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【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。 �
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S. anginosus 菌体のFibronectin結合タンパク質発現�

8 M 尿素で菌表層タンパク質を抽出し、 �
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理の影響�

【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。��

S. anginosus �

Epitherial cell surface�

α β 

Fibronectin �

Fibronectin-binding sites�

Fibronectin �

Fibronectin-binding�
sites�

? 

? 

S. anginosus の上皮細胞への付着機構(仮説）

0�

50�

100�

150�

200�

250�

300�

* 

** 

%
 a
dh
es
io
n 
 o
f 
S.
 a
ng
in
os
us
 t
o 
H
Ep
-2
�

0�

50�

100�

150�

200�

250�

300�

** 

** 
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Anti-fibronectin antibodies (1:200)�

Fig. 5�
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のFibronectin前処理の影響�
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ECMタンパク質への S. anginosus および口腔レンサ球菌の付着性�Fig. 1�

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）。 �

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）。 �

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）。 �

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）。 �

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。 �

材料と方法 結　果

Integrin �

* p<0.01�

* ** 

* ** 
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　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。

● Picture of the synthesis apparatus for  the loop method

[11C]メチル化標識薬
剤自動合成装置

HPLCポンプと
UV検出器

[11C]コリン合成装置

Introduction

Methods

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。

Results

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。

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。

ループ標識法

Conclusion

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
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。

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
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。

● Schematic diagram of the system for production of [11C]CH3OTf from  [11C]CH3I

Yield
(mCi)

Radiochemical purity
 (%)

Specific activity
(mCi/ µmol)

[11C ]RAC 32.7 98.1 987

[11C ]3NMPB 30.6 98.9 918

[11C ]PE2I 69.5 96.6 378

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

● Radioactivity monitoring profiles during the preparation by the loop method

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

200 105 15
Elution time (min)

[11C]Rac

Elution time (min)
0 105 15

[11C]3NMPB

0 105
Elution time (min)

[11C]PE2I

銀トリフレートカラムと
加熱用小型電気炉

ループ

Column: YMC-Pack ODS-A (10 mm×150 mm)
Mobil phase: 10 mM H3PO4/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

● Preparation of [11C]methyl triflate from [11C]CO2 and use in the synthesis of
[11C]raclopride, [11C]3NMPB and [11C]PE2I

: Radioactivity
: UV (254 nm)

● Analytical HPLC chromatogram (radioactivity and UV)

EOB: End of bombardment

[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。

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
（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。

[11C]3NMPB

● Results of production run using the loop method
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Dopamine D2 receptors

Muscarinic cholinergic
receptors

Dopamine transport

Clinical utility

OTf = OSO2CF3
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UV (254 nm)

[11C]Raclopride

Radioactivity

[11C]PE2I

ElutionTime (min)
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UV (254 nm)
Radioactivity

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
合成法に適応できるよう改造した。

[11C]PE2Iは放射化学的純度、比放射能
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。

[11C]PE2I[11C]RAC

(n=3)

　 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
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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

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。 

Radiographic findings of 
cranium defects after 
implantation�

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 

A B C 

D E F 

Results

A B C 

D E F 

Microfocus X-ray CT 3D photogaphs �
of cranium defects after implantation�

（n=6）
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control  
bFGF 1.0µg  
bFGF 10.0µg  

weeks 
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（mean±S.D） 

Ratio of regeneration bone in bone defects 
after implantation measured by Microfocus X-
ray CT�

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.

* * * * * * * * 
Bone mineral content �

（n=6）

control  
bFGF 1.0µg  
bFGF 10.0µg  
（mean±S.D） 

  ＊  ： p <0.05　

＊＊： p <0.01

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.

* 
* * * * * * * * 

* * * * 
Bone volume�

（n=6）

control  
bFGF 1.0µg  
bFGF 10.0µg  
（mean±S.D） 

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.

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)。 

酸性ゼラチンディスク

(AGD)

骨欠損の形成

CT像

3D構築像

  ＊  ： p <0.05　

＊＊： p <0.01

  ＊  ： p <0.05　

＊＊： p <0.01

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。 

マイクロフォーカスCT(eXplore Locus)

撮影ボックス

撮影台にラットをセット

コントロールPCと編集用PC

動物用吸入麻酔器

Fig.1

Fig.2

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Fig.6
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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） 

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 

最終到達目標 

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。  

考　察 

目　的 

研究の進捗状況 

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. 

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� in vitro 評価システムの構築 

システムの体系化 

再生医療の評価システムの構築�

遺伝子改変センサー
マウス（Tg)の開発 

センサー細胞の開発 

in vivo 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　先端医療材料グループ（リーダー：谷口彰良
先生）が開発したセンサー細胞とそのイメージング技術�

�

HSP70b’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�

クレア社製バイオ
2000で維持管理�

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）�

プロモーター
導入個体の 
セレクション

作業�

�

�

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�

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 
３文部科学省管轄独立行政法人　物質・材料研究機構　生体材料センター  
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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 岸 光男 米満正美

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
予防歯科学予防歯科学講座・講座・杉浦杉浦 剛剛 岸岸 光男光男 米満正美米満正美

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。

MHMental healthこころの健康

RERole emotional日常役割機能（精神）

SFSocial functioning社会生活機能

VTVitality活 力

GHGeneral health全体的健康感

BPBodily pain体の痛み

RPRole physical日常役割機能（身体）

PFPhysical functioning身体機能
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（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

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。

GOHAI （General Oral Health Assessment  Index）

※現在、予防歯科外来の患者対象にデータを収集中

頻出語の同時出現頻度

安心

思う 定期健診

よい

歯ぐき

とても

歯

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

よいなるきれい歯文章

１００１歯によいと思う

０１１１歯がきれいになる

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。

テキストマイニング

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。
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