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１．事業概略

口腔科学研究センター
山口 朗

本学は，文部科学省平成２９年度「私立大学研究ブ
ランディング事業」に選定されました。事業名は「顎
骨疾患の集学的研究拠点形成：包括的な顎口腔機能
回復によるサステナブルな健康長寿社会の実現」で
す。

顎骨疾患は，食べる，話す，笑うなどの基本的生
活を支える口腔機能を障害します。本事業では世界
初の顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して，口腔機
能回復によるサステナブルな健康長寿社会の実現に
貢献することを目的とします。さらに，本事業の推
進により，最先端の教育と医療をもって社会に貢献
できる確かな基盤を構築するという本学の「将来ビ
ジョン」を具現化し，「ヒューマニズムとリサーチ
マインドを堅持する歯科医師を育成する大学」をブ
ランド化することを目指します。

本事業では口腔科学研究センターを基盤として，
「分子・細胞ラボ」「感染制御ラボ」「ファブラボ」
の３つのグループにより，顎骨疾患の「遺伝子→細
胞→組織→器官→全身」レベルでの病態・疾患メカ
ニズムの解明に関する研究を推進し，それらの成果
を診断・治療・予防法開発に応用して，包括的な口
腔機能回復によるサステナブルな健康長寿社会実現
に貢献します。

このような研究戦略で本学の研究力をさらに強化
し，「教育・臨床・研究」の３本の矢の骨太化を図
り，大学の総合ブランド力を強化します。

さらに，長い歴史と伝統のある本学同窓会などを
中心とした大学と地域医療の双方向性ネットワーク
の構築により，本事業と地域医療の連携を強化し
て，社会貢献を目指します。

２．平成２９年度 研究報告と今後の展開

分子・細胞ラボ グループリーダー
生化学講座

東 俊文

我々は iPS 細胞を用いた顎骨疾患解明を目指し研
究を遂行している。すでに鎖骨頭蓋骨異形成症と基
底細胞母斑症候群２疾患で iPS 細胞作製に成功し
た。鎖骨頭蓋骨異形成症では矯正学講座末石教授と
の共同研究で，インフォームドコンセントを得た４
症例の iPS 細胞を作製した。本疾患原因遺伝子は骨
形成化のマスター転写因子 RUNX2で４症例とも
RUNX2遺伝子変異が確認された。症例１は核局在
シグナル部分に終止コドンが入る変異を持ち，症例
２は，点変異で Exon１に stop codon が入る変異が
あった。症例１iPS 細胞の遺伝子を遺伝子編集技術
により修正し，遺伝子正常化 iPS を作製した。症例
２iPS 細胞の遺伝子を遺伝子編集技術により改変し
完全遺伝子欠損 iPS 細胞を作製し，これらを骨芽細
胞分化誘導し検討した結果，骨芽細胞分化誘導過程
で RUNX2ヘテロ欠損において MSX２，DLX５の
発現が不十分となり，骨分化マーカータンパク質の
発現が低下した。しかし，遺伝子を正常化すると骨
分化は正常化し，この遺伝子正常化 iPS 細胞由来骨
芽細胞を骨欠損モデル動物に移植すると正常骨組織
を形成した。本結果は Stem Cell Research & Ther-
apy に accept された。基底細胞母斑症候群 iPS 細
胞作製において，口腔顎顔面外科学講座 柴原孝彦
教授との共同研究ですでにインフォームドコンセン
トを得た７症例から iPS 細胞を作製した。本疾患責
任遺伝子は hedgehog 受容体 PTCH1である。本疾
患は，全身性疾患で症状も多彩であるため，疾患患
者個々の遺伝情報を網羅的に解析するため，全ての
患者ゲノムを次世代シークエンス解析した。その
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結果４症例すべてで PTCH1遺伝子の変異を確認
し，その内１症例は今まで報告のない新規変異で
あった。Hh 情報伝達経路に関連する遺伝子異常が
PTCH1遺伝子変異と共に重複して存在する可能性
を疑い，Hh 関連８４遺伝子のデータを解析した。こ
のとき存在した遺伝子変異がタンパク質機能異常を
引き起こすか否かを判定する MutationTaster およ
び Polyphen２解析を行い，タンパク質機能異常が
強く疑われる遺伝子変異のみに着目した。すると症
例１には PTCH1と遺伝子が５４％相同であるもう一
つの PTCH 遺伝子 PTCH2にも変異が重複して存
在し，症例３，４には Hh 受容体である BOC にも
変異が重複して存在することを確認した。症例２で
は Hedgehog 経路と相関関係のあるWnt9bに変異
が存在した。多彩な Gorlin 症候群疾患病態の背景
には複数の Hh 受容体遺伝子変異や Hh 関連遺伝子
変異が重複して存在し，結果として Hh 経路の情報
伝達の違いを生み異なる表現型を誘導する可能性が
あると結論づけた。

これら４症例の骨病変と Hh 関連遺伝子異常の関
係を明らかにするため，iPS 細胞を用いた検討を
行った。患者由来 iPS 細胞は Hh 経路の活性化剤で
ある SAG に対し高い反応性を有していた。この細
胞を用いて骨芽細胞分化を行うと，コントロール
iPS 細胞に比べ ALP 活性が高く，骨芽細胞マー
カーである RUNX2発現が高かった。さらに iPS 細
胞においては WNT，BMP 群の遺伝子発現が低
く，骨芽細胞誘導を行うと WNT，BMP 群の遺伝
子発現が優位に高くなることから，Golin 症候群で
は Hh 経路に加え WNT，BMP 群も協調的に亢進
させることで骨芽細胞誘導に過剰に反応し石灰化が
亢進し骨組織病態を生じさせる可能性が考えられ
た。以上の成果を PlosOne に２報の論文として発
表した。また，日本骨代謝学会ホームページ（http :
//www.jsbmr.jp/１st_author/）で，日本人研究者の
報告論文を取り上げた企画「１stAuthor」でも取
り上げられた。

さらに，矯正学講座 末石教授，石井武展講師と
の共同研究で Apert 症候群 iPS 細胞作製を行い，
現在疾患 iPS 細胞を確立し，遺伝子編集による完全
変異細胞と遺伝子修正細胞を作製中である。

口腔顎顔面外科学講座柴原教授との共同研究によ

り，McCune-Albright 症候群 iPS 細胞を作製を開始
した。本疾患は GNAS遺伝子の点変異により２０１番
目のアミノ酸が Arg から His に変異する結果，
GNAS が恒常的に活性化するため生じる。そこで
正常 iPS 細胞を理研細胞バンクから購入し，これに
対し遺伝子編集技術により上記変異を導入した。現
在 hetero 変異 iPS 細胞は確立し，現在 homo 変異
iPS 細胞の樹立を行っている。

今後は更なる iPS 細胞樹立を行い，日本における
顎骨疾患 iPS 細胞の拠点形成を目指す。

また，上記 iPS 細胞はいずれも骨分化過程の重要
な情報経路の異常が原因で生ずるため，これら iPS
細胞を応用し骨分化メカニズムの解明と顎骨疾患治
療法開発への応用を目指す。

３．マイクロバイオーム解析による歯周炎発症
メカニズムの解析

感染制御ラボ グループリーダー
微生物学講座

石原和幸

歯周炎は，壮年期以降の罹患率が非常に高く，国
民病とも言える疾患である。本疾患は，骨吸収によ
る歯の喪失，咀嚼障害，QOL の低下のみならず，
体内のネットワークを介し動脈硬化，糖尿病，慢性
関節リウマチ等の疾患にも影響を与えることが明ら
かにされ，その予防が急務とされている。本プロ
ジェクトでは，細菌感染の観点から歯周炎のメカニ
ズムを解析するとともに細胞膜センサーを介した硬
組織形成メカニズムの解明を行う。

本疾患は感染症であり，その発症には歯肉溝内細
菌が関わる。現在までに特定の歯周病原菌の病原性
が示され，病因としては，歯肉縁下細菌の組成が病
原性の低いものから高いものへの変化すること

（dysbiosis）であると考えられている。しかし歯肉
溝内に存在する菌種は７００種にも及び，その詳細な
メカニズムは明らかにされていない。本研究では，
次世代シークエンサーを用いたマイクロバイオーム
解析と歯周病原性菌間の相互作用，遺伝子発現調節
機構の解析による歯周炎病因解析を行い，そのプロ
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セスでどのように骨吸収を誘導されるかについての
メカニズムを明らかにすることを目的としている。

さらに，骨の形成についても解析を加える。骨形
成を誘導する因子としては，硬組織形成細胞に，外
的環境を監視する細胞膜センサータンパク質の発現
が多く報告されている。これら transient receptor
potential（TRP）チャネルや piezo チャネル，acid-
sensing cation チャネル（ASICs），ATP/ADP 受容
体などは，細胞に加えられた機械刺激，化学刺激，
浸透圧刺激を受容する事で開口するイオンチャネル
型受容体で陽イオン透過性を有する。多くはカルシ
ウムイオン透過性を示し，これらイオンチャネルの
活性化によって細胞内カルシウムイオン濃度は増加
する。増加した細胞内カルシウムイオンは，細胞膜
にあるカルシウムイオン排出系（カルシウム－AT-
Pase やナトリウム－カルシウム交換体）で石灰化前
線に排出され，石灰化の一部を担うと考えられてい
る。本研究では，細胞膜センサータンパク質に着目
し，その生体物理学的特性，薬理学的特性の解明，
石灰化を促進する細胞外刺激候補因子のスクリーニ
ングを行う。

本プロジェクトでは，これらの２つの研究を軸と
し，それぞれの研究の展開・融合を図り，歯周病の
予防・治療へとつながるトランスレーショナルリ
サーチへと発展させることを目的としている。

４．顎骨疾患の形態と機能のマルチスケール解
析：骨質，診断，手術支援，高次脳機能の
可視化

ファブラボ グループリーダー
歯科放射線学講座

後藤多津子

おいしく食べることは生きる意欲を高める。我々
は，ミクロからマクロまで様々な医用画像を駆使
し，口腔機能回復によるサステナブルな健康長寿社
会の実現に貢献する。
「ファブラボ FabLab」とは「Fabrication（ものづ

くり）」と「Fabulous（素晴らしい）」という２つの
意味が込められた造語で，アメリカ，カナダなどで
は患者のデジタル情報を処理して３D データをアウ
トプットする医療系ファブラボが登場している。本
学では，学長のリーダーシップの下で，２０１３年に我
が国初めての医療系ファブラボである「ファブラボ
TDC」を設立した。

本事業において，我々は，①顎骨疾患のマルチス
ケール解析（ナノからマクロレベルで骨形態・骨
量・骨質の解析），②３D プリンター技術を駆使し
た顎骨・軟組織の診断・手術支援・治療効果の予
測，③脳機能画像（functional MRI）を用いた包括的
口腔機能回復と高次脳機能改善の可視化の３つの研
究を統合的に推進して，「ファブラボ TDC」の発展
型である「進化型医療系ファブラボプラットフォー
ム」を構築する。本プッラトフォームの構築は，顎
骨疾患の病態の理解をさらに深め，優れた診断・治
療法を開発し，咀嚼，嚥下，発音，呼吸，感覚，審
美などの口腔機能回復のさらなる推進を可能とす
る。こうして人々は，おいしく食べ，会話し，笑う
楽しみを回復する。さらに本研究の成果は，整形外
科領域や脳神経科学領域などへの波及効果が期待で
き，人々の生きる意欲や楽しみによる QOL 向上，
脳機能向上による健康長寿に包括的に貢献する。
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