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Ⅰ．口腔疾患病因の分子生物学的解明

基底細胞母斑症候群の統合的研究

研究代表者 東 俊文（東京歯科大学・生化学講座）
研究分担者 山口 朗（東京歯科大学・口腔科学研

究センター），鄭 雄一（東京大学・大
学院工学系研究科バイオエンジニアリ
ング専攻），大庭伸一（東京大学・大学
院工学系研究科バイオエンジニアリン
グ専攻）

１．研究の概要
基底細胞母斑症候群は（Gorlin 症候群）の病態メカ

ニズムを解明するため，マウスモデル，ヒト患者由
来 iPS 細胞，次世代シークエンス解析に基づくゲノ
ム解析，組織学的解析を統合的に検討する。
２．取組状況
疾患 iPS 細胞を７症例から作製し，骨分化，基底

細胞の作製，疾患患者正常組織の変異解析と基底細
胞癌組織のゲノム解析。
３．本事業の成果
iPS 細胞の作製に成功し，機能解析による骨分化

過程亢進メカニズムを解明した。遺伝子変異には原
因遺伝子 PTCH１以外にもヘッジホッグ関連情報
経路の遺伝子に異常を認め，本症候群の病態多様性
の関与を示した。基底細胞癌発癌メカニズムの解析
モデルを作製した。
【関連業績】
学会発表
１．青木栄人，鈴木瑛一，久永幸乃，佐藤正敬，
小野寺晶子，篠 宏美，齋藤暁子，齋藤 淳，
東 俊文
Runx２ホモ欠損マウス由来 iPS 細胞を用いた
骨芽細胞分化機構におけるRunx２非依存的経
路の解析
第３０１回東京歯科大学学会・例会，２０１６年６月，
東京都

２．大木章生，坂本輝雄，長谷川大悟，柴原孝
彦，東 俊文，末石研二

鎖骨頭蓋骨異形成症患者由来細胞を用いた疾患
特異的 iPS 細胞の樹立と機能解析
第２６回日本顎変形症学会総会・学術大会，２０１６
年６月，東京都

３．齋藤暁子，大木章生，中村 貴，小野寺晶子，
篠 宏美，長谷川大悟，小崎健次郎，恩田健志，
渡邊 章，柴原孝彦，末石研二，東 俊文
鎖骨頭蓋骨異形成症患者由来 iPS 細胞の解析と
骨組織分化との関連の検討
第３４回日本骨代謝学会学術集会，２０１６年７月，
大阪市

４．小野寺晶子，大庭伸介，齋藤暁子，篠 宏
美，大高真奈美，西村 健，中西真人，長谷川
大悟，片倉 朗，鄭 雄一，柴原孝彦，東 俊
文
Gorlin 症候群患者由来 iPS 細胞の GLI３による
骨芽細胞分化制御
第３４回日本骨代謝学会学術集会，２０１６年７月，
大阪市

５．Aoki H, Suzuki E, Hisanaga Y, Saito A,
Onodera S, Azuma T, Saito A．
Investigating the Runx２ independent pathway
during osteoblastic differentiation using iPS
cells established from Runx２ homo-deficient
mouse.
American Academy of Periodontology, １０２st
Annual Meeting, Sandiego, Sep. 2016, CA,
USA.

６．青木栄人，鈴木瑛一，久永幸乃，佐藤正敬，
小野寺晶子，篠 宏美，齋藤暁子，齋藤 淳，
東 俊文
Runx２ null iPS 細胞を用いた骨芽細胞分化機
構におけるRunx２非依存的経路の解析
第５９回秋季日本歯周病学会学術大会，２０１６年１０
月，新潟市

７．志賀勇昭，齋藤暁子，小野寺晶子，篠 宏
美，柴原孝彦，東 俊文
アテロコラーゲンスポンジと自己組織化ぺプチ
ドを用いた三次元培養方法
第３０２回東京歯科大学学会・総会，２０１６年１０月，
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東京都
８．Saito A, Oki A, Nakamura T, Onodera S,
Shino H, Hasegawa D, Kosaki K, Onda T,
Watanabe A, Shibahara T, Sueishi K, Azuma
T.
Analyses of osteogenic differentiation in iPS
cells derived from cleidocranial dysplasia pa-
tients.
The joint annual scientific meetings of the en-
docrine society of Australia, the society for re-
productive biology and the Australian and
New Zealand bone and mineral society, Aug.
２０１６, Gold Coast.
９．Onodera S, Shino-Ochiai H, Hasegawa D,
Saito A, Katakura A, Shibahara T, Azuma T.
Gorlin Syndrome iPS cells demonstrate strong
activation of Hedgehog, WNT and BMP path-
ways in Osteogenesis.
The joint annual scientific meetings of the en-
docrine society of Australia, the society for re-
productive biology and the Australian and
New Zealand bone and mineral society, Aug.
２０１６, Gold Coast.

１０．佐藤彩乃，篠 宏美，小野寺晶子，齋藤暁
子，一戸達也，東 俊文
神経堤細胞分化誘導における発現遺伝子の解析
第５８回歯科基礎医学会学術大会，２０１６年８月，
札幌市

１１．東 俊文，寺田総一郎
鎖骨頭蓋異形成症 iPS 細胞の核形態変化と核内
マトリックスタンパク質異常のゲノム編集
臨床分子形態学会第４８回学術大会，２０１６年９
月，熊本市
ワークショップ【ゲノム編集の形態学研究への
応用】

１２．大木章生，齋藤暁子，坂本輝雄，東 俊文，
末石研二
鎖骨頭蓋骨異形成症患者由来細胞を用いた疾患
特異的 iPS 細胞の樹立と機能解析
第７５回日本矯正歯科学会大会，２０１６年１１月，徳
島市

１３．加藤 宏，長谷川大悟，渡邊豪士，東 俊

文，柴原孝彦
唇顎口蓋裂患者由来 iPS 細胞の樹立と骨芽細胞
誘導
第６１回日本口腔外科学会総会・学術大会，２０１６
年１１月，千葉市

１４．長谷川大悟，渡邊 章，東 俊文，柴原孝彦
Gorlin 症候群患者由来 iPS 細胞の骨分化誘導時
における過剰反応性
第６１回日本口腔外科学会総会・学術大会，２０１６
年１１月，千葉市

１５．小野寺晶子，長谷川大悟，齋藤暁子，篠 宏
美，柴原孝彦，東 俊文
Whole Exome Sequence 解析を用いたGorlin
症候群における新規関連遺伝子の検討
第３９回日本分子生物学会年会，２０１６年１２月，横
浜市

メタゲノム解析による口腔細菌叢病原性解析

研究代表者 石原和幸（東京歯科大学・微生物学講
座）

研究分担者 新谷誠康（東京歯科大学・小児歯科学
講座），斎藤 淳（東京歯科大学・歯周
病学講座），村松 敬（東京歯科大学・
歯科保存学講座），柴原孝彦（東京歯科
大学・口腔顎顔面外科学講座），秋山
泰（東京工業大学・大学院情報理工学
研究科計算工学専攻），山下喜久（九州
大学・大学院歯学研究院口腔保健推進
学講座口腔予防医学分野），岸川 浩
（東京歯科大学・市川総合病院消化器
内科），大木貴博（東京歯科大学・市川
総合病院循環器内科／救急部），瀨田範
行（東京歯科大学・市川総合病院内科
学）

１．研究の概要
口腔内には７００種を超える菌種が複雑な細菌叢を

形成している。菌叢を構成する菌種は，常在菌層と
して外来細菌の定着を阻害している。しかしこれら
の菌の一部は齲蝕，歯周病といった口腔疾患に関わ
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る。齲蝕，歯周病は複数の菌種によって引きおこさ
れる polymicrobial infection である。歯周炎は，疾
患モデルの作成が困難であり未だその病因について
不明な点が多い。近年，次世代シークエンサーの進
歩と共に，細菌叢を構成する菌種を網羅的に解析す
ることが可能になってきている。本解析では，次世
代シークエンサーを用いた１６S rRNA gene pyrose-
quencing によるデンタルプラーク細菌叢の網羅的
解析によって，齲蝕感受性が低い菌叢の解明，歯周
炎病巣の構成菌種の解析を行う。前者では，齲蝕を
持たない児童の細菌叢の解明を目指す。それによっ
て細菌叢の構成を健常なものに維持する事による齲
蝕予防手段開発を目指す。後者については，病態と
菌叢の網羅的解析を行うことによって，病態と菌種
の解明を網羅的解析に行うと共にメタゲノム解析を
行い，病巣において機能している遺伝子プロファイ
ルから病因にアプローチする。さらに，口腔細菌
は，動脈硬化，糖尿病，誤嚥性肺炎，慢性関節リウ
マチ等の他臓器疾患にも関わることが知られてい
る。これらの病因に口腔細菌がどう関わるかについ
ても解析を進める予定である。
２．取組状況
齲蝕についての解析では，有色バイオフィルム

を有する小児のバイオフィルムを採取し，pyrose-
quencing または conventional PCR 法によってその
細菌構成を解析した。さらに，被験者の齲蝕または
歯肉炎の罹患状況とバイオフィルム中の細菌構成に
ついて関連性があるかについても検討した。
根尖性歯周炎の細菌解析については，解析が終了

し論文作成中である。慢性歯周炎については，現
在，歯周基本処置による菌叢の変化と病態の関連に
ついて１６S rRNA gene pyrosequence 解析を進行中
である。さらに，東京工業大学との共同研究である
慢性歯周炎のメタゲノム解析も進行中である。ま
た，口腔細菌の他臓器への影響の解析としては，誤
嚥性肺炎のリスク解明のため消化器系の外科処置時
の気管チューブ吸引物の１６S rRNA gene pyrose-
quence 解析を行っている。
３．本事業の成果
根尖病巣細菌の解析は，根尖に病巣を形成したも

ののうち，口腔外からの切開が必要とされた症例
で，切開前に吸引したサンプルを解析した。従来培

養による結果が大半を占めていた結果と比較して今
回の解析では，従来培養では認められていない細菌
も検出され，従来よりも高い解像度で根尖部病巣細
菌叢を解析することができた。菌種として最も多
数認められたものは，Porphyromonas endodontalis，
Prevorella oris，Parvimonas micra，Fusobacterium nu-
cleatum，Peptostreptococcus stinatus，Fusobacteirum
naviforme，Porphyromonas gingivalis，Prevotella den-
ticolaであったが，これらに並び，培養ではほとん
ど認められていない Solobacterium mooreiの検出率
が高いことが示された。このうち病巣が単独の隙に
限定しているものと複数の隙に波及しているものを
比較すると多い菌種のうちにも偏りが認められた。
これらの結果は，菌叢の違いによって病態が異なる
ことを示唆している。
小児のバイオフィルムの色と菌叢の解析では，小

児の有色バイオフィルムは必ずしも成人と同じよう
なバイオフィルムの成熟化を示すものとはいえな
かった。しかし，特に high risk 群小児では有色お
よび白色バイオフィルムの間で細菌構成の大きく異
なる bacterial taxa を多く認め，バイオフィルムの
色によって成人とは異なる様式で構成細菌の変化を
生じていることが示唆された。こうした構成細菌の
変化は何らかの疾患リスクを上昇させる可能性があ
るため，バイオフィルム中の細菌構成と口腔内の状
況の関連性についてさらに詳細を解析する必要があ
ると考えられた。
【関連業績】
雑誌論文
１．Inagaki S, Kimizuka R, Kokubu E, Saito A,
Ishihara K : Treponema denticola invasion into
human gingival epithelial cells. Microb Pathog,
９４：１０４－１１１，２０１６．
２．Imamura K, Kokubu E, Kita D, Ota K,
Yoshikawa K, Ishihara K, Saito A : Role of
mitogen-activated protein kinase pathways in
migration of gingival epithelial cells in response
to stimulation by cigarette smoke condensate
and infection by Porphyromonas gingivalis. J
Periodontal Res,５１：６１３－６２１，２０１６．

３．Kita D, Shibata S, Kikuchi Y, Kokubu E,
Nakayama K, Saito A, Ishihara K : Involvement
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of the type IX secretion system in Capnocyto-
phaga ochracea gliding motility and biofilm for-
mation. Appl Environ Microbiol, ８２：１７５６－
１７６６，２０１６．
４．Tanaka-Kumazawa K, Kikuchi Y, Sano-
Kokubun Y, Shintani S, Yakushiji M, Kuramitsu
HK, Ishihara K : Characterization of a poten-
tial ABC-type bacteriocin exporter protein
from Treponema denticola. BMC Oral Health,
１７：１８，２０１６．
５．Takayama S, Hashimoto K, Kokubu E,
Taniguchi M, Tajima K, Ochiai A, Saitoh A,
Saito A, Ishihara K, Kato T : Inhibitory effects
of a novel cationic dodecapeptide［CL（１４－
２５）］derived from cyanate lyase of rice on
endotoxic activities of LPSs from Escherichia
coli and periodontopathic Aggregatibacter actin-
omycetemcomitans. Microb Pathog, ９４：２－
１１，２０１６．
６．Ota K, Kikuchi Y, Imamura K, Kita D,
Yoshikawa K, Saito A, Ishihara K : SigCH, an
extracytoplasmic function sigma factor of Por-
phyromonas gingivalis regulates the expression
of cdhR and hmuYR. Anaerobe, ４３：８２－９０，
２０１６．
７．Narita M, Shibahara T, Takano N, Fujii R,
Okuda K, Ishihara K : Antimicrobial suscepti-
bility of microorganisms isolated from periapi-
cal periodontitis lesions. Bull Tokyo Dent Coll,
５７：１３３－１４２，２０１６．
８．Kanemoto T, Imai H, Sakurai A, Dong H, Shi
S, Yakushiji M, Shintani S : Influence of lyfe-
style factors on risk of dental caries among
children living in urban China. Bull Tokyo
Dent Coll,５７⑶：１４３－１５７，２０１６．

総説・解説
１．Ishihara K : New approach for studying mo-
bile genes using metagenomic analysis. Oral
Dis, in press２０１７．

学会発表
１．Nagai N, Sakurai A, Homma H, Arai T, Shin-
tani S.

Oral microbiome analysis in children with col-
ored dental biofilms. １０th Biennial Conference
of the Pediatric Dentistry Association of Asia
（PDAA）May２８，２０１６．Tokyo
２．沼田由美，柴山和子，佐藤 亨，菊池有一
郎，国分栄仁，石原和幸
Treponema denticola marR様遺伝子の機能解析
歯科基礎医学会誌 Suppl.：３６６．
第５８回歯科基礎医学会学術大会，２０１５年８月２４
日（金）－８月２６日（日） 札幌市

３．菊池有一郎，国分栄仁，柴山和子，大原直
也，中山浩次，石原和幸
Porphyromonas gingivalis ECFシグマ因子変異
株における菌体表層性状の解析
歯科基礎医学会誌 Suppl.：５４２．
第５８回歯科基礎医学会学術大会，２０１５年８月２４
日（金）－８月２６日（日） 札幌市

唾液エクソソームによる口腔がん等に対する
非侵襲的スクリーニング法の開発

研究代表者 矢島安朝（東京歯科大学・口腔インプ
ラント学講座）

研究分担者 芝 清隆（（公益）がん研究会・がん研
究所），片倉 朗（東京歯科大学・口腔
病態外科学講座），吉成正雄（東京歯科
大学・口腔科学研究センター），野村
武史（東京歯科大学・オーラルメディ
シン・口腔外科学講座），橋本貞充（東
京歯科大学・生物学），村松 敬（東京
歯科大学・歯科保存学講座），佐々木
穂高（東京歯科大学・口腔インプラン
ト学講座）

１．研究の概要
エクソソームとは，細胞から放出される３０～１５０

nm程度の細胞外分泌小胞で，血液，唾液，尿など
の体液中に多量に存在する。エクソソームの表面や
その内部には，それを放出する親細胞由来のタンパ
ク質や，RNAを含んでおり，これらは別の細胞に
取り込まれ機能し，細胞の性質を変化させる。近
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年，このようなエクソソームを介した細胞間のコ
ミュニケーションが，がんの形成や転移などのさま
ざまな疾患と関連していることが示されつつある。
あらゆる体液に含まれるエクソソームの中でも，
我々は簡便かつ低侵襲に採取可能な唾液に含まれる
エクソソームに注目している。唾液に含まれるエク
ソソームの基礎的な性質を明らかにし，健常者と口
腔内疾患患者の唾液エクソソームを比較して口腔内
疾患との関連を見出すことで，唾液エクソソームを
用いた低侵襲口腔内疾患診断法の確立を目指してい
る。
２．取組状況
エクソソームを精製するにあたり，現在最も高純

度に精製できる密度勾配遠心法を使用したプロト
コールを確立している。これを用いて，唾液エクソ
ソームの密度，蛋白，核酸の解析を行い，唾液エク
ソソームに特徴的な性質を解析している。さらにス
ループットに焦点を当てたプロトコールも開発して
おり，臨床研究の拡大をねらっている。口腔がん患
者唾液検体の使用による研究のための倫理委員会の
審査手続きもおおむね完了し，平成２９年度から口腔
がん患者唾液検体由来の唾液エクソソームの精製，
解析を行う体制が整った。
３．本事業の成果
唾液エクソソームに関連する蛋白質の絞り込みを

おこなうため，遠心時間を１７時間から９６時間に延長
した密度勾配遠心法で３検体の唾液エクソソームを
分画し，銀染色，ウェスタンブロット，マススペク
トロメトリーにて解析を行った。この際，検体によ
る密度のわずかな差を感度よく捉えることにより，
CD６３を代表とするエクソソームマーカータンパク
２７種を同定した。
また，この解析から，エクソソーム粗分画に含ま

れる IgG，α-アミラーゼなどはエクソソームとは関
連しないことがわかった。
※各参画機関における倫理委員会承認の獲得
対象疾患を口腔がんとし，目標検体数をⅠ～Ⅳの

各ステージ１０症例に設定。
採取した安静時唾液を－８０℃にて保管。その後サ

ンプルはがん研究所へ移送しエクソソームの精製，
解析を行っていく。これらの申請を東京歯科大学水
道橋病院，東京歯科大学市川総合病院，がん研究所

で行っている。
※機関間での唾液検体採取・解析体制の整備
患者検体を採取する人や場所（水道橋病院，市川

総合病院）に関する体制を整え，迅速に解析場所で
あるがん研究所に移送する方法などのプロトコール
の検討が進行中である。
【関連業績】
雑誌論文
Iwai K, Minamisawa T, Suga K, Yajima Y, Shiba
K : Isolation of human salivary extracellular ves-
icles by iodixanol density gradient ultracentrifu-
gation and their characterizations. J Extracell
Vesicles, ５：３０８２９，２０１６．

学会発表
１．岩井千弥，吉田光孝，芝 清隆，吉成正雄，
矢島安朝
密度勾配超遠心法により単離したヒト唾液由来
エクソソームの特徴的な性質
日本口腔インプラント学会第３５回関東甲信越支
部学術大会，平成２８（２０１６）年２月１３日，東京

２．山本恵史，芝 清隆
唾液エクソソーム分画に混入する唾液メジャー
タンパク質の存在様式
第３回日本細胞外小胞学会，平成２８（２０１６）年９
月１日，広島

３．山本恵史，岩井千弥，吉田光孝，芝 清隆，
矢島安朝
唾液由来エクソソームにおけるCD６３と CD８１
の発現分析
第４６回公益財団法人日本口腔インプラント学会
学術大会，平成２８（２０１６）年９月１７日，名古屋

Ⅱ．顎顔面領域での新たな治療戦略の開発

顎顔面領域の硬組織疾患に対する新しいアプ
ローチシステム構築を目指した基礎的研究

研究代表者 松永 智（東京歯科大学・解剖学講座）
研究分担者 矢島安朝（東京歯科大学・口腔インプ

ラント学講座），高野直樹（慶應義塾大
学・理工学部），阿部伸一（東京歯科大

歯科学報 Vol．１１７，No．４（２０１７） ２９１

― 21 ―



学・解剖学講座），山本将仁（東京歯科
大学・解剖学講座），比嘉一成（東京歯
科大学・市川総合病院眼科），島崎 潤
（東京歯科大学・市川総合病院眼科），
Wei Jen Chang（台北医学大学・口腔
医学院）

１．研究の概要
本研究は，顎顔面領域の硬組織疾患に対する次世

代型テーラーメイド医療の精度向上と，次世代型の
治療を確立するために必要な生体素材開発を目的と
する。Medical FabLab を応用した治療の効率化，
高精度化のための独自テクニック開発を行いなが
ら，候補となるバイオインスパイアード材料の開発
を図り，速やかな臨床応用を支援する。すなわち，
デジタルデータを中心としたファブリケーションシ
ステムを洗練させ，不可視の解剖学的構造やメカニ
カルストレス，あるいは手術時の感覚や失敗経験な
ど，これまで数値化することが困難な事象をシミュ
レートする。同時に，上皮－間葉ハイブリッド型細
胞シートなど，開発したバイオインスパイアード材
料の臨床応用を目指すことで，失われた組織の効率
的，かつ安全な再生を実現することができる。行う
共同研究の内容は以下の５課題である。
１．慶應義塾大学理工学部の高野教授らとの共同研
究として，Medical FabLab における造形精度検
証と，各手技のシミュレータ開発を進めるための
基礎研究として軟組織の力学強度試験

２．上皮－間葉ハイブリッド型細胞シート開発
３．口蓋裂児が発症する滲出性中耳炎の病態解明を
目指した分子遺伝学的研究

４．「筋・腱・骨」複合動力機能獲得メカニズムの
解明：構造タンパク発現の発生学的研究

５．骨質因子向上と骨粗鬆症究明を目指した SAMP
６の組織形態学的・免疫組織化学的研究

２．取組状況と本事業の成果
１．各種金属３Ｄプリンタを用いて作製した格子

状モデルの造形精度検証を行うため，モデルのマイ
クロCT撮像および構造解析を行うとともに，慶
應義塾大学にて力学強度試験を行った。その結果，
STLモデルの設置方向やサポート設置場所，後処
理の有無等，様々な要因によって精度が大きく変わ

ることが明らかとなったが，一方でそれらを分類し
再現性を得るまでには至っていないのが現状であ
り，次年度への課題となった。
２．口腔粘膜上皮，口腔粘膜上皮下組織，筋組織

から抽出された細胞を用いてそれぞれの細胞シート
を作製し，それらを積層したハイブリッド型細胞
シートの創製を目指した。その結果，創製した積層
シートには，粘膜上皮，結合組織層，筋層とそれぞ
れ特有のタンパクが，重層化にともなって継日的に
増加していた。すなわち，今年度の研究によって創
製された積層シートには，生体と類似した構造タン
パクが発現していることが明らかとなった（文献１，
２）。ただし，最内層の分化程度の違いによる積層
シートの強度，機能的意義などは検討しておらず，
次年度以降への課題も残した。
３．４．本年度は研究計画の基盤となる基礎的研

究を行った。特に頭頸部領域において，咽頭から喉
頭，顎関節周囲，さらに口蓋に至る組織の形態形成
について，胎生期に焦点をあて観察を行った。その
中でこれまで報告が少なく不明な点のあった咽頭か
ら喉頭の形態形成について論文をまとめることが出
来た。さらに顎関節周囲の形態形成と口蓋の形成に
は深い関連がある事を見出した。すなわち両領域の
形態形成における関連として，口蓋帆張筋が深く関
与していた。起始部である翼状突起部の形成には膜
性骨化，軟骨内骨化，筋の形成が相互に関与するこ
とが明らかとなり，次年度以降さらに中耳の形成と
の関係を明らかにしていく予定である。また頭頸部
の形態形成に必須である顔面領域の神経の分布状態
に関し，予備的研究として形態学的研究も行い報告
した。
５．生体アパタイト（BAp）結晶の配向性および

コラーゲン線維の走行について検索を進めるため，
新型の微小領域エックス線回折装置のキャリブレー
ション（基準値となるHAPファントムの試作など）
と，新旧型のデータ比較を行った。同時に，A１-
RMP（NICON）にて撮像した SHG画像データから，
コラーゲン線維を観察し，特に歯科インプラント周
囲顎骨における構造特性に関せる新たな知見を見出
した。
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【関連業績】
雑誌論文
１．Yamane S, Higa K, Umezawa T, Serikawa
M, Shimazaki, J, Abe S : Engineered three-
dimensional rabbit oral epithelial-mesenchymal
-muscular hybrid sheets. Int J Oral Sci, ８：
１４５－１５４，２０１６．
２．Umezawa T, Higa M, Serikawa M, Yamamoto
M, Matsunaga S, Shimazaki J, Abe S : Prolif-
erative activity of skeletal myoblast sheet by
paracrine effects of mesenchymal stem cell. J
Oral Biosci,５８：１５８－１６６，２０１６．

３．Yamamoto M, Honkura Y, Rodríguez-
Vázquez, JF, Murakami G, Katori Y, Cho BH,
Abe S : Switching of the laryngeal cavity
from the respiratory diverticulum to the ves-
tibular recess : a study using serial sagittal
sections of human embryos and fetuses. J
Voice,３０：２６３－２７１，２０１６．

４．Matsubayashi T, Cho K-H, Jang H-S,
Murakami G, Yamamoto M, Abe S : Signifi-
cant differences in sympathetic nerve fiber
density among the facial skin nerves : a his-
tologic study using human cadaveric speci-
mens. Anat Rec（Hoboken）, ２９９：１０５４－１０５９，
２０１６．
５．Yamamoto M, Kitamura K, Kasahara M,
Serikawa M, Katumura S, Yoshimoto T,
Matubayashi T, Odaka K, Matsunaga S, Abe
S : Histological study of the developing ptery-
goid process of the fetal mouse sphenoid.
Anat Sci Int, ２０１６（DOI：１０．１００７／s１２５６５-０１６
-０３４０-３）．

６．Mitsui T, Matsunaga S, Nomoto S, Sato T,
Abe S, Yoshinari M, Yamashita S : Alignment
of biological apatite crystallites in premolar
and molar region in cortical bone of human
dentate mandible. J Hard Tissue Biol, ２５：２３３
－２４０，２０１６．

７．Matsunaga S, Maki H, Noguchi T, Odaka K,
Kasahara M, Yamamoto M, Abe S : Effect of
ovariectomy on the tibia and alveolar bone

in a senescence-accelerated mouse-prone ６
（SAMP６）model. J Hard Tissue Biol, ２５：１０４
－１０８，２０１６．

８．Kasahara M, Matsunaga S, Odaka K,
Ishimoto T, Nakano T, Yoshinari M, Abe S :
Biological apatite crystallite alignment analy-
sis of human maxillary molar region cortical
bone with microbeam X-ray diffraction. J Hard
Tissue Biol,２５：１０９－１１４，２０１６．

９．Bin Kamisan MAA, Kinoshita H, Nakamura
F, Homma S, Yajima Y, Matsunaga S, Abe S,
Takano N : Quantitative study of force sensing
while drilling trabecular bone in oral implant
surgery. Journal of Biomechanical Science and
Engineering, １１：１－９，２０１６（DOI：１０．１２９９
／jbse．１５－００５５０）．

１０．Odaka K, Matsunaga S, Kasahara M, Nakano
T, Yoshinari M, Abe S : Alignment of Biologi-
cal Apatite Crystallites in Peri-Implant Bone
of Beagles. Materials Transactions, ２０１６（in
press）．

学会発表
１．森田純晴，松永 智，北村 啓，芹川雅光，
梅澤貴志，阿部伸一
上皮・間葉ハイブリッド型細胞シート合成過程
に発現する細胞骨格関連タンパク
第１２１回日本解剖学会総会・全国学術集会講演
プログラム・抄録集，Page１８０，２０１６．
１２１回日本解剖学会総会・全国学術集会，郡山
市

２．廣内英智，松永 智，是澤和人，小髙研人，
笠原正彰，阿部伸一
顎顔面再建手術のための解剖学的基礎研究：腓
骨の三次元骨形態計測
The １２１st Annual Meeting of the Japanese
Association of Anatomists Page１４９，２０１６．
第１２１回日本解剖学会総会・全国学術集会，郡
山市

３．上窪祐基，田坂彰規，三井智治，笠原隼男，
高梨琢也，本間慎也，松永 智，阿部伸一，吉
成正雄，矢島安朝，櫻井 薫，山下秀一郎
上顎無歯顎顎底粘膜に対する光学印象の精度検
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証
東京歯科大学学会プログラム：２４，２０１６．
第３０１回東京歯科大学学会総会，千代田区

４．小髙研人，松永 智，北村 啓，山内真人，
廣内英智，森田純晴，阿部伸一
インプラント近傍における顎骨の生体アパタイ
ト結晶配向性
東京歯科大学学会プログラム：２９，２０１６．
第３０１回東京歯科大学学会総会，千代田区

５．李 順基，山本将仁，松永 智，阿部伸一
高齢者における咽頭，喉頭筋のマクロファージ
密度 ～サルコペニアとの関係について～
東京歯科大学学会プログラム：３１，２０１６．
第３０１回東京歯科大学学会総会，千代田区

６．小髙研人，松永 智，廣内英智，森田純晴，
吉成正雄，阿部伸一
歯科インプラント周囲顎骨の皮質骨における生
体アパタイト結晶配向性
Journal of Japanese Society of Oral Implantol-
ogy，第２９巻，特別号，Page３８（２０１６．０９）．
第４６回公益社団法人日本口腔インプラント学会
学術大会，名古屋市

７．松永 智，是澤和人，小髙研人，廣内英智，
森田純晴，山口 朗，阿部伸一
ヒト歯科インプラント周囲顎骨におけるミクロ
／ナノ構造特性
第５８回歯科基礎医学会学術大会プログラム集：
４７，２０１６．
第５８回歯科基礎医学会学術大会

８．阿部伸一，松永 智，山本将仁，北村 啓
高齢者の輪状甲状関節に関する組織学的研究
第５８回歯科基礎医学会学術大会プログラム集：
５０，２０１６．
第５８回歯科基礎医学会学術大会

９．永倉遼太郎，北村 啓，山本将仁，松永 智，
阿部伸一
胎生期マウス外側翼突筋停止部における付着様
式の獲得
第５８回歯科基礎医学会学術大会プログラム集：
５３，２０１６．
第５８回歯科基礎医学会学術大会

１０．阿部伸一，松永 智，山本将仁，北村 啓

筋再生過程におけるTcf４の役割
第５８回歯科基礎医学会学術大会プログラム集：
５３，２０１６．
第５８回歯科基礎医学会学術大会

積層造形技術を応用したスキャフォールドの創製

研究代表者 武本真治（東京歯科大学・歯科理工学
講座）

研究分担者 石﨑 憲（東京歯科大学・老年歯科補
綴学講座），櫻井 薫（東京歯科大学・
老年歯科補綴学講座），天谷浩一（松浦
機械製作所），都留寛治（九州大学・大
学院歯学研究院口腔機能修復学講座）

１．研究の概要
金属材料は咬合力を支持するための十分な強度を

有しているため，修復物や補綴装置として広く応用
されてきた。しかし，金属材料は生体組織に置換さ
れないという点では，高分子材料やセラミックスと
は生体材料としての用途が異なっている。
近年，組織再生に必要な３つの因子（細胞，足場

材料，生理活性物質）に関する研究が幅広く行われ
ている。その中で，足場材料としてのスキャフォー
ルドは，組織形態の早期回復のみならず，その組織
機能を維持しながら置換されることが望まれてい
る。スキャフォールドには天然高分子であるコラー
ゲンや合成高分子の中でも生体分解性の大きいポリ
乳酸－グリコール酸共重合体（PLGA），リン酸カル
シウムを中心としたセラミックスの検討が主に行わ
れてきた。
一方で，デジタル技術の発展と３Ｄプリンタに代

表される積層造形技術（付加製造技術）の発展によ
り，３次元造形物の創製が容易になりつつある。積
層造形技術およびデジタル技術の発展は，高分子材
料やセラミックスのみならず，金属材料まで複雑な
形状を造りだすことが可能になっている。したがっ
て，金属材料の利点を活かしつつ，生体親和性を付
与することができれば積層造形技術をスキャフォー
ルドに応用することが広がる。
本研究課題では，これまでのチタンやジルコニア
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で培ってきた表面処理や薄膜セラミックスや有機高
分子のコーティングによる表面改質の手法，バイオ
リアクターによる三次元培養の技術を応用してス
キャフォールド内部にまで組織を早期に誘導する方
法を検討する。内部にまで組織を誘導するための表
面処理や生理活性物質の導入について検討を行う。
また，顎顔面領域での歯科治療の選択を広げること
の可能性を模索するために，積層造形技術を応用し
た組織再生のスキャフォールドの創製を目指す。本
年は，薬剤徐放型スキャフォールドの基礎的知見の
模索と歯周病原性細菌がチタンの耐食性に及ぼす影
響を検討した。
２．取組状況
１）チタン表面への薬剤固定と徐放の制御

スキャフォールドをチタンの積層造形体を利用
することを想定した場合，内部にまで組織を誘導
することが重要である。これまでのチタンへの表
面処理の大部分は骨を早期に誘導するためのもの
であるが，溶液を用いた処理を利用することがで
きれば，スキャフォールド内部にまで処理が可能
である。本研究では，インプラントのチタン表面
にサブミクロン及びナノ構造を考慮して，溶液処
理したチタン表面の構造について検討を行った。
さらに，骨を誘導するためのスタチン系薬剤の固
定を試み，徐放特性と表面構造との関係を調べ
た。

２）チタンの耐食性に及ぼす歯周病原性細菌の影響
スキャフォールドへの抗菌剤の付与を検討する

のに先立ち，まず，チタンの耐食性に及ぼす歯周
病原性細菌の影響を検討した。純チタン板を細菌
培養液，Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）を
培養後に遠心分離を行い培養液のみにした液およ
び P. gingivalisを含む培養液にそれぞれ純チタン
板を浸漬し，その耐食性を評価した。

３．本事業の成果
１）薬剤を固定したチタンの表面分析

純チタンをサンドブラストしてサブミクロンレ
ベルで表面を粗糙にし，さらに高濃度の水酸化ナ
トリウム溶液で表面処理することによりナノレベ
ルでの粗さを付与することができ，表面に固定で
きるスタチン－ゼラチン複合体量が増加すること
が明らかになった。その表面観察を行うと，処理

面の一部には凝集した複合体が観察された。
２）歯周病原性細菌を培養したチタンの耐食性評価

いずれの培養液に浸漬した純チタンにも変色お
よび腐食は認められなかった。しかし，Ｘ線光電
子分光分析で表面分析を行ったところ，表面には
硫化物及び硫酸塩に起因すると考えられるイオウ
が検出された。したがって，歯周病原性細菌が存
在する環境でスキャフォールドの応用を考える場
合，硫化物によるチタン腐食への対策についても
考慮するべきであると考える。

【関連業績】
雑誌論文
１．Harada R, Takemoto S, Kinoshita H, Yoshinari
M, Kawada E : Influence of sulfide concentra-
tion on the corrosion behavior of titanium in a
simulated oral environment. Mater Sci Eng C
Mater Biol Appl,６２：２６８－２７３，２０１６．

２．Sakamoto K, Homma S, Takanashi T,
Takemoto S, Furuya Y, Yoshinari M, Yajima
Y : Inluence of eccentric cyclic loading on im-
plant components : Comparison between ex-
ternal joint system and internal joint system.
Dent Mater J,３５：９２９－９３７，２０１６．

３．Haruyama A, Kameyama A, Kato J,
Takemoto S, Oda Y, Kawada E, Takahashi T,
Furusawa M : Resin bonding of self-etch adhe-
sives to bovine dentin bleached from pulp
chamber. BioMed Res Int,２０１６．Doi：１０．１１５５
／２０１６／１３１３５８６．

４．Sugiura Y, Tsuru K, Ishikawa K : Fabrica-
tion of carbonate apatite foam based on the
setting reaction of α-tricalcium phosphate
foam granules. Ceram Int, ４２：２０４－２１０，
２０１６．

ジルコニアの臨床応用

研究代表者 佐藤 亨（東京歯科大学・クラウンブ
リッジ補綴学講座学講座）

研究分担者 矢谷博文（大阪大学・歯学部歯科補綴
学第一教室），早川 徹（鶴見大学・歯
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学部歯科理工学講座），吉成正雄（東京
歯科大学・口腔科学研究センター）

１．研究の概要
ジルコニアセラミックスはメタルアレルギーの懸

念がなく，高強度で審美性を有する生体親和性の高
い材料であることから，本材を利用したオールセラ
ミック修復が臨床応用されている。しかし，臨床応
用における，長期耐久性，天然歯等の咬耗・摩耗様
相，組織親和性については明らかになっておらず，
本材料を臨床応用についてのエビデンスは得られて
いない。
本研究は，ジルコニア（正方晶ジルコニア多結晶

体，TZP）の口腔環境下における疲労特性の評価，
口腔環境を想定した摩耗状況と経年的変化，インプ
ラントが接する生体組織に適合した表面改質法の検
討を行い，ジルコニアによるオールセラミック修
復，ジルコニアインプラントを開発することを目的
とした。この概念は，完全メタルフリー修復という
パラダイムシフトにつながり，日本から発信できる
ジルコニアの臨床応用システムになり得ると考えら
れる。
２．取組状況
１）臨床形態における強度評価：支台歯咬合面形
態，クラウンの厚さおよびセメントの違いがフル
ジルコニアクラウンの破壊強度に及ぼす影響を評
価した。支台歯は，２種類の咬合面形態（フラッ
トタイプ，グルーブタイプ）とし，フルジルコニ
アクラウンの咬合面最小厚さが０．３mm，０．５mm，
０．７mmとなる設計した。フルジルコニアクラウ
ンは Zpex で，対合歯との接触はいずれの場合も
同じようになるようにCAD/CAM法で製作
し，２種類のセメント（コンポジットレジンセメ
ントとグラスアイオノマーセメント）で装着し
た。万能材料試験機で静的破壊試験を行い，各試
料の破壊荷重値の計測と破壊位置の分類を行っ
た。

２）ジルコニアのインプラントへの応用にあたって
は，オッセオインテグレーションの獲得が行われ
るかが焦点になる。１５０µmのアルミナサンドブ

ラスト処理と酸処理（SB１５０E）を施して表面形状
を変化させてジルコニア（TZP）の間葉系幹細胞
の細胞応答を純チタン（CpTi）と比較して検討し
た。

３．本事業の成果
１）上記検討の結果，グルーブタイプの支台歯では
クラウンの破壊強度はフラットタイプと比較して
低下したが，コンポジットレジンセメントの使用
時にはその破壊強度の低下は軽微となった。ま
た，クラウンの咬合面厚さの増加はグルーブの有
無によらず破壊強度の向上をもたらした。

２）TZPおよび CpTi 上での細胞増殖能，ALP活
性，Runx２の発現は SB１５０Eが他の表面形状と
比較して有意に高い値となり，過去に報告された
表面形状に関する研究と同様な結果となった。こ
れら増殖と分化において SB１５０Eが SB１５０と比較
し有意に高い値示した理由は，SB１５０E表面がマ
イクロ形状とナノ形状の相乗効果を発揮したこと
がその一因と考えられた。以上より，TZPと CpTi
の表面上のマイクロ－ナノ形状の付与は，hMSCs
の増殖および分化を増強するための有望な方法で
あることが明らかとなった。

【関連業績】
雑誌論文
１．Hirano T, Sasaki H, Honma S, Furuya Y,
Miura T, Yajima Y, Yoshinari M : Prolifera-
tion and osteogenic differentiation of human
mesenchymal stem cells on zirconia and tita-
nium with different surface topography. Dent
Mater J,３４⑹：８７２－８８０，２０１５．

２．Harada R, Takemoto S, Hattori M, Yoshinari
M, Oda Y, Kawada E : The influence of colored
zirconia on the optical properties of all-ceramic
restorations. Dent Mater J, ３４⑹：９１８－９２４，
２０１５．

総説・解説
吉成正雄：インプラント材料：臨床の疑問に答え
る１２，ジルコニア３－ジルコニアインプラントの
組織適合性１－．歯界展望，１２６：１１８４－１１９２，
２０１５．
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① 生体医工学研究部門

主任 松永 智

生体医工学研究部門では，新しい術前・術中診査
手法や，硬組織疾患に対する最先端技術の臨床応用
を実現するための基礎的研究を行っている。我々
は，１．材料工学的手法を用いた骨の質的研究，
２．三次元有限要素法を用いた生体力学的研究，
３．医用材料研究，４．ファブラボTDC，につい
て研究を重ねている。
１．材料工学的手法を用いた骨の質的研究
骨質とは，骨の構造的特性（骨の微小構造や幾何

学的形状），骨基質，石灰化度，骨代謝回転，微小
骨折（マイクロクラック）を指し，骨強度を左右する
重要な因子である。我々は，マイクロCT画像を用
いた骨形態計測，微小領域エックス線回折法を用い
た生体アパタイト（BAp）結晶配向性解析，コラー
ゲン線維の走行，骨細胞動態の検索など，様々な顎
骨における骨の質的因子について検索を進めている。
２．三次元有限要素法を用いた生体力学的研究
顎骨の恒常性を維持するために不可欠なメカニカ

ルストレスは不可視であり，定量的な評価を行うの
はきわめて困難であることから，我々は三次元有限
要素法を用いた生体力学解析を行い，様々な力学的
負荷を受けた顎骨の荷重伝達経路をベクトル表記に
よって可視化する研究を行っている。顎骨内部にお
ける力学環境を知ることができるだけでなく，治療
を行う前に歯科インプラントや再生骨が顎骨にどの
ような影響を及ぼすのか，術前予測を可能とするシ
ミュレーションを実現し，臨床応用に向けて取り組
んでいる。また，骨質解析で集積したデータを新た
なパラメータとして付加することで，より高精度な
予測を可能とすることができる。
３．医用材料研究
顎骨疾患の治療には，プレートやインプラントな

ど様々なマテリアルが不可欠である。材料の材質の
みならず，ミクロ／ナノスケールにおける微小構造
が，生体に大きな影響を与えることが明らかとなっ
ており，材料工学と医歯薬学のコラボレーションが

重要な課題となっている。我々は，単に骨に適合す
るだけでなく，骨量や骨質を改善するバイオマテリ
アル開発を行っている。
４．ファブラボ TDC
ファブラボとはファブリケーションラボラトリ

（fabrication laboratory）のことで，３Ｄプリンタな
どの様々な装置を使って，いろいろなものをつくる
場所のことである。医療の分野でも，様々なデジタ
ル機器を使って治療の役に立つ様々なものをつく
る，メディカルファブラボが世界各地の大学病院に
設立され，様々な医療現場で活用されはじめてい
る。東京歯科大学は，２０１３年に日本で初めての医療
系ファブラボである「ファブラボTDC」を設立し，
基礎研究者と臨床医が集い，光学スキャナや３Ｄプ
リンタなどの最先端の技術を歯科医療に応用するた
めの橋わたし研究を行っている。臓器や骨，血管・
神経，腫瘍などの３Ｄデータや造形モデルを作製
し，術前の診査や外科手術のサポートとして活用す
るためには，最先端機器の精度検証や作製物の強度
測定による科学的根拠を積み上げることが重要であ
る。

② 分子病態解析研究部門

主任 石井武展

頭蓋顎顔面に変形をきたす遺伝性疾患は，頭蓋顎
顔面の解剖形態構造が健常者と異なるため治療を行
う際に治療方針立案等に苦慮することが多く，各疾
患の特殊な解剖形態の理解が重要である。その中で
も，Apert 症候群は，１５万人に１人の割合で出生
し，早期頭蓋の癒合，口蓋裂，癒合指，気道閉塞，
ファロー四徴症および精神遅滞を伴い，生後１歳か
ら１０回以上もの外科的な処置が必要な重篤な疾患で
ある。本邦では国の指定難病とされており文部科学
省と厚生労働省より速やかな疾患発症機序の解明，
創薬研究および治療法の開発が推進されている疾患
の一つである。
Apert 症候群の原因は，線維芽細胞成長因子受容

コア研究部門
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体遺伝子（以後FGFR２）の変異で，IgII ドメインの
変異 Ser２５２Trp が２／３，IgIII ドメインの変異 Pro２５３
Arg が１／３に認められる。これらは gain of function
の機能を呈する。FGFR２は特に骨や軟骨形成に関
与しており，FGFR２に上記部位の点変異が生じる
と通常では結合しないFGFが FGFR２に結合する
ことにより，細胞内にシグナルが入力されることが
判明している。近年Apert 症候群型の変異可溶型受
容体を過剰発現するマウスモデル（Tanimoto Y, et
al. J Biol Chem２７９：４５９２６－３４，２００４）およびFGFR
２の knock-in マウスモデル（Wang Y, et al. Devel-
opment １３２⒂：３５３７－４８）などが開発されており，
骨芽細胞，線維芽細胞，軟骨細胞についての in vitro
の研究成果が報告されている。これらの解析から，
正常であれば結合しないはずのFGFR２bにおける
FGF２，FGF６の結合およびFGFR２cにおける
FGF７，FGF１０の結合により，過剰なFGFR２シグ
ナリングが細胞内に入ることから症候が発現すると
考えられているが，ヒトApert 症候群では，実際
のFGFR２シグナリングがどのように細胞に刺激を
入れているのか，いまだ詳細な報告はない。
そこで，本研究では当院に来院しているApert

症候群の患者の口腔粘膜線維芽細胞より，疾患特異
的 iPS 細胞を樹立し，この細胞から骨あるいは軟骨
への分化異常機序の解明，および遺伝子編集技術で
正常FGFR２を導入した iPS 細胞による骨形成能を
確認することにより，今までに報告されてきたマウ
スレベルの研究成果をヒトApert症候群に対する病
態解明や創薬研究へと発展させる可能性を提案する。

③ 口腔分子シグナル制御研究部門

主任 菊池有一郎

医学の発達により人間の平均寿命が大幅に延長さ
れ高齢化社会が形成された現代において，顎口腔機
能は生活の質（quality of life：QOL）を維持していく
うえで大変重要である。歯の喪失や顎運動障害は咀
嚼・嚥下機能の低下，発音障害につながり，誤嚥性
肺炎などを発症するリスクも高まる。また近年，口
腔内に存在する微生物と糖尿病，動脈硬化，心内膜

炎，低体重児出産などの全身疾患との関係が注目さ
れており，顎骨疾患に対する歯科治療および口腔ケ
アはQOLの向上に確実に繋がると考えた。本研究
部門は，顎骨疾患発生メカニズムを「分子シグナ
ル」に注目し様々な角度から解析を行い，最終的に
分子シグナルを制御コントロールすることで口腔機
能の維持や新たな歯科医療技術の開発に繋げること
を目的とした。
「口腔」という器官は外界に通じており，人間が
生命活動を続けるための栄養を摂取する最初の通過
点である。口腔内には，歯，舌，歯肉，口腔粘膜，
唾液腺が存在し，さらに約７００種類の細菌も生息し
ている環境である。このような環境で個々の臓器は
本来の役目を日々全うし，口腔細菌は自らの存在を
持続するための生存戦略を持ち，結果恒常性が維持
されている。このような現象が一個体の口腔領域で
発生していることを考慮すれば，様々な臓器，細菌
は必ずしも独立して存在しておらず，時に影響を受
け，時に相互作用を生み出している可能性が十分に
推測される。その恒常性の維持が破綻すれば，口腔
疾患として自覚および他覚症状が出現する。我々
は，この恒常性の維持もしくは破綻に関する，個々
のシグナル制御機構に関する知見を集積し，効果的
に連携し包括的なアプローチを試みながら，顎骨疾
患における口腔分子シグナルの全容を明らかにする
ことを目指している。具体的には，「病原微生物」，
「歯を構成する細胞」，「歯周組織および顎骨」の３
つの局面において分子シグナル調節機構の解明を試
みることを予定している。以下に研究概要を記す。
１．病原微生物

口腔細菌における転写因子の機能同定と転写
ネットワークの解明
口腔細菌による上皮細胞への侵入経路の解析お
よび侵入により惹起される病原性の解析

２．歯を構成する細胞
歯髄組織における感覚および分化過程における
細胞間連絡機構の解明
象牙芽細胞のシグナル感受性の解明

３．歯周組織および顎骨
タバコ煙刺激と歯周病原細菌によるヒト歯肉上
皮細胞のmiRNA発現および機能解析
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