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研究成果の概要： 

「口唇裂・口蓋裂の発症にインプリンティング遺伝子が関与しているのではないか」という
仮説のもと、倫理委員会で承認を得た実験計画に沿って患者さんより採血を行った。対象は唇
顎口蓋裂患者 20 名と比較対照用健常者 4 名である。採血後、RNA を抽出した後にマイクロア
レイによる遺伝子発現解析を行った。その結果、発現のプロファイルとして唇顎口蓋裂患者と
健常者の抹消血液中では明らかな発現変化は認められなかったが、検索した遺伝子 24000 の内、
20 個程度の遺伝子（0.08％）に正常群と比較して 8 倍以上の発現変化が認められた。 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
平成 18 年度 2300000 0 2300000 

平成 19 年度 1000000 0 1000000 

平成 20 年度 200000 60000 260000 

    

    

総 計 3500000 60000 3560000 

 
 
研究分野：医歯薬学 
科研費の分科・細目：歯学・外科系歯学 
キーワード：口唇裂・口蓋裂、インプリンティング遺伝子 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
唇顎口蓋裂の発症は、遺伝的要因と環境的

要因および閾値との複合による多因子

しきい説で説明されている。環境因子に

ついては多くの研究者が成果を挙げて

いるが、遺伝的要因に関しては唇顎口蓋

裂の候補とされている遺伝子が海外で

２０種類の報告がされているに過ぎな

い。これは様々な施設の研究者が遺伝子

の塩基配列異常により、発症していると

考えているからに他ならない。 

  最近、ゲノムインプリンティングによ

り個体発生が制御されているという事

実が判明した。自分は大学院時代、DNA

の塩基配列の変化によらないエピジェ

ネティックな遺伝子発現の変化（ゲノム

インプリンティング）による発がん機構

を研究していた。現在は口唇裂・口蓋裂

を専門として、日常臨床に従事しており
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日々その疾患の治療に精力的に取り組

む傍ら何とか予防できないかと考えて

いる。唇顎口蓋裂もその発症は個体発生

期から器官形成期の上皮突起の癒合不

全によるものである。そこで、「口唇裂・

口蓋裂の発症にインプリンティング遺

伝子が関与しているのではないか」とい

う仮説にたどりつき、科学研究費補助金

の応募となった。 
 
２．研究の目的 
 
DNA の塩基配列の変化によらないエピジェ
ネティックな遺伝子発現の変化（ゲノムイン
プリンティング）に照準を絞り、その結果、
口唇裂・口蓋裂児の治療および予防に貢献で
きればと考えた。 
 
 
３．研究の方法 
 
１）血液採取 
東京歯科大学口腔外科を受診し、同意を得ら
れた症候性を持たない日本人、唇顎口蓋裂患
者を対象に全身麻酔下の手術時に、術中の点
滴のラインから 10ml採血した。 
また、研究に対し同意を得られた健常者に関
しても同様に 10ml の採血を行った。 
２）ＲＮＡ抽出および解析  
採血後、4℃で保存した後、溶血操作を行い
RNA を抽出し保存した。研究対象サンプルが
揃ったところでマイクロアレイを用いて 
インプリンティング遺伝子の発現解析を行
った。 
 
 
４．研究成果 
 

倫理委員会で承認を得た実験計画に沿って

患者さんより採血を行った。対象は唇顎口蓋

裂患者20名と比較対照用健常者4名である。 

採血後、RNAを抽出した後にマイクロアレイ

による遺伝子発現解析を行った。その結果、

発現のプロファイルとして唇顎口蓋裂患者と

健常者の抹消血液中では明らかな発現変化は

認められなかったが、検索した遺伝子24000

の内、20個程度の遺伝子（0.08％）に正常群

と比較して8倍以上の発現変化が認められた。

この8倍以上の発現変化を起こしている遺伝

子群のうち20人で共通している遺伝子がいく

つあるかについて現在解析を進めているとこ

ろである。特に今回の科研費での申請項目で

あるインプリンティング遺伝子については念

入りに調査しているところである。 

今回の実験結果で優位な差が認めれればそ
の成果を学術雑誌に公表し、さらにその項目
についての発現解析をタンパクレベルでも
追加実験を行えればと考えている。 
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論文名：東京歯科大学千葉病院専門外来紹 

介 第 7 回 唇顎口蓋裂外来につ
いて 

著者名：内山健志 髙野信夫 中野洋子  
須賀賢一郎 西堀陽平 渋井武夫  
渡邊 章 市川英三郎  
江里口 雅 
 

雑誌名：千葉県歯科医師会 千葉デンタル 
リポート 57-58 2007.1 

発表年：平成１９年 
査 読：無 
 
論 文 名 ： Changes in expression of 

imprinted genes following 
treatment of human cancer cell 
lines with non-mutagenic or 
mutagenic carcinogens. 

著者名：TAKEO SHIBUI1,5, YUKARI 
HIGO2, TAKEO W. TSUTSUI2, 
MINORU UCHIDA1,MITSUO 
OSHIMURA3, J. CARL 
BARRETT4,6 and TAKEKI 
TSUTSUI2 

 1.Oral and Maxillofacial 
Surgery, The Nippon Dental 
University Hospital at Tokyo, 
Tokyo 102-8158; 

 2.Department of Pharmacology, 
The Nippon Dental University, 
School of Life Dentistry at Tokyo, 
Tokyo 102-8159; 

 3.Department of Molecular and 
Cellular Genetics School of Life 
Sciences, Tottori University, 
Tottori 680-0022, Japan; 

 4.Laboratory of Biosystems and 
Cancer, National Cancer 



Institute, National Institutes of 
Health, Bethesda, MD 
20892-2440, USA 

発表年：2008 
雑 誌 名 ： Int J Oncol. 2008 
Aug;33(2):351-60. 
査 読：有 
 
 
〔学会発表〕（計 10 件） 
 
学会名：第３０回 日本口蓋裂学会学会総会 
開催日：平成１８年５月２５．２６日（発表
は２６日） 
開催地：長野県 白馬東急ホテル 
演題名：最近経験した高齢未手術口蓋裂患者
の５例 
演者： 澁井武夫、江里口雅、市川英三郎、
渡邊 章、西堀陽平、須賀賢一郎、中野洋子、
髙野伸夫、内山健志 
 
 
学会名：第３０回 日本口蓋裂学会学会総会 
開催日：平成１８年５月２５．２６日（発表
は２５日） 
開催地：長野県 白馬東急ホテル 
演題名：両側唇顎（口蓋）裂術後患者におけ
る顎間骨骨切り部への到達法と骨切り法に
ついて 
演者： 須賀賢一郎、江里口雅、市川英三郎、
渡邊 章、澁井武夫、西堀陽平、田中潤一※、
中野洋子、髙野伸夫、内山健志 
    ※ 都立 大塚病院 口腔科 
 
 
学会名：第３０回 日本口蓋裂学会学会総会 
開催日：平成１８年５月２５．２６日（発表
はポスター） 
開催地：長野県 白馬東急ホテル 
演題名：当科におけるホッツ床装着口蓋裂患
者１９６例の臨床的観察 
演者： 中野洋子、中嶋英乃※、大金 覚、
江里口雅、市川英三郎、渡邊 章、澁井武夫、
西堀陽平、須賀賢一郎、髙野伸夫、内山健志 
 
 
学会名：The 4th International cleft lip and 
palate foundation conference,  
開催日：2006 
開催地：London, England 
演 題 名 ： Which facial deformities do 
influence aesthetic rating in unoperated 
cleft lip infants? 
演者： Uchiyama,T., Kitamura,N.(1), 
Yamamoto,K.(1), Watanabe,A., Shibui,T., 
Suga,K., Nakano,Y. : 
 (1)新潟県  

 
学会名：第 39回日本口腔科学会関東地方会 
開催日：２００７ 
開催地：東京都 
演題名：東京歯科大学千葉病院手術室におけ
る骨移植症例の臨床統計 
演者： 根本淳, 盧 靖文, 浜瀬真紀, 澁井
武夫, 山本信治, 神山 勲, 幾本英之, 西堀
陽平, 武田栄三, 野村武史, 笠原清弘, 米
津博文, 中野洋子, 片倉 朗, 高木多加志, 
髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 
収載雑誌名：日口腔科会誌 56(2), 249, 
2007.(, 東京都)  
 
 
学会名：THE 48TH CONGRESS OF THE KOREAN 
ASSOCIATION OF ORAL & MAXILLOFACIAL 
SURGEONS 
開催日：２００７ 
開催地：Seoul,Korea 
演題名：Secondary repair for bilateral 
cleft lip and alveolus in our 
clinic :Secondary repair for bilateral 
cleft lip and alveolus in our clinic 
演者： Uchiyama,T., Eriguchi,M., 
Ichikawa,E., Watanabe,A., Shibui,T., 
Suga,K., Nakano,Y., Takano,N. : 
 
 
学会名：第 31 回日本口蓋裂学会総会・学術
集会 
開催日：２００７ 
開催地：草津市、群馬県 
演題名：二段階口蓋形成術を行った片側性唇
顎口蓋裂患者において最終的に顎矯正手術
を施行した 4症例についての検討 
演者： 中野洋子, 江里口雅, 市川英三郎, 
渡邊 章, 澁井武夫, 西堀陽平, 柴原孝彦, 
髙野伸夫, 内山健志, 坂本輝雄(1), 山口秀
晴(1) (1)東京歯科大学歯科矯正学講座  
雑誌名：日口蓋裂会誌 32(2), 210, 2007. 
                                     
 
学会名：第 184回 日本口腔外科学会 関東
地方会 
開催日：平成 19年 11 月 10 日 
開催地：東京都 日本大学理工学部 駿河台
キャンパス 
演題名：先天性上唇瘻の 1例 
演 者：中野洋子（１） 宗宮英希（１）,
（２）  澁井武夫（１）  内山健志（１） 
髙野伸夫（１）  柴原孝彦（１）  橋本貞
充（３） 
    (1)東京歯科大学口腔外科学講座 
    (2)東京歯科大学口腔科学研究セン
ター 
    (3)東京歯科大学病理学講座 



 
学会名：第３２回 日本口蓋裂学会学会総会 
開催日：平成２０年５月２８．２９日 
開催地：広島県民文化センター 
演題名：LeFortⅠ型骨切り術施行に際して実
物大臓器立体モデルを応用した片側性唇顎
口蓋裂術後患者の 2例 
演者： 須賀賢一郎、内山健志、吉田秀司、
江里口雅、市川英三郎、村松恭太郎、渡邊章、
澁井武夫、中野洋子、髙野伸夫 
 牧村美紀１） 坂本輝雄１） 
 東京歯科大学口腔外科学講座 
 １）東京歯科大学歯科矯正学講座 
 
 
 
学会名：The 4th Sino-Japan Conference on 
Stomatology 
Long-term outcome of occlusion and growth 
of palate in unilateral cleft 
lip and palate patients undergoing 
two-stage palatoplasty at our clinic  
NAKANO Yoko1, YOSHIDA Shuji1, ERIGUCHI 
Masashi1, SHIBUI Takeo1, SUGA 
Ken-ichiro1, SHIBAHARA Takahiko1, TAKANO 
Nobuo1, SAKAMOTO Teruo2., 
SUEISHI Kenji2. 
UCHIYAMA Takeshi1  
1 Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Tokyo Dental College 
2.Dept. of Orthodontics, Tokyo Dental 
College 
 September 28-29, 2008 Xi’an, China（西
安、中国） 
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