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歯学の進歩･現状-

歯牙および補綴物をDNA諒とした性別判定法と

多型の検出法の検索

花　岡　洋　一

東京歯科大学法歯学講座

は　じ　め　に

今日,歯科的所見が個人識別において極めて有

用であることは言うまでもなく,特に遺体の損傷

が激しい大規模災害において,その威力を多いに

発拝したことは,先の阪神･淡路大震災において

も再認識されたばかりである｡しかしながら, 1

本の歯牙に試料を限定した場合には,これまでの

方法では得られる情報に限界があり,一部の血液

型　　大まかな年麻推定　　そして形態学的方

法もしくは歯髄細胞による性別判定5ト7)等に留

まっていた｡しかも確実な血液型判定には技術的

熟練と煩雑な操作が要求され,性別判定ではこれ

らに加えて｢分量の歯髄細胞をも必要とした｡

-方近年法医学領域においては,遺伝子工学の

発展に伴い　　　　　ら8)の

法を皮切りに,これをヒントとした

ら9)を初めとする

の多塑性に関する報害10)等,

DNA分析技術を個人識別に応用する方法が開発

されてきた｡また同時に　　　ら11)の

法という画期的な

DNA増幅法の開発,さらにこれに伴う

社による　　　　　　　　　および自動増幅装置

が市販されるにおよび,このPCR法と

多型の組み合わせによってI〕NA分析による個

人識別は飛躍的な発展を遂げた12ト14)｡しかしな

がら,これらはいずれも血液試料を中心として進

められてきたものであり,これらのDNA分析

技術と,歯科的所見とを結びつけた方法は社会か

ら強く求められながらも近年まで架明期にあった

といえる｡

そこで著者は,個人識別に極めて有用性の高い

歯科的所見に,これらDNA分析技術を新たに

導入することにより,これまで独白に発展を遂げ

てきた両者を結びっけ,より精度の高い個人識別

法の確立と実用化を最終冒的とし本研究を進めて

きた｡ここにこれまでの成果を報害する｡

なお,本研究に用いた歯牙および血液試料は,

平成8年1月,本学の倫理審査申請書に言己載した

方法により被験者の同意の元に採取したもので

ある｡

歯からのDNA抽出

1.歯髄

歯髄はいうまでもなく歯牙において最も細胞成

分に富む組織である｡そこで歯髄については,こ

れまで報害されてきた動物組織からのDNA抽

出法15'に従ってDNAの抽出を試みた｡すなわ

ち歯をニッパにて分割後,歯髄を探針にて｣｢寧に

取り出し　　　　溶液　　　　　　　　　　日

にて洗浄後

溶液　　　　　　一　　　　　　　　　　.

Y HANAOKA : Sex determination and VNTR analysis from teeth and dental prostheses as source of DNA
)

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学法歯学講座　花岡洋I--
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を加えてホモジナイズし,プロテ

ネースKにて1晩蛋白処理後,適法によりフェ

ノール/クロロホルムにて抽　　エタノール沈殿

によりDNAを回収した｡

2.歯牙硬組織

当然のことながら編胞組織の存在しないものか

らのDNA抽出は不可能であり,ここでいう歯

牙硬組織とは,上記の方法で歯から歯髄を除去

した後の残存組織を便宜上歯牙硬組織とした｡

DNAの抽出は,この歯牙硬組織より璃瑚質およ

び離蝕部を可及的に取り除き,ダイヤモンドモル

ターにて200メッシュの箱を通過するところまで

粉末化し　　　　上】DTA溶液にて1週間脱尿後

歯髄と同様に行った｡

歯から得られたDNAの性状

歯髄より得られたDNAは,凶　　　に示し

た如く,抜去後1日から最長336日間室温に放置

されていた歯牙からでも　　　　付近の高分子

DNAとして抽出された｡ JJ一歯牙硬組織の場合

には,殆どの試料において　　　　以下の低分

子化したDNAであることが判明した(図1-

b)｡このように両者のDNAに性状の違いこそ

認められたものの　　　　分析に供与するに足る

DNA量が得られたため　　これらを試料として

〕　　法による分析を試みた｡

法

図2に示した如く,歯髄および歯牙硬組織よ

り抽出したDNAを試料としても,血液抽出の

を試料とした場合と同様,明瞭な

像を得ることが可能であった｡さらに同

一歯牙の歯髄および歯牙碩組織を用いた場合に

は,同じパターンが得られることが明らかとなっ

た(図　　　　｡

すなわち　　　　　　　　　　法は,歯牙より

抽出したDNAに応用しても個人識別に極めて

有用な方法であることが確認されたが,一回の検

査に　　　　　のDNA室を必要とするため,

血液試料と違ってさほど多くのDNA量の回収

1 day

1 day

2 days

2 days

47 days

47 days

87 days

87 days

280 days

Z80 days

336 days

Con上.(HG:lFLg)

b
図1抽出　　　の　　アガロースゲル電気泳動像

a :歯缶釘由出　　　　　歯牙座組榔由出DNA

HG:

を期待できない歯牙,特に歯牙硬組織の場合には

不向きであると考えられた｡

そこで次に著者は　　　増幅法を用いたVNI

TRの多型の検索について検討を行った｡

多型の検索

1. D4S431ocus

多型を持つ遺伝子領域はこれまでに

も数多く報吾されているの　　｡しかしなが

ら本研究に着手する以前の報害では,血液抽出

すなわち高分子DNAのみを対象とした

検索がその主流であったため,多型を示す領域の

報吾は殆どが　　　以上のものであった｡その

8
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中で著者は　　　年に　　　　　ら17)によって,

舞踏病と強い連鎖を示す新しい

DNAマーカーとして幸紀子された

に着目した｡この遺伝子機域は14塩基の練り返し

配列を持ち　　　年　　　ら18'によってこの繰

り返し数に個人差があること,すなわち

多型が存在することが報害され,さらにはこの多

型がいずれも　　　以トのバンドとして検出され

ることから,歯牙硬組織から得られる　　　の

ように低分子化したDNAにもその応用性が高

いのではないかと考えた｡

2.日本人集団を対象とした　　　　　　　にお

ける　　　　多型の検索

著者はこの　　　　　　　における　　　　の

多望を由接歯牙抽出　　　に応用する前に,先

ず血液試料を用いてR本人集団における

多型の検索を試みた｡

血縁関係のない131名の日本人集団の血液より

抽出したDNAを試料として,表1に示した

如くの　　　　　および

a b

L
㍉
｢
強

∪

図　　　　　　　　　　　　像

a :血液抽出　　　　　　歯髄抽出DNA
c :歯髄(P)歯牙硬組織(D)抽出DNA
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により　　　増幅を行い,得られた増幅産物を10

%のポリアクリルアミドゲルにて電気泳動

GE)後,銀染色19'にて　　　バンドの検出を

行った｡

その結果,日本人集卜出こおいて11の　　　図

3　a)と16の　　　　　を見出し,その

瀕度は図3-bに示した如くであった｡すなわち

に検出される14塩基の繰り返し数1といわ

れる　　　　の頻度が最も高く,以下

の服に続いた　｡この傾度分布は白人

81名について検索した　･nら18'の報吾とは明

らかに異なり,白木人と白人との人種差である可

能性も考えられる｡またヘテロ接合度は　　　と

やはり　Hornらの報害と比較しやや低い値が算

出された｡

しかしながら著者は本検索中に　　　　の

70

60

50

40

%　30

20

10

0

■什equ

ADde No.

b

図　　　　　　　　における
a :銀染色による　　　　　上】像

強度

-1　9　-I--
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に放妙に移動度の異なるバンドが存在する

ことを見出した｡そこで泳動距離を延長した　　　　　　丁一

にてこれらを精査したところ　　　　付

近のバンドには移動度の異なる4種の

が存在すると考えられ,さらには当初ホモ

と思われていた試料が,実はヘテロであった試料

をも見出すことができた　　　そこでこれらの

についてさらに精査すべく, 6%変性

ゲルを用いた検索を試みた結果,図4に示した如

く　　　　　には明瞭な4種の　　　　　　　　が

存在することが明らかとなった｡

そこでこの4種の変異を含め　　　　　を1-

の4つに分け,坐

数を14としそれぞれの　　　強度について

再度計算を行ったところ　　　　　　　が

と最も高強度を示した｡また6つの　　　で頻

度5%を越え,ヘテロ接合度も上述の　　　から

と　躍的に上昇した(図

この4種の変異は,移動度の差からも14塩基の

繰り返し数による変異とは考えられず,由来の異

なる変異であることが確認された　｡

3.歯牙抽出DNAへの応用

上記の結果を基に,この　　　　　　　におけ

る　　　　の多型を歯牙硬組織より抽出した低分

子DNAに応用した結果を図5に示した｡

図3で示した11の　　　のうち　　　)より

サイズの大きな　　　については検出すること

ができなかったものの　　　　　のバンドについ

ては検索したいずれの試料からも明瞭に検出する

ことができ,さらに6%変性ゲルによって, 4種

の　　　　　　　　をも明瞭に検出することが可

能であったことから(図5),この

における　　　　の変異は,歯牙硬組織から得ら

れるような低分子化したDNAを試料として

も, I　に個人識別-の応用性が高いものと考え

られた　｡

性別判定法の検索

1.歯を試料とした従来の性別判定法

これまでの歯を試料とした性別判定法は,大き

0　5　0　5　0　5　0　5　0
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m十l
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図　　　　　　　　　における　　　　の
ation

像

を加味した　　　強度

図5　歯牙硬組織抽出DNAを用いた

における　　　　分析
M : 123ladder marker

さの比較に代表される形態学的検査　　砿郵質の

分光透過率や象牙質の比重を測定する物理･化学

的検査5',ならびに性染色質や　　　　等,細胞

内の特異的構造物を検査する細胞学的検査6)が知

10　--
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られていた｡しかしながら形態学的検査や物理化

学的検査は,いずれも男女を相対的に比較するこ

とにより初めて判定可能な検査であり,対照が存

在しない場合には判定困歎となる場合も少なくな

く,そのため最も確実な方法としては主に細胞学

的検査が用いられていた｡しかしこの森田抱学的検

査においても,検査手順や判定に際してはある程

度以上の経験や熟練度が要求されるものであっ

た｡

分析による性別判定

I-方血液試料を中心としたDNA分析による

性別判定は, Y染色体の有無を遺伝子レベルにて

重接検出する方法が試みられ,単遺伝子座位や複

数遺伝子座位に存在するY染色体特有の塩基配列

部位を検索することによって行われてきた｡

これらの検出方法としては, Y特有の塩基配列

部位に相補的なプローブを用いてサザン-イブリ

グイゼーション法　　により判定する方法や, Y

特有の塩蓋配列部位を置接PCR増幅法により検

出する方法　　等が用いられている｡

3.歯を試料としたDNA分析による性別判定法

領域から

の検索

著者は歯を試料とした方法として,先ずPCR

増幅法を用いた

領域からの性別判定法に着目した｡

これは　　年　　　　　　　　　　　が

遺伝子に近く, Y特異的Alu

反復配列の存在するASF領域をPCR法により

増幅し,血痕から性別判定を行う簡便な方法とし

て報害したものである｡著者はASF領域が複数

遺伝子座位に存在し増幅が容易とされる点や,そ

の　　　　　　が比較的小さく低分子化DNAに

も応用性が高いものと考え,歯牙抽出DNA-

の応用を試みた32)｡ pcR増幅に用いた

ならびに　　　　　　　　　　　は表1に示した

如くである｡

先ず血液試料に本法を応用したところ,女性試

料の場合にはX特異的な　　　のバンド1本のみ

が,また男性試料の場合にはⅩ特異的なバンドに

ll

il ilgil

加えて　　　のY特異的バンドの計2本が同時に

検出され,明瞭に性別を判定することが可能で

あった｡そこで次に歯髄ならびに歯牙硬組織より

抽出したDNAに本法を試みた結巣,血液試料

の場合と同様,やはり明瞭に性別判定が可能で

あった(図

しかしながら著者は検索中に,血液を試料とし

た場合でも　　　　　　　　　　　　　　染色では

検出されなかったものの,より感度の高い銀染色

を用いると, Y特異的バンドと同じ　　　の位置

に女性試料であるにもかかわらず薄いバンドが検

出される試料や,男性試料であるにもかかわらず

Y特異的バンドの増幅が極めて弱い試料が存在す

ることを見出した(図　　　　　これらは男性,女

性に関わらず,いずれも　　　の位置に薄いバン

ドが検出されることから,性別判定において誤判

定の危険性があることを示唆している｡

そこで次にこれら　　　の位置に出現する薄い

増幅バンドについて　　　　　　法による精査を

試みた｡図7に示した如く,女性試料の場合には

初めのPCR増幅において　　　の位置にバンド

が検出された試料でも　　　　　　　ではバンド

が増幅されず,反対に男性試料でY特異的バンド

の増幅が弱いものでも　　　　　　法の応用に

より明瞭に増幅が可能であった｡すなわち,この

の位置に出現する紛らわしいバンドは,

法の応用により,非特翼的バンドと

Y特異的バンドのどちらであるかを判定すること

ができると考えられた｡

しかしながら,歯牙硬組織を用いた場合には図

7の　　　レーンの如く, Y特異的バンドである

にもかかわらず　　　　　法でも増幅されない

試料が存在した｡そこでさらに精査すべく,制限

酵素切断による検索を試みた｡

その結果は図8に示した如くで,男性試料およ

び女性試料の　　　の位置に増幅されたバンド

を,それぞれ制限酵素

で切断してそのバンドパターンを比較したとこ

ろ,男性のものと女性のものとでは明らかに異な

るパターンが得られたo
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表　　　　増幅に用いた各プライマ-および増幅条件

プライマー

性別判定

領域

Yll : 5㌧ATGATAGAAACGGAAATATG-13'

Y22:5㌧AGTAGAATGCAAAGGGCTCC -3'

Xl:

X2:5㌧GrllTCAGCTCTGTGAGTGAAAl3'

遺伝子磯城

AMXY]F:5'-CTGATGGTTGGCCTCAAGCCTGTG-13'

AMXY3R:5㌧TGCTCATATTATACTTGACAAAGC13'

-3'

AMELIB:5'-ATCAGAGCTTAAACTGGGAAGCTG13'

VNTR analysis

･1)

GH437:5㌧GACCACAGAGAGCTTAGTGGAGCTT-3'

:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CCAC　　　　一3'

増幅条件

D

. A S F 9 4 ｡

】

. A m U 千°

. D 4 S 4 3

9 4 ｡

I

9 4 ｡

9 4 ｡

-

Witt &Erickson

花岡ら

人　　　　　ら

ら

Annealing

55｡

36C)′

55nC lmin.

30cycles

60oC lmin.

35cycles

51｡

31cycles

Extention

72｡

■■■■■ー

72｡

72℃ 2min

】

∴

ら

上

従ってASF領域を対象としたDNA分析によ

る性別判定において　　　　の位置に紛らわしい

バンドの検出された試料においては,言呉判定を防

ぐ意味から最終的に制限酵素切断による検索が必

要であると判断された

遺伝子櫨域を用いた性別判定

上述の如く　　　　領域を用いて確実な性別判

定を行うためには　　　　　　法や制限酵素切

断による精査等,やや煩雑な操作を伴うため,

著者はより明瞭かつ簡便な性別判定法として,

遺伝子領域からの性別判定法の検索

を行った｡

遺伝子は歯牙の元卸質の形成に関

与することが良く知られており,法医学領域では

年に　　　　ら28)が, ⅩおよびY染色体で互

いに相同性の高い塩基配列を持っ

遺伝子鹿域に注目し,両者に共通の配列を持っ

を用いたPCR法による性別判定法を報

害した｡

図9l aはこの　　　　ら　　の報吾に基づ

き,血液,歯髄および歯牙硬組織を試料として性

別判定を行った結果を示している｡いずれの試料

でも,男性はⅩおよびY特異的バンドの2本が同

時に,また女性ではⅩ特異的バンドのみが検出さ

れ,性別判定が可能であった｡

しかしながらこの方法では　　　　　となる

PCR増幅産物がⅩ特異的バンドで　　　　　特

異的バンドで　　　と極めて大きく,抽出される

高分子DNAの比率が少ない歯牙硬組織にも確

実に対応させるためには　　　　となる増幅領

-- 12　-
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1 72bp■l

131bp+

En [::!コ【::ヨコ[:義:コ

b

図　　　　　　　　　　の方法による性別判定

a :銀染色による　　　　1∃像

b :判定の紛らわしい試料

1, 5レーンの矢印郭に薄いバンドが

出現｡

M I. 1231adder marker

⊂二二コ　　　∈二二コ　　云　⊂二云=コ

図　　　　　　　法を用いた性別判定

2, 5レーンに出塊した女性試料の

のバンドは　　　　　　では検出されなかっ

た　　　　レーン)｡また7, 9レーンの男

性試料の　　　のバンドは　　　　　　法に

より明瞭に増幅されるもの(8レーン)と増

幅されないもの(loレ一ン)があった｡ M:

123 ladder marker

域を狭める必要があると考えた｡そこで著者は

ら　　の報害にあった

の設定部位をより内側に設定し,増幅範囲を400

bp以上狭めることに成功した(義

【)◆

133bp+
lZ4bp+

豊臣

48bp･+

39bp+

図8　制限酵素による分析

レーン　　　　による切断パターン

レーン　　　　による切断バク-ン

レーン　　　　による切断パターン

M : 123ladder marker

この新設定に従い,血液,歯髄および歯牙硬組

織を試料とし性別判定を試みたところ,いずれの

試料においても男性試料ではⅩ特異的バンド

bp)とY特異的バンド　　　の2本が,そして

女性試料ではⅩ特異的バンドのみが検出され,い

ずれの試料においても明瞭な性別判定が可能で

あった(図　　　｡そこで本法を従来の

ら　　の方法と比較したところ,本法では性別判

定が可能であったものの　　　　　ら　　の方法

では増幅が困難で判定不能であった試料が,木検

索において歯牙硬組織30例中4例存在した33)｡こ

れは,増幅範囲を狭めたことにより,より低分子

化したDNA Lか抽出されなかった試料におい

ても性別判定が可能となったことを示している｡

さらに先に述べたASF領域からの性別判定法

とも比較したところ　　　領域では性別判定に

紛らわしいバンドが存在した試料でも,本法を用

いることにより確実に性別判定を行うことが可能

であった

次に抜去もしくは脱落した乳歯よりDNAを

抽出し,これを試料とした性別判定についても試

みた｡その結果は図10に示した如くであるが,

の方法では判定の紛らわしい

試料も,著者らの方法を用いることにより,永久

歯の場合と同様明瞭に性別判定が行えた試料が存

在した反面　　　　　　　　　　の方法で判定可

--I 13　-
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能であったにもかかわらず,著者の方法では

が増幅されない試料も存在した｡これは

抽出されたDNAに　　　に満たないさらに低

分子化したものが存在したためと考えられ,より

巨憂コ厘] [裏裏] M
orlglnT

977bp-●

788bp+

%●翻
　
瑚

盟1
　
【

漁
連
-

ty,票
融

JPt

* +984bp

嚇　●励･-

怨盟

圭慮,
♂　　♀　　♂　　♀　　♂　　♀

a

◆

,遠

cmt口重:]厘丞]厘M

+615bp

l■492bp

▲■●　◆

♂♀♂b♀♂♀

図　　　　　　　　遺伝子領域による性別判定

a:　　　らの方法　b:著者らの方法

LA｣
♂　　♀　　♀　　♂　　♂　　♂　♀　♀　♂　♂

図10　乳歯を用いた性別判定

男性試料と言呉判定しやすいBの試料も,著
者らの方法では明瞭に女性試料と判定できた｡

一方試料Dのように　　　　　　　　　の方法
で判定可能であったものの,著者らの方法で

は　　　が増幅されないものも存在した｡

14

増幅範囲を狭める必要性が示唆された｡

そこに　　年　　　　　　ら3°は

領域においてさらに増幅範囲の小さい簡便な性

別判定法を発表した(表1)｡図11は

ら31)の方法による性別判定の結果を示したもので

あるが,いずれの試料においても女性試料の場合

は　　　のⅩ特異的バンドのみが,また男性試料

ではⅩ特異的バンドに加え　　　のY特異的バン

ド計2本が同時に増幅され,今回検索を行った全

試料において確実な性別判定が行えた｡

この　　　　　　　遺伝子領域については,本

学小児歯科学講座と共同で仝塩蓋配列についてす

でに決定しており　　法歯学講座主任教授である

水口35)がさらに増幅範匪十を狭めた性別判定法につ

いても報害し,すでに実用化の段階に入っている｡

歯科補編物をDNA源とした性別判定法とVNI

TR多型の検出法の検索

1.試料と方法

本検索では歯科補綴物の中から歯科用レジンを

用いた補綴物に焦点を絞った｡先ず試験的試料片

として光重合レジンエスティオ　　　　社)にて

1片が5mm厚さ1mmのレジン片を作製し,こ

れを著者の全唾液に浸漬後,室温にて1日～1ケ

月間放置して唾夜斑を作製した｡また実際的試料

として,歯科医院より患者の了解のもとに不要と

なったレジン補綴物を収集し(n-55　♂

♀　　♂　　♀　　♂　　♀　　♂

図　　　　　　　らの方法による性別判定

M : 1231adder marker
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♀　　　　試験的試料片と同様の大きさになるよ

うに切り出して分析に供した｡

DNAは,プロテネースKにて蛋白処理後レジ

ン片を取り出し,その後は歯牙の場合と同様に

フェノール/クロロホルムにて通法により抽出を

行った｡

DNA分析は　　　　　　ら31)の性別判定法な

らびに前述の　　　　　　　における　　　　の

変異について検索を行った｡

2.抽出DNA量の検討

各試験的試料片より得られたDNA量は最少

で　　　最大で　　　　で1日経過したものか

らは　　　　　　　平均値±　　　　　週間経過

したものから　　　　　　　　　週間経過したも

のから　　±　　　　　　ヶ月経過したものから

ヶ月経過したものから　　±1

のDNAが得られた｡かなりのばらつき

は認められるものの,平均値を比較した結果,読

料片の放置期間が長い程DNA抽出量は減少す

る傾向にあった　｡また実際的試料片からは

鼻少で　　　　最大で　　　　のDNAが得ら

れたが,今回検索した範囲内において,実際的試

料が患者の口腔内に装着されていた期間と得られ

たDNA量,またDNA抽出までの放置期間と

得られた　　　量とのそれぞれの関係につい

て,いずれの場合にも特に両者間に相関関係を見

出すことは出来なかった(図

分析結果

図13に試験的試料片および実際的試料片より抽

出したDNAを用い　　　　　　ら31)の方法に

より性別判定を行った結果を示したo試験的試料

片では著者(♂)の唾液を使用したため,全試料に

おいて2本のバンドが検出され,また実際的試料

片では男性は2本,女性は1本のバンドのみが

検出され,やはり検索した全試料において明瞭に

男女の判定が可能であった37)｡また

における　　　　多型の検索では,サイズの大

きな　　　については検出されなかったものの,

は全試料より検出可能で,さらに6%

変性ゲルによる精査によって,今回の検索では前

100, No. 12 (2000)
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Zy　　　4y　　　6y

terminaoralcavJty　+

a

8y　　　10y

0　　　　　200　　　　400

days +

b

図12　実際的レジン試料片からのDNA抽出量

a :口腔内に装着されていた期間と抽出量
との相関

b :抽出までの放置期間と抽出量との相関

述の　　　　における4種の　　　　　　　　の

うち3種の　　　　　を見出すことができた(図

○

これらの結果は,歯科レジン補綴物がDNA

分析による個人識別において,重要なDNA源

となり得ることを示している｡

4.レジン補綴物におけるDNAの由来の検索

図　　　に示した如く,床義歯のレジン床部分

より試料片を切り出し,カーバイドバーにより

(1)試料の全表面を-層削除したもの(2)試料片を2

つに分割し,義歯床の粘膜面のみを有するもの

15
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(3)研磨面のみを有するもの　の3種短の切片を作

製し,それぞれより　　　を抽出してその抽出

量の比較を行った｡その結果は当初予想したとお

り粘膜面より最も多くの　　　が抽出されてい

ることが明らかとなった(図　　　　　｡これは

言うまでもなく, DNAの由来となる口腔粘膜紬

♂♀　♀　♀　♀♂♀　♀　♀　♀　♀♂♂♀　♀　♀　♀♀♂♂♀　♀♂♂♀　♀♂

b

図13　レジン試料片を用いた　　　　　　らの方法
による性別判定

a :試験的試料片　b :実際的言式料片
M : 1231addcr marker

10 % PAGE　　　　　　　　　6 % denaturing PAGE

図14　レジン試料片を用いた　　　　　　の

多型の検索

M : 123ladder marker

16

胞が義歯粘膜面に最も多く付着しているためと考

えられる｡念のためそれぞれの試料片より抽出し

たDNAを試料として性別判定を試みたとこ

ろ,いずれの試料においても｢分に性別判定が可

能であった　｡

これらの試料片の表面には研磨面,粘膜面共

に微細な凹凸が存在し

モリテックス社)により210倍に拡大して

観察することによって,特に粘膜面に著明である

ことが確認できた｡この凹凸は,カーバイドバー

により表由に一層傷が付く程度に削除しても完全

にはなくならないことがやはりMSSによる観察

で確認され,従って表面を一層削除したレジン床

であっても,四部に残存した細胞は取り除かれる

ことが無く, DNAの抽出が可能であると判明し

た

謀料片

層削陰

画

(
6
u
)
v
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1
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U
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O
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e

900
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0　　0　　0　　0　　00　　0　　0　　0　　05　　4　　3　　2　　1

(2)瓶強面

図15　レジン床義歯におけるDNAの由来
a : 3種の試料片

b : 3種の試料片からのDNA抽出量
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このことは,レジン補綴物をDNA分析にお

ける法科学的試料とする場合,表面のコンタミを

避ける目的で一層削除後分析に供したとしても,

十分に個人識別-の応用が可能であることを示唆

している｡

ま　　と　　め

木研究の成果は以上のごとくまとめられるo

L　歯髄より得られたDNAは保存性が高く,

最長で336日間空気中に保存された抜去歯の歯髄

からも高分子DNAが抽出され,血液試料を対

象としたDNA分析法-も｢分応用可能である

と考えられた｡

2.歯牙硬組織は適切な脱灰処理を行うことによ

りDNAの抽出効率を上げられるが,得られた

DNAの性状は低分子化したものが殆どであった｡

3.血液DNAを試料として　　　　　　　に

おける　　　　の検索を行ったところ, 11の

eleと16の遺伝子型が兄いだされ,さらに繰り返

し数1の　　　には新たに4種の

が見出された｡

4.歯牙より抽出したDNAに　　　　　　　に

おける　　　　の検索を応用したところ,繰り返

し数1の　　　は全試料より検出され, 4種の

が確認された｡

亀城を用いた性別判定法では,誤判定

を防ぐため　　　　　　法や制限酵素による確

認が必要であった｡

遺伝子領域を用いた性別判定

では　　　法の増幅範囲をより狭めることによ

り,歯牙硬組織より得られるような低分子化した

DNAにも応用可能であった｡

7.歯牙硬組織より得られるような微量で低分子

化したDNAを試料とする場合には,増幅産物

の小さい領域を対象としたPCR法によるDNA

分析が適切であった｡

8.レジン補綴物より抽出したDNAを試料と

しても,検索した全試料においてPCR法による

遺伝子領域を対象とした性別判定

が可能であった｡

17
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9.レジン補綴物を対象とした　　　　　　　に

おける　　　　の検索では,繰り返し数1の

eleが全試料より検出され, 4種の

のうち3種が確認された｡

10.レジン床義歯を実際のDNA分析に応用す

る際には,粘膜面からより多くのDNA抽出が

期待され,また試料の混歯を防ぐ意味から外面を

一層削除しても,表面の微細な凹凸が完全には失

われないことから　　　　の抽出が可能であると

考えられた｡

ll.口腔内より得られたレジン補綴物は

分析による個人識別に極めて有用であった｡

お　わ　U　に

本研究を通じて判明したように,歯牙は血液と

比較し,極めて保存性の高いDNA源となり

待,さらに補綴物からのDNA分析も可能で

あったことから,今後個人識別の実際面において,

歯科的所見はさらにその重要性を増したと言える｡

現在法医学分野でのDNA分析においては,

と呼ばれる2塩蓋

から4塩蓋の繰り返しを有する領域の検索がその

主流となりつつある｡やはりこれらについても相

変わらず血夜DNAを中心とした展開である

が,すでに著者は歯牙およびレジン補綴物より抽

出したDNAを用い

のSTR領域について検索を行い,これま

でのところ良好な成績を修めている　｡しかし

ながら,やはり,低分子化したDNAを検索の

対象とした場合には,多くの留意点が存在し,血

液DNAを対象とした検索法をそのまま流用す

ることは極めて危険性が高いと考えられ,この分

野の研究はさらに継続していく所存である｡

本稿の一部は平成10年度東京歯科大学学長奨励研究

報吾として第267回東京歯科大学学会例会(平成11年6

月5日,千葉)において発表した｡
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