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事業全体の成果概要

口腔科学研究センター客員教授
山口 朗

本事業は2017年度に文部科学省の「私立大学研究
ブランディング事業」に採択され，今年度は３年目
である｡ 本事業では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推
進している。2019年度の各工程は，概ね順調に進行
した。本講演では，これらの各工程の進行状況とと
もに，若手研究者の研究環境の整備と育成，研究成
果の概要とそれに伴う科学研究費獲得状況の変遷，
「世界展開型」プロジェクトとしての推進状況など
について報告する。

本事業は，2017～2021年度までの５年間の予定で
開始したが，文部科学省の都合で支援は2019年度ま
でとなった。本事業で培った研究ブランド力をさら
に充実させ，継続するために，大学当局のご理解に
より，2020年度は文部科学省の支援を受けずに，大
学からの研究費の補助で東京歯科大学研究ブラン
ディング事業を実施する。

１．疾患特異的 iPS細胞による病態解析

分子・細胞生物学ラボ リーダー
生化学講座

東 俊文

細胞生物学ラボ班
鎖骨頭蓋骨異形成症(CCD, Gorlin 症候群, Apert

症候群，McCuneAlbright 症候群，Hajdu－Cheney
症候群 iPS 細胞の樹立に成功し，解析をすすめてい
る。

CCD iPS 細胞から骨芽細胞を分化誘導しても，
骨芽細胞分化は遅滞し石灰化の著しい不良が観察さ
れた。しかも著しい核形態異常も観察された。さら
に核形態異常が核膜タンパク質発現異常に基づくこ
とが明らかとなり，核膜タンパク質が骨組織分化調
節に密接に関与していることが示唆された。核膜タ
ンパク質はこれまで LaminA，LaminB がクロマチ
ン構造・局在・機能制御に関与するとする報告があ
る。まず LaminA 機能解析をノックアウトマウス
を用いて解析したところ，骨細胞破骨細胞カップリ
ング破綻により，骨融解，骨粗鬆症様病態をきたす
ことが明らかとなった。したがって，Runx２遺伝
子欠損は結果として LaminA 遺伝子発現低下をき
たし，結果として骨組織脆弱性を招くことが示唆さ
れた。

Gorlin 症候群で発症した基底細胞癌の手術切除癌
組織の網羅的ゲノム解析から，同時多発する基底細
胞癌は Gorlin 症候群原因遺伝子 PTCH１および
PTCH２遺伝子変異に加え，追加された遺伝子変異
が癌発生に寄与したものと思われた。しかし共通の
メカニズムで発症していないと想定された。
McCuneAlbright 症候群と対比することにより，
Hedgehog 経路の活性化が石灰化を亢進させ，かつ
骨芽細胞分化に必須であることが示唆された。

iPS 細胞から基底細胞およびケラチノサイトへ分
化誘導し，UV 照射によりアポトーシスを誘導する
と，Golin 症候群 iPS 細胞由来ケラチノサイトは著
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しいアポトーシス抵抗性を示し，Bgl２遺伝子発現
の有意の上昇を認めた。さらに，p53遺伝子発現の
上昇をみとめ，Brca 遺伝子，GADD45a 遺伝子発
現が UV 照射時に有意に上昇することを確認し，
DNA 損傷／修復機序の活性化が示された。よっ
て，Gorlin 症候群 iPS 細胞は UV 照射による遺伝子
損傷およびそれに起因するアポトーシスに抵抗性を
もっており，これが発癌細胞へと変化する可能性が
考えられた。

Apert 症候群 iPS 細胞の解析では，骨芽細胞分化
が極端に低下し骨芽細胞増殖が亢進する。その後細
胞が密集すると分化が亢進し石灰化も亢進した。

さらに HajduCheney 症候群 iPS 細胞を用いて，
これまでよく解明されてこなかった Notch シグナ
ルの，骨芽細胞，破骨細胞，カップリング調節機構
を明らかにしていく。

２．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 リーダー
微生物学講座

石原和幸

慢性歯周炎は，歯周組織の炎症と顎骨の吸収を主
徴とし，歯の喪失，発音・咀嚼障害，QOL 低下を
引き起こす。本疾患は，壮年期以降の成人において
65歳～74歳で53％，75歳以上で62％を占める罹患率
の非常に高い疾患である。歯周炎と同様感染症であ
る齲蝕は劇的に減少してきたのに対し，歯周炎では
減少が認められていない。さらに近年，歯周炎の罹
患が，動脈硬化，糖尿病，慢性関節リウマチ，アル
ツハイマー病等の疾患に影響を与えることが報告さ
れ，口腔の健康のみならず健康寿命のためにも歯周
炎の予防・治療法の開発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つのテーマによる研究を行
い，これによって歯周炎の新たな予防・治療へと発
展させることを目的としている。

ヒト口腔には700種を超える菌種が存在し，部位
ごとに特徴的なマイクロバイオームを形成してい
る。歯周炎は歯肉縁下マイクロバイオームの細菌に
よって起こる感染症である。しかし，そこに存在す
る菌種の多さから，以前は一部の菌種のみを解析す
るというアプローチが行われていたため，その全体
像を解析することが不可能であった。しかし，その
病因の解明には，マイクロバイオームの網羅的解析
が必須である。本年度は，昨年度に引き続き次世代
シークエンサーを用い治療前後マイクロバイオーム
の網羅的解析を行った。

７人の歯周病患者からサンプリングを行い，治療
前，治療後２週間，４週間のサンプルを健常部で６
部位，歯周炎部で13部位からサンプルを得た。16S
rRNA coding 領域の V３－V４領域の塩基配列決
定を行い１サンプルあたり平均55,259 reads±
77,617のリードを得，Qiime２により解析を行っ
た。歯周炎部位健常部を LEfSe 解析によって比較
すると，歯周炎部位に特徴的だった属は，Porphy-
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romonas, Prevotella, Filifactor, Mycoplasma，菌種
レベルでは,Treponema denticola, Porphyromonas en-
dodontalis, Filifactor alocis, Mycobacterium faucium,

Dialister invisus等であり，以前から歯周病原性を持
つと報告されている菌種の増加を伴うディスバイ
オーシスが起こっていることが示唆された。

健常部に対して初期治療を行うと，species rich-
ness は減少したが有意差はなく，他の多様性の指
標である evenness，Shannon index には変化が認
められなかった。UniFrac 解析の結果は処置前後の
マイクロバイオームにおいて変化は認められず，処
置前後の変化よりも個人差の方が大きかった。

歯周炎部位における歯周基本治療前後のマイクロ
バイオームを比較すると，species richness は歯周
基本治療２週間後と４週間後に有意に減少した。
Evenness および Shannon index には，減少は認め
られなかった。UniFrac 解析の結果は，歯周基本治
療２週後と４週後のマイクロバイオームは共に，初
診時と有意に異なっていた。LESfe 解析により，処
置前に認められた菌種のうち，属レベルでは Por-
phyromonas, Treponema, Fusobacterium, Tanner-
ella, Fretibacterium, Prevotella, Filifactor, Myco-
plasma が，菌種レベルでは Porphyromonas. gin-
givalis, Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii, T.

forsythia, T. denticola, Treponema socranskii, P. endo-

dontalis, Campylobacter recuts, Treponema maltophi-

lum, F. alocisが処置によって有意に減少し，歯周基
本治療２週後には，属レベルでは Actinomyces,
Rothia, Streptococcus, Neisseria, Veillonella, Hae-
mophilus, Cardiobacterium, Lautropia, 菌種レベル
では Rothia dentocariosa, Veillonella parvura, Hae-
mophilus parainfluenzae, Capnocytophaga suptigena,

Actinomyces naeslundii, Lautropia mirabillis, Neisseria

macacae, Capnocytophaga gingivalisの有意な増加が
認められた。歯周基本治療２週後から４週後までの
期間では，属または種レベル有意な変化は検出され
なかった。

健常部位において処置によってマイクロバイオー
ムの変化が少なく個人差の方が大きく，これに対し
歯周炎のマイクロバイオームでは処置によって大き
く変化したことは，健常部のマイクロバイオーム
は，歯周炎部位と比較し resilience が高いことが示

された。歯周炎部位では，歯周基本治療によって，
病原性の示されている P. gingivalis, T. forsythia, T.
denticola, F. alocis等の菌種の有意な減少と，健常
なデンタルプラークの構成菌種として知られている
R. dentorariosa, V. parvura, A. naeslundii等の菌種の
有意な増加が起こり，さらにそれが治療２週後から
４週後まで維持されることを明らかにできた。

また歯周炎部位のディスバイオーシスを起こした
バイオフィルム中で著名に増加している Treponema
denticolaについて，歯肉縁下マイクロバイオーム中
でどのように順応し，病原因子を発現しているかを
明らかにする目的で，その病原因子の欠損株におい
て増加する転写調節因子をスクリーニングすると，
TDE_0127, tdoR(Treponema denticola oxygen regu-
lator)，tdsR( Treponema denticola switching regula-
tor）が，dentilisin と Msp の欠損株で発現が変化
していた。これらの遺伝子の機能を解析した結果，
TDE_0127と tdoRは，T. denticolaの酸素に対する
応答を制御していることが明らかになり，さらに
TDE_0127は，tdoRの調節の元に発現し，本菌の主
要な病原因子である dentilisin の発現に関わってい
ることが明らかになった。さらに，tdsRは，どの
様な刺激により発現がコントロールされているかは
不明であるものの，本菌の鞭毛の回転方向を換える
switching の調節に関わっていることが明らかにな
り，それによって本菌の運動性に影響を与えてい
た。これらの結果は，T. denticolaが，酸素をはじ
めとする環境のストレスに応答を行う際，dentil-
isin, Msp といった病原因子や運動性の調節が連動
して起こっていることを明らかにすることができ
た。
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３．CAD/CAMで歯科臨床の精度はどれだけ向
上できるのか

ファブラボ リーダー
口腔病態外科学講座

片倉 朗

〈ファブラボ〉
現在ファブラボグループでは，CAD/CAM に代

表されるデジタルデンティストリーへのパラダイム
シフトを牽引するため，臨床応用を目指した基礎研
究の段階から躍進し，臨床に直結したトランスレー
ショナルリサーチを加速させている。いくつかの分
野ではすでに実際の臨床において一部使用され，歯
科臨床の精度を大幅に向上できることをいくつかの
学術雑誌に発表した。
① 口腔外科手術支援

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
発を行っている。Le Fort I 型骨切り術による上
顎骨移動・固定において，我々は CT 画像をもと
に作製した３D データに対してヴァーチャルオペ
レーションを行った。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
手術に応用，術後 CT との重ね合わせの精度検証
にて，この東京歯科大学独自の新テクニックが同
様の技術を使う他の方法と比べても非常に高精度
であることを明らかにした｡さらに我々は,Micro-
soft 社 HoloLensⓇを 用 い て Virtual Reality(VR)
による術野の臓器や血管を術中患者に対して投影
しながらナビゲーション手術を行うことに成功し
た。現在は，Le FortⅠ骨切り術において３D プ
リンタで作製したデバイスと HoloLensⓇを用いた
MR 手術支援の両方を用いることで，安全で良好
な手術精度を得ている。

② 補綴治療への応用
３D プリンタを用いた義歯作製の臨床応用実現

性について精査するため，造形精度の検証を行っ
た。その結果，３D プリンタを用いてつくられた
義歯床は，従来法を用いて作られた義歯に匹敵す
る高い精度を有していることが明らかとなった。

しかしその一方で，積層造形という造形材料を上
に積み重ねていく作製方法による制約で，アン
ダーカット部に滑沢な面が得られず，造形精度が
低下することが判明した。実際の臨床においても
我々歯科医師はアンダーカットの存在を最大限に
利用するために注意を払うが，デジタル機器を用
いた三次元造形においては，さらに細心の注意を
払うべきであると考える。これらの臨床応用を考
慮した基礎的研究により，３D プリンタを用いた
義歯制作はすでに実用化の前段階まで到達してお
り，機器性能から考えれば十分な精度を有してい
ることが判明した。

③ 口腔と脳機能
高血圧や糖尿病予防のためには減塩，減糖が重

要であるがヒトは加齢により塩味と甘味を感じに
くくなる。71名のヒトの舌に規格的に塩味溶液を
呈示すると若者群（45名）に比べ高齢者群（26
名）の方が有意に低く認知した。脳機能 MRI に
よる塩味の脳活動は再解析を行う予定，甘味につ
いては予備実験を終了したため今後同様の実験を
行い比較検討する。また歯の喪失とアルツハイ
マー病，歯の MRI についても準備を行ってい
る。

④ 教育への応用
臨床実習中の第５学年学生にヘッドマウント

ディスプレイを装着させることで，造影 CT から
作製した画像を指導者の視点と同一の VR を共有
し，360度から観察することができる他，血管内
部，骨内部の観察する実習を行っている。これ
は，単純な解剖学の学部学生への教育だけでな
く，顎矯正手術や頸部郭清術などの手術の術式，
注意を要する解剖学的構造物を経験として修得す
るために若手医局員の教育にも有効である。ヘッ
ドマウントディスプレイを用いた仮想体験は高い
教育効果を得ており，今後の普及に期待ができる
と考えている。
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４．咀嚼・嚥下機能の基盤となる運動器形態維
持機構の解明

咀嚼嚥下ラボ リーダー
解剖学講座

阿部伸一

骨格筋の骨への移行部に存在する腱は，筋と骨が
協調的に連動して生体の機能を担うための連結装置
となっている。すなわち腱には常時力学的な負荷が
かかり，｢筋－腱－骨」が複合的運動器として生涯
その構造を維持することが重要となる。高齢者の生
体機能の低下という問題に対し超高齢社会に挑む基
礎研究の場では，筋収縮機能や骨代謝機能の再活性
などに関心が集まり，それぞれの分野で多くの研究
成果が報告されてきた。しかし高齢者の移動機能が
低下するロコモティブシンドロームに代表されるよ
うに「高齢者の機能の低下」とは多くの組織が複合
的に機能を低下させていくことであり，｢筋－腱－
骨」を複合的運動器として捉え，その構造を維持す
る機構には未解決な点がある。

我々のグループでは咀嚼・嚥下機能に重要な役割
を担う運動器に関し，様々な視点からの研究アウト
ラインを設計し，その業績を報告してきた。今回の
ワークショップではその概要について，最近の論文
の知見を用いて解説する。
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