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１．口腔粘膜上皮下組織から多能性幹細胞の単
離と培養法の確立

佐竹良之

１．研究の概要
間葉系幹細胞は，骨芽細胞，脂肪細胞，軟骨細胞

などへ分化する能力を持った細胞であり，皮膚，脂
肪組織など，様々な組織に存在し，組織の恒常性の
維持や創傷治癒過程で重要な働きをしていると考え
られている。本研究では，自己組織から顎骨再生だ
けでなく，角膜再生を考慮に入れ，口腔粘膜上皮下
組織から多分化能を持った間葉系幹細胞の簡便な分
離・培養法を確立することを目的とする。また，臨
床応用への１つとして培養上皮シート作成に使用す
るフィーダー細胞の代替細胞としての有効性につい
ても検討した。口腔粘膜から採取した上皮下に存在
する細胞を限界希釈法により Single cell を培養し
増殖させた。継代は１０継代以上培養可能であること
が分かってきた。増殖させた細胞はフローサイト
メーターを用いて発現プロファイルを解析したとこ
ろ，CD４４，CD７３，CD９０，CD１０５ CD１４６，CD
１６６，STRO‐１といった間葉系幹細胞で発現する
マーカーを検出することができた。また，培養上皮
シート作成への応用のため，現在使用しているマウ
ス由来の３T３フィーダー細胞と同様に培養し，作
成した上皮シートの状態を組織学的に解析したとこ
ろ，２週間後には敷石上を呈する上皮が確認され，
組織像においても現行と同様に透明性の高い重層化
した上皮シートを作成することができた。多分化能
などについては現在検討中である。今後更なる研究
が必要であるが，口腔粘膜上皮下から未分化な Sin-
gle cell を増殖させることが可能性であり，上皮
シート作成に必要なフィーダー細胞としても有用で
あることが考えられた。
２．取組状況

本研究を始める以前から，我々は比較的未分化な
細胞を口腔粘膜上皮下から採取し，骨芽細胞，脂肪
細胞，神経細胞等への分化誘導を行ってきた（Mat-
sumura S, et al. Oral Diseases ２０１４）。本研究では

さらに厳密に細胞を採取し解析を行うため，Single
cell から増殖させた細胞を用いて解析を行ってい
る。また，効率に増殖・維持できる培養法や細胞の
分離法などについても検討を行っている。さらに，
現在使用しているマウス由来のフィーダー細胞の代
替え細胞としての有用性を評価するため，より容細
な組織学的な解析も検討している。
３．本事業の成果

ヒト口腔粘膜上皮下から採取し Single cell から
増殖させた細胞は現在では１０継代以上継代が可能で
あることが分かった。５継代または６継代目におい
て解析を行ったところ，フローサイトメトリーにお
いて間葉系幹細胞で発現が良く認められる CD４４，
CD７３C，CD９０，CD１０５ CD１４６，CD１６６，STRO‐
１が発現していたことから１０継代以上増殖可能な比
較的未分化な細胞を Single cell から培養できるこ
とが示唆された。また，この増殖させた細胞を
フィーダー細胞として使用し上皮シートを作成した
ところ３T３フィーダー細胞使用時と同様の細胞形
態，透明性を示し，角膜上皮に類似した上皮シート
を作成することができた。これはマウス由来の細胞
を使用せずに培養上皮シートを作製出来ることが示
唆された。今後においては骨芽細胞，軟骨細胞，脂
肪細胞，神経細胞等への分化誘導をおこなって，多
分化能を示すなどより詳しい検討を行っていく予定
である。
【関連業績】
雑誌論文
Matsumura S, Higa K, Igarashi T, Takaichi S,
Tonogi M, Shinozaki N, Shimazaki J, Yamane G

（2014）. Characterization of mesenchymal progeni-
tor cell populations from oral mucosa non-
epithelial tissues. Oral Deseases 2014 doi : １０．１１１１
/odi.１２２８８: In press.
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２．機能的環境下におけるマラッセの上皮遺残
細胞の存在意義

松坂賢一

１．研究の概要
マラッセの上皮遺残細胞は，歯根膜という生体内

部に存在する特徴的な細胞集団である。かつてよ
り，歯根膜内のマラッセの上皮遺残細胞の機能につ
いて様々に報告されてきた。しかし，相互作用に関
しては推測の域を出ず，未だ不明な点が残されてい
る。マラッセの上皮遺残細胞の分離培養に成功し

（Brunette DM １９７９），その細胞学的特徴が報告さ
れてきた（Rincon ２００５）。本研究代表者のグループ
でもマラッセの上皮遺残細胞の形態学的検索

（Suzuki ２００６），機 能 的 検 索（Nakagawa ２００９，
Yamawaki ２０１０）を行ってきた。さらに，歯根膜細
胞の創傷治癒に関する研究（Ohta ２００７，Amemiya
２００８）や機能的解析（Matsuzaka ２００７，２０１０）を行っ
てきた。しかし，これらはマラッセの上皮遺残細胞
あるいは歯根膜細胞単独での検索にとどまり，両者
の相互関係を明確に示したわけではない。

本研究はマラッセの上皮遺残細胞を in vitro に移
すことによって細胞単一の機能を解明することが可
能であることを利用して，マラッセの上皮遺残細胞
と歯根膜細胞を共培養することによってその恒常性
維持機構の解明をすることを目的とする。
２．取組状況

in vitro 的にマラッセの上皮遺残細胞と歯根膜線
維芽細胞の共培養実験を行い，論文発表を行った。
さらに，LPS 存在下におけるマラッセの上皮遺残
細胞の歯根膜線維芽細胞への影響について検索中で
ある。
３．本事業の成果

マラッセの上皮遺残細胞と共に培養された歯根膜
線維芽細胞は，単独で培養された歯根膜線維芽細胞
よりも骨形成の指標であるタンパクの mRNA 発現
が低い値であった。そして，骨吸収に関連する
RANKL mRNA の発現が有意に高い値を示した

（Oral Med Pathol １６：１５‐１９，２０１１）。これによ
り，マラッセの上皮遺残細胞の存在により歯根膜線
維芽細胞が過度の石灰化を抑制していることが示唆

された。
上記と同様の方法を用いて，遠心力という力を付

与した実験においては，さらに顕著にみられた（J
Oral Maxillofac Sur Medicine Pathol，in press）。
これにより，歯根膜に圧迫という力が加わった場合
に，歯槽骨の吸収を促進することによってその幅を
維持している可能性が示唆された。

本事業によって，マラッセの上皮遺残細胞は歯根
膜線維芽細胞に対して骨形成能および骨吸収因子を
調節することによって歯根膜幅の維持に重要な存在
であることが証明された。
【関連業績】
雑誌論文

１．Matsuzaka K, Kokubu E, Inoue T : The ef-
fects of epithelial rests of Malasssez cells on
periodontal ligament fibroblasts : A co-culture
investigation for epithelial mesenchymal inter-
actions. Oral Med Pathol １６：１５－１９，２０１１．

２．Matsuzaka K, Kokubu E, Inoue T
The effects of epithelial rests of Malassez cells
on periodontal ligament fibroblasts against
centrifugal forces in vitro
J Oral Maxillofac Sur Medicine Pathol, in
press

３．LLLT を用いた歯髄治療のトランスレー
ショナルリサーチ

村上 聡

１．研究の概要
本研究の目的は，歯髄組織に炭酸ガス（CO２）

レーザーおよび半導体レーザーによる低反応レベル
レーザー治療（LLLT：Low reactive Level Laser
Therapy）を用いることで，歯髄細胞の活性とサイ
トカインネットワークを調整するメカニズムを検索
することである。その結果臨床において，抜髄など
の処置で保存できなかった傷害を受けた歯髄組織の
創傷治癒の促進および疼痛の緩和を実現すること
で，病態をより早く常態に戻すという歯髄保存のた
めのトランスレーショナルリサーチに結びつけるこ
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とを狙いとする。
２．取組状況

平成２４年度は，ラット臼歯に炭酸ガス（CO２）
レーザーを照射した際の歯髄細胞への影響をもと
に，レーザーの照射条件を決定し，半導体レーザー
を照射した際の反応についても遺伝子学的ならびに
免疫組織化学的に検索した。
３．本事業の成果

ラット臼歯に炭酸ガス（CO２）レーザーを照射し
た際の歯髄細胞への影響について，遺伝子学的なら
びに免疫組織化学的に検索した。結果として病理学
的に明らかな組織破壊が見られない場合にも照射１
日後，２日後には TNFα，IL‐１などの炎症性サイ
トカインの mRNA の発現が上昇し，照射５日後に
は Nestin や NFP の陽性細胞の発現は減弱した。こ
れらのことから，少ないエネルギーのレーザーでも
照射により象牙質歯髄複合体細胞の機能低下を惹起
する可能性が考えられた。本研究は“Pulp Re-
sponses After CO2 Laser Irradiation of Rat Den-
tin．”として Photomed Laser Surg．２０１３ Feb；

３１⑵に掲載された。炭酸ガス（CO２）レーザーと半
導体レーザーを比較した場合には，DSP（Dentin sia-
loprotein）の発現は照射直後，照射５日後ともに炭
酸ガス（CO２）レーザー照射群で多く発現した。BSP

（Bone sialoprotein）の発現は照射５日後では半導体
レーザー照射群に多く発現がみられたことより，
レーザーの照射により歯髄細胞に硬組織形成能の活
性化を生じ，歯髄におけるデンティンブリッジの形
成や象牙質知覚過敏症の治療だけでなく，創傷治癒
の促進および疼痛緩和など多岐にわたるレーザー治
療の有用性が考えられた。
【関連業績】
雑誌論文
Photomed Laser Surg．２０１３ Feb；３１⑵：５９－
６４．Doi：１０．１０８９／pho．２０１２．３２７９．
Pulp Responses After CO2 Laser Irradiation of Rat
Dentin.
Lee DH, Murakami S, Khan SZ, Matsuzaka K,
Inoue T.
PMID：２３３７３７９２
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