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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：健康研究成果の実用化加速のための研究開発システム関連の隘路解消を支援するプログ
ラム
■プロジェクト名：歯延命化をめざす歯髄再生実用化の隘路解消
■機関名：独立行政法人国立長寿医療研究センター
■代表者名（役職）：中島 美砂子（再生歯科医療研究部 部長）
■共同研究機関名：東京都健康長寿医療センター、株式会社新日本科学、鹿児島大学、愛知学院大学、
長崎大学、東京医科歯科大学
■共同研究機関代表者名（役職）：豊田雅士（研究副部長）、大島洋二郎（所長）、徳田雅行（准教授）、
中村 洋（教授）、林 善彦（教授）、須田英明（教授）
■実施期間：５年間
■実施経費： ２２７．９百万円 （3 年間、間接経費、環境改善費込み）
プロジェクト概要

機関の現状
本特区の歯髄再生研究は歯の延命化につながり、高齢者の口腔機能維持による QOL 向上、
全身の恒常性維持や認知症の予防、さらには将来的に 8020 運動を達成し、医療・福祉経済
の安定化にも貢献できる。よって、この研究は国立長寿医療センターの「高齢者の心と体
の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢献するという」使命と方向性が一致するため、
センターの全面的支援を得ている。本年度の特区設備整備補助金により GMP 準拠の細胞加
工施設が整備され、平成 23 年度には新臨床研究棟に CPC 完備予定である。またイヌ動物
実験施設が拡張され、歯髄幹細胞の安全性試験および非臨床有効性試験の環境が整ってい
る。さらにセンターには臨床研究・治験推進部が設置され、臨床研究のデザイン・企画、
臨床研究支援、企業などとの情報交換、医療情報の管理と解析を全面的に支援できる臨床
研究の体制が整っている。また治験の円滑な推進・管理、企画・実施の支援が得られる。
計画構想
まず、安全性、有効性の基礎データ収集を行う。すなわち、イヌ自家歯髄幹細胞移植に
よる再生歯髄の形態学的解析、二次元電気泳動蛋白質発現パターンおよび特異的マーカー
による蛋白化学的解析を行い、歯髄再生の有効性の指標を確立する。また非侵襲性に歯髄
再生を診断するための歯髄診断装置を開発する。また、GMP 準拠の施設での膜遊走分離法
によるヒト歯髄幹細胞分取の SOP を作製し、その歯髄幹細胞の体内動態、感染性因子ある
いは製造工程由来不純物の混入リスク、継代による細胞形態変化・核型異常・生存率、が
ん化リスクなどを検討する。さらに、老化マーカー発現などの歯髄幹細胞移植のための適
合性指標を確立し、適切な品質規格、評価基準を設定する。その後、これらの設定基準を
用いて、非臨床試験での抜髄後および感染根管治療後の歯髄再生の安全性・有効性を確認
し、抜髄・感染根管治療後の歯髄再生の臨床研究にて、安全性・有効性を確認する。
達成目標（ミッションステートメント）
本課題は、抜髄・感染根管歯における歯髄再生治療法の早期実用化のため、隘路解消を目
的とする。まず、膜遊走分離法にて分取・増幅した自家歯髄幹細胞の、適切な品質規格、評
価基準を設定し、安全性と安定性を効率的に確保し、適切な安全性・安定性の試験法を３年
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以内に確立する。また、抜髄および感染根管治療後、自家歯髄幹細胞を根管内に移植して歯
髄を再生させる治療法の有効性を示す指標を２年以内に決定する。また、３年以内に、非臨
床試験においてこれらの適切な方法を用いて安全性・有効性を確認する。その後、倫理・利
益相反委員会承認、ヒト臨床研究・ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会承認を得て、４
年以内に臨床研究を開始する。臨床研究において、抜髄・感染根管歯における、歯髄幹細胞
および再生歯科充填材を用いた歯髄再生治療法の安全性を確認し、５症例以上の歯髄再生の
有効症例を得る。５年以内に非侵襲性歯髄診断装置を用いた歯髄画像診断に成功する。
代表機関

国立長寿医療研究センター
歯髄再生治療

GMP準拠の歯髄幹細胞
ヒト歯髄幹細胞の
品質規格・評価基準
参画機関

歯髄再生有効性指標
非臨床試験での
歯髄再生の有効性評価

ヒト歯髄幹細胞のSOP作製

東京都健康長寿
医療センター

歯治療技術指導
非臨床試験での
歯髄再生の安全性評価

ヒト歯髄幹細胞の
安全性評価
参画機関
歯髄幹細胞
加工供給

新日本科学
臨床研究

情報提供
協力機関
先端医療
振興財団

歯治療実験協力
臨床研究での
安全性・有効性確認

臨床研究での
体制作り

長寿医療センター

協力機関

鹿児島大学

参画機関

愛知学院大学、東京医科歯科大学、長崎大学

「歯延命化をめざす歯髄再生実用化の隘路解消」 実施内容

国立長寿医療研究センター

イヌ歯髄幹細胞の安全性・安定性の検討 （シミュレーション）
イヌ

歯輸送のため
のSOP作製

膜分取装置

安全性評価

歯髄幹細胞の
培養・増殖・保存 品質規格・評価基準法

歯髄幹細胞分取

抜歯

がん化試験

SOP作製

ヒト歯髄幹細胞の安全性・安定性の検討
がん化試験

ヒト
膜分取装置

抜歯

臨床研究

安全性評価

SOP作製
自己血清使用
歯髄幹細胞の
培養・増殖

歯髄幹細胞
分取

品質検査：移植細胞
品質規格・評価基準法

非臨床試験での有効性試験
非臨床試験での安全性試験

多施設臨床研究
根の
病気

安全性試験

歯髄診断装置開発
イヌ

清掃・
拡大

有効性指標
幹細胞

幹細胞
移植
歯髄
再生

細胞輸送のため
のSOP作製

歯髄再生

根管内
抜髄
幹細胞移植 根管治療

歯髄内埋移植試験
皮下反復投与試験
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ＧＬＰでの特性試験
・細胞濃度と生存率の
バリデーション
・表面抗原の測定の
バリデーション
・ウイルス検査方法の確立
・ウイルス検査の
バリデーション
・各ロットの特性試験
・各ロットの安全性評価
・各ロットのがん化評価

ミッションステートメント

（１）課題の概要
本課題は、抜髄・感染根管歯における歯髄再生治療法の早期実用化のため、隘路解消を
目的とする。まず、膜遊走分離法にて分取・増幅した自家歯髄幹細胞の、適切な品質規
格、評価基準を設定し、安全性と安定性を効率的に確保し、適切な安全性・安定性の試
験法を確立する。また、抜髄および感染根管治療後、自家歯髄幹細胞を根管内に移植し
て歯髄を再生させる治療法の有効性を示す指標を決定する。３年以内に、非臨床試験に
おいてこれらの適切な方法を用いて安全性・有効性を確認する。その後、倫理・利益相
反委員会承認、ヒト臨床研究・ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会承認を得て、４
年以内に臨床研究を開始する。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
臨床研究において、抜髄・感染根管歯における、歯髄幹細胞および再生歯科充填材を用
いた歯髄再生治療法の安全性を確認し、５症例以上の歯髄再生の有効症例を得る。非侵
襲性歯髄診断装置を用いた歯髄画像診断に成功する。
（３）実施期間終了後の取組
確認申請を行い、製品の品質・安全性を確認する。その後、企業主導での治験届け、治
験、承認申請、薬事承認を取得する。実用化、医療としての普及を進めるために、より
確実な治療技術と、より良い製品を安全で安価にベンチサイドに届ける必要がある。そ
のための生産体制、品質保証体制の確立、技術普及のための体制の確立を行う。臨床研
究成果は歯科の国内外の各種学会や論文・雑誌などで広く公表し、歯科医師会や各歯科
大学などで講習会を催し、新しい治療法の伝導に努める。また、歯科医師会及び歯科メ
ーカーの協力を得て、市場調査・アンケートによる患者の意見の反映、歯髄細胞バンク
の構築、生産・流通網の合理化、開かれた透明性のある治療体制の確立を目指す。平成
30 年には、歯髄再生は国内５％の普及率を目標とする。また、薬事認可後、海外にも進
出する。歯髄・象牙質再生により歯の延命化に対して画期的・革命的解決法を与え、15
年後の高齢者において 8020 運動達成者を現在の 23%から２倍以上に増加させる。
（４）期待される波及効果
本支援プログラムにより、歯髄幹細胞の品質評価基準と安全性・安定性が確保され、歯
髄再生の安全性・有効性の指標が確立され、臨床研究が成功すれば、他大学研究機関に
おいても、歯科医師主導の先進医療として普及する可能性が大きい。また、歯髄再生の
臨床研究成功により、歯髄バンクの有用性が実証され普及率が高まるものと考えられる。
これにより、歯髄・象牙質再生が促進されるばかりでなく、他組織再生治療にも有用な
細胞源として用いられる可能性が十分ある。
採択時コメント
本提案は、抜髄・感染根管歯を対象とする歯髄再生治療の実用化に向けて、膜遊走分離法にて分取
し増幅した自家歯髄幹細胞について、適切な品質規格及び評価基準を設定して安全性と安定性に優れ
た移植細胞を確保するとともに、移植実施後に歯髄が有効に再生したことを示す有効性指標を得ようとす
る重要な取り組みである。大学、公的機関及び企業の参画を得て開発に必要な体制が構築されており、
独創的な基礎研究を、モデル動物を用いた非臨床研究を経て速やかに臨床研究へと発展させる、精密
かつ着実な計画の設定がなされており、開発加速につながるものと高く評価できる。
課題の実施に際しては、本分野の安全性に係る専門家の協力を得て実施体制を強化するとともに、薬
3

事面の対応にも十分に配慮しつつ、速やかに安全性の検討を進め、計画どおり臨床研究に展開すること
が求められる。また、臨床展開に際しては、並行して実施環境や支援体制の整備などについても十分に
検討することが望まれる。

4

Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目
ヒト歯髄幹細胞の SOP 作成
非臨床研究での安全性・有
効性試験、臨床研究、多施
設臨床研究のための実証
研究
多施設臨床研究のための
実証研究

所要経費

研 究

担当機関等

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

51.5

46.2

54.5

66.3

5.2

4.6

3.0

0

0

12.8

大島洋二郎

14.7

12.3

7.0

6.5

6.5

47.0

鹿児島大学

徳田 雅行

2.6

2.3

1.0

0

0

5.9

愛知学院大学

中村 洋

0

0

12.5

23.4

23.4

59.3

長崎大学

林 善彦

0

0

7.0

19.5

19.5

46.0

0

0

3.5

23.4

23.4

50.3

74.0

65.4

88.5

139.1

139.1

506.1

担当者

国立長寿医療

中島美砂子

合計

66.3 284.8

研究センター
東京都健康長 豊田 雅士
寿医療センタ
ー

非臨床研究での安全性試験

株式会社
新日本科学

非臨床研究での安全性試験

臨床研究、多施設臨床研
究のための実証研究
多施設臨床研究のための
実証研究
多施設臨床研究のための
実証研究

東京医科歯科大学 川島 伸之
所 要 経 費

（合 計）

※H25,H26 は提案書の記載に基づく予定額
２．使用区分
（単位：百万円）
ヒト歯髄幹細胞の
SOP 作成

設備備品費

非臨床研究での
安全性試験

非臨床研究での
有効性試験

多施設臨床研究の
ための実証研究

計

0

3.6

0

31.8

35.4

人件費

0.7

11.4

0.9

67.7

80.7

事業実施費

8.1

23.1

0

53.1

84.3

間接経費あるい
は環境改善費

1.2

3.4

0

22.9

27.5

10.0

41.5

0.9

175.5

227.9

計

※H22～H24 の実績を記載しています。
※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
ICG 蛍光実験ｼｽﾃﾑ LU-ICG 690 万
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
・計画（目標）：
抜髄・感染根管歯における歯髄再生治療法の早期実用化のため、隘路解消を目的とする。まず、膜
遊走分離法にて分取・増幅した自家歯髄幹細胞の、適切な品質規格、評価基準を設定し、安全性
と安定性を効率的に確保し、適切な安全性・安定性の試験法をプロジェクト開始３年以内に確立す
る。また、抜髄および感染根管治療後、自家歯髄幹細胞を根管内に移植して歯髄を再生させる治療
法の有効性を示す指標を２年以内に決定する。また、３年以内に、非臨床試験においてこれらの適
切な方法を用いて安全性・有効性を確認する。その後、倫理・利益相反委員会承認、ヒト臨床研究・
ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会承認を得て、プロジェクト開始４年以内に臨床研究を開始
する。臨床研究において、抜髄・感染根管歯における、歯髄幹細胞および再生歯科充填材を用い
た歯髄再生治療法の安全性を確認し、５症例以上の歯髄再生の有効症例を得る。プロジェクト終了
時までに非侵襲性歯髄診断装置を用いた歯髄画像診断に成功する。
・達成状況：
GMP 準拠細胞加工施設内へ歯を輸送し、製造加工する標準作業手順書（SOP）を作成し、ヒト歯髄幹
細胞の適切な品質規格、評価基準を設定し、安全性・安定性を確認した。また、抜髄後および感染根
管治療後の根管内に歯髄幹細胞を移植して歯髄を再生させる治療法の有効性を示す指標を決定した。
非臨床試験において、抜髄後の根管内へ歯髄幹細胞自家移植による歯髄再生治療法の安全性・有
効性を確認した。歯髄炎を対象疾患とする自家歯髄幹細胞移植による歯髄再生治療法に関して、「ヒト
幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」にそったヒト幹細胞臨床研究実施計画書および臨床研究プ
ロトコールを作成した。本臨床研究は国立長寿医療研究センターならびに愛知学院大学歯学部の倫
理・利益相反委員会にて承認され、厚生労働省に提出した。よって、これまで予定より早く順調に進ん
でいる。
多施設（愛知学院大学、長崎大学、東京医科歯科大学）での臨床研究を目的として、国立長寿医療
研究センターと東京都健康長寿センターおよび新日本科学との間でイヌの歯および細胞の輸送を行
い、SOP を作成した。さらに、現在、東京都健康長寿センターおよび上記３施設との間で、イヌと同様に
ヒトの歯および細胞を輸送し、安定性、安全性試験を行い、ヒトの歯および細胞の輸送の SOP の改訂を
行っている。
なお、計画にはなかったが、同種移植を可能にするため、イヌにおけるハプロタイプを調べる方法を
検討し、今後の前臨床試験にむけた基盤となることを示した。
また、所期の予定通り、移植後の歯髄再生をフォローするために必要となる非侵襲性歯髄診断装置
の ICG 光学系による ICG 蛍光撮像に成功し、生体内で、イメージングファイバーによる歯髄の撮像も
可能となった。
さらに、計画にはなかったが、膜遊走分取法により、他組織（骨髄、脂肪）からも歯髄再生治療に有
効な細胞源となる、歯髄幹細胞と形質の類似した幹細胞を分取できた。
歯髄バイオマーカーとして、thyrotropin-releasing hormone degrading ectoenzyme (TRH-DE)を同定
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した。
（２）採択コメントに対する対応
採択コメントを受けて、本分野の安全性・有効性評価に実績を有するあるいは見識を有する専門家と
して、分担者、新日本科学中村隆広様、豊田雅士先生、協力者、松山晃文先生、梅澤明弘先生に加
えて、新たに田邊裕貴先生にも参画いただき、実施体制を強化し、速やかに安全性・有効性の検討を
進めた。薬事面の対応に関しては、スーパー特区対応部門の片倉健男先生、加藤恭一先生にご相談
させていただいている。また、臨床展開に際しては、国立長寿医療研究センターの臨床研究推進部の
細井孝之先生に臨床研究事務局を立ち上げていただき、そのご協力の下、歯科口腔先進診療開発
部、臨床検査部、放射線診療部、外科などのセンター病院での実施環境や支援体制の整備などを行
っている。同様に、愛知学院大学歯学部でも、附属病院内の実施環境や支援体制を整備している。ま
た、臨床研究実施に際して必要となる、両機関のヒト幹細胞臨床研究倫理審査委員会への申請が承
認され、臨床研究の実施体制は整っている。
採択コメント変更なし
（３）所期の計画どおりに進捗していない場合の理由、対処、実績
ミッションステートメントの変更には至らなかった。
・歯髄診断装置開発
より明瞭な撮像による歯髄診断精度の向上をはかるために、光源の開発を進める。これにより、より
深部へ透過し鮮明な画像データを得ることができる。
・非臨床試験での歯髄再生の安全性
本プロジェクトは当初、薬事承認に必要となる治験での実施も考慮していたが、ヒトでの抜髄後の歯
髄再生治療の安全性と有効性をより早期に確認するため、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する
指針」に準じて臨床研究を実施することにした。よって、当初は GLP での非臨床試験を想定してい
たが、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」に準じた臨床研究では GLP での実施が必須
ではないため、歯髄幹細胞の特性試験および移植細胞調整液の安定性試験を GLP で実施しな
かった。したがって、当該プロジェクトの進捗の遅れにはならない。
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２．成果
（１）研究成果の内容
①国民のニーズが高い革新的な医薬品等の開発に資する成果について
う蝕は万人の病気である。深いう蝕・歯髄炎等により歯髄を除去した歯は、その後健康な状態での
歯の恒常性機能維持が困難であり、破折や抜歯に至る原因のひとつになっている。8020 運動（80
歳になっても自分の歯を 20 本以上残す運動）でも知られているように、超高齢社会において歯の
延命化は健康長寿に重要である。本プロジェクトにより、歯髄を除去した歯に歯髄を再生させること
で、歯の恒常性機能が維持でき、歯の延命化を図ることができるため、歯髄再生に対する国民のニ
ーズは非常に高い。健康研究の隘路解消により、臨床研究において歯髄再生治療の安全性・有
効性の実証を促進でき、実用化による歯の延命化、国民の QOL 向上につなげることができる。
②本プロジェクト実施による開発加速の状況について
本プロジェクトにおいて、歯髄再生医療の有効性を高めるためには、血管新生・神経再生能および
歯髄再生能に優れた歯髄幹細胞を、尐量の歯髄組織あるいは未分取の歯髄細胞から安全に高効
率に分取することが必須であった。そこで、開発加速のため、高い膜加工技術を有する企業の協
力を得て膜遊走分取法を新規に共同開発し、最適条件下で分取した歯髄幹細胞の特徴を明らか
にした(IV. １)。新日本科学および東京都健康長寿センターの協力の下、および松山先生、梅澤
先生、田邊先生のご指導も得て、細胞加工施設内での歯髄幹細胞の採取、増幅から凍結に至る
一連の過程の標準作業手順書（SOP）の作成を行った(IV. ２)。その SOP に沿って歯髄幹細胞の
品質(IV. ３)および安全性(IV. ４)の確認を、新日本科学および東京都健康長寿センターの協力
の下、加速化させた。さらに遊走因子とともに自家細胞移植した際の歯髄再生のメカニズムを解明
し、歯髄再生治療のより有効で最適な方法を決定するに至った(IV. ６)。新日本科学における移植
に伴う安全性試験のために、あらかじめ、東京都健康長寿センターのご協力によりイヌの歯の輸送
(IV. ７)および細胞輸送の SOP を作成した。ついで、その SOP にしたがって、新日本科学からイヌ
の歯を輸送し、国立長寿医療研究センターで細胞加工後新日本科学へ細胞輸送を行った。新日
本科学での抜髄後の根管内への移植は、鹿児島大学から歯髄の治療法の技術を指導していただ
くことで非臨床試験を速やかに実施した。さらに、並行して、臨床研究を実施するのに適した施設
の整備、実施体制、ならびにヒト幹細胞臨床研究実施計画書プロトコールの作成(IV. ９)も、国立
長寿医療研究センターの臨床研究推進部のご協力を得て予想以上に早く進めることができた。そ
の結果、当初予定した時期より早く、平成 24 年 4 月に厚生労働省にヒト幹細胞臨床研究実施計画
書を提出するに至った。さらに、プロジェクト後半での実施を予定している多施設間の臨床研究(IV.
１０)のための歯髄再生医療のおける連携体制についても順調に構築されつつある。非侵襲性の歯
髄診断装置(IV. １１)については、ユタカ通信設備株式会社の協力を得ながら、試作機を作製し、
ICG 試薬を歯根尖部に注入し、イメージングファイバーを用いて蛍光発光を撮像することに予定ど
おり成功した。
③プロジェクトによって得られた新しい科学技術面での知見・成果について
本プロジェクトにおいて以下のような知見・成果を得た。
8

１）歯髄幹細胞を移植後、歯髄の再生が促進される機序を明らかにした。すなわち、一定のマーカ
ーを発現する幹細胞群が歯髄再生に有効であり、移植細胞から分泌される蛋白質の trophic 効果と
遊走因子との相乗効果により、歯外部から幹細胞が根管内に遊走、増殖し、アポトーシスが抑制さ
れ、血管再生、神経伸長が促進されることが判明した(IV. ６)。この知見は、歯髄幹細胞移植の安全
性ばかりでなく有効性を示すための重要な科学的根拠となる。また他組織再生の際にも、十分応用
が可能である。
２）歯髄再生に有効な歯髄幹細胞を高効率で安全に分取する方法ならびに培養法の開発(IV. １)
を行い、臨床研究を行うに十分な安全性(IV. ４)と安定性(IV. １)を担保できた。この各過程では、特
に臨床研究申請を前提として、すでに臨床で広く用いられている医薬品等を利用することにより、必
要とされる安全性や有効性を評価する試験項目を最低限にとどめ、臨床研究実施までの大幅な時
間短縮をはかることが可能となる成果をもたらした。また、この新規幹細胞分取法は、尐量の組織あ
るいは細胞から幹細胞を分取できる利点があり、歯髄のみならず、脂肪や骨髄細胞からも同様の特
徴を有する幹細胞が分取でき(IV. ８)、しかも、ヒト以外の種でも応用可能であった。また、特別な機
器を必要とせず、ディスポーザブルで完結でき、安全で安価である。したがって、抗体ビーズに代わ
る新規の幹細胞分取法あるいは幹細胞分取器として、再生医療および再生医学研究に汎用できる
と期待される。
３）同種移植を可能にするため、イヌにおけるハプロタイプを調べる方法を検討した結果、同種移
植の可能性を検討することが可能となった。
４）非侵襲性の歯髄診断を可能にするため、ICG 専用光学系、高効率な分光キューブおよびイメ
ージングファイバーを用いた新規の装置を新規に設計、製作した(IV. １１)。これにより、in vivo で歯
の根尖部から歯髄内に浸潤させた ICG の蛍光を撮像することが可能となった。
５）歯髄再生を証明するため、適切な歯髄バイオマーカーを同定した (IV. １２)。これにより、歯髄
が再生されることをより明確にすることが可能となった。
（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（0 件）
【研究成果発表等】
１) 論文等
原著論文発表
（査読付）

左記以外の誌
面発表

口頭発表
(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

合計

和文誌

6件

5件

52 件

63 件

欧文誌

18 件

3件

15 件

36 件

合

24 件

8件

67 件

99 件

計

２）特許等出願件数（6 件）
1) 名称：「薬剤、歯科材料、及びスクリーニング方法」
米国移行番号 12/936474
9

欧州移行番号 09730839.9
中国移行番号 200980112243.1
出願人：財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
発明者：中島美砂子、中村洋
2) 名称：「非抜歯根管充填材及び非抜歯による歯組織再生方法」
国際出願日：2010 年 9 月 10 日
出願番号：PCT 2010-005536
出願人：国立長寿医療研究センター
米国移行番号 13/395374
欧州移行番号 10815152.3
中国移行番号 201080040308.9
出願人：国立長寿医療研究センター
発明者：中島美砂子、庵原耕一郎
3) 名称：「歯科用超音波薬剤導入システム及び歯科用超音波導入方法」
特開：2011 年 7 月 28 日
出願番号：特願 2010-280905
特開番号：2011-143242
国際出願日：2010 年 12 月 16 日
出願番号：PCT /JP2010/007315（WO/2011/074268 A1）
出願人：財団法人ヒューマンサイエンス振興財団、福岡大学
発明者：中島美砂子、立花克郎
米国移行番号 13/516678
欧州移行番号 10837299.6
中国移行番号 201080056859.4
出願人：国立長寿医療研究センター、福岡大学
発明者：中島美砂子、立花克郎
4) 名称：「間葉系幹細胞を含んでなる根管充填材及びこれを用いた歯組織再生方法」
出願日：2011 年 2 月 28 日
出願番号：2011-042862
出願人：国立長寿医療研究センター
国際出願日：2012 年 1 月 31 日
出願番号：PCT/JP2012/052155（WO/2012/117793 A1）
出願人：国立長寿医療研究センター
発明者：中島美砂子、庵原耕一郎
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5) 名称：「膜分取培養器、膜分取培養キット、およびこれを用いた幹細胞分取方法、なら
びに分離膜」
出願日：2011 年 3 月 30 日
出願番号：2011-075861
出願人：国立長寿医療研究センター
国際出願日：2012 年 3 月 30 日
出願番号：PCT/JP2012/058637（WO/2012/133803 A1）
出願人：国立長寿医療研究センター、東レ株式会社
発明者：中島美砂子、庵原耕一郎、山田和正、島垣昌明、長部真博
6) 名称：「脳梗塞治療材及び脳組織再生方法」
米国移行番号 13/059710
出願人：財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
発明者：中島美砂子、杉山昌彦
３）受賞等（2 件）
1) 石坂亮、庵原耕一郎、村上真史、中村洋、福田理、中島美砂子，デンツプライ賞：「イヌ
歯髄・骨髄・脂肪 CD31-SP 細胞の抜髄後根管内移植による歯髄再生能比較」 2011 年
11 月
2) 山本翼、村上真史、石坂亮、庵原耕一郎、栗田賢一、中島美砂子，第 66 回 NPO 法人
日本口腔科学会学会賞若手優秀ポスター賞：「歯髄バイオマーカーとしての TRH-DE
有効性の検討」 2011 年 5 月
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
1) Sugiyama M., Iohara K., Wakita H., Hattori H., Ueda M., Matsushita K., Nakashima M.：,
「Dental pulp-derived CD31(-)/CD146(-) side population stem/progenitor cells enhance
recovery of focal cerebral ischemia in rats.」, Tissue Eng. Part A., 17(9-10), 1303-1311,
（2011）
2) Iohara K., Imabayashi K., Ishizaka R., Watanabe A., Nabekura J., Ito M., Matsushita K.,
Nakamura H., Nakashima M.:,「Complete pulp regeneration after Pulpectomy by
Transplantation of CD105+ Stem Cells with Stromal Cell-Derived Factor-1.」, Tissue Eng.
Part A., 17(15-16), 1911-1920, （2011）
3) Ishizaka R., Iohara K., Murakami M., Fukuta O., Nakashima M.：,「Regeneration of dental
pulp following pulpectomy by fractionated stem/progenitor cells from bone marrow and
adipose tissue.」, Biomaterials., 33(7), 2109-2118, （2012）
4) Yamamoto T., Murakami M., Ishizaka R., Iohara K., Kurita K., Nakashima M. ： ,
「 Identification of thyrotropin-releasing hormone (TRH)-degrading enzyme as a
biomarker for dental pulp tissue.」, Dentistry., 2(1), 114, （2012）
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5) Ishizaka R., Hayashi Y., Iohara K., Sugiyama M., Murakami M., Yamamoto T., Fukuta
O., Nakashima M.: , 「Side population cells from dental pulp is superior compared to
bone marrow and adipose tissue in stimulating angiogenesis,neurogenesis and
regeneration」, Biomaterials., 34(8): 1888-1897, （2013）
（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学的・技術的波及効果
現段階の状況
本プロジェクトの開発加速により、スーパー特区の 3 つのプロジェクトのひとつ、「抜髄・感染根管治
療後の歯髄再生」のための歯の輸送の SOP、GMP 準拠細胞加工施設での歯髄幹細胞の製造加
工、凍結保存のための衛生管理、製造管理、品質管理の SOP、細胞輸送の SOP などを安全性試
験、安定性試験、有効性試験を基に作成した。この SOP は、スーパー特区の他のプロジェクト「深
いう蝕のバイオ歯移植による細管象牙質再生」のために必要となる歯髄幹細胞の製造加工の SOP
として同様に使用できる。また、バイオ歯の輸送に関しては、歯の輸送の SOP に準じて改変して用
いることができる。また、本歯髄再生プロジェクトにより GMP 準拠細胞加工施設での実施体制（責
任体制、教育体制、健康管理体制）が培われていき、研究者などのスタッフが Regulatory Science
の概念や薬事対応に関わる種々の基準やその運用に関する知識を身に付けられることは、次の細
管象牙質再生プロジェクトを進める上で有利である。したがって、細管象牙質再生の臨床研究に向
けた加速化につながると考えられる。
今後期待されること
1 再生医療の良い実施例
う蝕は万人の病気といわれ、本歯髄再生医療は、歯髄炎、根尖性歯周炎を対象とする約 4,000
万件/年と、症例数は多い。また、歯は外部臓器で、移植細胞数は尐なくてすむこと、有効性の
確認、安全性の確保が比較的容易であることから、比較的早期の成功が期待できる。よって、
安全で有効な再生医療として、良い実施例となると考えられ、他組織の再生医療に拍車をかけ
る可能性が期待できる。
２ 歯髄幹細胞バンクの普及
歯髄幹細胞は、乳歯や抜去した智歯などの不用歯から低侵襲に採取可能であり、幹細胞の含
有率が高く、形質の一定した幹細胞が得られやすい。また、血管新生能、神経誘導能が高く、
遊走能、増殖能に優れ、細胞バンクの細胞源に有利である。よって、本プロジェクトの歯髄幹細
胞の GMP 製造加工法の確立により、歯髄幹細胞バンクの普及により、歯髄・象牙質再生ばかり
でなく、虚血性疾患（脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病性下肢虚血など）治療、骨再生などの他疾患
治療にも応用できる有用な細胞源となる。
３ 歯延命化による高齢者の QOL の向上と医療費・介護費の軽減
歯髄・歯の可及的保存・延命化、および味覚・触覚・咬合・発音・審美性などの口腔の機能維持
につながり、QOLが向上する。また、自律神経や運動機能維持による全身の恒常性の維持、さ
らに咬合が脳に刺激を与え認知症の防止に役立つ。8020運動の達成者が多くなり、高齢者の
健康維持、要介護の減尐による医療・福祉経済の安定につながると考えられる。
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３．研究計画・実施体制（「Ⅱ．経費」とも関連）
①有効性安全性評価を専門とするチームあるいは同アドバイザーとの連携はどのように行われたか。
国立長寿医療研究センター中島、庵原が鹿児島大学の徳田先生に新日本科学にてイヌの歯の抜
歯、抜髄、歯髄幹細胞移植の方法について技術を伝授し、さらに徳田先生から新日本科学の担当
者に技術指導した。新日本科学は GLP 施設であるため、GLP における SOP が整備されている。東
京都健康長寿医療センター豊田は国立成育医療研究センターにて GMP 細胞加工の十分な経験を
有する。したがって、国立長寿医療研究センターは新日本科学および東京都健康長寿医療センタ
ーを数回訪問し、SOP 作成の助言等を受け、ヒト歯髄幹細胞製造加工の SOP 作成を進めた。
一方、細胞移植医療は、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究における指針」（以下｢ヒト幹指針｣）に基づ
いて実施することが求められる。臨床研究を実施申請するにあたっては、治療の安全性や有効性と
いった科学的な根拠を示すことはもちろんであるが、機関内倫理委員会の設置、臨床研究に必要な
実施体制や実施要項、手順、安全性を担保するための評価項目を示す資料など多くの書類作成が
求められている。またヒト幹指針は再生医療の実現化を促進するために改訂作業も進んでおり、その
最新の動向を把握しつつ申請書類を整えていくことも求められた。そこで、幹細胞研究の指針作成
に携わった経験をもつ専門家（松山先生、田邊先生、梅澤先生）に、アドバイザーとして加わってい
ただき、本研究内容を理解していただいた上で適切な助言をいただいた。具体的には、状況を説明
し適切な申請書類を作成するために、メールや電話あるいは訪問により適宜打ち合わせを行った。
また班会議を 3 回行い、分担研究者間の連携を強化し、アドバイザーの意見を反映させた効率的な
研究を加速化させた。さらに、スーパー特区薬事相談会により全般的な理解を深める機会をいただ
き、臨床研究実施に際して必要となる個別項目に関して国立医薬品食品衛生研究所のスーパー特
区対応部門の片倉健男先生や加藤恭一先生にメールや電話、ご訪問によりご相談させていただき、
両氏を通して関係機関からも間接的に専門的なアドバイスを得た。その結果、隘路解消が促進され、
平成 23 年度内に、ヒト幹指針に基づく機関内倫理審査委員会の設置、臨床研究実施体制整備を進
め、これまで行ってきた細胞加工施設整備、標準作業手順書作成等とあわせて、臨床研究のための
申請を行い、倫理審査委員会の承認を得た。平成 24 年 4 月には厚生労働書の臨床研究承認に向
けた審査会への申請を行うに至った。
②研究項目毎に適切な予算配分、執行に向けてどのような配慮がなされたか。
・新日本科学においては、当初、治験をめざして非臨床試験を GLP で実施することを計画し、そのた
めに必要な、歯髄幹細胞のバリデーション（細胞濃度、生存率及びフローサイトメトリーによる細胞表
面抗原発現率）、各ロットの特性試験、安定性試験のために、人件費と消耗品費、雑役務費を加算し
ていた。
・国立長寿医療研究センターでは、歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設での SOP 作成、および非
臨床研究の有効性試験のために研究補助員ならびに研究員を増員し、研究の加速化を進めた。
・消耗品は在庫管理担当者が在庫管理を行い、その都度発注し、無駄を省いた。
・発注する際は、経理担当が複数業者から見積もりをとり、最安値で購入した。
・人件費は、できる限りの最尐人数で確認や協力をし合い対応した。

13

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
（１）研究終了時の達成目標について
当初計画通り
（２）実施期間終了後における取組の継続性・発展性
① 実施期間終了後も研究・開発を継続展開するための工夫・見通し
実施期間終了後は、歯髄幹細胞および遊走因子による再生医療を医療機器として承認される
ことが最終的な目的となる。このためには治験の実施が必須である。治験の実施には、非臨床
試験を GLP で実施し、安全性を確認する必要がある。また、治験の実施には歯髄幹細胞に添
加している G-CSF（顆粒球コロニー刺激因子）（ノイトロジン）およびアテロコラーゲンインプラン
トの医薬品としての適応拡大の評価も必要となる。また、細胞を保存し輸送するチューブや膜
遊走分取器の GMP レベルの製品化など、治験の実施には検討すべき事項があり、治験実施
に向けての研究・開発を継続する予定で、各関連企業へ製造および販売の協力要請を起業
家コーディネータを通して行っている。また、膜遊走分取器の研究開発費の公的資金獲得を
めざして準備中である。
非侵襲性診断装置の開発については以下の取り組みを行っていく。
1) 光学系装置（以下、診断装置）の小型化
2) 診断装置の診断精度の向上 （より鮮明な画像を得られる機材の開発・選定）
3) 診断装置の利便性の向上
② 研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
歯髄幹細胞は、抜け落ちた乳歯や抜去した智歯などの不用な永久歯の歯髄組織から低侵
襲で採取可能である。また、形質の一定した幹細胞が得られやすく、幹細胞の含有率も高く、
血管新生能、神経再生能ともに骨髄や脂肪幹細胞よりも優れており、遊走能、増殖能も高い。
本プロジェクトは歯髄再生治療が目的であるが、私どもの研究では歯髄幹細胞は動物実験モ
デルにおいて、脳梗塞や下肢虚血などの虚血性疾患治療や末梢神経麻痺にも有効であること
を示しており、骨再生や脊髄損傷に対しても有効であることが知られている。現在 iPS 細胞の細
胞バンクの創設が考慮されているが、iPS 細胞にはがん化の懸念がある。歯髄幹細胞はがん化
リスクがなく、他組織の再生にも有効な細胞源となる可能性があり、歯髄幹細胞バンクとして注
目されている。また歯髄幹細胞は極めて効率良く iPS 細胞を誘導できることが知られており、iPS
細胞誘導に有用な細胞源ともなりうる。
一方、現在、幹細胞分取法として頻繁に用いられているフローサイトメトリーでは安全性に問
題があり、免疫磁気抗体ビーズ法（Ioslex など）や脂肪幹細胞用の Celution system では高価で
組織や細胞量が多く必要となるなど、尐量の組織や細胞しか得られない歯髄では効率が問題
となる。未分取の歯髄細胞は血管新生能・神経再生能、歯髄再生能が歯髄幹細胞に比べて低
く、さらに移植した際には根管内部で石灰化を生じる。よって、膜遊走分取器を用いることで安
価で安全に高効率に歯髄幹細胞を得、再生能に優れ、継代・増幅させても形質が安定し、細
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胞老化しにくいという利点があり、歯髄幹細胞バンク作成にも有用である。さらに、本膜遊走分
取器は、骨髄や脂肪幹細胞も同様に分取でき、他組織幹細胞分取にも有効である。また種は
問わない。よって、膜遊走分取器は体性幹細胞研究、iPS 細胞研究、癌研究にも広く寄与でき
ると考えられる。
また、本研究により、ICG の蛍光撮像が可能となったため、ICG を特定の部位あるいは病変
組織に集積、定着できればより鮮明な撮像が可能となる。
③ 社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
本歯髄再生は歯髄炎治療ばかりでなく、感染根管治療にも応用可能である。感染等により
歯髄を除去した歯の歯髄を再生させ歯の延命化を図ることは、厚生労働省や日本歯科医師会
が提唱している 8020 運動（満 80 歳で 20 本以上の歯を残す運動）に合致しており、これをより
促進する成果が得られることが見込まれる。また、多施設による歯髄幹細胞による歯科再生医
療が実施できれば、多施設間実施再生医療のモデルケースとなり、多施設間臨床研究のガイ
ドラインへのフィードバックが可能である。多施設間臨床研究が成功すれば、歯再生医療のネ
ットワークが構築でき、細胞が安定供給され、品質が保証され、地域間格差が解消され、一般
医療として普及でき、8020 達成に拍車をかける可能性がある。さらに、歯髄幹細胞が歯ばかり
でなく他組織の再生医療の発展にも大きく寄与をする可能性がある。

15

ＩＶ．実施結果・成果の詳細
１. 膜遊走分取法を用いたヒト歯髄幹細胞の安全で効率的な分取法の開発
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、村上真史、庵原耕一郎
【 要 旨

】

象牙質・歯髄再生においては血管新生・神経再生を考慮する必要がある。私どもは、近年、ヒト歯髄組
織より、血管新生能・神経再生能に優れた歯髄幹細胞／前駆細胞である CD31-/CD146- SP 細胞を分取
した。しかしながら、SP は Hoechst33342 という DNA 結合色素でラベルしてフローサイトメーターで分取し
なければならないため安全性に問題がある。したがって、私どもは、ヒト歯髄組織から、幹細胞の形質を維
持したまま、安全で効率的にしかも安価に幹細胞を分取・増幅する幹細胞の新しい分取法として、膜遊
走分取法を新たに開発してきた。本研究では、膜遊走分取法の最適条件(播種細胞数、遊走因子作用
時間、遊走因子濃度)を決定し、その幹細胞としての形質および再生能をフローサイトメトリーで分取した
CD105+細胞および未分取の total 歯髄細胞と比較した。その結果、未分取の total 歯髄細胞では CD105
陽性率が 20%以下であったが、G-CSF 100 ng/ml の濃度勾配で 48 時間膜分取した歯髄幹細胞では
CD105 陽性率が 95%以上であり、CXCR4 や G-CSFR の陽性率も 3 倍以上高く、歯髄幹細胞を多く含む
画分が得られた。また、フローサイトメトリーで分取した CD105+細胞と類似して、未分取の total 歯髄細胞
よりも高い増殖能、遊走能、遊走促進効果、血管・神経誘導能、免疫調節能、抗アポトーシス効果が認め
られた。また、マウス下肢虚血モデルや異所性歯髄再生モデルに移植すると CD105+細胞を移植した場
合と同様に、未分取の total 歯髄細胞よりも有意に血管・神経再生あるいは歯髄再生を認めた。また、増
幅させても、形質は安定していた。よって、以上の結果より、G-CSF 100 ng/ml 濃度で膜分取した歯髄幹
細胞は歯髄・象牙質再生治療に有用であることが示唆された。
【 緒 言

】

近年、歯髄幹細胞を用いた歯髄・象牙質再生による新しい歯髄炎治療法の臨床応用の可能性が
示唆されている。この再生医療に用いる歯髄幹細胞は、血管新生能・神経再生能及び歯髄再生能
に優れた画分である必要がある。私共は、動物実験では歯髄由来 CD31- SP(side population)細胞あ
るいは CD105+細胞などを用いてきた(1-6)。SP 細胞は、Hoechst33342 でラベルし、この色素を強
く排出する画分をフローサイトメーターにて、Hoechst Blue と Hoechst Red で分取するもので、幹
細胞が多く含まれる(7)。しかしながら、Hoechst33342 は DNA 結合色素であり、またフローサイ
トメーターの使用を必須とするため、細胞の安全性に問題があるといわれている。一方、幹細胞
に特異的な膜表面抗原に対する抗体を用いる場合、フローサイトメーターを使わずに、磁気抗体
ビーズを用いる方法が開発されている。例えば、骨髄幹細胞として、CD34 や CD133 抗体ビーズ
が知られているが、ある程度の組織細胞量を必要とする。よって、歯髄組織から分取する場合は
不適である。また、ヒト歯髄の場合、CD34 陽性細胞および CD133 陽性細胞は、それぞれ歯髄細
胞の 0.01%及び 0.5%とほとんど存在せず、既存（市販）の磁気抗体ビーズ法は適さない。CD105
や CXCR4 の抗体ビーズではオーダーメイドとなるため、非常に高価となるおそれがある。従っ
て、歯髄再生医療の臨床応用、実用化のためには、ヒト歯髄組織から、安価で安全に効率的に幹
細胞を分取する方法を開発する必要がある。
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これまで、骨髄に存在する CXCR4+細胞、C-MET+細胞、あるいは LIF-R+細胞は、それぞれ、そ
のリガンドの SDF-1、HGF、あるいは LIF の濃度勾配を利用して、遊走 chemotaxis 効果により骨
髄の幹細胞として濃縮できることが知られている(Kucia, et al., 2006)。また、骨髄、末梢血及び臍
帯血の幹細胞(CXCR4+/lin-/CD133+/CD45+細胞の造血幹細胞および CXCR4+/lin-/CD133+/CD45-細胞
の間葉系幹細胞)を SDF-1 の濃度勾配で濃縮できることが知られている(Baumert, et al., 2008)。こ
の場合、既製の Costar Transwell 24-well の 5 μm の孔径（ポアサイズ）のフィルターの下部のチャ
ンバーに SDF-1 を入れ、上部に濃縮したい細胞を入れている。しかしながら、安全性を考慮した
場合、SDF-1 はいまだ薬事認可を受けておらず、SDF-1 に代わる安全で有効な遊走因子の使用が
望まれる。また、骨髄幹細胞の遊走に有効な因子として、血小板由来の sphingosine-1-phosphate
(S1P) (Meriane, et al., 2006)、脂肪幹細胞の遊走に有効な因子として、protocatechuic acid (Wang, et
al., 2008)が知られている。しかしながら、やはりいまだ、安全性の問題が解決されていない。さ
らに、血管新生・神経再生および歯髄再生能に優れた歯髄 CD31- SP 細胞は SDF-1 に対して遊走す
ることが知られている(1)。しかし、歯髄幹細胞の分取に有効な、SDF-1 以外の遊走因子は明らか
ではない。
したがって、本研究では、歯髄幹細胞を安全かつ安定的に分取することができる幹細胞膜遊走
分取器を開発し、遊走因子の種類、濃度、反応時間、播種細胞数などの幹細胞膜遊走分取法の最
適な条件を検討した。
【 結 果

】

1. TAXIScan を用いた遊走因子による遊走能の違い
2. 歯髄幹細胞分取のための最適な播種細胞数
3. 歯髄幹細胞分取のための最適な G-CSF 作用時間
4. 歯髄幹細胞分取のための最適な G-CSF 濃度
【 考 察 】
本研究では、臨床応用に向けて安全に、安価で高効率に、尐量の組織あるいは細胞から幹細胞を分
取できる装置を開発することを目的に、幹細胞の高い遊走能を利用して、遊走因子の濃度勾配により、
市販のセルカルチャー・インサート膜を通過する細胞を分取する幹細胞膜分取法の最適な条件を検討し
た。まず、遊走因子としては、歯髄細胞の遊走を促進し、すでに医薬品として薬事承認されている G-CSF
に注目した。G-CSF は、がん化学療法による好中球減尐症や再生不良性貧血に伴う好中球減尐症、あ
るいは、末梢血幹細胞移植の際に、G-CSF 投与により、より多くの造血幹細胞を骨髄から末梢血中に動
員するために一般に用いられている。G-CSF は、造血幹細胞の遊走作用の促進の他に、心筋梗塞部位
へ骨髄中から間葉系幹細胞を動員する作用があることも報告されている。(Kocher, et al. 2001, Kawada, et
al. 2004, Kollar, et al., 2009) G-CSF による造血幹細胞の遊走については、G-CSF によって誘導される
MMP の活性化や VLA-4 (1-integrin very late antigen-4, CD49d)、L-Selectin (CD62L)などの接着因子
の発現の低下が関与していることが報告されている。(Bellucci, et al. 1999, Jin, et al. 2008) しかしながら、
間葉系幹細胞の G-CSF による遊走については詳細なメカニズムはいまだ明らかにされていない。
本研究において、幹細胞膜分取法における G-CSF の反応時間を検討したところ、G-CSF による
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細胞遊走は 48 時間でほぼ平衡に達した(8)。次に、膜分取器に播種する細胞数を検討し、細胞数に
よって細胞の分取効率が異なることが示唆された。さらに、G-CSF の最適濃度を検討したところ、
幹細胞マーカーの発現は、G-CSF 10ng/ml で分取した膜分取歯髄幹細胞は、フローサイトメーター
で分取した CD105+細胞と比較して、類似した幹細胞マーカー発現率であった。G-CSF 100ng/ml
で分取した膜分取細胞は、CD105+細胞と比較して、CXCR4、G-CSFR 発現率が高く、幹細胞がよ
り多く含まれていることが示唆された。また、G-CSF 100ng/ml での膜分取歯髄幹細胞は、未分取
の total 歯髄細胞と比較して、より高い細胞増殖能、遊走能、遊走促進効果を有していた。血管新
生因子、神経栄養因子の mRNA 発現についても G-CSF 100ng/ml で分取した時、最も高い発現を
示していた。また、G-CSF 100ng/ml での膜分取歯髄幹細胞は、未分取の total 歯髄細胞に比べて、
免疫調整能およびアポトーシス抑制効果が高いことが明らかとなった。G-CSF 100ng/ml での膜分
取歯髄幹細胞は 12 代まで増幅させても幹細胞の形質は安定していた。さらに、下肢虚血や異所性
歯髄再生などの in vivo 移植再生モデルにおいて、優れた血管新生・神経再生能および歯髄再生能
を有していた。以上の結果から、幹細胞膜分取法においては、G-CSF 100ng/ml の時、血管新生・
神経再生能および歯髄再生能が高く、安定した形質をもつ歯髄幹細胞を最も多く分取できること
が明らかとなった。我々は、歯髄 CD105+細胞が、血管誘導能、神経誘導能が高く、歯髄再生能が
高いことをすでに報告しているが(5)、G-CSF 100ng/ml で分取した膜分取細胞についても CD105+
細胞と同様に歯髄・象牙質再生治療に有用であることが示唆された。
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２. ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設での SOP 作成
東京都健康長寿医療センター 豊田雅士
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、 庵原耕一郎、 村上真史、 中村博幸、
松下健二、細井孝之
【 要 旨

】

GMP 準拠細胞加工施設アイソレータ内で、ヒト抜去歯歯髄から歯髄細胞を採取し、膜遊走分取法にて
効率良く安全、安定的に歯髄幹細胞を分取し、さらに増幅、凍結保存にいたる一連の細胞製造加工の標
準作業手順書（SOP）を作成した。さらに、この SOP にしたがって製造加工した細胞の品質検査を行い、
SOP を確立した。
【 方 法

】

ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞加工施設での細胞製造加工にあたり、細胞加工施設内（アイソレータ
使用）への入室・作業・退出にいたるまでの一連の操作に対する SOP について臨床研究実施機関での
設備にあわせて作成する（図）。この手順書作成においては、次の様な工程で進める。まずイヌ歯髄幹細
胞を用いた細胞培養のシミュレーションを実施し、細胞の増殖能、生存率、移植までに必要な細胞数を
確保できるまでの期間（細胞培養期間）の概算等の検証を行い、SOP の原案を作成する。この原案に基
づき、ヒト歯髄幹細胞による検証を重ね、臨床研究に適したプロトコールの確立を行い、SOP 原案を改訂
していく。さらに、実際に臨床研究を行う機関にある細胞加工施設設備にあわせた手順書とするため、国
立長寿医療研究センター側と打ち合わせを重ねて改訂作業をすすめ最終案として提示するに至った。な
お本プロジェクトにおいて、歯髄幹細胞の採取についてより効率的な膜遊走分取方法が開発され（前項
目 「1. 膜遊走分取法を用いたヒト歯髄幹細胞の安全で効率的な分取法の開発」参照）、安全性や有効
性への担保が見込め臨床研究で実施できることが可能となったことから、膜遊走分取法を用いた場合の
SOP の改訂を行い、最終確定案として提示した。
なお、ヒト歯髄は協力機関の愛知学院大学附属病院から国立長寿医療研究センターに一昼夜以内に
輸送された新鮮抜去歯を用いる。ヒト歯髄幹細胞を用いた動物モデルにおける歯髄再生に関しては、愛
知学院大学および国立長寿医療研究センターの両機関での倫理・利益相反審査委員会および動物実
験倫理委員会の承認を得て行うものとする。一方、該当研究対象者に対しては当該諸施設の倫理・利益
相反審査委員会にて承認された書面（説明文、同意書）および口頭で十分に説明し同意を得たうえで実
施する。培養に必要な血清は、研究代表者の個体から採取し、血清の栄養状態は種々の Growth Factor
の ELISA により検討する。
抜去歯

細胞加工施設

凍結細胞
図 臨床研究実施の概要
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【 結 果 】
臨床研究実施に向けて作成した SOP は以下のような項目にまとめた。なお本プロジェクトにおいて、歯髄
幹細胞の採取についてより効率的な膜遊走分取方法が開発され（前項目 「1. 膜遊走分取法を用いたヒ
ト歯髄幹細胞の安全で効率的な分取法の開発」参照）、安全性や有効性への担保が見込め臨床研究で
実施できることが可能となったことから、膜遊走分取法を用いた場合の SOP の改訂を行い、最終確定案と
して提示した。
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このうち作成した 国立長寿医療研究センター 品質マニュアル (QM0001-A) の内容を以下に示す。
国立長寿医療研究センター 品質マニュアル (QM0001-A)：
目次
第１章 運用理念
第２章 方針
第３章 行動原則
第４章 行動計画
第１節 中期計画
第２節 年間計画
第５章 法令の遵守
第６章 責任体制
第７章 責任者の業務規定
第１節 研究責任者の業務
第２節 細胞加工責任者の業務
第３節 製造管理責任者の業務
第４節 品質保証責任者の業務
第５節 バリデーション責任者の業務
第６節 自己点検責任者の業務
第７節 教育訓練責任者の業務
第８節 逸脱管理責任者の業務
第９節 変更管理責任者の業務
第１０節 細胞加工施設管理責任者の業務
第８章 文書管理規程
第１節 製品標準書
第２節 製造管理基準書
第３節 衛生管理基準書
第４節 試験検査手順書
第５節 出荷判定手順書
第６節 バリデーション手順書
第７節 苦情・回収処理手順書
第８節 自己点検手順書
第９節 教育訓練手順書
第１０節 逸脱管理手順書
第１１節 変更管理手順書
第１２節 細胞加工責任者の業務に関する手順書
第１３節 製造管理責任者の業務に関する手順書
第１４節 品質保証責任者の業務に関する手順書
第９章 図表一覧
第１節 文書樹系図
第２節 設備機器リスト
第３節 原材料リスト
第４節 製品リスト
第１０章 改定履歴
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3. 自家歯髄幹細胞の適切な品質規格・評価基準の設定と分取・培養・保存・運搬のプロセスの
一貫した品質管理システムの構築
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、村上真史
【 要 旨

】

本研究は、歯髄再生治療の臨床研究を行うにあたり、GMP 準拠細胞加工施設への歯の輸送及び歯髄
幹細胞の分取・培養・保存・運搬のプロセスの一貫した品質管理システムの構築を行うことを目的とする。
歯髄幹細胞の品質評価としては、移植細胞の一部を用いた細胞形態解析およびフローサイトメトリーによ
る表面抗原解析により、CD29, CD44, CD105 の陽性率が 60%以上で CD31 が 2%以下を設定した。歯髄
幹細胞が培養器に入ったままで非侵襲的に、非破壊的に、短時間で品質評価できる方法として、顕微鏡
観察画像による細胞形態分析およびを行った。また、分取・増幅させた細胞が歯髄幹細胞の特徴を有し
ている目的の細胞であることに関しては歯髄バイオマーカー（thyrotropin-releasing hormone-degrading
enzyme (TRH-DE)）発現(1)を検討した。また、Real time 水平化学走化性分析や血管新生・神経栄養因
子を用いた遺伝子発現解析により G-CSF に対し高い遊走能・増殖能を有し、血管誘導・神経栄養因子
を高発現し、血管・神経誘導能に優れていることを検討した。それにより、GMP 準拠細胞加工施設で
SOP に従い採取、増幅、凍結させたヒト膜分取歯髄幹細胞の品質管理システムおよび製品標準書が構
築できた。

【

試験物

】

1) 名称
日本名：自己歯髄組織由来間葉系幹細胞
英 名： Autologous dental pulp tissue derived mesenchymal stem cells (DPSC)
2) 規格
規格は以下の４項目とする。
①細胞数 3.0×106以上
②生存率 75%以上
③純度 純度CD29 70%以上、CD44 70%以上、CD105 70%以上、CD31 2%以下
④感染性検査 （解凍後のデータ）
・無菌試験 陰性
・ウィルス試験 陰性
・マイコプラズマ否定試験 陰性
・エンドトキシン試験 1.0EU/mL 未満
なお、最終製品の安全性を補完すべく、管理項目として、製造途中において下記項目の基準を満
たすこととする。
〈凍結前〉
①細胞数 3.0×106以上
②生存率 75%以上
③純度 純度CD29 70%以上、CD44 70%以上、CD105 60%以上、CD31 2%以下
④感染性検査 （解凍後のデータ）
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・無菌試験 陰性
・ウィルス試験 陰性
・マイコプラズマ否定試験 陰性
・エンドトキシン試験 1.0EU/mL 未満
〈凍結後〉
生存率 70%以上
3) 容器、包装、保存条件等
凍結チューブに分注（1.0×106/本)した試験物を、プログラムフリーザー（Program Deep Freezer
FDF-150）にて凍結する。-80℃前後まで温度が下がったら､クライオチューブ立てに入れて③-80℃
超低温フリーザーにて出荷まで保存する｡無菌ビニール袋に梱包し、-80℃±のディープフリーザー
で保存される。凍結チューブには、被験者コードを記載したラベルを貼付する。
凍結細胞の感染検査の結果、陰性の場合は、6ヶ月を過ぎたものは液体窒素タンクに保存する。
陽性所見が得られた場合は被験者に結果を説明して廃棄する。
4) 試験物の原材料、製造方法等
①原材料
患者自身の末梢血（約200ml）および不用歯の歯髄組織を原材料とする。
②製造方法（自己血清分離および自己歯髄組織由来幹細胞の採取、培養）
a. 自己血清分離
血清は、血液を専用の血清分離バック（バックタイプ、JMS、JB-SB200CS）に入れ、細胞加工施設内
で血清を遠心分離し、アイソレータ内で抽出、分注し、使用時まで冷凍保存する。
b. 自己歯髄組織由来幹細胞の採取、培養
③ 特性
a. 形態解析
アイソレータ内でヒト歯髄組織から膜遊走分取法により得られた細胞は、由来する年齢に関係なく、
G-CSFにより遊走し、wellに付着し、星状で短い突起をもつ形状を呈し（図1B）、増殖して（図1C）10
日ぐらいで70%コンフルエントに達した。７代継代後、凍結保存し、解凍後3日目では、凍結前と同様
の短い突起をもつ星状形を呈していた（図1D）。

【図 1】 凍結、解凍後膜分取歯髄幹細胞の形態解析
A. 初代 total 歯髄細胞 5 日目 B. 初代膜分取歯髄幹細胞 2 日目
C. 初代膜分取歯髄幹細胞 7 日目 D. 凍結 7 代目膜分取歯髄幹細胞解凍後 3 日目
b. 生存率
７代目継代細胞の凍結保存を解凍すると生存率は80%以上であった。
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c. フローサイトメトリーによる幹細胞マーカー発現
凍結保存した７代目細胞を解凍し、フローサイトメトリーによる表面抗原の発現率をみると、膜分取
歯髄幹細胞のCD105陽性率は75%以上であり、未分取のtotal歯髄細胞20%前後に比べて有意に
高かった。また、CD29、CD44、CD73、CD90も95%以上で、幹細胞・前駆細胞が多く含まれると考え
られた。また、CXCR4およびG-CSFRについては、それぞれ、total歯髄細胞の約1.5倍および3.6倍
多く含まれていた。これにより、LigandであるSDF-1およびG-CSFに対して遊走能が高いことが示唆
された。
d. 歯髄バイオマーカー発現
凍結保存した7代目膜分取歯髄幹細胞を解凍後、TRH-DEのmRNA発現をreal-time RT-PCRに
て測定すると、total歯髄細胞と比較して、ほぼ同様の発現がみられたが、コントロールのヒトiPS細胞
(mc-iPS cells, System Biosciences)では全く発現はみられなかった。
e. 遊走能
凍結、解凍した7代目膜分取歯髄幹細胞は、Real time水平化学走化性分析にて、total歯髄細胞
と比較して高い遊走能を示した（図2）。

０

5

10

15

20

25 hrs

【図 2】 凍結、解凍後膜分取歯髄幹細胞の遊走能
f. 血管誘導因子・神経栄養因子発現
凍結、解凍した 7 代目膜分取歯髄幹細胞は、未分取の total 歯髄細胞と比較して、血管誘導
因子・神経栄養因子は高い発現がみられた。
g. 感染性検査 （４. 歯髄幹細胞の安全性の項、参照）
【 品質管理基準書 】
各種手順書を下記の項目ごとに作製した。
QS0001 サンプリングに関する手順書
QS0002 エンドトキシン試験に関する手順書
QS0003 無菌試験法による関する手順書
QS0004 培養細胞ウイルス否定試験手順書
QS0005 マイコプラズマ否定試験に関する手順書
QS0006 試験結果の判定に関する手順書
QS0007 規格外の試験結果が得られた場合の措置に関する手順書
QS0008 参考品の採取および保管に関する手順書
QS0009 安定性試験実施計画書の作成に関する手順書
25

QS0010 標準品の入手および管理に関する手順書
QS0011 再試験の実施に関する手順書
QS0012 技術移転に関する手順書
QS0013 試験委託の手続きに関する手順書
【 文 献

】

1. Yamamoto T, Murakami M, Ishizaka R, Iohara K, Kurita K, Nakashima M.:,「Identification of
thyrotropin-releasing hormone (TRH)-degrading enzyme as a biomarker for dental pulp tissue.」,
Dentistry., 2(1): 114, (2012)
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４． ヒト歯髄幹細胞の安全性
株式会社新日本科学 安全性研究所 岡谷秀明
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎
【 要 旨 】
私どもは、膜遊走分取法にて CD105+細胞を多く含む歯髄幹細胞を分取し、CD105+細胞と類似した形
質を示した。ついで、幹細胞移植による象牙質・歯髄再生治療を行う場合、幹細胞の安全性確保が必須
である。よって、本研究は、GMP 準拠の細胞加工施設にて、膜遊走分取法にて分取・増幅・凍結した歯
髄幹細胞の無菌試験、マイコプラズマ試験、ウィルス試験およびエンドトキシン試験を行った。その結果、
いずれも陰性であった。また、免疫不全マウスに移植してもガン化リスクはみられず、染色体異常・核型
異常もみられなかった。
【 方 法 と 結 果 】
1) 免疫不全マウスへの異所性移植モデルによるヒト歯髄幹細胞のガン化
株式会社新日本科学は国立長寿医療研究センターから提供されたヒト膜分取歯髄幹細胞（7 代
凍結）を用いて、5×105 個のヒト歯髄幹細胞を 6 週齢の雄または雌の NOD.CB17-Prkdcscid/J マウス
にイソフルラン(2.0%～4.0%)の吸入麻酔下で背部皮下に移植（注入液量：100 L/site, 26G 針シリン
ジ）した。移植後、13 週間後に、ペントバルビタール（腹腔内投与）による全身麻酔後、後大静脈か
ら血液学的検査のための採血を行った後、マウスをと殺し、全身臓器を採取した。血液学的検査は
総合血液学検査装置（ADVIA120、Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd.）を用いて
実施し、血球形態検査は血液塗抹標本作成後、ライト染色を行い、鏡検した。と殺時に採取した全
身臓器は、パラフィン包埋切片を作成し、Hematoxylin-Eosin(HE)染色を行い、病理組織学的検査
を実施した。また、精巣に移植する場合は NOD/SCID マウス及び KSN ヌードマウスを用いて、ペン
トバルビタール（腹腔内投与）による全身麻酔後、切開位置を決定し、開腹、精巣を露出し、細胞を
移植（注入液量：20 L/site, 27G 針シリンジ）した。切開部位を縫合し、ホットパッド上で回復させた。
移植後、13 週（皮下移植）あるいは 16 週後（精巣移植）にマウスをと殺し、パラフィン包埋切片等を
作成した。
観察期間中、いずれの動物にも死亡はみられず、一般状態の変化もみられなかった。異常な体
重の推移もみられなかった（表 1）。血液学的検査、剖検及び病理組織学的検査（図 1）のいずれの
検査においてもがん化を疑う変化はみられなかった（表 1, 表 2）。
以上の結果から、ヒト歯髄幹細胞はがん化しないことが示された。
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【表 1】NOD･SCID
NOD-SCID
マウス皮下移植におけるガン化リスク評価
マウスにおけるがん化リスク評価
項目
動物種（系統）
週齢、性別
移植方法
移植細胞数
観察期間
移植細胞ロット
動物数
死亡動物
一般状態
体重
血液学的検査
剖検
病理組織学的検査

【 表2 】

マウス（NOD.CB17-Prkdcscid/J）
歯髄幹細胞移植時 6 週齢、雌雄
背部皮下投与、100 µL/site
5×105 個/body
13 週間
hpt223
hpt224
5（雄）
2（雄）
0
0
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

hpt225
7（雌）
0
−
−
−
−
−

hpt226
4（雌）
0
−
−
−
−
−

NOD-SCID あるいは KSN nude マウス精巣移植におけるガン化リスク評価

Estimation date
①2011. 12. 29
②2012. 1. 4
③2012. 1. 10
④2012. 1. 14

Mouse type
NOD/SCID
NOD/SCID
KSN nude
KSN nude

Inoculation site
Testis
Testis
Testis
Testis

Cell number

Observation

5

異常なし・16 週

5

異常なし・16 週

5

異常なし・16 週

5

異常なし・16 週

4 x 10 cells/site
4 x 10 cells/site
4 x 10 cells/site
4 x 10 cells/site

2) ヒト歯髄幹細胞の染色体異常・核型異常
ヒト歯髄幹細胞の核型解析を Q バンド解析法にて行った。評価対象細胞に対して、チミジンを添
加し 16 時間培養後、新鮮培地で洗浄してさらに 5 時間培養した。コルセミドを添加して 1 時間培養
し、トリプシン消化にて細胞を回収、固定液で固定し、染色体標本とした。作成した染色体標本につ
いて、ヘキスト 33758 液で 10 分処理し、次いでキナクリンマスタード液で染色、蛍光顕微鏡にて染色
体画像を取得した。
多能性幹細胞は長期に継代すると、染色体異常（欠損、3 倍体、転座）を起こすことがある。ヒト
歯髄幹細胞20継代目において、M期細胞に対するQ-band核型解析を施行したところ、染色体異
常・核型異常は見られなかった（図2）。
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【 図1 】

NOD-SCID マウスにおけるガン化リスク評価
移植後 16 週の精巣の H.E.染色像。いずれも正常。

【 図2 】

ヒト膜分取歯髄幹細胞における M 期細胞に対する Q-band 核型解析
20 継代目で、22 対の常染色体と一対の性染色体、計 46 本(2n)がみられる。
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5. 非臨床試験での歯髄再生の安全性
株式会社新日本科学 安全性研究所 中村隆広、宇都宮慎治
株式会社新日本科学 薬物代謝分析センター 小原栄
鹿児島大学 徳田雅行
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎、中島美砂子
【 要 旨 】
イヌの抜去歯を鹿児島の株式会社新日本科学から空輸し、国立長寿医療研究センターGMP 準拠の細
胞加工施設のアイソレータ内で、SOP にしたがって歯髄幹細胞を分取し、7 代目まで増幅・凍結した。感
染検査後、新日本科学に凍結細胞を輸送し、歯髄幹細胞をイヌの抜髄後根管内に自家移植したときの
移植後 4 週間における毒性変化を調べた。一般状態、体重、摂餌量、尿検査、血液学的検査、血液生
化学的検査、器官重量及び剖検では、移植に起因すると考えられる変化はみられなかった。
【 方 法 】
イヌの歯を抜歯後、歯の輸送の SOP に従い、国立長寿医療研究センターGMP 準拠の細胞加工施設
のアイソレータ内で、ヒト培養自己歯髄幹細胞 SOP にしたがって、歯から歯髄を抽出し、歯髄細胞を培養
後、2 代目で幹細胞膜分取法により歯髄幹細胞を分取し、7 代目まで培養した。下記のように、それぞれ、
歯輸送液、歯髄幹細胞培養液、および 7 代目細胞培養液上清、凍結用培地と細胞洗浄用生理食塩水
の混合液を、注射針を用いて、好気用レズンボトル CB-5 および嫌気用レズンボトル CB-6、エンドトキシン
検査血液用 B-25 中に 3ml ずつ注入し、細菌、真菌、エンドトキシン、マイコプラズマ否定試験、また凍結
細胞の溶解後の細胞のウィルス・マイコプラズマ否定試験を委託して行った（ビー・エム・エル）。
イヌ歯髄幹細胞をマウス精巣へ移植して腫瘍化の有無を検討した。NOD/SCID マウス（6 週齢，オス：
日本チャールズリバーより購入した）または KSN nude マウス（8 週齢，オス：日本 SLC より購入した）にペ
ントバルビタール（腹腔内投与）による全身麻酔をかけた。切開位置を決定し、開腹、精巣を露出し、イヌ
歯髄幹細胞を移植（注入液量：20 μL/site, 27G 針シリンジによる）した。切開部位を縫合し、ホットパッド上
で回復させた。また、KSN nude マウスについて、右鼠径部皮下に同細胞を移植する系を検討した。なお
移植には歯髄幹細胞 7 代目を用いた。移植後、8 週間後に検討したマウスすべてを安楽死させ、精巣の
病理切片を作成した。別のマウスについて、新たに移植実験を同様に施行し、16 週間後に同様に病理
検体を採取した。
イヌ歯髄幹細胞の核型解析を 50 継代で Q バンド解析法にて行った。評価対象細胞に対して、チミジン
を添加し 16 時間培養後、新鮮培地で洗浄してさらに 5 時間培養した。コルセミドを添加して 1 時間培養
し、トリプシン消化にて細胞を回収、固定液で固定し、染色体標本とした。作成した染色体標本について、
ヘキスト 33758 液で 10 分処理し、次いでキナクリンマスタード液で染色、蛍光顕微鏡にて染色体画像を
取得した。
鹿児島の新日本科学に細胞凍結液を冷凍歯髄幹細胞の輸送 SOP に従い、空輸し、イヌの抜髄後の
歯髄に G-CSF(ノイトロジン)およびアテロコラーゲンインプラント（コーケン）とともに 5x105cells/ml（20
L/site）で、ペントバルビタールナトリウムによる全身麻酔下で移植し、移植後 4 週間における毒性変化を
調べた。移植後，毎日 1 回一般状態及び摂餌量を確認し、週 1 回体重測定を行った。また、移植後 3 及
び 4 週目に尿検査，移植後 1，2 及び 4 週目に血液学的検査及び血液生化学的検査を実施し、移植後
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【 表1 】

イヌ膜分取歯髄幹細胞の安全性試験

歯輸送液

好
気
性
菌

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
- 1.0以下
（PG/ML）

嫌
気 真
性 菌
菌

HW a-ST
64K Nisseria

歯髄幹細胞培養液

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
-

好
気
性
菌

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
- 1.0以下
（PG/ML）

嫌
気 真
性 菌
菌

-

-

移植前 凍結培地（CP-1)
＋
細胞洗浄用生理食塩水

出荷時歯髄幹細胞培養液
＋
歯髄幹細胞
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
-

好
気
性
菌

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
- 1.0以下
（PG/ML）

嫌
気 真
性 菌
菌

-

-

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
-

ウ
ィ
ル
ス

好
気
性
菌

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
- 1.0以下
（PG/ML）

嫌
気 真
性 菌
菌

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

マ
イ
ウ
コ
ィ
プ
ル
ラ
ス
ズ
マ
- HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

AW a-ST
64K Nisseria

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

HCV(-), HBV(-),
1.0以下 （PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

1.0以下 - HCV(-), HBV(-),
（PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

HCV(-), HBV(-),
1.0以下 （PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

1.0以下 - HCV(-), HBV(-),
（PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

HCV(-), HBV(-),
1.0以下 （PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)
- 1.0以下 HCV(-), HBV(-),
（PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

QS b-ST
61K Nisseria

ZS
61K

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

IY
25K

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-

1.0以下 - HCV(-), HBV(-),
（PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)
- 1.0以下 - HCV(-), HBV(-),
（PG/ML）
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

28 日目に剖検して、外表、内部器官及び組織を肉眼的に観察し、器官の重量を測定した。また、器官及
び組織について HE 染色を行い病理組織学的に検査した。
【 結 果 】
表1 に示すように、出荷時および移植時の凍結細胞の細菌、真菌、マイコプラズマの感染は認められ
ず、エンドトキシンは1.0 (PG/mL)以下で、歯髄膜分取細胞の安全性が確認された。
イヌ歯髄幹細胞を NOD/SCID マウスあるいは KSN nude マウスの精巣内に移植し、がん化リスク評価
（腫瘍形成能の有無）を行った結果、移植細胞数 4 x 105 cells/site において、腫瘍形成を認めなかった。
移植 16 週間後に屠殺し、外見所見と病理組織像を検討した結果、腫瘍形成等、異常がなかった。また、
イヌ歯髄幹細胞を KSN nude マウスの鼠径部皮下に移植し、がん化リスク評価（腫瘍形成能の有無）を検
討した。移植細胞数は、3 x 106 cells/site で行った。同移植細胞数は、一般的にヒトがん細胞をヌードマウ
ス皮下に移植して皮下腫瘍を作製するときの標準細胞数である。例えばヒト前立腺がん細胞（PC-3）を同
条件で皮下に移植すると、通常 3 週間余りで、固形がんを形成する（腫瘍形成率 90-95%: n=6 Takei Y
et al. Cancer Res, 2004）。移植後 8 週および 16 週のいずれのタイムポイントにおいても、異常がなかっ
た。
多能性幹細胞は長期に継代すると、染色体異常（欠損、3 倍体、転座）を起こすことがある。イヌ歯髄幹
細胞において、M 期細胞に対する Q-band 核型解析を施行したところ、50 継代まで染色体異常・核型異
常が見られなかった。
細胞濃度と生存率について、当初フローサイトを用いて測定する予定であったが、より簡便で測定方
法が確立している血球計算盤を用いて細胞濃度を測定し、生存率の測定はトリパンブルーを用いた方法
に変更した。いずれもバリデーションされているものであり、目的である細胞濃度と生存率測定のバリデ
ーションは完了した。
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【 表2 】

イヌ膜分取歯髄幹細胞の根管内自家移植毒性試験

項目
動物種 (品種)
月齢、性別
移植方法
移植細胞数
観察期間
処置
動物数
死亡動物
一般状態
体重
摂餌量
尿検査
血液学的検査
剖検
病理組織学的検査

イヌ (ビーグル)
歯髄幹細胞移植時 9~11 ヶ月齢、雄
上顎の切歯 (右) [1 例は下顎の切歯 (右)] の歯髄内、20 μL/site
5×105 cell/body
4 週間
擬処置
自家細胞+コラーゲン+G-CSF 因子
1 (雄)
5 (雄)
０
０
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
歯髄の線維化、出血、骨形成、
炎症細胞浸潤

イヌ抜髄モデルの根管内に、アテロコラーゲンに混ぜて G-CSF および歯髄幹細胞を移植した。移植後、
一般状態、体重及び摂餌量には異常はみられず、移植後に実施した尿検査、血液学的検査及び血液
生化学的検査においても移植に起因すると考えられる変化はみられなかった。また、移植の 4 週間後に
実施した器官重量及び剖検においても、移植に起因すると考えられる変化はみられなかった。病理組織
学的検査では、全例で投与部以外の器官および組織に、移植に起因すると考えられる異常はみられな
かった(表 2)。
以上の結果から、イヌに歯髄幹細胞を自家移植しても安全性に問題がないことが示された。
【 考 察 】
歯髄膜分取細胞は、本細胞加工施設アイソレータ内で安全に分取・増幅・凍結でき、NOD/SCID マウ
スあるいは KSN nude マウス精巣や皮下に移植しても 16 週までガン化が見られなかったこと、50 継代ま
で核型異常・核型異常が認めらなかったことから、細胞自身の安全性が確認された。
また、移植に用いる G-CSF は、医薬品として認可されており、ヒトにおいて G-CSF は通常、がん化学療
法終了後の動員、自家末梢血幹細胞移植を目的とした G-CSF 単独による動員、末梢血幹細胞移植ドナ
ーに対する G-CSF 単独による動員に対して 1 日 15 μg/kg で 4~6 日間、皮下投与する。また、造血幹細
胞移植時の好中球数の増加促進に対して 1 日 5 μg/kg で静注する。本研究において G-CSF は 0.03
μg/kg で１回だけ投与することになり、先の投与量の 1/100 以下である。これより、本歯髄再生治療におい
て、根管内の G-CSF 投与により安全性に影響がある可能性は非常に低いと考えられる。
【 同 種 移 植 】
同種移植を可能にするため、イヌにおけるハプロタイプを調べる方法を検討した。
(1) ハプロタイプ解析方法
(2) 結 果
文献にはない配列も含め、ハプロタイプの測定方法を確立した。
これらの動物を使って他家移植の可能性についての評価が可能となった。
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６． 非臨床試験での歯髄再生の有効性
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎、 中島美砂子
【 要 旨 】
これまで、イヌ歯髄より歯髄幹細胞を分取し、最適な再生根管充填材（SDF1 およびコラーゲン
scaffold）とともに、抜髄後の根管内に自家移植し、歯髄を再生させることに成功した（1-5）。本研究は、臨
床研究をめざした非臨床研究として、ヒト歯髄幹細胞と同様の標準作業手順書(SOP)にしたがい、イヌ用
GMP 準拠細胞加工施設アイソレータ内で、イヌの歯髄幹細胞を採取、増幅、凍結保存した。このイヌ膜
分取歯髄幹細胞の形質、特徴を、未分取歯髄細胞と比較すると、血管・神経誘導能が高く、遊走能、遊
走促進効果、免疫調節能、アポトーシス抑制効果が高いことが明らかとなった。また、凍結細胞を１時間
以内に動物実験施設に輸送し、医薬品あるいは医療機器として承認されている G-CSF およびアテロコラ
ーゲンを再生根管充填材として用い、根管内に自家移植した。この結果、血管・神経を伴う歯髄が再生さ
れた。歯髄幹細胞と G-CSF との相乗効果により、歯髄再生が促進されることが示唆された。以上のことよ
り、歯髄幹細胞と G-CSF の歯髄再生治療に対する有効性が示唆された。
【 緒 言 】
これまで私共は、歯髄よりCD31陰性SP、CD105陽性細胞を分取し、培養増幅後、細胞をSDF1と共に
移植して歯髄再生の有効性を証明した（1-5）。しかし、これらの細胞を分取するにはHoechst 33342や抗
体を用いる必要があり、実際に臨床応用するためには安全性やコストの問題がある。また、SDF1は医薬
品として認可されていない。本報告IV-１で報告したように、私共は安全で効率的な細胞分取の方法、膜
遊走分取法を開発した。今回、イヌ歯髄よりこの細胞を分取、培養し、医薬品であるG-CSFと共に抜髄し
た歯に自家移植し、歯髄再生の有効性を検討した。
【 方 法 】
１．イヌ膜分取歯髄幹細胞の特徴化
イヌ 8 ヶ月齢の雌（体重 10 kg）に全身麻酔を施した後、上顎犬歯を抜去し、標準作業手順書(SOP)に
したがい、GMP 準拠細胞加工施設アイソレータ内に歯を輸送した。SOP に基づき歯髄を摘出し、
リベラーゼにて歯髄細胞を分離、培養した。その後、2 代目において、幹細胞膜分取法（G-CSF 100
ng/mL、細胞数 2x104 個）にて、歯髄幹細胞を分取し、10%自己血清含有の DMEM を用いて増幅させ、
7 代目にて凍結した。
7 代目の凍結細胞を融解し、生存率を測定した。また、幹細胞の表面抗原マーカーの発現をフローサ
イトメトリーにて測定した。さらに、幹細胞の特徴である多分化能として、試験管内で血管、脂肪、神経、象
牙質・骨誘導能を検討した。また、遊走能、増殖能、幹細胞マーカーあるいは血管新生因子・神経栄養
因子の mRNA 発現を検討した。また、融解細胞について、細菌・真菌・ウィルス・マイコプラズマ・エンドト
キシン検査を行った（前項５参照）。増殖能については、96 well に 103 cells で播種し、0.002% fetal
bovine serum (Sigma) および G-CSF (50ng/ml)を培地に添加した。10μl の Tetra-color one® (Seikagaku
Kogyo, Co., Tokyo, JAPAN) を 96 well plate に添加し、細胞数を 0、12、24、36、48、72 時間で経時的に
測定した。細胞が含有しない well を negative control とした。
遊走能については、real time 水平化学走化性分析を TAXIScan-FL (Effector Cell Institute、 東京）を
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用いて行った。10ng/l の遊走因子を一定濃度勾配に形成させるように 1l 反対側に入れた｡遊走の
video 像から、3 時間ごとの遊走細胞数を 24 時間まで計測した｡
2. イヌ膜分取歯髄幹細胞の抜髄後根管内自家移植の有効性試験
全身麻酔下、イヌ上下顎前歯部に抜髄処置を行い、根尖部まで#60で拡大後、5%次亜塩素酸ナトリウ
ム溶液と3%過酸化水素水で交互洗浄した。さらに生理食塩水で洗浄し、ペーパーポイントで根管内を完
全乾燥、止血した後、セメントとレジンにて完全に仮封した。抜髄処置7日~14日後、仮封をはずし、再度
交互洗浄、生理食塩水で洗浄後、スメアクリーン（日本歯科薬品）を20秒反応させ、さらに生理食塩水で
洗浄、乾燥させた。自家の凍結、融解した歯髄幹細胞 5x105 個を20 μlのコラーゲン（アテロコラーゲンイ
ンプラント、株式会社高研）に分散させ、さらにG-CSF（ノイトロジン、中外製薬）を最終濃度15 ng/μlで添
加し、気泡を入れないよう注意しながら小児用留置針にて根管内に注入した。その後、その上に止血用
ゼラチンスポンジ（スポンジェル）を置き、セメントおよびレジンにて窩洞を完全封鎖した。一方、対照部位
には、コラーゲンのみ、G-CSFのみ、歯髄幹細胞のみを移植した。移植後14日、2ヶ月あるいは6ヶ月に抜
歯し、縦断面の5 μmパラフィン切片を作製し、H-E染色後組織学的に歯髄組織再生効果を評価した。た
だし、移植6ヶ月後の標本は、歯科用X線画像による根尖部閉鎖状態、根管内石灰化状態を検討後、脱
灰し、病理標本を作製した。また、電気的歯髄診断装置を用いた歯髄生活試験を行い、歯髄の回復を
検討した。
また、移植細胞をDiI染色後、根管内に移植し、14日後の標本を用いて、BS-1 lectinで免疫染色し、移
植細胞が歯髄中の血管に直接的に分化しているかを検討した。また、Ki 67染色により、移植細胞の増殖
を検索した。また、PGP9.5およびBS-1 lectinの免疫染色を行い、神経および血管の歯髄組織内部への
侵入を観察した。さらに、移植細胞の血管新生因子・神経栄養因子（brain-derived neurotrophic factor
(BDNF)、Neuropeptide Y (NPY)、vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A)、
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)）および歯髄に強い発現がみられるバイオ
マーカーとしてthyrotropin-releasing hormone-degrading enzyme (TRH-DE) (6)の発現をin situ
hybridizationにより検討した。また、再生組織が歯髄であることを同定するために、2ヶ月の再生組織の象
牙芽細胞層におけるDspp およびEnamelysinの発現をin situ hybridizationにより検討し、象牙芽細胞へ
の分化を確認した。また、1ヶ月の再生組織において、real-time RT-PCR解析により、歯髄バイオマーカ
ーTRH-DE、Tenascin C および Syndecan 3のmRNA発現を正常歯髄および正常歯根膜と比較した。
さらに、G-CSFの最適濃度を検索するため、G-CSFの最終濃度が0 ng/μl、5 ng/μl、15 ng/μl、45 ng/μl
にて同様に歯髄幹細胞 5x105 個を移植した。移植後14日目にパラフィン切片を作製し、H-E染色後組
織学的に歯髄組織再生量を比較した。
G-CSFの根管内移植における歯髄再生に関するメカニズムを解析するために、コラーゲンとともに
G-CSFのみイヌ根管内に移植したものと、歯髄幹細胞のみ、あるいはコラーゲンのみ移植した14日標本と
比較して、in vivoにおける免疫組織学的解析を行った。すなわち、G-CSFに対する受容体G-CSFRを有
する幹細胞の遊走およびその局在性をG-CSFRの免疫組織学的に検討した。また、CD68による局所炎
症による炎症性細胞浸潤、Caspase 3によるアポトーシス細胞の局在性、PGP9.5による神経再生、BS-1
lectinによる血管新生の免疫組織学的検討を行った。それぞれの標本の歯髄再生量は1サンプルにつき、
4枚の切片を測定し、4サンプルの平均で表した。
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3. イヌ膜分取歯髄幹細胞の G-CSF との相乗効果
G-CSF の細胞に対する遊走、抗アポトーシス、増殖、免疫調整作用を、イヌ膜分取歯髄幹細胞およ
びイヌ骨髄由来 CD31-SP 細胞を用いて検討した。なお、抗アポトーシスに関しては、35mm dish で 3 日
間歯髄幹細胞を培養後、50 nM staurosporine (Sigma)を G-CSF 50ng/ml および歯髄幹細胞上清を添加
してアポトーシスを誘導し、1 時間後、細胞を剥がして Annexin V-FITC (Roche) および PI で 15 分反
応させ、フローサイトメトリーにて測定した。コントロールとしては、G-CSF 50ng/ml のみ、あるいは歯髄幹
細胞上清のみ、あるいは total 歯髄細胞上清と G-CSF を用いた。免疫調節作用に関しては、MLR 法を
用いて検討した。すなわち、イヌ採血後直ちにベノジェクト真空採血管に移し同量の生理食塩水を加え
転倒混和後、Lymphoprep Tube (Axis-Shield)を用いて比重遠心法 (比重 1.007) にて末梢血単核球
(PBMC)を分離した｡一方の PBMC を、抗原性を保持したまま増殖を抑制するため、マイトマイシン C
(nacalai tesque)10mg/ml にて 3 時間 37℃にて処理し stimulator として使用した｡それぞれの PBMC を
1×105cells に調整後、PBMC と stimulator PBMC を 10%FBS を加えた RPMI1640 で 96well plate 上で
48 時間共培養した｡さらに、G-CSF 50ng/ml を添加して、Tetra Color ONE (MTT 法)を用い、増殖活性を
経時的に測定し、G-CSF 添加による PBMC 増殖抑制効果を比較した｡神経細胞の軸索の伸長促進に
ついては TGW 細胞（神経芽細胞腫）を 35mm dish に 0.5×105cells 播種し、10%FBS 含有 Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (DMEM) (SIGMA，D6429)にて 2 日間培養後、無血清の DMEM に G-CSF
50ng/ml、歯髄幹細胞上清 20%、GDNF 20ng/ml をそれぞれ添加して 2 日間培養して軸索の伸長を観
察した。
【 結 果 】
1. イヌ膜分取歯髄幹細胞の特徴化
イヌ歯髄細胞から 2 代目で膜分取すると、約 5～6%が幹細胞として分取できた（図 1A,B）。
イヌ膜分取歯髄幹細胞７代目の幹細胞表面マーカー発現を測定すると、CD29、CD44、CD73、
CD90 は 90%以上の発現がみられ、CD31 は 0.5%以下であった。CD105 および G-CSFR は未分取の
total 歯髄細胞と比較して 3 倍以上の発現率がみられた(表１)。また、未分取の total 歯髄細胞と比較して、
歯髄幹細胞は、幹細胞マーカー (Sox2, Bmi1, CXCR4, Stat3, Rex1) mRNA の高い発現がみられた。ま
た、血管新生・神経栄養因子の GM-CSF、MMP3、VEGF、NGF、E-selectin、BDNF、NGF などの mRNA
の高い発現がみられた（図 1D）。多分化能を検討すると、膜分取歯髄幹細胞はマトリゲル上での血管誘
導能がみられ（図 1E）、神経（図 1G）、脂肪（図 1I）、象牙芽細胞（図 1L）にも分化した。一方、未分取
total 歯髄細胞では、脂肪および象牙質誘導能は高いが（図 1J, M）、歯髄幹細胞に比べて、血管誘導能
（図 1F）、neurosphere 形成能（図 1H）が低かった。さらに、歯髄幹細胞は、細胞増殖能（図 1O）および遊
走能（図 1P）も total 歯髄細胞と比較して有意に高かった。よって、膜遊走分取法により分取したイヌ歯髄
幹細胞は幹細胞を多く含み、幹細胞の形質を有することが明らかになった。
【 表１ 】 イヌ膜分取歯髄幹細胞のフローサイトメトリーによる幹細胞マーカー発現率
CD29
CD31
CD44
CD73
CD90
CD105
CD146
CXCR4
G-CSFR

Stem cells

Total cells

93.9%
0.5%
93.1%
90.4%
92.1%
70.3%
8.5%
4.7%
75.4%

91.0%
0.4%
100%
77.1%
99.8%
22.6%
53.4%
5.9%
23.1%
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【 図1 】 膜分取法によるイヌ歯髄幹細胞の特徴
A, B. 膜分取歯髄幹細胞 A. ３日目 B. ７日目
C. 未分取total歯髄細胞
D. イヌ歯髄幹細胞の幹細胞マーカー、血管新生・神経栄養因子mRNA発現
E-N. イヌ歯髄幹細胞の多分化能
E, F. 血管誘導 G, H. 神経誘導 (neurosphere)
I, J, K. 脂肪誘導 L, M, N. 象牙質誘導
E, G, I, L. 歯髄幹細胞 F, H, J, M. 未分取total歯髄細胞
K, N. Real-time PCR
O. 増殖能 tetra color one測定、P. 遊走能 TAXIScan FL測定
実線：歯髄幹細胞 破線：未分取 total 歯髄細胞
2. イヌ膜分取歯髄幹細胞の抜髄後根管内自家移植の有効性試験
次に、イヌの歯の抜髄後の根管内にコラーゲン、G-CSFとともに歯髄幹細胞を移植すると、14日におい
て炎症性細胞や内部吸収がほとんどみられず、正常歯髄組織(図2D、F、H）と類似して、歯髄組織が再
生され(図2A, B, C）、血管が新生され(図2E）、神経が侵入し(図2G）、象牙質側壁には分化した象牙芽
細胞がみられた(図2C）。一方、コラーゲンのみ(図4A）、G-CSFのみ(図4B）、歯髄幹細胞のみ(図4C）で
は、14日において歯髄再生はほとんど見られなかった。歯髄total細胞とG-CSFを移植した群では、歯髄
幹細胞とG-CSFを移植したものに比べて、歯髄再生量は有意に尐なかった (図4AC）。移植した歯髄幹
細胞は14日ではほとんど増殖していなかった(図2I）。G-CSFとともに歯髄幹細胞を移植した14日標本で
はCaspase3陽性細胞はほとんどみられなかった（図5T）。DiIで染色された移植細胞は、BS-1 lectin陽性
の血管内皮細胞とは重複がみられず(図2K）、血管周囲に存在し、移植細胞は歯髄中の血管には直接
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的に分化しないことが示唆された。また、PGP9.5の免疫染色により、歯髄組織内部の神経再生、神経線
維の伸長がみられた(図2J）。さらに、移植細胞はin situ hybridizationにより、血管新生因子・神経栄養因
子（BDNF, NPY, VEGF-A, GM-CSF）を発現していることが明らかとなった(図2K-N）。また、歯髄のバイ
オマーカーTRH-DEの発現もみられた(図2O)。

【 図 2 】 イヌ自己歯髄幹細胞の抜髄後根管内移植による歯髄再生
A-C, E, G. 歯髄幹細胞および G-CSF をコラーゲンとともに移植
A-C . 14 日目 H-E 染色
B. 高倍 歯髄中央部 血管(v)を伴う歯髄組織の再生が見られる
C. 高倍 象牙質側壁部 骨様象牙質(OD)の添加と象牙芽細胞の並列が見られる
E. BS-1 lectin 免疫染色 G. PGP9.5 免疫染色
D, F, H. 正常歯髄 D. H-E 染色 F. BS-1 lectin 免疫染色 H. PGP9.5 免疫染色
I-K. 免疫染色 (共焦点レーザー顕微鏡) I. Ki67 J. PGP9.5 K. BS-1 lectin
L-O. 再生歯髄組織内における移植細胞の血管新生因子・神経栄養因子 mRNA 発現
(in situ hybridization)
P. 歯髄バイオマーカー thyrotropin-releasing hormone-degrading enzyme (TRH-DE) mRNA 発現
(in situ hybridization)

37

2 ヶ月標本では、未分取の total 歯髄細胞を G-CSF とともに移植した場合、歯髄幹細胞を G-CSF ととも
に移植した場合に比べて、歯髄再生量は有意に尐なく、内部の線維化あるいは石灰化がみられた。歯
髄幹細胞を G-CSF とともに移植すると、2 ヶ月後には、歯頸部までの根管体積の約 80~90%まで歯髄が
再生されていた（図 3N）。根尖部には象牙質およびセメント質添加による根尖部の閉鎖が進み（図 3I、J）、
側壁には象牙質が添加されていた（図 3C, L, M）。また、象牙質に接着している細胞は Dentin
sialophospho protein (Dspp)、enamelysin を発現し、象牙芽細胞に分化していることが示された（図 3D, E）。
さらに、6 ヶ月標本では、歯冠部の根管口上部に再生象牙質による厚い被蓋象牙質が形成されていた
（図 3O）。6 ヶ月後の X 線像では、根尖部の閉鎖と象牙質側壁への象牙質添加がみられた(図 3P）。また、
電気的診断装置による歯髄生活試験により、抜髄後－で、歯髄は 2 週間で±であるが、2 ヶ月では＋に転
じ、6 ヶ月でも＋であることが明らかとなった。また、移植後 1 ヶ月の再生歯髄においては歯髄のマーカー
である tenascin C と syndecan 3 が強く発現し、歯根膜のマーカーである periostin、PLAP-1 の発現は低か
った。

【 図 3 】 イヌ自己歯髄膜分取細胞の抜髄後根管内移植による歯髄・象牙質再生
A-G, I, J, L, M, O. 歯髄幹細胞および G-CSF をコラーゲンとともに移植。 I, L. 14 日後 J, M. 60
日
O, P 180 日後
D, E. in situ hybridization. D: enamelysin. E: Dentin Sialophosphoprotein (Dspp)
F. BS-1 lectin G. PGP9.5 免疫染色 神経線維の伸長
H-J. 根尖部象牙質・セメント質添加 H-E 染色像
K-M. 象牙質側壁象牙質添加 H-E 染色像
O. 歯冠部被蓋象牙質形成による封鎖 P. X 線像
N. 歯髄幹細胞および G-CSF を移植した場合の歯髄再生量（体積％）経時的変化
データは４サンプルの平均値±SD
Q, R. 再生歯髄組織における歯髄および歯根膜バイオマーカーの発現
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また、G-CSF の最終濃度を 0 ng/μl、5 ng/μl、15 ng/μl、45 ng/μl にて歯髄幹細胞を移植すると、14 日に
おいて G-CSF を 15 ng/μl、45 ng/μl で幹細胞を移植した歯ではほぼ同量の歯髄の再生がみられたが、
0 ng/μl、5 ng/μl では尐量の再生にとどまった(図 4A-D）。
3. イヌ膜分取歯髄幹細胞の G-CSF との相加効果

in vivo において、移植後 14 日の各種サンプルを免疫染色し、比較したところ、CD68 あるいは
MHC class II で陽性反応となる炎症所見は、コラーゲンのみ移植したサンプル (図 5I,M）に強くみられ、
歯髄幹細胞のみ(図 5K、O）でもやや炎症がみられるが、G-CSF のみ(図 5J,N）あるいは G-CSF と歯髄幹
細胞 (図 5L、P）では、炎症像はほとんど見られなかった。よって、G-CSF の炎症調節作用が示唆された。
また、G-CSF の in vivo における他の作用として、歯周辺組織の歯根膜および骨髄および全身の血管か
ら、G-CSFR を発現する幹細胞を遊走させ、増殖を促進させる可能性を検討した。図 4AC に示したように、
G-CSF のみを移植した 14 日標本における歯髄再生量は歯髄幹細胞のみを移植した標本とほぼ同等で
あった。G-CSF のみ移植した標本は、歯髄幹細胞のみ移植した標本と同様に、根管内部の再生歯髄組
織内に G-CSFR 陽性細胞が多く認められた（図 5E-H）。また、G-CSF のみを移植すると（図 5R）、歯髄幹
細胞のみ移植した場合（図 4S）あるいはコラーゲンのみ（図 5Q）と比べて、Caspase 3 陽性細胞が尐なく、
また CD68（図 5I-L）および MHC Class II （図 5M-O）陽性細胞も尐なかった。さらに、PGP9.5 染色により、
G-CSF のみ移植すると（図 4V）歯髄幹細胞のみ移植した場合（図 5W）と比較して、より神経線維伸長が
みられた。BS-1 lectin の染色性は両者で差は認められなかった（図 5Z, AA）。これらの in vivo の結果より、
G-CSF の幹細胞遊走促進作用、増殖促進作用、アポトーシス抑制作用、免疫抑制作用が示唆された。
ついで、各種細胞を用いて、in vitro での G-CSF、歯髄幹細胞の培養上清および G-CSF と培養上清の
混合液の作用を検索した。まず、歯髄幹細胞および骨髄幹細胞に対して G-CSF と培養上清の混合液は
G-CSF と培養上清の単独よりも遊走促進効果が高いことが明らかとなった（図 6A）。また、歯髄幹細胞お
よび骨髄幹細胞において、G-CSF あるいは歯髄幹細胞の培養上清によりアポトーシス抑制がみられ、歯
髄幹細胞の培養上清を G-CSF とともに添加すると、それぞれ単独に比べて有意にアポトーシスが抑制さ
れた（図 6B）。同様に歯髄幹細胞に対して G-CSF あるいは歯髄幹細胞の培養上清により細胞増殖促進
効果がみられ、歯髄幹細胞の培養上清を G-CSF とともに添加すると、さらにそれぞれ単独に比べて有意
に増殖が促進された（図 6C）。骨髄細胞に対してはそれぞれ細胞増殖が促進されたが、有意差は見られ
なかった。さらに、MLR 法にて G-CSF あるいは歯髄幹細胞の培養上清によりイヌ末梢血単核球（PBMC）

【 図 4 】 イヌ抜髄後歯髄再生モデルにおける G-CSF 濃度による歯髄再生量の変化
A-D. 14 日目 H-E 染色 A. 0 ng/μl B. 5 ng/μl C.15 ng/μl D.45 ng/μl
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【 図 5 】 G-CSF のみ、膜分取歯髄幹細胞のみ、G-CSF および歯髄幹細胞移植による病理組織学的
変化
移植後 14 日 A-D. 14 日目 H-E 染色
A, E, I, M, Q, U, Y. コラーゲンのみ移植後 14 日
B, F, J, N, R, V, Z. G-CSF をコラーゲンとともに移植
C, G, K, O, S, W, AA. 歯髄幹細胞のみをコラーゲンとともに移植
D, H, L, P, T, X, AB. 歯髄幹細胞および G-CSF をコラーゲンとともに移植
A-D. H-E 染色. E-H. CD68. I-L. MHC class II. M-P. Caspase-3. Q-T. PGP9.5. U-X. BS-1 lectin.
Y, Z, AA, AB. G-CSFR 免疫染色
AC. 歯髄再生量の統計学的解析 データは４サンプルの平均値±SD *P<0.05, **P<0.01
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【 図6 】 in vitroにおけるG-CSF、歯髄幹細胞の培養上清の効果
A. 遊走能 TAXIScan FL測定（歯髄幹細胞、骨髄幹細胞）
B. アポトーシス抑制能 フローサイトメトリー測定（歯髄幹細胞）
*P<0.001 vs non (staurosporine +) #P<0.05 vs pulp stem cells conditioned medium
†P<0.05 vs G-CSF
C. 増殖能 tetra color one測定（歯髄幹細胞、骨髄幹細胞）
*P<0.05 vs pulp stem cells conditioned medium
#P<0.05 vs G-CSF
D. 免疫抑制能 MLR法測定（末梢血単核球）
*P<0.001 vs pulp stem cells conditioned medium
#P<0.001 vs stem cells conditioned medium+ G-CSF
E. 神経軸索伸長効果能（TGW細胞）
歯髄幹細胞の培養上清とG-CSFを添加したTGW細胞は神経軸索を伸長
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の増殖を抑制し、歯髄幹細胞の培養上清を G-CSF とともに添加すると、単独に比べて有意に増殖が抑
制され（図 6D）、免疫調節作用が示唆された。TGW 細胞において、歯髄幹細胞の培養上清により軸索
の伸展がみられ、歯髄幹細胞の培養上清を G-CSF とともに添加すると、より軸索が伸展した（図 6E）。し
たがって、これらの in vitro の結果より、G-CSF と歯髄幹細胞の上清の幹細胞遊走促進、増殖促進、アポ
トーシス抑制、免疫抑制および神経線維の伸展促進効果の相加作用が示唆された。
【 考 察 】
本研究では、ヒト歯髄幹細胞と同様の SOP にしたがって、イヌ用 GMP 準拠細胞加工施設アイソレータ
内でイヌ歯髄から膜遊走分取法により歯髄幹細胞を分取し、増幅、凍結保存した。未分取 total 歯髄細胞
に比べて、幹細胞マーカー発現、血管誘導因子・神経栄養因子発現、増殖能、遊走能、血管・神経誘導
能が高かった。また、イヌ膜分取歯髄幹細胞はフローサイトメトリーで分取した CD105＋細胞と類似した幹
細胞形質・特徴を示した。さらに、イヌの抜髄後根管内に G-CSF とともに膜分取歯髄幹細胞を移植した
場合、未分取 total 歯髄細胞と G-CSF を移植した場合に比べて、有意に歯髄が再生された。よって、非臨
床研究におけるイヌ膜分取歯髄幹細胞および G-CSF を用いた歯髄再生治療の有効性が明らかとなっ
た。
G-CSFの局所投与による作用について、これまで血管新生、骨形成促進作用 (Sasaki et al. 2008)、移
植細胞の血管・骨への分化促進、ならびに在来の細胞による血管・骨再生促進、血流回復作用
(Mifune et al. 2008)、神経細胞のアポトーシス抑制作用、神経保護作用 (Frank et al. 2009、Schneider et
al. 2005)が知られている。また、虚血性疾患において患部への幹細胞動員作用 (Kocher et al. 2001)が
報告されており、さらに、免疫抑制作用 (Gibson et al. 2005) なども報告されている。本研究における
G-CSFの歯髄幹細胞に対する歯髄再生促進相加作用に対して、in vivoにおいて免疫組織化学的解析
を行ったところ、G-CSFに幹細胞遊走、細胞増殖促進、アポトーシス抑制、免疫抑制があることが示唆さ
れた。また、G-CSFはin vitroにおいて、骨髄幹細胞の遊走および増殖を促進した。また、歯髄幹細胞の
アポトーシスを抑制し、免疫抑制作用を有していることが明らかとなった。以上の結果から、G-CSFと共に
歯髄幹細胞を移植することで、根管内への在来の幹細胞の遊走・増殖が促進され、移植した歯髄幹細
胞のアポトーシスが抑制され、歯髄幹細胞から分泌される血管新生・神経栄養因子の効果により神経軸
索の伸長が促進され、さらに炎症が抑制されることで、歯髄組織が再生されることが示唆された。これま
での我々の研究成果から (1-5)、歯髄再生において、在来の幹細胞の根管内への遊走、増殖、アポトー
シス抑制、神経軸索伸長が重要であることがわかっており、G-CSFが歯髄再生において重要な役割を果
たしていることが示唆された。
【 文 献 】
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7. 歯の輸送の安定性
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎、 中島美砂子
【 要 旨 】
イヌを用いた非臨床研究において、抜髄後の歯髄幹細胞自家移植による歯髄再生治療の安全性およ
び有効性が明らかにされた（前項５および６）。しかしながら、この歯髄再生治療の臨床研究を行うにあた
っては、細胞加工施設が診療室に併設されていない場合、抜去歯を細胞加工施設に輸送し、製造加工
した細胞を診療室に輸送する必要がある。したがって、本研究では、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関
する指針」に則り、48 時間以内の歯の輸送の SOP(標準作業手順書)を作成し、歯輸送の安定性および
安全性を明らかにすることを目的とする。まず、特殊な運搬容器を用いて温度管理下で歯を輸送し、48
時間後の細胞生存率および接着率により、最適な輸送液および抗生剤の決定を行い、SOP を作成した。
さらに、使用後の歯の輸送液、細胞加工施設アイソレータ内で培養した初代細胞培養液および最終的
な製造加工産物である継代 7 代目の凍結歯髄幹細胞の安全性試験（細菌、真菌、ウィルス、エンドトキシ
ン、マイコプラズマ検査）を行い、本 SOP を用いた歯の輸送の安全性を検討した。20 g/ml ゲンタマイシ
ン・0.25 g/ml アムホテリシン B を含有した Hanks 液を使用した場合、輸送 12 時間および 48 時間では
生存率はそれぞれほぼ 90%および 70%であり、細胞接着率が高く、歯の輸送液として最適と考えられた。
本 SOP では、歯輸送液中の好気性菌やエンドトキシンの値はやや高めであったが、最終的に凍結歯髄
幹細胞では安全性試験項目全てにおいて陰性となった。以上のことから、本 SOP を用いることにより、安
全かつ安定的に歯を輸送できる可能が示唆された。
【 緒

言 】

前項５および６では、歯髄幹細胞自家移植による抜髄後歯髄再生治療法の臨床研究を目指した、イヌ
を用いた非臨床研究における有効性および安全性が明らかとなった。ヒト幹細胞を用いた臨床研究は「ヒ
ト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（ヒト幹指針）」および「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指
針の施行等について」にしたがって行う必要がある。この科学的内容は医薬発第 1314 号に準じているが、
このうち別添 2 の「ヒト由来細胞・組織加工医薬品等の品質及び安全性確保に関する指針」において、輸
送については「採取した細胞・組織を運搬する必要がある場合には、運搬容器、運搬手順（温度管理を
含む）を定め、その妥当性について明らかにすること」とある。歯髄再生の臨床研究を行うにあたり、細胞
を採取する細胞加工施設が診療室に併設されていない場合、診療室にて抜歯した智歯などの不用歯を
細胞加工施設に安全かつ安定に輸送する必要がある。このため、上記指針に沿った歯の輸送の標準作
業手順書―Standard Operating Procedure（SOP）を作成する必要がある。したがって、本研究では、この
SOP 作成するにあたり、輸送液の選定、抗生剤の選定、温度管理を含めた輸送方法の確立を行った。ま
た、作成した SOP を遵守して歯の輸送を行い、輸送時間に伴う細胞の生存率および細胞接着率の変化
により、歯の輸送の安定性を検索した。さらに、 最終的な製造加工産物である凍結歯髄幹細胞の細菌
検査等の安全性試験を行い、本 SOP を用いた歯の輸送の安全性についても検討した。
【 方 法 】
１．歯の輸送
イヌ 8 ヶ月齢の雌（体重 10 kg）において、全身麻酔を施した後、上顎犬歯を抜歯した.歯科用タービン
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【表 1】 輸送液による歯髄細胞分取直後の生存率の変化
輸送液

Hanks
(ゲンタマイシン・アムホテリシン B 含有)

Hanks
（ペニシリン・ストレプトマイシン・
アムホテリシン B 含有）

PBS

PBS+FBS

生理食塩水

DMEM

DMEM
+10%イヌ血清

時間
（hrs）

生存率
(%)

1
3
12
24
36
48
1
3
12
3
12
24
36
48
3
12
24
36
48
1
3
12
24
36
48
1
3
12
24
36
48
1
3
12

98.3
91.0
89.1
80.1
75.4
73.3
97.8
93.4
88.7
90.0
88.3
80.4
66.2
60.4
92.3
90.1
83.2
78.2
69.3
92.6
85.7
75.3
57.3
40.1
97.5
95.6
87.5
83.1
80.4
50.3
98.6
95.4
89.8

A(℃)
20

10
0
0

3

6

9

12

15 (hrs)

3

6

9

12

15 (hrs)

B(℃)
20
10
0

-10
0

【図 1】 歯輸送時の温度変化
A： クラッシュアイス
B： 保冷剤
testo 175 T3 にて測定

を用いて、歯髄に到達して感染しないように注意しながら、抜去歯の歯冠部から歯根部にかけて割断用
の深さ約 2 mm の溝を入れた。直ちに、以下の 5 種類の輸送液（① 20 g/ml ゲンタマイシン（ゲンタロー
ル®、株式会社日本点眼薬研究所）および 0.25 g/ml アンホテリシン B（ファンギゾン®、ブリストル・マイヤ
ーズ株式会社）含有 Hanks 液、② 1,000 U/ml ペニシリン、100 g/ml ストレプトマイシンおよび 0.25 g/ml
アンホテリシン B（Antibiotic-Antimycotic、Gibco）含有 Hanks 液、③ 生理食塩水（大塚製薬）、④
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) (SIGMA、D6429)、⑤ 10%イヌ自己血清含有 DMEM）
40 ml が入った 50 ml 遠心チューブ（Iwaki）中に入れた。それぞれのチューブを無菌袋に厳重に密封し
た後、運搬容器（シーパックメディカル、太陽工業株式会社）にクラッシュアイスあるいは保冷剤を入れ、1、
3、12、24、36、48 時間で輸送した。輸送中の温度は運搬容器に挿入した温度計（testo 175 T3、株式会
社テストー）にて 5 分ごとに自動的に計測した。
２．歯髄幹細胞・前駆細胞の採取
輸送後、細胞加工施設アイソレータ（型式 PPLF 4025、三洋電機株式会社）内で、抜歯鉗子を用いて
抜去歯を割り、歯髄組織を採取した。歯髄組織を細切し、0.04 mg/ml リベラーゼ溶液を 5 ml 加え転倒混
和した後、 サーモミキサー コンフォート（エッペンドルフ株式会社）の上で 37℃、500 rpm で 30 分振盪し
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た。振盪後、30 回懸濁した後、アイソレータ内蔵型冷却遠心機（株式会社トミー精工）にて 200 rpm で 1
分遠心し、遠心チューブ内の上清を採取した。この上清を 2,000 rpm、5 分遠心し、沈殿した細胞に 10%
イヌ自己血清含有 DMEM を加え、懸濁後 2,000 rpm、5 分で遠心した。再び遠沈した細胞に 10%イヌ血
清含有 DMEM を 5 ml 加え、30 回懸濁した。細胞懸濁液をトリパンブルー（0.4%、SIGMA）と等量混ぜ、
10 回懸濁し、生細胞数をカウントした。残りの懸濁液を T25 フラスコへ均一に播種後、CO2 インキュベータ
（三洋電機株式会社）（37℃、CO2 5%）内にて培養し形態を観察した。60~70%コンフルエントに達した後
に細胞を継代し、7 代目まで継代し、 凍結した。
３．細菌検査、マイコプラズマ検査、エンドトキシン検査
歯の輸送の安全性を検討するため、使用後の歯輸送液、初代培養の細胞培養液および継代 7 代目
の細胞培養液を、注射針を用いて、好気用レズンボトル CB-5 および嫌気用レズンボトル CB-6、エンドト
キシン検査血液用 B-25（株式会社ビー・エム・エル）および 15 ml 遠心チューブ（Iwaki）中にそれぞれ 3
ml ずつ注入し、 細菌、真菌、エンドトキシン、マイコプラズマ否定試験を委託した。また継代 7 代目の凍
結細胞を溶解後、同様に、ウィルス、マイコプラズマ否定試験を委託した（ビー・エム・エル）。
なお、上記動物実験は国立長寿医療研究センターの動物実験指針に基づき、国立長寿医療研究セ
ンターの動物実験倫理委員会の承認を得て行われた。
【結

果】

1. 細胞の生存率
運搬容器内の温度は、クラッシュアイスで運搬した場合は 12 時間まで 0～5℃内に保たれた状態で安
定的に輸送された。一方、保冷剤の場合は、6 時間まで 0℃以下であり、その後 12 時間まで 5℃以下で
あった（図 1）。輸送液ごとの細胞の生存率を測定すると、輸送時間が 1 時間まではいずれの輸送液も生
存率が 90%以上みられたが、輸送時間が 3 時間後では生理食塩水の輸送液では生存率が 90%以下に
なった。12 時間後では、生理食塩水では生存率が 75%であったのに対し、他の輸送液では 90％近くで
あった（表 1）。また、細胞分取後の培養細胞の形態を観察すると、輸送 3 時間で比較した場合、Hanks
液、DMEM、DMEM+10%イヌ自己血清で輸送後、採取した歯髄幹細胞・前駆細胞は接着性が良く、紡
錘形の細胞や神経様の細胞など様々な細胞がみられた（図 2）。一方、生理食塩水で 3 時間輸送し採取
した細胞は接着性が悪く、90%以上が浮遊していた。Hanks 液中の抗生剤については、ゲンタマイシンと
ペニシリン・ストレプトマイシンとの間では生存率、接着率ともにほとんど差がみられなかった。

【図 2】 輸送液による歯髄細胞の接着率の違い
A： Hanks 液（ゲンタマイシン・アムホテリシン B 含有）
B： Hanks 液（ペニシリン・ストレプトマイシン・アムホテリシン B 含有）
C： 生理食塩水 D： DMEM E： DMEM+10%イヌ自己血清 輸送 3 時間, 播種後 3 日目
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【表 2】 輸送液、初代培養細胞培養液、7 代目細胞培養液および凍結細胞の安全性検査
歯輸送液
サ
ン
プ
ル
番
号

好
気
性
菌

嫌 真
気 菌
性
菌

7 代目細胞培養液
＋
7 代目凍結細胞

初代培養細胞培養液
エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ

好
気
性
菌

嫌
気
性
菌

真
菌

1

a-ST
Nisseri
a

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

-

-

-

2

a-ST
Nisseri
a

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

-

-

-

3

b-ST
Nisseri
a

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

-

-

-

4

-

-

-

285.8
（PG/ML）

-

-

-

-

5

-

-

-

110.9
（PG/ML）

-

-

-

-

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
1.0 以下
（PG/ML
）
1.0 以下
（PG/ML
）
1.0 以下
（PG/ML
）
1.0 以下
（PG/ML
）
1.0 以下
（PG/ML
）

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ

好
気
性
菌

嫌
気
性
菌

真
菌

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ

-

-

-

-

-

-

ウ
ィ
ル
ス

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-) ,HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

-

-

-

-

1.0 以下
（PG/ML）

-

HCV(-), HBV(-),
HTLV-1(-), HIV-1(-),
パルボウィルス(-)

ST: streptococcus, HCV: Hepatitis C virus, HBV: Hepatitis B virus,
HTLV-1: Human Adult T Cell Leulemia virus 1, HIV-1: Human immunodeficiency virus 1
2. 安全性検査
歯の輸送液中においては streptococcus や streptococcus や Nisseria などの好気性菌が検出された
が、 初代培養の細胞培養液および継代 7 代目の細胞培養液の細菌、真菌、マイコプラズマの感染は認
められず、 エンドトキシンは 1.0 (PG/mL)以下であった。また継代 7 代目の凍結細胞はウィルス、マイコプ
ラズマは検出されなかった。これより歯髄幹細胞・前駆細胞の安全性が確認された（表 2）。
【考

察】

歯の輸送液として Hanks 液、DMEM、DMEM+10%イヌ自己血清を使用した場合は生理食塩水を使用
する場合に比べて 3 時間および 12 時間後の細胞の生存率が高かった。また、3 時間後の細胞接着率は、
生理食塩水を用いた場合は低いが、他の 3 つの液では差が見られなかった。12 時間での血清含有の有
無による生存率の差はみられなかった。これより輸送液としては Hanks 液あるいは DMEM が良いと考え
られる。しかし、 DMEM は 5%CO2 中で pH が 7.4 付近になるように設計されているため、空気中に放置
すると重炭酸イオンが分解してできる炭酸ガスが逃げてしまい、pH がアルカリ性に傾く欠点があり、安定
性に問題があると考えられる。一方、Hanks 液は GMP 準拠で製造されたものが安価に入手でき、空気中
でも安定である。したがって、 臨床用の歯の輸送には Hanks 液を使用する方が良いと考えられる。次に
輸送液中の抗生剤の使用について、 ヒト幹細胞指針には「抗生物質の使用は極力避けるべきである」と
いわれているが、「製造初期の工程において抗生物質の使用が不可欠であると考えられる場合には、そ
の後の工程で可能な限り漸減を図る」とある。歯の表面には、一般に streptococcus を始めとして種々の菌
の感染がある。したがって、歯の輸送の本 SOP では、細菌のコンタミネーションを防ぐため、輸送液と初
代培養の培地のみに抗生物質を使用し、以降の操作では使用しないこととした。また、使用薬剤につい
ては、アレルギーの多いペニシリン・ストレプトマイシンや、歯髄幹細胞の染色体異常を起こす可能性が
あるマクロライド系のテトラサイクリンは使用せず、アミノグリコシド系のゲンタマイシンを使用することにし
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た。
実際の歯の輸送方法については、輸送時間が 12 時間以内の場合、クラッシュアイスを用いて輸送す
ると運搬体内部の温度は 0℃以下、5℃以上になることはなく、保冷剤に比べて安定的に輸送が可能で
あった。他の臓器（軟骨、心筋）幹細胞移植の臨床研究においても、組織の輸送の温度、時間は重要な
ポイントといわれている。診療室から細胞加工施設までの輸送時間が 12 時間以内である臨床研究にお
いては、クラッシュアイスで輸送することが最適であると考えられる。
次に、歯の輸送の安全性について、歯の輸送液中で若干検出された好気性菌やエンドトキシンも、継
代 7 代目では全く消失した。これより、本 SOP を用いた歯の輸送の安全性は証明できたと考えられる。
近年、骨髄幹細胞をはじめとして、臍帯血および脂肪由来幹細胞等の細胞バンクが立ち上がっている。
歯髄幹細胞は、採取時の低侵襲性、不用歯の使用、高い血管新生能および神経誘導能、高い幹細胞
含有率、 高い iPS 細胞誘導効率等を考慮すると、再生医療において非常に有効な細胞源となる可能性
がある。しかしながら、実際に細胞を採取するためには、特定の施設へ患者が出向く必要がある。今回の
研究で歯の輸送方法が確立されたことにより、将来的に、一般歯科医院で抜去された歯を細胞加工施
設へ輸送し歯髄幹細胞を採取・保存することが、より一般的となる可能性が示唆された。
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８. 膜遊走分取法を用いた他組織幹細胞の特徴と歯髄再生
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、 村上真史
【 要 旨

】

本実施結果・成果の詳細（IV）の１の項目において、歯髄組織由来の膜分取歯髄幹細胞は、血管新
生能・神経再生能に優れ、象牙質・歯髄再生における有効な細胞源となることを示した。また、別の研究
費において、中高齢者においても、歯髄組織から若年とほぼ同様の形質と安定性を有する膜分取歯髄
幹細胞が得られ、高齢のイヌにおいて、若齢と同様に歯髄が再生されることを示した。すなわち、この歯
髄再生治療は年齢に関係なく有効であることが示唆された。しかしながら、高齢者では自家歯髄組織供
給源に非常に限界が生じる。よって、本研究では、まず、イヌおよびブタの同一個体の脂肪および骨髄
から得られた幹細胞（CD31- side population (SP) 細胞）を歯髄由来の幹細胞と比較し、その幹細胞とし
ての形質および再生能を明らかにした。その結果、歯髄幹細胞は最も血管および神経再生能に優れて
おり、歯髄再生能も最も高いが、骨髄、脂肪幹細胞を移植した場合でも歯髄が再生されることを明らかに
した（1. 特願 2011-42862, PCT JP2012/052155）。また、膜遊走分取法によっても、骨髄および脂肪から、
歯髄再生に有効な幹細胞が得られることを明らかにした。よって、以上の結果より、膜遊走分取法により、
歯髄以外の組織からも幹細胞が分取可能（2. 特願 2011-075861, PCT JP2012/058637）であり、その他組
織幹細胞も歯髄再生治療に有用であることが示唆された。
【 緒 言 】
歯髄再生医療に用いる幹細胞は、血管新生能・神経再生能及び歯髄再生能に優れた画分である必要
がある。歯髄幹細胞は、乳歯あるいは噛みあわせに関係しない不用の智歯などから採取することができ、
患者に大きな負担がない点で有利である。また、平成２３年度長寿医療研究開発費において、中高齢者
においても、歯髄組織から、若齢とほぼ同様の細胞形質と安定性を有する膜分取歯髄幹細胞が得られ
ることが明らかとなった（3）。また、高齢のイヌにおいて、若齢と同様に、血管と神経に富む歯髄が再生さ
れることを示した（3）。しかしながら、歯の喪失年齢は平均 57 歳であり、高齢の患者の歯から十分な量の
歯髄組織を採取することは難しいと考えられる。従って、歯髄再生医療の普及、実用化のためには、歯
髄組織ばかりでなく、他組織の細胞供給源を検索する必要がある。
一方、各組織由来の幹細胞の形質を比較する場合、同一個体に由来する組織であること、また同一の
幹細胞分取・増幅法であることが重要と考えられる。しかしながら、間葉系幹細胞に特異的な絶対的マー
カーはいまだ同定されていない。一方、DNA 結合色素である Hoechst 33342 の排出に基づく幹細胞分
取法により、間葉系幹細胞に富む SP 細胞画分を分取することができ（Goodell, 2006）、SP 細胞は骨髄
や脂肪間質の血管分画など多くの組織から分取可能である（Ramos, 2009）。よって、本研究項目で
は、まず、組織や種に関わりなく、幹細胞を多く含むことが知られている side population（SP）細胞画分
（4）を用いて、イヌおよびブタ骨髄、脂肪組織由来幹細胞と歯髄幹細胞を比較した（5）。ついで、IV の１
の項目で述べた歯髄組織からの膜遊走分取法が、骨髄、脂肪組織においても同様に幹細胞分取に用
いることができるかどうかを検討し、その他組織膜分取細胞を用いた歯髄再生を比較検討した。
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【 方法と結果

】

A. イヌ他組織幹細胞 (CD31- SP 細胞)による歯髄の再生 (参考論文 5 参照)
(1) 歯髄、骨髄および脂肪 CD31-SP 細胞の分取と特徴化
イヌ同一個体の歯髄、骨髄および脂肪組織よりフローサイトメーターを用いて CD31- SP 細胞を分取した
ところ、それぞれ全細胞の、0.9％、0.3％、0.1％存在することがわかった。これら 3 種類の CD31- SP 細胞
集団は、複数の長い突起を有する星状細胞および紡錘状細胞を含むものであった。播種した単一のイヌ
歯髄および脂肪 CD31- SP 細胞は、10 日間でコロニーを形成し、単一のイヌ骨髄 CD31- SP 細胞は、14
日間でコロニーを形成した。この結果は、これらの細胞にコロニー形成能があることを示す。また、歯髄、
骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞の付着・増殖の効率はそれぞれ、3.6％、1.5％、2.2％であった。3 代目の
細胞における限界希釈法の結果、CFU は歯髄 CD31- SP 細胞においては 80％、骨髄 CD31- SP 細胞に
おいては 75％、脂肪 CD31- SP 細胞においては 80％であった。
フローサイトメトリーにて歯髄、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞の細胞表現型を比較したところ、これら
の細胞は、CD29、CD44、CD73 および CD90 が陽性であった。CD34 陽性細胞の割合は、歯髄 CD31- SP
細胞で 4.4％であり、骨髄 CD31- SP 細胞の 9.8％、イヌ脂肪 CD31- SP 細胞の 7.1％と比較して低いもの
であった。CD105 陽性細胞の割合は、歯髄 CD31- SP 細胞で 72.3％であり、これは骨髄 CD31- SP 細胞の
74.4％、イヌ脂肪 CD31- SP 細胞の 73.9％と同様の発現であった。CD146 についてはほとんど陰性であっ
た。CXCR4 陽性細胞の割合は、歯髄および脂肪 CD31- SP 細胞が骨髄 CD31- SP 細胞より高かった。
Real-time RT-PCR 解析にて歯髄、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞の mRNA 発現量を比較したところ、
幹細胞マーカーである、Sox2、Tert、Bmi1、CXCR4、Stat3 および Oct4 は同程度発現していた。この結果
から、これらの細胞は同程度の幹細胞としての性質を有していることが示唆された。血管誘導因子および
神経栄養因子である、GM-CSF、MMP-3、VEGF-A、NGF、NPY および NT3 の発現量は、歯髄 CD31- SP
細胞が、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞よりも高かった。BDNF は、骨髄 CD31- SP 細胞が、歯髄および
脂肪 CD31- SP 細胞よりも多く発現していた。GDNF は各細胞共に同様に発現していた（表 1）。
ついで歯髄、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞の血管誘導能、neurosphere 形成能、神経細胞への分化
能を比較した。すべての細胞において 6 時間後、マトリゲル上で管状構造を形成した。また、すべての細
胞において培養 14 日後、neurosphere が形成された。さらに、neurosphere から神経が誘導され、免疫染
色により neuromodulin 陽性で、神経細胞のマーカーである、neurofilament、neuromodulin および Scn1
を発現していた。
【表１】 イヌ歯髄、骨髄、脂肪 CD31-SP 細胞における幹細胞マーカー、
血管誘導因子および神経栄養因子 mRNA 発現
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各細胞の増殖能に差は認められなかった。各細胞の SDF-1 に対する遊走能は、歯髄 CD31- SP 細胞
が、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞よりも有意に高かった。歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞の免疫調節
能を mixed lymphocyte reaction (MLR)法にて、自己のイヌの末梢血単球の、他家末梢血単球添加（これ
自身増殖能なし）による増加を、３種の培養上清がそれぞれ抑制することにより検討した。その結果、歯
髄・骨髄・脂肪ともに CD31- SP 細胞は、自己の末梢血単球の増加を有意に抑制し、３種の間に有意差は
認められなかった。よって、３種とも同様の免疫調整能を有することが示唆された。
二次元電気泳動にて歯髄、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞のタンパク質発現を比較したところ、97.1%
のパターンの一致が認められ、これらの細胞の類似性が示唆された。
(2) 抜髄後根管内自家移植による再生組織の比較
イヌ歯髄、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞を SDF-1 とともに、抜髄後の根管内に移植し、各細胞の歯
髄再生能を比較した(図 1)。すべての細胞移植において、移植後 14 日目に歯髄様組織の再生がみられ
た(図 1A, B, C)。しかし、再生歯髄量を統計学的に解析すると、骨髄 CD31- SP 細胞を移植した場合には、
歯髄および脂肪 CD31- SP 細胞移植した場合よりも有意に尐なかった(図 1G)。すべての細胞移植におい
て、再生組織中の細胞は星状、あるいは紡錘状であった(図 1D, E, F)。しかし、線維性の基質形成が、脂
肪 CD31- SP 細胞移植の一部において認められた (図 1 F)。
さらに、脂肪 CD31- SP 細胞を移植したものは 28 日後、線維性の基質形成が多くみられた。基質形成
密度を統計学的に解析すると、歯髄 CD31- SP を移植したものに比べ、骨髄および脂肪 CD31- SP 細胞を
移植したものは、有意に基質形成密度が高いことが示された(図 1O)。移植後 28 日標本を BS-1 lectin で
染色したところ、すべての細胞移植において再生組織中に血管新生が生じていることがわかった(図 1P,
Q, R)。血管新生密度に差は認められなかった(図 1S)。移植後 28 日標本を PGP9.5 抗体で染色したとこ
ろ、すべての細胞移植において再生組織中に神経が再生していることがわかった(図 1T, U, V)。再生組
織中の Enamelysin の発現は脂肪 CD31- SP 細胞を移植したものにのみみられた(図 1X, Y, Z)。
DiI で染色した移植細胞は、再生組織内の血管と重ならなかった(図 2A, B, C)。さらに、移植細胞は、再
生組織内において Ki67 で染色した細胞と重ならず、増殖していなかった(図 2D, E, F)。移植細胞は再
生組織内で、血管誘導因子および神経栄養因子である VEGF、MMP-3、GM-CSF、Neuropeptide Y およ
び BDNF を発現していた(図 2G-U)。これらのことから、移植細胞は再生組織内で自ら分化・増殖するの
ではなく、血管誘導因子および神経栄養因子を放出してパラクリン的に働く可能性が示唆された。
(3) 再生組織が歯髄であることの証明
歯髄で多く発現することが知られている、Syndecan3 および TRH-DE の発現(6)は、すべての再生組織
において、正常な歯髄組織と比較して、同様に発現していることがわかった。歯根膜マーカーである
periostin の発現は、すべての再生組織において、正常な歯根膜と比較してかなり低かった。脂肪マーカ
ーである aP2、骨マーカーである Runx2 はそれぞれ、いずれの再生組織においても発現していなかった。
象牙芽細胞マーカーである enamelysin は脂肪 CD31- SP 細胞を移植したもののみにみられ(表 2)、歯髄
組織内部での歯髄固有細胞の象牙芽細胞への分化が示唆された。
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【図 1】 イヌ歯髄、骨髄、脂肪 CD31- SP 細胞における抜髄後根管内移植による再生組織の比較
抜髄後の根管内に歯髄 CD31- SP 細胞(A, D, H, L, P, T, X)、骨髄 CD31- SP 細胞(B, E, I, M, Q,
U, Y) 、脂肪 CD31- SP 細胞(C, F, J, N, R, V, Z)を自家移植した際の再生組織を示す。
A, B, C, D, E, F：移植後 14 日、H, I, J：移植後 28 日。矢印はマトリックスの形成を示す。
G, K: 再生組織面積の根管の面積に対する比率 G：14 日、K：28 日。
L, M, N：Masson trichrome 染色。O：基質形成密度。
P, Q, R：BS-1 lectin 免疫染色後の共焦点顕微鏡像。新生血管を示す。
S：血管密度（新生血管面積の再生組織面積に対する比率）。
T, U, V：PGP9.5 免疫染色。神経線維の伸長を示す。
X, Y, Z：象牙芽細胞メーカーenamelysin による in situ hybridization。矢印は象牙芽細胞を示す。
脂肪 CD31- SP 細胞移植では根管内の基質形成と象牙芽細胞への分化が進んでいる。
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【図 2】 イヌ移植細胞の免疫組織学的解析および in situ hybridization による解析
歯髄 CD31- SP 細胞(A, D, G, J, M, P, S)。骨髄 CD31- SP 細胞(B, E, H, K, N, Q, T) 。
脂肪 CD31- SP 細胞(C, F, I, L, O, R, U)。移植細胞は DiI(赤)で染色。
A, B, C：BS-1 lectin 免疫染色。D, E, F：Ki67 免疫染色。
G-U:in situ hybridization。G, H, I:VEGF-A、J, K, L:MMP-3、M, N, O:GM-CSF、P, Q, R:NPY、
S, T, U：BDNF mRNA 発現を示す。
【表 2】 イヌ歯髄、骨髄、脂肪 CD31-SP 細胞移植後の再生組織における歯髄、歯根膜、骨、
象牙芽細胞マーカーの発現
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B. ブタ他組織幹細胞 (CD31- SP 細胞)における細胞形質、血管・神経・歯髄再生能の比較(参考論文 8
参照)
(1) 歯髄、骨髄および脂肪CD31-SP細胞の形質比較
同一個体のブタの下顎より、歯髄細胞、骨髄細胞および脂肪細胞を酵素消化法により分離し、さらに
CD31-SP細胞をフローサイトメトリーにより分取した。歯髄CD31- SP細胞は、骨髄および脂肪CD31-SP細
胞に比べ幹細胞含有率が高かった(歯髄 0.8%, 骨髄 0.3%, 脂肪 0.1%)。
ついで、歯髄、骨髄および脂肪CD31 SP細胞の表現型を継代３代目において評価した。共に幹細胞
マーカー（CD29, CD44, CD73, CD90, CD105）の発現率が高かった。一方、歯髄CD31 SP細胞はCD133

の発現が0.2%以下で低かった。
mRNA発現を比較すると、幹細胞マーカー歯髄CD31- SP細胞は骨髄および脂肪CD31- SP細胞に比
べ血管誘導因子の高発現がみられた。幹細胞マーカーであるSox2、Tert、Bmi1、CXCR4、Stat3、Nanog、
Oct4 mRNAは、歯髄CD31- SP細胞において、骨髄および脂肪CD31- SP細胞とほぼ同程度に発現してい
た。この結果により、これら３種の細胞集団が、同程度に幹細胞としての性質を有していることが示唆され
た 。 血 管 新 生 因 子 ・ 神 経 栄 養 因 子 で あ る 、 GM-CSF 、 MMP-3 、 VEGF 、 BDNF 、 GDNF 、 NGF 、
neuropeptide Yなどは、３種の細胞集団でいずれも発現していたが、歯髄において最も発現が高かった
（表3）。
in vitroにおいて、歯髄CD31- SP細胞は、骨髄および脂肪CD31- SP細胞に比べ血管誘導能、神経誘
導能および増殖能に差は見られなかったが、脂肪CD31 SP細胞に比べて高い遊走能を有していた。

(2) 歯髄、骨髄および脂肪CD31-SP細胞の血管新生能、神経再生能、歯髄再生能比較
SCIDマウスに下肢虚血モデルを作製し、虚血24時間後にブタ歯髄、骨髄、脂肪CD31- SP細胞を1×106
個筋肉内に注入した。コントロールとしては、PBSを用いた。14日後、レーザードップラーにて血流量を測
定した。また、14日後、下肢虚血部を固定し、凍結切片をBS-1 lectin染色後、蛍光顕微鏡（BIOREVO,
BZ-9000, KEYENCE）を用いて、120 mごとに計6枚の切片を撮影し、Dynamic cell count (BZ-HIC)
（KEYENCE）にてそれぞれの切片の、500 m×380m の面積中の陽性部位の面積から、新生血管密
度の統計学的解析を行った。実験は３回繰り返した。その結果、歯髄CD31 SP細胞は骨髄および脂肪

CD31- SP細胞に比べ、血流量および新生血管密度の有意な増加がみられた（図3）。
ついで、ラット脳梗塞モデルをSugiyama et al., 2011(7)の方法に従って作製し、それぞれ４頭ずつ、ブ
タ歯髄、骨髄、脂肪CD31 SP細胞移植後の再生を解析、比較した。コントロールとしては、PBSを用いた。

脳梗塞部位の体積は、移植28日後の脳を1.5mm間隔で12mの厚みで凍結切片を計４枚作製し、H.E.
染色後、梗塞部位および脳全体の面積をLeica Application Suite software （M205, FA Leica）にて、統
計学的に解析した。脳梗塞部位は歯髄CD31 SP細胞を移植すると、

骨髄あるいは脂肪 CD31- SP 細胞を移植した場合に比べ有意に減尐がみられた。また、運動麻痺スコア
を経時的に測定すると、歯髄 CD31- SP 細胞は骨髄および脂肪に比べて有意に運動麻痺を回復させるこ
とが明らかとなった（図４）。
(3) 歯根モデルを用いた異所性歯髄再生の比較
歯髄再生能を比較するために、ブタ歯根モデルを用いてSCIDマウスへ異所性の皮下移植を行った。
ブタ第三切歯を抜歯し、その歯根を6 mmの長さにスライスした。根管を1 mm幅にまで拡大した後、セメン
トで一端を封鎖した。3代から4代目のブタ歯髄、骨髄及び脂肪CD31 SP細胞を、DiIにてラベルした後、
6

それぞれ、1×10 細胞個をコラーゲンTE（新田ゼラチン）に混合し、一端を封鎖した歯根に注入した。
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【表 3】 ブタ歯髄、骨髄、脂肪 CD31-SP 細胞における幹細胞マーカー、血管誘導因子
および神経栄養因子 mRNA 発現

【図 3】 下肢虚血モデルを用いたブタ各種幹細胞移植による血管新生能解析
A-D, I: レーザードップラー血流解析 E-H, J:血管新生 BS-1 lectin 染色 scale bar=100m
I：正常部位との血流量の比較 J: 新生血管密度の統計学的解析
A, E:PBS、 B, F:歯髄 CD31-SP 細胞、C, G:骨髄 CD31-SP 細胞、D, H: 脂肪 CD31-SP 細胞
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【図 4】 脳梗塞モデルを用いたブタ各種幹細胞移植による神経再生能解析
A-D: 脳梗塞部位（点線で囲む）の H.E.染色像
A:PBS、 B:歯髄 CD31-SP 細胞、C:骨髄 CD31-SP 細胞、D: 脂肪 CD31-SP 細胞
scale bar=2 mm E: 脳梗塞部位の体積比（％）
F：運動麻痺スコア解析 データは４頭の平均値±SD で表す。

【図 5】 歯根異所性移植モデルを用いたブタ各種幹細胞移植による歯髄再生能解析
A, D, H, K, O, S, V:歯髄 CD31-SP 細胞. B, E, I, L, P, T, W:骨髄 CD31-SP 細胞.
C, F, J, M, Q, U, X: 脂肪 CD31-SP 細胞. A-J: H.E.染色像. K-M, O-Q, S-U,
V-X: GOT2（green）二重染色. K-M: RECA1. O-Q: PGP9.5. S-U: Ki67 14 日 V-X: Ki67 28 日
A: 再生組織量の比. N: 新生血管密度. R: 再生神経密度の統計学的解析
データは４サンプルの平均値±SD で表す.
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この歯根を、５週齢の SCID マウスに皮下移植した。異なるブタ４個体由来の歯髄、骨髄及び脂肪 CD3
1-S P 細胞を、各 4 本ずつの歯根に移植した。28 日後、組織学的解析のために、計 24 本の歯根を採取
した。5m の厚さのパラフィン切片を作製し、HE 染色後、形態学的観察を行った。150 m ごとに計 4
枚の切片を撮影し、実体顕微鏡 （M205 FA, Leica）で画像を取り込み、根管内面積に対する再生組織
の面積比を測定し、再生量の統計学的解析を行った。再生された組織を観察すると、いずれの細胞を移
植した場合でも、28 日後には、十分に組織化された血管系を有する歯髄様組織が根管内に充填されて
いた(図 5A-F)。象牙質側壁には細胞が付着し、象牙細管内に象牙芽細胞様の突起を長く伸長させてい
るのが観察された(図 5H-J)。28 日における再生量は歯髄 CD31- SP 細胞が最も高く、ついで脂肪、骨髄
の順に有意差がみられた(図 5G)。
ついで、移植細胞をブタ特異的抗体 GOT2（1:500）(LS-B24, LifeSpan BioSciences, Inc.)で染色し、さ
らに、RECA1 あるいは PGP9.5 免疫二重染色を行い、それぞれ、移植細胞と新生血管あるいは移植細胞
と神経線維の局在性の関係を共焦点レーザー顕微鏡(TCS SP5、Leica)を用いて検討した。血管新生密
度あるいは神経再生密度は、歯根一本につき、150 m ごとに計 4 枚の切片を RECA1 あるいは PGP9.5
染色後、Dynamic cell count (BZ-HIC) (KEYENCE)にてそれぞれの切片中の陽性面積の再生組織面積
に対する比から、新生血管密度あるいは再生神経密度の統計学的解析を行った。サンプルは歯根 4 本
を一サンプルとして、4 個体由来の 4 lot の細胞移植における平均値±SD で表した。移植細胞は、血管
および神経いずれも局在の重複はみられなかった(図 5K-M、5O-Q)。血管新生密度は歯髄 CD31- SP 細
胞は脂肪 CD31- SP 細胞と比べて有意に高く(図 5N)、神経再生密度は歯髄 CD31- SP 細胞は骨髄およ
び脂肪 CD31- SP 細胞と比較して有意に高かった(図 5R)。
また、14 日目および 28 日目において、GOT2 および Ki67 の二重染色を行い、移植細胞の増殖能を
検討したところ、14 日では約半分の細胞において重複がみられたが(図 5S-U)、28 日ではほとんど重複は
みられなかった(図 5V-X)。
28 日のパラフィン切片（5m）を用いて、VEGF、GM-CSF、MMP-3、BDNF および NPY の in situ
hybridization を行った後、GOT2 で移植細胞を免疫染色した。その結果、いずれの移植細胞もこれらの
血管新生因子・神経栄養因子を発現していることが明らかとなった(図 6)。
【図 6】 歯根異所性移植モデルを用いたブタ各種幹細胞移植による
歯髄再生組織における血管新生・神経栄養因子発現
in situ hybridization
A, D, F, I, L:歯髄 CD31-SP 細胞.
B, D, G, J, M:骨髄 CD31-SP 細胞.
C, E, H, K, N:脂肪 CD31-SP 細胞.
A-C: VEGF. D-E: GM-CSF, F-H: MMP-3, I-K: BDNF.
L-N: NPY scale bars=5 m
S-U,
V-X: GOT2（green）二重染色. K-M: RECA1. O-Q: PGP9.5.
S-U: Ki67 14 日 V-X: Ki67 28 日
A: 再生組織量の比. N: 新生血管密度. R: 再生神経密度
の統計学的解析
データは４サンプルの平均値±SD で表す.
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【図 7】 ブタ歯髄、骨髄、脂肪 CD31-SP 細胞上清による増殖、遊走、抗アポトーシス促進効果
A:増殖. B: 遊走. C: 抗アポトーシス.
データは４サンプルの平均値±SD で表す.

28 日後のそれぞれの再生組織の mRNA 発現を正常歯髄における発現と比較解析した。歯髄マーカ
ーの Syndecan 3 および TRH-DE 発現は歯髄、骨髄、脂肪 CD31- SP 細胞移植後の再生組織において
差はみられなかった。よって、歯根内移植後に再生された組織は歯髄であることが示唆された。
(4) 各種 CD31- SP 細胞の上清の効果
歯髄、骨髄、脂肪 CD31- SP 細胞の無血清状態での培養上清 10ml を、CENTRIFUGAL filter unit
(3000 cut, Millipore）にて約 100 倍に濃縮した。タンパク量を最終濃度 100ng/ml になるようにして、NIH
3T3 に対する増殖、遊走、抗アポトーシス効果を検討した。その結果、３種の細胞群の上清の増殖促進
効果は有意差がみられなかったが、遊走および抗アポトーシスは、歯髄 CD31- SP 細胞は骨髄、脂肪に
比べて、有意に促進効果がみられた（図 7）。
C. 膜遊走分取法によるブタ他組織幹細胞における細胞形質、歯髄再生能の比較
(1) 歯髄、骨髄および脂肪組織由来膜分取幹細胞の形質比較
IV の１の項目で述べたヒト歯髄幹細胞で用いた膜遊走分取法と同様の方法と装置を用いて、骨髄、脂
肪細胞から幹細胞を分取できるかを検討した。まず、1.5x104cells/100 μl のブタ歯髄細胞、骨髄細胞、脂
肪細胞を膜上部のセルカルチャー・インサート(PET 膜（Polycarbonate Membrane）Transwell® Inserts、
2x105 ポア/cm2、ポアサイズ 8 μm)に播種し、膜下部 24 well plate に 10%FBS を含む DMEM 中に G-CSF
を 100ng/ml 入れ、48 時間後に培地交換して G-CSF を取り除いてさらに 10%FBS を含む DMEM 中で培
養した。歯髄、骨髄、脂肪とも、星状で突起を有する細胞が付着し（図 8）、分取率はそれぞれ、5.3％、
3.7%、5.6%であった。フローサイトメトリーで CD31- SP 細胞、CD105+細胞を分取した場合と同様に、コロ
ニーを形成し、増殖することが明らかとなった。
ブタ歯髄、骨髄、脂肪膜分取細胞を 5 代継代後、フローサイトメトリーを用いて、幹細胞表面抗原マー
カー陽性率を測定した。CD29、CD44、CD73、CD90 は、ほぼ陽性で膜分取細胞と未分取の total 細胞の
間で差は認められなかった。CD105、CXCR-4 および G-CSFR は未分取 total 細胞と比較していずれの
膜分取細胞も陽性率が高かった。よって、膜遊走分取法によって、骨髄、脂肪細胞から歯髄細胞と同様
に幹細胞を分取できることが明らかとなった。
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【図 8】 ブタ歯髄、骨髄、脂肪由来膜分取細胞の形態学的特徴

【 考 察 】
本研究では、歯髄組織の供給に限界がある中高齢者に対して、幹細胞の新たな供給源として、他組
織由来間葉系幹細胞の有効性を検索した(3)。すなわち、同一個体から同一分取・増幅法を用いて歯髄、
骨髄および脂肪由来の幹細胞を採取し、その細胞形質と再生能を比較した。その結果、骨髄および脂
肪由来幹細胞は、歯髄由来幹細胞と比べて、幹細胞細胞表面抗原マーカーの発現率に類似性がみら
れた。歯髄幹細胞は骨髄および脂肪幹細胞に比べて、血管新生・神経栄養因子の発現および遊走能
が高く、上清の遊走促進効果および抗アポトーシス効果が高かった。また、下肢虚血モデル、脳梗塞モ
デルおよび歯根異所性移植モデルにおいて、歯髄幹細胞は有意な血管・神経・歯髄再生能を示した。
しかしながら、骨髄および脂肪幹細胞とも、歯髄幹細胞に务るものの、脳梗塞に対する回復効果以外は、
類似した形質と機能を有していた。また、ブタ骨髄、脂肪細胞から得られた膜分取幹細胞も、ブタ CD31SP 細胞で得られた上述の結果と類似した形質が得られた。以上の結果より、歯髄組織を供給できる歯が
得られない場合、歯髄再生治療のための細胞源としては、骨髄あるいは脂肪由来の幹細胞が有効であ
ることが示唆された。
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９. 臨床研究の実施計画書 プロトコール
（自己歯髄組織由来幹細胞を用いた抜髄後歯髄組織再生療法開発）
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、 細井孝之
項目
目的

内容
歯髄回復の見込みのない不可逆性歯髄炎である急性全部性単純性歯髄炎、
急性全部性化膿性歯髄炎、慢性潰瘍性歯髄炎および慢性増殖性歯髄炎の
患者を対象とする。抜髄後の歯髄幹細胞自家移植による歯髄再生治療にお
いて、有害事象の有無と程度を評価し、歯髄再生治療の安全性を検討する。
併せて、電気歯髄診による歯髄生活反応陽性および臨床症状を指標として
歯髄再生治療の有効性を検証する。
［主要目的］
上記の不可逆性歯髄炎患者を対象とし、歯髄幹細胞自家移植による歯髄
再生治療を実施し、術前、術直後、術後、経時的に、有害事象の有無と程
度を評価する。
・血液・生化学検査
・尿検査
・根尖部腫脹・圧痛、打診痛、
［副次目的］
採取した自己歯髄組織由来細胞から分取・増幅した歯髄幹細胞による細
胞移植歯髄再生治療法の完遂、および以下の評価項目を指標とした歯髄
再生成功率を検討する。
・電気歯髄診による歯髄生活反応
・歯科用 X 線像による根尖部透過像
・冷・温熱痛、自発痛、根尖部圧痛、打診痛

研究デザイン

安全性評価のための臨床研究

対象疾患

不可逆性歯髄炎

選択基準

登録時に下記の基準を全て満たす患者を選択する。
1) 口頭と文書で研究計画を説明し、自由意思による研究参加の同意を本人
から文書で取得した患者
2) 年齢：同意取得時に 20 歳以上 55 歳未満
3) 性別：不問
4) 入院・外来：外来
5) 単根管の不可逆性歯髄炎を有する患者
6) 歯髄組織を供給できる不用歯を有する患者。不用歯とは、智歯、矯正学的
便宜抜去歯あるいは咬合に関係しない過剰歯および転位歯などをいう。ただ
し、その不用歯にはう蝕が無いかあるいはあった場合でも歯髄に達していな
い。
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7) X線写真により、骨縁上に残存健全歯質が認められ、根管内への微小漏
洩を完全に防止できる患者
8) 破折が認められない患者
9) X線写真により、根尖部透過像が認められない患者
除外基準

登録時に下記の基準に該当する患者は対象から除外する。
1) 末梢血液が採取できない症例
2) ウイルス、細菌、真菌、マイコプラズマなどの感染症患者
3) 重篤な心血管系疾患患者
4) 糖尿病患者
5) 骨粗鬆症患者
6) 妊娠中または妊娠している可能性のある女性、研究参加期間中に妊娠を
希望する患者
7) 抗菌薬や局所麻酔薬によるアレルギー歴のある患者およびアテロコラーゲ
ンの皮内テスト陽性の患者
8) 知的障害者、精神疾患を有する者など同意能力に問題があると考えられ
る者
9) その他、臨床研究責任医師が不適当と判断した者
臨床研究責任医師または分担医師は、本研究への参加候補となる被験者本
人に対して、同意説明文書を提供し、口頭で十分説明を行った後、本研究へ
の参加の同意を文書で取得する（「インフォームド・コンセントにおける説明文

被験者の同意

書及び同意文書」）。なお、本研究においては、単独で同意を取得できない
者は被験者としない。同意説明文書は全ての被験者が理解できる平易な言
語と用語を用いて作成する。また、同意書、同意撤回書および同意取得の報
告書様式も準備されている。

試験物

培養自己歯髄組織由来間葉系幹細胞
①

採血および皮内テストによる事前診査

血液検査により、ウィルス、細菌、真菌、マイコプラズマ感染症がないことを確
認する。皮内テストにより、アテロコラーゲンに対するアレルギー反応がないこ
とを確認する。
②

自己血清の採取：自己血清の採取SOP

自己歯髄組織採取前14日以内に200mLの血液を採取、遠心分離し、血清成
研究方法
（治療スケジュール）

分を凍結保存する。
③

自己不用歯の抜去と歯の輸送：抜歯SOP、歯の輸送SOP

局所麻酔下にてヘーベルと鉗子にて不用歯を抜去する。抜去歯に縦方向に
割線を入れる。細胞加工施設へ安全に安定に抜去歯を輸送する。
④ 自己歯髄組織からの幹細胞の分取・増幅：ヒト培養自己歯髄幹細胞SOP
抜去歯から採取した歯髄組織より歯髄細胞を分離し、継代後膜分取器により
歯髄幹細胞を分取する。移植細胞数に達するまで、6週間程度の継代培養を
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行い凍結する。品質検査として、凍結細胞の一部を融解し、細胞数、細胞生
存率、フローサイトメトリーによる幹細胞マーカー(CD29, CD31, CD44, CD105)
発現率を解析する。
⑤ 凍結細胞の輸送：冷凍歯髄幹細胞の輸送SOP
細胞加工施設より、病院に凍結細胞を安全に安定に輸送する。
⑥

不可逆性歯髄炎の抜髄：抜髄法SOP

⑦ 培養自己歯髄組織由来幹細胞移植術：細胞移植法SOP
継代培養した自己歯髄組織由来幹細胞は凍結し、移植時に解凍する。幹細
胞および G-CSF（顆粒球コロニー刺激因子、granulocyte-colony stimulating
factor）をコラーゲンゲルに懸濁したものを、根管内に、小児用留置針を用い
て填入、移植する。
十分な自己歯髄組織あるいは自己歯髄幹細胞採取が困難な場合や、止血や
無菌化困難など手技的理由で移植ができなかった場合には、被験者に対す
る自己歯髄組織由来幹細胞移植療法を中止あるいは延期する。
併用禁止薬剤及び
併用禁止治療
観察・検査スケジュ
ールの概略

従来の根管充填材（ガッタパーチャポイントおよび水酸化カルシウム充填材な
ど）による根管充填は行わない。
観察・検査スケジュール表参照
本研究における有害事象の有無、程度(CTCAEv4.03 の Grade)、発現頻度
及び発現期間とする。移植日、1 週、 4 週、12 週、24 週後、またはプロトコー
ル治療中止・終了時に観察、検査を行う。有害事象が認められた場合は、最

主要評価項目

善の処置を行うと共に、カルテ並びに症例報告書（CRF）に詳細を記載する。
本研究において実施する抜髄後の歯髄組織再生に対する自己歯髄組織
由来間葉系幹細胞移植療法は世界初の試みであるため、安全性の評価を目
的とした主要評価項目を設定した。

目標症例数
研究登録期間

5例
計画許可後 2 年間
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シェーマ

患者説明・同意取得

スクリーニング

登録
細胞分取 14 日前
自己血液採取

までに外来にて
目標症例数

不用歯抜歯による自己歯髄組織採取

5例
自己歯髄組織由来幹細胞分取・増幅

研究登録期間
2 年間

6 週間

細胞移植
観察・評価
主要評価項目：有害事象の有無、種類、程度、
重篤か否か、発現頻度及び発現期間
副次評価項目：自己歯髄由来間葉系幹細胞移植
による歯髄再生治療法の完遂と歯髄組織再生成
功率

統計解析

総括報告書作成

研究終了
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24 週間

観察・検査スケジュール
観察・評価日
許容範囲

前観察
90日
以内

0 日

全身所見

○

○

○

○

○

○

○

○

口腔内所見

○

○

○

○

○

○

○

○

抜歯部位所見

○

○

○

○

○

○

○

○

血液

○

○

○

○

○

○

○

尿

○

○

○

○

○

○

○

十二誘導
心電図

○

○

○

局所X線写真撮影

○

○

根尖部圧痛

○

○

○

垂直打診

○

○

電気歯髄診

○

○

臨床検査

画像診断

歯髄組織機能
検査

自己血液検査

1週後

移植
日

2週後

±3 日

4週後

12週後

±1週

24週後

中止時

±2週

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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１０. 多施設臨床研究のための実証研究
東京都健康長寿医療センター 豊田雅士
国立長寿医療研究センター 中島美砂子
【 要 旨 】
国立長寿医療研究センターならびに愛知学院大学における臨床研究に引き続き、本プロジェクト後半
において多施設臨床研究の実施を行う計画である。そこで、単一機関での標準手順書に加えて、施設間
の試料（抜歯）および細胞の輸送における安全性を担保した手順書が必要になる。そこで、これら標準作
業手順書の作成を行っている。これまでの検討で、試料（抜歯）の輸送法をほぼ確立できた。また移植用
の細胞の輸送については凍結での輸送となることが決定され、イヌ歯髄細胞による輸送後の安全性の検
討を行い、プロトコール原案を作成できた。現在ヒト歯髄細胞を用いた検討を進めている。
【 方 法 と 結 果 】
これまで作成された単一機関で作成した手順書試案を元に、多施設間での臨床研究のための実証研
究を行っている（図１）。非臨床試験レベルでイヌ歯髄幹細胞を用いた細胞の輸送、増殖・保存工程のシ
ミュレーションを実施した。細胞の生存率や増殖能に凍結状態での輸送による影響は認められず、安全
性に関わる検査においてもすべて問題ないことが確かめられた。これらの結果を元に、輸送に関する
SOP の原案を作成した。そこで、現在ヒト歯髄幹細胞を用いて、凍結融解後の細胞生存率、増殖能につ
いて、輸送前の細胞と比較検証を行っている。さらに移植する上で安全性を担保するために最低限必要
となる検査項目を選定（輸送時における細胞へのウイルスや細菌等への感染試験、ゲノムの異常等の検
証）を行い、評価するとともに、これらの結果に基づいた細胞輸送時の SOP の改定作業を進めてきている
（図２）。
【 図1 】

多施設間臨床研究とその波及効果

67

【 図2 】

多施設間臨床研究の体制と実施に向けた課題
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１１. 非侵襲性歯髄診断装置の開発
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、庵原耕一郎
【 要 旨 】
臨床研究において、歯髄の状態を正確に診断することは、適切な症例を選択し、より客観的診断により
患者様から同意をいただき、臨床研究あるいは治験にて歯髄再生治療の有効性を明らかにするために
必須である。しかしながら、現在のところ臨床で用いることができるのは電気的歯髄診断装置のみであり、
歯髄の生死しか判定できない。よって、本研究では、歯髄の炎症状態あるいは歯髄再生を正確に診断で
きる非侵襲性歯髄診断装置の開発を目指している。すなわち、イヌの抜去歯あるいは生体内で歯髄に直
接的に診断マーカーを注入し、LD 光源（レーザー）または高輝度 LED を使って、高感度に検出でき、し
かも軽量コンパクト化する方法の開発を行なってきた。分光光度系は、新規に設計・製作された ICG 専用
光学系および高効率な分光キューブを用い、対物レンズは、操作性を考慮しイメージングファイバー方式
を採用し、検出された画像解析を進めている。
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１２. 歯髄バイオマーカー同定

国立長寿医療研究センター

村上真史、

中島美砂子

IV の６で示したように、抜髄後、根管内へ歯髄幹細胞を自家移植すると歯髄様組織が再生される
（1-5）。この組織が歯髄であることを証明するにあたっては、形態学的、分子生物学的および蛋白化学的
手法を総合的に用いた。すなわち、まず形態学的には、再生組織における固有細胞の密度・形態・局在
性および血管の形成密度・走行が正常歯髄と類似し、神経線維が三叉神経節に向かって伸長している
ことがあげられる。また、分子生物学的には、および正常歯根膜組織と比較して、歯髄に強く発現が見ら
れるといわれている Tenascin C や Syndecan 3 が正常歯髄と同レベルで発現し、歯根膜マーカーが正常
歯根膜と比較して非常に低いレベルしか発現していないことを明らかにした。さらには、蛋白化学的に、
二次元電気泳動により、再生組織は正常歯髄とパターンの類似がみられ、歯根膜では類似がみられな
いことが示された(4)。しかしながら、再生された組織が歯髄であることを証明するために、歯髄バイオマ
ーカーが必要である(6)。そこで本研究では、歯髄バイオマーカーを同定することを目的として、歯髄、歯
根膜および歯肉細胞の遺伝子発現をマイクロアレイにより比較し、歯髄に高発現する遺伝子候補として
thyrotropin-releasing hormone degrading ectoenzyme (TRH-DE) を得た(7)(表 1)。
ヒト各組織における mRNA 発現は、小脳、脳についで歯髄に高い発現が見られ、他の組織と比較する
と顕著な有意差がみられた(図 1)。ヒト正常歯髄において TRH-DE は神経線維に局在性がみられた(図
2)。歯髄幹細胞移植による根管内の再生組織においても正常歯髄と同様に神経線維に局在性がみられ
た(図 3)。再生歯髄における TRH-DE mRNA 発現量は正常歯髄とほぼ同等であった(7) (図 3J)。よって、
TRH-DE は歯髄におけるバイオマーカーとして有用である可能性が示唆された。
さらに、in vitro において、歯髄幹細胞を神経細胞に誘導すると、TRH-DE の mRNA 発現が上昇した
(図 4A)。また、TRH 添加により TRH-DE mRNA 発現は減尐し、neuropeptide-Y (NPY)添加により
TRH-DE mRNA 発現が増加した(7) (図 4B)。neuropeptide-Y 受容体は歯髄組織において、血管や神経
線維に局在がみられるといわれている（Karim et al., 2008)。よって、TRH-DE と neuropeptide-Y との関連
性が示唆された。
【表 1】 ヒト歯根膜細胞、歯肉細胞と比較して歯髄細胞に高発現する遺伝子
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【図１】 ヒト各組織における Real-time RT-PCR による TRH-DE mRNA 発現

【図 2】 ヒト正常歯髄組織における TRH-DE の局在性
A: TRH-DE 免疫染色 B: PGP9.5 免疫染色
C-E: PGP9.5 免疫染色（C） と TRH-DE in situ hybridization の二重染色（D）.
Merged(E) F: H-E 染色 神経線維に局在性が見られる.

【図 3】 イヌ再生歯髄組織における TRH-DE の発現
A-C: 正常歯髄 D-F: 再生歯髄
A-F: PGP9.5 免疫染色（A, D） と TRH-DE
in situ hybridization の二重染色（B, E）.
Merged (E)
J: 再生歯髄と正常歯髄の TRH-DE 発現比
データは４サンプルの平均値±SD を示す
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【図 4】 イヌ TRH-DE のｍRNA の発現の変化
A: 歯髄、歯髄幹細胞および神経誘導細胞における発現
B: 歯髄細胞への TRH、CGRP、NPY 添加による発現
データは４サンプルの平均値±SD を示す
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
本研究においては「ヒト幹指針」に沿った臨床研究を４年以内に開始する予定であった。その計画に
対し、すでに、３年未満で機関の倫理・利益相反委員会で承認され、予定より早く厚生労働省に臨床
研究の申請を行った。よって、本研究プロジェクトは目標以上に進展していると考えられる。
２．成果
膜遊走分取法により安全で高効率に歯髄幹細胞を分取することに成功した（IV の１参照）。歯の輸送
（IV の７参照）、細胞加工施設内での膜遊走分取法によるヒト歯髄幹細胞の分取・増幅・凍結保存の
製造管理、衛生管理、品質管理の一連の標準作業手順書 (SOP)を作成した（IV の２参照）。また、ヒ
ト歯髄幹細胞の適切な品質規格、評価基準を設定し（IV の３参照）、適切な安全性・安定性の試験法
により安全性と安定性を確保した（IV の４参照）。また、非臨床試験において、抜髄後自家歯髄幹細
胞移植による歯髄再生治療法の安全性（IV の５参照）・有効性（IV の６参照）を確認し、歯髄再生機
序も明らかとなった（IV の６参照）。さらに、臨床研究のプロトコールおよびヒト幹細胞臨床研究実施計
画書（IV の９参照）を作成し、倫理・利益相反委員会で承認された。さらに、予想していなかったが、
膜遊走分取法を他組織幹細胞分取にも用いることができることを明らかにした（IV の８参照）。さらに、
当初の計画にはなかったが、同種移植の可能性を探るためにイヌハプロタイプを解析し（IV の５参
照）、ハプロタイプホモを含む同種移植の非臨床試験も行っている。歯髄再生を非侵襲性に診断す
る装置開発に関して、イメージングファイバーを用いて生体の歯内の ICG 蛍光を撮像することに成功
した（IV の１１参照）。さらに、歯髄再生を証明するための歯髄バイオマーカーを同定した（IV の１２参
照）。
分担者間あるいはアドバイザーとの密な連携と綿密な打ち合わせの結果、隘路が解消され、ほぼ
計画に支障を生じることなく研究を進行させることができた。すでに、今後予定している多施設間臨床
研究に向けた基盤ができ、各臨床施設にスムーズな技術移転が可能な状況を築くことができている。
３．計画・手法の妥当性
これまで順調に進捗しており、計画および手法においては妥当であると考えている。臨床研究実施に
際しては厚生労働省への審査を待つ段階であり、今後審査会でのコメントに際して速やかに対応し、
必要があれば見直しをはかっていく予定である。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
本歯髄・象牙質再生医療の臨床研究は、実施期間終了後、さらに治験による安全性と有効性確認後、
歯髄炎（抜髄）ばかりでなく根尖性歯周炎（感染根管治療）にも適用を広げて薬事認可され、実用化、普
及できる可能性が十分に高い。また、歯は倫理的問題が尐なく、非侵襲性に採取でき、歯髄幹細胞は幹
細胞の含有率が高く、血管新生・神経再生能が高く、免疫調節能に優れている。よって、歯髄幹細胞バ
ンクの普及により、虚血性疾患治療、骨再生などの他疾患治療の有効な細胞源としても応用できる可能
性がある。自家移植ばかりでなく、同種移植でも歯髄幹細胞を応用できる可能性がある。
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