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プロジェクト７：
口腔アンチエイジングによる生体制御
－各グループによる研究進捗状況報告－

１．NOS1ノックアウトマウスと正常マウス
の歯肉における各種NOSおよびSODの
mRNA発現とタンパクの局在

基礎研究班Ⅰ 石岡みずき

緒 言：HRC7 の研究テーマは“アンチエイジング”
であるが“エイジング”即ち老化のメカニズムには多
くの学説があり，その１つである「フリーラジカル
説」はフリーラジカルによるDNA損傷とそれに伴
う遺伝子変異の蓄積が，老化を進行させるというも
のである。近年では歯肉炎や歯周炎を含む各種炎症
性病変への関与が指摘されているものの，歯肉にお
ける各種フリーラジカルの動態や，その発生量を調
整している数々の関連酵素についての組織学的研究
は少なく，各酵素の相互作用についても不明な点が
多い。今回我々はNOS1 ノックアウト（KO）という
極端なラジカル環境下における各種NOSと SOD
のmRNAの発現とタンパクの局在を検索すること
により，歯肉における各酵素間の相互作用を司る機
構の一端を明らかにすることを目的として本実験を
行った。
材料および方法：５週齢NOS1KOマウスおよび正
常マウス（コントロール）各６匹を通法に従い標本と

した後，mRNA発現はMn-SOD，NOS1，２，３
の各 probe を用い in situ hybridization 法（非 RI
法）にて観察を行った。また，酵素タンパクの発現
は一次抗体に抗Mn-Fe SOD抗体，抗NOS1，２，
３抗体を用い，その後ABCキットによる免疫組織
化学染色（DAB反応）を行った。mRNA観察群にお
いては，発現の強度を測る指標として，三次元画像
解析システムにて輝度を解析し，対応のない t－検
定で数値の統計処理を行った。
結 果：NOS1 mRNAの発現は，control 群歯肉上
皮基底細胞層および粘膜固有層の血管内皮細胞，線
維芽細胞において陽性反応を示し，NOS1KO群で
は上皮基底細胞層および粘膜固有層の血管内皮細胞
および線維芽細胞において陰性を示した（図１）。輝
度解析の結果からは，NOS1 ノックアウトにより各
部位におけるNOS1 の発現が減弱していることが
確認できた（表１）。NOS2 mRNAは control 群歯肉
において上皮・粘膜固有層ともに陰性でありKO群
では粘膜固有層の血管内皮細胞・線維芽細胞で非常
に強い陽性反応を示した（図２）。輝度解析において
も観察した全ての部位でNOS2 mRNAの発現が優
位に増強していた（表２）。NOS3 mRNAは control
群歯肉上皮で基底細胞層が陰性，粘膜固有層の血管
内皮細胞と線維芽細胞は共に弱陽性反応を示し，
NOS1KO群では上皮基底細胞層はほぼ陰性であっ
たが，粘膜固有層の血管内皮細胞および線維芽細胞
は強陽性反応を示した（図３）。輝度解析では固有層
の線維芽細胞と血管内皮細胞において優位にNOS3
mRNAが増強していた（表３）。Mn-SOD mRNAは
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表１ NOS1 mRNAの発現（In situ Hybridization）

図１ NOS1 mRNAの発現（In situ Hybridization）

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ４

― 4 ―



control 群，KO群ともに歯肉粘膜固有層の血管内
皮細胞および線維芽細胞で陽性反応を示した（図
４）。輝度解析の結果からもMn-SOD mRNAは con-

trol 群，KO群の間で優位な差は認められなかった
（表４）。以上から，NOS1 をノックアウトすること
によりNOS2 およびNOS3は通常より増加するが
Mn-SODの発現にはあまり影響がないことが示さ
れた。酵素タンパクの発現は，各mRNAの発現と
ほぼ一致していた。
考 察：今回の結果では，上皮はNOS1 変動によ
る影響が少なく，これに対し結合組織から成る粘膜
固有層においてはNOS1 が通常でも存在し，NOS1

表２ NOS2 mRNAの発現（In situ Hybridization）

図２ NOS2 mRNAの発現（In situ Hybridization） 表３ NOS3 mRNAの発現（In situ Hybridization）

表４ Mn-SOD mRNAの発現（In situ Hybridization）

図３ NOS3 mRNAの発現（In situ Hybridization）

図４ Mn-SOD mRNAの発現（In situ Hybridization）
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欠損により他種アイソザイムが代償性に増加するこ
とが分かった。このことから上皮を支配している
NOSは NOS1 以外のアイソザイムである可能性が
高く，歯肉の粘膜固有層ではNOS1 がフリーラジ
カル環境の支配において重要な役割を果たしている
と考えられる。今回は，輝度の解析を行ったが，今
後は他の手法による発現強度の客観的評価を行うと
ともに，NOXなど他のフリーラジカル関連酵素を
含めた各酵素間の相互作用機構の解明を進めるた
め，RT-PCR による各酵素の定量などを行いたいと
考えている。

２．レスベラトロールの抗真菌活性

基礎研究班Ⅱ 柴山和子

Candida albicansは多くの健常者より検出される
常在真菌であるが，抵抗力の低い高齢者やHIV感
染者等に対して口腔咽頭カンジダ症を含む重篤な症
状を引き起こす１）。
温度，pH，酸素，栄養，菌密度など多様な環境

に応じて酵母形あるいは菌糸形の発育を示す二形性
変換能は，病原性と深く関連すると考えられてい
る２）。

真菌はヒトと同様に真核生物であるため，低毒性
の抗真菌薬の開発は困難であるが，既存の抗真菌薬
が有する安全性の問題および耐性株の出現や増加に
より，新規な抗真菌活性物質の検索が望まれる。
レスベラトロールは植物に含まれるポリフェノー

ル成分の一種であり，抗ウィルス作用，抗炎症作
用，寿命延長など様々な薬理作用が報告されてい
る３～５）。
口腔環境の改善によるアンチエイジングを目指

し，レスベラトロールの C. albicansに対する作用
について検討を行った。
材料・方法：C. albicans SC５３１４株を供試し，４０～
２００ug/ml 濃度のレスベラトロールを酵母形または
菌糸形発育支持培地に添加し，発育に及ぼす効果を
調べた。菌糸形成の誘導には血清，中性 pH，窒素
源制限，栄養欠乏の４条件を用いた。C. albicansの
酵母形および菌糸形増殖に及ぼすレスベラトロール
の作用は，XTT reduction assay とクリスタルバイ
オレット染色法により各々評価した。レスベラト
ロールによる C. albicansの形態的変化は菌糸形成
誘導培地上で３７℃好気条件にて６日培養後に観察し
た。二形性変換に及ぼす影響は培地に４０ug/ml レ
スベラトロール添加後，菌糸数を一定時間毎に顕微
鏡下で測定した。
結 果：レスベラトロールは C. albicansの酵母形
増殖を濃度依存性に抑制し，２００ug/ml では５０％以
上の発育阻止を示した（図１A）。
菌糸形増殖に対する作用は，酵母形に対するそれ

と比較して弱いが，４０～２００ug/ml 濃度で有意な差
をもって抑制が認められた（図１B）。
レスベラトロール添加により，種々の誘導条件下

における C. albicansの二形性変換能は減弱した（表
１）。レスベラトロール添加の血清存在下および中
性 pH条件下では，培養時間の経過に伴い菌糸体の
割合は増えるが，レスベラトロール無添加時の５０％
以下に留まった。また，窒素源制限および栄養欠乏
条件下ではレスベラトロール処理により，培養開始
後６０分とそれ以降の菌糸体の割合に変化が見られな
かった。
加えて，レスベラトロールが菌糸形態に及ぼす影

響が観察された（図２）。菌糸形成誘導培地上で，通
常 C. albicansは密で放射状または襞状の菌糸を呈

文 献
１）BRENNAN PA, THOMAS GJ, LANGDON JD The role
of nitric oxide in oral diseases. Arch Oral Biol ４８：９３～
１００．（２００３）
２）DAGHIGH F, BORGHAEI RC, THORNTON RD, BEE
JH Human gingival fibroblasts produce nitric oxide in re-
sponse to proinflammatory cytokines. J.Periodontal ７３：
３９２～４００．（２００２）
３）LOHINAI Z, STACHLEWITS R, VIRAG L, SZEKELY
AD, HASKO G, SZABO C. Evidence for reactive nitro-
gen species formation in the gingivomucosal tissue. J.
Dent. Res.８０：４７０～４７５．（２００１）
４）NATHAN C, XIE QW Regulation of biosynthesis of ni-
tric oxide. J Biol Chem２６９：１３７２５～８．（１９９４）
５）OMORI Y, TAKAHASHI S, TODOKI K. Role of nitric
oxide in post-ischemic gingival hyperemia in anesthetized
dogs. Redox Report.７３００～７３０３．（２００２）
６）PAOLA RD, MARZOCCO S, MAZZON E, DATTOLA
F, RATONDO F, BRITTI D, DE MAJO, M., GENOVESE
T, CUZZOCREA S Effect of Aminoguanidine in lingature
-induced periodontitis in Rats. J Dent.Res. ８３，４ ３４３～
３４８．（２００４）
７）PAQUETTE DW, WILLIAMS RC Modulation of host
inflammatory mediators as a treatment strategy for peri-
odontal diseases. Periodontol.２４：２３９～２５２．（２０００）
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する。しかしながら，いずれの条件においてもレス
ベラトロール添加により菌糸は粗で不完全な形態へ
と変化した。特に，レスベラトロール添加の窒素源
制限および栄養欠乏培地上では菌糸形成が著しく障
害された。
考 察：レスベラトロールの作用機序やターゲット
の解析，口腔咽頭カンジダ症モデルマウスを用いた
in vivoへの展開も必要である。カンジダ症は，高齢
化社会を迎えている我が国において重要な感染症の
一つであるが，レスベラトロールの抗Candida 活
性は，機能性補助食品によるカンジダ症の予防を介
した新たなアンチエイジングへの展開を期待させる
ものである。

表１ レスベラトロール処理による C. albicans二形性変換能の変化

Condition Incubation time（h）
Hyphae ratio（％）

Resverratrol（－） Resverratrol（＋）

serum １
３
５

７７．５ ±１．３
８９．３ ±０．７
９５．８ ±１．１

１９．６±０．６
２４．６±３．０
４４．８±３．１

neutral pH １
３
５

４２．７８±０．５
７７．５ ±１．０
９７．６ ±０．７

１８．３±０．９
２１．５±２．１
２６．４±２．６

nitrogen limitation １
３
５

３６．８ ±１．３
５１．６ ±３．８
９２．６ ±１．０

１５．４±０．７
１６．８±０．２
１７．７±０．７

nutrient deprivation １
３
５

４５．３ ±２．３
７４．０ ±０．７
９３．９ ±０．９

１５．２±１．５
１４．３±１．１
１６．８±０．９

図１ レスベラトロールの C. albicans酵母形増殖
（A）と菌糸形増殖（B）に対する抑制作用

図２ レスベラトロール添加菌糸形成誘導培地における
C. albicansの形態変化
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３．口腔粘膜上皮の細胞接着機構と加齢変化

活性班 橋本貞充

口腔組織は，重層扁平上皮からなる口腔粘膜上皮
におおわれるとともに歯面に対しては上皮性の付着
を形成し，外部環境からからだを守ると共に，唾液
腺から分泌される唾液によって恒常性が維持されて
いる。口腔上皮や唾液・唾液腺における生体防御機
構を解明するとともに，これらを活性化し治癒能力
を高く維持していくことは，口腔のアンチエイジン
グの基礎となる重要な位置を占めている。
今回は口腔粘膜上皮に焦点を絞り，歯肉切除後の

口腔粘膜上皮の再生過程でみられる再生付着上皮，
歯根露出後の長い付着上皮，および，加齢に伴い根
尖側へ伸展した付着上皮のエナメルとセメント質表
面への接着機構，接着蛋白および細胞外マトリック
スの発現の違い，に焦点を当てて検討するととも
に，口腔粘膜上皮の３次元培養モデルで再構成した
口腔上皮シートにおける，細胞透過性およびバリア
機構に関する２つの研究について報告する。
歯肉付着上皮細胞のエナメルおよびセメント質表

面への接着機構を解明するために，ICRマウスおよ
び SDラットの歯周組織を用い，歯肉切除後にみら
れる再生付着上皮，臼歯部歯間部のゴム片挿入によ
る歯根露出後の上皮再生過程と長い付着上皮形成
と，加齢に伴う付着上皮の根尖側への伸長による変

化を，細胞接着蛋白の integrinα３，α６，β４鎖，およ
び基底膜に分泌される細胞外マトリックスの lami-
nin α３，β３，γ２鎖の発現から検討し，上皮細胞の細胞
動態を解析した。
その結果，付着上皮再生の先端部では，laminin

５サブユニットの laminin γ２の強い発現と結合織側
への分泌とともに，細胞膜上への integrin α３，β４
発現が確認された１，２）。また，歯根露出後に露出根面
に形成された長い付着上皮においても，さらに，加
齢変化にともなう付着上皮の根尖側への伸展におい
ても，同様に laminin γ２，integrin α３，β４発現が結合
組織側のみならず根面側において認められた（図
１）。以上のことから，これらの接着タンパクと細
胞外マトリックスの発現が，エナメル質表面のみな
らず，長い付着上皮を構成する露出歯根面への口腔
上皮細胞の接着・遊走における重要な因子であるこ
とが明らかとなると共に，口腔上皮の再生にともな
うこれらの接着タンパクの発現と細胞外マトリック
スの分泌による上皮性付着によるバリア形成は，歯
周組織のアンチエイジングに重要な役割を果たして
いると考えられた。
３次元培養モデルによる口腔上皮再構成のために

は，ウサギ口腔粘膜から角化上皮細胞のみを分離
し，気相培養下で線維芽細胞をフィーダー細胞とし
て複層培養シートを作成し，非接触型測定（Trans-
epithelial Electrical Resistance，TER法）により，
電気抵抗によって細胞間の接着性と透過性を評価し
た。ウサギ口腔粘膜上皮の気相培養による複層培養
シートは，９日間の気相培養で重層化し約５０μmに
厚みを増すとともに，TER値に相関性があった。
免疫組織染色ならびに透過型電子顕微鏡を用いた形
態学的評価によっても，サイトケラチン１３／１４免疫
蛍光染色により細胞の分化とともに正角化がみら
れ，細胞間結合装置のデスモゾームの増加と細胞間
隙の狭小化が認められ，正常口腔粘膜の性質を保持
した複層培養シートであることを明らかにした。こ
の三次元培養シートは，培養細胞・組織の提供とと
もに，再建した組織の安全性・機能性評価として重
要な指標となると考えられた。
また，細胞外環境制御によるアンチエイジング機

構の解明のためには，個々の細胞毎に最適化された
培養環境を提供するという発想で，新規の細胞培養

文 献
１）de Repentigny L., Lewandowski D., Jolicoeur P.: Im-
munopathogenesis of oropharyngeal candidiasis in human
immunodeficiency virus infection. Clin Microbiol Rev.,
１７：７２９～７５９，２００４．
２）Sudbery P., Gow N., Berman J.: The distinct morpho-
genic states of Candida albicans. Trends Microbiol., １２：
３１７～３２４，２００４．
３）Baur, J. A., Sinclair, D. A.: Therapeutic potential of res-
veratrol : the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov.,
５：４９３～５０６，２００６．
４）Bhat K. P., Pezzuto J. M.: Cancer chemopreventive ac-
tivity of resveratrol. Ann N Y Acad Sci.,９５７：２１０～２２９，
２００２．
５）Donnelly, L. E., R. Newton, G. E. Kennedy, P. S. Fen-
wick, R. H. Leung, K. Ito, R. E. Russell, and P. J. Barnes :
Anti-inflammatory effects of resveratrol in lung epithelial
cells : molecular mechanisms. Am J Physiol Lung Cell
Mol Physiol ２８７：L７７４～７８３，２００４．
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器（CO２インキュベーター）を開発しており，調製済
みガス（２％O２，５％CO２，９３％N２）を個別培養カ
プセルに注入し，口腔幹細胞の生体内環境を模した
低酸素環境の再現を試みている。
HRC7-3 エイジングに対する口腔固有機能と細胞

の活性化グループでは，口腔アンチエイジングを達
成するために，口腔粘膜と唾液・唾液腺に焦点を当
てて，生体防御機構の活性化をめざして研究を行
なっているが，口腔粘膜重層扁平上皮の透過性関門
機構と透過性調節のメカニズムを明らかにするとと
もに，口腔粘膜上皮および付着上皮の創傷治癒にお
ける接着機構を解明することは，口腔アンチエイジ
ングのみならず，口腔粘膜疾患や歯周疾患の治療に
おいても重要な示唆を与えるものとなる。さらに，
口腔内環境を維持し恒常性を保つために唾液分泌機
構の解明とそのコントロールにより，う蝕や歯周疾
患の予防のみならず口腔粘膜上皮を活性化させ，口
腔粘膜疾患の予防や治癒にもつながると考えてい
る。
原著論文
１）Okumura, R., Shibukawa, Y., Muramatsu, T., Hashi-
moto, S., Nakagawa, K., Tazaki, M., Shimono, M. Sodium-
Calcium Exchangers in Rat Ameloblasts., J Pharmacol
Sci.,２０１０．

２）Masaoka T., Hashimoto S., Kinumatsu T., Muramatsu
T., Jung H-S., Yamada S., Shimono M. Immunolocalization
of laminin and integrin in regenerating junctional epithe-
lium of mice after gingivectomy, J Periodont Res, ４４
⑷，４８９～４９５，２００９．
３）Tsuchiya, Y., Muramatsu, T., Masaoka, T., Hashimoto,
S., Shimono, M. Effect of the dental adhesive, 4-META/
MMA-TBB resin,on adhesion and keratinization of regen-
erating oral epithelium. J Periodontal Res., ４４⑷：４９６～
５０２，２００９．
４）Kinumatsu, T., Hashimoto, S., Muramatsu, T., Sasaki,
H., Jung, H., Yamada, S., Shimono, M.: Involvement of
laminin and integrins in adhesion and migration of junc-
tional epithelium cells, J Periodontal Res ４４⑴，１３～
２０，２００９．
５）Sato, K., Muramatsu, T., Tsuchiya, Y., Masaoka, T.,
Enokiya, Y., Hashimoto, S., Shimono, M. Proliferation,mi-
gration and apoptosis of periodontal ligament cells after
tooth replantation., Oral Dis.２００９．
６）Liu, W., Deng, C., Merrett, K., McLaughlin, C. R., Fager-
holm, P., Lagali, N. S., Heyne, B., Scaiano, J. C., Watsky,
M. A., Kato, Y., Munger, R., Shinozaki, N., Li, F., and Grif-
fith, M. Collagen-phosphorylcholine interpenetrating net-
work hydrogels as corneal substitutes., Biomaterials３０：
１５５１～１５５９，２００９．

図１ ラット臼歯歯間部のゴム片挿入による歯根露出後にみられる長い付着上
皮において，laminin γ２，integrin β４，α３の発現が結合組織側のみならず根
面側において認められる。Masaoka T. et. al.
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４．Fusobacterium nucleatum が Porphy-
romonas gingivalis の宿主細胞への侵入に
及ぼす影響

予防班 齋藤 淳

緒 言：心血管系疾患に感染症が深く関わっている
ことが明らかになり，歯周炎の動脈硬化症への関与
が示唆されている１）。石原ら２）は，狭窄冠状動脈を有
する患者の血管内壁プラークサンプルにおいて
Porphyromonas gingivalisをはじめとする複数の歯周
病原性菌の存在を見出した。代表的な歯周病原性菌
である P. gingivalisが菌血症により全身循環を経て
血管内皮に障害を与える機序の一つとして，内皮細
胞への侵入が示唆されている３）。P. gingivalisは様々
な宿主細胞に侵入し，巧みに免疫応答を逃れること
が報告されている３，４）が，これは病原性を継続的に発
揮するうえで重要な戦略となっている。
近年，複数の細菌，ウィルスがさまざまな相互作

用により病原性を発揮する polymicrobial diseases
への関心が高まっている５）。歯周病原性菌はバイオ
フィルムとして複雑な相互作用のなかで活動してお
り，polymicrobial 感染の概念でその病原性と宿主
の反応をとらえる必要がある。しかし，歯周病原性
菌の宿主細胞侵入を評価する従来の実験系は，単独
の細菌を対象としたものが主であり，複数の特定細
菌がどのような相互作用のもとで宿主細胞に侵入す
るのかについては未だ明確にされていない。そこで
我々は polymicrobial infection における P. gingivalis
の宿主細胞への侵入について検討した６，７）。
材料および方法：P. gingivalis，Fusobacterium nuclea-
tum，Prevotella intermedia，Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans，Tannerella forsythia，Treponema denti-
colaを供試し，poly-infection でのヒト歯肉上皮細胞
（Ca9-22），大動脈内皮細胞（HAEC）への侵入を anti-
biotic protection assay にて評価した。Broth で３
日間培養した菌を１２穴プレートで confluent に培養
した宿主細胞に２時間感染させ［Multiplicity of In-
fection（MOI）＝１００：１］，洗 浄 後，metronidazole
（２００μg/ml）および gentamicin（３００μg/ml）を加え
さらに１時間インキュベートした。洗浄後，滅菌蒸
留水で３０分処理し，階段希釈を行い血液平板に播種

した。１０日間の嫌気培養後，CFUをカウントし，
侵入率を算出した。Poly-infection の系では，２菌
種を５分間プレインキュベートした後，宿主細胞に
感染させ同様に侵入率を算出した。侵入メカニズム
を探るため，各種メタボリックインヒビターおよび
抗体による阻害実験を実施した。
さらに共焦点レーザー顕微鏡（CSLM）にて，Ca9-

22 ヘの菌の侵入状態を確認した。蛍光染色は，dual
labeling technique を使用し，宿主細胞内外の菌の
染め分けを行った。
結 果：供試した菌のなかでは，F. nucleatumのみ
が P. gingivalisのCa9-22 への侵入を有意に促進した
（P＜０．０１）（図１）。HAECにおいても，F. nucleatum
による P. gingivalisの侵入促進が認められた。しか
し，F. nucleatumはその他の菌の侵入には影響を与
えなかった。
F. nucleatumの培養上清は P. gingivalisの宿主細

胞侵入に影響を与えなかったが，メタノール処理の
菌体との co-incubation では有意な侵入促進が認め
られた。各種阻害実験の結果，mono-infection の場
合と poly-infection の場合では，異なる阻害パター
ンを示していた。
CSLMでは，P. gingivalisのみが侵入している細

胞と，P. gingivalisと F. nucleatumが侵入している
細胞が観察された（図２）。また，F. nucleatumを最
初に単独で１時間感染させ，その後 P. gingivalisを
加えてさらに１時間インキュベートした場合には，
F. nucleatumの細胞侵入が増加し，P. gingivalisの侵
入は減少した。
考 察：今回，我々は F. nucleatumが P. gingivalis
のヒト歯肉上皮細胞および大動脈内皮細胞への侵入
を促進することを明らかにした。F. nucleatumは，
歯周局所のバイオフィルム中で P. gingivalisその他
の歯周病原性菌とともに存在していることが多く，
動物実験では P. gingivalisと synergistic に病原性を
発揮することが示唆されている８）。F. nucleatumや
P. gingivalisなどの歯周病原性菌は，誤嚥性肺炎の
起因菌の一つである Pseudomonas aeruginosaの肺胞
細胞侵入を促進したとの報告９）もなされ，polymicro-
bial 感染の全身疾患への影響という視点からも，今
回の知見は重要である。
F. nucleatumは，供試した他の歯周病原性菌の宿
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主侵入に影響を与えなかったことから，P. gingivalis
への作用は特異的であると思われた。また，F. nu-
cleatumと P. gingivalisまたは宿主細胞との物理的な
コンタクトが，P. gingivalisの侵入促進には必要で
あると示唆された。
F. nucleatum と P. gingivalis の poly-infection の

CSLMでは P. gingivalisのみが侵入していた宿主細
胞も認められたことから，F. nucleatum自体の侵入
は，P. gingivalisの侵入促進には必須ではない可能
性が示された。さらに，F. nucleatumを加えるタイ
ミングによって P. gingivalisの侵入が影響を受けた
こと，阻害薬の効果がmono-infection と poly-infec-
tion とでは異なるプロファイルを示したことなどか
ら，P. gingivalisは，poly-infection では，単独の場
合と異なるメカニズムで侵入すると思われた。
以上の結果から，P. gingivalisは F. nucleatumと

共に宿主細胞との複雑な相互作用を介して侵入する
ことが示唆された。現在，この細胞侵入メカニズム
の詳細を解明すべく研究を進めている。
（本研究はHRC7 ならびに平成２１年度東京歯科大学
学長奨励研究助成を受けて行われた。）

文 献
１）Beck, J., Garcia, R., Heiss, G., Vokonas, P. S., Offen-
bacher, S.: Periodontal disease and cardiovascular disease.
J Periodontol 67（10 Suppl）：１１２３～１１３７，１９９６．

２）Ishihara, K., Nabuchi, A., Ito, R., Miyachi, K., Kuramitsu,
H.K., Okuda, K.: Correlation between detection rates of
periodontopathic bacterial DNA in carotid coronary
stenotic artery plaque and in dental plaque samples. J
Clin Microbiol,４２：１３１３～１３１５，２００４．

３）Deshpande, R. G., Khan, M.B., Genco, C. A.: Invasion of
aortic and heart endothelial cells by Porphyromonas gin-
givalis. Infect Immun, ６６：５３３７～５３４３，１９９８．

４）Lamont, R. J., Chan, A., Belton, C. M., Izutsu, K.T.,
Vasel, D., Weinberg, A : Porphyromonas gingivalis invasion
of gingival epithelial cells. Infect Immun, ６３：３８７８～
３８８５，１９９５．
５）Brogden, K. A., Guthmiller, J. M., Taylor, C.: Human
polymicrobial infections. Lancet,３６５：２５３～２５５，２００５．

６）Saito, A., Inagaki, S., Kimizuka, R., Okuda, K., Hosaka,
Y., Nakagawa, T., Ishihara, K.: Fusobacterium nucleatum
enhances invasion of human gingival epithelial and aortic
endothelial cells by Porphyromonas gingivalis. FEMS Im-
mun Med Microbiol,５４：３４９～２５５，２００８．

７）Saito, A., Inagaki, S., Ishihara, K.: Differential ability of
periodontopathic bacteria to modulate invasion of human
gingival epithelial cells by Porphyromonas gingivalis. Mi-
crob Pathog,４７：３２９～３３３，２００９．

８）Feuille, F., Ebersole, J. L., Kesavalu, L., Stepfen, M. J.,
Holt, S. C.: Mixed infection with Porphyromonas gingivalis
and Fusobacterium nucleatum in a murine lesion model :
potential synergistic effects on virulence. Infect Immun,

Fig 1. Invasion of human gingival epithelial cells by P.
gingivalis 33277 in mono- or polymicrobial infection.
Ca9-22 cells（１０５cells）were infected with 107 bacteria
（MOI＝１００）.
Values given as means ± standard deviations of trip-
licate independent determinations from a typical ex-
periment.
＊Statistically significantly different from monomicro-
bial infection（P＜０．０１）by analysis of variance（ANO-
VA）with Bonferroni post test.
Pg : P. gingivalis, Fn: F. nucleatum, Aa: A. actinomy-
cetemcomitans, Tf: T. forsythia, Td: T. denticola, Pi :
P. intermedia

Fig２．Attachment and invasion of P. gingivalis or F. nu-
cleatum into gingival epithelial cells.
Z stacks of the x-y sections of CLSM acquired using
Zen 2008 software were processed to render a 3D
image using ‘Iso Surface’ and ‘Spot Detection’ func-
tions of Imaris 7.0.0. Internalized P. gingivalis（shown
as sphere）and F. nucleatum（shown as longer, fusi-
form shape）were stained red, while extracellular
bacteria were shown green-yellow. Anti-P. gingivalis
and anti-F. nucleatum antisera were used. The host
cell cytoskeleton stained with phalloidin appeared
blue.
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５．歯周組織再生医療を目的とした組織幹細胞
の動態検索

再生班 国分栄仁

歯周疾患などにより破壊された組織の回復を目的
とした組織再生の研究が盛んに行われ，現在までに
歯髄，歯周組織などで歯原性幹細胞の存在が報告さ
れている。放射線治療やシェーングレン症候群，ド
ライマウスなどの患者は，唾液分泌量の低下が認め
られ，疼痛や齲蝕症などのリスクが挙げられるが根
治的治療は未だにない。近年，Hoechst３３３４２染色
による特定の細胞集団である Side population（SP）
細胞が組織幹細胞のひとつとして報告されている。
Baum１）およびWang２）らの報告では，唾液腺の組織
再生が可能であるとしている。今回の研究は歯周組
織である唾液腺組織での SP細胞について細動動態
および特徴について検討を行った。
３週齢の Std マウスから耳下腺組織を採取し，

Collagenase/Dispase 溶液にて細胞を単離化し
Hoechst３３３４２（Sigma）にて染色し，一部の細胞は
Sca-1，c-kit および CD３４抗体（BD PharmingenTM）

にて染色を行った。細胞はFACSaria Cell Sorter
（BD Biosciences）を用いて組織幹胞を多く含む Si-
de population（SP）とMain population（MP）細胞群
に分け sorting を行い SP/MP細胞を採取し，SP細
胞の割合，抗体に陽性の細胞分布を検索した。唾液
腺から採取した SP/MP細胞は Collagen コートし
た培養皿上でEGF（Peprotech）添加D-MEM/F１２培
養液（Gibco）にて培養し，amylase の発現を免疫染
色法による観察，および amylase，prostate stem
cell antigen（PSCA）およびABCG2 mRNAの発現
量の検索をTaqman 7500 fast（Applied Biosyste-
ms）を用いて行った。
唾液腺から分離した SP細胞は組織幹細胞の指標

となる Sca-1，c-kit に陽性で CD３４に陰性であ
り，Hoechst３３３４２染色による SP細胞の存在は０．４％
程度であった。この分離した SP/MP細胞に Epider-
mal growth factor（EGF）を添加した培養液で培養
を行い，Amylase およびABCG2 mRNAの発現量
が多いことが示された。
マウス耳下腺組織から得られた SP細胞群は

０．４％であり，多くの組織と同様に組織幹細胞が得
られた。PSCA発現量は前立腺組織幹細胞の指標で
あり，Kawanami３）らの報告と同様，今回の結果で
は唾液腺組織でも組織幹細胞腕発現量が高いことが
示された。CD４５および Sca-1 は多くの組織幹細胞
でマーカーとして用いられており，今回の結果から
SP細胞として得られた細胞群が組織幹細胞として
の機能があると考えられる。また，上皮細胞増殖因
子であるEGFを添加することにより，amylase 発
現量が高まったことから，今回得られた細胞はEGF
に対して反応を示すことが認められた。つまり，唾
液腺から採取した細胞も SP細胞の分離が可能であ
り，成長因子を応用する床により唾液疾患を有する
患者への応用が可能であることが示唆された。さら
なる研究課題師として将来的に各種疾患やエイジン

６４：２０９４～２１００，１９９６．
９）Pan, Y., Teng, D., Burke., A. C., Haase, E. M., Scan-
napieco, F. A.: Oral bacteria modulate invasion and induc-
tion of apoptosis in HEp-2 cells by Pseudomonas aerugi-
nosa. Microb Pathog,４６：７３～７９，２００９．

図１ 図２
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グにより口腔機能の低下した患者に対して，応用が
可能であるかを検索することである。

６．総 括

hrc7 研究代表者 井上 孝

すでに４年間の研究を終了した hrc７の基本方針
は，基礎研究を通して口腔組織からエイジングのメ
カニズムを解明し，EBMにつながる臨床応用への
展開をはかり，高齢化社会に対応した口腔医療を実
現することである。研究班は，テーマ毎に５つのグ
ループ（基礎１班，基礎２班，細胞活性班，予防
班，再生班）に分け研究を進め，その甲斐あって，
研究成果を示す論文数は，毎年４５編前後と着実な成
果を上げている。各班は，常にお互いの研究成果と
本テーマである口腔アンチエイジングによる生体制
御に向かって，お互いの班での研究成果同士にカス
ケードが引かれ目的達成に至るものと考えている。
図１は，平成２１年度のプロジェクト構成メンバー
で，学位取得後に研究を続ける人間（PF），と大学

院に在籍しながら本プロジェクトで研究を行う人間
（RA）も本プロジェクトを盛り上げている（図２）。
平成２０年度に実施された中間報「私立大学学術研

究高度化推進事業」に係る研究進捗状況評価を受け
た。１名の評価者からは，研究組織体制は良く組織
されている。既存の施設と設備に加えて，今回新た
に購入した設備は，本プロジェクト推進に適当であ
る。研究プロジェクトの進捗状況・研究成果などに
ついては，総じて研究発表に努力し，多数の学会報
告，雑誌発表をしていると評価され総合的にはＡ評
価を頂戴した。もう一名の評価者はＢ評価で，研究
組織については，プロジェクト全体の目的を達成す
るためには，個別の研究展開にとどまらず，具体的
な連携と推進が不可欠である。しかし，設備された
装置は効率良く活用されていると評価を頂いた。ま
た総合的には，「臨床応用への展開」を視野にいれ
た研究の展開が望まれ，引き続き研究の適切な遂行
に努めるようご指示頂き，平成２２年度までの研究継
続が許可された。
今までに達成たれた，各グループの業績を掻い摘

んでみると，HRC7-1 では，口腔諸組織の遺伝子
解析を行い，エイジング関連マーカーを見出し，
HRC7-2 では，エイジングマーカーとしての唾液
検査導入の可能性を示唆することができた。HRC7
-3 では，唾液分泌を活性化させるための，唾液腺
の水分泌における細胞間・内経路を明らかに，HRC
7-4 では口腔細菌の全身の免疫に及ぼす影響を明ら
かにすることができた。そして，HRC7-5 では，
購入したFACSを用い，口腔組織に存在する幹細

文 献
１）Baum BJ, et al. The impact of tissue engineering on
dentistry. J Am Dent Assoc１３１：３０９～１８，２０００．
２）Wang SL, et al. Extracellular matrix protein induced
changes in human salivary epithelial cell organization
and proliferation on a model biological substraum. Bioma-
terials２０：１０４３～９，１９９９．
３）Kawanami T, et al. Identification of human salivary
stem cells from cultured labial minor salivary cells. Jpn J
Clin Immunol３０：４５５～４６０，２００７．

図２

図１
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胞（SP細胞）を分離し，再生医療へ応用できること
を示唆した。
今後，中間評価のご意見を参考に推進しなくては

ならないことは，研究成果を基盤として「口腔のア
ンチエイジング」という新しい観点から健康推進に
寄与できることを，基礎研究を通して具体的に証明
し，EBMにつながる臨床応用への展開をはかるこ

とになる。このプロジェクトの残りの期間を通じて
口腔アンチエイジングの考え方を世界に発信すると
共に，口腔疾患の予防を含めた歯科臨床との架け橋
を築きながら，残された期間で，世界をリードする
歯科医学の若手研究者を育成する機関として機能す
ることに全力を注ぐ所存である。
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