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顎骨疾患ブランディング事業における生化学講座の取り組み 

⑶ 顎骨疾患モデルの作製
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カラーアトラスの解説

疾患特異的 iPS 細胞モデル研究とゲノム編集技術

２００６年に誕生した多能性幹細胞である  iPS 細胞
は，再生医療を実現するために重要な役割を果た
すと期待されている。iPS 細胞は皮膚線維芽細胞，
単核球などの体細胞にいくつかの細胞初期化因子
（Oct３／４，Sox２，Klf４，c-Mycなど）を導入するこ
とで作製できる１）。すべてのヒトから iPS 細胞をつ
くることが可能であり，iPS 細胞は多分化能を維持
しつつほぼ無限に増殖することができる２）。そのた
め，iPS 細胞は細胞移植（再生医療）のみならず，疾
患に羅患したヒトからの iPS 細胞を用いることで，
病態研究，薬剤探索等，基礎から臨床までのさまざ
まな研究リソースとなりうる（図１）。
疾患特異的 iPS 細胞モデルによる病態研究は，患

者由来 iPS 細胞から分化誘導した細胞／組織と健常
者由来 iPS 細胞から分化誘導した細胞／組織を比較
することで行う。しかし，ヒトには個体差があり，
患者と健常者の間には疾患以外にも多様な違いがあ
る。そこで，比較対照とする iPS 細胞を，患者由来
iPS 細胞の変異遺伝子を修正することによって作り
出すことが行われている３）。疾患 iPS 細胞と変異修
復 iPS 細胞を比較することにより，疾患の原因とな
る遺伝子変異以外はバックグラウンドが同一の細胞
を比較することとなり，より正確な解析を行えるこ
とが期待できる。このように，細胞の遺伝子 DNA
配列を変える技術をゲノム編集技術とよび，疾患
iPS 細胞の変異を修正する目的だけでなく，サンプ
ルが手に入りにくい希少疾患の場合でも，健常 iPS
細胞に疾患遺伝子を導入することで疾患患者由来の
iPS 細胞と同等のものが作製でき，病態解析や薬剤
スクリーニングに供することができる（図２）。
我々は現在，さまざまな骨系統疾患を対象とした

研究を行っている。そのひとつである鎖骨頭蓋骨
異形成症（CCD）は骨組織発生の責任遺伝子である
RUNX２に変異を有し，骨芽細胞分化異常を伴う骨
格異形成，頭蓋縫合閉鎖遅延，鎖骨低形成，過剰埋
伏歯などを特徴とする疾患である。本学歯科矯正科
を受診する CCD患者サンプルから疾患 iPS 細胞を
作製し，さらに比較対照として，ゲノム編集技術
によりRUNX２変異を修正した iPS 細胞を作製し
た４）。これらの iPS 細胞を骨芽細胞分化誘導させ，
詳細に比較することで，CCD病態の骨芽細胞分化
および骨形成異常の原因解明を試みている（図３）。

遺伝子網羅的解析による適確医療
（Precision Medicine）への応用

従来型の医療（one-size-fits-all Medicine）は，“平
均的な患者”に対してデザインされたものであり，
それは，ある患者群には大変効果のある医療だが，
その他の患者にはあまり効果がないことがある。的
確医療（Precision Medicine）は，このような従来型
医療からの脱却を促し，疾病予防や治療という医療
サービスの世界に，イノベーションをもたらす可能
性があるものとして期待されている５）（図４）。現在，
生化学講座では複数の遺伝性疾患患者に対して遺

伝子変異解析および患者疾患 iPS 細胞を用いた
Disease in a dish model を使用したメカニズム解明
を目指している。単一遺伝性疾患の中には症例が少
なく病態解明が困難なものが多く存在する６）。我々
が注目している Gorlin 症候群は二分肋骨や大脳鎌
の石灰化，髄芽腫・基底細胞癌など様々な症状がみ
られ，多発性の顎骨嚢胞を引き起こすため，歯科領
域で見つかることの多い疾患の１つである７）。Gorlin
症候群はヘッジホッグという形態形成に関わるタン
パク質の受容体である PTCH１の遺伝子変異を原
因とすることが知られているものの，PTCH１に生
じた遺伝子変異の位置と病態の関係性はいまだわ
かっていない。そこで我々は変異によりヘッジホッ
グ経路の異常活性が示されることに注目し，ヘッジ
ホッグ経路を制御する他の遺伝子の関与について検
討した８） 。１９６０年に  Gorlin と  Goltz によって（図５）
提唱されたこの疾患の遺伝子解析の報告は多くされ
ているものの，責任遺伝子 PTCH１の解析が中心
である。以前より，原因遺伝子  PTCH１での変異
が検出できない患者が一定数いること，稀にヘッジ
ホッグ経路を構成する他の遺伝子変異での発症が報
告されていることからも，関連遺伝子変異も疾患を
制御していると示唆される（図６）。ゲノム全領域を
探索したデータの積み重ねを理解することが疾患症
状の解明につながり，的確医療（Precision Medicine）
の適応に必要となるグループ分けの重要な手かがり
となることが期待される。
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図１ iPS細胞作製法と再生医療・創薬研究への応用 図２ iPS 細胞のゲノム編集による研究

図３ 鎖骨頭蓋骨異形成症由来 iPS 細胞の樹立と変異修正 図４ 従来型医療から適確医療（precision medicine）の時代へ

図５ 単一遺伝子異常で生じる症候群症状の差異 図６ 遺伝子変異の積み重ねが症状に影響している可能性




