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はじめに

２０１８年９月１日から２０１９年１１月３０日までの１年３
か月，カナダ・オンタリオ州にあるトロント大学歯
学部（Faculty of Dentistry, University of Toronto ;
UofT Dentistry）に長期海外出張する機会を頂い
た。出張先の UofT Dentistry では，細胞外マト
リックス（ECM）研究の権威として知られている
Christopher McCulloch 教授の ラ ボ に Visiting re-
searcher として滞在し，分子生物学的実験を中心
に研究を行った。本稿では，現地での研究内容を中
心に，カナダ・トロントの街や現地での生活につい
て報告する。

出張先の大学と研究室

出張先であるトロント大学（通称 UofT）は，カ
ナダ建国以前からある様々な College が合併してで
きた国内最大の大学であり，トロント中心部に広大
なキャンパスを有している。UofT Dentistry もダ
ウンタウンにあり，医師の方の留学先としても大変
有名な小児専門病院である通称 SickKids や Mount
Sinai Hospital，トロント総合病院といった多数の
病院が並ぶ中に建っている。建物は５階建てで外観
はお世辞にも綺麗とは言い難いが，幸運なことに私
が訪れたときには４，５階のフロアは全面リノベー
ションした直後で，新しい研究室と実験室に生まれ
変わっていた（図１）。

一日のほとんどを過ごしていた場所は Dentistry

ビルの４階で，McCulloch 教授をはじめとする PI
（Principle investigator）の部屋と実験室があっ
た。PI の部屋はガラス張りの半個室で，その他は
所属研究室ごとのエリアは決まっているものの，ほ
ぼオープンスペースであった。実験室は実験台が所
属ごとに割り振られており，顕微鏡や安全キャビ
ネットなどの大型機器は共通機器として使用する形
式であったため，本学の研究室および口腔科学研究
センターによく似ていた。共通の大型機器は，講習
を受ければ誰でも使用可能であり，言語的な面を除
けば口腔科学研究センターと同様の環境と感じた。

McCulloch ラボメンバーは，移民の国カナダを表
すかのように，純粋なカナダ人は McCulloch 教授
のみで，インド，香港，中国，ポルトガル，ポーラ
ンド，ウクライナ，イランからの人達とその２世で
構成されているまさに「ダイバーシティ研究室」で
あった。もちろん，このような多様性のある環境で
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仕事するのは初めてであるし，マイノリティとして
の日本人も感じることができたため，良い意味で刺
激的で貴重な時間であった。

研究とその内容

出張前までは学位論文を含め，歯や歯周組織の再
生を目的にとして，in vivoでの移植実験を主に行っ
てきた１－３）。そのため，in vitroの実験経験が乏しく，
生化学的，分子生物学的実験の手法や考え方を学ぶ
ことが出張の目的の一つであった。また，これまで
取り組んできた歯周組織の再生であるが，再生した
後の ECM の維持を目的とする研究へと発展させる
ことも目的であった。McCulloch ラボは，長年に
渡って ECM の維持とリモデリングのメカニズムを
解明することを目的とした研究を行っており，筆者
の目的を達成するための出張先として素晴らしい環
境であった４－７）。筆者は，McCulloch 教授と生化学
者である Pamela Arora 先生とチームを組み，実験
を行うこととなった。１年３か月の出張期間中に
は，①線維芽細胞においてアクチン結合タンパク
質 Flightless I が cdc４２の標的タンパク質である
IQGAP１と相互作用することを明らかとする研
究，②IQGAP１が線維芽細胞のコラーゲンリモデ
リングに与える影響を明らかとする研究，に関わる
ことができた。これらの研究は，英文専門誌に受理
されている８，９）。以下に研究背景と内容を紹介する。

コラーゲンはヒトの生体内で最も多いタンパク質
であり，ECM の主要な成分である。歯科領域で
は，歯根膜や歯肉結合組織の主成分はコラーゲンで
あり，その生成と分解（ECM リモデリング）はそ
れらの組織中に多数存在する線維芽細胞が主体と
なって行われている。ECM リモデリングのバラン
スが崩れた場合，肝硬変や間質性肺炎をはじめとす
る臓器の間質の増生と線維化，創傷治癒不全を引き
起こし，歯肉増殖症，歯・顎関節の骨性癒着（強
直），口腔粘膜の治癒不全といった顎顔面領域に表
れる病変の原因ともなる。これらの疾患の治療およ
び予防のためには，ECM リモデリングのメカニズ
ム解明が必要である。

ECM リモデリングにおいて線維芽細胞は，貪食
および酵素によるコラーゲンの分解を行うためイン
テグリンを介してコラーゲンに接着し，仮足形成な

ど細胞形態を変化させる必要がある。仮足を伴う細
胞の伸展には細胞骨格，特にアクチンフィラメント
の重合と脱重合が必要であり，それらはゲルソリン
や Flightless I などのアクチン結合タンパク質，cdc
４２や R-ras などの低分子量 G タンパク質が制御して
いることが明らかとなっているが，それぞれの分子
の相関については未だ不明な点も多い１０）。近年，cdc
４２の標的タンパク質として知られている IQGAP１
が，様々なタンパク質と相互作用し細胞骨格の制御
も行っていることが報告された１１，１２）。そこで我々
は，線維芽細胞において Flightless I と IQGAP１
が細胞の伸展に影響を与えるのではないか，IQGAP
１がコラーゲンのリモデリングに影響をしているの
ではないか，という仮説を立て，生化学的手法，分
子生物学手手法を用いて研究を行った。

Flightless I と IQGAP１の関連性を明らかとする
ために，マウス線維芽細胞を用いて，質量分析法や
免疫沈降法，ノックダウン細胞を用いた蛍光免疫染
色，コラーゲンゲルを用いたコラーゲン線維の再配
列解析を行った。その結果，Flightless I と IQGAP
１は相互作用して，低分子量 G タンパク質である
cdc４２および R-ras と協調して線維芽細胞の仮足形
成と細胞伸展を制御する可能性を示すことができた
（図２）。本結果は，細胞分子生物学の専門誌であ
る Molecular Biology of the Cell に掲載されてい
る８）。

IQGAP１が線維芽細胞伸展に影響を与えるとい
う上記の結果を踏まえ，IQGAP１がコラーゲンの
リモデリングに影響を与えることを明らかとするた
めに，野生型と IQGAP１をノックアウトした線維
芽細胞を用いて，コラーゲンコーティングしたビー
ズを使用した蛍光免疫染色やウェスタンブロット，
コラーゲン貪食アッセイ，コラーゲンゲルを使用し
たコラーゲン分解アッセイを行った。その結果，
IQGAP１は Flightless I と協調して線維芽細胞にお
けるインテグリンを介したコラーゲン接着を調節
し，コラーゲンの分解に関するシグナル経路を部分
的に制御している可能性を示すことができた（図
３）。本結果は，細胞生理学の専門誌である Journal
of Cellular Physiology に受理されている９）。
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トロントと生活

トロントは，五大湖の一つであるオンタリオ湖に
面したカナダ最大の都市である。近年は海外からの
移民の増加から，北米で最も人口が増加する都市と
して知られている。あまり馴染みがない都市である
ように感じていたが，実際は日本から現地に駐在す
る方やワーキングホリデーの制度を利用した若い方
が毎年訪れており，多くの日本人が滞在している。
日本で最も知られているのは，フィギュアスケート
の羽生結弦選手の練習拠点と所属クラブがある点で
あろう。これぞトロントという景色は，CN タワー
という自立式電波塔の姿で，この CN タワーは墨田
区押上に立つタワーが完成するまで世界一高いタ

ワーであった（図４）。CN タワーの麓には，トロ
ン ト・ブ ル ー ジ ェ イ ズ（MLB）の 本 拠 地「ロ
ジャーズ・センター」，トロント・メープルリーフ
ス（NHL）およびトロント・ラプターズ（NBA）
の本拠地「スコシアバンク・アリーナ」がある。特
に筆者が滞在していた２０１８－１９シーズンには，トロ
ント・ラプターズが NBA ファイナルで史上初の優
勝をしたため，街の人々はジュラシックパークに集
まり欣喜雀躍・狂喜乱舞となった。平日月曜日の昼
に優勝パレードが実施されたのであるが，会場に
２００万人以上が集まるなど，トロント大学の学生・
職員を含めてほぼ祝日のようであった。これは日本
で見ることのできない光景であろう。

街には公園など緑を感じることが可能な施設も多

図２ 線維芽細胞における Flightless I と IQGAP１の相互関係および IQGAP１の細胞伸展への影響
（A）Flightless I 抗体および IQGAP１抗体を用いた免疫沈降法の結果を示す。それぞれの抗体を用い
るともう一方のタンパク質が共沈した。（B）IQGAP１ノックアウト細胞における細胞伸展突起の形成
数を示す。それぞれのタイムポイントにおいて，IQGAP１をノックアウトした細胞では野生型に比較
して細胞伸展突起の数が減少した（＊P＜０．０５，＊＊P＜０．０１）。

図３ IQGAP１がコラーゲンへの接着およびコラーゲン分解に与える影響
（A）線維芽細胞に対するコラーゲンビーズの接着数を示す。コラーゲンコーティングし
たビーズを加えて培養すると，IQGAP１ノックアウト細胞では野生型に比較して細胞と
接着しているビーズの数が減少した（＊P＜０．０５，＊＊P＜０．０１）。（B）線維芽細胞により分解
されたコラーゲン３／４フラグメントの免疫染色とその蛍光強度の測定結果を示す。線維
芽細胞をコラーゲンゲル上で培養して免疫染色を行うと，IQGAP１をノックアウトした
細胞では細胞表面の MMP により分解されたコラーゲンが有意に減少した（＊＊P＜０．０１）。
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く，さらに少し移動すればカナダらしい自然にも触
れることができる。車で２時間ほど行けば有名な観
光地であるナイアガラの滝や，トロントの人々の避
暑地の一つであるムスコカ湖などに行ける。ナイア
ガラの滝には滞在中５回は訪れた（図５）。

生活面では，多くの日本人が滞在していること，
日本食が流行していることもあり，様々な場所で日
本を感じることができた。ダウンタウンや郊外の
ショッピングモールでは，ユニクロや無印良品で衣
類や雑貨を買えるうえ，現地で流通する日本語雑誌
で情報を得ることも可能，日本食が恋しくなれば日
本で行列ができるラーメン店や天丼専門店，辻利茶
舗や神楽坂茶寮などのスイーツ店，お酒が飲みたけ
れば日本の居酒屋も複数あった。近くのスーパーで
は日本の食材も購入できたため，食事で困ることは
無かった。途中から合流した家族は，毎週開催され
ている図書館の幼児プログラムや日本語の歌の会な

どに参加しており，日本にいた時より様々な場所に
積極的に外出していたように感じる。

おわりに

これまで述べたように，研究では良好な結果が得
られ論文化することができ，生活面も充実していた
海外出張であったが，冬季が寒く厳しい事以外にも
異国であるが故の上手くいかない事はいくつかあっ
た。筆者としては英語が最たるものであり，出張終
盤まで悩まされることになった。英語は研究と同様
に今後も取り組んでいきたいと思う。

また，日本以外の国に１年以上住んでみて，日本
の良いところも悪いところも改めて理解し，観察す
ることができた。これは旅行や短期滞在では経験す
るのは困難であると感じる。今回の経験を研究だけ
ではなく，学生教育や後輩の指導にも役立て，少し
でも東京歯科大学そして日本の歯科医療の発展に貢
献できるよう，考え行動する所存である。
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CN タワーの足元には，開閉式ドーム球場であるロ
ジャーズ・センターがある。

図５ トロント近郊ナイアガラの滝へ
（左）極寒のナイアガラへの一人旅。滝の一部が凍結したのは３年ぶりだそう。（右）家族で行った夏
のナイアガラ。この時期は，世界中から観光客が訪れている。
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