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１．２０１８年度 東京歯科大学研究ブランディング
事業の成果概要

口腔科学研究センター
山口 朗

本事業は２０１７年度に５年間の予定で文部科学省に
採択され，今年度で２年目を終了する。本事業では
申請時に５年間の計画を立案している。具体的に
は，①「将来ビジョン実現」，②「ステークホル
ダーへの効果」，③「大学のイメージ・認知程度の
把握・分析」の３つの工程を軸として，各工程に「細
項目」→「成果指標」→「達成目標」を設定し，年
度毎の「実績」を検証することになっている。

２０１７年度は文部科学省から本事業に関する正式な
採択通知が１１月に届いたために，年度末（２０１８年３
月）までの実施期間が短く，「達成目標」に到達しな
い項目が比較的多くあった。特に，①「将来ビジョ
ン実現」では同窓会と連携した「歯科研究ネット
ワークの構築」が，②「ステークホルダーへの効
果」では，受験生・保護者への本事業の実施の紹
介，在学生への卒業論文作成支援と Travel Award

（大学院生），地域住民・患者への啓蒙などが達成で
きなかった。しかし，２０１８年度は４月から１０月末ま
でにこれらの事項は既に目標を達成しているものも
多く，ほとんどの事業は年度内に実施の目処がつい
ている。③「大学のイメージ・認知程度の把握・分
析」の『発表論文の「数」から「質」への転換』は
本事業での重要項目である。２０１７年度は十分に目標
を達成できたが，今年度の実績に関しては１０月末の
時点ではまだ十分に成果を把握できていない。本講
演時には今年度のある程度の成果を発表する予定で
ある。

２．先天性稀少顎骨疾患のニューパラダイム

分子・細胞ラボ グループリーダー
生化学講座

東 俊文

顎骨組織は先天性疾患が数多く知られており，多
組織と比べても多彩である。ほとんどの疾患では既
に原因となる遺伝子はわかっているが，一方で病態
解明は十分進んでいない。

疾患を解明するためには標的組織細胞の採取，解
析が必須である。しかし，たとえ疾患原因遺伝子の
欠損などを持つモデル動物が得られても標的組織細
胞を得たり，それを観察することは簡単とは言えな
い。モデル動物から標的細胞を初代培養で得るにし
ても，初代培養細胞は結果が一定しないことがしば
しばあり，十分量の細胞を採取あるいは増殖させる
ことが困難である場合も多い。そこで既によく知ら
れている疾患であっても未だ解明されていない病態
があると想定し，疾患 iPS 細胞を用い Disease in a
dish モデルを作成し検討している。

これまで患者様にインフォームドコンセントをと
り採取させていただいた細胞を基に iPS 細胞を作製
し得た疾患は，鎖骨頭蓋骨異形成症，Gorlin 症候
群，Apert 症 候 群，２２q１１．２欠 失 症 候 群，Hadju
Cheny 症候群である。また McCune-Albright 症候
群の iPS 細胞は正常ヒト iPS 細胞に対し遺伝子編集
技術を用い，人為的に疾患特異的変異を持つ iPS 細
胞を作製した。

鎖骨頭蓋骨異形成症は，本学歯科矯正学講座末石
教授との共同研究によりスタートした。本疾患原因
遺伝子は Runx２で骨組織形成のマスター転写因子
として非常に詳細に研究が積み上げられ，Runx２
遺伝子欠損マウスも存在することから iPS 細胞を用
いて新奇性のある研究ができるか疑問もあった。し
かし，我々は丁寧に iPS 細胞の分化誘導を行い，今
までだれも報告したことがない核の異常形態が起こ
ることを発見した。核膜タンパク質は細胞質タンパ
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ク質と繋がり細胞外メカニカルストレスを受容し遺
伝子発現調節をすることが示唆され，骨のようにメ
カニカルストレス応答する組織細胞では重要な働き
を持つことが想定される。Runx２はこの核膜タン
パク質発現を異常に低下させた。核膜タンパク質遺
伝子異常ではラミノパチーと呼ばれる一群の遺伝子
疾患群が報告され，それらはいずれも核形態異常を
特徴とする。さらにこれら疾患細胞は細胞骨格タン
パク質を調整する薬剤によって核形態異常が是正さ
れる。我々は核形態異常が鎖骨頭蓋骨異形成症とラ
ミノパチーで非常に類似することから，ラミノパ
チー細胞に効果が報告される細胞骨格調節物質の効
果を鎖骨頭蓋骨異形成症患者 iPS 細胞から作製した
骨芽細胞，Runx２遺伝子欠損マウス骨芽細胞に投
与したところ，驚くべきことに骨分化能力が正常化
した。このことは鎖骨頭蓋骨異形成症がラミノパ
チーでありかつ，薬剤治療可能である可能性を示
す。

もう一つ解析の進んでいる Gorlin 症候群は
Hedgehog 受容体タンパク質 PTCH１遺伝子異常に
より Hedgehog 情報伝達が過剰となり多彩な病態
を示す症候群で，再発性の歯原性角化嚢胞をきたす
ことから歯科口腔外科受診される機会が多く，本学
口腔外科の柴原教授，片倉教授，野村教授との共同
研究により解明を進めている。我々は最新のシーク
エンス技術を用い本疾患遺伝子変異が PTCH１の
みに限局するものではなく，Hedgehog 経路に多層
性変異を有することを見出した。さらに疾患 iPS 細
胞を用いて，骨分化亢進を明らかにした。さらに基
底細胞癌病態メカニズムとして iPS 細胞ケラチノサ
イトのアポトーシス抵抗性を明らかにした。

Apert 症候群，Hadju-Cheny 症候群，２２q１１．２欠
失症候群では iPS 細胞を作製し多能性について確認
を行った。Apert 症候群，Hadju-Cheny 症候群は
Drug repositioning を応用した薬剤治療法開発を念
頭に慶應義塾大学と共同研究を進めている。Drug
repositioning は iPS 細胞を Disease in a dish モデ
ルとして活用することが可能となり急速に進歩し，
京都大学からはパーキンソン氏病治療薬，慶應義塾
大学からは筋委縮性側索硬化症の治療薬が同定され
た。既に他疾患の治療薬として使用されている薬を
用いるので，薬剤開発のコスト，特に時間を大幅に

短縮することが可能となっている。疾患特異的 iPS
細胞応用の大きな柱となりつつあり，本２疾患にお
ける薬剤同定を進めている。

２２q１１．２欠失症候群は別名口蓋心臓顔面症候群と
呼ばれ，神経堤細胞から分化する組織に異常が起こ
る多臓器奇形である。ファロー四徴症，精神遅滞，
胸腺低形成による免疫低下に加え，口蓋裂，軟口蓋
閉鎖不全といった口腔領域先天奇形を発症する。
我々はすでに iPS 細胞から神経堤に効率よく分化さ
せる方法を確立し本疾患病態解明を進めている。

McCune-Albright 症候群は GNAS 遺伝子の点変
異を体細胞モザイクに持つ疾患である。カフェオレ
斑，性腺早期成熟，線維性骨異形成症など，多臓器
にわたる症状を呈するが，モザイク変異であるため
疾患 iPS 細胞の確立は困難であった。そこで我々は
理研から購入可能な正常 iPS 細胞（Nips）に対し遺伝
子編集技術を応用し本疾患特異的 iPS 細胞を作製し
た。本 iPS 細胞は GNAS の gain of function 変異で
あるので，セカンドメッセンジャーである cAMP
が恒常的に過剰産生されるが，iPS 細胞においても
cAMP が恒常的に過剰であることを確認してお
り，疾患モデル細胞としての応用を目指している。

このように，本学は顎骨領域に病態を持つ６つの
先天性疾患 iPS を確立させ，世界的にも顎骨疾患
iPS 細胞の拠点としての地位を確立し，先天性疾患
に対する薬剤治療法を見据えた研究を開始してい
る。Drug repositioning も応用して Disease in a
dish としての特性を生かした研究を進め，我が国
における顎骨稀少疾患研究拠点形成を強力に推進す
る。
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３．歯周炎病因の解明と新たな治療戦略の開発

感染制御ラボ グループリーダー
微生物学講座

石原和幸

慢性歯周炎は，壮年期以降の罹患率が非常に高い
感染症であり，顎骨の吸収と歯周組織の炎症を主徴
とし，それによる歯の喪失，咀嚼障害，QOL 低下
を引き起こす疾患である。さらに本疾患は，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，健康寿命の伸長のためにもその治療・予防手
段の解明が急務とされている。本プロジェクトで
は，歯肉縁下マイクロバイオームの解析による歯周
炎発症メカニズムの解析と細胞膜センサーを介した
硬組織形成メカニズムの解明による新たな治療戦略
の開発の２つのテーマについて研究を行っている。
最終的には，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につな
げることを目的としている。

慢性歯周炎は，歯肉縁下プラーク細菌による感染
症である。しかし，ヒトの口腔には７００を超える菌
種が存在し，その病因についてはまだ不明な部分が
多い。近年，マイクロバイオームの網羅的な解析が
可能になり，歯周炎の発症にマイクロバイオーム組
成の変化が関わる可能性が示されている。それに
は，一部の菌種や環境が関与し，それらが発症に重
要な役割を果している。本研究では，どのようにマ
イクロバイオームのシフトが起こり，それが歯周炎
発症とどのように関わって行くのかを解析すると共
に，そこで起こっている菌種間相互作用を明らかに
することを目的としている。本年度は，慢性歯周炎
患者の歯周炎部位と健常部の歯肉縁下プラークを歯
周基本治療の前後に採取し１６S rRNA の sequenc-
ing によりマイクロバイオーム解析を行った。

歯肉縁下 か ら は，お よ そ２００operational taxo-
nomic units 程度の菌種が認められた。歯周炎部位
には，健常部に比べ，従来から歯周病原性を持つ
事が示唆されている Porphyromonas gingivalis，Tre-
ponema denticola，Tannerella forsythia，Filifactor al-

ocis等の菌種の増加が認められていた。Shannon in-
dex は，治療によって減少傾向が認められた。Uni-
Frac 解析と，ANOSIM によるβ多様性の解析か
ら，治療前後のマイクロバイオームが異なっている
事が示された。UniFrac 解析で得られた plot につ
いて，red complex，Filifactor alocis等の菌種の増
加を認めるサンプルは，プロットされる領域に偏り
が認められ，その領域には歯周炎部位の治療前のサ
ンプルも集積していた。治療によって多くのサンプ
ルはこの部分から動いていたが，一部の患者からは
治療後もこの領域から動かないレジリエンスを持つ
マイクロバイオームが認められた。

硬組織形成細胞に発現する細胞膜センサータンパ
ク質である，transient receptor potential（TRP）
チャネルや，piezo チャネル，acid-sensing cation
チャネル（ASICs），ADP／核酸受容体などは，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。これらのチャネルの活性化
によって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－
ATPase 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。そのため骨形成についての解析としては，
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目的とした。

硬組織形成細胞であるヒト象牙芽細胞の石灰化能
について，アリザリンレッド染色，フォン・コッサ
染色で評価を行い，細胞外環境を変化によって石灰
化が促進することを明らかにした。現在，この促進
作用の詳細について検討を行っている。さらに，象
牙芽細胞の石灰化能に対するカルシウムイオン排出
系の影響を検討した。ナトリウム－カルシウム交換
体を阻害すると，象牙芽細胞による石灰化が抑制さ
れた。加えて，象牙芽細胞には細胞膜カルシウム－
ATPase（PMCA）サブタイプ PMCA１，PMCA３，
PMCA４が発現しており，PMCA を阻害すると石
灰化が抑制された。これらの結果は，ナトリウム－
カルシウム交換体・PMCA が象牙質石灰化前線へ
の細胞内カルシウム輸送の役割を演じている事を示
唆していた。
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４．ファブラボと口腔－脳機能の成果と今後

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

ファブラボ
現在，口腔外科手術に焦点を当て，PC 上での

ヴァーチャルオペレーションを術中に高精度に再現
するための３D ジグデバイスの開発を中心に研究を
行っている。３D ジグデバイスは，CT データを
ヴァーチャルオペレーションし，設定した上顎骨切
り線を再現するカッティングデバイスと上顎骨移動
後を再現したジグデバイスを３D プリンタにて作製
している。これを口腔外科手術に応用し，術後 CT
との重ね合わせの精度検証で良い結果を得ている。
さらに Virtual Reality（VR）をヘッドマウントディ
スプレイ（HMD）である MicrosoftⓇ HoloLens を用
いて術中の患者へ投影し，上顎骨移動および術野の
血管を描出し確認を行っている。この手法は VR 手
術支援といわれ，３D センサーや環境認識カメラを
搭載した HMD を装着し CG モデル（ポリゴン）を空
間に投影することにより手術の安全性や正確性を向
上させるものである。消化器領域手術において応用
され複雑な内臓における内視鏡下手術の精度向上に
つながっているが，顎矯正手術をはじめとする口腔
顎顔面領域の硬組織の手術において VR を用いた精
度向上に関する研究は報告されていない。われわれ
は顎矯正手術のみならず，腫瘍切除術においても
VR 手術支援技術を応用するための，基礎的研究か
らすでに橋渡し研究として本格的な臨床応用に向け
た取り組みを行っているところである。
ヒトの感覚についての口腔－脳機能

味覚では，濃度が異なる塩味や甘味を味わう時の
味強度の認知に関連する脳内ネットワークを，年代
別に解明するためのデータ取得を続けている。塩味
については成人若者のデータ取得が終了し，現在６０
歳以上の被験者集めに奔走しているが，甘味につい
ては未だ十分なデータが集まっていない。また本年
度は，嗅覚による脳機能，味覚と嗅覚による風味（フ
レーバー）の脳内ネットワークの論文化を試みてい
る。

新たな進展として，動物実験で注目されている新
規脳神経系課題についてヒトで解明していくための
研究者ネットワーク作りを試みている。時間がかか
るが，実験の遂行，論文成果としてまとめていける
体制作りをめざしていく。

５．咀嚼嚥下研究部門の経過と展望

咀嚼嚥下ラボ グループリーダー
解剖学講座

阿部伸一

咀嚼・嚥下・発音などを担う口腔・咽頭は，ヒト
の生活に欠かせない生きる意欲・楽しみを維持する
ために重要な場である。そして，これら口腔機能を
担う軟組織の土台となるのが顎骨である。咀嚼嚥下
研究部門では，周囲軟組織と顎骨を一つのユニット

（機能的単位）と捉え，その機能的単位が担う構造，
機能を解析していく。特に「咀嚼嚥下機能解析グ
ループ」「咀嚼機能に関する生理学的研究グルー
プ」「咀嚼機能を担う口腔組織の形態形成研究グ
ループ」「インプラントと顎関節症に関する研究グ
ループ」に分かれ研究を推進している。

今回のワークショップでは，２０１８年４月に東京歯
科大学研究ブランディング事業に新たに加わった咀
嚼嚥下機能研究部門に関し，今後の展望も含め報告
する。
１．咀嚼嚥下機能解析グループ
１）画像診断装置を用いた摂食嚥下機能の解析

言語の分野で使用されている詳細な舌運動に対応
する Articulate Assistant Advanced（以下 AAA）の
解析システムを嚥下用に改良し，超音波診断装置を
用い，構音，嚥下時の健康成人について検討を行
う。
２）要介護高齢者における MMASA の診断精度の

検討
スクリーニングテストのひとつに Modified Mann

Assessment of Swallowing Ability（MMASA）があ
る。点数が低いほど摂食嚥下障害が重度であること
を示すが，要介護高齢者における診断精度の報告は
まだない。そこで我々は，要介護高齢者における
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MMASA の誤嚥の予測に最適なカットオフ値と診
断精度を算定すること，および評価に有用な評価項
目の検討を行う。
２．咀嚼機能に関する生理学的研究グループ
１）オーラルフレイル早期発見のための複合センサ

による口唇機能の検証
２０１７年７月付けで特許が認められた「口腔または

咽頭の気圧をモニタリングする装置」（特許第
６１７４９６５）を応用した，口腔内圧，口輪筋筋電図，口
唇閉鎖圧を同時に測定できる複合センサを用い，
オーラルフレイルの早期発見を目指すため口腔閉鎖
力の評価方法を検証する。
２）ラット単離細胞を用いた象牙質痛に関する生理

学的研究
象牙芽細胞は歯髄最外層に局在し，象牙細管に細

胞突起を持つ象牙質形成細胞である。一方，細胞膜
上に発現する膜タンパク質である transient recep-
tor potential（TRP）チャネルにより温度，機械，浸
透圧，pH など様々な侵害刺激を受容する感覚受容
細胞であることが最近の研究で明らかになってき
た。しかし，受容した刺激を中枢に伝達するための
神経との連絡機構については未だ明らかにされてい
ない。そこで我々は，象牙芽細胞と歯髄支配神経で
ある三叉神経節細胞との連絡機構を明らかにする。
３．咀嚼機能を担う口腔組織の形態形成研究グルー
プ

１）口蓋発生過程における anterior-posterior 軸に
沿った外側口蓋突起の形状変化
組織の形成・変形において細胞の個々のおよび集

団のダイナミクスが重要であることが知られつつあ
るが，二次口蓋形成，特にその段階のひとつである
外側口蓋突起の挙上に対する研究は遅れている。そ
こで我々は，外側口蓋突起の挙上が起きる際に，そ
の組織形状の構造変化について部位特異的な解析を
行う。
２）膜性骨が関与する「筋・腱・骨複合体」の組織

構築機序の解明
運動器とは，筋，骨・軟骨といった主要組織が

腱・靭帯で強固に結びつくことによって動力機能を
得るもので，運動器の連結部である「筋－腱接合
部」ならびに「腱－骨接合部」の組織構築発生・分
化メカニズムについて解析を行う。
４．インプラントと顎関節症に関する研究グループ
１）インプラント周囲軟組織の特異的発現遺伝子の

解明
インプラント周囲軟組織に特異的に発現増加・減

少している遺伝子を同定し，これを調整することが
「インプラント周囲炎」の予防に繋がることに着目
し，網羅的遺伝子発現解析によりインプラント周囲
軟組織において特異的に発現変化する遺伝子を同定
することに挑戦する。
２）変形性顎関節症モデルマウスの作出と解析

顎関節症の一つの型である変形性顎関節症（TMJ-
OA）の病態解明のため，マウス関節円板を部分的
に除去し変形性顎関節症モデルマウス（OA マウス）
を作出し，骨破壊から周囲軟組織の器質的変化へ連
動して波及する現象について解析を行う。
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