岩手医科大学歯学部オープン・リサーチ・プロジェクト

岩手医科大学先進歯科医療研究センターでは，第一回オープン・リ
サーチ・プロジェクト（2001-2005）の再生医療研究をさらに発展させた
「難治性歯科疾患克服に向けたcell therapy の基盤構築とdentistryの
育成」が、平成19年に 私立大学学術研究高度化推進事業 オープン・
リサーチ・センター整備事業として新たに採択されました
(2007-2011)。当該事業内容は，歯科再生医療を社会的に普及させる
ための基盤技術の構築とその実現を目指した事業内容です。再生医療
実現において将来的にハードルとなるであろう問題を掘り起こし、技術
的な解決、安全性の担保、教育についてプロジェクトを実施します。
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岩手医科大学歯学部オープン・リサーチ・プロジェクト
学部長挨拶
岩手医科大学歯学部は、歯科医学に関する先端的研究を行うための独立した
共同研究部門として先進歯科医療研究センターを立ち上げ、平成11年から15
年と平成17年から21年の２回にわたって文部科学省私立大学学術研究高度
化推進事業ハイテク・リサーチ・センター整備事業ならびに、平成13年から17年
のオープン・リサーチ・センター整備事業を通じて着実な研究成果を挙げて参り
ました。今回、平成19年オープン・リサーチ・センター整備事業「難治性歯科疾
患克服に向けたcell therapy の基盤構築とdentistryの育成」の採択を受け、こ
れまでの研究成果をさらに発展させ、再生医療がより身近な医療へと普及して
いくことを目指した事業を行います。再生医療が新規医療として周知されるよう
になってきた反面、まだまだ解決すべき問題が数多く残っていることは否めま
せん。この研究事業を通じて、本学の特徴である医学部や薬学部との学際的
な研究や他大学との共同研究、産学連携を積極的に推進しながら、未来ある
歯科医学の発展に貢献していきたいと思います。またリサーチマインドをもった
歯科医師の育成や開業医の先生方への情報発信の場ともなる、開かれた研
究センターとして機能するよう努めて参りますので、是非ともご支援下さいます
ようお願いいたします。

三浦歯学部長

先進歯科医療研究センター長挨拶
再生医学・療法は、生体のもつ自然治癒能力を超える組織の欠損や臓器の損
傷に対して、治癒能力を人工的に高めて対象とする組織・臓器を生体自身に
再生させることを目的とする。顎口腔領域においても、組織再生療法は高齢社
会の中で重要なテーマである。近年、分化誘導因子により組織再生を図る方
法や間葉系組織幹細胞を用いた歯周組織再生療法なども試みられているが、
解決しなければならない問題が依然として数多く残されており、再生療法が実
際の歯科医療に広く受け入れられるまでには至っていないのが現状である。
以上の点に鑑み、岩手医科大学 先進歯科医療研究センターでは、「難治性
歯科疾患克服に向けたcell therapyの基盤構築とdentistryの育成」という課題
のプロジェクトを開始し、平成19年度より文部科学省私立大学学術研究高度化
推進事業オープン・リサーチ・センター整備事業に採択された。本プロジェクト
（オープン・リサーチ・プロジェクト）は技術開発を含む再生医療に関する先進的
基礎研究のみならず、歯科再生医療・技術の普及にむけた取り組みをも研究
目的として挙げている点で、これまでの研究プロジェクトとは一線を画する。

木村センター長

プロジェクトリーダー挨拶
オープンリサーチプロジェクト「難治性歯科疾患克服に向けたcell therapyの
基盤構築とdentistryの育成」は、平成19年度から５年間かけて歯科再生医療
の実現を目指した事業を行います。歯科再生医療技術の中には、従来の医療
教育にはない特殊な技術や設備を必要としたり、医療の安全性が十分に担保
されていないなど、期待の大きさに比べて社会的に普及するにはまだまだ解決
すべき問題があります。この研究事業では基礎的な再生医療研究だけでなく、
医療の安全性評価のための技術開発や大学院や臨床医を対象にした歯科専
門医育成教育プログラムの構築も含めた３つが大きな柱となっています。臨床
と基礎とが連係して研究を進めていくための環境づくりをベースに、歯学研究
の枠を越えた医歯薬学の学際的研究や産学連携を推し進めます。その核とし
て細胞や生体の変化をリアルタイムで観察でき、遺伝子の転写活性から再生
骨の定量までが一連の研究として行えるような、in vitroからin vivoまでの研究
をトータルでサポートできるシステムを構築しています。その利用法は研究者
のアイデアによってさらに広がる可能性があります。多くの研究者がこのプロ
ジェクトに参画することを期待しています。
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原田プロジェクトリーダー

オープンリサーチプロジェクトの運営の柱
オープンリサーチセンター整備事業は、学外の幅広い人材を受け入れたり、研究成果等を広く公
開するなど、オープンな体制の下に行う事業です。先進歯科医療研究センターでは、プロジェク
ト事業担当者に加え、外部からポスドク採用、他施設や海外との共同研究、産学官連携を推進す
る体制を整えて、事業を遂行しています。また、研究センター内に新たに生体イメージング解析
室をもうけて共同研究の支援を行っています。

基礎と臨床の共同作業による研究推進

講座や大学の枠を越えた人的交流と技術交流をふまえた

研究推進

オープンな体制による
研究推進

教育と人材育成
大学院実質化と教育プログラム
RA・TAの活用
ポスドクの活用
研究環境の構築整備
研究セミナーの推進と大学院教育

産学連携
他研究機関との共同研究
他大学研究者の受け入れ
医学部・薬学部との連係
国際的研究活動

事業実施体制

平成21年度には他大学の再生医療プロジェクトとの
連携も視野に！
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研究発信と研究者間交流
研究交流とセミナーの実施

平成１９年度
討論会：平成１９年6月8日
東京大学 本田雅規先生
日本大学松戸歯学部 小澤幸重先生
新潟大学 大島勇人先生

平成２０年度
第１回セミナー：平成20年8月4日
Dalian Medical Univ． Jean Xiao 先生
第２回セミナー：平成20年11月14日
東京医科歯科大学 須田 直人 先生

第1回セミナー：2007年5月14日
研究成果発表会：平成20年9月27日
東京医科歯科大学 中島 和久 先生
Helsinki大学 Irma Thesleff先生
第2回セミナー：2007年8月9日
名古屋大学 上田 実 教授
新潟大学 大島 勇人 先生
NewCastle大学 中富 満城 先生
第3回セミナー：2007年10月1日
三重大学 山崎 英俊 先生
第4回セミナー：2007年10月22日
大阪大学 村上 伸也 先生
広島大学 河口 浩之 先生
第５回セミナー：2007年10月30日
新潟大学 大島 勇人 先生
第６回セミナー：2007年12月26日
Columbia University 大津 圭史 先生
第７回セミナー：平成20年1月24日
東北大学 福本 敏 先生

研究成果発表会 H20 9/27
研究講習会と機器説明会

平成１９年度
１）大判ポスターの作成方法
：平成20年8月7日
Canon iPF8000
２）高感度発光イメージングの研究方法
：平成20年10月11日
Olympus LuminoView LV200システム
３） in vivo イメージング方法
：平成20年11月13日
Xenogen IVIS Imaging System
４）高感度発光イメージングの研究方法
：平成20年1月25日
Olympus LuminoView LV200：
５）MicroCT を使った研究方法
：平成20年2月7日
GE Laboratory MicroCT Scanner

平成２０年度
１）MicroCT を使った研究方法
：平成20年4月28日
GE Laboratory MicroCT Scanner
２）MicroCT を使った研究方法
：平成20年8月29日
GE Laboratory MicroCT Scanner
３） µプレートリーダーを用いた解析法
：平成20年8月1日
ベルトールドジャパン社 マルチモードプレートリーダー
TriStar LB941 vTi
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オープン・リサーチ・プロジェクト機器
TriStarLB941vTi マルチモードプレートリーダー
この機器は発光・蛍光・吸光度測定が１台で行えるマルチモード
プレートリーダーである。６ウェルから384ウェルまで測定が可能で
ある。本システムは DOPS機構を搭載することでクロストークを極
限まで少なく抑え、発光測定においても超高感度奈データを得る
ことができる。また、世界で唯一フラッシュ発光測定が可能な電磁
バルブオートインジェクタを２本（最大４本まで）搭載しています。
活性酸素測定、細胞貪食能試験などに有効な温度コントロール
が標準装備されている。

GE社製 Laboratory MicroCT Scanner
動物の解剖学的知見を取得するためには、動物を屠殺して臓
器摘出、組織切片作製、組織染色、顕微鏡観察等を行う必要
があり、多大なる時間と労力を要していた。
本イメージングシステムは、X線を用いて、生きたラットやマウ
スの個体内における解剖学的知見を低侵襲的に得ることがで
きるCT(コンピューター断層撮影装置)である。これまで臨床用
CTで行われてきた病変観察や治療効果の確認を、CTの解像
度を高めることにより実験用小動物を利用して評価できる。

リアルタイムin vivoイメージングシステム
IVIS(R)Imaging System
IVIS(R) Imaging Systemは、生体内の遺伝子やタンパク質に
“光”のマーカーを付けることによって、動物体内を非侵襲的に、
生きたまま体外からモニタリングすることができる、いわゆるin
vivoイメージングシステムです。
酵素発光（ルシフェラーゼ）による発光や蛍光（GFP等の蛍光タ
ンパク質やFITCやCy5.5などの蛍光トレーサー）の両方におい
て、高感度に観察することが可能な装置です。
本装置を用いることにより、細菌や癌細胞の増減を光の強度と
して定量することが可能であり、また病態モデルなどにおける
疾病遺伝子の発現を定量化することも可能です。また、イソフ
ルランを用いたガス麻酔システムも備えています。

Olympus LuminoView LV200
高感度発光イメージングシステム
高感度冷却CCDカメラを搭載し、微弱な発光を高感度で捉える
ことが可能で、露光時間を最小限に抑え、鮮明な画像を暗室な
しでも取得することができます。
細胞群の中からトランスフェクションされた細胞を対象に、個々
の細胞の発光量変動を画像とともに捉えたり、レポーターアッ
セイでは個々の細胞の形態画像や発光量、発現のタイミング
やその位置情報など詳細なデータを得ることができます。また
ファイバ照明による明視野画像と擬似カラー化した発光画像を
重ねあわせることで、個々の細胞および組織内における分子
の局在や遺伝子発現部位などを知ることができます。さらに、
数日から数週間の長期連続観察、発現量が低く感度を必要と
する発現解析、発光と透過蛍光を組み合わせた複雑な観察を
行うこともできます。
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䈢䉄䈮䇮hMSC䈱ᄙಽൻ⢻䉕⛽ᜬ䈜䉎↢↱᧪䈱࿃ሶ䉕䈜䈖䈫䉕ᦨ⚳㆐⋡ᮡ䈫䈜䉎䇯

6

䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱ᱤౣᬀ䈻䈱ᔕ↪䈮ะ䈔䈩

㵥in vitro䈪䈱ฦ⒳⮎䈫䈱Ყセ䈫⽎⾰䈫䉶䊜䊮䊃⾰䈪䈱ലᨐ䈱Ყセ㵥
ᱤ⑼ሽቇ╙䋱⻠ᐳ 䂾㆙⮮ ⌀ ኹ↰ᨋᄥ㇢ ਭ↰ ⒤

䈲䈛䉄䈮
ᄖ்䈭䈬䈪ᱤ䈏⣕⪭䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈖䈱႐ว䇮⣕⪭䈚䈢ᱤ䉕ౣᬀ䈜䉎ಣ⟎䉕ⴕ䈇䉁䈜䈏ฃ்䈚䈩䈎
䉌䈱⚻ㆊᤨ㑆䈮䉋䈦䈩䇮੍ᓟ䈮㆑䈇䈏䈩䈐䉁䈜䇯
䂓 ฃ்䈚䈩1ᤨ㑆એౝ䈪䈱ಣ⟎

㽲㗻㕙䉕ᒝᛂ䈚䈩ᱤ
䈏ᛮ䈔䈩䈚䉁䈇䉁䈚䈢䇯

㽳䈚䈎䈚ฃ்䈚䈩৻
ᤨ㑆એౝ䈪ᱤ䈱
㕙䉅ੇ῎䈚䈩䈇䉁䈞
䉖䈪䈚䈢䇯

㽴䈠䈖䈪ᱤ䈫ᱤᮏ
┃䋨ᱤ䈏ᬀ䉒䈦䈩
䈇䉎䉸䉬䉾䊃䋩䉕䉋
䈒ᵞᵺ䈚䉁䈚䈢䇯

䂓 ฃ்䈚䈩ᢙᤨ㑆⚻ㆊ䈚䈩䈎䉌䈱ಣ⟎

㽲㗻㕙䉕ᒝᛂ䈚ᱤ䈏ᛮ䈔
䈩䈚䉁䈇䉁䈚䈢䇯

㽵䈠䈚䈩ᱤ䉕ర
䈱⟎䈮ᬀ䈋
⋥䈚䉁䈚䈢䇯

㽶1ㅳ䈎䉌2ㅳ⒟ᐲേ䈎
䈭䈇䉋䈉䈮࿕ቯ䈚䉁䈜䇯

㽳ฃ்䈚䈩䈜䈪䈮ᢙᤨ㑆
⚻ㆊ䈚ᱤ䉅ੇ῎⁁ᘒ䈪
㕙䈲ᳪᨴ䈘䉏䈩䈇䉁䈚䈢䇯

㽴ᳪᨴḮ䈫ੇ῎
䈚䈢ᱤᩮ⤑䉕
䈑ข䉍䉁䈜䇯

㽵2.4䋦䈱䊐䉾ൻ
䊅䊃䊥䉡䊛䈮ᶐ䈚
䈩ᱤᩮ㕙䈮⠴㉄
ᕈ䉕ᜬ䈢䈞䉁䈜䇯

㽶䉋䈒ᵞᵺ䈚䈢ᓟ䇮ᱤ
䈱ਛ䈱⚵❱䉕ข䉍㒰䈐
䉄‛䉕䈚䉁䈜䇯

㽷ర䈱႐ᚲ䈻ᬀ
䈋䈭䈍䈚䉁䈜䇯

䈖䈱႐ว䈲Ყセ⊛䇮ᴦ䉎น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈪䈜䇯䈭䈟䈭䉌ᱤ䈱㕙䈱ᱤᩮ⤑䈫䈇
䈉⚵❱䋨ᱤ䈫ᱤ䈱ᬀ䉒䈦䈩䈇䉎㛽䉕䈧䈭䈓⚵❱䇯䉪䉾䉲䊢䊮䈱䉋䈉䈭䈐䉇ຏ䉖䈣
ᤨ䈱ᗵⷡ䈭䈬䉕વ䈋䉎䋩䈏䉁䈣↢䈐䈩䈇䈢䈎䉌䈪䈜䇯
㽸ᢙㅳ㑆࿕ቯ䈚䉁䈜䇯

㽹ⴚᓟ䈱䉣䉾䉪䉴
✢౮⌀

㪫㪼㫏㫋㪹㫆㫆㫂 㪸㫅㪻 㪚㫆㫃㫆㫉 㪘㫋㫃㪸㫊 㫆㪽 㪫㫉㪸㫌㫄㪸㫋㫀㪺 㪠㫅㫁㫌㫉㫀㪼㫊 㫋㫆 㫋㪿㪼 㪫㪼㪼㫋㪿 㪋㫋㪿 㪼㪻㫀㫋㫀㫆㫅
㪡㪅 㪦㪅 㪘㫅㪻㫉㪼㪸㫊㪼㫅㪃 㪝㪅 㪤㪅 㪘㫅㪻㫉㪼㪸㫊㪼㫅 㪸㫅㪻 㪣㪅 㪘㫅㪻㪼㫉㫊㫊㫆㫅 䉋䉍

䈖䈱䉋䈉䈭႐ว䈲䈣䉖䈣䉖䈮ᱤ䈱ᩮ䈏ๆ䈘䉏䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᄙ䈇䉋䈉䈪䈜䇯ᱤᩮ⤑䈏䈭䈇䈢䉄䈮
ᱤ䈫ᱤᮏ㛽䈏≹ว䈚䇮䉇䈏䈩ᱤ䈱ᩮ䈏㛽䈮⟎䈐឵䉒䉍䇮䈧䈇䈮䈲ᱤ䈏ᄬ䉒䉏䈩䈚䉁䈇䉁䈜䇯

䂓 ᧄ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䈧䈇䈩
⸥䈱䉋䈉䈮⣕⪭䈚ᱤᮏ┃ᄖ䈪㐳ᤨ㑆䈏⚻ㆊ䈚䈢ᱤ䈲䇮ౣᬀᤨ䈮ᱤᩮ⤑䈏㒰䈘䉏䉁䈜䇯䈚䈎䈚䇮䈖䈱႐ว䇮ౣᬀᱤ䈲䉝䊮䉨䊨䊷䉲䉴䋨ᱤᮏ
㛽䈫ᱤ䈏≹⌕䈜䉎䈖䈫䇯ᱤ䈱ๆ䉕䈉䈖䈫䉅䈅䉎䋩䉕↢䈛੍ᓟ䈏ᖡ䈇䈪䈜䇯䈠䈱䈢䉄⎬⚵❱䈱⠴㉄ᕈ䉕㜞䉄䈩ๆ䉕ᛥ䈜䉎䊐䉾ൻ‛䉕ᔕ↪䈜䉎
䈭䈬䈱ᩮ㕙ಣℂ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯
ㄭᐕ䇮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈏䇮䉦䊦䉲䉡䊛䈫䈱㜞䈇ⷫᕈ䈫㛽ๆᛥ⢻䈎䉌㛽☻㝃∝䉇ᖡᕈ⣲≌䈮䉋䉎㜞䉦䊦䉲䉡䊛ⴊ∝䈱ᴦ≮⮎䈫䈚䈩↪
䈇䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯䉅䈚䈖䈱ๆᛥലᨐ䉕ᱤ䈱ౣᬀ䈮↪䈪䈐䉏䈳䇮ᱤᩮ䈱ๆ䉕ㆃ䉌䈞䈢䉍䇮㒖ᱛ䈪䈐䉎䈎䉅䈚䉏䉁䈞䉖䇯䈠䈖䈪ᧄ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪
䈲䇮⣕⪭ᓟ䈮㐳ᤨ㑆䈏⚻ㆊ䈚䈢ᱤౣᬀ䈱੍ᓟ䈱ะ䈱䈢䉄䈱䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱ᔕ↪䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈚䉁䈚䈢䇯

䂓 ታ㛎䋱

䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䉕䉄䈢ฦ⒳⮎䈮ᶐẃ䈚䈢⽎᧼䈱䈪⎕㛽⚦⢩䉕ၭ㙃䈚⎬⚵❱ๆᛥലᨐ䈮䈧䈇䈩Ყセ

⋥ᓘ䋶䌭䌭䈱⽎᧼䉕⭯ಾ䈚䇮㪈㪌䋦㪜㪛㪫㪘䋨એਅ㪜㪛㪫㪘䋩䇮㪉㪅㪋䋦䊐䉾ൻ䊅䊃䊥䉡䊛䋨એਅ㪥㪸㪝䋩䇮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱㪈㫄㪤䊌䊚䊄䊨䊮㉄ੑ䊅䊃䊥䉡䊛䋨એਅ㪧㪛㪉㪇㫄䋩䈮䈠
䉏䈡䉏㪉㪇ಽ㑆ᶐẃ䈚䉁䈚䈢䇯䉁䈢㪈㫄㪤䊌䊚䊄䊨䊮㉄ੑ䊅䊃䊥䉡䊛䈮䈧䈇䈩䈲㪉㪋ᤨ㑆ᶐẃ䈚䈢⟲䋨એਅ㪧㪛㪈㪛㪸㫐䋩䉅⸳䈔䉁䈚䈢䇯䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈲ᶐẃಣℂ䈚䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯
㫇㫀㫋 㪽㫆㫉㫄㪸㫋㫀㫆㫅 㪸㫊㫊㪸㫐䉕ⴕ䈉䈢䉄䈮䇮䈖䉏䉌䈱⽎᧼䈲㪐㪍ⓣ䊙䊦䉼䉡䉢䊦䊒䊧䊷䊃ౝ䈮㕒⟎䈘䉏䇮䈖䈱䈪㪈㪋ᣣ㑆䇮⎕㛽⚦⢩䉕ၭ㙃䈚䉁䈚䈢䇯⽎᧼䈮ᒻᚑ䈘䉏䈢ๆ┃
䈲శቇ㗼ᓸ㏜䈫ᩏဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪ⷰኤ䈚䉁䈚䈢䇯⸘᷹䈚䈢ๆ┃䈱㕙Ⓧ䈲䇮㪢㫉㫌㫊㫂㪸㫃㪄㪮㪸㫃㫃㫀㫊 㫋㪼㫊㫋䈮䈩⛔⸘ಽᨆ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮㪥㪸㪝䇮㪧㪛㪉㪇㫄䇮㪧㪛㪈㪛㪸㫐䈪䈲䇮⎬⚵
❱ๆᛥ䉕␜䈚䉁䈚䈢䈏䇮㪊⟲䈱㑆䈮ᗧ䈭Ꮕ䈲䈅䉍䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯㪜㪛㪫㪘䈮䈍䈇䈩䈲ๆ䈏ഥ㐳䈘䉏䉁䈚䈢䇯
ฦ⒳⮎ಣℂ䈮䈍䈔䉎ๆ┃䈱㕙Ⓧ (n=5)
Group
Mean 㫧 S. D. (㱘m2)
100㱘m

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋱 䉮䊮䊃䊨䊷䊦
⍎䈭ๆ┃䈱ᒻᚑ䈏ήಣ
ℂ䈱⽎᧼䈱䈮䉌䉏䉁䈚
䈢䇯

䂓 ታ㛎䋲

100㱘m

䂓 ࿑䋲 䌅䌄䌔䌁
ๆ┃䈲ᐢ䈇▸࿐䈮ᒻᚑ䈘
䉏䉁䈚䈢䈏㕖Ᏹ䈮ᵻ䈇䉅䈱䈪
䈚䈢䇯

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋳 䌎a䌆
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

100㱘m

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋴 䌐䌄䋲䋰䌭
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋵 䌐䌄䋱㪛㪸㫐
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

Control
EDTA
NaF
PD 20min
PD 1Day

50272.86
227711.38
3854.10
2715.28
2391.26

㫧
㫧
㫧
㫧
㫧

34405.63
73272.52
2102.10
1799.73
2325.15

a
b
c
c
c

Different letters indicate statistically significant difference.

䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱⽎⾰䈫䉶䊜䊮䊃⾰䈮䈍䈔䉎⎬⚵❱ๆᛥലᨐ䈱Ყセ

ታ㓙䈱ᱤᩮ䈻䈱ㆡᔕ䉕ᗐቯ䈚䇮‐ᱤ䈱ᱤᩮ䈎䉌䈚䈢⽎⾰᧼䈫䉶䊜䊮䊃⾰᧼䉕䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱㪈㫄㪤䊌䊚䊄䊨䊮㉄ੑ䊅䊃䊥䉡䊛䈮䈠䉏䈡䉏㪉㪇ಽ㑆䈫㪉㪋ᤨ㑆
ᶐẃ䈚䉁䈚䈢䇯䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈲ᶐẃಣℂ䈚䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱⹜ᢱ䈲㪐㪍ⓣ䊙䊦䉼䉡䉢䊦䊒䊧䊷䊃ౝ䈮㕒⟎䈘䉏䇮䈖䈱䈪ᦨ㐳㪈㪋ᣣ㑆䇮⎕㛽⚦⢩䉕ၭ㙃䈚䉁䈚䈢䇯ၭ
㙃䋷ᣣᓟ䈫㪈㪋ᣣᓟ䈮⹜ᢱ䈮ᒻᚑ䈘䉏䈢ๆ┃䉕శቇ㗼ᓸ㏜䈫ᩏဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪ⷰኤ䈚䉁䈚䈢䇯৻ㇱ䈱⹜ᢱ䈮䈲㪫㪩㪘㪧ᨴ⦡䋨ᱤ䉇㛽䉕ๆ䈜䉎⚦⢩䉕ᨴ䉄䈜ᨴ⦡
ᴺ䋩䉕ᣉ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈪䈲⽎⾰䈮セ䈼䉶䊜䊮䊃⾰䈪㪫㪩㪘㪧㓁ᕈ⚦⢩䉅ๆ┃䈱ᒻᚑ䉅ዋ䈭䈒䇮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃⟲䈪䈲⽎⾰䇮䉶䊜䊮䊃⾰䈫䉅䈮
㪫㪩㪘㪧㓁ᕈ⚦⢩䉅ๆ┃䈱ᒻᚑ䉅䈾䈫䉖䈬䉂䉌䉏䈝䇮․䈮䉶䊜䊮䊃⾰䈪䈲⊝ή䈪䈚䈢䇯

䋵0㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋱
ᄙᢙ䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩䈏ή
ಣℂ䈱⽎᧼䈱䈮䉌䉏
䉁䈚䈢䇯

䂓 ࿑䋲
㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪䈲⍎䈭ๆ
┃䈏ήಣℂ䈱⽎᧼䈱䈮
䉌䉏䉁䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋳
ዋᢙ䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩䈏ή
ಣℂ䈱䉶䊜䊮䊃⾰᧼䈱䈮
䉌䉏䉁䈚䈢䇯

䋵0㱘m

䂓 ࿑䋴
ๆ┃䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏ήಣℂ
䈱䉶䊜䊮䊃⾰᧼䈱䈮䉌䉏
䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚Ⴚ⇇䈲ਇ⍎
䈪䇮㕖Ᏹ䈮ᵻ䈇䉅䈱䈪䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋵
䈗䈒䉒䈝䈎䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩
䈏䌐䌄䈪20ಽಣℂ䈚䈢⽎᧼
䈱䈮䉌䉏䉁䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋶
䈗䈒䉒䈝䈎䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩
䈏䌐䌄䈪24ᤨ㑆ಣℂ䈚䈢⽎
᧼䈱䈮䉌䉏䉁䈚䈢䇯

䂓 ᓟ䈱ዷᦸ
⽎᧼䉕↪䈇䈢⎇ⓥ䈪䈲PD䈮䈍䈇䈩䉅NaF䈫ห᭽䈱⎬⚵❱ๆᛥലᨐ䉕䈜䉎䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯䉁䈢⽎⾰䇮䉶䊜䊮䊃⾰䈬䈤䉌䈮䈍䈇䈩䉅ലᨐ
䉕␜䈚䉁䈚䈢䇯
ᓟ䈲േ‛ታ㛎䉕ⴕ䈇ౣᬀᱤ䈻ታ㓙䈮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䉕↪䈚䈩䈠䈱ലᨐ䉕ᬌ⸽䈜䉎੍ቯ䈪䈜䇯
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ᱤ⑼ౣ↢ක≮䉕ᡰ䈋䉎᧚ᢱቇ⊛ක≮ᛛⴚ䈱㐿⊒⎇ⓥ䇭䇭
䇭䇭䇭䇭䇭ᱤ⑼ℂᎿቇ⻠ᐳ䇭ᐔ䇭㓷ਯ䇮⨹ᧁศ㚍
䇼⋡⊛䇽ᱤ⑼ౣ↢ක≮䉕ᡰ䈋䉎᧚ᢱቇ⊛ᛛⴚ䈱㐿⊒䉕ᄙ㕙⊛䈮ⴕ䈉䇯ౕ⊛䈮䈲䇮㽲⎬⚵❱ౣ
↢䉕⺃ዉ䈜䉎䉝䊌䉺䉟䊃♽䉮䊮䊘䉳䉾䊃᧚ᢱ䈱㐿⊒䇮㽳ᚑ㐳࿃ሶᓢᕈ⿷႐䉷䊤䉼䊮᧚ᢱ䈱㐿
⊒䇮㽴ᐙ⚦⢩䉕㛽㜑䉇ⴊᶧ䈎䉌࿁䊶ಽ㔌䈜䉎⏛ᕈ䊙䉟䉪䊨䊎䊷䉵䈱㐿⊒䇮㽵ੱญ䊥䊘䉹䊷䊛
䉕↪䈇䈢⮎⒖ㅍ䋨DDS䋩䉲䉴䊁䊛䈱㐿⊒䇮㽶ಽሶᮡ⊛ᴦ≮䉕⋡ᜰ䈚䈢䊁䊮䊒䊧䊷䊃䋨วᚑⰮ⊕
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ヒト培養歯髄細胞の結節形成現象とアポトーシス
歯科保存学第二講座 八重柏 隆，藤原英明，國松和司
【目的】 歯髄のアポトーシス（apoptosis）は創傷治癒ならびに組織再生に深く関与していること
が知られており，組織幹細胞などを含む未分化間葉細胞から象牙芽細胞への分化制御とア
ポトーシスが密接に関連していると考えられる。我々はこれまでに培養歯髄細胞が細胞密度
の高い結節を形成してから石灰化すること，同石灰化部位およびその周辺部にアポトーシス
に関連するTNF-α receptor，Fas, Fas-ligand等が発現し，アポトーシス検出キットで陽性所見
を示すことを明らかにしてきた。今回は歯髄細胞の結節形成現象とアポトーシス発現との関連
性を検討した。
【研究の進捗状況】
[材料および方法] 歯周炎患者の歯周治療の一環として便宜的に抜髄した歯髄組織から
outgrowthした線維芽細胞様細胞を検索対象とした。培地としてD-MEM培地を用い，５～９代
まで継代した細胞を８週まで培養した。対照群はD-MEMのみで培養し，実験群はアポトーシ
スに至る経路の最終段階で活性化するCaspase 3 阻害剤を添加した同培地で培養した。培養
開始時より位相差顕微鏡による結節の形成過程を鏡検し，記録した。4週の段階でCaspase 3
活性をFITCでラベルし，レーザー顕微鏡で観察した。結節数の変化については平均値の差の
検定を用いて統計処理した。
[結果] 歯髄細胞は，対照群およびCaspase -3阻害剤を添加した実験群の両群とも４週目で培
養細胞が基質成分を取り囲む明瞭な結節形成現象が確認された(図１）。対照群，実験群とも
に経時的に結節を形成し，結節数は有意に増加した( p<0.01，図２)。培養開始後３週以降の
時点で，実験群の結節形成数は対照群よりも有意に少なかった( p<0.05, 図２)。Caspase -3陽
性像は，培養開始4週目の対照群において，結節形成の中央部で明らかに認められた。一方，
4週目の実験群では対照群と比較して陽性部位は少なく，各陽性領域の面積も小さかった。さ
らにCaspase活性の程度は実験群で減少していた（図１）。
結節数
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1
対照群

図１

2

3
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5

6

7

8

週

実験群

培養4週後の位相差像と Caspase-3活性FITC像（×400）

図２ 対照群とCaspase-3阻害剤添加（実験）群の結節形成数の経時的変化

【考察】 これまで培養歯髄細胞のアポトーシスは，石灰化に伴って生じると考えていたが，今
回，Caspase-3阻害剤を用いてアポトーシス発現を抑制したところ，石灰化に至る前の結節形
成数そのものが有意に抑制され，結節形成部でCaspase-3活性陽性所見が認められた。この
ことから培養歯髄細胞の石灰化に伴ってアポトーシスが生じるのではなく，石灰化にいたる前
の結節形成段階の時点から既にアポトーシスが生じていることが示唆された。
【最終到達目標】 歯周組織再生に関与する線維芽細胞分化制御因子の解析を最終到達目
標として，ヒト培養歯髄細胞やヒト培養歯根膜細胞の性状や特徴を多面的に解析する。
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ヒト細胞による歯胚再生技術の開発
歯科矯正学講座・間山寿代 三浦廣行 口腔解剖学第2講座・原田英光 藤原尚樹
目

的

矯正歯科では永久歯の先天欠如に起因する不正咬合が少なくなく，なかでも5本以上にわたる
多数歯の先天欠如が増加傾向にある（間山ら，小児歯科学会発表,2005）。21世紀の新規医療と
して再生医療が挙げられ，なかでも歯胚の細胞から歯を丸ごと作り出す歯の再生は，このよう
な先天的に歯が欠如する患者にとっては夢の治療法である。現在動物の歯胚細胞による歯の再生
の成功例が報告されているが，将来的には，患者への治療を目指すためにはヒト細胞によるbiotooth
の作製を実証する必要があると考えている。そこでヒト下顎第三大臼歯歯胚を用いて歯胚を再生する
技術の開発を目指すために以下の研究を行う。
１） ヒト歯胚からエナメル上皮を分離培養する技術の開発
２） ヒト歯胚から間葉系幹細胞を分離培養する技術の開発
３） １，２）を混合して培養あるいは移植により歯胚を再生する技術開発

研究の進捗状況
摘出したヒト歯胚から細胞を単離し，コラーゲンスポンジに細胞を播種してマウス腎被膜下
に移植してヒト歯胚の作製を試みた（図１）。しかし，実際には十分な上皮の細胞数を採取するこ
とが難しく，歯胚再生は成功しなかったため，必要な細胞数を確保するために培養により細胞数の増
加を図る必要があると考え，現在様々な条件について検討している（図２）。
図１ Biotoothの作製
腎被膜下移殖

上皮細胞
コラゲナーゼ処理
ディスパーゼ処理

?

摘出したヒト下顎
第三大臼歯

間葉細胞

図２ ヒト上皮細胞と歯胚間葉系幹細胞の無血清培養法の確立

培養酸素濃度の検討

培養中のヒト由来細胞

細胞増殖因子の検討
上皮細胞

考

間葉細胞

察

ヒト歯胚細胞の場合，摘出する年齢のこともあり，コラーゲンスポンジに細胞を播種して
移植したのみでは歯胚の再生には至らない。そこで，まずは十分な細胞数を獲得するためのエ
ナメル上皮細胞の培養と間葉系幹細胞の培養技術を確立する必要がある。現在，マウス歯胚細
胞の増殖に効果的な無血清培養を基準としてヒト細胞への適応性を検討中である。また，上皮
と間葉細胞を効果的に相互作用を進めるための条件についても検討が必要であろう。

最終到達目標
１）ヒトエナメル上皮と間葉系幹細胞の培養条件の決定
２）上皮細胞と間葉細胞による歯胚細胞への分化条件の決定
３）マウスへの移植によるヒト歯胚の作製
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ヒトbiotooth作製

歯周組織再生にかかわる歯根膜細胞の場特異性と
分化に関する研究
1口腔微生物学講座・2歯科保存学第２講座

Mohammad Al-Mamun1 ，下山 佑1 ，原賀 裕1 ，佐々木 実1 ，八重柏 隆2 ，木村重信1
目的�
�ラット動物実験系を用いた我々のこれまでの
研究（歯周組織の再生に関する定量的な評価
法の開発）から．ラット歯槽骨に作製した人工欠
損では速やかに歯槽骨再生が始まることが明
らかとなっている（図1）．�

1.�付着／非付着状態のヒト歯根膜線維芽細胞の
タンパク質発現の違いについて検討した結果，顕著
な差は観察されなかった（図2）．
図2�

2.�歯根膜細胞の足場材料上での三次元培養による
表現型の変動を明らかにするため，ハイドロキシアパタ
イトディスクおよび足場材料として頻用されるコラー
ゲンスポンジ（ディスク）を用いてヒト歯根膜線維芽細
胞の三次元培養を行った．�

付着時ヒト歯根膜線維芽細胞のタンパク質発現�
kDa

図1�
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培養終了後，培養された細胞の回収�

非付着時ヒト歯根膜線維芽細胞のタンパク質発現�
kDa

�そこで本研究では，歯槽骨再生を担う細胞源
となると予想される歯根膜線維芽細胞の特性

Cell Lysis, 2 次元電気泳動からCBB 染色�

210
97

と分化能について，三次元な場特異性という観
点から検討した．

スポットの切り出しからTrypsin によるゲル内消化�

66
45

MALDI-TOF MS による断片化ペプチドの質量分析�

30

研究の進捗状況

20.1

ProteinProspector MS-Fit によるfingerprinting �

14.3

�しかしこれまでのところ，通常培養と比較して三次元
培養後回収される細胞数が極めて少なく，二次元電
気泳動法による解析を行うには至っていない．そこで
現在，培養条件を種々検討中である.�

3.0

�歯根膜細胞の場特異性を明らかにする目的で，
市販の正常ヒト歯根膜線維芽細胞を用いて通
常培養を行い，付着細胞および非付着細胞のタ
ンパク質発現の異同について二次元電気泳動
法による検討を行った．

10.0

pI

�しかし発現量に差を認めたタンパク質スポットにつ
いて質量分析装置およびペプチドマスフィンガープ
リンティング法を用いて同定した結果， Heat shock
27 kDa protein， Annexin A2 isoform などが同定
された（図3, 表1）．

最終到達目標
図3�
発現量に差を認めたタンパク質の選定�
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表1�
CBB 染色，選定スポットの切り出し�

Spot
No.

Protein Name

MW

pI

1

F‐ac7n capping protein alpha‐1
subunit variant

32907

5.4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ND
Heat shock 27 kDa protein
ND
Phosphoglycerate mutase 1 isoform
ND
Uracil DNA glycosylase
ND
Uracil DNA glycosylase
Annexin A2 isoform
Uracil DNA glycosylase

22769

6.0

28804

6.7

35493

8.2

35493
32449
35493

8.2
5.9
8.2

Trypsin によるゲル内消化�

MALDI-TOF MS による断片化ペプチドの質量分析�

ProteinProspector MS-Fit によるfingerprinting

�これらのタンパク質発現とヒト歯根膜線維芽細胞
の付着能との関連性については現在検討中であ
る．
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�歯根膜細胞についてはこれまでにも数多く
の研究が行なわれている．しかし，歯槽骨
再生における有力な再生細胞源として歯根
膜細胞を捉えた研究は少なく，三次元な場
特異性という観点から歯根膜細胞の特性と
分化能について検討した研究は見あたらな
い．そこで本研究では，種々の足場材料上
でのヒト歯根膜線維芽細胞の三次元培養系を
確立し，その特性と分化能について解析を
行う．さらに，歯周組織再生治療において
は，唾液の侵入はさけ難く，唾液タンパク
質による被覆とそれに続く唾液中の口腔細
菌の定着が速やかに起こることから，同三
次元培養系を用いて口腔細菌およびそのビ
ルレンス因子等の再生にかかわる局所因子
の作用についても検討する．これらの成果
をもとに，有効な歯周組織再生誘導材の開
発，実用化を目指す．
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������������������� 組織再生に及ぼす局所因子の影響�
����������������������� ー口腔レンサ球菌の上皮付着機構ー�

��������������������口腔微生物学講座�������○佐々木 実、Mohammad Al-Mamun 、木村重信�
【目的】歯周疾患罹患歯の歯周組織再生に際し、患部への唾液の侵入はさけ難く、唾液タンパク質による被覆とそれに続く唾液中の細菌の
定着が結合組織性付着に先立って起こるものと考えられる。このことは、in vitroの無菌状態下で認められた生体吸収性材料による再生誘
導が、実際の歯周組織欠損部においては得られない可能性を示唆するもので、歯周組織再生誘導療法の成否に関わる問題である。しかし、
現時点では、口腔細菌の定着メカニズムと定着状況、定着に関わる細菌間相互作用、さらに細菌と宿主細胞間の相互作用などに関して不
明な点が数多く残されている。そこで本研究では、口腔内でもっとも優勢な菌種である口腔レンサ球菌の実験室株および臨床分離株を用い
て、細胞外マトリックスタンパク質および上皮細胞に対する付着能について検討した。�

結 果

材料と方法
Fig. 1�
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S. anginosusの実験室株および臨床分離株のいずれにおいても、 Fibronectinに対して強い付着能を示すことが明らかとなった。
しかしCollagenに対する付着能は弱かった（Fig. 1）。�

放射活性測定�

S. anginosus のECMタンパク質への付着活性�

Fibronectin結合分子の解析からは、S. anginosus菌表層に複数のFibronectin結合性のタンパク質が存在することが明らかと
なった（Fig. 2）。�

FibronectinあるいはCollagen固相化 96ウェルマイクロプレート�
[3H]ラベルS.

anginosus NCTC 10713

(106 CFU/well)

添加�

インキュベーション（37℃、1.5 h）�
洗浄（ PBS）�

放射活性測定�

HEp-2への S. anginosus および口腔レンサ球菌の付着性�

Fig. 3�

Fig. 4�

S. anginosus のヒト咽頭上皮細胞株（HEp-2）への付着活性�
S. anginosus NCTC 10713�

105 cells/well)�

% adhesion of S. anginosus to HEp-2�

HEp-2 培養プレート (1

CLI-1�

一部実験ではFibronectin (50 nM)でHEp-2を37℃、1 時
間前処理�

CLI-2�
CLI-3�

[3H]ラベルS. anginosus NCTC 10713 (107 CFU/well)�
添加、一部実験では Fibronectinで菌体を前処理�

CLI-4�

インキュベーション（37℃、2 h）�

CLI-5�
CLI-6�

洗浄（ PBS）�

CLI-7�

放射活性測定�

CLI-8�

S. mutans ATCC 25175�

*

*

100�

50�

S. anginosus 菌体�

* p<0.05�
* p<0.01�

S. sanguinis ATCC 10556�

B�

8 M 尿素で菌表層タンパク質を抽出し、�
リーシスバッファーで処理 (37℃、1 h) �

150�

*

Fibronectin (nM)�

S. mitis ATCC 49456�

0

5

10

15

20

Percent of the adhered bacterial cells�
Fibronectin （50 nM）�

Fig. 5�

等電点電気泳動：DryStrip pH3-10 NL�

Anti-fibronectin antibodies�
（1:200）�
FITC標識抗二次抗体�

SDS-

蛍光顕微鏡観察�

PAGE�

Coomassie
染色�

菌体と上皮細胞の付着におけるS. anginosus あるいはHEp-2
のFibronectin前処理の影響�
% adhesion of S. anginosus to HEp-2�

A�

*

200�

0�

S. gordonii ATCC 10558�

S. anginosus 菌体のFibronectin結合タンパク質発現�

HEp-2への S. anginosus の付着に及ぼすFibronectin前処
理の影響�

ニトロセルロース膜へ転写�

West-western
blotting�

250�
**

150�

**

100�
50�

0�

0�

Pretreatment of HEp-2 cells with fibronectin
- - (50+nM)� +

-

- + +
- +

-

S. anginosus の上皮細胞への付着機構(仮説）

?

Fibronectin�

Integrin�

Fibronectin�

?
α

β

Epitherial cell surface�

HEp-2へのS. anginosusの付着はHEp-2あるいはS.
anginosusをFibronectinで前処理することにより有意
に上昇した（Fig. 5）。�
-

+

+ +
- - +

+
-

+
+

【結��論】�
�� S. anginosus菌表層にはFibronectin結合性タンパク質
が存在し、本菌の上皮細胞への付着機構において重要な役
割を演じている可能性が強く示唆された。�

S. anginosus�

Fibronectin-binding sites�

HEp-2への付着実験系にFibronectinを添加すると、S.
anginosusの付着率が有意に上昇した（Fig. 4）。�
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S. anginosusの実験室株および臨床分離株のいずれ
においても、HEp-2に対して強い付着能が認められた
（Fig. 3）。�

**
300�

【最終到達目標】�
���口腔細菌の歯周組織への付着・定着は歯周組織再生の成
否を左右する局所因子として働き、それら機構の解明ならび
に制御が今後のさらなる重要課題と考える。�
���今後、それら細菌の付着・定着因子の詳細な性状ならびに
生物活性を明らかにし、歯周組織再生の成功率向上に向け
た定着阻止因子の開発、実用化を目指す。��
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PET用11C-リガンドの簡便・迅速な合成法の開発
歯科放射線学講座・小豆島正典、サイクロトロンセンター・寺崎一典
● Schematic diagram of the system for production of [11C]CH3OTf from [11C]CH3I

Introduction
再生医療の評価方法の１つとして、CTあるいはPETを用いた非観血的な画像診断があげられ
る。なかでもPETは、特定の部位に結合する注射用リガンドが開発できれば極めて有用なモダリ
ティーとなる。そのためには、硬組織の形成を担う間葉系細胞やハイドロオキシアパタイトを直
接画像化することを想定し、注射製剤としてのPET用リガンドの合成法を確立しなければならな
い。本研究では、特に、[11C]MeOTfとループ法による合成法に着目し、標準的に使用されている
数種のレセプターリガンドを合成する過程において、臨床利用に供するに十分な収量を得るた
めの最適な自動合成条件を確立することを目的とした。
ループ標識法
気体と液体との反応に対して、一般的なガラス反応容器に代わり、チューブをルー
プ状にしたものを反応容器として用いる標識合成法。

Results
● Radioactivity monitoring profiles during the preparation by the loop method
特徴
 オンライン的な操作で反応が行え、標識合成の自動化に適している。
 [11C]ヨウ化メチルよりも捕集性に優れ、反応性の高い[11C]メチルトリフレートを用いる標識反応に
適している。
 反応時間や加熱を必要としなく、非常に簡便である。

Methods

[11C]CH3Iの蒸留開始とともに反応容器の
11C-放射能が減少しループに移行・蓄積し、
次にループから迅速に洗い出されている。

本合成法による適用薬剤： [ 11C]ラクロプライド、 [11C]3NMPB、 [ 11C]PE2I
合成方法

EOB: End of bombardment

➀ 各々の反応基質(1 mg)をメチルエチルケトン(MEK)またはジメチルホルムアミド
(DMF) 50 µLに溶解し、ループに注入、保持させる。

● Semi-preparative HPLC purification of [11C]Raclopride, [11C]3NMPB and [11C]PE2I

② サイクロトロンで製造される[ 11C]CO2から[11C]ヨウ化メチルを合成した後、ヘリウ
ム気流下(50 mL/min)、200°Cに加熱した銀トリフレートカラムに通し、[11C]メチルト

[11C]3NMPB

[11C]3NMPB

[11C]RAC
[11C]Rac

リフレートへ変換し、これをループに導入する。
③ ループ内の反応物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分離精製し、目的化合物
を得た。
● Preparation of [11C]methyl triflate from [11C]CO2 and use in the synthesis of
[11C]raclopride, [11C]3NMPB and [11C]PE2I

0

OTf = OSO2 CF3
O

OH
Cl
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N
H H
OH

[11C]CH3OTｆ

N
C2H5

Cl

MEK

10
Elution time (min)

15
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N
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Elution time (min)
: Radioactivity
: UV (254 nm)

[11C]PE2I

Column:
YMC-Pack ODS-A (10 mm×150 mm)
Mobil phase:
10 mM H3 PO4 /CH3CN
(65 /35) [ 11C]Raclopride
0.1 M NaOAc/CH3CN/HOAc (700/300/1)
[11C]3NMPB
10 mM HCl/CH3CN (40/60) [11C]PE2I
Flow rate:
4 mL/min

O
N
H H
O11CH3

Cl CF SO HH
3
3
4

5

Dopamine D2 receptors

[11C]PE2I

C2H5

Cl

[11C]raclopride

HPLCへの試料注入法のためピークの広がりがあるが、反応基質
[11C]CH3OTｆ

OH
O

NH

0

OH

11

O

MEK or DMF

O

N

CH3

O

I

I
N

[11C]CH3OTｆ

COOH

MEK

5
Elution time (min)

Muscarinic cholinergic
receptors

[11C]3NMPB

（原料）と目的標識体は本分離条件で完全に分離できた。次に目
的物を含むフラクションを回収し注射剤に製する。
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● Analytical HPLC chromatogram (radioactivity and UV)

N
CO211CH3

[11C]RAC

Dopamine transport

CH3

[11C]Raclopride

[11C]PE2I

[11C]PE2I

CH3

[11C]PE2I

Clinical utility
UV (254 nm)
Radioactivity

UV (254 nm)
Radioactivity

● Picture of the synthesis apparatus for the loop method
0
ループ

4

銀トリフレートカラムと
加熱用小型電気炉

8
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ElutionTime (min)

0

16

4

8
12
ElutionTime (min)
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● Results of production run using the loop method
[11 C]コリン合成装置

Yield
(m Ci)

Radiochemical purity
(%)

Specific activity
(m Ci/ µ m ol)

[11C ]RAC

32.7

98.1

987

[11C ]3NMPB

30.6

98.9

918

[11C ]PE2I

69.5

96.6

378

[11C]PE2Iは放射化学的純度、比放射能
HPLCポンプと
UV検出器

[11 C]メチル化標識薬
剤自動合成装置

AgOTfカラムを200°Cに加熱できる小型の電気炉と、予備加熱された
AgOTfの酸化分解を防ぐ不活性雰囲気を与えるHe導入ライン、反応容器
となるループ状にしたテフロンチューブ（内径0.7 x 70 mm）を設置し、本

Beam current: 30 µA, Irradiation time: 20-30 min,
Synthesis time: 40-43 min

ともにわずかに低いが、いずれも品質、収
量ともに実用的な範囲にある。
(n=3)

合成法に適応できるよう改造した。

Conclusion
 ループ法の適用は反応溶媒量を大幅に少なくし、溶媒の留去などの合成プロセスが大幅に簡略化された。
 得られた実収量 (30-88 mCi)はPET検査に供することが可能であり、合成に要する時間もまた実用的な範囲内（40分）にあった。
 ループ法を適用したこれらのリガンド合成はきわめて簡便で、かつ高効率化が実現できたことから、装置の改造および自動合成の諸条件を設定す
るという所期の目的を達成したものと判断した。
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bFGF徐放システムによる骨再生のX線学的評価
-マイクロフォーカスCTの応用について岩手医科大学 口腔外科学第2講座 杉山芳樹 大橋祐生
顎裂部二次的骨移植やサイナスリフトなど、口腔外科では顎骨の小欠損に対する再生医学的アプローチの需要が多い。
われわれは、足場材料の酸性ゼラチンディスク(以下AED)と骨形成促進因子のbFGFを組合せ、顎骨の小欠損に対する骨
再生材料の開発研究を行ってきた。これまでの研究結果と今後の展望について以下に示す。
材料と方法
① 実験動物： 16週齢のWistar系ラット
② 足場材料： 酸性ゼラチン粉末を用いてAGDを作製
③ 骨形成促進因子： AGD1枚あたりbFGF10.0µgとし、比較対照群に
は、bFGF1.0µg、対照群として生理食塩水を10.0µgを含浸
実験手順 (Fig.1)
① ラットの頭頂部に直径6mmの骨欠損を形成
② それぞれのAGDを骨欠損部に埋入
③ 4週、8週後の再生骨を単純X線、マイクロフォーカスCTにてX線学
的評価
結果 (Fig.2~5)
① 単純X線： 移植4週後、bFGF1.0µg含有群では骨欠損辺縁部にX
線不透過像を認め、bFGF10.0µg含有群では、さらにX線不透過性
は増加していた。移植8週後では、X線不透過性は、さらに増加して
いた。
② マイクロフォーカスCT: 対照群では、ほとんど骨再生は認められな
いが、bFGF1.0µg含有群では骨欠損の範囲は縮小
し、bFGF10.0µg含有群では顕著な骨再生が認められた。
③ 再生骨の割合、体積、骨塩量： グラフに示すように、いずれも、移
植8週後のbFGF10.0µg含有群で顕著な増加を認めた。

酸性ゼラチンディスク
(AGD)

骨欠損の形成

Fig.1

Results
Radiographic findings of
cranium defects after
implantation�

Microfocus X-ray CT 3D photogaphs �
of cranium defects after implantation�
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A : Control sample at 4 weeks
B : A sample with AGD containing 1.0μg bFGF at 4 weeks
C : A sample with AGD containing 10.0μg bFGF at 4 weeks
D : Control sample at 8 weeks
E : A sample with AGD containing 1.0μg bFGF at 8 weeks
F : A sample with AGD containing 10.0μg bFGF at 8 weeks

Fig.2
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weeks

The values of bFGF 10.0μg were significantly higher than those of control and of bFGF
1.0μg both at 4 weeks and 8 weeks . The values of control, bFGF 1.0μg and bFGF
10.0μg at 8 weeks were significantly higher than those at 4 weeks respectively.

There are significant differences among the groups both at 4 weeks and at 8 weeks
after implantation. The values of control, bFGF 1.0μg and bFGF 10.0μg at 8 weeks
were significantly higher than those at 4 weeks respectively.

Fig.3

There are significant differences among the groups both at 4 weeks and at 8 weeks after
implantation. The values of control, bFGF 1.0μg and bFGF 10.0μg at 8 weeks were
significantly higher than those at 4 weeks respectively.

Fig.5

Fig.4

考察：本研究によって、AGDを足場材料とし、骨再生因子にbFGFを用いる組み合わせは、良好な骨再生を認めた。
外科的侵襲のないマイクロフォーカスCTでの評価は、より臨床応用に近いものと考えられ、骨再生において侵襲によ
る破壊のない状態で検索ができた。また、骨形態の計測や三次元評価を行うことも可能であり、再生骨の非侵襲的な
評価法として有用である事が示された。
今後の展望：再生組織が生体で良好な生着を得るためには、再生組織への可及的早期の血行の確保が必須条件で
ある。この度導入されたマイクロフォーカスCT (eXplore Locus)は、ラットを吸入麻酔による全身麻酔下で撮影するこ
とが可能で、同一個体で経時的に再生骨の状態を評価することができる。したがって、より高精度の骨再生評価が可
能である。さらに、動物用造影剤を用いることにより、再生骨に形成される新生血管を観察することが期待できる。そこ
で現在、本CTを利用し、より効率の良い骨再生システムを検討すると同時に、再生骨に対する新生血管のＸ線学的評
価に関する研究を推進している (Fig.6)。

撮影ボックス

マイクロフォーカスCT(eXplore Locus)

撮影台にラットをセット

コントロールPCと編集用PC

3D構築像

動物用吸入麻酔器

Fig.6
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CT像

再生医療安全性評価のためのセンサーマウスの開発
藤原尚樹1、大津圭史2、谷口彰良、 原田英光1
１岩手医大

歯

口腔解剖学第二、２岩手医大 歯科先進医療研究センター
物質・材料研究機構 生体材料センター

３文部科学省管轄独立行政法人

目
再生医療の評価システムの構築

薬剤や生体材料が人体に及ぼ
す影響の予測システムの確立

的

遺伝子改変センサー
マウス（Tg)の開発

in vivo 評価システムの構築
システムの体系化

in vitro 評価システムの構築

基盤技術：共同研究先、文部科学省管轄独立行政法人 物質・材料研究機構
先生）が開発したセンサー細胞とそのイメージング技術



センサー細胞の開発

先端医療材料グループ（リーダー：谷口彰良

Wada, K-I, Taniguchi, et al., (2008) Biotechnol.Bioeng. 99, 1513-1517.Wada, K-I, Okuda-Shimazaki, J. and Taniguchi, A. (2007) Open Biotechnol. J. 1, 21-25.
Wada, K-I, Taniguchi, A, and Okano, T. (2007) Biotechnol.Bioeng. 97,871-876.Wada, K-I, Taniguchi, A, Xu, L, and Okano, T. (2005) Biotechnol.Bioeng. 92, 410-415.

研究の進捗状況
トランスジェニックマウス
(Tg)の作成
委託

（株）フェニックスバイオ
（宇都宮市）

プロモーター
導入個体の
セレクション
作業

HSP70bʼとそ
の下流にホタル
ルシフェラーゼ
のプロモーター
を含むプラスミ
ドを導入








Xenogen社のIVIS Lumina in vivoイ
メージング解析装置で発光部位を検出
（生体イメージング解析室）
クレア社製バイオ
2000で維持管理

考

察

発光は腹腔内にルシフェリン投与後
15〜20分という短時間で検出可能

現在F0, F1個体のセレクション作業を実施中であり、Tg個体の雌雄を交配することによって、センサーマウスとしてのstrain
を確保できると考えている。しかしTgマウスの個体によって感度の差があるため、安定したマウスのstrain確保にはもう少し
時間が必要である。さらに、様々な薬剤に対して十分な感度が得られるか、安全性の評価に有用性があるかを検討しなければ
ならない。

最終到達目標
1. センサーマウスを用いた様々な薬剤や生体材料の生体への影響を評価するシステムの確立
2. センサーマウスから各臓器由来の細胞株を樹立し、センサー細胞株を樹立
3. センサー細胞とセンサーマウスを用いてin vitro からin vivo までの連携したトータルな安全性評価システムを確立
4. 再生医療開発、創薬支援システムへ（薬剤の副作用の検証など）の展開
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再生医療における患者報告型アウトカム評価方法の検討
予防歯科学講座・杉浦 剛
予防歯科学講座・杉浦

岸 光男

米満正美

目的
再生医療の技術、材料が開発され、それらの機能的側面が評価されるのと同時に、適用される患者、被験者からの報
告に立脚したそれら医療技術への評価が求められる。近年いくつかの研究から、口腔機能と全身の健康状態との関連が
示唆されていることから、これまで我々は口腔領域での医療的介入が全身的QOLに及ぼす影響について検討してきた。
一方、近年、口腔領域特異的な患者報告型アウトカムを評価するアンケート手法、テキストマイニング手法による自由回
答型テキストの数量化方法など、患者あるいは被験者からの報告に立脚した新たなアウトカム評価の手法が提案されて
いる。本発表では我々が行っているそれら評価法を用いた事例を紹介する。

SF-36
36項目、8つの下位尺度からなる包括的（疾患非特異的）QOL尺度。
訪問口腔ケアの実施前後に介護家族のQOLを評価した。

訪問前 訪問後
*

身体機能

Physical functioning

PF

日常役割機能（身体）

Role physical

RP

体の痛み

Bodily pain

BP

全体的健康感

General health

GH

活 力

Vitality

VT

社会生活機能

Social functioning

SF

日常役割機能（精神）

Role emotional

RE

こころの健康

Mental health

MH

9

60

略 号

8

50
偏差得点

英語名

7

6

40

5

介護負担得点

下位尺度名

4

30
3
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テキストマイニング

PF

予防歯科外来の患者対象に受診時の感想を自由回答
形式で収集し、テキストマイニングを行った。

RP

BP GH VT SF
SF-36 サブスケール

RE

MH

介護負担
（スコアが小さいほど
負担を感じていない）

（スコアが大きいほど自覚的健康状態良好）
* p < 0.05，対応のあるt 検定

テキストマイニングの原理
例） 歯がきれいになってよかった。
↓
歯 きれい なる
よい

GOHAI （General Oral Health Assessment

文章

歯

きれい

なる

よい

歯がきれいになる

１

１

１

０

歯によいと思う

１

０

０

１

※現在、予防歯科外来の患者対象にデータを収集中

このように「形態素」と呼ばれる「意味を持つ最小の単語単
位」に分類し、数値化して扱うことが可能となる。

頻出語の同時出現頻度
歯ぐき
とても

よい

安心

歯

思う

Index）

定期健診
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PDの募集
先進歯科医療研究センターでは，文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業（オープ
ン）「難治性歯科疾患克服に向けたcell therapy の基盤構築とdentistryの育成」の採択
を受けて，本研究事業（オープン・リサーチ・プロジェクト）を推進するポストドクター（PD）を
募集いたします．
【募集人数】
１名
【応募資格】
① 大学院博士課程修了者で、博士の学位を取得した者あるいは取得見込みの者．
② 採用時の年齢が３５歳未満であること．
③再生医療の普及に必要な培養技術や生体材料の開発，再生医療を専修するための教
育プログラムの開発，再生医療の安全性や効果を評価する技術やシステムの開発，およ
びそれらに関するオープンリサーチプロジェクトを実施可能な技術，知識，経験を有するこ
と．
【待遇】
①ＰＤの給料は本学職員給与規程及び同細則における助教/助手に準じて決定・支給する。
但し、その額は月額２６万円を上限とし、給料以外の期末・勤勉手当、退職手当及びその
他の手当の支給はなし．②採用期間は、採用日から当該年度末までの１年以内とする．た
だし，先進歯科医療研究センターが必要と認める場合には，審査の後，採用期間の更新を
オープンリサーチプロジェクト終了（平成24年3月）まで認める場合がある．その場合も毎年
度更新とする．
【選考方法】
①書類選考 ②必要に応じて面接を行うこともある．
【提出書類】
１．ＰＤ採用（更新）申請書（本学所定様式）
２．履歴書（本学所定様式）
３. 研究業績目録（本学所定様式）

共同研究および大学院の募集

オープンリサーチ・センターでは，学外の大学・研究所
や企業などとの共同研究を募集いたします．本学では
知的財産本部リエゾンセンター(http://www.iwatemed.ac.jp/tizairiezon/index.html)を中心に産学連携を
積極的に推し進めています．先進歯科医療研究セン
ターはバイオイメージングセンターとの連携を図りなが
ら，最先端のイメージング機器を取りそろえ，in vitroか
らin vivoまでをトータルなシステムとして利用することが
できます．また，これから研究を始めようとする大学院
生や研究生にもこれらの機器を有効に使った最先端研
究を進めることができるように大学院教育プログラムの
充実等を図りながら，研究指導を行います．

【問い合わせ】
020-8505盛岡市中央通1-3-27
岩手医科大学歯学部口腔解剖学第２講座
オープンリサーチ委員会 委員長 原田英光
019-651-5110-内線4528,4536
hideha@iwate-med.ac.jp
22

岩手の自然を象徴する岩手山をモチーフに「Iwate」の「i」と
「Medical」の「m」を図案化したものです。受け継がれてきた建
学の精神である「えい」（えい＝医術）、「巫」（みこ＝治療者）、
「大」（＝大学）と3つの学部を3本のストライプで表し、その上に
位置する楕円は未来を表現しています。ストライプと楕円で構
成される部分を岩手医科大学フューチャーストライプと定義し、
フューチャーストライプと欧文ロゴタイプを合わせたものをシン
ボルマークとしました。

