新野俊樹（東京大学・生産技
術研究所）

１．研究の概要
近年，レーザー焼結による金属積層造形法を利用

して補綴物や修復物を作製する歯科用 CAD/CAM
システムが導入されつつあり，従来の切削法による
歯科用 CAD/CAM の欠点を補完する方法として注
目されている。レーザー焼結によるコバルトクロム
合金のメタルフレーム作製システムが，歯科用 CAD
/CAM として実用化されてはいるもの，チタン合
金への応用や歯科補綴物に要求される表面性状と加
工精度の課題など，積層造形法には材料粉末を始め
として克服すべき課題も多い。本研究では，フッ化
物や過酸化物に優れた耐食性を示すチタンクロム合
金のレーザー積層造形をチタンクロム混合粉を用い
て行い，その物性を調べる。

２．取組状況
１）チタンクロム合金粉末の調製

チタン粉末とクロム粉末を重量比５kg：１kg
で混合した粉末（組成比約 Ti-１７Cr）を V 型粉末混
合機（池本理化工業製 IVM-５，容量：５L）を用
いて１時間混合して，チタンクロム合金粉末を調
製した。

２）スキージングテスト
金属光造形複合加工機（Lumex Avance-２５，松

浦機械製作所）にてチタンクロム合金粉末が，凝
集を起こさず粉末の層を形成できるかを確認した
ところ，ベースプレート上に粉末が凝集を起こす
ことなく供給可能であることが確認できた。

３）造形テスト
φ２０mm×厚さ３mm の円柱形状を下記条件下

（９条件），アルゴンガス雰囲気下にて造形，切削
加工を行った。

表に示す全条件にて造形が可能であった。造形
中のワークの剥れやワークの盛り上がりによるス
キージングブレードとの接触も起こらず，良好な
造形状態であった。

４）造形物の成分評価
試料内部の空孔の発生状況を簡易的に確認する

ため，各条件の切削面の顕微鏡観察から画像処理
を利用して各条件のワークの相対密度を算出し
た。また，EPMA による面分析を行い，合金化
の検討を行った。今回のテスト条件の中では条件

⑵共同研究成果報告

条件
レーザービー
ム焦点位置

スポット径
（mm）

レーザー
パワー（W）

レーザー走査
速度（mm/s）

ハッチング
ピッチ（mm）

積層厚さ
（mm）

テーブル
ヒータ（℃）

エネルギー
密度（J/mm２）

１ 前 ０．３ １２０ ２５０ ０．１５ ０．０５ １２０ ３．２

２ 前 ０．３ １２０ ３００ ０．１５ ０．０５ １２０ ２．７

３ 前 ０．３ １２０ ３５０ ０．１５ ０．０５ １２０ ２．３

４ 前 ０．３ １２０ ４００ ０．１５ ０．０５ １２０ ２．０

５ 前 ０．３ １２０ ４５０ ０．１５ ０．０５ １２０ １．８

６ 前 ０．３ １２０ ２００ ０．２０ ０．０５ １２０ ３．０

７ 前 ０．３ １２０ ２５０ ０．２０ ０．０５ １２０ ２．４

８ 前 ０．３ １２０ ３００ ０．２０ ０．０５ １２０ ２．０

９ 前 ０．３ １２０ ３５０ ０．２０ ０．０５ １２０ １．７
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６のワークの空孔が少なく，現時点では最も良好
な造形条件であった。

３．本事業の成果
チタンクロム合金粉末を，レーザーと切削加工が

可能な金属光造形複合加工機（Lumex Avance-２５，
松浦機械製作所）により，歯科臨床への応用に向け
た基礎技術の確立を目的として実験を行った。

試作チタンクロム合金粉末は，金属光造形複合加
工機で造形が可能であり，今回の設定条件下では，
レーザーのエネルギー密度（J/mm２）が高い条件に
おいて，ワークの空孔が少なく合金化が確認され
た。

今後，よりハイパワーでの条件下による造形テス
トを行うともに，歯科材料の規格試料を作製し，そ
の機械的性質を調べると共に，フルクラウンとブ
リッジの歯科補綴物としての形状および適合性を調
べ，歯科応用でのレーザー照射条件，造形用制御ソ
フトの改良，造形に適した粉末粒度の選択，修復物
の適合精度，などを明らかとすることによって，歯
科臨床に向けた基礎技術を確立する。
【関連業績】
①雑誌論文

なし
②総説・解説

１．小田 豊，服部雅之：歯科用 CAD/CAM；
切削加工から三次元造形へ．補綴臨床，４７
⑴：５０－５６，２０１４．

２．小田 豊：積層造形技術．バイオマテリア
ル，３１⑷：２１２－２１９，２０１３．

③図書
なし

④学会発表
小田 豊
「Ti-Cr 合金の歯科応用に向けて」
金属光造形複合加工医療機器フォーラム第５回シ
ンポジウム，平成２５年１１月１６日

口腔インプラント手術シミュレーターの開発

研究代表者 松永 智（東京歯科大学・解剖学講座）
研究分担者 阿部伸一（東京歯科大学・解剖学講

座），矢島安朝（東京歯科大学・口腔イ
ンプラント学講座），高野直樹（慶應義
塾大学・理工学），木下英明（東京歯科
大学・解剖学講座）

１．研究の概要
口腔インプラント治療は，顎骨の構造が非常に複

雑で患者によって口腔の状態も大きく異なるため，
状況に応じた治療計画を立案するためには地道に治
療経験を積み重ねていくほかなく，習熟には時間を
要する。通常，経験を積むということは失敗から学
び，次に類似の症例に遭遇した場合に対応できるよ
うになることを意味する。しかし，患者に対して治
療を行う医療現場では失敗は許されず，多くの歯科
医師が経験の場に立つことが難しくなっている。そ
こで我々は，数年前から行ってきたインプラント埋
入が想定される顎骨の基礎的研究の成果をプラット
フォームとして，インプラント手術におけるインプ
ラント埋入窩形成時の顎骨をドリングする際の感覚
を数値化し，ハンドピースを介して手指に伝達され
る切削感を擬似的に体感することができる，インプ
ラント手術シミュレーターの開発を進める。
２．取組状況

これまでに，マイクロ CT によって顎骨を撮像し
たデータを元に，三次元有限要素解析を用いて海綿
骨領域の骨梁構造を考慮したモデルを作製し，偶発
症を含んだ様々な事例を用意した。仮想現実上で，
実際の手術時の臨場感を味わいながら力覚体感装置
へドリリング操作を行う装置は，初期の試作機から
いくつかの改良を行い，東京歯科大学口腔インプラ
ント学講座の大学院生，教員が試用して体感や操作
手順などを確認し，細かくフィードバックを行って
いる最中である。

ドリリング時の入力荷重を記録し，骨の内部構造
における応力波及についてタブレット PC で手軽に
学習ができるソフトウェアの開発も同時に進めてお
り，特に理解が困難な生体力学を直観的な操作で学
習可能なシステムもインターフェイスを改良中であ
る。
３．本事業の成果

本事業は，歯科インプラント埋入手術時の偶発症
を疑似的に体験することで，これまで補うことが非
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常に難しかった経験の溝を埋めることができるシ
ミュレーター開発であり，実際の手術時にはみるこ
とのできない，たくさんの情報をフィードバックと
して，多角的な視点から与えることができる画期的
なツールとなる。すでに，歯科インプラント治療に
携わる多くの臨床医と連携を図り，試作品の改良も
進んでいる。まずは教育用ツールとしての開発を急
いでおり，歯科インプラント埋入実習に付随して利
用することで，起こりうる偶発症を身をもって体験
することができると考えている。
【関連業績】
①雑誌論文

１．Matsunaga S, Naito H, Tamatsu Y, Takano
N, Abe S, Ide Y : Consideration of shear
modulus in biomechanical analysis of peri-
implant jaw bone. Dental Materials Journal，３２
⑶：４２５－３２，２０１３．

２．Matsumoto T, Matsunaga S, Morioka T,
Nakano T, Yoshinari M, Yajima Y : Relation-
ship betwen preferential alignment of biologi-
cal apatite and Young’s modulus for human
mandible cortical bone. Journal of Hard Tis-
sue Biology，２⑵：１６３－７９，２０１３．

３．Kinoshita H, Nakahara K, Matsunaga S,
Usami A, Yoshinari M, Takano N, Ide Y, Abe
S : Asociation betwen the peri-implant bone
structure and stres distribution around the
mandibular canal : a thre-dimensional finitele-
ment analysis. Dental Materials Journal，３２
⑷：６３７－４２，２０１３．

②総説・解説
なし

③図書
なし

④学会発表
１．木下英明，松永 智，高野直樹，井出吉信，

阿部伸一
顎骨海綿骨をドリングする際の力覚体感型イン
プラント手術シミュレーターの開発
第３３回日本骨形態計測学会，２０１３年７月，浜松
市

２．高野直樹，木下英明，中野貴由，松永 智，

井出吉信
海綿骨の力学的特性の確率的予測と口腔インプ
ラント手術シミュレーターへの応用
第３３回日本骨形態計測学会，２０１３年７月，浜松
市

３．笠原正彰，木下英明，松永 智，吉成正雄，
森岡俊行，井出吉信，阿部伸一
ヒト上顎骨前歯部及ぶ臼歯部皮質骨における生
体アパタイト結晶配向性解析
第２９５回東京歯科大学会（例会），２０１３年６月，
千葉市

４．大峰悠矢，福田真之，野口 拓，木下英明，
松永 智，井出吉信，阿部伸一
ヒト上顎骨における大口蓋管の局所歯科学報
１１３⑵，１９７，２０１３．
第２９５回東京歯科大学会（例会），２０１３年６月，
千葉市

５．小高研人，笠原正彰，木下英明，松永 智，
吉成正雄
デジタルインプラント周囲顎骨における生体ア
パタイト（BAp）結晶配向性
第２９６回東京歯科大学会（総会），２０１３年１０月，
千葉市

６．山内正人，木下英明，松永 智，井出吉信，
阿部伸一
舌神経の解剖学的走行形態
第２９６回東京歯科大学会（総会），２０１３年１０月，
千葉市

７．木下英明，松永 智，高野直樹，矢島安朝，
井出吉信，阿部伸一
力覚体感型インプラント手術シミュレーターを
用いた口腔インプラント学教育に向けて
第３２回日本歯科医学教育学会総会および学術大
会，２０１３年７月，札幌市

８．木下英明，松永 智，高野直樹，矢島安朝，
井出吉信，阿部伸一
教育用ツールとしての口腔インプラント手術シ
ミュレーターの開発
第４３回公益社団法人日本口腔インプラント学
会・学術大会，２０１３年９月，福岡市

９．福田真之，野口 拓，大峰悠矢，木下英明，
松永 智，井出吉信，阿部伸一

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ１０
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三次元立体構築画像を用いた切歯管構造に関す
る解剖学的研究
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会，２０１３年
９月，岡山市

１０．笠原正彰，松永 智，井出吉信，阿部伸一
ヒト上顎骨臼歯部皮質骨及び海綿骨における生
体アパタイト結晶配向性解析
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会，２０１３年
９月，岡山市

１１．大峰悠矢，福田真之，野口 拓，木下英明，
松永 智，井出吉信，阿部伸一
ヒト上顎骨における大口蓋管の観察
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会，２０１３年
９月，岡山市

天然アパタイトの再生医療への応用

研究代表者 見明康雄（東京歯科大学・口腔超微構
造学講座）

研究分担者 三島弘幸（高知学園短期大学・医療衛
生学）

１．研究の概要
この研究は，天然アパタイト結晶の組成を解析し

て生体組織と有益な反応を示すものを検索する。ま
た，天然アパタイトは構造が安定し，合成では出来
ない様な大きな単結晶として産出するので，抜歯後
の骨再生あるいは加齢による骨構造の変化における
石灰化程度の定量的判定において，標準試料として
活用できると考え，その応用方法を検討する。
２．取組状況

天然アパタイトにはいろいろな色彩を持ったもの
が多く，無色透明なものは少ない。本年は初めに色
彩がどの様にして変わるのかを性状分析と構造分析
をおこなった。まず天然アパタイトの断面を鏡面研
磨し，EPMA と X 線回折装置を用いて成分の定性
分析と面分析および定量分析を行った。また別のサ
ンプルについては共同研究者が，ラマン分光分析の
測定を行った。さらに X 線写真の撮影に際し，
種々の厚みの研磨片を作製し，標準試料となり得る
かの検討を行った。

３．本事業の成果
EPMA の定性分析では，全てのサンプルから

Ca，P と F が検出され，Fluorapatite であること
が示された。また他の含有元素として O，Na，
Si，S，Cl，Mn が広範囲で検出された。面分析を
行ったところ，透明性の高い結晶ではこれらの元素
が比較的均一に分布し，定量分析では色の違いによ
り含有元素比に差がみられた。灰緑色結晶ではイン
クルージョンが特に多く観察され，C，O，F，
Na，Mg，Si，P，S，Ca，Fe，Mo，Ba，La，
Ce，Th 等が検出された。ラマン分光分析法ではリ
ン酸基 PO４

３－のピーク値が９６４～９６７cm－１であり，こ
れは F によるピークシフトと考えられ，天然アパ
タイトは Fluorapatite であることが示された。

以上の結果より，天然アパタイトの色の変化は，
微量元素量の違いによるものと思われた。透明な結
晶の面分析ではこれらの元素が均一に分布している
ことより，結晶格子に組み込まれている可能性も高
いが，灰緑色の結晶はインクルージョンが特に多
く，これが透過性の低下を招いていると思われた。
またインクルージョン結晶として ThSiO４，CaSO４，
SiO２，Ca２MgSi２O７，BaSO４，CaCO３等が考えられた。

ラマン分光分析では，アパタイトの PO４
３－のピー

ク値から，天然アパタイトは Fluorapatite に近い
ものと考えられた。また，天然アパタイトは単結晶
なので１００％の密度を持ち，１mm 前後の厚みを待
つ研磨片を応用すれば，生体石灰化組織の密度，結
晶成長や結晶化などの測定のための標準試料として
利用できる可能性が示唆された。
【関連業績】
学会発表
天然アパタイトの生体応用の可能性－特に色彩と構
成分との関係について－
Journal of oral Bioscience Suplement p．２３０
第５５回歯科基礎医学会，２０１３年９月２２日

ジルコニアの臨床応用

研究代表者 佐藤 亨（東京歯科大学・クラウンブ
リッジ補綴学講座）

研究分担者 矢谷博文（大阪大学・歯学部歯科補綴

歯科学報 Vol．１１５，No．１（２０１５） １１
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学第一教室），早川 徹（鶴見大学・歯
学部歯科理工学講座），吉成正雄（東京
歯科大学・口腔科学研究センター）

１．研究の概要
ジルコニアセラミックスはメタルアレルギーの懸

念がなく，高強度で審美性を有する生体親和性の高
い材料であることから，本材を利用したオールセラ
ミック修復が臨床応用されている。しかし，臨床応
用における，長期耐久性，天然歯等の咬耗・摩耗様
相，組織親和性については明らかになっておらず，
本材料を臨床応用についてのエビデンスは得られて
いない。

本研究は，ジルコニア（正方晶ジルコニア多結晶
体，TZP）の口腔環境下における疲労特性の評価，
口腔環境を想定した摩耗状況と経年的変化，インプ
ラントが接する生体組織に適合した表面改質法の検
討を行い，ジルコニアによるオールセラミック修
復，ジルコニアインプラントを開発することを目的
とした。この概念は，完全メタルフリー修復という
パラダイムシフトにつながり，日本から発信できる
ジルコニアの臨床応用システムになり得ると考えら
れる。
２．取組状況

主に透光性 TZP の臨床応用を想定した研究を展
開する。
１）疲労特性：TZP の臨床応用は既に外国で始

まっているが，口腔内で長時間機能する長期耐久
性に関するエビデンスは得られていない。TZP
の疲労特性を，２軸曲げ試験法，および臨床的形
状により評価し，口腔環境下において長期臨床応
用の可能性を検討する。

２）摩耗特性：TZP は超硬質であるが故に，対合
歯摩耗が懸念される。半透明性 TZP に各種表面
処理施して，対合歯摩耗特性を評価する。

３．本事業の成果
１）疲労特性を評価した結果，熱間等方圧加圧
（HIP）処理を施した Y-TZP は，臨床応用に耐え
る疲労強度を有していることが明らかとなった。

２）摩耗特性を評価した結果，透光性 TZP は長石
系陶材より対合歯を摩耗させないことが明らかと
なった。

【関連業績】
学会発表
１．第１２２回日本補綴歯科学会学術大会（平成２５年５

月）
２．IADR-APR ２０１３ ２ndMeeting（平成２５年８

月）
３．第４３回日本口腔インプラント学会学術大会（平

成２５年９月）

② 組織工学による新たな治療戦略の開発

上皮－間葉ハイブリッド型機能的細胞シートの
創製と有効性の評価

研究代表者 阿部伸一（東京歯科大学・解剖学講座）
研究分担者 Wei Jen Chang（台北医学大学・口腔

医学院），比嘉一成，島崎 潤（東京歯
科大学・眼科）

１．研究の概要
近年細胞シート工学が進歩し，頬粘膜癌など広範

な粘膜摘出後に自己細胞による口腔粘膜シートを応
用することが試みられているが，直下の筋層を再構
築するところまでは困難なことから，治癒後の機能
障害という問題点が指摘されている。そこで我々は
口腔粘膜細胞シートと骨格筋細胞シートをハイブ
リッドさせた積層シートの開発を試みている。基礎
的検証事項として，上皮－間葉系変換，さらには移
植後の生体組織を結合させる構造蛋白の解析を行
う。また，移植上皮への神経網の進入について Si-
hler’s staining 法を用いて検証する。以上のごとく
２つの大学の研究グループが，これまでの研究実績
に立脚した特徴を活かし，目的の達成を目指す。
２．取組状況

口腔粘膜上皮，口腔粘膜上皮下組織，筋芽細胞を
用いて上皮－間葉ハイブリッド型細胞シートを創製
し，口腔粘膜広範実質欠損部への応用を目指すた
め，まず我々はそれぞれの細胞シートの作製方法を
確立し，さらには３種の細胞シートを積層後に発現
する構造タンパク，接着タンパクの局在を明らかに
している。東京歯科大学眼科では上皮シート，解剖
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学講座では結合組織および筋シートを担当してい
る。台北医学大学では，その構造タンパクの生化学
的解析を中心に研究を分担している。
３．本事業の成果
⑴ 口腔粘膜から間葉系細胞と筋芽細胞の分離と解

析
ウサギ口腔粘膜結合組織から採取した細胞はメ

チルセルロース培養法によってシングルセルから
増殖させることができた。増殖した間葉系細胞を
骨芽細胞へ分化誘導を行うと，アリザリンレッド
陽性のカルシウム沈着を確認することが出来た。
脂肪細胞への分化誘導ではオイルレッド陽性の脂
肪滴を観察することができ，軟骨細胞への分化誘
導では軟骨ムチンを染色するサフラニン O 陽性
像を観察することが出来た。筋芽細胞は口腔粘膜
下の筋組織から分離した細胞を接着性の低い特性
を利用して選択培養することができた。この増殖
した細胞は３０継代後においても高密度培養するこ
とで，筋管様構造を呈し，筋芽細胞で認められる
MyoD と Desmin が発現していた。また，筋芽細
胞の比較的未分化な細胞で認められる Pax７と
CD３４の発現も認められた。２％馬血清を使った
低栄養性の分化誘導を行ったところ，Desmin の
発現をより多く観察することが出来た。骨芽細
胞，脂肪細胞への分化誘導において，それぞれ
Arizarin Red ならびに Oil Red O 陽性の染色像
を観察できた。

⑵ In vitro における口腔粘膜三層構造の作製とそ
の経日的組織変化

コラーゲンゲル内に分離した間葉系細胞を培養
し，表層にウサギ口腔粘膜上皮シートを培養した
ところ，敷石状を呈した重層化上皮－間葉の透明
な２層シートを作製することができた。この２層
シートを筋芽細胞上に積層化させたところ，上皮
－間葉－筋の密接した３層シートを作製すること
に成功した。上皮層は，積層後継日的に重層化が
増加し，積層７日後には２０層前後の上皮層が観察
され，筋層においても５日目以降重層化を確認す
ることができた。

⑶ ３層シートにおける上皮構造タンパクの経日的
変化

粘膜上皮特有の細胞骨格タンパクであるケラチ

ン４と１３を，免疫組織化学的染色にて検索する
と，ともに，上皮組織全体にまんべんなく観察さ
れた。実際のタンパク量の変化を確認するため
に，Western blot を行ったところ，β アクチンに
対するケラチン１３のタンパク量の継日的な変化は
増加傾向にあったもの，優位な差は観察されな
かった。筋特有の構造タンパクであるデスミン
は，経日的に継続して観察することができ，重層
化にともなって継日的に増加していた。ウェスタ
ンブロット法により，デスミンの継日的なタンパ
ク量の変化を観察したところ，β アクチンに対す
るデスミンの量は５日目，７日目において１日目
に比べ有意に増加が認められた。

⑷ ３層シートにおける基底膜接着タンパクの経日
的変化

免疫組織化学的染色において，基底膜接着タン
パクであるコラーゲンタイプⅣは上皮基底層，コ
ラーゲンゲル層ならびに筋層でも発現が認めら
れ，ラミニンは上皮基底層でのみ発現が認められ
た。ウェスタンブロット法にて，コラーゲンタイ
プⅣの継日的なタンパク量の変化を検索したとこ
ろ，β アクチンに対するコラーゲンタイプⅣの量
に，有意な差は見られなかった。

⑸ 共焦点レーザー顕微鏡による重層化した筋芽細
胞の観察

３層シートにおける重層化した筋芽細胞を観察
するため，共焦点レーザー顕微鏡による３次元解
析を行った。コラーゲンタイプⅣの発現は上皮－
間葉間，間葉－筋間で平面的に入り組んで発現し
ていることが確認された。また，コラーゲンタイ
プⅣが筋層結合組織間のみならず，筋芽細胞間に
も発現し，細胞融合した筋管様構造周辺でも観察
することができた。

⑹ RT-PCR 法による３層積層シートの観察
３層積層シート中の上皮層，筋層における増殖

能の高い細胞の存在を探るため，それぞれの未分
化細胞で発現する因子の RT-PCR を行った。３
層シートにおいて，口腔粘膜上皮で発現する K３
を経日的に認め，増殖能の高い上皮基底層で発現
する K１４と p６３についても経日的に継続的に観察
することができた。また，筋特有の細胞骨格関連
タンパクのデスミンも持続的に発現が認められ，
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未分化な筋芽細胞で発現するといわれている，
PAX７や CD３４なども経日的に発現が確認され
た。

【関連業績】
学会発表
１．梅澤貴志，山根茂樹，比嘉一成，島崎 潤，井

出吉信，阿部伸一
上皮・筋ハイブリット型細胞シート合成過程に発
現する細胞骨格関連タンパク
第２９５回東京歯科大学会例会，平成２５年６月１
日，千葉市

２．梅澤貴志，山根茂樹，井出吉信，阿部伸一
骨格筋芽細胞シートへの間葉系細胞の影響
第５５回歯科基礎医学会学術大会，平成２５年９月２１
日，岡山市

３．山根茂樹，梅澤貴志，井出吉信，阿部伸一
上皮・筋ハイブリット型細胞シート合成過程に発
現する細胞骨格関連タンパク
第５５回歯科基礎医学会学術大会，平成２５年９月２１
日，岡山市

４．芹川雅光，梅澤貴志，山根茂樹，井出吉信，阿
部伸一，比嘉一成，島崎 潤
骨格筋細胞シートの解析
第２９６回東京歯科大学会総会，平成２５年１０月１９日，
千代田区

上皮－間葉ハイブリッド型機能的細胞シートの
創製と有効性の評価

研究代表者 東 俊文（東京歯科大学・生化学講座）
研究分担者 高戸 毅（東京大学大学院 感覚・運

動機能医学講座 口腔外科学分野）

１．研究の概要
骨は生体内で特に大量に TGF-β１と IGF-１を含

む。その生理学的意義については明確な説明がな
かった。申請者らは“TGF-β１が IGF-１の骨芽細
胞前駆細胞内発現をポジティブ制御し互いに骨芽細
胞の分化を協調的に促進する”という機構を発見し
骨に共存する意義を明確にした。

２．取組状況
上記の結果 骨芽細胞を効率よく分化誘導するこ

とが可能なので，これを再生医療に用いる可能性の
検討を始めた。さらに，骨細胞への分化誘導も可能
であることから，骨細胞研究を in vitro で可能にす
る検討を始めた。さらに骨分化誘導過程における転
写因子相互の関係に新たな仕組みが存在することが
わかったので，この仕組みを詳細に明らかにする検
討に入った。
３．本事業の成果

ヒト間葉系細胞を TGF-β１と IGF-１を含む最も
効率的分化誘導条件を明らかにした。また iPS 細胞
から骨組織系へ最も効率的に分化誘導させること，
iPS 細胞から適切に未分化細胞を除去し，純粋で安
全な骨系細胞を得ることを実現した。
【関連業績】
①雑誌論文

１．Sato Y, Okamoto-Shibayama K, Azuma T :
The malQ gene is esential for starch metabo-
lism in Streptococus mutans. J Oral Micro-
biol．６：５，２０１３．

２．Yamashita H, Ochiai H, Saito A, Shintani S,
Azuma T : Phosphoinositide 3-Kinase (PI3K)
Activation is Diferentialy Regulated during
Osteogenesis induced by TGF-β1 and BMP-2/
BMP-7. J Hard Tissue Biology，２３⑴：９－
１４，２０１４．

３．Okada T, Saito A, Amagai T, Onodera S,
Hirai Y, Furusawa M, Azuma T : Side Popula-
tion Cells derived from Dental Pulp and Den-
tal Germ have Distinct Surface Markers com-
pared to Bone Marow Side Population Cells. J
Hard Tissue Biology，２３⑴：１１９－１２４，２０１４．

４．Saito A, Ochiai H, Okada S, Miyata N,
Azuma T : Suppression of Lefty expresion in
induced pluripotent cancer cels. FASEB J，２７
⑹，２１６５－２１７４，２０１３．

②総説・解説
なし

③図書
なし
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④学会発表
１．齋藤暁子，篠 宏美，小野寺晶子，東 俊文

ヒト iPS 細胞の EB 形成時における ALP 発現
の動態に関する検討
第８６回日本生化学会大会，２０１３年９月，横浜市

２．落合－篠 宏美，加藤 宏，齋藤暁子，小野
寺晶子，佐藤 裕，東 俊文
ヒト iPS 細胞から骨細胞への効果的な誘導
第８６回日本生化学会大会，２０１３年９月，横浜市

３．佐藤 裕，柴山和子，東 俊文
マルトオリゴ糖の分解に関与する S. mutans
malQ遺伝子の特徴付け
第５５回歯科基礎医学会，２０１３年９月，岡山市

４．小野寺晶子，月野和 隆，篠 宏美，齋藤暁
子，東 俊文
BMP/SMAD 経路を介したデキサメタゾンの
WNT 阻害因子への関与
第３６回日本分子生物学会年会，２０１３年１２月，神
戸市

③ 分子生物学的病的解明による診断およ
び予防法の確立

バイオフィルム－宿主生態系に焦点を当てた歯
周炎発症プロセスの解明

研究代表者 石原和幸（東京歯科大学・微生物学講
座）

研究分担者 齋藤 淳（東京歯科大学・歯周病学講
座），村松 敬（東京歯科大学・歯科保
存学講座），新谷誠康（東京歯科大学・
小児歯科学講座），武井 泉（東京歯科
大学・内科学），梅澤一夫（愛知医科大
学・分子標的医薬探索寄附講座），西
田次郎（東京歯科大学・内科学），岸川
浩（東京歯科大学・内科学）

１．研究の概要
デンタルプラークは７００種を超える細菌による複

雑な細菌叢によって構成されており，それによって
起こる歯周炎，根尖性歯周組織炎等の口腔感染症の

メカニズムはまだ未解明の部分が多い。従来はその
解析が培養に限られていためその全貌をつかむのは
非常に困難であったが，近年の次世代シークエン
サーの進歩は，大量のゲノム情報を短時間に解析す
ることを可能とし，細菌叢の全貌をつかむ解析が行
われつつある。本研究は，複数菌種によって形成さ
れるバイオフィルムと宿主細胞の間のインター
フェースをバイオフィルム形成プロセスの細菌間相
互作用と，複数菌種の感染によって引き起こされる
細胞内シグナルカスケードの２つに焦点を当て解析
を行う。これによりバイオフィルム－宿主間のクロ
ストークを明らかにし，慢性・侵襲性歯周炎，根尖
性歯周組織炎の病態形成のメカニズム解明を目指す
とともにそれを応用した予防手段の開発を試みる。
２．取組状況

対象としては，まず，小児から成人までを対象と
したデンタルプラークバイオフィルムまたは歯周炎
病巣細菌の網羅的解析に焦点を当て行うことにより
健常な細菌叢から歯周病原性の強い病的な細菌叢に
移行していくプロセスの解明を行っている。それに
より従来よりも高い精度で菌種の変動についての
データを得ることにより病態の判定及び予後の予想
を可能とする菌種の検索を行っている。さらには，
菌種間相互作用の解析からは，細菌叢が shift して
いくメカニズムを解析する目的で単菌種，複数菌種
のバイオフィルム形成のモデルを使用し，その遺伝
子発現解析および細菌間相互作用を解析している。
これらにより細菌叢を健康な状況に維持するために
“阻止する必要がある細菌間相互作用”の解明を目
指している。
３．本事業の成果

バイオフィルム形成の解析からは early colonizer
である Capnocytophaga ochraceaの luxS，sprB，porT
等の遺伝子欠損株の作成により，これらの遺伝子と
バイオフィルム形成との関係を明らかにすることが
できた，本菌は，歯周病原性菌の定着を促進する Fu-
sobacterium nucleatumの biofilm 形成促進作用を持
つことをすでに明らかにしているので，本菌のバイ
オフィルム形成の変化が２菌種における混合バイオ
フィルム形成に与える影響を引き続き検討する予定
である。
Treponema denticolaの遺伝子解析からは，bacte-
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riocin 様タンパクおよびその transporter と考えら
れる expoter protein が３種認められた。本タンパ
クは，他菌種ともに biofilm を形成したときに，他
菌種の増殖に影響を与える可能性がある，現在 bac-
teriocin 様タンパクが菌体外に遊離されていること
を確認しその作用の解析を進行しつある。さらに
transporter 遺伝子の欠損株では一部の抗菌剤に対
する感受性が変わることが明らかにし，bacteriocin
以外の物質の排出にも関わる可能性が判明した。さ
らに本菌については，その感染ともに引き起こされ
細胞の動態を明らかにする目的で，T. denticolaを
細胞へ感染させ，その侵入後に細胞内で引き起こさ
れるカスケードについて NFkB 阻害薬を用いて解
析を行っている。

細菌は，環境の変化を感知し，それに対して適応
するため遺伝子発現の変化を引き起こす。多くの病
原体では，環境変化とともに病原因子の発現が引き
起こされる点に注目し，歯周病原性菌のシグマ因子
を代表とする環境適応に関わる遺伝子群の欠損株を
作成した。現在，これらの遺伝子欠損株を利用し，
バイオフィルム形成時の病原性発現機構の解明を
行っている。
【関連業績】
学会発表
１．額賀智之，田中公子，菊池有一郎，新谷誠康，

村松 敬，古澤成博，石原和幸
Treponema denticola における Bacteriocin ABC
transpoter 様遺伝子の解析
第２９６回東京歯科大学会総会，平成２５年１０月１９－
２０日，東京歯科学報２０１３年

２．喜田大智，菊池有一郎，国分栄仁，柴山和子，
齋藤 淳，石原和幸
Capnocytophaga ochraceaのバイオフィルム形成
への Por 分泌機構の関与
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会 岡山 ９
月２０－２２日，J Oral Biosci ５：２９ ２０１３．

３．菊池有一郎，柴山和子，国分栄仁，大原直也，
中山浩次，石原和幸
バイオフィルム形成における Porphyromonas
gingivalis ECF シグマ因子の役割
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会岡山 ９月
２０－２２日，J Oral Biosci ５：２２９ ２０１３

４．柴山和子，菊池有一郎，国分栄仁，佐藤 裕，
石原和幸
Candida albicansの二形成変換に関与する細胞表
層タンパク質コード遺伝子
第５５回歯科基礎医学会学術大会・総会 岡山 ９
月２０－２２日，J Oral Biosci ５：２４ ２０１３．

５．Tanaka K, Kikuchi Y, Shintani S, Kuramitsu
H. K. and Ishihara K.
Characterization of bacteriocin associated pro-
tein in Treponema denticola
Gordon Conference, Spirochetes, Biology of
January １９－２４，Ventura, USA，２０１４．

唾液エクソソームによる口腔がんおよび全身疾
患診断法の確立

研究代表者 矢島安朝（東京歯科大学・口腔インプ
ラント学講座）

研究分担者 芝 清隆（（公財）がん研究会・がん研
究所），柴原孝彦（東京歯科大学・口腔
外科学講座），吉成正雄（東京歯科大
学・口腔科学研究センター），片倉
朗（東京歯科大学・オーラルメディシ
ン・口腔外科学講座），橋本貞充（東京
歯科大学・生物学），村松 敬（東京歯
科大学・歯科保存学），佐々木穂高（東
京歯科大学・口腔インプラント学講
座），國分克寿（東京歯科大学・臨床検
査病理学講座）

１．研究の概要
エクソソームはほとんど全ての細胞から放出され

るナノサイズ（直径３０-１０nm）の小胞で，唾液，血
液，尿など全身のあらゆる体液に存在する。エクソ
ソームはそれを放出した細胞に由来するタンパク質
や mRNA，miRNA などを含み，これを他の細胞へ
と伝達することが分かっている。がんの転移や神経
変性などの疾患に関わっていることが次々と明らか
にされつあり，また，容易に体液から回収できるこ
とから，リキッド・バイオプシーの切り札としても
期待が集まっている。唾液腺細胞から放出されるエ

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ１６

― 16 ―



クソソームの性質が，唾液腺以外の細胞から放出さ
れるエクソソームの影響をうけるといった報告もあ
る。したがって唾液中のエクソソームの解析は，口
腔内疾患のみならず，他の疾患の診断にもつながる
可能性の高い診断法である。本研究は，唾液中エク
ソソームに焦点をあて，特に口腔がんおよび全身疾
患の有効な診断法を確立することを目的とする。
２．取組状況
・唾液エクソソーム精製条件の確立

唾液は独特の高い粘性を有していることから，
唾液から精製度の高いエクソソームを単離するプ
ロトコールの確立が必要である。超音波による前
処理，および密度勾配メディアの選択，唾液試料
の移動方向の検討を，各密度分画のタンパク質パ
ターンの電気泳動による解析，エクソソームマー
カーのウェスタンブロッティングによる確認，
NTA 法によるエクソソームの数と大きさの測定
により評価をして，最適な条件を確立する。

さらに，唾液中のエクソソームおよび唾液腺細
胞内の Multi-vesicular endosome について，原子
間力顕微鏡（AFM）水中タッピングモード，免疫
電顕法および急速凍結割断法を用いた構造解析を
行う。

・口腔がん細胞と正常口腔上皮細胞由来エクソソー
ムの性質解析

それぞれ細胞由来のエクソソームを分離して，
それぞれに発現するエクソソームマーカーの違い
を検証する。

３．本事業の成果
・唾液エクソソーム精製条件の確立

唾液は独特の高い粘性を有していることから，
精製前の適切な前処理が必要となる。前処理条件
として，各種フィルターと超音波処理（チップタ
イプ，水浴型，密閉型）を検討した。それぞれの
前処理をおこなった唾液からエクソソームを密度
勾配法で精製し，回収量を NTA 法と電気泳動に
より評価した。その結果，前処理に密閉型の超音
波処理を用いた場合において，もっとも効率よく

エクソソームが精製できることが分かった。
次に，このようにして前処理した唾液試料を，

密度勾配超遠心法で分画した。密度勾配の形成メ
ディアとして，ショ糖，オプティプレップ，ナイ
コデンツを比較した。その結果，オプティプレッ
プを用いることで，一般的なエクソソーム密度と
される１．１０g/ml 分画に，唾液のエクソソームが
回収された。各分画の水中 AFM 撮影からも，こ
の分画にのみ直径５０～７０nm のエクソソーム様粒
子を多く観察できた。

・口腔がん細胞，正常口腔上皮細胞由来エクソソー
ムの性質解析

口腔がん細胞と正常口腔上皮細胞の培養
密度勾配超遠心によるエクソソーム精製には，多
量な細胞培養上清が必要と考えられるので，まず
は，超遠心のみのエクソソーム粗分画を用いて，
そのマーカーの違いを検討する。

・倫理委員会申請手続き
今後，特定の疾患に焦点を絞って，健常者と患

者からの唾液を使用して実験が行えるよう，倫理
委員会申請手続きを計画中。

【関連業績】
学会発表
１．岩井千弥，松村幸子，芝 清隆

密度勾配メディアの選択が唾液エクソソームの精
製度に与える影響について
第５回日本 RNAi 研究会，平成２５年８月２９日，広
島

２．岩井千弥，吉田光孝，芝 清隆，吉成正雄，矢
島安朝
唾液エクソソーム精製条件の確立
第４３回公益社団法人日本口腔インプラント学会学
術大会，平成２５年９月１４日，福岡

３．岩井千弥，吉田光孝，芝 清隆，吉成正雄，矢
島安朝
唾液エクソソームの密度勾配超遠心法による単離
第１７回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大
会，平成２５年１２月１日，東京
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