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プロジェクト８：
上皮からみた口腔機能の特異性基盤の解明
と疾患制御

１．上皮免疫機能基礎研究・トランスレーショ
ナル研究ユニット（hrc８‐２グループ）

概要説明

グループリーダー 阿部伸一

hrc８‐２グループは，細菌の病原因子および宿主免
疫応答に焦点をあてた上皮免疫基礎研究として３グ
ループを作成し，また，hrc８‐１グループおよび hrc
８‐２基礎研究グループから得た研究内容を臨床応
用，感染予防へ導くために上皮トランスレーショナ
ル研究として２グループ作成し，計５グループにて
臨床展開の拠点開発を目指して研究を行った結果を
報告する。
１）細菌感染における細胞の動態に関する研究：口
腔上皮細胞へ付着侵入した口腔レンサ球菌の一部が

宿主炎症性応答を生じさせることを明らかにし，S.
sanguinis SK３６ 株を感染させた細胞は炎症性サイト
カインおよび抗菌因子の発現が増強した。さらに，
より多くの菌を検出できる DNA 抽出方法を確立し
た。この手法は疾患の原因や病態を１菌種だけの解
析により論じるのではなく，複数の菌種が存在する
条件下での相互作用や競合を検討する上で効果的な
手段であると期待できる。
２）細菌における免疫回避機構の解明：慢性歯周病
の主要な原因菌である T. denticolaはマラッセ上皮
遺残細胞へ侵入し，サイトカイン産生を誘発させ
た。細胞侵入プロセスおよび免疫回避機構は膜主要
タンパクおよびタンパク分解酵素（dentilisin）が重
要な因子であることを明らかにした。また，混合感
染による宿主細胞への侵入は P. gingivalisと F. nu-
cleatumの混合感染において異なることが明らかに
なり，F. nucleatumによる P. gingivalisの宿主細胞
侵入には lipid raft が関与していることが示唆され
た。さらにバイオフィルム形成は細菌による免疫機
能回避に重要な役割を演じており，P. nigrescensの
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産生する AI‐２が F. nucleatumによるバイオフィル
ム形成を増加させる因子であることを解明した。侵
入経路と作用機序が解明されればその分子の働きを
阻害する新たな抗菌薬を創薬することが期待でき
る。
３）炎症性サイトカインによる細胞動態の研究：炎
症性サイトカインのひとつである transforming
growth factor‐β１：TGF‐β１は，リウマチや歯周病
のような慢性炎症に基づく骨破壊の病態に重要な役
割を担っていると考えられている。そこで，TGF‐
β１投与による骨芽細胞分化の抑制と phosphoinosi-
tide ３‐kinase：PI３K 経路との関連を詳細に検討し
た結果，持続的な TGF‐β１投与は，IGF‐１発現・PI
３K/Akt 経路を抑制し，骨芽細胞分化を阻害するこ
とを明らかにし，IGF‐１から引き続く PI３K/Akt 経
路も骨芽細胞分化に重要な経路であることを解明し
た。歯周病疾患など慢性炎症による骨吸収や骨破壊
において，IGF‐１の補填が骨再生に有効な手段とな
る可能性が期待され，トランスレーショナルリサー
チへの応用が十分可能であると考えられた。また，
慢性歯周炎において一酸化窒素合成酵素（NOS）が
強く発現することが報告されているが，今回，iNOS
と eNOS の発現が著しく増強することを明らかに
し，種類の異なる NOS 間においては，代償性機構
が働くことを明らかにした。このことは NO 発生の
影響による口腔内上皮の治癒遅延や炎症憎悪との関
連を示唆された。
４）上皮・間葉ハイブリッド型細胞シートの創製：
本研究では口腔粘膜培養上皮シートの移植を行っ
て，その長期経過観察とシート種間比較を行うとと
もに，二期的に角膜移植を行ったレシピエントの角
膜組織を利用し，バリア機能の免疫組織学的解析を
行った。培養口腔粘膜上皮移植の術後成績につい
て，治療の目標である安定した眼表面の再建は，術
後１年で６４．８％の症例で達成され，術後３年では
５３．１％に達成した。移植モデルの結果は口腔粘膜上
皮シート移植後に部分的に上皮が肥厚している部分
が存在し，バリア機能の低下を招いている可能性が
あることを報告し，同様にヒトの口腔粘膜移植後の
組織においても部分的に表層のタイトジャンクショ
ン関連タンパク質の発現の低下を認めた。以上のこ
とから口腔粘膜上皮シート移植後の上皮表層におい

て，バリア機能の低下をきたす原因がタイトジャン
クション関連タンパク質の発現の低下によって起き
ている可能性が示唆され，バリア機能と疾患との関
連性や上皮シートの質の向上につながるヒントが明
らかになると考えられた。
５）感染予防の向上を目的とした生体素材の開発：

① N‐アセチルシステインの組織再生のための創
傷感染予防効果：創感染は組織再生や生体材料埋入
術を成功させるうえで最も重要な問題の一つであ
り，細菌感染時に細胞は活性酸素種（ROS）を発生し
酸化ストレスを介した細胞死や機能障害が引き起こ
される。抗酸化アミノ酸誘導体（AAD）は直接的に
ROS を消去する強力な抗酸化剤である。本研究で
は AAD をコラーゲン基質に添加することによる細
菌および培養細胞への影響について検証した。菌に
AAD を添加すると濃度依存性に ATP 活性の増加
を抑制し，菌と細胞を共培養に AAD を添加するこ
とで，生存付着細胞数の低下は抑えた。また，AAD
事前添加は細菌による細胞内 ROS 産生を抑えた。
AAD 含浸コラーゲンスポンジ上での骨芽細胞の培
養はアルカリフォルファターゼ（ALP）陽性面積率
が増加し，さらに菌共存培養下にもかかわらず
９０％の von Kossa 陽性面積率を示した。以上の知
見より，AAD は生体材料を多機能化する可能性が
示され，膜や骨移植材料をはじめとするスキャホル
ドに含有させることで創感染菌の増殖抑制およびそ
れら細菌による細胞内酸化ストレスの防止による細
菌感染予防効果を有することが示された。

②高プロリン塩基性タンパク質（P‐B）の歯周病原
細菌に対する抗菌活性：唾液中には多くの抗菌性タ
ンパク質が存在することが知られ，高プロリンタン
パク質（PRP）群は唾液タンパク質のおよそ７０％を占
めているが，その生理機能についてほとんど明らか
にされていない。本研究では，高プロリン塩基性タ
ンパク質（P‐B）およびそのペプチド断片を用いて，
歯周病原細菌に対する増殖抑制効果および内毒素の
ヒト培養細胞からの炎症性サイトカイン誘導能に対
する抑制効果について検討した。P‐B は歯周病原
細菌の増殖を抑制し，LPS によるインターロイキ
ン６の産生は濃度依存的に抑制された。さらに大腸
菌由来の lipid A によるサイトカイン産生誘導を抑
制した。細菌の増殖抑制およびサイトカイン誘導を
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抑制する P‐B は，唾液分泌の低下した高齢者の口
腔ケアに，さらには歯周病予防，歯周病治療へと応
用できるものと考える。

このように，上皮免疫機能基礎研究・トランス
レーショナル研究ユニットは，多角的アプローチに
よる研究テーマの遂行と，それを遂行する研究人員
の効率的な有機的運用を行う事で，口腔上皮組織に
おける免疫機構および組織破綻・再生機序を解明
し，当初目標となる歯周疾患に対する制御の方策を
確立できたと考えている。また，これら基礎研究を
集約したトランスレーショナル研究を行うことで，
新たな歯科再生治療方法の樹立，う蝕症や歯周病な
ど感染疾患に対する抗菌物質を用いた予防法の確立
へと導く研究が行えたと考えている。

２．上皮機能基礎研究ユニット（hrc８‐１グルー
プ）

概要説明

グループリーダー 澁川義幸

はじめに
平成２２年度～平成２４年度に採択された，私立大学

戦略的研究基盤形成支援事業「上皮からみた口腔機
能の特異性基盤の解明と疾患制御」は，３つの研究
ユニットで構成され研究が遂行された。そのうち上
皮機能基礎研究ユニット（hrc８‐１グループ）では，特
に口腔を構成する上皮組織に着目して，基礎研究な
らびに臨床問題解決型研究を展開し，口腔における
上皮機能の解明から臨床応用の方策を探った。基礎
研究として以下の４つのテーマについて研究を行っ
た。

１）上皮機能維持に関わる分子動態とその超微構
造解析

２）ストレス応答に対する常態維持・破綻過程の
微細解析

３）唾液・上皮細胞における上皮バリア維持の分
子動態と微細解析

４）粘膜支配三叉神経節ニューロンの機能分子の
代謝機構解析と超微構造解析

加えて，臨床問題解決型の研究として，以下の３

つの研究を行った。
５）上皮の腫瘍性変化にかかわる機能分子の同定

と動態解析
６）インプラント周囲上皮の上皮機能維持に関わ

る細胞分子動態解析
７）核磁気共鳴画像法（MRI）による上皮の評価

上皮機能維持に関わる分子動態とその超微構造解析
① 横口蓋ヒダの発生・分化と機能

体形成にかかわる遺伝子群である Sonic hedgehog
（Shh）の横口蓋ヒダ形成における発現を検討した。
Shhは横口蓋ヒダ形成に現れる細胞群に必須のシグ
ナル遺伝子であることが明らかとなった
② 唾液腺上皮でのカルシウム恒常性の維持機構

唾液分泌は，細胞内の Ca２＋信号によって制御さ
れる。そこで，唾液腺細胞における Ca２＋排出機構
を明らかにした。唾液腺には，K＋非依存性（NCX
１，２，３），および K＋依存性（NCKX１，２，３）Na＋－
Ca２＋交換輸送体の発現が認められ，唾液分泌と唾液
成分中の Na＋濃度と Ca２＋濃度を調節していること
が明らかとなった。

ストレス応答に対する常態維持・破綻過程の微細解
析
① 唾液腺上皮における分子センサー

唾液は口腔粘膜上皮の維持に極めて重要で，特
に，高齢者の唾液分泌障害は，誤嚥性肺炎とも関連
する。そこで，生体に加わる外的・内的ストレスを
受容する分子センサーである Transient Receptor
Potential（TRP）チャネルファミリーの唾液腺にお
ける発現を検討した。三大唾液腺の全てに，TRP‐
M８，TRP‐A１，TRP‐V１，TRP‐V３，TRP‐V４サ ブ
ファミリーチャネル発現が認められた。特に，TRP
‐V１と TRP‐V４活性は唾液分泌を増加させ，今後の
唾液分泌障害治療の新たな標的として期待が出来
た。
② 象牙芽細胞における感覚受容機構の解明

象牙芽細胞は，象牙質表面に加えられた刺激を受
容し，「歯の痛み」にかかわる感覚受容細胞であ
る。そこで，本細胞における TRP チャネル発現を
検討した。象牙芽細胞には，TRP‐V１，TRP‐V２，
TRP‐V４，TRP‐M８，TRP‐A１チャネルが発現して
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おり，TRP‐V１，TRP‐V２，TRP‐V４チャネルは，
NCX とカップリングしていた。この機能的カップ
リングは，歯への刺激に伴う防御機転としての反応
性象牙質形成を駆動すると考えられた。また，これ
ら TRP チャネルは，象牙質に加えられた刺激を受
容し，感覚情報を歯髄ニューロンに情報伝達してい
る事が明らかになった。
③ 口腔粘膜圧覚発現にかかわるタンパク質の同定

上皮には触圧覚を受容するメルケル細胞が存在し
ている。メルケル細胞は，TRP‐V１，‐V２，‐V４，‐A１
チャネルの活性化により圧覚受容を行っていること
が明らかになった。
④ Ⅰ型糖尿病マウスにおける BMP７と Gremlin

の発現動態
糖尿病マウスにインスリン投与を行うと BMP７増

加と gremlin の減少が認められた。BMP７の受容体
結合は，gremlin により抑制されることで，糖尿病
による組織障害がレスキューされていることが明ら
かになった。

唾液・上皮細胞における上皮バリア維持の分子動態
と微細解析

唾液タンパク質分泌の微細構造－機能連関につい
て，生きた臓器レベルでの三次元リアルタイム超微
細構造計測に成功し，開口放出と腺房細胞の間（上
皮細胞間バリア）タイトジャンクションの open‐
close state の可視化に成功した。

粘膜支配三叉神経節ニューロンの機能分子の代謝機
構解析と超微構造解析

三叉神経節細胞にイオンチャネル型 P２X 受容体
サブタイプである P２X１，４，３と G タンパク共役型 P２
Y 受容体サブタイプである P２Y１２の発現を明らか
にした。一方，侵害刺激はこれら P２X 受容体など
を介して細胞外から細胞内へ Ca２＋を流入させる
が，三叉神経節細胞での細胞内カルシウムレベルの
維持機構は明らかではなかった。三叉神経節細胞に
は，NCX１，NCX２，NCX３すべてのアイソフォー
ムが発現しており，電位依存性 Na＋チャネルとカッ
プリングすることで神経障害性疼痛における神経病
理学的背景をもたらす事が明らかになった。

上皮の腫瘍性変化にかかわる機能分子の同定と動態
解析
① 口腔ガン早期検出の試み

本邦では口腔ガンが増加しており，口腔ガンを早
期発見検査法や検診システムの確立が急務である。
そこで，口腔癌由来細胞を移植したラット唾液のメ
タボローム解析を行った。口腔ガン細胞が移植され
たラット唾液では，対照群と比較して，ガンと関連
性があると報告されている methionine sulfoxide

（１．９倍），urocanic acid（１．９倍），ornithine（１．３倍）
が高い値を示し，trimethylamine N‐oxide が低い
値を示した（０．７倍）。特に ornithine は血漿中でも
高値を示した。
② シスプラチン（CDDP）へのメルカプト化合物の

相反作用機構
ジメルカプトプロパンスルホン酸ナトリウム

（DMPS‐Na）とジメルカプトコハク酸（DMSA）は，
抗ガン剤である CDDP の副作用を軽減する事が明
らかになった。

インプラント周囲上皮の上皮機能維持に関わる細胞
分子動態解析

インプラント体は，上皮を貫通し骨へと埋入され
る。従って，インプラント周囲上皮は，生体防御機
構の弱い環境が形成され，慢性的な炎症が生じてい
る。そこで，マイクロアレイ法を用いて，インプラ
ント周囲上皮と正常な口腔粘膜上皮および天然歯の
付着上皮の遺伝子発現の比較検討を行なった。イン
プラント周囲上皮では，Aif1，Cd７４の発現増加が
見られた。また，Cxcl11や Cxcl2，Mmp9などが認
められたことから，天然歯上皮と比較して生体防御
に対する応答が亢進していることが考えられた。加
えて，口腔ガン細胞の浸潤に関与する Ifitm1，腫瘍
マーカーである Muc４の増加も見られた。

核磁気共鳴画像法（MRI）による上皮の評価
FLAIR 画像は，heavily T２強調画像における腫

瘍性病変の診断に有用であった。

まとめ
上皮機能基礎研究ユニットは，基礎研究ならびに

臨床問題解決型研究を融合させ，研究人員の有機的
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運用を行い，口腔上皮組織の生理的恒常性維持と，
その調節機構を明らかにした。新たな歯科医療の開

発と，次世代へ向けた口腔科学研究の拠点を開発す
ることが出来た。
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