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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： 412.0 百万円 （間接経費、環境改善費込み）
１．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
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
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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。
２．実施体制
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４．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
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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。

５．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。
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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

担当機関等

担当者

国立長寿医療

中島美砂子

研究センター

東京 都健 康長 豊田 雅士
寿医療センター
株式会社

非臨床研究での安全性試験

非臨床研究での安全性試験
多施設臨床研究のための
実証研究
臨床研究

所要経費

研 究

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

51.5

46.2

54.2

6２.７

5.2

4.6

3.0

3.0

2.0

17.8

14.7

12.1

7.4

6.6

6.4

47.2

2.6

2.3

1.0

1.5

4.4

11.8

0

0

12.5

4.0

0

16.5

0

0

7.0

7.0

2.0

16.0

0

0

3.5

5.0

2.8

11.3

74.0

65.2

88.６

89.8

94.4

412.0

合計

76.8 29１.4

中村 隆広

新日本科学
鹿児島大学

徳田 雅行

愛知学院大学

中田 和彦

多施設臨床研究のための
実証研究

長崎大学

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

Ｈ22

林 善彦

（合 計）

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

7.7

47.6

3.0

8.7

67.0

人件費

14.4

66.3

41.8

0.0

122.5

事業実施費

23.0

90.4

46.6

16.8

176.8

間接経費あるい
は環境改善費

13.6

4.9

27.2

0.0

45.7

計

58.7

209.2

118.6

25.5

412.0

※備品費の内訳
備品名：ＩＣＧ蛍光実験システム 1 式
仕様：㈱スカラテック ＬＵーＩＣＧ 金額：7,245,000 円
取得年月日：2011 年 2 月 28 日
設置場所：国立長寿医療研究センター（愛知県大府市森岡町 7-430）
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備品名：歯髄診断装置試作機（計測ソフトウェア含む） 1 式
仕様：ﾕﾀｶ通信設備㈱

金額：8,000,000 円

取得年月日：2014 年 3 月 20 日
設置場所：名古屋大学 東山キャンパス（愛知県名古屋市千種区不老町）
備品名：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式歯科用ﾊﾟﾉﾗﾏ・断層撮影 X 線診断装置 1 式
仕様：モリタ/ベラビューエポックス 3DF40ｅＰ 金額：9,979,200 円
取得年月日：2015 年 2 月 4 日
設置場所：愛知医科大学動物実験部門（愛知県長久手市岩作雁又 1-1）
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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：
愛知学院大学内 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。歯髄再生を証明する歯髄バイオマーカーとして、thyrotropin-releasing hormone
degrading ectoenzyme (TRH-DE)を同定した。ついで、非臨床試験において、抜髄後の根管内への歯
髄幹細胞の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。また、その歯髄再生メカニ
ズムも明らかにした。
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」に沿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、平成 24 年 11 月に臨床研究許可をいただいた。その後、当
センターで 5 症例の細胞移植を行い、歯髄再生治療法が完遂でき、歯髄再生治療の安全性を尿検査、
血液検査、心電図、局所所見にて確認できた。また、電気歯髄診による歯髄生活反応、MRI による信
号強度、歯科用 CT による象牙質形成像により有効性を確認できた。
また、多施設（愛知学院大学、長崎大学、東京医科歯科大学、鹿児島大学）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。次に、新たに国立長寿医療研究センターの GMP 準拠細胞培
養加工施設(CPC)を改築し、合わせて標準作業手順書 (SOP) の改訂を行った。改訂後の SOP に従
い、愛知学院大学より当センターCPC に歯を 5 例輸送し、歯髄幹細胞を製造し、品質規格検査および
核型解析を行い、当センターCPC において愛知学院大学 CPC と同等の移植用歯髄幹細胞が製造で
きることを確認した。さらに、東京医科歯科大学、長崎大学、鹿児島大学より国立長寿医療研究センタ
ーCPC に歯を各 1 例輸送し、同様に歯髄幹細胞の製造ならびに品質規格検査を実施し、輸送による
7

問題がないことを確認した。
また、同種移植の非臨床試験のため、イヌのハプロタイプを調べる方法として DLA タイピングを確立
した。ハプロタイプ一致および不一致の条件で同種移植を行い、安全性および有効性の評価を行った。
その結果、移植後３か月で、ハプロタイプ不一致の場合でも一致した場合と変わらず、安全性に問題
なく歯髄が再生されることを明らかにした。さらに、同じ Lot の細胞を再度同種移植した場合でも、安全
性および有効性が確認された。
また、所期の計画どおり、移植後の歯髄再生を評価するために必要となる非侵襲性歯髄診断装置と
して、ICG 光学系による ICG 蛍光撮像に成功し、イメージングファイバーによる生体内での歯髄の撮像
も可能となった。またさらに目標を超えて、ICG 局所注入を必要としないより安全で簡便な別の歯髄診
断装置を開発するため、中心波長 1.5～1.7m の長波長帯のファイバーレーザーベースの高出力広帯
域スーパーコンティニューム光源により、長侵達かつ超高分解能の OCT を開発した。これにより光の散
乱を低減でき、歯髄内部まで観察できる非侵襲性歯髄診断装置を作製し、イヌ生体内での再生歯髄
組織の撮像に貢献した。さらに、イヌにおいて MRI による歯内部の信号強度は、歯髄が再生されると
正常歯髄とほぼ同一の値になることが病理標本との対比により明らかとなった。よって、MRI は歯髄再
生の客観的評価法となりうることが明らかとなった。また、イヌにおいて、歯髄再生治療後の根管側壁及
び歯冠部に象牙質が再生されることが歯科用 CT により確認され、象牙質は歯髄が機能している場合
にしか形成されないため、歯科用 CT も歯髄再生の客観的評価法となりうることが示された。
さらに、目標を超えて、膜遊走分取法を他組織（骨髄、脂肪）にも適用し、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ることが明らかとなった。
感染根管歯に対しては、歯科用 CT の３次元画像を基にしてイヌモデルを確実に作成できた。また、
超音波照射の不用な新規ナノバブル薬剤導入法により安全で効率的に根管内を無菌化することに成
功した。無菌化後、抜髄後の歯髄再生治療と同様の方法を用いて歯髄が再生され、歯周囲の歯周組
織（骨、歯根膜）も再生されることが病理標本および歯科用 CT にて確認できた。
また、歯髄幹細胞と遊走因子 G-CSF 移植による歯髄再生のメカニズムを明らかにできた。すなわち、
G-CSF により移植細胞は歯内部局所にとどまり、アポトーシスを抑制する。歯髄幹細胞の trophic 効果と
G-CSF の併用効果により、歯周囲組織からの幹細胞が歯内部へ遊走や増殖が促進され、アポトーシス
や炎症が抑制される。さらに、血管新生促進、神経突起伸長が促進され、歯髄組織再生が進むことが
明らかとなった。歯髄幹細胞は様々な trophic 因子を含むが、中でも CXCL14 および MCP1 は歯髄幹
細胞に他組織幹細胞と比較して特に高く発現しており、それぞれ遊走と血管新生において重要な役割
を有することが明らかとなった。
（２）中間評価コメントに対する対応
中間評価コメントを受けて、歯髄再生の有効性に関する指標の確立に関して、客観的歯髄診断法と
して MRI による信号強度、歯科用 CT による象牙質形成像による方法を確立した。また、歯髄の生死と
機能を客観的に判定する脳磁図を用いた新たな臨床検査法も開発中である。さらに、新たに作製した
長侵達かつ超高分解能の OCT による非侵襲性歯髄診断装置を用いてイヌ生体内での再生歯髄組織
の撮像に成功しており、現在、医療機器開発に向けて検討中である。
有効な幹細胞の分取法の確立に関しては、東レ・メディカル㈱とネッパジーン㈱が国立長寿医療研
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究センターとともに研究開発契約下で幹細胞分取・増幅器の開発を進め、２年後に研究用製品を上市
し、その後医療機器認可へ進展させる予定である。
同種移植については、イヌのハプロタイプを合わせず、２回移植しても安全性に問題なく、自家移植
と同等に有効であることが確認されたことから、同種移植の実現可能性は研究技術的には問題がない
ことが明らかとなった。
再生医療の実用化に向けた効果的な開発プランの策定に関しては、治験申請準備にはPMDAへの
相談が必須であるため、まずは関連技術の一部について共同研究先企業からの申請により薬事戦略
相談に向けた事前相談を平成２６年１２月に行った。現在、治験申請に向けた相談の準備を進めてい
る。なお、多施設共同研究の実施体制の構築のため、他機関の共同研究者と定期的に打ち合わせを
行ってきたが、さらに綿密に協議を重ねて、実務面および申請書の準備を行う。
計画変更なし
（３）所期の計画の見直しの有無とその内容・理由
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、ICG 光学系ではなく、既存の OCT 光
源にはない波長を持つ光源の開発を進めた。これにより、OCT 方式にて、より深部へ透過し鮮明な
画像データを得ることができた。
・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かった。
・多施設臨床研究
所期の計画では、平成 26 年９月に先の安全性を主要目的とする臨床研究５例の６か月予後診査が
終了後、すぐに次の多施設臨床研究による有効性試験を行う予定であった。しかしながら、再生新
法が 11 月下旬に施行された後、細胞加工施設の PMDA による許可に時間がかかること、特定認定
再生医療等委員会の立ち上げが遅れていることなどから、多施設臨床研究の承認に時間がかかる
ことが判明した。よって、多施設から国立長寿医療研究センターに輸送される歯からの歯髄幹細胞
の製造加工製品の安全性と品質を確認する研究のみ行うこととなった。しかしながら、５症例以上の
有効症例はすでに得られ、目標は達成されているため、多施設臨床研究を行えないことによる事業
に及ぼす影響はなかった。実用化促進のために、今後、新たな研究費を得て、速やかに、多施設臨
床研究を行う予定である。
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・臨床研究の有効性評価法
先の安全性を主要目的とする臨床研究５例においては、副次目的として電気歯髄診による歯髄生
活反応により有効性を確認した。しかしながら電気歯髄診は患者の主観によるもので、実用化に向
けて客観的有効性指標を追加し、評価法を確立する必要がある。よって、歯科用 CT を用いて歯髄
の機能を示す第二象牙質形成を観察し、客観的評価法となりうるかどうか検討し、さらに、先の５症
例の有効性を検討した。歯科用 CT による評価法を追加することにより、歯髄再生治療の有効性評
価法が確立でき、より客観的・確定的に歯髄再生治療の有効性を明らかにできた。
・非臨床試験における歯髄再生の有効性の確認
所期の計画当初は、抜髄・感染根管治療の非臨床試験における歯髄再生の有効性の確認は、形
態・分子生物・蛋白化学的解析、X 線解析、電気的歯髄診断により行う予定であった。しかしながら、
根尖部歯周組織や象牙質再生に関して、歯科用 CT により３次元画像による経時的解析を行い、よ
り有効性評価を確定的にした。
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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
・抜髄・感染根管歯の歯髄再生治療のための根管充填材
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。よって、歯髄を除去（抜髄）した歯あるいは根の治療（感染根管
治療）をした歯の歯髄・象牙質を再生させ、歯の恒常性機能の維持、歯の延命化を図ることに対
する国民のニーズは非常に高い。本プロジェクトにより、臨床研究において、革新的医療機器とし
ての自家歯髄幹細胞と遊走因子 G-CSF、アテロコラーゲンから成る根管充填材を用いた歯髄再
生治療の安全性・有効性が確認できた。また、薬剤を根管内細部に浸透させることができるナノバ
ブルを用いると、イヌにおいて感染根管歯を容易に無菌化でき、同様の根管充填材移植により歯
髄再生および根尖部歯周組織再生がみられた。すなわち、本根管充填材は抜髄および感染根
管歯両方ともに有効であることが明らかとなった。今後、歯髄再生治療の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。
・同種移植が可能な歯髄幹細胞
イヌ抜髄後歯髄再生モデルにおいて、ハプロタイプをあわせずに歯髄幹細胞を移植しても、自家
移植と変わらず歯髄が再生され、２回移植しても安全性・有効性に変化がみられなかった。よって、
臨床において同種移植による歯髄再生治療の可能性が示唆された。
②本プロジェクト実施によるシーズの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、少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東レ㈱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、愛知学院大学内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安全
性を確認した(IV-５)。歯髄バイオマーカーを同定後(IV-６)、歯髄再生機序を解明し、有効性を確
認した。歯髄再生機序として、移植細胞からの分泌蛋白質の trophic 効果と遊走因子との相加効果
による、歯周囲からの幹細胞の遊走、増殖、抗アポトーシス促進、炎症抑制、血管再生、神経伸長
の促進が示された。この知見は実用化に必要な、幹細胞移植の有効性を示す重要な科学的根拠
となった(IV-７)。さらに、より客観的で有効な方法として、MRI を用いて歯髄再生を解析した(IV８)。また、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
ターの協力によりイヌの歯の輸送(IV-９)および細胞輸送の SOP を作成した。ついで、その SOP に
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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。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も、国立長寿医療研究センターの
臨床研究推進部の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し、9 月に承認を
得た。その後、５例の臨床研究を行い、安全性が確認でき、さらに電気歯髄診、MRI、歯科用 CT に
よる有効性も確認できた(IV-１０)。さらに、多施設間の臨床研究のため、㈱ABP への委託・稲見氏
協力の下、国立長寿医療研究センター内細胞加工施設を GMP 準拠に改築し、SOP を新たに作製
あるいは一部改正した。センター臨床研究推進部の協力の下、歯髄再生医療における多施設との
連携体制を構築し、東京都健康長寿センターの指導下で多施設から歯を輸送し、センターで細胞
加工した場合の品質と安全性の実証研究を行った。非侵襲性の歯髄診断装置については、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成功した(IV-１１)。さらに、もうひとつの非侵襲
性の歯髄診断装置として、名古屋大学西澤先生の協力を得て OCT によるイヌ生体内での再生歯
髄の撮像に成功した。感染根管治療後の歯髄再生の非臨床試験の有効性試験に関しては、鹿児
島大学と新日本科学の協力を得ながら、イヌの歯の感染根管モデルを作製した。感染根管の無菌
化に関しては、従来法の水酸化カルシウム根管貼薬では糊剤の残留により再生が妨げられる。よっ
て、超音波ナノバブル薬剤導入法としてすでに開発していた安全で有効なナノバブルを用いて、
最適条件下での根管内無菌化後の歯髄再生に成功した(IV-１２)。さらに、歯髄と同様に、骨髄、
脂肪から膜遊走分取法により未分取よりも高機能の幹細胞が分取でき(IV-１３)、イヌ自家移植によ
り、膜分取した骨髄および脂肪幹細胞でも歯髄が再生されるが、膜分取歯髄幹細胞が最も歯髄・
血管再生能が高いことが明らかとなった(IV-１４)。膜分取歯髄幹細胞は神経再生誘導能も高く、末
梢神経麻痺の改善にも有効であった(IV-１５)。歯髄幹細胞の再生促進効果に関しては、歯髄幹細
胞が他組織細胞より有意な再生能を示す誘引因子を解析し、特に、歯髄幹細胞に多く含まれる
trophic 因子として、それぞれアポトーシス抑制、血管新生誘導作用を示す CXCL14 および MCP1
が明らかとなった(IV-１６)。再生歯髄組織の機能として、象牙質形成能があげられる。歯科用 CT
は非侵襲性に象牙質形成・再生を画像で評価する方法として有効であることが明らかとなった。
③本プロジェクト実施による隘路解消に向けた対応状況について
歯髄再生医療の有効性を高めるため、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、少量の未分取歯髄幹細胞から安全に高効率に臨床グレードで分取する方法として幹細
胞膜遊走分取法を、高い膜加工技術を有する東レ㈱の協力を得て共同開発した。また、細胞加工
時に用いる原材料として動物由来 free で、GMP グレードのもの（細胞分離用酵素、継代用酵素、凍
結保存液）を用いた。さらに、臨床研究申請を前提として、臨床で用いられている医薬品（アテロコラ
ーゲン、G-CSF）および医療機器（血清採取セット、移植時の小児用カニューレ）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
な時間短縮が図れた。
また、再生医療分野の安全性・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の協力
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を得て、細胞加工施設内での歯髄幹細胞の製造加工から品質保証に至る一連の過程の標準作業
手順書（SOP）の作成を行い、さらにその SOP に沿った歯髄幹細胞の品質特性および安全性の確認
を加速化させた。歯髄再生治療のより有効で最適な方法を決定後、非臨床研究の有効性試験を行
った。また安全性試験は動物実験専門企業の新日本科学の協力の下、速やかに実施終了できた。
センター細胞培養加工施設の改築および SOP 改正も薬事承認に実績を有する専門家の協力を
得て速やかに行い PMDA の施設承認を得た。多施設臨床研究による有効性試験に関して、生物統
計学者の助言の下、エンドポイントを設定して、申請の準備を行った。
④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
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、G-CSFR を高
発現する歯髄幹細胞は、G-CSF を併用して移植することにより根管内にとどまり、移植細胞から分泌
される蛋白質の trophic 効果と G-CSF との相加効果により、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-７)。特に、歯
髄幹細胞に高く発現する因子も明らかにした(IV-１６)。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。また、この新規幹細
胞分取法は、少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高機能を有する幹細胞が分取でき、しかも、ヒト以外の種でも応用可能で
あった(IV-１３、１４)。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）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-６)。これにより、他組織
由来幹細胞を用いた場合でも、歯髄幹細胞を用いた場合と同様に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。
４）非侵襲性の歯髄診断を可能にするため、新規に、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装置(IV-１１)を設計、製作した。これにより、in vivo で再生歯髄
の撮像が可能となった。
５）感染根管歯を超音波ナノバブル薬剤導入法により無菌化し、抜髄歯と同様に幹細胞移植する
ことにより、歯髄が再生され、根尖部歯周組織も治癒することが明らかとなった(IV-１２)。
６）歯髄幹細胞は末梢神経麻痺にも有効性であることが示された(IV-１５)。
７）各種（歯髄、骨髄、脂肪）幹細胞の上清のみを根管内に移植した場合でも、幹細胞移植に比べ
再生量や細胞密度は劣るものの歯髄は再生された。しかしながら、歯髄幹細胞・上清が他組織に比
べてより再生効果が高く、歯髄幹細胞の Trophic 効果をもたらす因子として、CXCL14 および MCP1
を同定した (IV-１６)。
（２）研究成果の発表状況
13

【ワークショップ、国際会議の開催】（1 件）
The 9th World Endodontic Congress IFEA. Tokyo, May 23-26, 2013.参加者数 1500 人以上
主な参加者：歯内治療専門医（開業医・大学臨床医・大学研究者）
【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

20 件

15 件

156 件

191 件

欧文誌

77 件

9件

73 件

159 件

合

97 件

24 件

229 件

350 件

計

２）特許等出願件数（14 件）、取得件数（6 件）
① 名称：「根管充填材及び歯組織再生方法」
特許取得日：2014 年 12 月 30 日
米国移行番号 12/922.097 米国登録番号：8920791 登録番号：US8,920,791B2
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
② 名称：「根管充填材」
特許取得日：2014 年 10 月 3 日
出願番号：特願 2010-502914 特許証：特許第 5621105 号
出願人：財団法人ヒューマンサイエンス振興財団(HS) 発明者：中島美砂子、庵原耕一郎
③ 名称：「根管充填材及び歯組織再生方法」
分割出願日：2014 年 6 月 12 日
分割出願番号：特願 2014-121165 出願人：HS 発明者：中島美砂子、庵原耕一郎
④ 名称：「脳梗塞治療材及び脳組織再生方法」
米国移行日：2011 年 2 月 18 日
米国移行番号 13/059710 (特願 2008-214205、PCT/JP2009/065024(WO2010/021412 A1)
出願人：HS 発明者：中島美砂子、杉山昌彦
⑤ 名称：「細胞分化装置、細胞分化方法、及び象牙芽細胞」
特許取得日：2014 年 2 月 21 日（国内）
特許証：特許第 5476562 号
出願人：HS 発明者：中島美砂子、石田敬雄
⑥ 名称：「薬剤、歯科材料、及びスクリーニング方法 」（海外）
：「歯髄及び/又は象牙質形成促進のための薬剤及びその利用」（国内）
米国移行日：2010 年 10 月 5 日 移行番号 12/936474
欧州移行日：2010 年 11 月 5 日 移行番号 09730839.9
中国移行日：2010 年 10 月 8 日 移行番号 200980112243.1
出願人：国立長寿医療研究センター 発明者：中島美砂子、中村洋
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⑦ 名称：「歯髄及び/又は象牙質形成促進のための薬剤及びその利用」
特許取得日：2014 年 7 月 4 日（国内）
特許証：特許第 5572291 号
出願人：国立長寿医療研究センター 発明者：中島美砂子、中村洋
⑧ 名称：「非抜歯根管充填材」
国内特許出願日：2010 年 9 月 10 日
出願番号：特願 2010-202663
出願人：HS

発明者：中島美砂子、庵原耕一郎

⑨ 名称：「非抜歯根管充填材」
米国移行日：2012 年 3 月 9 日 移行番号 13/395374
欧州移行日：2012 年 3 月 19 日 移行番号 10815152.3
中国移行日：2012 年 3 月 9 日 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
⑩ 名称：「歯科用超音波薬剤導入システム」
特許取得：2015 年 3 月 6 日（国内）出願日：2010 年 12 月 16 日
特許証：特許第 5704637 号 (出願番号：特願 2010-280905)
出願人：HS、福岡大学

発明者：中島美砂子、立花克郎

⑪ 名称：「歯科用超音波薬剤導入システム及び歯科用超音波薬剤導入方法」
米国移行日：2012 年 6 月 15 日 移行番号 13/516678
欧州移行日：2012 年 6 月 20 日 移行番号 10837299.6
中国移行日：2012 年 6 月 14 日 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

⑫ 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：特願 2011-042862
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

⑬ 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
PCT 出願：2012 年 1 月 31 日 出願番号：PCT/JP2012/052155（WO2012/117793 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

⑭ 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：特願 2011-075861
出願人：長寿センター 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
⑮ 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」
PCT 出願：2012 年 3 月 30 日
出願番号：PCT/JP2012/058637（WO2012/133803 A1） 9 か国移行（米国、カナダ、欧州、
インド、ブラジル、シンガポール、中国、韓国、日本）
出願人：長寿センター、東レ㈱ 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
⑯ 名称：「歯髄撮像装置及び歯髄観測方法」
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出願日：2014 年 3 月 10 日

出願番号：特願 2014-46825

出願人：長寿センター、発明者：中島美砂子、庵原耕一郎、西澤典彦、荻原栄一郎、小島洋士
⑰ 名称：「インプラント体」
出願日：2014 年 3 月 28 日

出願番号：特願 2014-068212

出願人：国立長寿医療研究センター 発明者：中島美砂子、林勇輝、河村玲
⑱ 名称：「間質性膀胱炎の治療」
出願日：2014 年 6 月 24 日

出願番号：特願 2014-129723

出願人：名古屋大学、長寿センター 発明者：山本徳則、広瀬雄二郎、舟橋康人、鈴木哲、松川
宣久、後藤百万、中島美砂子
⑲ 名称：「医療用患部浸透亢進液及びその利用」
出願日：2014 年 11 月 24 日 出願番号：特願 2014-237241
出願人：有限会社 中島工業、長寿センター 発明者：中島洋司、中島美砂子、庵原耕一郎、山田和正
⑳ 名称：「骨再生剤及び骨を再生する方法」
特許取得日：2013 年 3 月 29 日（国内）出願番号：特願 2007-273714
特許証：特許第 5229937 号
出願人：長崎大学 発明者：林 善彦、山田志津香、池田毅、柳口嘉治郎
３）受賞等（７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 28 日
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」
2012 年 5 月 18 日
③ Iohara K., Takeuchi N., Nakamura H., Nakashima M. International Federation of Endodontic
Association, The 9th World Endodontic Congress, Best Presentation Award: 「 A novel
combinatorial therapy with pulp stem cells and G-CSF for total pulp regeneration.」 May 26,
2013.
④ 山本翼、栗田賢一、堀部宏茂、中島美砂子、第 58 回 日本口腔外科学会総会・学術大会 優
秀ポスター発表賞：「歯髄幹細胞による末梢神経麻痺細胞治療の新たな可能性」 2013 年 10
月 11 日
⑤ 堀部宏茂、栗田賢一、中島美砂子、山本翼、第 58 回 日本口腔外科学会総会・学術大会 優
秀ポスター発表賞：「ヒト中高齢者の歯髄幹細胞は若年と同様に高い血管新生能および歯髄再
生能を有する」 2013 年 10 月 11 日
⑥ 堀部宏茂、庵原耕一郎、村上真史、竹内教雄、林勇輝、山本翼、栗田賢一、中島美砂子、第
138 回 日本歯科保存学会カボデンタル優秀ポスター賞：「中高齢者・若齢者におけるヒト歯髄
幹細胞の歯髄再生能の比較検討」 2013 年 10 月 17 日
⑦ Nakashima M. International Association for Dental Research Distinguished Scientist Award for
Pulp Biology & Regeneration (IADR). June 25, 2014.
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４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
1.

Murakami M., Horibe H., Iohara K., Hayashi Y., OsakoY., Takei Y., Nakata K.,
Motoyama N., Kurita K., Nakashima M.: 「The use of granulocyte-colony stimulating
factor induced mobilization for isolation of dental pulp stem cells with high
regenerative potential」, Biomaterials. 34(36): 9036-9047, (2013)

2.

Iohara K., Murakami M., Takeuchi N., Osako Y., Ito M., Ishizaka R., Utunomiya S.,
Nakamura H., Matsushita K., Nakashima M.: 「A novel combinatorial therapy with
pulp stem cells and granulocyte colony-stimulating factor for total pulp regeneration」,
Stem Cells Transl. Med. 2(7): 521-533, (2013)

3.

Hirose Y., Murakami M., Hayashi Y., Osako Y., Yamamoto T., Gotoh M., Nakashima
M.: 「Augmentation of regenerative potential of mesenchymal stem cells by
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) induced mobilization」, J. Stem Cell Res.
Transplant. 1(2): 1006, (2014)

4.

Murakami M., Hayashi Y., Iohara K., Osako Y., Hirose Y., Nakashima M.: 「Trophic
effects and regenerative potential of mobilized mesenchymal stem cells from bone
marrow and adipose tissue as alternative cell sources for pulp/dentin regeneration」,
Cell Transplantation. 24(9):1753-1765, (2015)

5.

Hayashi Y., Murakami M., Kawamura R., Ishizaka R., Fukuta O., Nakashima M.:
「CXCL14 and MCP1 are potent trophic factors associated with cell migration and
angiogenesis leading to higher regenerative potential of dental pulp side population
cells」, Stem Cell Res Ther. 6:111, (2015)

（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、愛知学院大学内 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、細胞輸送の SOP を作成した。
この SOP を用いて、歯髄再生治療の臨床研究において安全性・有効性を確認できた。さらに、当セ
ンター内細胞加工施設用にこの SOP を改変し、その SOP に基づき加工された細胞の特性の、愛知
学院大学内でのものとの同等性および安全性が示された。また、当センター細胞加工施設の
PMDA による承認もほぼ得られた。よって、今後、当センター内細胞加工施設にて、多施設あるい
は同種移植の臨床研究用の歯髄幹細胞加工が可能である。また、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
れたことは、次の臨床研究、先進医療、治験を進める上で有利であり、加速化につながると考えら
れる。
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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 1,000
万件/年と、症例数は多い。また、歯は外部臓器で、移植細胞数は少なくてすむこと、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。本プロジェクトにより歯髄幹細胞の
GMP 加工法が確立でき、歯髄幹細胞が歯髄・象牙質再生ばかりでなく、脳梗塞などの虚血性
疾患、末梢神経麻痺などの他疾患治療にも応用できることが示唆された。このことは、歯髄幹細
胞バンクの設立・普及につながると考えられる。また、業のための不用歯の入手に関する法が
整えられれば、同種移植用の歯髄幹細胞を用いて再生医療をより普及できる可能性がある。
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
本プロジェクトによる歯髄・象牙質再生治療の臨床研究の成功は、将来実用化される可能性を
高めた。歯髄・歯をできるだけ長く保存できれば、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、要介護の減少による医療・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、臨床研究のための倫理審査委員会の承認が得られ、平成 24 年 11 月には厚生労働書の臨床研
究承認が得られた。さらに、センター細胞培養加工施設の改築、SOP 改変を稲見氏の協力下で早
急に進め、PMDA の生物統計学的観点からエンドポイントに関して松井先生のご助言をいただき、
多施設臨床研究準備を行った。
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、できる限りの最少人数で確認や協力をして対応した。
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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
多施設臨床研究に関しては、本プロジェクトですでに準備を行い有効性試験のプロトコール
も作成済みで、公的資金が得られしだい、特定認定再生医療等委員会に申請する予定である。
公的資金確保に関しては、中部円環コンソーシアムおよび AMED の戦略推進部再生医療課
に相談中である。
また、実施期間終了後は、再生医療用根管充填材（歯髄幹細胞および遊走因子）が医療機
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 GLP で実施した非臨床安全性試
験をもって治験を行う必要がある。また、コアとなる膜遊走分取器は、現在、公的資金獲得して
東レメディカル㈱とともに製品開発を行っている。さらに現在、起業家コーディネータ、プロジェ
クトマネージャーとともに事業化に向けての課題を整理し、解決のためのロードマップを作成し、
要素技術・製品開発に関して各関連企業へ製造・販売の協力要請を行っている。近く、関連企
業のコンソーシアムを形成し、事業化推進体制を確立する予定である。
特に、同種移植用歯髄幹細胞に関しては、歯髄再生治療の事業戦略・知財戦略を構築し、
市場や出口を見据えた事業化を目指して、技術シーズに対して効果的・効率的研究開発及び
事業化支援が得られるよう、大学発新産業創出プログラム START に申請中である。
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。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。さらにハプロタイプ別に歯髄幹細胞を保存することで、同種移植もより安全とな
ると推測される。現在、脳梗塞に関しては、サルのモデルに移植してその効果を確認しており、
脳の微小血管病変（白質病変）を伴う認知症への応用も進めていく予定である。
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、少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。現在、研究用の製品は２年以内に上市予定である。
ナノバブル薬剤導入法による根管内無菌化は、歯髄再生治療ばかりでなく、一般の歯内治
療や歯周治療、高齢者の口腔ケアにも用いることができる。現在、企業と共同研究を進め歯科
用ナノバブル発生装置を作製中であり、近く、臨床研究および医療機器認可を目指している。
また、医療用の感染予防対策にも広く利用できるため、当センター病院の開発協力を得て、近
く大型研究費を申請する予定である。
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、上述のように、歯髄幹細胞がバンクに保存されれば、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。さらに、同種移植が可能となれば、再生医療をよ
り普及させることに大きく貢献できると考えられる。
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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 村上真史、中島美砂子、庵原耕一郎
【 要 旨 】
歯髄幹細胞は、高い血管新生能と神経再生能を有し、細胞治療における移植細胞として有用な細胞
であることが示唆されている。フローサイトメトリーを行わずに安全で効率的に臨床グレードの歯髄幹細胞
を分取する方法を開発することは、歯髄幹細胞を用いた細胞治療を臨床応用する上で不可欠なことであ
る。そこで、私どもは、ヒト歯髄組織から、安全で効率的にしかも安価に幹細胞を分取・増幅する新しい分
取法として、膜遊走分取法を新たに開発してきた。この分取法は、歯髄幹細胞の Granulocyte-colony
stimulating factor (G-CSF)に対する遊走能を利用している。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未分
取歯髄幹細胞と比較した。その結果、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 CXCR4 や G-CSFR の陽性率は約 3 倍高かった。また、未分取歯髄幹細胞よりも高い血管・神経誘導
能、遊走能を有し、さらに、その培養上清は未分取歯髄幹細胞より高い遊走促進効果、免疫調節能、抗
アポトーシス効果が認められた。核型解析の結果、異常は見られず、造腫瘍性試験においてもガン化は
認められず、安全性が確認された。さらに、マウス下肢虚血モデルやマウス異所性歯根移植モデルを用
いて、in vivo における血管新生能、歯髄再生能を比較したところ、未分取歯髄幹細胞よりも有意に高か
った。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安全で細胞治療に効果的であ
り、自家移植による歯髄・象牙質再生治療の臨床応用に向けて、有用な細胞であることが示唆された。
【 緒 言 】
歯髄幹細胞は、歯髄・象牙質再生治療において、骨髄や脂肪由来の他の間葉系幹細胞と比較して、
有用であることが示唆されている (Ishizaka, et al., 2012)。歯髄幹細胞は、不用の智歯などから得ることが
でき、患者に新たな負担を強いるものではない点が他の間葉系幹細胞と比較して有利である。これまで
の研究から、歯髄 CD31- side population (SP)細胞画分に含まれる細胞群は、同一個体由来の骨髄、脂
肪 CD31- SP 細胞と比較して遊走能が高く、また、血管新生因子、神経栄養因子が高発現であり、歯髄再
生能が高い(Ishizaka, et al., 2012)。さらに、歯髄 CD31- SP 細胞や CD105+細胞は、マウス下肢虚血モデ
ルやラット脳梗塞モデルにおいて、未分取歯髄幹細胞と比較して、高い血管新生能、神経再生能が見ら
れる (Iohara, et al., 2008; Sugiyama, et al., 2011)。イヌ抜髄後根管内移植モデルを用いて、歯髄再生能
を検討したところ、歯髄 CD31- SP 細胞や CD105+細胞は未分取歯髄幹細胞と比較して石灰化が見られず
歯髄再生能が高かった (Iohara, et al., 2009; Nakashima, et al., 2009; Nakashima and Iohara, 2011; Iohara,
et al., 2011)。
以上のように、歯髄幹細胞には、虚血性疾患、神経損傷、歯髄炎に対する細胞治療に有効な、血管新
生、神経再生能が高い画分がある。歯髄幹細胞を臨床で使用するには、認可された細胞加工施設で、
安全性が担保された試薬、資材を用いなければならない。しかし、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(Iohara, et al., 2006)。しかしながら、Hoechst33342 は DNA 結合色素であり、またフ
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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。CD34+磁気ビーズを用いた Baxter Isolex 300i が臨床
応用されているが (Gyn, et al. 2002)、歯髄組織は少量で、CD34 は歯髄幹細胞のマーカーとして用いる
ことができず、歯髄幹細胞には適用できない。
近年、骨髄組織から閉鎖系でフィルターを用いて間葉系幹細胞を分取できる、Bone Marrow MSC
Separation Device が開発され (Ito, et al. 2010)、さらに脂肪組織については、臨床グレードの脂肪幹細胞
を分離できる Celution system が開発された (Hicok, et al. 2011)。しかし、いずれも少量の歯髄組織では
不適であり、臨床で使用可能な高い再生能を有した歯髄幹細胞の分取法はまだない。そのため、少量の
歯髄組織から、安全に効率よく安価に歯髄幹細胞を分取する方法を開発する必要がある。
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. 2005) 。 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、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(Iohara, et al., 2008)。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、播種細胞数などの最適な条件を検討し、その細胞の in
vitro における形質評価、in vivo における血管新生能、歯髄再生能を評価した。（原著１、特許１）
【 材料と方法 】
1. 歯髄幹細胞培養
同意を得た後に若齢者 (18-29 歳)の不用歯より歯髄を摘出し、細切後、37℃にて 40 分間、0.04mg/ml
リベラーゼ溶液 (Roche diagnostics, Pleasanton, CA, USA) にて酵素消化して歯髄細胞を分離し、10%ヒ
ト血清含有ダルベッコ社製の改変イーグル培地(DMEM) (D6429) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)
に、2-4×104/ml の細胞濃度で 35mm dish に播種した。以後、培地は、2～3 日ごとに交換した。この細胞
をしばらく培養するとコロニーを形成して増えてくるが、この細胞を未分取歯髄幹細胞とする。70%コンフ
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ルエントになった時に継代し、細胞剥離には、TrypLETM Select (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)
を使用した。
2. TAXIScan による歯髄幹細胞の遊走に有効な遊走因子の比較
ついで、未分取歯髄幹細胞を用いて、TAXIScan-FL (Effector Cell Institute, Tokyo)を用いて、各種遊
走因子に対する遊走能を解析した。すなわち、6 μm の孔のあいた silicon 及びガラスプレートの間に、細
胞の大きさに最適化(8μm)したチャンネル内の一端に細胞(105cells/ml を 1 μl)を注入した。10ng/μl の各
種遊走因子(BDNF, GDNF, NGF, PDGF, G-CSF, SDF-1, bFGF, VEGF, LIF および GM-CSF)を一定濃度
勾配に形成させるように 1 μl ずつ反対側にいれた。細胞の 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。
さらに、遊走因子として G-CSF および bFGF を用いて、10%ウシ胎児血清 (FBS) を添加した場合の遊
走能の変化を検討した。
3. 膜遊走分取器を用いた歯髄幹細胞分取のための条件検討
3.1 最適な播種細胞数
膜遊走分取器の上部構造として、セルカルチャー・インサート (Polycarbonate Membrane、Transwell®
Inserts、2×105 ポア/cm2、ポアサイズ 8 μm) (Corning, Lowell, MA, USA))を、下部構造として 24 well
plate (直径 15.0 mm、開口部の直径 15.0 mm、高さ 22.0 mm) (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ,
USA)を用いた。ただし、膜は、細胞が接着しないように表面修飾処理した。この表面処理は安全性を考
慮し、すでに医療機器承認済みの人工透析膜(承認番号 22200BZX00871000)の表面処理と同じものを
用いた。この膜上部に、ヒト 2 代目未分取歯髄幹細胞を 2×104 cells/100 μl あるいは 1×105 cells/100μl
播種し、下部構造体の 24 well 中に 10%ヒト血清を含む DMEM 中に G-CSF を最終濃度で 100 ng/ml
入れ、48 時間後に G-CSF を取り除き、10%ヒト血清を含む DMEM に培地交換し、24 well 下部に付着し
た細胞数を位相差顕微鏡下で測定した。
3.2 最適な G-CSF 作用時間
膜分取器の膜上部にヒト 2 代目未分取歯髄幹細胞を 2×104 cells/100 μl 播種し、下部構造体の 24
well 中に 10%ヒト血清を含む DMEM 中に G-CSF を最終濃度で 100 ng/ml 入れ、12、24、48 時間後に
24 well 下部に付着した細胞数を位相差顕微鏡下で測定した。
3.3 最適な G-CSF 濃度の決定
膜遊走分取器の膜上部に、ヒト 2 代目未分取歯髄幹細胞を 2×104 cells/100 μl 播種し、下部構造体
の 24 well 中に 10%ヒト血清を含む DMEM 中に G-CSF を最終濃度で 0, 10, 100, 500 ng/ml 入れた。
48 時間後に G-CSF を取り除き、10%ヒト血清を含む DMEM に培地交換し、24 well 下部に付着した細
胞数を位相差顕微鏡下で測定した。さらに培養して、70%コンフルエント後に継代し、解析に用いた。
4. フローサイトメトリー
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各種濃度の G-CSF を用いて膜分取した上記膜分取歯髄幹細胞を 6 代継代後、FACSAriaTM II (BD
Biosciences)を用いて、幹細胞表面抗原マーカー発現率を測定した。すなわち、20%FBS を含む PBS
中に 1×106 cells/ml で細胞を分散させ、幹細胞マーカー抗体を用いて 4℃で 60 分ラベル後、フローサ
イトメトリーを行った。すなわち、マウス IgG1 (FITC) isotype control (MOPC-21) (Biolegend)、ラット IgG2b
(Phycoerythrin, PE-cy7) isotype control (RTK4530) (Biolegend)、マウス IgG1 (APC) isotype control
(MOPC-21) (Biolegend)、マウス IgG1 (Alexa 647) isotype control (F8-11-13) (AbD Serotec)、マウス
IgG2a (FITC)isotype control (sc-2856) (Santa Cruz)、以下に対する抗体：CD29 (FITC) (TS2/16)
(Biolegend)、CD31 (FITC) (WM59) (BD Pharmingen)、CD44 (PE-cy7) (IM7) (eBioscience)、CD73
(APC) (AD2) (Biolegend)、CD90 (Alexa647) (F15-42-1) (AbD Serotec)、CD105 (FITC) (MEM-229)
(Abcam)、CD146 (Alexa647) (OJ79c) (AbD Serotec)、CXCR4 (FITC) (12G5) (R&D Systems)、G-CSFR
(CD114) (FITC) (38660) (R&D Systems) 、CD40 (APC) (5C3) (Biolegend) 、CD45 (APC) (HI30)
(Biolegend)、CD80 (FITC) (2D10.4) (eBioscience)、CD86 (PE-Cy5) (IT2.2) (eBioscience)、MHC class I
(HLA-A, B, C) (PE) (3F10) (Ancell)、MHC class II (HLA-DP, DQ, DR) (APC) (TDR31.1) (Ancell) を用
いて 60 分、4℃でラベルした。コントロールとして、フローサイトメトリーで分取したヒト歯髄 CD105+細胞お
よび未分取歯髄幹細胞を用いた。

5. Real-time RT-PCR
ついで、Trizol (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて、各種濃度の G-CSF を用いた膜分取
歯 髄幹細胞の 6 代 目から total RNA を抽出 し、DNase (Roche diagnostics) 処理後 、ReverTra
Ace-TOYOBO, Tokyo, Japan)にて First-strand cDNA を合成し、Light Cycler-Fast Start DNA master
SYBR Green I (Roche Diagnostics)を用いて、幹細胞マーカー、血管誘導因子、神経栄養因子の
real-time RT-PCR を Light Cycler (Roche Diagnostics) にて、95℃で 10 秒、65℃で 15 秒、72℃で 8 秒
のプログラムで行った。幹細胞マーカーとして、Oct3/4、Nanog、Sox2、Reduced expression (Rex) 1、
Growth and differentiation 3 (GDF3)、LIN28、Signal transducer and activator of transcription (Stat3)、
Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 (CXCR4) 、 血 管 誘 導 因 子 お よ び 神 経 栄 養 因 子 と し て 、
granulocyte-monocyte colony-stimulating factor (GM-CSF) 、 matrix metalloproteinase (MMP)-3 、
vascular endothelial growth factor (VEGF)-A、brain-derived neurotrophic factor (BDNF)、Glial cell line
derived neurotrophic factor (GDNF)、nerve growth factor (NGF)、neurotrophin-3 (NT-3) のプライマー
(表 1) を用いた。コントロールとして、歯髄 CD105+細胞および未分取歯髄幹細胞を用い、β-actin で標
準化した。
6. 多分化能
血管誘導能、神経誘導能、骨・象牙質誘導能、脂肪誘導能は、文献(2)に記載された方法に従って行
った。血管誘導能は、96 well plate に MatrigelTM basement membrane matrix (BD Biosciences)上に
EGM-2 (Lonza, Valais, Switzerland)に懸濁し、1×104cells/100μl に調製した各種歯髄幹細胞を播種し、
管腔形成を観察した。
神 経 誘 導 能 は 、 各 種 歯 髄 幹 細 胞 を 1 × 105cells/ml に な る よ う NPDMTM Neural Progenitor
Differentiation Medium (Lonza)に懸濁し、約 2 週間培養し、Neurosphere を形成させた。その後、Laminin
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【表１】 ヒト Real-time RT-PCR プライマー
5'←DNA Sequence→3'

Product size

Accession number

Oct3/4

Forward
Reverse

GACAGGGGGAGGGGAGGAGCTAGG
CTTCCCTCCAACCAGTTGCCCCAAAC

144 bp

NM_002701

Nanog

Forward
Reverse

CAGAAGGCCTCAGCACCTAC
ATTGTTCCAGGTCTGGTTGC

111 bp

NM_024865

Sox2

Forward
Reverse

AATGCCTTCATGGTGTGGTC
CGGGGCCGGTATTTATAATC

203 bp

NM_003106

Rex1

Forward
Reverse

TGGACACGTCTGTGCTCTTC
CTCGAACCTTCCAGATCACC

168 bp

BC032244

GDF3

Forward
Reverse

AAATGTTTGTGTTGCGGTCA
TCTGGCACAGGTGTCTTCAG

179 bp

NM_020634

LIN28

Forward
Reverse

AGGCAGAGTGGAGAAAGTGG
GCAGGTTGTAGGGTGATTCC

203 bp

NM_024674

Stat3

Forward
Reverse

GTGGTGACGGAGAAGCAGCA
TTCTGCCTGGTCACTGACTG

191 bp

NM_139276

CXCR4

Forward
Reverse

CCGTGGCAAACTGGTACTTT
TCAGCAGGAGGGCAGGGATC

210 bp

NM_001008540

GM-CSF

Forward
Reverse

GCCTGGAGCTGTACAAGCAG
CAGCAGTCAAAGGGGATGAC

193 bp

NM_000758

MMP3

Forward
Reverse

CCTCAGGAAGCTTGAACCTG
GGGAAACCTAGGGTGTGGAT

192 bp

NM_002422

VEGF

Forward
Reverse

ATGGCAGAAGGAGACCAGAA
ATGGCGATGTTGAACTCCTC

186 bp

NM_001033756

BDNF

Forward
Reverse

AAACATCCGAGGACAAGGTG
CGTGTACAAGTCTGCGTCCT

202 bp

NM_170735

GDNF

Forward
Reverse

CCAACCCAGAGAATTCCAGA
AGCCGCTGCAGTACCTAAAA

150 bp

NM_000514

NGF

Forward
Reverse

ATACAGGCGGAACCACACTC
GCCTGGGGTCCACAGTAAT

181 bp

NM_002506

NT-3

Forward
Reverse

AGACTCGCTCAATTCCCTCA
GGTGTCCATTGCAATCACTG

187 bp

BC107075

IL-1

Forward
Reverse

GGCCCTAAACAGATGAAGTGCT
TGCCGCCATCCAGAGG

62 bp

NM_000576

Gro

Forward
Reverse

TTCACCCCAAGAACATCCAA
CTCCTAAGCGATGCTAAACAC

306 bp

NM_001511

IL-8

Forward
Reverse

TTGGCAGCCTTCCTGATTTC
TCTTTAGCACTCCTTGGCAAAAC

65 bp

NM_000584

IL-6

Forward
Reverse

CCAGGAGCCCAGCTATGAAC
CCCAGGGAGAAGGCAACTG

64 bp

NM_000600

p16

Forward
Reverse

GAA GGT CCC TCA GAC ATC CCC
CCC TGT AGG ACC TTC GGT GAC

94 bp

NM_000077

p21

Forward
Reverse

96 bp

NM_000389

Neuromodulin

Forward
Reverse

GGAGACTCTCAGGGTCGAAA
GGATTAGGGCTTCCTCTTGG
CACTGATAACTCGCCGTCCT
CTCTTCAGCTTGGCTGCTCT

183 bp

NM_001130064

Neurofilament

Forward
Reverse

ACCCGACTCAGTTTCACCAG
CTCATCCTTGGCTTCCTCAG

216 bp

NM_006158

Scn1

Forward
Reverse

ACCAAGGCGAAATAGCAGAA
TGGTCTGACTCAGGTTGCTG

182 bp

NM_001165963

PPAR

Forward
Reverse

GCTGTGCAGGAGATCACAGA
GGGCTCCATAAAGTCACCAA

225 bp

NM_138712

aP2

Forward
Reverse

AACCTAACATGATCATCAGTG
ATTTTCCATCCCATTTCTGC

192 bp

NM_001442

Osteocalcin

Forward
Reverse

GGCAGCGAGGTAGTGAAGAG
CTAGACCGGGCCGTAGAAG

303 bp

NM_199173

-actin

Forward
Reverse

GGACTTCGAGCAAGAGATGG
AGCACTGTGTTGGCGTACAG

234 bp

NM_001101

Gene

Rex1, reduced expression 1; GDF3, growth and differentiation factor 3; Stat3, signal transducer and activator of transcription 3; CXCR4,
chemokine (C-X-C motif) receptor 4; GM-CSF, granulocyte-monocyte colony-stimulating factor; MMP3, matrix metalloproteinase-3; VEGF,
vascular endothelial growth factor; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; GDNF, glial cell derived neurotrophic factor; NGF, nerve
growth factor; NT-3, neurotrophin-3; IL-1, interleukin-1; Gro, growth related oncogene ; IL-8, interleukin-8; IL-6, interleukin-6; Scn1,
sodium channel voltage-gated type 1; PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor ; aP2, adipocyte fatty acid binding protein 2
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(LifeTechnologies)でコートしたゼラチンコート dish (Iwaki)に Neurosphere を NPMMTM Neural Progenitor
Maintenance Medium (Lonza) (Laminin, L-Glutamine, N2, NT-3 含有)に懸濁し、シングルセルにして播
種した。約 2 週間後、RNA を抽出し、cDNA を合成し、神経マーカーNeurofilament、Neuromodulin、
SCN1 mRNA 発現を比較した。また、抗 Neurofilament 抗体にて免疫染色を行った。
脂肪誘導能は、各種歯髄幹細胞をコラーゲンコート dish (Iwaki)に播種し、コンフルエントになるまで培
養した後、adipogenic differentiation medium BulletKitTM (Lonza)を使用して脂肪誘導を行った。約 4 週間
後、Oil Red O 染色を実施し、また、脂肪マーカーである PPAR、aP2 mRNA 発現を比較した。
骨・象牙質誘導能は、各種歯髄幹細胞をコラーゲンコート dish (Iwaki)に播種し、コンフルエントになる
まで培養した後、アスコルビン酸、リン酸、BMP-2、10%FBS を含む DMEM に交換し、約 4 週間培養し、
Alizarin Red 染色を実施し、また、Osteocalcin mRNA 発現を比較した。
7. 細胞増殖能、遊走能
増殖能については、96 well plate に 1 well あたり 103 cells /100μl で播種し、10%ヒト血清含有 DMEM
にて培養した。1 well あたり 10 μl の Tetra-color one® (Seikagaku Kogyo, Co., Tokyo, Japan) を添加し、
細胞増殖能を AppliskanTM (Thermo Electron Corp., Vantaa, Finland)を用いて、450nm の吸光度を 0, 12,
24, 36, 48, 72 時間で経時的に測定した。細胞を含まない well を negative control とした。
遊走能については、TAXIScan-FL (Effector Cell Institute, Tokyo, Japan）を用いて G-CSF に対する遊
走能を解析した。すなわち、チャンネル内の一端に細胞(105 cells/ml を 1μl)を注入し、10 ng/μl の G-CSF
を一定濃度勾配が形成させるように 1 μl 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｡
8. テロメラーゼ活性
テロメラーゼ活性をオリゴヌクレオチドへのテロメアリピート付加を指標として SYBR Green I による
Real-time PCR にて検出する、Quantitative Telomerase Detection Kit (Allied Biotech, Vallejo, CA, USA)
を用いて解析した。検出は、Applied Biosystems 7500 Real-time PCR system (Applied Biosystems, Foster
City, CA, USA)を用いた。コントロールとして、ヒト iPS 細胞 (human minicircle (mc)-iPS cell line; System
Biosciences, Mountain View, Cam USA)を使用した。iPS 細胞は、Laminin コート dish を用いたフィーダー
レス培養を行い、5ng/ml bFGF (PeproTech, London, UK)含有 ReproFF2 (ReproCELL, Yokohama, Japan)
にて培養した。
9. 培養上清による細胞増殖能、遊走促進能、免疫調製能、アポトーシス抑制能の解析
各種歯髄幹細胞を無血清の DMEM にて 24 時間培養後、その培養上清を回収し、Amicon
Ultra-15Centrifugal Filter Unit with an Ultracel-3 membrane (Millipore, Billerica, MA, USA)にて約 50 倍
に濃縮し、タンパク濃度を一定にして、NIH3T3 細胞 (clone 5611, JCRB, Tokyo, Japan) を用いて細胞増
殖促進能、細胞遊走能、免疫調製能、アポトーシス抑制能を比較した。
細胞増殖促進能は、96 well plate に NIH3T3 細胞を 1 well あたり 103 cells /100μl になるよう播種し、培
養上清を 5μg/ml になるように添加し、上述の通り、Tetra-color one®を添加して、12 時間ごとに 450nm の
吸光度を測定した。
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遊走促進能については、TAXIScan FL を用いて、各種培養上清濃縮液に対する NIH3T3 細胞の遊走
能を解析した。
免疫調節能について、mixed lymphocyte reactions (MLR) assay（混合リンパ球培養反応）を行った。
まず、被験者に説明書をもって説明し、同意を文書で得た後、へパリン入りベノジェクト真空採血管
(TERUMO)にて採血し、50ml チューブに移し替え、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｡
他者の 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。自己 PBMC、マイトマイシン処理した
stimulator PBMC をそれぞれ 1×105 cells/ml に調整後、10%FBS 含有 RPMI1640 で 96well plate にて
48 時間共培養した｡さらに、各種歯髄幹細胞の培養上清濃縮液を 5μg/ml になるように加えて、
Tetra-color one®を用い、450nm の吸光度を 12 時間ごとに測定し、培養上清添加による PBMC 増殖抑
制効果を比較した｡
アポトーシス抑制能は、NIH3T3 細胞に Staurosporine (Sigma-Aldrich)を 500nM になるように添加し、
同時に各種歯髄幹細胞培養上清濃縮液を添加して 3 時間後、回収、Annexin-V-FLUOS Staining Kit
(Roche)にて染色し、フローサイトメトリーにて解析した。
10. 長期継代に伴う安定性
膜分取歯髄幹細胞、未分取歯髄幹細胞の安定性を調べるため、Senescence associated (SA)--gal
staining assay (Sigma-Aldrich)、テロメラーゼ活性、Real-time RT-PCR にて老化マーカー (Interleukin-1
(IL-1), p16, IL-6, IL-8, p21, Growth related oncogene- (Gro)) mRNA 発現、Western Blotting にて、
p16、p21 タンパク発現を比較した。
Western Blotting は、12%TGXTM FastCastTM Acrylamide Kit (BIO-RAD, Hercules, CA, USA)を使用し、
PVDF メンブレン (Millipore, Billerica, MA, USA)にセミドライ式ブロッティング装置 (BIO-RAD)にてブロ
ットを行った。一次抗体として抗 p16 抗体 (anti-CDKN2A/p16INK4a antibody; ab108349, abcam,
Cambridge, UK) (1:2,000)、抗 p21 抗体 (F-5)(1:500)(sc-6246; Santa Cruz)を用いた。二次抗体として、抗
p16 抗体は、抗ウサギ IgG-HRP linked 抗体 (Cell Signaling, Beverly, MA, USA) (1;1,000)、抗 p21 抗体
は抗マウス IgG-HRP linked 抗体を用い、ImmunoStar® Zeta (Wako, Osaka, Japan)にて化学発光させ、
Light-Capture II cooled CCD camera system (Atto Corp., Tokyo, Japan)にてバンドを検出した。同じメンブ
レンから RestoreTM PLUS Western Blot Stripping Buffer (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA)を用いて
抗体を除去後、内部コントロールとして、-actin の発現を抗-actin 抗体 (RB-9421, NeoMarkers, Fremont,
CA, USA) (1;1,000)を用いて検出した。二次抗体として、抗ウサギ IgG-HRP linked 抗体を使用し、化学発
光、バンド検出は、p16、p21 と同様に行った。
11. 造腫瘍性試験、核型解析
造腫瘍性試験は、NOD/SCID マウス(6 週齢, オス, 日本チャールズリバー)、KSN ヌードマウス (8 週齢,
オス, 日本 SLC)を使用して行った。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、
皮下に移植する場合は KSN ヌードマウスを用いた。精巣に移植する場合は全身麻酔下、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：20μl/site、27 針シリンジ)した。切開部位を縫合し、ホ
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ットパッド上で回復させた。また、KSN ヌードマウスについては、右鼠径部皮下に細胞を移植した。移植後、
16 週間後にマウスを屠殺し、パラフィン包埋切片等を作製した。
核型解析は、Q バンド解析法にて行った。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、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、トリプシン処理にて細胞を回収、固定
液で固定し、染色体標本とした。作製した染色体標本について、ヘキスト 33758 液で 10 分間処理し、つ
いで、キナクリンマスタード液にて染色、蛍光顕微鏡にて染色体画像を取得した。
12. 下肢虚血モデルを用いたin vivoにおける血管新生能
下肢虚血マウスモデルを用いて、ヒト歯髄幹細胞移植による血流回復、血管新生促進作用を検討した。
まず、全身麻酔下、SCIDマウス (CB17, CLEA, Tokyo) を用いて下肢虚血モデルを作製した。24時間後、
DiIラベルしたヒト膜分取歯髄幹細胞、未分取歯髄幹細胞、歯髄CD105+細胞を1×106個、筋肉内に注入
し、14日後レーザードップラー(Perimed AB, Stockholm, Sweden)により血流量を測定した。コントロールと
して、PBSを注入した。また、下肢虚血部を固定し、20μmの厚みの凍結切片をレクチン（Fluorescein
Griffonia (Bandeiraea) Simplicifolia Lectin 1、Vector laboratories）染色し、血管新生を共焦点レーザー顕
微鏡にて検索した。また、蛍光顕微鏡BIOREVO, BZ-9000 (KEYENCE, Osaka)にて、120μmごとに6切片
の500μm×380μm 画像をDynamic cell count, BZ-HIC (KEYENCE)にて統計学的に解析した。実験は3
回行った。
13. 異所性歯根移植モデルを用いたin vivoにおける歯髄再生能
ついで、歯異所性移植モデルによる歯髄再生促進作用を検討した。すなわち、ヒト智歯の歯根を長さ6
mmに切断し、直径1 mm幅に拡大し、片側をリン酸亜鉛セメントにて封鎖した。膜分取歯髄幹細胞、未分
取歯髄幹細胞、歯髄CD105+細胞をそれぞれこのヒト歯根の根管内にアテロコラーゲンインプラント
(Koken) とともに注入し、5週令のSCID mice (CB17, CLEA)に皮下移植した。21日後、通法に従い、パラ
フィン標本を作製し、HE染色、マッソン・トリクローム染色、BS-1 lectin免疫染色を行った。さらに、total
RNAを抽出し、Real-time RT-PCRにて歯髄バイオマーカーとして、thyrotropin-releasing
hormone-degrading enzyme (TRH-DE)( Yamamoto, et al., 2012)、Syndecan 3 mRNA、歯根膜バイオマー
カーPeriostinのmRNA発現を検討した。コントロールとして、マウス正常歯髄組織を用い、β-actinで標準
化した。
【表２】 マウス Real-time RT-PCR プライマー
5'←DNA Sequence→3'

product size

Accession number

TRH-DE

Forward
Reverse

CCAGCAGGCATCAACACTTA
CCTGTCATCACTGCAAGTTA

205 bp

NM_146241

Syndecan3

Forward
Reverse

TGGCTACCTTGGACACAGAG
GACTCTGGAGTTGGGGTCTG

181 bp

NM_011520

Periostin

Forward
Reverse

AAACCATTGGAGGCAAACAG
TGCAGCTTCAAGTAGGCTGA

209 bp

NM_015784

-actin

Forward
Reverse

AAGTACCCCATTGAACACGG
ATCACAATGCCAGTGGTACG

257bp

NM_007393

Gene

TRH-DE, thyrotropin-releasing hormone degrading enzyme
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（倫理面への配慮）
ヒト歯髄は抜歯後の本来廃棄される歯から摘出する。よって、患者に対して新たな負担を強いるものでは
なく、本研究に伴い患者が受ける危険性は全くない。しかしながら、歯髄を研究に用いること自体に対す
る患者の心理的抵抗、およびそれに関連して個人情報の取扱が問題となる可能性がある。この点につい
ては、患者に対して、歯は通常の抜歯後医療廃棄物として廃棄されているものであり、新たな負担を強い
るものではないこと、ならびに研究使用に当たっては、歯髄試料を一つの検体として匿名化して情報を管
理し、対象者個々のデータ解析を行うため、研究開始後でも同意の撤回ができることを説明し、本研究の
意義・目的とともに説明した。また、データ解析結果の公表は個人が誰かわからない形で行うことを説明し、
文書で同意を得た。この内容については国立長寿医療研究センターおよび愛知学院大学歯学部倫理
委員会の規定を遵守した。
【 結 果 】
1. TAXIScan を用いた遊走因子による遊走能の違い
種々の遊走因子による遊走能の違いを時間経過でみたところ、BDNF、GDNF、NGF、PDGF、G-CSF
において、遊走細胞が多くみられた。SDF-1、bFGF、LIF においても、比較的多く遊走細胞がみられた(図
1A)。GM-CSF ではあまり遊走がみられなかった(図 1A)。よって、以後、臨床で用いられる基準（医薬品及
び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GMP)）を満たす薬剤で容易に入手でき、
日本で薬事認可済みの G-CSF および bFGF を遊走因子として比較検討した。
G-CSF および bFGF は、10%血清含有の有無によらず、細胞の遊走能に有意差はみられなかった(図 1
B)。

【図１】 TAXIScan による膜遊走分取法に用いる遊走因子の検討
A. 各種遊走因子による未分取歯髄幹細胞の遊走能の比較
B. 製剤化されている遊走因子と血清による未分取歯髄幹細胞の遊走能の比較
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【図２】 幹細胞膜遊走分取法を用いた膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)の分取
A. G-CSF 100ng/ml+10%血清にて膜分取して培養 2 日後の膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)
B. G-CSF 100ng/ml+10%血清にて膜分取して培養 5 日後の MDPSCs
C. 6 代目未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)
D. 6 代目歯髄 CD105+細胞
E. 10%血清のみで膜分取した 6 代目 MDPSCs
F. G-CSF 10 ng/ml+10%血清にて膜分取した 6 代目 MDPSCs
G. G-CSF 100 ng/ml+10%血清にて膜分取した 6 代目 MDPSCs
H. G-CSF 500 ng/ml+10%血清にて膜分取した 6 代目 MDPSCs

2. 膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)分取のための最適な播種細胞数
膜遊走分取器の膜上部に歯髄細胞を 2×104 cells/100 μl、1×105 cells/100 μl 播種し、48 時間後に 24
well 下部の付着細胞数を測定したところ、分取細胞率は 2×104 cells/100 μl で 5.0%、1×105 cells/100 μl
で 1.0%であった。
3. MDPSCs 分取のための最適な G-CSF 作用時間
次に、G-CSF 作用時間を 12、24、48、72 時間として、それぞれにおいて付着細胞数を測定したところ、
12 時間後では分取細胞率は 0.3%、24 時間後では 1.7%、48 時間後では 5.0%、72 時間後では 5.0%で
あった。
4. MDPSCs 分取のための最適な G-CSF 濃度の検討、多分化能、形質の比較
Well に付着し、さらに増殖した膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)を位相差顕微鏡像にて観察すると、
G-CSF 0 ng/ml、10 ng/ml、100 ng/ml、500 ng/ml いずれの濃度を用いた場合でも、星状で突起を有する
細胞の付着、増殖がみられた(図 2E-H)。付着細胞数を測定したところ、G-CSF 100 ng/ml では分取細胞
率が 5.0%であり、ついで 500 ng/ml で 4.0%、10 ng/ml で 3.0%、0 ng/ml で 2.0%であった。
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フローサイトメトリーで G-CSF 濃度による MDPSCs の幹細胞表面抗原マーカー発現率を比較したところ、
CD29、CD44、CD73、CD90 はほぼ陽性で差がみられなかった。CD105 は未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)
では 55.6%であるのに対し、G-CSF 10 ng/ml および 100 ng/ml にて分取した MDPSCs においてほぼ陽性
であり、G-CSF 500 ng/ml および 0 ng/ml で膜分取した MDPSCs では、CD105 陽性率はそれぞれ、
65.7±1.7%および 62.8±6.4%と低かった。また、CXCR4 陽性率は、DPSCs では 5.7±1.0%、CD105＋細胞で
は 10.1±2.3%、G-CSF 0 ng/ml では 6.5±2.0%と低いが、G-CSF 100 ng/ml で膜分取した MDPSCs で最も
高く 18.2±2.3%であり、G-CSF 10 ng/ml、500 ng/ml で膜分取した MDPSCs では 10%以上であった。一方、
G-CSF のレセプターの G-CSFR は、CD105＋細胞 18.3±0.3%に対し、G-CSF 100 ng/ml で膜分取した
MDPSCs は最も高く 58.9±6.2%であり、G-CSF 500 ng/ml、10 ng/ml の順に減少がみられた (表 3)。以上
のことから、CD105、CXCR4 および G-CSFR の陽性率が最も高い G-CSF 100 ng/ml で膜分取した
MDPSCs が、幹細胞・前駆細胞を最も多く含む可能性が示唆された。MHC class I (HLA-A, B, C)は、い
ずれの歯髄幹細胞も陽性であり、CD80、CD86 陽性率は低く、MHC class II (HLA-DP, DQ, DR)、CD40、
CD45 は、ほぼ陰性であった。
さらに、Real-time RT-PCR により幹細胞マーカーとして、Oct3/4、Nanog、Sox2、Rex1、GDF3、LIN28、
Stat3、CXCR4 mRNA 発現を比較したところ、G-CSF 100ng/ml で膜分取した MDPSCs が最も高く、
CD105+細胞と同等であった。さらに、血管誘導因子および神経栄養因子の mRNA 発現を比較すると、
GM-CSF、MMP-3、VEGF、BDNF、GDNF、NGF、NT-3 発現は G-CSF 100ng/ml で膜分取した MDPSCs
おいて最も高かった。
以上の結果から、G-CSF 100ng/ml で膜分取した MDPSCs が最も幹細胞マーカー、血管誘導因子、神
経栄養因子 mRNA 発現が高かったことから、この画分が、最も血管誘導因子、神経栄養因子に富む画
分であるいことが示唆された。
さらに iPS 細胞と比較したところ、Sox2, CXCR4 陽性率は、それぞれ iPS 細胞が G-CSF 100ng/ml で膜
分取した MDPSCs と比較して、182 倍、12 倍あった。しかし、他の幹細胞マーカーmRNA 発現は、同等で
あった。一方、血管誘導因子、神経栄養因子 mRNA 発現は、G-CSF 100ng/ml で膜分取した MDPSCs
の方が iPS 細胞よりも発現が高かった (表 4)。
次に MDPSCs の多分化能を検討した。G-CSF 100 ng/ml で膜分取した MDPSCs では CD105＋細胞と
同様に、マトリゲル上で 6 時間後に索状構造がみられ、血管内皮細胞への分化能を示した (図 3A, B)。
DPSCs では、同時間では索状構造形成はみられなかった(図 3C)。G-CSF 100 ng/ml での MDPSCs は誘
導 14 日で CD105＋細胞と同様に neurosphere 形成がみられた (図 3D, E)。DPSCs では neurosphere 形
成がみられたものの大きさは小さかった(図 3F)。neurosphere をさらに神経細胞に分化誘導したところ、
CD105+細胞と同様に MDPSCs、DPSCs は突起伸長が認められ、Neurofilament 発現が見られた。神経マ
ーカーmRNA 発現は、G-CSF 10 ng/ml および 500 ng/ml で膜分取した MDPSCs は、G-CSF 100 ng/ml
の MDPSCs と比較して、neurofilament および neuromodulin の mRNA 発現が低かった(図 3J)ことから、
G-CSF 100 ng/ml が最も神経誘導能を有することが示唆された。
一方、骨・象牙質誘導、脂肪誘導はすべての細胞画分において観察された(図 3K-M, O-Q)。しかしな
がら、G-CSF 100 ng/ml が最も、脂肪細胞マーカーPPARおよび aP2 mRNA 発現が高かった(図 3N)。骨
マーカーである Osteocalcin mRNA は、いずれも同様の発現量であった (図 3R)。
テロメラーゼ活性を測定したところ、MDPSCs が DPSCs より約 3.7 倍高く(図 3S)、自己複製能、細胞増
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殖能は DPSCs と比較して MDPSCs が有意に高かった(図 3T, U)。また、遊走能は、G-CSF 100 ng/ml で
膜分取した MDPSCs が最も高かった(図 3V)。
さらに、各種歯髄幹細胞の培養上清 (CM)による細胞増殖促進能、遊走促進能、免疫調製能、アポト
ーシス抑制能を検討した。G-CSF 100 ng/ml で膜分取した MDPSCs の CM は DPSCs の CM と比較して、
NIH3T3 細胞の細胞増殖、遊走能を有意に促進させた(図 3W, X)。
さらに、免疫調節能を MLR 法で比較したところ、G-CSF 100 ng/ml で膜分取した MDPSCs の CM は、
DPSCs の CM と比較して、自己末梢血単核球 (PBMC)の増加を有意に抑制した(図 3Y)。また、各種歯
髄幹細胞の CM は Staurosporine によるアポトーシスに対して、抑制効果が認められたが、G-CSF 100
ng/ml で膜分取した MDPSCs の CM は、その抑制効果が DPSCs の CM と比較して、有意に高かった(図
3W)。

【表３】 各種 G-CSF 濃度により分取した膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)と未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)、
歯髄 CD105+細胞のフローサイトメトリーによる幹細胞表面マーカーの発現比較
MDPSCs (n=3)
G-CSF
0ng/ml

G-CSF
10ng/ml

G-CSF
100ng/ml

G-CSF
500ng/ml

Pulp
+
CD105
cells (n=3)

DPSCs
(n=3)

CD29

98.5 ± 0.7

96.9 ± 2.0

97.5 ± 0.6

97.8 ± 0.4

97.1 ± 1.5

96.3 ± 1.4

CD31

0.1 ± 0.1

0.5 ± 0.3

0.0 ± 0.0

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.1

0.6 ± 0.6

CD44

99.2 ± 0.9

98.9 ± 0.9

97.4 ± 2.6

97.4 ± 2.6

97.1 ± 3.0

97.5 ± 1.9

CD73

96.2 ± 4.0

99.0 ± 0.4

97.9 ±1.4

97.8 ± 1.6

98.5 ± 1.4

97.4 ± 1.4

CD90

97.5 ± 0.1

98.5 ± 0.8

98.2 ± 1.7

97.3 ± 2.4

97.8 ± 1.8

96.0 ± 3.0

CD105

62.8 ± 6.4

**94.5 ± 0.7

**97.8 ± 0.4

*65.7 ± 1.7

**96.5 ± 0.3

55.6 ± 8.7

CD146

10.5 ± 2.9

12.1 ± 4.2

12.3 ± 3.1

27.4 ± 1.7

15.1 ± 2.1

21.7 ± 5.7

CXCR4

6.5 ± 2.0

**12.0 ± 1.3

**18.2 ± 2.3

**14.2 ± 3.7

*10.1 ± 2.3

5.7 ± 1.0

G-CSFR

20.5 ± 4.7

**31.0 ± 2.3

**58.9 ± 6.2

**35.4 ± 3.9

18.3 ± 0.3

10.6 ± 1.8

CD40

0.4 ± 0.1

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.3 ± 0.0

CD45

0.0 ± 0.0

0.1 ± 0.1

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0

CD80

**2.8 ± 0.3

**2.8 ± 0.9

**2.3 ± 0.6

**2.0 ± 0.3

**2.3 ± 0.2

7.0 ± 1.3

CD86

0.5 ± 0.0

0.9 ± 0.2

0.8 ± 0.3

0.2 ± 0.2

0.3 ± 0.0

0.6 ± 0.2

MHC class I

94.7 ± 1.4

92.6 ± 2.5

97.9 ± 1.3

92.9 ± 2.5

99.3 ± 0.3

95.2 ± 0.2

MHC class II

0.5 ± 0.3

1.6 ± 0.4

0.3 ± 0.2

3.0 ± 0.3

0.2 ± 0.2

1.0 ± 0.4

CXCR4, chemokine (C-X-C motif) receptor 4; G-CSFR, granulocyte-colony stimulating factor receptor;
MHC, major histocompatibility complex **p<0.01, *p<0.05 versus DPSCs
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【表４】 各種 G-CSF 濃度により分取した膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)と未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)、
歯髄 CD105+細胞、iPS 細胞の幹細胞マーカー、血管新生因子、神経栄養因子 mRNA 発現比較
MDPSCs / DPSCs

+

Pulp CD105
cells / DPSCs

iPS cells /
DPSCs

G-CSF
0ng/ml
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2.9
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426.0
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1.2

42.2

57.7

50.9

52.3

0.3

MMP3

4.5
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40.3

undet.
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0.5

4.0

6.2

5.0

3.7

1.0

BDNF

1.2

2.0

7.5

4.4

3.7

1.4
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0.8

3.2

4.6

4.0

2.5

undet.

NGF

0.7

1.9

3.1

2.5

1.8

0.3

NT-3
1.0
3.0
4.2
3.8
3.1
0.4
The experiments were repeated three times (3 lots), and one representative experiment is presented.
Rex1, reduced expression 1; GDF3, growth and differentiation factor 3; Stat3, signal transducer and activator of
transcription 3; CXCR4, chemokine (C-X-C motif) receptor 4; GM-CSF, granulocyte-monocyte
colony-stimulating factor; MMP3, matrix metalloproteinase-3; VEGF, vascular endothelial growth factor;
BDNF, brain-derived neurotrophic factor; GDNF, glial cell derived neurotrophic factor; NGF, nerve growth
factor; NT-3, neurotrophin-3

5. 膜分取歯髄幹細胞の長期継代による安定性、安全性
長期継代による細胞老化への影響を調べるため、SA--gal 染色を行ったところ、6 代目では、MDPSCs、
DPSCS どちらも陽性細胞は見られず、12 代目で、DPSCs で 3.1%の陽性細胞が、30 代目で、DPSCs が
60%であるのに対して MDPSCs は 13%であった(図 4A-C)。また、テロメラーゼ活性は、DPSCs では、6 代
目から 25 代目で低下するのに対して、MDPSCs では、あまり変化が見られなかった (図 4D)。老化マーカ
ーmRNA 発現を調べたところ、DPSCs は 30 代目で IL-1、p16、IL-6、IL-8 mRNA 発現が上昇したが、
MDPSCs ではその変化は小さかった (図 4E)。p16、p21 についてはタンパクレベルの発現も比較し、p21
発現は MDPSCs、DPSCs のいずれも継代に伴い増加しているが、p16 は、MDPSCs の方が DPSCs より
発現の増加が小さかった (図 4F)。
さらに、安全性を確認するため、NOD/SCID マウス及び KSN ヌードマウスを用いて、精巣、皮下に
MDPSCs を移植し、造腫瘍性試験を行ったが、いずれもガン化は認められなかった (図 4G)。また、20 継
代目の MDPSCs を用いて核型試験を行ったが、核型に異常は認められなかった (図 4H)。
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【図３】 膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)と未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)の形質の比較
A-C.血管誘導能 (6 時間後)、D-F. Neurosphere 形成能 (14 日目)、G-J. 神経誘導能(14 日目)、G-I.抗
Neurofilament 抗体免疫染色、J. 神経マーカーmRNA 発現比較、K-N. 脂肪誘導能(28 日目)、K-M. Oil Red
O 染色、N. 脂肪マーカーmRNA 発現比較、O-R. 象牙質誘導能 (28 日目)、O-Q. Alizarin Red 染色、R. 骨
マーカーmRNA 発現比較、S. テロメラーゼ活性、T. 自己複製能、U. 細胞増殖能、V. G-CSF による細胞遊走
能の比較、培養上清による NIH3T3 細胞増殖促進能 (W)、遊走促進能(X)の比較、Y. MLR を用いた培養上
清による免疫調節能の比較、Z. 培養上清によるアポトーシス抑制能の比較
A,D,G,K,O.: MDPSCs、B,E,H,L,P.:CD105+細胞、C,F,I,M,Q.: DPSCs
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【図４】 膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)の長期継代による安定性
A, B. SA--gal 染色、C. SA--gal 染色陽性率、D. 長期継代によるテロメラーゼ活性の変化、
E. 長期継代による老化マーカーmRNA 発現の変化、F. 長期継代による p16、p21 タンパク発現の変化、
G. 造腫瘍性試験における精巣の HE 染色像、H. 20 継代目における Q バンド核型解析

6. マウス下肢虚血モデルを用いた in vivo における血管新生能
マウス下肢虚血モデルに膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)を移植すると、歯髄 CD105+ 細胞を移植した
場合とほぼ同等の血流回復、血管新生の促進がみられた (図 5A,B, G,H)。MDPSCs を移植した時、未
分取歯髄幹細胞 (DPSCs)、iPS 細胞を移植した時より、それぞれ約 1.8 倍、2.0 倍血流が回復していた
(図 5A-F)。MDPSCs 移植による新生血管は、DPSCs、iPS 細胞移植よりそれぞれ 1.7 倍、4.3 倍多かった
(図 5G-L)。よって、MDPSCs 移植によって、DPSCs 移植時より、有意に高い血管新生能が認められた。
さらに、移植細胞はあらかじめ DiI 染色して移植しているのだが、移植細胞と BS-1 lectin 染色した新生血
管との局在を調べた。MDPSCs、CD105+細胞、DPSCs 移植では、移植細胞と新生血管は重なりあわず
(図 5M-O)、移植細胞から分泌される栄養因子によって血管が新生されていることが示唆されたが、iPS 細
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【図５】 マウス下肢虚血モデルを用いた、各種歯髄幹細胞による in vivo における血管新生能
A-E. レーザードップラーによる血流量測定、F. 正常部位との血流量の比較、
G-K. 虚血部位の BS-1 lectin 染色、L. 新生血管密度、M-P. DiI 染色した移植細胞と BS-1 lectin 染
色した新生血管の局在
A, G. 膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs) 移植、B, H. CD105+細胞移植、C, I. 未分取歯髄幹細胞
(DPSCs) 移植、D, J. iPS 細胞移植、E, K. PBS

胞移植では、移植細胞と新生血管が重なり合っており、移植細胞が直接分化したことが示唆された (図 5
P)。
7. マウス異所性歯根移植モデルを用いた in vivo における歯髄再生能の比較
SCID マウスを用いた、異所性歯根移植モデルを用いて、各種歯髄幹細胞の歯髄再生能を比較した。
いずれの細胞を移植した場合も、根管内に血管、神経を伴う歯髄様組織が形成された (図 6A-D)。再生
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歯髄組織量は、膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)移植した時に、未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)を移植した
時と iPS 細胞を移植した時と比較して、それぞれ 1.2 倍、1.5 倍多かった (図 6M)。またマッソン・トリクロー
ム染色を行ったところ、DPSCs、iPS 細胞を移植した再生歯髄組織において、MDPSCs を移植した再生歯
髄組織と比較して、より線維化が認められた(図 6E-H)。各再生歯髄組織の新生血管を BS-1 lectin 染色を
行ったところ、いずれにおいても血管が新生されていた (図 6I-L)。新生血管密度を測定したところ、
MDPSCs 移植再生歯髄組織において、DPSCs、iPS 細胞移植再生歯髄組織と比較して、それぞれ 1.3 倍、
2.3 倍であった(図 6N)。また、歯髄バイオマーカー、Thyrotropin-releasing hormone-degrading enzyme
(TRH-DE)(10) タンパク発現を Western Blotting にて解析したところ、どの歯髄幹細胞を移植した再生歯
髄組織においても TRH-DE 発現が認められ、周辺組織では発現がほとんど認められなかったことから、
歯髄組織が再生されていることを確認できた (図 6O)。さらに、mRNA レベルでも TRH-DE、Syndecan 3
mRNA 発現が、MDPSCs 移植再生歯髄組織において、正常歯髄組織とほぼ同等であることを確認でき
た (図 6P)。
【 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、少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、幹細胞のもつ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少症や再生不良性貧血に伴う好中球減少
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 AA., et al. 2001,
Kawada H., et al. 2004, Kollar K., 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 R., et al. 1999, Jin F., 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 による細胞遊
走は 48 時間でほぼ平衡に達した。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 (MDPSCs)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
MDPSCs 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 MDPSCs は、未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)と比較して、よ
り高い遊走能を有していた。血管新生因子、神経栄養因子 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 MDPSCs は、DPSCs と比較して、免疫
調整能およびアポトーシス抑制能が高いことが明らかとなった。さらに、マウス下肢虚血モデルやマウス異
所性歯根移植モデルを用いた in vivo における血管新生能、歯髄再生能を比較したところ、優れた血管
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【図６】 異所性歯根移植モデルを用いた in vivo における各種歯髄幹細胞移植による歯髄再生能
A-D. 再生歯髄組織の HE 染色像、E-H.マッソン・トリクローム染色像、I-L. BS-1 lectin 染色像、M.根管内に
おける再生歯髄組織の割合、N. 根管内における新生血管密度、O. 再生歯髄組織における TRH-DE タンパ
ク発現、P.再生歯髄組織における歯髄マーカー、歯根膜マーカーmRNA 発現の比較

新生能および歯髄再生能を有していた。以上の結果から、幹細胞膜遊走分取法においては、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示唆された。
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(Iohara K, et al., 2011)、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 準拠細胞培養加工施設での 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、 大迫洋平、
松下健二、中村博幸、細井孝之
【 要 旨 】
愛知学院大学 GMP 準拠細胞培養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 にしたがって製造した細胞の品質検査
を行い、臨床研究における歯髄幹細胞製造に係る SOP を確立した。（学会 1, ２）
【 方 法 】
ヒト歯髄幹細胞の GMP 準拠細胞培養加工施設での細胞製造にあたり、細胞培養加工施設内 （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した （図）。この手順書作成においては、次の様な工程で進めた。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 の原案を作成した。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
原案を改訂した。さらに、実際に臨床研究を行う機関にある細胞培養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ならびに協力研究機関である愛知学院大学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た。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った。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した。
培養に必要な血清は、研究代表者の個体から採取した。
抜去歯

細胞加工施設
凍結細胞
図 臨床研究における歯髄幹細胞製造の概要
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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)：
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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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第１章 運用理念（Mission）
国立長寿医療研究センターは、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こと
を使命とする。
第２章 運用方針（Vision）
１ 人の尊厳や権利を重視し、病院と研究所が連携して、高い倫理性に基づく良質な医療と研究を行う。
２ 病院では高度先駆的医療、新しい機能回復医療、包括的・全人的医療を行う
３ 研究所では老化と老年病の研究、新しい医療技術の開発、社会科学を含む幅広い研究を行う
４ 老人保健や福祉とも連携し、高齢者の生活機能の向上をめざす
５ 成果を世界に発信し、長寿医療の普及に向けた教育・研修を行う
第３章 行動原則（Corporate Values）
１ すべての行動の原則は運用理念に基づく。
２ 達成すべき業務運営に関する目標に従う。
第４章 行動計画
第１節 中期計画
・ 歯科再生治療に用いる安全で安価、高効率のオリジナル製品の確立
・ 歯科再生医療の牽引・一般化・普及のための拠点形成
・ 歯の延命化と8020運動達成者の増加
・ 国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センター独自の飛躍的な成長戦略の確立
第２節 年間計画
・ ヒト歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療の臨床研究による安全性・有効性の検証
第５章 法令の遵守
国立長寿医療研究センターは、細胞組織医薬品の品質及び安全性の確保に関するすべての業務につ
いて、以下の法令を遵守し、細胞・組織採取から、製造、使用まで一貫した品質管理システムを構築す
る。
一医師法（昭和23年法律第201号）
一歯科医師法（昭和23年法律第202号）
一「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」（平成18年厚生労働省告示第425号）
一「臨床研究に関する倫理指針」（平成20年厚生労働省告示第415号）
一「ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全確保について」（平成12年
12月26日付け医薬発第1314号厚生省医薬安全局長通知）
一「ヒト（自己）由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」（平
成20年2月8日付け薬食発第0208003号厚生労働省医薬食品局長通知）
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一医療機関における自家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の実施について
（平成22年度医政発0330 第2号厚生労働省医政局長通知）
一「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準（治験薬ＧＭＰ）」（平成20年7月9日付け薬食発第
0709002号厚生労働省医薬食品局長通知）
一医療用具の製造管理及び品質管理規則 (H7.6.26 厚生省令第40号)
主な遵守事項
①研究責任者は、製品管理、品質管理、バリデーション等について、製造管理の手順に関する文書、品
質管理の手順に関する文書、衛生管理の手順に関する文書、教育訓練の手順に関する文書等を作成
する。
②細胞加工責任者は製造管理責任者および品質保証責任者が業務を遂行するに当たって支障を生じ
ることが無いよう配慮する。
③細胞加工施設は、構造設備基準に適合した設備を使用すること。
・加工した細胞・組織の品質の確保のために、細胞加工、品質検査、細胞管理が行える。 ただし品質検
査の一部（フローサイトメトリー）は国立長寿医療研究センター内で行う。
・アイソレータ、CO2インキュベータ、冷却遠心機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、超低温フリーザー、顕微鏡、
プログラムディープフリーザー、サーモミキサーコンフォート、モニタリング用機器など、細胞・組織の加
工及び保存に必要な設備を有する。
・各種手順書に基づき適切に製造管理及び品質管理を行う。
④品質管理に係る業務は計画的に実施すること。
⑤製造、保管管理、および出納、製造衛生管理、苦情・回収処理、バリデーションの各記録など、再生・
細胞医療に関する記録を良好な状態の下で、少なくとも10年間保存すること。
⑥品質保証責任者は、製品を出荷する場合、ロット毎に製品管理及び品質管理の実施状況を確認する
こと。
⑦細胞加工責任者は、苦情・回収が生じた時は、自らその業務に当たること。
⑧外部の試験検査機関を利用する場合、自己の責任の下で利用すること。
第６章 責任体制
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第７章 責任者の業務規定
第１節 総括責任者の責務
・細胞加工責任者、工程管理責任者（製造管理責任者）、品質保証責任者、製造管理者、変更管理責
任者・逸脱管理責任者、品質管理責任者、施設管理責任者、バリデーション責任者、自己点検責任
者、教育訓練責任者を任命する。
・細胞製造加工管理委員会を1ヶ月に一度、定期的に開催する。
細胞製造加工管理委員会は、上記の細胞加工責任者他、各種責任者をメンバーとする。施設使用、
業務遂行状況を細胞加工責任者に報告し、問題点・改善点等を協議する。
・品質マニュアル、標準操作手順書（SOP）を作成する。
・医療機器の品目ごとに、仕様、製造手順、構成部品等として使用する生物材料の名称、本質、及び
性状、並びに成分、その他の規格等を記載した製品標準書をプロジェクトごとに作成する。
・工程管理、試験検査、出荷の可否の決定、バリデーション、修理、苦情処理、回収処理、変更管理、
逸脱管理、自己点検、及び教育訓練の手順に関する文書（手順書）を作成する。
第２節 細胞加工責任者の責務
・細胞加工施設においての業務の遂行に当たって支障を生ずることがないように支援、協力する。
・製造管理責任者と品質保証責任者の業務を監督する。
・逸脱が調査され、解決されていることを確認する。
・変更管理を科学的判断に基づき、決定し、承認する。
・苦情処理、回収処理を行い、苦情・回収が行われた時の原因究明と改善が必要な場合の措置を行
う。
・バリデーション、自己点検、教育訓練の結果を確認し、改善が必要となった場合の措置を行う。
第３節 製造管理責任者の業務
・製造管理者、品質管理責任者の業務を監督する。
・製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造指示書(製造管理指示書)
をロット毎に作成する。
・原料、資材、細胞組織医療機器（製品）について、ロット毎に保管管理し、出納並びにその記録を作
成する。
・細胞組織医療機器の品質に影響を及ぼす環境上の条件について監視する。
製造記録をロット毎に作成する。
・細胞組織医療機器（製品）の表示及び包装が指示通りに行われているかをロット毎に確認し、記録を
作成する。
・微生物により汚染されたすべての物品を（製造の過程で汚染されたものに限る）、保健衛生上の支障
が生ずる恐れのないように処置する。
・製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により、工程管理が指示通り行われているこ
とを確認し、細胞加工責任者に対して文書で報告する。
・製造施設・設備の点検整備を定期的に行い、その記録を作成する。
・製造作業員の衛生管理を行い、その記録を作成する。
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第４節 品質保証責任者の業務
・試験検査における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した試験検査指示書(品質管理指
示書)をロット毎に作成する。
・ロット毎に細胞組織医療機器（製品）製造管理と品質管理の実施状況を確認し、出荷の可否を判定
する。
・変更管理責任者・逸脱管理責任者の業務を監督する。
・原料、資材、細胞組織医療用具（製品）についてロット毎に試験用の検体を採取し、その記録を残
す。
・ロット毎に試験検査を行い、試験結果に基づき規格基準に適合するか否かを判定し、細胞加工責任
者及び製造管理責任者に文書で報告する。
・外部試験検査機関を利用する場合の文書を作成し、その記録を残す。
・品質管理上重要であり、かつ製品では実施することができない試験検査については、製造工程の適
切な段階で実施する。
・細胞組織医療機器（製品）について、ロット毎に試験に必要な2倍以上の製品を参考品として、臨床
研究の中止又は、終了後、自家細胞組織医療機器の場合は10年間保存する。
・微生物に汚染されたすべての物品を（試験検査の過程で汚染されたものに限る）、保健衛生上の支
障が生じる恐れのないように処置する。
・試験検査に関する設備並びに器具の点検整備を定期的に行い、その記録を作成する。
・試験検査作業員の衛生管理を行い、その記録を作成する。
第５節 バリデーション責任者（品質保証責任者兼務）の業務
・バリデーションの手順に関する文書により、バリデーション基本計画を作成する。
・製造開始、製品に大きな影響を及ぼす製造手順等の変更、その他製造管理及び品質管理上必要と
認めた時にバリデーションを行う。
・バリデーションの実施結果を細胞加工責任者に文書で報告する。
第６節 自己点検責任者の業務（品質保証責任者兼務）
・自己点検手順書により、製造施設における製造管理及び品質管理の方法について、定期的に自己
点検を行わせる。
・自己点検の結果を記録し、保存する。
・自己点検の結果を細胞加工責任者に文書で報告する。
第７節 教育訓練責任者の業務（製造管理責任者兼務）
・教育訓練手順書により、製造管理及び品質管理に関する教育訓練を計画的に実施する。
・教育訓練の結果を細胞加工責任者に文書で報告する。
第８節 逸脱管理責任者
・逸脱管理手順書により、製造工程及び品質管理で生じた逸脱事項を適切に処理する。
・逸脱事項を記録し、保存する。
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・逸脱事項の結果を細胞加工責任者に文書で報告する。
第９節 変更管理責任者
・変更管理手順書により、製造工程及び品質管理における変更管理体制を確立する。
・変更によって影響を受けるすべての文書が確実に改定されるよう対策を講じる。
・変更事項を細胞加工責任者に文書で報告する。
第１０節 細胞加工施設管理責任者
・細胞加工施設の定期的サニテーションの実施、産業廃棄物の管理および機器の定期点検を行う。
・細胞製造加工管理委員会において、定期的に上記事項を報告する。
・施設緊急時（火災、地震、停電など）の対応を行い、細胞加工責任者に通達する。
第８章 文書管理規程
詳細は別に定める文書・記録の管理規程による。少なくとも次の文章を作成する。
第１節 製品標準書
研究責任者は、細胞組織医療機器の品目毎に成分、分量、規格および試験方法、製造法、工程内
管理手順、臨床研究の概要その他必要な事項について記載した製品標準書を作成する。
第２節 製造管理基準書
研究責任者は製造施設毎に原料、資材、細胞組織医療機器（製品）の保管管理、作業所への立ち
入り制限、製造工程の管理事項や製造設備器具の点検・校正を記載した工程管理基準書を作成す
る。
第３節 衛生管理基準書
研究責任者は、製造作業を行う場所毎に、構造設備の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な
事項について記載した製造衛生管理基準書を作成する。
第４節 試験検査基準書
研究責任者は、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法、試験検査設備の点検整備その他必
要な事項を記載した試験検査手順書を作成する。
第５節 出荷判定手順書
研究責任者は、製品が規定要求事項を満たすことを適正に評価し、出荷の可否を決定する業務を
適切に管理させるため、出荷判定手順書を作成する。
第６節 バリデーション手順書
研究責任者は、バリデーション責任者に、製造管理および品質管理上必要と認めた場合にバリデー
ションを行わせるため、バリデーションの手順に関する文書を作成する。
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第７節 苦情・回収処理手順書
研究責任者は、細胞加工責任者が細胞組織医療機器（製品）の苦情・回収があった場合の対応を
どのように行うかを示した苦情・回収処理手順書を作成する。
第８節 自己点検手順書
研究責任者は、自己点検責任者に、製造施設における製造管理及び品質管理の方法について、
定期的に自己点検を行わせるため、自己点検手順書を作成する。
第９節 教育訓練手順書
研究責任者は、教育訓練責任者に、計画的に教育訓練を行わせる為、教育訓練の手順に関する文
書を作成する。
第１０節 逸脱管理手順書
研究責任者は、医療機器の製造及び管理に影響を与える恐れのある全ての逸脱を評価するために、
原料、規格、分析法、設備、装置、工程、表示・包装材料に係る逸脱の確認、対応、記録、適切な照査
及び承認に関して文書による手順を作成する。
第１１節 変更管理手順書
研究責任者は、医療機器の製造及び管理に影響を与える恐れのある全ての変更を評価するために、
原料、規格、分析法、設備、装置、工程、表示・包装材料に係る変更の確認、対応、記録、適切な照査
及び承認に関して文書による手順を作成する。
第１２節 細胞加工責任者の業務に関する手順書
細胞加工責任者は、医療機器GMP（医療機器の製造管理及び品質管理規則）に定められた業務を
行うための手順書を作成する。
第１３節 製造管理責任者の業務に関する手順書
製造管理責任者は、医療機器GMP（医療機器の製造管理及び品質管理規則）に定められた業務を
行う為の手順書を作成する。
第１４節 品質保証責任者の業務に関する手順書
品質保証責任者は、医療機器 GMP（医療機器の製造管理及び品質管理規則）に定められた業務
を行う為の手順書を作成する。
【成果発表】
学会発表
1.

大迫洋平、庵原耕一郎、村上真史、中山英典、中島美砂子：
「臨床グレード歯髄幹細胞の GMP
準拠培養加工」 第 141 回日本歯科保存学会秋季学術大会 山形 2014 年 10 月 31 日

2.

大迫洋平、庵原耕一郎、村上真史、中山英典、中島美砂子:「GMP 準拠細胞培養加工施設に
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おける臨床グレード歯髄幹細胞の製造」第 14 回日本再生医療学会総会 横浜
20 日
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2015 年 3 月

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(IV-６参照)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。（原著 1，２）
【 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、200l CP-1 (極東製薬工業株式会社 27202）)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。すなわち、-2℃/分の凍結速度
で-40℃まで温度を下げ、-80℃まで-10℃/分の凍結速度で温度を下げて凍結する｡-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
不用歯は、治療室にて局所麻酔下で抜去し、歯科用タービンにて歯髄に到達しないように注意深く
割線を入れた後、50 mlチューブに入った輸送液（20g/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0.25g/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）に入れ、空の無菌袋に入れて三重に密封し滅菌した缶に入れる。さらに、温
度計を入れた運搬容器（シーパックメディカル, 太陽工業株式会社）に入れ周りに氷を敷き詰め、0
～10℃で、細胞加工施設に輸送する。ついで、アイソレータ内で歯髄組織を採取し、リベラーゼ
（Collagenase I/II MTFおよびThermolysin MTF、Roche） にて歯髄細胞を分離し、10%自己血清含
有Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) (SIGMA，D6429)にて培養する。ついで、トリプル
セレクト (Invitrogen)を用いて歯髄細胞を剥離し、さらにDMEMに分散させ、膜遊走分取器上に播
種し、100ng/mL G-CSF (ノイトロジン®、中外製薬) および10%自己血清を含有したDMEMを入れ
た下面の24well plate（Becton Dickinson、MULTIWELLTM）に歯髄幹細胞を遊走させ、plate面に付
着させる。48時間後にG-CSFを除き増幅させる。さらに、35mmディッシュ（ファルコン）、T25フラスコ、
T75フラスコ（Iwaki）に継代する。この歯髄幹細胞の分取、継代・増幅までの工程をGMP準拠細胞
加工施設内アイソレータで無菌的に行い、７代目でプログラムフリーザーにて凍結保存する。細胞
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【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
製品加工にかかる期間は約6週間である。
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）。
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。
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）。
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【図２】 凍結、解凍後膜分取歯髄幹細胞の遊走能
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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・神経栄養因子の GM-CSF、MMP3、VEGF、BDNF、GDNF、NGF および NT-3 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
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
【成果発表】
原著論文
1)

庵原耕一郎、村上真史、武井佳史、堀部宏茂、栗田賢一、中村洋、中島美砂子：GMP準拠に
て製造加工したヒト臨床グレード歯髄幹細胞の品質・安全性の証明. 日本歯科保存学雑誌.
56(2)：121-129, 2013.

2) Murakami M., Horibe H., Iohara K., Hayashi Y., OsakoY., Takei Y., Nakata K., Motoyama N., Kurita
K., Nakashima M.: The use of granulocyte-colony stimulating factor induced mobilization for
isolation of dental pulp stem cells with high regenerative potential. Biomaterials. 34(36): 9036-9047,
2013.
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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、中村隆広
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎、中島美砂子
【 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。（原著 1，２）
【 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 μL/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 μL/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
マウス皮下移植におけるガン化リスク評価
NOD･SCID
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。

【 成果発表 】
原著論文
1)

庵原耕一郎、村上真史、武井佳史、堀部宏茂、栗田賢一、中村洋、中島美砂子：GMP準拠にて製
造加工したヒト臨床グレード歯髄幹細胞の品質・安全性の証明. 日本歯科保存学雑誌. 56(2)：
121-129, 2013.

2) Murakami M., Horibe H., Iohara K., Hayashi Y., OsakoY., Takei Y., Nakata K., Motoyama N., Kurita
K., Nakashima M.: The use of granulocyte-colony stimulating factor induced mobilization for
isolation of dental pulp stem cells with high regenerative potential. Biomaterials. 34(36): 9036-9047,
2013.
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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。その結果、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（CP-1）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
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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
＋
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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(-)
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-

1.0以下 （PG/ML）

-

-

-
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パルボウィルス(-)

-

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

-

-
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-
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-

-

-

HCV(-), HBV(-),
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-

-
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（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(-)

-

-
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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 × 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 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。
【 成果発表 】
原著論文
1)

Iohara K., Murakami M., Takeuchi N., Osako Y., Ito M., Ishizaka R., Utunomiya S., Nakamura H.,
Matsushita K., Nakashima M.: A novel combinatorial therapy with pulp stem cells and granulocyte
colony-stimulating factor for total pulp regeneration. Stem Cells Transl. Med. 2(7): 521-533, 2013.
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６. 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７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。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 (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 (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 発現は減少し、neuropeptide-Y (NPY)添加により
TRH-DE mRNA 発現が増加した (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。（原著 1，２）
【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

61

【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
【 成果発表 】
原著論文
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.

2)

Murakami M., Imabayashi K., Watanabe A., Takeuchi N., Ishizaka R., Iohara K., Yamamoto T.,
Nakamura H., Nakashima M.: Identification of novel function of vimentin for quality standard for
regenerated pulp tissue. J Endod. 38(7): 920-926, 2012.
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７． 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。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。（原著 1－９、特許 1，２）
【 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（Iohara, et al., 2011; Nakashima and Iohara, 2011; Ishizaka, et al.,
2012）。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IV１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 2×104 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。
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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
用いて行った。10ng/μl の遊走因子を一定濃度勾配に形成させるように 1μl 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 5×105 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) (Yamamoto, et al., 2012)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 5×105 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、
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4枚の切片を測定し、4サンプルの平均で表した。
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。
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【 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%

【 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
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【 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)
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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少なかった (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
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)。
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少なく、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。
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 では少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
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【 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
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 陽性細胞が少な
く、また CD68（図 5I-L）および MHC Class II （図 5M-O）陽性細胞も少なかった。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
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【 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

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）
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
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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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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、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。
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８． MRI による歯髄再生の有効性評価法の確立
国立長寿医療研究センター 庵原耕一郎、中島美砂子
【 要 旨 】
本研究は、幹細胞移植による歯髄再生治療における、MRI による生活歯髄評価法の有用性を検討し
た。膜分取歯髄幹細胞(MDPSCs)と G-CSF をコラーゲンと共にイヌ抜髄後の根管内に移植し、移植後 1
日、90 日、180 日後に抜歯し、MRI の撮影を行った。コントロールとしてコラーゲンのみを移植した。また、
MRI と対比させて形態学的検討を行った。この結果、移植後 90 日で歯髄組織が根管内全体に再生され
たことが形態学的所見により示された。MRI において正常歯の信号強度は、抜髄歯やコラーゲン移植の
みで歯髄が再生されていない歯に比べて高い値を示した。幹細胞を移植した歯の MRI 信号強度は移植
1 日では非常に高かったが、180 日まで緩やかに減少し、正常歯と類似した値となった。幹細胞なしにコ
ラーゲンのみを移植した歯では、90 日後に根管内は空洞であることが形態学的に示され、MRI 信号強
度は正常歯より低い値を示した。したがって、再生歯髄の MRI 信号強度が正常歯髄と一致することにより、
歯髄再生の有効性を MRI により非侵襲性に評価できる可能性が示唆された。（学会 1）
【 緒 言 】
歯髄は炎症の制御および歯髄防御機能を有し、象牙質形成のための幹細胞を供給し、歯髄再生およ
び修復機能など様々な役割を有している。よって、歯髄の機能を維持することは歯の長期保存のため、
また QOL の向上に重要である。我々は歯髄幹細胞移植による歯髄再生治療法をイヌ抜髄モデルにより
確立した。すなわち抜髄した歯の根管に歯髄幹細胞(MDPSCs)を G-CSF とともに移植すると、血管と神
経を伴う歯髄組織が再生され、歯冠部において象牙質が形成され微小漏洩を防止する（Iohara, 2013）。
本研究プログラムにより、臨床研究において、ヒトでの歯髄再生治療の安全性と一部有効性を示した
（IV-）。次に、この治療法の有効性をより詳細に症例数を増やして次の臨床研究において調べる必要が
ある。今回の臨床研究において、歯髄再生の有効性を歯髄電気診により判定したが、他に一般的に歯
内治療においては温度診、エックス線写真、そして CT が歯髄の診断に使用されている。しかし、これらの
審査方法は再生歯髄の質について客観的に評価できない。そのため、非侵襲性で客観的な歯髄診断
方法が歯髄再生治療を評価するために必要である。
一方、磁気共鳴断層撮影(MRI)は高い軟組織造影性と血液で満たされた組織を高解像度で示すこと
ができる。また、歯髄は MRI において高い信号強度を示し(Gaudino, et al., 2011, Gerlach, et al., 2013 )。
したがって本研究では、MRI による再生歯髄の 3 次元画像を解析し再生組織のシグナル強度を数値化
して解析した。すなわち、正常歯、抜髄歯、歯髄再生歯を抜去後 MRI で解析し、形態学的所見とあわせ
て、確定診断を行った。
【 方 法 】
1．イヌ膜分取歯髄幹細胞の分取
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、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 2×104 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。
77

２. MRI を用いた抜髄後根管内自家移植の有効性評価
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#55 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、根管内を乾燥、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。１で
凍結した歯髄幹細胞を融解し、5×105 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根管内に注入した。
MRＩと形態学的分析のため合計 28 本の歯（5 匹）をランダムに 4 つのグループに分けた。
グループ１:抜髄のみ(細胞とコラーゲンの移植なし)
グループ２:正常歯
グループ３:MDPSCs と G-CSF をコラーゲンとともに移植(移植後 1 日、90 日、180 日)
グループ４:コラーゲンのみ(移植後1日、90日)
さらに上から止血用ゼラチンスポンジ（スポンジェル）を置いた後、セメントおよびレジンにて窩洞を封鎖し
た。抜歯後、MRI検査は4.7-T animal MRI instrument (Bruker)にて撮影した。撮影はAxial T2強調像
(T2WI) (TR):1200ms、 (TE):9.5ms、128×128matrix、0.234×0.234ピクセル、スライス厚0.5mm、90スラ
イスにて行った。また、生体内でのMRI検査を全身麻酔下、3T MRI (MAGNETOM Allegra, SIEMENS)
にて撮影した。撮影はAxial T2強調像(T2WI) (TR):2500ms、 (TE):71ms、スライス厚3mm、150スライス
にて行った。MRIは医学用画像処理ソフトOsiriXを用いて解析した。抜歯後、脱灰処理後バラフィン切片
を作製し、形態学的分析のためヘマトキシリン・エオジン染色を行った。統計分析はスチューデントのt検
定多重比較をSPSS(Ver 21.0)(IBM)にて行った。

【 結 果 】
形態学的解析において、移植 1 日後のコラーゲンのみ(図 1A)、または MDPSCs と G-CSF をコラーゲ
ンと共に移植したものでは根管内はコラーゲン様線維で満たされていた。一方、移植 90 日後ではコラー
ゲンのみを移植したものでは、根管内はほとんど組織を認めなかった(図 1B)。これはコラーゲンが変性し
吸収されたことを示す。また MDPSCs と G-CSF を移植して 90 日後では、根管内の 90％以上が再生歯髄
組織により満たされ、内部には成熟した血管や、象牙質側壁に沿った象牙質の形成がみられた (図
1C,D)。180 日後において、根管内の再生歯髄組織には太い血管が侵入し、特に根尖部付近の根管内
象牙質側壁には象牙質の高度な添加がみられた(図 1E,F)。また、180 日後の再生歯髄組織の細胞密度
と血管分布は正常歯髄組織(図 1G,H)に類似していた。
次に根管内の再生組織のMRI信号強度を検討した。ポジティブコントロールの正常歯髄は高いMRI
信号強度を示した(図2A)。ネガティブコントロールの抜髄根管では、全体に低い信号強度を呈した(図
2B)。コラーゲンのみ移植した1日後(図2C)、またはMDPSCsとG-CSFをコラーゲンと共に移植した1日後
では正常歯髄よりも根管全体で高い信号強度が検出された(図2E)。コラーゲンのみを移植した90日後で
は、根尖部において非常に低い信号強度を呈し、歯冠部において他の歯に比べ12-13倍高い信号強度
を呈した(図2D)。形態学的検討により、根管内に組織が何も含まれていなかったことから、浸出液等の液
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性成分が上部に貯留したと考えられる。一方、MDPSCsとG-CSFをコラーゲンと共に移植して90日後では、
信号強度は移植後1日に比べて有意に低かった。MDPSCsとG-CSFを移植後、180日では根管の信号強

【図１】 再生歯髄組織の形態学的分析
(A-H) H-E 染色
(A) コラーゲンのみ移植 1 日後 (B) コラーゲンのみ移植 90 日後
(C,D) 膜分取歯髄幹細胞(MDPSCs)と顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を移植後 90 日後
(E,F) MDPSCs と G-CSF を移植後 180 日後 (G,H) 正常歯髄
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【図２】 歯髄組織における磁気共鳴断層撮影(MRI)の変化
(A-G) 矢状断脂肪抑制 T2 強調像
(A) 正常歯髄 (B) 抜髄歯 (C) コラーゲンのみ移植 1 日後 (D) コラーゲンのみ移植 90 日後
(E) 膜分取歯髄幹細胞(MDPSCs)と G-CSF を移植後 1 日後 (F) MDPSCs と G-CSF を移植後 90 日後
(G) MDPSCs と G-CSF を移植後 180 日後 (H) 根管の MRI における相対的信号強度

【図３】 歯髄組織における磁気共鳴断層撮影(MRI)の変化
(A) 矢状断脂肪抑制 T2 強調像 正常歯髄 MDPSCs と G-CSF を移植後 90 日後
(B) 根管の MRI における相対的信号強さ
(C) 膜分取歯髄幹細胞(MDPSCs)と顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を移植後 90 日後
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度は正常歯髄とくらべて類似していた(図 2G,H)。90 日と 180 日の間に信号強度の有意な差は認められな
かった(図 2H)。また歯を抜かない生体の状態で再生歯髄と正常歯髄を MRI にて測定したところ、抜歯し
た状態で測定した場合と同様、正常歯髄とほぼ同様の値を示した(図 3A,B)。
【 考 察 】
歯科治療により、失われた歯髄組織は自然に治癒されることはない。今回の臨床研究において細胞
移植 1 ヶ月後に電気診における歯髄生活反応の回復を確認した。この電気診は比較的容易かつ迅速に
行うことができ、信頼できる検査法であるが、患者の主観によるため数値化や図示ができない。このため、
歯髄再生を客観的画像による検証が必要である。MRI は軟組織の信号を検出し非侵襲性に診断でき疾
患をモニタリングできる。また MRI による歯髄の診断では、信号強度は健全歯髄では高い値を示し、加
齢や放射線治療、歯髄炎があると減少する(Kress, et al., 2007; Gerlach, et al., 2013; Lee, et al., 2014)。一
方 MRI は今まで歯髄再生の歯髄診断に使用されてこなかった。そのため、本研究では MRI による再生
組織の三次元画像化と数値化の可能性を検討した。
この結果、細胞移植後の信号強度は非常に高く、90 日、180 日と時間の経過とともに徐々に正常歯髄
の値に近づいた。また、形態学的解析では細胞移植 180 日後には、再生歯髄組織の血管は成熟し、正
常に近い像がみられた。一方 90 日、180 日目のコラーゲンのみを移植した歯の信号強度は非常に低く、
形態学的解析において、該当部位には僅かな組織しか観察できなかった。これらの結果より、再生歯髄
における高い信号強度は血管の再生を示す可能性を示唆しており、血管の存在により、再生歯髄は根
尖部から歯冠部にかけて、正常歯髄と同様に、連続して高い信号強度を示していると考えられる。したが
って、MRI は歯髄組織の生活状態を検査する妥当な方法であると考えられる。これらの結果により、幹細
胞による歯髄再生治療の有効性評価する臨床検査法として MRI を用いることができる新規の可能性が
示唆された。
【 成果発表 】
学会発表
1.

庵原耕一郎、吉川弥里、高島明彦、中島美砂子: 「MRI による歯髄再生治療法の有効性評価法の
確立」第 14 回日本再生医療学会総会 横浜 2015 年 3 月 20 日
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９． 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（IV-５および７）。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 μg/ml ゲンタマイシン・
0.25 μg/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。（原著 1）
【 緒 言 】
IV-５および７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 μg/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 μg/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 μg/ml ストレプトマイシンおよび 0.25 μg/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。
【 成果発表 】
原著論文
1)

庵原耕一郎、中島美砂子: 歯髄幹細胞を用いた臨床研究を目指した細胞加工施設への歯の輸送
法の確立. 日本歯科保存学雑誌. 55(4): 272-277, 2012.
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１０. 臨床研究による安全性・有効性の確認
国立長寿医療研究センター 中島 美砂子、庵原 耕一郎、大迫 洋平、村上 真史、松下 健二、角
保徳、細井 孝之、鷲見 幸彦、佐藤 弥生
愛知学院大学 中村 洋、中田 和彦
【 要 旨 】
非臨床研究により安全性・有効性を確認し、歯髄再生メカニズムを明らかにした後、抜髄後歯髄再生治
療の臨床研究「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」を行った。この臨床
研究は、歯髄幹細胞を歯内治療に用いる世界初の研究であるため、安全性確認を主要目的として、有効
性確認を副次目的とした。まず、厚生労働省の臨床研究に関する倫理指針およびヒト幹細胞を用いる臨
床研究に関する指針に従い、ヒト幹細胞臨床研究実施計画書を作成し、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審査委員会の承認を得て、さらに、平成 24 年 11 月 27 日に厚生労働
大臣の承認を受けた。次に、国立長寿医療研究センター病院において、20 歳から 55 歳の若齢者から中
齢者までを対象にして、被験者に書面および口頭で十分に説明し、被験者の同意を文書で得て、事前
検査を行い、問題がないことを確認後、5 症例の登録を行った。その後、再度同様に十分な説明を行い、
同意を得て、自己血清の採取および自家不用歯の採取を行った。SOP にしたがい、不用歯を国立長寿
医療研究センターから愛知学院大学の細胞加工施設に輸送し、歯髄幹細胞の製造加工、凍結保存を行
った。凍結細胞を融解して特性検査と感染検査を行い、合格した細胞を凍結状態で国立長寿医療研究
センターに輸送した。手術室内クリーンベンチで凍結細胞を融解し、遊走因子 G-CSF とアテロコラーゲン
を混合して、被験者の抜髄後の根管内に移植し、24 週まで経時的に経過観察した。その結果、5 例とも
24 週まで有害事象はみられなかった。4 症例で 1 か月以内に電気的歯髄診断に対する歯髄生活反応が
みられた。1 症例は登録前から塗布していた薬剤カンファーフェノールの影響で、登録時は歯髄炎であっ
たが、移植時には根尖部に透過像のある感染根管歯となっていた。しかしながら、移植後 9 か月で歯髄
生活反応がみられた。さらに客観的評価法として、移植後 6 か月の歯科用 CT による根管内象牙質形成
像や、MRI によるシグナル強度が正常歯髄とほぼ同等であることにより歯髄再生治療の有効性が示唆さ
れた。（学会 1－３６）
【 緒 言 】
う蝕（虫歯）は万人の病気であり、う蝕が進むと細菌が歯髄まで達し、歯髄炎となる。わが国全体では年間
約 400 万件の症例がある。歯髄炎をいったん生じると、現在の治療法では、痛みをとるために抜髄せざる
を得ない。しかしながら、抜髄後に人工物で緊密に封鎖しても、根尖歯周組織に炎症を惹起させることが
ある。根管内の細菌の残存、歯冠側からの細菌の微小漏洩がその原因としてあげられる。3~5 年後の抜
髄後の成功率（症状なく、その歯を長期間口腔内に維持できること）は約 70~90％といわれている。したが
って、５年以上経過すると、成功率はより低下すると予想される。さらに、予後の不良な約 10％の症例（根
尖病変や何らかの臨床症状の出現）を再根管処置しても、その内、約 50〜70％が治癒するに過ぎない。
歯髄は血管や神経に富む組織で、血流の調節、栄養・酸素供給、炎症の調節、歯の恒常性の維持、歯
髄防御反応の強化など、歯の機能維持に係る様々な役割を有する。歯髄除去により歯の維持機能が弱
体化し、象牙質は代謝ができず有機質は変性し、さらに根管治療により繰り返し感染歯質を除去すること
により希薄化する。従って、歯全体が希弱になり、歯根破折の可能性が高くなる。また無髄歯は、根管内
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に金属製の維持棒（ポスト）を入れることが多く、この金属の弾性率と象牙質の弾性率の違いから、歯根の
たわみに歪みが生じ、歯根破折を生じやすくなるともいわれている。このように、歯髄を除去することは、
歯を口腔内に長期間維持させるためには負の要素が多い。一方、歯髄を保存すれば、歯も長く保存でき、
自分の歯で固い物も噛むことができ、発音障害、審美的な問題も回避できる。愛知県歯科医師会の平成
20 年の 8020 表彰者追跡調査報告によれば、8020 達成者（80 歳で 20 本以上歯がある人）は未達成者よ
りも、明らかに自立・健康者か多いと報告されている。すなわち、歯髄を長期保存することは、抜歯を回避
し、国民の長寿健康、医療費の削減にも貢献できると考えられる。
歯髄炎は主に、う蝕が大きく深くなり細菌が歯髄に感染することにより起こる。初期の歯髄への細菌感
染（可逆性歯髄炎）では、覆髄などの処置をすることにより元の歯髄の状態に戻る。しかし、初期の歯髄炎
を放置すると、細菌感染が歯髄全体に広がる不可逆性歯髄炎となる。このような場合では抜髄法以外有
効な治療法はなく、現状では歯髄を元の状態に戻すことはできない。よって、従来とは異なるアプローチ
による新たな治療法の開発が強く望まれている。われわれは新規治療法として細胞移植治療法に着目し、
臨床応用の検討を行ってきた。
まず、血管・神経再生能に優れた歯髄幹細胞を安全に高効率に分取する方法として、膜分取法を開
発し、その特性を明らかにした。すなわち、CD105、CXCR4およびG-CSFRの陽性率が高く、高い増殖能
と遊走能を有し、高い血管誘導能や神経誘導能、血管新生因子・神経誘導因子の高発現、増殖、遊走
促進、アポトーシス抑制などの高いtrophic効果がみられた。また、生体内では、免疫不全マウスの下肢虚
血部へ移植すると高い血管新生促進作用がみられ、膜分取した歯髄幹細胞は血管・神経再生および歯
髄再生に有利であることが示唆された。次に膜分取歯髄幹細胞の安全性に関して検討した。すなわち、
GMP準拠細胞加工施設アイソレータ内で分取・培養したヒト歯髄幹細胞画分は、感染検査結果が陰性で、
染色体異常や核型異常も継代20代目までみられなかった。さらに、ヒト歯髄幹細胞をNOD/SCIDやKSN
ヌードマウスの精巣に移植して16週目までがん化がみられなかった。よって、このヒト歯髄幹細胞のがん
化の可能性は非常に低いと考えられた。
ついで、非臨床研究の安全性試験として、ヒトと同様のプロトコールを用いてアイソレータ内で膜分取
歯髄幹細胞を分取・増幅させ、イヌ抜髄モデルの根管内に、アテロコラーゲンおよびG-CSFと混合して移
植した。4週間後、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。また、病理組織学的検査により、全例
で投与部以外の器官および組織に、被験物質に起因すると考えられる異常はみられなかった。非臨床研
究の有効性試験として、同様に移植後2ヶ月後の形態学的解析により、約80%の移植例において歯頸部
までの根管のほぼ90%以上に歯髄が再生されていた。6ヶ月後、電気歯髄診により歯髄陽性反応がみら
れ、歯髄生活歯と判定された。局所X線診査および形態学的観察では、根尖部の閉鎖と、象牙質側壁の
象牙質添加および被蓋象牙質形成がみられた。したがって、歯髄再生の有効性が示唆された。この歯髄
再生のメカニズムとしては、G-CSFと共に歯髄幹細胞を移植することで、移植した歯髄幹細胞のアポトー
シスが抑制され、根管外への溢出が防止できると考えられる。また、根管内に定着した歯髄幹細胞から分
泌される血管新生・神経栄養因子とG-CSFにより根管内への在来の幹細胞の遊走・増殖が促進され、血
管新生や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、歯髄再生が促進されることが示
唆された。
これまで、歯髄組織由来幹細胞を用いた臨床研究として、歯の根管内に移植した報告はみられない。
歯髄幹細胞を歯槽骨欠損部に移植した臨床研究では、１年のfollow upで、７例中､ ２例で欠損部は完全
88

に骨再生し、５例で約70%の再生がみられたと報告されている。ただし、３年間follow upした結果、組織
学的解析および in-line holotomographyにより、再生骨は均一に血管が新生された緻密骨であり、通常
その領域でみられる骨髄を含む海綿骨とは異なることが明らかとなっている。また、この歯髄幹細胞移植
の骨再生に対する有効性は述べられているが、安全性については記載されていない。よって、抜髄後の
歯髄再生に対する自己歯髄幹細胞移植療法は世界初の試みである。したがって本臨床研究では、まず、
歯の根管内に歯髄幹細胞を移植した場合の安全性評価を主要目的とし、またこの治療法の完遂および
有効性確認を副次目的として評価検討する。
【 材料と方法 】
本研究は、独立行政法人国立長寿医療研究センター病院（以下、「本院」）において実施した。本研究
は国立長寿医療研究センターおよび愛知学院大学歯学部の倫理審査委員会のヒト幹細胞臨床研究倫
理・利益相反委員会において審議、承認された後、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」に基づ
く申請を厚生労働省に行い、承認を得た。なお、本臨床研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に
留意し､ ｢ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針｣及び実施計画プロトコールを遵守し、かつ「医薬品
及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」（GMP（Good Manufacturing Practice））を準用して実
施した｡
研究デザインを図１に示した。本研究は、不可逆性歯髄炎の患者を対象とし、抜髄後に根管内に歯髄
幹細胞の自家移植を行った。この歯髄再生治療において、主要目的として、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した。併せて、副次目的として、歯髄再生治療法の完遂と、電気歯
髄診による歯髄生活反応陽性および MRI による歯髄像を指標として歯髄組織再生成功率を検討した。
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１ 研究デザイン

患者説明・同意取得

スクリーニング

登録
細胞分取 14 日

自己血液採取

前
目標症例数
5例

までに外来にて
不用歯抜歯による自己歯髄組織採取
6 週間
自己歯髄組織由来幹細胞分取・増幅

研究登録期間
2 年間

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

【図１】 研究デザイン
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24 週間

２ 対象患者
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した。
１) 選択基準
被験者は登録時に下記の基準を全て満たす患者を選択した。
(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。
(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
２) 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した。
(1) 末梢血液が採取できない症例（血色素量が男性 12.5 g/dl 未満、女性 12.0 g/dl 未満）
(2) ウィルス、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) 抗血小板剤、抗凝固剤服用患者
(5) 糖尿病患者（HbA1c （NGSP）7.0%以上）
(6) 骨粗鬆症患者
(7) 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
(8) 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
(9) 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
(10) MRI 検査を受けることができない患者（心臓ペースメーカー、金属製の心臓人工弁、人工内耳（移
植蝸牛刺激装置）、人工耳小骨、神経刺激装置（深部脳刺激装置、ＴＥＮＳ装置）、除細動装置、骨成
長刺激装置、注入ポンプ等、磁力により装着する義眼や磁力部分が着脱不能な義歯装着、冠状動脈
等に磁性体のステント挿入後２ヶ月未満）
(11) その他、臨床研究責任医師が不適当と判断した者
３ 被験者の同意の取得方法
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、被験者の自由意思による本研究への参加の同意を文書で取
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得した。同意説明文書は以下の内容を含み、全ての被験者及び被験者の家族などが理解できる平易な
言語と用語を用いて作成した。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
かった。
・本研究に関する質問が自由であること本研究の方法、目的について
・予想される研究の意義
・同意が任意のものであり、同意しない場合も不利益をうけないこと
・参加した後でも、撤回がいつでも可能であり、その場合も不利益を受けないこと
・他の治療法
・期待される結果及び考えられる危険性・不都合
・プライバシーが守られること
・研究終了後の対応・研究成果の公表
・試料（資料）の保存及び使用方法並びに保存期間（研究終了後の試料（資料）の取扱い）
・費用負担に関すること
・補償の有無
・研究の資金源
・関連組織との関わり
・研究の開示
・研究結果の提供
・知的財産権等の帰属
・問い合わせ先（研究機関名・研究者等の氏名、職名・連絡先 等）
４ 登録方法
臨床研究責任医師は、文書同意を得た被験者について、所定の検査を実施して適格性の判断に必
要な情報を収集した。臨床研究責任医師は、各選択基準及び除外基準に関する情報を症例登録票
に記載し、複写して診療録とともに保管し、データ管理者にその原本を送付した。データ管理者は、受
領した｢症例登録票｣の記載内容に基づいて適格性を確認し、｢症例登録票｣を保管した。データ管理
者は、適格と判定した場合には、適格と判定された被験者に｢登録番号｣を付与し､登録番号を記載し
た｢症例登録確認書｣を臨床研究責任医師に送付した。臨床研究責任医師は、受領した｢症例登録確
認書｣に登録完了の旨が記載されていることを確認して、登録後の必要な検査及び治療を開始し｢症
例登録確認書｣に記載された登録番号を被験者名簿に記載した。
５ 試験方法
1)

自己血清の採取：自己歯髄組織採取前30日以内に200 mLの血液を採取、遠心分離し、血清成分
を凍結保存した。

2)

自己不用歯の抜去と歯の輸送：SOPにしたがって、国立長寿医療研究センターにて不用智歯を抜
去後、縦方向に割線を入れ、愛知学院大学細胞加工施設へ安全に安定に抜去歯を輸送した。

3)

自己歯髄組織からの幹細胞の分取・増幅： SOPにしたがって、愛知学院大学細胞加工施設アイソ
レータ内で、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
細胞を分取した。移植細胞数に達するまで、6週間程度の継代培養を行い凍結した。
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4)

品質検査：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) 発現率を解析した。感染否定検査として、細菌、真菌、ウィル
ス、マイコプラズマ、エンドトキシン否定試験を行った。また、染色体・核型異常試験を行った。

5)

凍結細胞の輸送：SOPにしたがって、愛知学院大学細胞加工施設から、凍結歯髄幹細胞を国立長
寿医療研究センター病院に安全に安定に輸送した。

6)

不可逆性歯髄炎の抜髄：通法にしたがい、患歯を抜髄し、根管拡大形成した。ただし、Kファイルで
根尖まで＃４０、0.5 mm上げて＃５５～６０まで拡大形成後、交互洗浄と生理食塩水にて洗浄し、乾
燥後、点眼用クラビットとミノマイシンを貼薬した。

7)

培養自己歯髄組織由来幹細胞移植：移植時に、凍結細胞 1×106 cells を手術室のクリーンベンチ
内で解凍し、G-CSF（顆粒球コロニー刺激因子、granurocyte-colony stimulating factor、最終濃度
7.5 ng/μl ）とともにコラーゲンゲル（高研、アテロコラーゲンインプラント、40μl）に懸濁した。小児
用留置針を用いて、根管内に、気泡を入れないように注意しながら、填入、移植した。

8)

研究実施期間及び目標症例数
目標登録症例数: 5例
研究登録期間: 2年間(本実施計画が承認され､国立長寿医療研究センター病院では総長の実施
許可が通知された時を研究開始とし、すべての登録症例の臨床研究が終了又は中止する時点ま
での期間とし、臨床研究実施期間の目標は臨床研究登録期間+半年で2年半とした｡)

６

観察項目及び方法

1) 観察・検査項目
図２に示すスケジュールに従い、経時的に移植直前、１週、２週、４週、１２週、２４週まで、血液検査、
尿検査、心電図検査、X線検査、口腔内診査（根尖部圧痛、打診、電気的歯髄診断、冷温痛）、MRI
画像解析、CT画像解析の各項目について調査した。
2) 有害事象
有害事象とは､当該臨床研究の因果関係の有無に関わらず､当該臨床研究中に被験者に生じたあ
らゆる好ましくない医療上の出来事を示す｡
有害事象に対し、程度(CTCAEv4.03のGrade)、重篤か否かの評価を行う。重篤な有害事象とは症
状の程度に関わらず、以下の基準に従って判定した。発現期間、転帰を記録し、治療との因果関係を
検討した｡
観察期間は治療開始後より観察終了まで、中止する場合は中止時までとした｡
①死亡
②死亡につながる恐れのあるもの
③入院または治療のために入院期間の延長が必要とされるもの
ただし、抜歯や検査などで予定する入院に関しては除外する。
④障害
⑤障害につながるおそれのあるもの
⑥後世代における先天性の疾病または異常
⑦異常核型の発見
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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

○

○

○

○

○

MRI撮影*

○

○

○

○

○

○

臨床検査

画像診断

1週後

移植
日

2週後

±3 日

4週後
±1週

○

24週後

中止時

±4週

○

歯科用CT撮影

歯髄組織機能
検査

12週後

根尖部圧痛

○

○

○

○

○

○

○

○

垂直打診

○

○

○

○

○

○

○

○

電気歯髄診

○

○

○

○

○

○

○

○

自己血液検査

○

【図２】 観察・検査スケジュール
MRI 撮影*：術前として抜髄後、および移植直後に行う。術後として電気歯髄診で生活が見られた場合
に 12 週後および 24 週後に行う。
7 評価方法
主要評価項目は安全性評価（有害事象の種類、頻度及び程度）、副次評価項目は、治療の完遂と、
細胞移植後 24 週までの観察・検査期間において、以下の評価項目を指標とした歯髄再生成功率を検
討した。
・電気歯髄診による歯髄生活反応
・MRI による歯髄生活像
・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
・歯科用 CT による象牙質形成像
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【 結 果 】
１ 被験者背景
被験者背景を表１に示した。
被験者は男性 3 名、女性 2 名で年齢は 20 歳代から 40 歳代まで分布していた。患歯の部位は、上顎 3
例、下顎 2 例であり、前歯部 2 例、小臼歯 3 例で、単根管であった。歯髄炎の種類は、登録時に慢性潰
瘍性歯髄炎が 4 例、急性化膿性歯髄炎が 1 例であった。初診時の前治療として、1 例は、齲窩にカンファ
ー・フェノールが塗布されセメント充填されていた。他の 2 例はレジン充填あるいはレジンによる接着がみ
られ、他の 2 例は未処置であった。抜髄後、移植までの期間は 1 週間から 12 週間までであり、少なくとも
移植 2 週間以内に一度、クラビット及びミノマイシンによる根管内貼薬処置を行った。
２ 自己歯髄由来幹細胞の品質規格検査
最終細胞加工産物を融解した際の生存率 (表２)、幹細胞マーカー陽性率 (表３)は下表の通りであった。
いずれも、SOP で定めた品質規格 (生存率 70%以上、CD29 70%以上、CD44 70%以上、CD105 60%以
上、CD31 2%以下) に合格であった。また、感染否定試験はいずれも陰性であり (表４)、品質規格試験
に合格であった。
３ 有害事象
5 例すべてにおいて移植に起因する有害事象はみられなかった。6 ヶ月後まで血液・生化学検査、尿検
査、心電図検査、口腔内局所所見に異常はみられなかった（表５）。また、X 線所見では、４例で歯根膜
腔拡大がみられたが一時的なものであり、時間の経過とともに縮小した。

【表１】 被験者背景
被験者
No

年
齢

性
別

pu0001

44

F

右上顎
第二小臼歯
左下顎
第一小臼歯

pu0003

27

M

pu0004

20

M

pu0005

32

M

pu0006

20

F

患歯

右上顎
中切歯
右下顎
第二小臼歯
左上顎
中切歯

初診時の
齲窩状態
処置なし
セメント充
填＋CC 塗
布あり
破折歯レ
ジン接着
処置なし
レジン
充填あり

歯髄炎
傷病名

抜髄治療から
移植まで

慢性潰瘍性

11 週間

慢性潰瘍性

3 週間

急性化膿性

6 週間

慢性潰瘍性

1 週間

慢性潰瘍性

12 週間

CC: カンファー・フェノール
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細胞供給源
（不用歯）
右上顎
第三大臼歯
右上顎
第三大臼歯
右上顎
第三大臼歯
左下顎
第三大臼歯
左下顎
第三大臼歯

【表２】 最終細胞加工産物を解凍した際の細胞生存率
pu0001

pu0003

pu0004

pu0005

pu0006

80.5%

93.7%

77.3%

85.0%

78.3%

生存率

【表３】 最終細胞加工産物の幹細胞マーカー陽性率
pu0001

pu0003

pu0004

pu0005

pu0006

CD29

97.0%

99.6%

97.7%

99.5%

99.5%

CD31

0.9%

0.9%

0.9%

0.0%

0.5%

CD44

99.8%

99.4%

99.2%

99.8%

99.1%

CD105

80.4%

99.9%

97.0%

98.4%

95.6%

【表４】 最終細胞加工産物、最終細胞加工産物洗浄液の感染性検査結果
pu0001

pu0003

pu0004

pu0005

pu0006

無菌試験

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

エンドトキシン試験

＜1.0EU/ml
(-)
(-)
(-)
(-)

＜1.0EU/ml
(-)
(-)
(-)
(-)

＜1.0EU/ml
(-)
(-)
(-)
(-)

＜1.0EU/ml
(-)
(-)
(-)
(-)

＜1.0EU/ml
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

マイコプラズマ否定試験
HBV
HIV-1
HTLV-1
ウイルス
パルボ
否定試験
ウイルス
HCV

【表５】 細胞移植後の経過
被験者
No
pu0001
pu0003
pu0004
pu0005
pu0006

患歯

有害事象

右上顎
第二小臼歯
左下顎
第一小臼歯
右上顎
中切歯
右下顎
第二小臼歯
左上顎
中切歯

電気歯髄診
歯髄生活反応

MRI

X 線像・
歯科 CT 像

なし

陽性（6 日後）

歯髄像＋

側壁に象牙質添加

なし

陰性*

歯髄像＋

根尖部透過像は
次第に縮小

なし

陽性（6 日後）

歯髄像＋

歯根膜腔の一時的拡大

なし

陽性（28 日後）

歯髄像＋

側壁に象牙質添加

なし

陽性（14 日後）

歯髄像＋

側壁に象牙質添加

*9 か月後に陽性に転じた。

４ 歯髄再生治療法の歯髄再生成功率
電気的歯髄診断により、4 例において、移植後 1 週から 4 週で歯髄生活反応がみられ、その後、24 週
まで歯髄生活陽性反応に変化はみられなかった。MRI では抜髄後の術前ではシグナル強度は非常に低
く。移植直後は高かったが、5 例において、移植後 12 週および 24 週にて正常歯髄とほぼ同様のシグナ
ル強度がみられた（図３）。さらに、X 線所見あるいは歯科用 CT において、3 例において根管内の象牙質
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2.0

【図３】 MRI のシグナル強度の経時的変化

Affected tooth／
normal tooth

1.5

術前として抜髄後、移植直後、12 週後および
24 週後に MRI 撮影を行い、患歯の再生歯髄と正

1.0

常歯の歯髄のシグナル強度を比較。

0.5
0

Before

After

3M

6M

側壁に象牙質の形成・添加がみられ、再生歯髄を保護するような生体防御反応がみられた（表 5）。
1 例では、登録時には慢性潰瘍性歯髄炎と診断され、電気歯髄診にて歯髄生活反応がみられたが、
被験者の来院の都合により、抜髄治療が遅れ、結果としてカンファー・フェノールを 12 週間の長期にわた
り齲窩に塗布された状態となった。よって、抜髄治療時には、すでに、歯髄は失活し、頬側歯肉に瘻孔が
でき、X 線像で根尖透過像がみられた。根管治療後、3 週で瘻孔は消失し、細胞移植後、X 線像および
歯科用 CT 像において、次第に根尖透過像の縮小がみられた。
【 考 察 】
本臨床研究プロトコールでは、6か月（24週）間予後診査を行った。その結果、自己歯髄幹細胞移植に
よる有害事象は5例すべてにおいてみられず、歯髄再生治療法の安全性が確認できた。また、移植時に
すでに根尖部透過像がみられた1例を除く4例において、電気歯髄診による歯髄生活反応陽性が移植後
28日以内にすべて確認できた。また、6か月以降も、国立長寿医療研究センターの倫理・利益相反委員
会の承認を得て長期フォローアップを行った。その結果、移植時にすでに根尖部透過像がみられた1例
においても、9か月36週で歯髄生活反応は陽性に転じた。さらに客観的評価法としてMRIを行った。その
結果、MRIにより、5例において6か月で再生組織のシグナル強度が正常の歯髄とほぼ同等であることが
明らかとなった。また、歯科用CTにおいて、象牙質側壁への象牙質形成がみられた。したがって、歯髄再
生成功率は100%である可能性が示唆された。今後、さらに症例数を増やして、多施設臨床研究におい
て有効性試験を行う予定である。しかしながら、MRIを有効性評価法に用いる場合、多施設において同
一機器が完備されていないという問題がある。したがって、歯科用CTを用いて、象牙質側壁あるいは歯
冠部への象牙質形成を有効性評価法に加え、エンドポイントとすることの可能性に関して、本事業で新た
にイヌ用に歯科用CTを導入して、検討した（p.197- 201）。 その結果、イヌ再生歯髄組織において、歯科
用CTを用いて、病理組織評価と一致する歯冠部・側壁の象牙質形成像がみられた。また、臨床研究の3
症例においても、歯科用CTで象牙質形成がみられた。これまで、歯髄が存在しないと根管内に象牙質形
成は生じないことは知られている。よって、歯科用CTでの象牙質形成をエンドポイントとできる可能性が示
唆された。
【結 論】
自家歯髄幹細胞を抜髄後の根管内に移植した臨床研究 5 例において、歯髄再生治療法の安全性が
確認され、また、電気診および MRI により、有効性が示唆された。
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１１. 非侵襲性歯髄診断装置の開発 （ICG 試薬を用いた歯髄撮像）
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。（特許 1）
【 方 法 と 結 果 】
１． 光源選定実験

各光源を用いて、撮像を行いその鮮明度を検証した結果 光源４で、最良の画像が得られたが、蛍光発
光の確認はできなかった。よって、光量の多い光源を新規製作し、再度実験を行う。
２． 光源選定実験２および、ICG試薬の浸潤度撮像実験
（１） 実験方法
１） 実験１：ICG試薬による蛍光発光の撮像
を行い、その鮮明度を検証する。
２） 実験２：歯にICG試薬を塗布し浸潤度合
いを蛍光発光により検証する。
（２） 結果
１） 実験１結果
光源１：蛍光発光を確認できず。
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光源２：蛍光発光を確認。（図１）

以降実験には、光源２を使用する。
２） 実験２結果
ICGを歯髄組織に塗布後、30分以内に
以下の様な浸潤がみられた。

３． ICG試薬の歯肉透過撮像実験
（１）実験方法
１） 実験１：抜髄せずに試薬を滴下。
２） 実験２：抜髄後に試薬を滴下。
（２） 結果
１） 実験結果
試薬滴下30分後の画像。
①抜髄せずに試薬を滴下（実験１）
②抜髄後に試薬を滴下（実験２）

歯肉の薄い部分は、透過して蛍光発光
を
確認できた。しかし、歯根部までは
蛍光発光が確認できなかった。
４． 分光キューブとイメージングファイバーを用いた
撮像実験
（１） 実験方法
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映像が撮像可能かを検証する。
（２） 結果
分光キューブ内の励起光量が多く、分光ミラーを透過し撮像できなかった。
次回以降の実験には、ファイバー内に励起光を通さず、外部より照射する。
※使用している分光ミラーは、現在入手可能な最高レベルの特性を持った分光ミラーである。
５．生体におけるICG試薬を用いた歯髄撮像実験
（１） 実験方法
生体にICGを投薬し、歯髄の蛍光発光を撮像す
る。
１） 実験１：試薬を静注し、歯髄の蛍光発光
を撮像する。
２） 実験２：イメージングファイバーを用いて、
正常な歯の歯根部分に投薬し、
歯髄の蛍光発光を撮像する。
３） 実験３：イメージングファイバーを用いて、
歯髄を除去した歯の歯根部分に投薬し、
歯髄の蛍光発光を撮像する。
（２） 結果
実験１結果
投薬直後から、歯髄よりも歯肉の蛍光発光が強く、歯髄の蛍光発光が
確認できなかった。

実験２結果

蛍光発光の画像（歯髄有り）

実験３結果

蛍光発光の画像（歯髄除去）

歯髄がある歯では発光がみられ、歯髄を抜去した歯では発光がみられなかった。この結果より、本装置を
用いて歯髄組織の診断を行うことが可能であることが示唆された。しかし、実際の診療で用いるには、より
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鮮明な画像を得る必要がある。このためには、歯肉の発光の影響を受けない近距離で焦点を合わせるこ
とができる撮影装置を開発し、また歯の硬組織により拡散されない蛍光物質を使用することが好ましい。
【 成果発表 】
特許
1) 名称：
「歯髄炎診断マーカー及び歯髄炎診断システム」
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、石田敬雄
出願番号：特願 2009-065111
PCT 出願：2010 年 4 月 12 日
PCT /JP2010/02653（WO2011/128931A1）
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１２. 非臨床試験での感染根管治療後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 】
私どもは、イヌ抜髄後の根管内に歯髄幹細胞を自家移植して歯髄を再生させることに成功している。し
かしながら、この歯髄再生治療を感染根管治療に応用する際には根管内の無菌化が必要である。一方、
私どもは、これまで、ナノバブルと超音波を併用することで薬剤を象牙細管内に深く浸透させ、 根管内を
短期間で無菌化できることを明らかにした。 したがって、本研究では、イヌ感染根管モデルにおいて、こ
の超音波ナノバブル薬剤導入法により根管内を無菌化し、抜髄の際と同様に細胞移植することにより歯
髄が再生されることを明らかにすることを目的とする。まず、イヌ感染根管モデルの根管内に超音波とナノ
バブルを併用してビブラマイシンを一週ごとに導入し、 釣菌後嫌気性培養により、細菌数が検出限界以
下であることを確認後、根管内に自家の歯髄幹細胞を移植し、2週間後に形態観察を行った。超音波と
ナノバブル併用群においては、歯髄および根尖部歯周組織の再生が非併用群に比べて、有意にみられ、
炎症性細胞浸潤はほとんどみられなかった。これらの結果より、超音波ナノバブル薬剤法は感染根管に
おける歯髄再生や、根尖性歯周炎の治療に有用である可能性が示唆された。（原著１－３、特許1）
【 緒 言 】
私どもは近年、歯の延命化をめざした歯髄再生治療法を開発し、まずイヌの歯を抜髄後、無貼薬で数
週間おいた根管内に自家の歯髄幹細胞と遊走因子（SDF-1 あるいは G-CSF）を移植することにより血管と
神経の再生を伴った歯髄が完全に再生されることを明らかにした（Iohara, et al., 2011; 2013）。次に、イヌ
の歯を抜髄後、開放状態にして数週間放置し口腔内細菌を感染させた感染根管歯を作成し、FC（ホル
ムクレゾール）貼薬１週間後、先の抜髄歯と同様に自家の歯髄幹細胞と遊走因子を移植すると歯髄は再
生されるが、炎症性細胞浸潤を伴うことが判明した（未発表）。歯髄幹細胞は他の組織幹細胞と比べて高
い免疫調節能を有している(Ishizaka, et al., 2013)。しかし、歯髄幹細胞移植による感染根管歯の歯髄再
生には根管内の無菌化が必須である。
感染根管歯では、象牙細管内に最大 1,450m の深さまで細菌が侵入しているといわれている。その細
菌を除去するため、通法の根管治療では、根管拡大形成、根管洗浄および根管貼薬が行われている。
しかし、根管は湾曲・狭窄、側枝・副根管の存在など複雑な形態をしており、根管拡大形成のみによる完
全無菌化は非常に困難である。根管拡大形成の目安として、白い象牙質削片がリーマー・ファイルに付
着してからさらに 2〜3 サイズ程度まで上げて最終拡大するとされているが、その場合でも象牙細管内に
細菌が残留する可能性がある。一方、根管洗浄に関しては、これまで過酸化水素水、次亜塩素酸ナトリ
ウム、EDTA、クロルヘキシジンなど種々の薬剤が知られている。根管洗浄は、機械的拡大形成時の洗
浄、細菌・変性物・残存有機質・残存無機質・感染象牙質などの除去を目的としているが（Hulsmann, et
al., 2000）、有機質と無機質を同時に溶解できるものはなく、２つの洗浄液を組み合わせて使用している。
また、洗浄液を根管内の局所に、より効果的に還流させるために、超音波が用いられている（Munley, et
al., 2007; Lottanti, et al.,2009）。これは、根管内に挿入したファイルの周囲に acoustic streaming（音響に
よる流れ）が生じることによるもので、キャビテーション効果により洗浄効果が得られるとされている。しかし
ながら、根管の細部や象牙細管深部まで、洗浄液を超音波洗浄のみで浸透させることは困難であり、薬
剤の根尖外漏洩による刺激も懸念される。さらに、根管貼薬剤として一般に用いられている水酸化カル
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シウム糊剤は、象牙質表層より 1mm 未満の深さまでしか奏功しないといわれている。FC は根管象牙質内
に広く浸透しセメント質まで達すると報告があるが、生体に対し刺激性や毒性が問題となる。また、水酸
化カルシウム糊剤は完全な除去は困難であり、歯髄再生の移植治療前の根管内無菌化を図るために用
いる場合には、残存した糊剤の影響により象牙質壁への細胞の接着性が悪くなり、しかも水酸化カルシ
ウムによる象牙芽細胞への分化促進により歯髄内に過剰な石灰化が生じる可能性がある。また、糊剤に
より根尖部が閉塞されると、根尖周囲組織の niche(微小環境)からの幹細胞の根管内への遊走や血管・
神経の侵入が妨げられ、歯髄再生に支障をきたす可能性がある。
さらに、根管の無菌化を図る方法として、レーザーの根管内照射が知られており、一定の殺菌効果が
得られ、細菌の産生する内毒素(LPS)に対しても効果を示すとされている。しかし、細部にわたる完全無
菌化は困難であり、レーザーの種類によっては歯周組織に影響を与えることも考えられる。
このように、現在用いられている方法では、複雑な根管の細部や象牙細管深部にまで侵入した細菌を
除去することは困難である。私どもは以前より、ナノバブルと超音波を併用することにより象牙細管内に薬
剤を深く浸透させ（超音波ナノバブル薬剤導入法）、根管内を短時間に無菌化できることを報告した（江
場ら, 2011; 川島ら, 2013）。さらに、植物由来の材料により安全性が向上した改良ナノバブルを用いて、
前回のナノバブルと同様に、in vivo において感染根管歯を無菌化できることが明らかとなった。したがっ
て、本研究では、超音波・ナノバブル薬剤導入法を用いて無菌化した感染根管歯に歯髄幹細胞を移植
した場合、歯髄および根尖部歯周組織が再生されるかどうかを検討した。
【 方 法 】
1. ナノバブルと超音波導入法
ナノバブルは水素化大豆レシチン (Hydrogenated soy phosphatidylcholine :HSPC) (日本精化株式
会社) に気体を封入したもの(直径：1μm以下)を使用した。
超音波発生装置 (ソノポールKTAC- 4000、ネッパジーン) を用いて、脱着式照射筒伝搬型プローブ
(ランジュバン振動子がプローブ本体内部に設けられるアプリケータタイプ) の超音波素子 (直径1 mm)
を根管内へ挿入し、超音波を照射した。電圧32V (メーター表記 0.16~0.24W)、周波数1.12 MHz、burst
rate 18.8 Hz、duty比50%で120秒間超音波を照射した。コントロールとして超音波を照射せず120秒間放
置した。
２．in vivo イヌ感染根管モデルの作製
メスの2歳齢のイヌにおいて全身麻酔を施した後、通法どおりに髄腔開拡し#60まで根管拡大形成を行
い、根管口部に綿球をおき、開放状態で14日放置した。その後、綿球を除去しペーパーポイントにて根
管内を乾燥し、釣菌を行いプラディア(昭和薬品化工株式会社)にて感染の確認を行った。また、段階希
釈法にて血液寒天培地 (バイタルメディア、極東) に播種し、5日間嫌気培養後コロニーの形成を観察
した。釣菌後イヌを屠殺し根尖部歯周組織を含め歯を抜去した。その後、エックス線検査を行い、通法
通り縦断面の約5.0 μmパラフィン切片を作製しHE染色後、形態観察を行った。
３. イヌ感染根管モデルにおける無菌化後の歯髄再生治療
前記のメスの1歳齢のイヌにおいて、全身麻酔を施した後、上顎犬歯を抜歯した。歯科用タービンを用
いて、歯髄に到達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
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の溝を入れた。直ちに、輸送液（20μg/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）に入
れ輸送した。輸送後、クリーンベンチ (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分振盪した。振盪後、30回懸
濁した後、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(Sigma)を加え、懸
濁後2,000 rpm、5分遠心した。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。懸濁液を35mmディッシュ (Asahi Technoglass) 上に播種し均一に播種後、CO2インキュベータ（三洋
電機株式会社）（37℃、CO2 5%）内にて培養した。70%コンフルエントに達した後に膜遊走分取法にて歯
髄幹細胞を分取した。すなわち、イヌ初代歯髄細胞を2×104 cells/100 µlで膜上部に播種し、下部構造体
の24 well中に10%イヌ自己血清を含むDMEM中に遊走因子G-CSF (ノイトロジン、中外製薬) を最終濃
度で100 ng/ml入れ、48時間後にG-CSFを取り除き、10%イヌ自己血清を含むDMEMに培地交換した。さ
らに培養して、70 %コンフルエント後に継代し、6代目まで継代し、凍結した。
ついで、術前に細菌数を確認した根管に対して、3~5%次亜塩素酸ナトリウムと3%過酸化水素水にて
それぞれ計2mlずつ交互に洗浄を行い、生理食塩水5mlにて根管を洗浄した。滅菌ペーパーポイントに
て根管内を乾燥後、10％ナノバブルおよび最終濃度35μg/mlになるように調整したビブラマイシン溶液を
根管内に注入し、32Vで120秒間超音波を照射した。コントロールとしては抗菌薬のみ注入し超音波照
射は行わなかった。超音波照射後、生理食塩水で洗浄後，35μg/mlビブラマイシン溶液 (ドキシサイクリ
ン塩酸塩水和物、ファイザー) を根管内にペーパーポイントにて貼薬し、ストッピング(テンポラリーストッ
ピング、ジーシー)とコンポジットレジン(クリアフィル マジェスティLV、ノリタケデンタル)を用いて仮封した．
1週間後に2回目の釣菌を行った後、ナノバブルとビブラマイシン、超音波を再び併用し、その後、ビブラ
マイシンを根管内に貼薬した。その1週間後に3回目の釣菌を行い、再度3者併用処置を行った後、同様
に抗菌剤を貼薬した。釣菌したサンプルは段階希釈法にて血液寒天培地に播種し，5日間嫌気培養後
コロニー数を測定した。同様の操作を4回目まで行い、超音波ナノバブル薬剤導入により根管内の細菌
が検出限界以下となることを確認した。
前記の凍結した自家の歯髄幹細胞5×105個を20μlのscaffold (コーケンコラーゲンインプラント、株式会
社高研) にサスペンドし、さらにG-CSFを100 μg/mlを1.5 μlサスペンドし、根管内に注入した。その上に止
血用ゼラチン (スポンゼル アステラス製薬) をおき、グラスアイオノマーセメント (フジⅨ、ジーシー) お
よびコンポジットレジン (クリアフィルマジェスティＬＶ、クラレノリタケデンタル株式会社) にて窩洞を封鎖
した。移植14日後に根尖部歯周組織を含めて歯を抜去し、通法通り縦断面の約5 μmパラフィン切片を作
製し、HE染色後に形態観察を行った。血管新生はlectin、神経突起伸長はPGP9.5にて免疫染色を行っ
た。また、Dentin Sialophosphoprotein (DSPP) およびEnamelysinのin situ hybridizationにより、側壁に付
着した象牙芽細胞様細胞の分化を検討した。
なお、前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(承認番号; 動25-24、動25-25)の動物実験倫理委員会の承認を得て行った。
【 結 果 】
１. 感染根管のモデルの特徴
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イヌの歯を抜髄後14日間根管開放すると、エックス線検査において根尖部に透過像が認められた (図
１A)。HE染色像においては、歯槽骨の吸収および根尖部歯周組織の破壊がみられ、炎症性細胞の浸潤
がみられた(図１B, D)。根管内細菌をプラディア培地で観察すると、抜髄直後では陰性であったが、14日
開放後では培地が混濁し陽性を示した (図１E)。細菌数は106cfu/ml (図１G)であった。よって、抜髄後14
日間根管を開放することにより感染根管モデルが作製できることを確認した。
２．超音波ナノバブル薬剤導入法を用いたin vivoでの根管内無菌化
イヌ感染根管モデルにおいて、ナノバブルに超音波を当てビブラマイシンを根管内に導入させると、1
回目の適用前で107cfu/mlであった細菌数は、2回目の適用前で103 cfu/mlに減少し、3回目の適用前に
は10 cfu/mlまで減少した。4回目以降の適用前では細菌の検出限界以下にまで減少した。一方、ナノバ
ブルと超音波併用法を使用せず、次亜塩素酸ナトリウムと過酸化水素水を用いて交互洗浄した後にビブ
ラマイシンのみを貼薬したコントロール群では、細菌数は1回目の適用前の106cfu/mlから2回目以降順次
細菌数は減少したが、4回目までに根管内を無菌にすることはできなかった。すなわち、超音波ナノバブ
ル薬剤導入法により、根管内にビブラマイシンを浸透させ無菌化できることが示された。

【図１】 イヌ感染根管モデル
A: 抜髄開放後14日目のX線
像 根尖部に透過像がみられる
B: 抜髄開放後14日目の根尖
部歯周組織のH-E染色 (弱拡
大)根尖部の破壊がみられる
C: 正常根尖部歯周組織の
H-E染色 (コントロール)
D: 抜髄開放後14日目の根尖
部歯周組織のH-E染色 (強拡
大)
炎症性細胞の浸潤がみられる
E: 抜髄開放後14日目の根管
より釣菌したプラディア試験 培
地が混濁している
F: 抜髄直後の根管より釣菌し
たプラディア試験 (コントロー
ル): 抜髄開放14日後の段階希
釈法の結果コロニーの形成を
認められる
H: 抜髄直後段階希釈法の結果
(コントロール)
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５．超音波ナノバブル薬剤導入法によるイヌ感染根管無菌化後の歯髄再生
イヌ感染根管モデルを用いて、前記のように超音波ナノバブルによるビブラマイシン導入を１週間ごと
に4回行って無菌化を確認の後、根管内に自家の歯髄幹細胞を遊走因子とともに移植すると、2週間後に
は歯髄組織および根尖部歯周組織の再生がみられ、炎症性細胞浸潤や内部吸収はほとんどみられなか
った（図２A, B, C）。象牙質壁には象牙細管に突起を伸長させた象牙芽細胞（図２D）がみられ、象牙芽
細胞のマーカーであるDentin Sialophosphoprotein (DSPP) および EnamelysinのmRNAの発現がみられ
た（図２E, F）。また、再生歯髄組織内には、神経突起伸長 (図２G)および血管新生 (図２H)が認められ
た。一方、貼薬のみで同様に移植した場合には、歯槽骨の吸収や炎症性細胞浸潤がみられ、歯髄組織
の再生はほとんどみられなかった (図２I, J)。
【図2】 超音波ナノバブル薬剤導入後の歯
髄再生
歯髄幹細胞移植後14日
A-H: 超音波ナノバブルによるビブラマイシ
ン導入
ビブラマイシン貼薬のみ

I, J:

A-H, I, J: HE染色
A: 再生歯髄（弱拡大）
B: 根尖部（強拡大）
C: 再生歯髄内（強拡大）
D: 根管壁（強拡大）(→):象牙芽細胞様
細胞
E: in situ hybridization

DSPP

F: in situ hybridization

Enamelysin

G: 再生歯髄 PGP9.5染色 (→): 神経
細胞突起
H: 再生歯髄 レクチン染色 (→): 血管
I: 根尖部 (弱拡大)
歯髄様組織は確認できなかった
J: 根尖部（強拡大）
炎症性細胞の浸潤がみられる
【 考 察 】
根管内の無菌化は、歯髄再生を図るうえで重要な課題である。また根管治療の予後不良の原因の多く
が、根管内に残存した細菌であると考えられている。根管内の無菌化は歯髄再生のみならず、歯内治療
における予後にも影響すると考えられる。当研究室では、以前、スフインゴミエリンを材料とするナノバブ
ルを用いて、濃度5%、30V、120秒間超音波照射することにより、in vitroで根管内に感染したGFPラベル
のE. faecalis が有意に減少することを明らかにした（江場, 2011）。しかしながら、本薬剤導入法を臨床応
用する際には、安全性と安定性に優れたナノバブル製品の開発が必要である。よって、より安全性の高
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い水素化大豆レシチンを材料にしたナノバブルを新たに作製し、in vitroにおけるナノバブル崩壊実験お
よび薬剤浸透実験により最適条件は超音波電圧32V (メーター表記 0.16~0.24W)、ナノバブル濃度10%
であることが明らかになった。
イヌの感染根管モデルに関しては、これまで、抜髄あるいは冠部歯髄を除去後 2〜3週間開放すると、
エックス線検査にて根尖部に透過像がみられ、形態学的解析により根尖部歯周組織の破壊や歯槽骨の
吸収および炎症性細胞の浸潤がみられるといわれている。本実験においても、抜髄後14日間開放すると、
エックス線、3D-CT検査ならびに形態学的解析にて同様の所見がみられ、さらに根管内からの釣菌で細
菌が検出されたことから感染根管の成立を確証した。
次に、この感染根管モデルを用いて超音波ナノバブル薬剤導入法による無菌化後の歯髄・根尖歯周
組織再生を検討した。超音波とナノバブルを併用して薬剤を2回導入したのち、1週間後に根管内から釣
菌すると、貼薬のみと比べると有意に細菌が減少していた。さらに、3回導入すると細菌は、検出限界以下
になった。また、3D-CTにより根尖透過像の減少が確認された。よって、ナノバブルと超音波の併用は象
牙細管内に侵入した細菌の根絶に有効であると考えられた。続いて行った歯髄幹細胞移植では、超音
波ナノバブル薬剤導入により細菌が検出限界以下に達した根管では、歯髄組織ならびに根尖部歯周組
織再生がみられ、貼薬のみの根管では歯髄様組織は確認できず、根尖外に炎症像を認めた。本歯髄再
生治療法のメカニズムとしては、移植歯髄幹細胞が直接歯髄固有の細胞あるいは血管・神経に分化する
わけではなく、移植歯髄幹細胞がtrophic factor(栄養因子)を分泌し、歯周囲組織（歯根膜や骨髄、血管
など）のniche(微小環境)から幹細胞・前駆細胞が根管内に遊走して、増殖、抗アポトーシス、血管新生、
および神経突起伸長を促進効果により歯髄、血管、神経が再生されるものと考えられている（Iohara, et al.,
2011; 2013）。したがって、本感染根管歯モデルでは、超音波ナノバブル薬剤導入により根管内が無菌
化・無毒化され、根尖部組織への起炎物質がなくなり根尖部の炎症が消退することにより、幹細胞の
niche(微小環境)が移植細胞からのtrophic factor(栄養因子)の影響を受けやすくなり、前記の歯髄再生メ
カニズムが働いたものと考えられる。以上のことから、超音波ナノバブル薬剤法は感染根管における歯髄
再生や、根尖性歯周炎の治療に有用である可能性が示唆された。
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１３.

膜遊走分取法を用いたブタ歯髄・骨髄・脂肪由来幹細胞の分取と特性
国立長寿医療研究センター 中島美砂子、村上真史、広瀬雄二郎

【 要 旨 】
幹細胞性・再生誘導能力に優れた間葉系幹細胞 (MSCs: Mesenchymal stem cells) の分離方法を開発するこ
とは細胞治療にとって重要である。そこで我々は、G-CSF の濃度勾配を利用して未分取歯髄幹細胞 (DPSCs:
Dental pulp stem cells) から幹細胞性・再生誘導能力に優れた膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs: Mobilized
DPSCs) を分離できる膜遊走分取法を開発した。しかし、この方法は歯髄組織に対してしか検討されていない。よ
って本研究では、現行の細胞治療において広く細胞供給源として利用されている、骨髄・脂肪組織に対する膜遊
走分取法の有用性を検討した。
未分取骨髄幹細胞 (BMSCs: Bone marrow stem cells) 及び未分取脂肪幹細胞 (ADSCs: Adipose derived
stem cells) に膜遊走分取法を応用し、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs: Mobilized BMSCs) 及び膜分取脂肪幹
細胞 (MADSCs: Mobilized ADSCs) を得た。各膜分取幹細胞を各未分取幹細胞と、幹細胞マーカーの発現、
血管誘導・神経栄養因子発現、増殖能、遊走能および血管・神経分化能を比較した。その結果、由来組織に関
わらず膜分取幹細胞が未分取幹細胞より優れていた。また、細胞培養上清の in vitro における trophic 効果は、
各膜分取幹細胞の方が各未分取幹細胞よりも優れていた。歯根異所性移植モデルでは、各膜分取幹細胞移植
群が各未分取幹細胞移植群と比較して、再生歯髄組織量が多く、組織中の細胞密度、血管密度ともに高かっ
た。
以上の結果から、膜遊走分取法により、幹細胞性が高く再生誘導能に優れる幹細胞を、歯髄からだけでなく骨
髄・脂肪からも分離できることが示された。また、膜分取幹細胞移植群が未分取幹細胞移植群に比べ歯髄再生
能が優れていた理由として、血管誘導・神経栄養因子発現および trophic 効果が高いためであることが示唆され
た。
【 緒 言 】
間葉系幹細胞は様々な疾患の治療に応用できる可能性がある (Sataji, et al., 2009)。また、骨髄・脂肪・歯髄・
歯周組織・軟骨・筋肉・皮膚・角膜など様々な部位より分離できるとの報告がある (Bronckaers, et al., 2014)。
MSCs は不均一な集団であり (Corselli, et al., 2013)、その中でも、細胞治療に有用な細胞集団が存在することが
示されている (Orlic, et al.,2001. Gronthos, et al., 2003)。しかしフローサイトメトリーを用いた場合には細菌のコン
タミネーションの問題がある (Ito, et al., 2009)。そして CD34+MSCs のみが CliniMACS®で臨床応用可能である
(Braakman, et al., 2008)。
そこで我々は、少量の組織からでも、安全・安価・高効率に幹細胞を分取し、臨床で用いられる基準（GMP）を
満たす方法として膜遊走分取法を開発した (1, 2)。今までの研究で膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs: Mobilized
DPSCs) が未分取歯髄幹細胞 (DPSCs: Dental pulp stem cells) よりも細胞治療の供給源として有効であることを
示した。しかし、歯髄は供給可能な歯が無い場合など、細胞治療の幹細胞供給源として限界がある。現在、細胞
治療において広く臨床応用されているのは骨髄・脂肪幹細胞である (Bronckaers, et al., 2014. Gimble, et al.,
2007)。
未分取骨髄幹細胞 (BMSCs: Bone marrow stem cells) 及び未分取脂肪幹細胞 (ADSCs: Adipose derived
stem cells) から膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs: Mobilized BMSCs) 及び膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs:
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Mobilized ADSCs) を分離し、膜遊走分取法が骨髄・脂肪にも有効であることを確認したという報告はまだない。
今回の実験では、ブタ同一個体より分離した DPSCs・BMSCs・ADSCs をそれぞれの MDPSCs・MBMSCs・
MADSCs と比較し、骨髄・脂肪組織にも膜遊走分取法が有効であるかを検討した。
【 材料と方法 】
1. 細胞分離と培養条件
ブタの同一個体由来の下顎より、小臼歯の歯髄組織・脂肪・骨髄組織を分離した。細切後、37℃にて 30 分
0.2% collagenase (Worthington, Lakewood, NJ) で酵素消化して細胞を分離し、10%ヒト血清含有の DMEM
(Sigma) 中にコロニー形成濃度 (≤ 1×104 cells/ml) で播種した。5%CO2 インキュベーターにて 37℃で培養し、
コロニーを形成した歯髄 (dental pulp)、骨髄( bone marrow) そして脂肪 (adipose) 由来の MSCs (DPSCs、
BMSCs、ADSCs) を得た。その後、2 代目からは 60~70%コンフルエンスで継代し、6~7 代目で、各組織とも未分
取幹細胞として実験に使用した。2 代目未分取幹細胞を膜遊走分取法にかけることで膜分取歯髄・骨髄・脂肪幹
細胞 (MDPSCs, MBMSCs, MADSCs) を得た。膜遊走分取法は膜遊走分取器の上部構造として、セルカルチャ
ー・インサート (Polycarbonate Membrane、Transwell® Inserts、2x105 ポア/cm2、ポアサイズ 8 μm) (Corning)を、
下部構造として 24 well plate (直径 15.0 mm、開口部の直径 15.0 mm、高さ 22.0 mm) (Falcon)を用いた。ただし、
膜は、細胞が接着しないように表面修飾処理した (3)。この表面処理は安全性を考慮し、すでに医療機器承認
済みの人工透析膜(承認番号 22200BZX00871000)の表面処理と同じものを用いた。この膜上部に、ヒト 2 代目歯
髄細胞を 2×104 cells/100 l あるいは 1x105 cells/100l 播種し、下部構造体の 24 well 中に 10%ヒト血清を含むダ
ルベッコ社製の改変イーグル培地 (DMEM) 中に G-CSF を最終濃度で 100 ng/ml 入れ、48 時間後に G-CSF を
取り除き、10%ヒト血清を含む DMEM に培地交換し、24 well 下部に付着した細胞数を位相差顕微鏡下で測定し
た。
2. フローサイトメトリーによる細胞表面マーカーの解析
G-CSF を用いて膜分取した上記の各膜分取幹細胞及び各未分取幹細胞を 6~7 代目で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発現率を測定した。すなわち、2%血清を含む DMEM 中に 1×106 cells/ml で
細胞を分散させ、幹細胞マーカー抗体を用いて 4℃で 60 分ラベル後、フローサイトメトリーを行った。用いた抗体
は、ウサギ IgGnegative control (Alexa488) (#4340) (Cell Signaling technology, Beverly, MA), マウス IgG2a
negative control (FITC) (RTK4530) (Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Germany), マ ウス IgG2b
negative control (Alexa488) (MCA928PE) (Abcam, Cambridge, UK), そして抗 CD105 (Alexa488) (orb10285)
(Biobyt, Cambridge, UK), 抗 CXCR4 (FITC) (12G5) (R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN), 抗 G-CSFR
(Alexa488) (S1390) (Abcam) である。生細胞と死細胞の区別は PI での染色により判別した。
3. Real-time RT-PCR を用いた幹細胞マーカーと，血管・神経栄養因子の発現
Total RNA を Trizol (Invitrogen) を用いて各組織由来の未分取幹細胞、及び膜分取歯髄幹細胞の 6~7 代目
から分離し、ReverTra Ace (TOYOBO)にて First-strand cDNA を合成し、Light Cycler-Fast Start DNA master
SYBR Green I (Roche Diagnostics)でラベル後、血管誘導因子、神経栄養因子の real time RT-PCR を Light
Cycler (Roche Diagnostics) にて、95℃で 10 秒、65℃で 15 秒、72℃で 8 秒のプログラムで行った。幹細胞マーカ
ーとして、Sox2 と chemokine (C-X-C motif) receptor 4 (CXCR4)、血管誘導因子および神経栄養因子として、
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(MMP)-3、vascular endothelial growth factor (VEGF)、granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)、brain-derived neurotrophic
factor (BDNF)、glial cell derived neurotrophic factor (GDNF)および neuropeptide Y (NPY) のプライマーを用いた (4, 5, 6)。
G-CSF は新たにプライマーを作成し評価した (Forward: 5’ CTGGACTGGGAGGTAGTTG 3’; Reverse: 5’
CTTAGGGTAGGGGTTCACTC 3’)。各 mRNA の発現量は β-actin で標準化した。

4. 遊走能及び増殖能測定
遊走能の比較を TAXIScan-FL (Effector Cell Institute, Tokyo) による Real time 水平化学走化性分析にて行っ
た。すなわち、6 μm の孔のあいた silicon 及びガラスプレートの間に、細胞の大きさに最適化 (8 μm) したチャン
ネルを形成し、チャンネル内の一端に細胞 (105 cells/ml を 8μl) を注入した。100 ng/μl の遊走因子 (G-CSF)を
一定濃度勾配に形成させるように 1 μl ずつ反対側にいれた。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。
増殖能については、96 well に 103 cells で播種し、10%ヒト血清を培地に添加した。10 μl 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。
5. In vitro での血管内皮細胞及び神経への分化能
血管内皮細胞への分化能、そして神経への分化能は、それぞれ以前と同様の方法（Iohara, et al., 2008, 2006）
を用いて評価した。
6. 培養上清の効果検討
得られたヒト膜分取歯髄幹細胞における培養上清 trophic effect を評価するために，各細胞 6~7 代目において
無血清状態で 24 時間培養後、それぞれの培養上清を採取し、Centrifugal Filter Units (Millipore)を用いて 25 倍
に濃縮し使用した｡その後タンパク濃度を一定にして下記実験に使用した。
増殖促進能比較実験では、NIH3T3 細胞を 96 well に 103 cells で播種し、各細胞培養上清より濃縮したサン
プルを 5μl/ml で培地に添加した。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。細胞を含有しない well を negative
control とした。
遊走促進能比較実験では、real time 水平化学走化性分析を TAXIScan-FL (Effector Cell Institute)を用いて行
った。すなわち、チャンネル内の一端に NIH3T3 細胞 (105 cells/ml を 8μl) を注入し、各細胞由来の濃度を一定
にした培養上清を 1 μl 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｡
各細胞の培養上清における血管内皮細胞への分化促進能を評価するために human umbilical vascular
endothelial cell (HUVEC) line (7F3415) (Lonza)が用いられた。HUVEC が 35 mm ディッシュで 60-70%コンフルエ
ンスに達したところで 2% FBS、5μg/ml の各細胞の培養上清、22.5 μg/ml ヘパリン、
1 μg/ml アスコルビン酸そして 0.2 μg/ml ヒドロコルチゾンが添加された DMEM に培地を変え、3 日ごとに培地交
換をしながら 11 日間培養した。その後 4%PFA で固定し免疫染色を行った。一次抗体としてマウス抗 Cadherin 5
(VE-Cadherin or CD144) (75) (BD biosciences) (1: 200)を 1 時間室温で反応させ、二次抗体として Alexa Fluor
488 goat anti-mouse IgG (H+L) secondary を 1 時間 RT で反応させた。核染色を 5 μg/ml Hoechst 33342
(Sigma-Aldrich)にて行った後、BZ-9000 解析ソフト (KEYENCE, Osaka, Japan) を用いて管腔を計測した。
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各細胞の培養上清における神経突起伸長能を評価するために human neuroblastoma cell line (TGW cells)
(clone 0618) (JCRB Cell Bank) が用いられた。まず TGW 細胞を 35 mm ディッシュに 5.0×104 cells/ml で播種し
10% FBS 添加の DMEM で 24 時間培養した。その後、5μg/ml の各細胞の培養上清が添加された DMEM に培
地を変え 12 時間培養し、神経突起伸長の長さを Suite V3 (Leica) を用いて評価した。少なくともサンプルごとに
100 個の細胞で突起の長さを測定した。
次に、各細胞の培養上清における免疫抑制能を比較するため、mixed lymphocyte reactions (MLR) assay (混
合リンパ球反応試験)を行った。まず、被験者に説明書をもって説明し、同意を文書で得た後、採血した。直ちに
ベノジェクト真空採血管 (TERUMO)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
含有 RPMI1640 で 96well plate にて 48 時間共培養した｡さらに、各細胞の濃縮培養上清を 5μg/ml で添加し、
Tetra-color one® (Seikagaku Kogyo, Co., Tokyo, JAPAN) (MTT 法)を用い、増殖活性を経時的に測定し、培養上
清添加による PBMC 増殖抑制効果を比較した｡
各細胞の培養上清における抗アポトーシス能を評価するために NIH3T3 cells が終濃度 500 nM のスタウロスポ
リン (Sigma-Aldrich) を添加した DMEM 中で培養された。同時に DMEM に各細胞の培養上清 5 μg/ml を添加
し 3 時間培養後、アポトーシス細胞の占める割合を、Annexin V-FLUOS Staining Kit (Roche Diagnostics)を用い
標識し、フローサイトメトリーで測定した。
7. 異所性歯根移植モデルによる歯髄再生促進作用
ブタ前歯の歯根を長さ6 mmに切断し、直径1 mm幅に拡大し、片側をリン酸亜鉛セメントにて封鎖した。各細胞
を、この根管内にcollagen TE (Nitta Gelatin) とともに注入し、5週齢のSCID mice (CB17, CLEA) に皮下移植し
た。21日後、歯根を回収して通法に従いパラフィン標本を作製し、HE染色後、組織再生量の比較を行った。
また血管新生量の評価を免疫染色で行った。一次抗体としてRECA1 (HIS-52) (Monosan, San Diego, CA) (1:
200) をRTで1時間、二次抗体としてTEXIS RED® anti-rabbit IgG (H+L) (Vector Laboratories) (1: 200) をRTで1
時間作用させ解析した。
さらに、再生組織が歯髄であることの証明としてtotal RNAを抽出し、mRNAの発現量を比較した。歯髄バイオ
マーカーとして、thyrotropin-releasing hormone degrading enzyme (TRH-DE) そしてSyndecan3, 歯周組織マーカ
ーとして、periostin 及び periodontal ligament associated protein (PLAP) mRNA発現を検討した。これらの
mRNA発現量はSCIDマウスの前歯部から得られた歯髄と歯根膜組織由来のmRNAと比較した。
また、移植後21日の再生組織の歯髄バイオマーカーを評価するために、TRH-DEのタンパク発現量をウエスタ
ーンブロットにより確認した。SCIDマウスの前歯部から得られた歯髄由来のタンパクをコントロールとした。抗
TRH-DE (N-18) (1:1,000) (sc-83177) (Santa Cruz Biotechnology Inc, CA) 及び抗β- actin antibody (RB-9421)
(Neo-Markers, Fremont, CA) が使用され、タンパク質のバンドは ImmunoStar®Zeta (Wako)によって検出され
た。
【 結 果 】
1. 膜分取幹細胞の分離と特徴
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膜分取幹細胞は由来組織に関わらず紡錘状あった (図1A)。幹細胞性の高さを、フローサイトメーターを用い
て細胞表面マーカーにて評価した (表1)。膜分取幹細胞はCXCR4 及びG-CSFR陽性細胞の率が高いことがわ
かっている (1, 2)。今回の実験でも、膜分取幹細胞は由来組織に関わらず、未分取幹細胞と比較してCXCR4
及びG-CSFR陽性細胞の率が高いことがわかった。一方でCD105陽性率には差がみられなかった。またMDPSCs
のCXCR4陽性率はMADSCsより高く、MDPSCsとMADSCsのG-CSFR陽性率はMBMSCsよりも高かった。
幹細胞マーカー (Sox2、CXCR4)、及び血管・神経栄養因子 (MMP3、VEGF、BDNF、GDNF) のmRNA発現
は各組織でも未分取幹細胞と比較して膜分取幹細胞で有意に高かった (表2)。
遊走能の比較では膜分取幹細胞で、特にMADSCsにおいて、未分取幹細胞と比較して有意に高く、MDPSCs
とMADSCsはMBMSCsと比較しても遊走能が優れていた (図1B)。
増殖能の比較では、膜分取幹細胞が未分取幹細胞と比較して高いだけでなく 、MDPSCs とMADSCsが
MBMSCsと比較して高かった (図1C)。
幹細胞の多分化能は血管内皮細胞への分化誘導 (図1D) 及び神経細胞への分化誘導 (図1E、1F) で評価
された。血管の管腔形成能 (図1G) 及びニューロスフェアー形成能 (図1H) は各組織とも膜分取幹細胞で優れ
ていた。MDPSCsは3つの膜分取幹細胞の中で最も血管内皮細胞への分化能、及び神経細胞への分化能で優
れていた。神経マーカーであるneurofilament、neuromodulin及びSCN1αのmRNA発現は、由来組織に関わらず、
未分取幹細胞と比較して膜分取幹細胞で有意に高かった (図1I)。
2. 培養上清の効果
次に膜分取幹細胞の培養上清 (conditioned media : CM) におけるtrophic 効果の評価を行った。膜分取幹細
胞のCMが増殖能と遊走能、そして免疫抑制能と抗アポトーシス能に与える影響を検討した。各組織とも、膜分取
幹細胞のCMは未分取幹細胞と比較して、NIH3T3 cellsに対する増殖促進能 (図2A) 及び遊走促進能 (図2B)
が高かった。特にMDPSCsのCMは最もよく増殖を促進していた。MDPSCsとMADSCsのCMはMBMSCsと比較し
て遊走促進能が高かった。また、由来組織に関わらず膜分取幹細胞のCMは未分取幹細胞のCMと比較して免
疫抑制能が高いことを示していた (図2C)。
【表 1】 フローサイトメトリーによる幹細胞表面マーカーの発現比較

【表 2】 幹細胞マーカー、血管新生因子、神経栄養因子マーカーの mRNA 発現比較
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【図 1】 膜分取幹細胞の特性
A. 2 代目膜分取幹細胞
B. G-CSF に対する各細胞の遊走能
C. 各細胞の増殖能
D. マトリリゲル上での血管内皮細胞への分化能力
E. ニューロスフェアー形成能力
F. 神経突起伸長能力
G. 管腔形成長の比較
H. ニューロスフェアーの平均直径
I.

Neurofilament、neuromodulin 及び sodium channel voltage-gated type I α (SCN1α) 発現量
各細胞のCMを11日間、HUVECsに作用させた結果、サンプルに関わらず、管腔形成が確認された (図2D)。

統計学的解析により、各膜分取幹細胞のCMは各未分取幹細胞のCMと比較して、管腔形成誘導能に優れてい
た (図2F)。特に、MDPSCsのCMは3つの膜分取幹細胞の中で最も優れた管腔形成能を示していた。
TGW細胞における神経突起伸長誘導能に関しては、各組織とも膜分取幹細胞のCMは未分取幹細胞のCMと
比較して優れていた (図2E、2G)。MDPSCsのCMはMBMSCsと比較して神経突起伸長誘導能が高かった。
また、抗アポトーシス能の評価では、NIH3T3 cellsの生存率が各未分取幹細胞のCMと比較して各膜分取幹細
胞のCMで有意に高かった (図2H)。特に、MDPSCsのCMは3つの膜分取幹細胞の中で最も優れた抗アポトーシ
ス能を有していた。
3. 歯髄再生誘導能
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膜分取幹細胞の歯髄再生誘導能を評価するために、SCIDマウス異所性歯根移植モデルを用いた。血管構
造が確認される歯髄様組織が各組織とも膜分取幹細胞移植群において移植後21日で確認された (図3A, 3B,
3D, 3G)。
組織再生量と再生組織内における細胞密度は、由来組織に関わらず分取幹細胞移植群と比較して膜分取幹
細胞移植群で有意に高かった (図3A, 3C, 3E, 3F)。由来組織による再生量の違いを見ると、MDPSCs移植群に
おいて組織再生量が最も多かった。
RECA1の免疫染色を見てみると、移植後の再生組織内における血管新生量は、由来組織に関わらず未分取
幹細胞移植群と比較して膜分取幹細胞移植群で有意に高いことがわかった。MDPSCs移植群はMBMSCs移植
群と比較してより多くの血管新生が確認された (図3D, 3G)。

【図 2】 培養上清 (conditioned media : CM) の trophic 効果の評価
A. NIH3T3 の増殖能に及ぼす影響
B. NIH3T3 の遊走能に及ぼす影響
C. 混合リンパ球反応 (MLR: mixed lymphocyte reaction) による免疫抑制能評価
D. HUVECs を用いた管腔形成誘導能力評価
E. TGW 細胞を用いた神経突起伸長誘導能力評価
F. 管腔形成長の比較
G. 神経突起長の比較
H. NIH3T3 を用いた抗アポトーシス能の比較
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【図 3】 SCID マウスを用いた異所性移植モデルにおける歯髄組織の再生
A, B. 再生組織の HE 染色像
C. Hoechst 33342 による核染色 (組織内細胞密度)
D. RECA1 の免疫染色
E. 根管内における再生組織の占める面積
F. 再生組織内の細胞密度
G. 再生組織内の血管密度
H. 歯髄バイオマーカーTRH-DE の再生組織内における発現
再生組織が歯髄であることの証明としてtotal RNA及びタンパク抽出し、歯髄バイオマーカーが確認された。
TRH-DE とSyndecan3のmRNAの発現量を比較したところ、由来組織に関わらず分取幹細胞移植群と比較して
膜分取幹細胞移植群で有意に高く、それらはSCIDマウスの前歯部から得られた歯髄のmRNAと類似していた
(表3)。また、TRH-DEタンパクの発現は全ての細胞移植群でSCIDマウスの正常歯髄と同レベルで検出された
(図3H)。
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【表 3】 SCID マウス異所性再生歯髄における歯髄、歯根膜、マーカーmRNA 発現

【 考 察 】
ヒトおよびイヌの未分取歯髄幹細胞 (DPSCs) に対し膜遊走分取法を用いることで、G-CSF の濃度勾配を利用
し、歯髄再生能が高く、安定した形質をもつ膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs) を分取できることが本プロジェクトで
明らかにできた (IV-１, ７)。その中で、膜分取歯髄幹細胞は未分取歯髄幹細胞と比較して、CXCR4 及び
G-CSFR 陽性細胞を多く含み、高い増殖能、高い遊走能、そして優れた trophic 効果を示している。
本項の研究では歯髄と同様に、未分取骨髄幹細胞 (BMSCs) 及び未分取脂肪幹細胞 (ADSCs) を膜分取
骨髄幹細胞 (MBMSCs) 及び膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs) と比較して、膜遊走分取法が骨髄・脂肪にも有
効であるか検討した。
フローサイトメトリーを用いた細胞表面の幹細胞マーカー発現率を比較したところ、膜分取幹細胞は由来組織
に関わらず未分取幹細胞と比較しCXCR4そしてG-CSFR陽性細胞の率が高いことがわかった。また、歯髄膜分
取幹細胞と同じように、骨髄及び脂肪膜分取幹細胞でも未分取幹細胞と比較し増殖能と遊走能が高かった。こ
れらの結果は、歯髄だけでなく骨髄・脂肪組織に対しても膜遊走分取法が有効であることを示している。
さらに、異所性歯根移植モデルにおいて、各組織とも膜分取幹細胞移植群が未分取幹細胞移植群よりも歯髄
再生誘導能に優れることが分かった。近年の研究で、幹細胞移植の有用な効果は細胞より分泌されるtrophic
factorが大きく関与しているとの報告がある (Bronckaers, et al., 2014)。本プロジェクト研究報告でも、移植した幹
細胞が出すtrophic factorが、周囲組織からの再生に必要な細胞の遊走を促進することを示した (IV-１, ７)。また、
これらのtrophic factorは血管・神経再生を誘導しin vivoでも働いていることも示してきた。したがって、本研究では
各組織の膜分取幹細胞と未分取幹細胞のtrophic効果を検討するために各細胞より分離・濃縮した培養上清
(CM) を実験に用いた。その結果、膜分取幹細胞のCMは、由来組織に関わらず、未分取幹細胞のCMと比較し
て増殖能、遊走能、免疫抑制能、血管新生能、神経突起伸長能、そして抗アポトーシス能が優れていることが分
かった。それに加えて、MMP3、VEGF、GDNF及びBDNFのようなtrophic効果を発揮するmRNAが未分取幹細胞
と比較して膜分取幹細胞で発現していることも明らかとなった。
本研究では、どの幹細胞も同一個体より分離してきた。そこで幹細胞の特性を由来組織の違いにも着目して比
較した。3種類の膜分取幹細胞の中でMDPSCsは最も高い増殖能、血管内皮細胞及び神経細胞への分化能力
を示した。CMのtrophic効果においては、増殖促進能、血管新生誘導能、抗アポトーシス能、そしてin vivoでは
歯髄再生誘導能においてMDPSCsが優れていた。さらには、MBMSCsとだけ比較するならば、より高いG-CSFR
陽性率、遊走能、CMのtrophic効果における遊走促進能、神経突起伸長促進能、再生歯髄組織内におけるより
高い細胞と血管密度がMDPSCsで認められた。MBMSCsとMADSCsの比較においては、MADSCsがより高い
G-CSFR陽性率、遊走能、増殖能、CMのtrophic効果における遊走促進能、再生歯髄組織内における細胞密度
を示していた。これらの結果は、由来組織の違いにおける幹細胞性と、再生誘導能の違いによるものだと考えら
れる (Yamada, et al., 2006)。その一方で、G-CSFを用いた膜遊走分取法が、由来組織に関係無く、細胞治療に
有用な幹細胞の画分を分取できるということが分かった。また、ヒト、イヌばかりでなく、ブタでも応用できたことから、
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動物種を超えた膜遊走分取法の有用性が示唆された。
膜分取幹細胞の高いパラクリン効果は、罹患組織の微小環境を変化させ、傷害を受けている細胞を保護し、
細胞の生存を助け、血管新生や神経再生などの内在性の修復メカニズムを活性化する役割を担っていると考え
られる。膜分取幹細胞は遺伝子学的な変異や前処理を必要とせず、疾患部位への高い遊走能を有する可能性
が有る。また腫瘍形成の心配もなく、それらを細胞治療に応用するにあたり、倫理的な問題も少ない。これらより、
膜遊走分取法により分離した膜分取細胞は、幅広い臨床への応用が期待できる。
【 成果発表 】
原著論文
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Ishizaka R., Hayashi Y., Iohara K., Sugiyama M., Murakami M., Yamamoto T., Fukuta O., Nakashima M.:
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１４. 膜遊走分取法を用いたイヌ他組織幹細胞の抜髄後根管内自家移植による歯髄再生能の比較
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 】
歯髄幹細胞の G-CSF に対する遊走作用を利用して分取した、膜分取歯髄幹細胞は、自家移植による歯髄組
織の再生治療において、安全で効果的な細胞である (IV-５，７)。しかし、自家歯髄組織の供給は、高齢になるに
つれ、限界が生じることから、歯髄幹細胞に替わる、間葉系幹細胞の供給源が必要である。本研究では、イヌ同
一個体から、歯髄、骨髄、脂肪幹細胞を膜遊走分取法によって分取し、細胞の形質、歯髄再生能を比較した。フ
ローサイトメトリーの結果、CXCR4、G-CSFR 陽性率は、膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)と膜分取脂肪幹細胞
(MADSCs)は同等であったが、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)は、それらと比較して低かった。培養上清(CM)に
よる血管誘導能、神経突起伸長能、遊走促進能、アポトーシス抑制能は、MDPSCs CM が、MBMSCs CM、
MADSCs CM と比較して高かった。イヌ抜髄後根管内移植モデルを用いて、歯髄再生能を比較したところ、
MDPSCs、MBMSCs、MADSCs のいずれを移植した時も歯髄様組織が再生された。しかし、歯髄再生量、新生
血管密度、神経線維密度は、MDPSCs 移植再生歯髄組織が、MBMSCs、MADSCs 移植再生歯髄組織と比較し
て高かった。また、MBMSCs 移植再生歯髄組織において、多く線維化が多く見られた。
以上の結果から、MBMSCs、MADSCs の移植によって、歯髄組織が再生されるが、MDPSCs 移植時と比較する
と、歯髄再生能、血管新生能、神経再生能は劣ることが明らかとなった。結論として、歯髄／象牙質再生におい
て、骨髄、脂肪組織由来の幹細胞が歯髄幹細胞の代替として使用できる。（原著 1－３）
【 緒 言 】
歯髄組織は、歯の恒常性維持において必要不可欠な働きを担っている。歯髄組織の機能の維持は、歯の延命
化と、生活の質の改善に寄与する。そこで、歯髄組織の機能を維持するために歯髄再生療法を臨床応用するこ
とが必要である。
これまで、私どもは、イヌ抜髄後根管内移植モデルを用いて、歯髄 CD31- SP 細胞や CD105+細胞を Stromal
cell-derived factor (SDF-1)と共に自家移植することで、歯髄組織が再生することを明らかにした (Iohara, et al.,
2011, 2013)。歯髄 CD31- SP 細胞、CD105+細胞は、マウス下肢虚血モデル、ラット脳梗塞モデルを用いて未分取
歯髄幹細胞と比較して、高い血管新生能、神経再生能を有することがわかっている(Iohara, et al., 2008;
Nakashima and Iohara, et al., 2009; Sugiyama, et al., 2011; Ishizaka, et al., 2013)。また、歯髄再生能においても、
CD105+細胞の自家移植によって、未分取歯髄幹細胞よりも高い歯髄再生能を示すことがわかっている (Iohara,
et al., 2011)。さらに、これらの歯髄幹細胞の画分と SDF-1 を共に移植する方が、SDF-1 のホーミング作用により
CXCR4+細胞が根管内に遊走されるので(Jiang L., et al. 2008)、細胞のみを移植するより多くの歯髄組織が再生
される (Iohara, et al., 2008; Nakashima and Iohara, et al., 2009)。
しかし、歯髄 CD31- SP 細胞や CD105+細胞は、フローサイトメトリーを用いて分取する必要があり、安全性に問
題があり、また、SDF-1 は未だ薬事認可が下り、製剤化されたものはまだない。そこで、近年、私どもは、臨床で使
用可能な安全性の高い歯髄幹細胞の分取法として、Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)による歯髄幹
細胞の遊走能を利用した、幹細胞膜遊走分取法を新たに開発した (IV-1)。膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)は、
歯髄 CD105+細胞と同様に高い血管新生能、神経再生能をもち、マウス下肢虚血モデル、マウス歯根移植モデ
ルを用いて、in vivo における血管新生能、歯髄再生能が高いことがわかった。加えて、本プロジェクトでは、歯髄

121

再生療法を臨床応用するにあたり、SDF-1 に替わるものとして、幹細胞のホーミング作用をもち、すでに製剤とし
て臨床で用いられている、G-CSF が有用であることを見出した(IV-７)。すなわち、G-CSF は、遊走促進能、アポト
ーシス抑制能、細胞増殖促進能、免疫抑制能があり、イヌ抜髄後根管内移植モデルを用いて、MDPSCs と
G-CSF を共に使用することで、細胞のみ単独で移植するより、高い再生能を示すことが明らかとなった。
しかし、自己歯髄組織の供給は、高齢になるにつれ困難になることから、高齢者における歯髄再生療法を臨床
応用するには他の組織由来の間葉系幹細胞の供給源が必要である。これまでに骨髄、脂肪 CD31- SP 細胞を
SDF-1 と共に移植することで、歯髄 CD31- SP 細胞を移植した時と質としては同等の歯髄組織が再生することをす
でに明らかにしている (Ishizaka, et al., 2012)。
そこで、本研究では、イヌ同一個体由来の歯髄、骨髄、脂肪幹細胞を膜遊走分取法にて分取し、その形質、培
養上清による Trophic 効果、in vivo における歯髄再生能を比較した。
【 材料と方法 】
1. 細胞培養、幹細胞分取
8～10 ヶ月齢のイヌから上顎犬歯を抜去し、輸送液 (20g/ml ゲンタマイシン、0.25g/ml アンホテリシン含有
Hanks 液)中に入れ、輸送、歯髄組織を摘出し、細切後、37℃にて 40 分間、0.04mg/ml リベラーゼ溶液 (Roche
Diagnostics) に て 酵 素 消 化 し 、 歯 髄 細 胞 を 分 離 し 、 10% イ ヌ 自 己 血 清 含 有 DMEM (Sigma-Aldrich) に 、
2-6×104cells/ml で T25 フラスコに播種した。脂肪組織は、皮下脂肪組織を採取し、上記と同様の輸送液で輸送、
細切後、0.04mg/ml リベラーゼにて酵素消化し、脂肪細胞を分離し、10%イヌ自己血清含有 DMEM に 2-8×
104cells/ml になるようコラーゲンコート 35mm dish (Asahi Technoglass, Funabashi, Japan)に播種した。骨髄は、腸
骨に骨髄穿刺を行い、骨髄液を採取した。骨髄液は、IOTest3 lysing solution (Beckman Coulter, Fullerton, CA,
USA)を用いて溶血し、10%イヌ自己血清含有 DMEM に 2-6×104cells/ml になるようにコラーゲンコート 35mm
dish に播種した。いずれの細胞も 70%コンフルエントに達した時に TrypLETM Select (LifeTechnologies)にて剥離
し、継代した。
以上の方法で分離、培養し、増殖してきた細胞をそれぞれ、未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)、未分取骨髄幹細胞
(BMSCs)、未分取脂肪幹細胞 (ADSCs)とする。未分取幹細胞から膜遊走分取法にて、幹細胞を分取した。膜遊
走分取法は、IV-1（Murakami, et al., 2013）と同様の方法で行った。
膜遊走分取器の上部構造として、セルカルチャー・インサート (Polycarbonate Membrane、Transwell® Inserts、2
×105 ポア/cm2、ポアサイズ 8 μm) (Corning, Lowell, MA, USA))を、下部構造として 24 well plate (直径 15.0 mm、
開口部の直径 15.0 mm、高さ 22.0 mm) (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA)を用いた。この膜上部に、2 代
目 DPSCs、BMSCs、ADSCs を 2×104 cells/100 l 播種し、下部構造体の 24 well 中に 10%イヌ自己血清を含む
DMEM 中に G-CSF を最終濃度で 100 ng/ml 入れ、48 時間後に G-CSF を取り除き、10%イヌ自己血清を含む
DMEM に培地交換し、培養した。膜遊走分取法によって分取した幹細胞を膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、膜
分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs)と呼ぶ。
2. 細胞増殖能、G-CSF に対する遊走能、アポトーシス抑制能
MDPSCs、MBMSCs、MADSCs の増殖能と G-CSF に対する遊走能、アポトーシス抑制能を比較した。
細胞増殖能は、96 well plate に各種細胞を 1×103cells/100l/well になるよう 10%イヌ自己血清含有 DMEM に
懸濁して播種し、各 well に Cell Counting Kit-8 (Dojindo Laboratories, Kumamoto, Japan)を添加し、AppliskanTM
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(Thermo electron Corp., Vantaa, Fin)を用いて、450nm の吸光度を 12 時間ごとに測定した。細胞が入っていない
well を negative control とした。
細胞遊走能は、TAXIScan-FL (Effector Cell Institute, Tokyo, Japan）を用いて、G-CSF に対する遊走能を解析
した。すなわち、チャンネル内の一端に細胞(105 cells/ml を 1μl)を注入し、10 ng/l の G-CSF を一定濃度勾配が
形成させるように反対側に入れた。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｡
アポトーシス抑制能は、各細胞に Staurosporine (Sigma-Aldrich)を 500nM になるように添加し、同時に G-CSF
(100ng/ml)を添加して 2 時間後、回収、Annexin-V-FLUOS Staining Kit (Roche)にて染色し、フローサイトメトリー
にて解析した。
3. フローサイトメトリー
MDPSCs、MBMSCs、MADSCs の幹細胞表面マーカー陽性率を FACSCantoTMII (BD Biosciences)を使用して、
測定した。すなわち、20%FBS を含む PBS 中に 1×106cells/ml で細胞を分散させ、幹細胞マーカー抗体を用い
て、4℃で 60 分ラベル後、フローサイトメトリーを行った。すなわち、ラビット IgG (Alexa Fluor 488) isotype control
(#4340) (Cell Signaling, Danvers, MA, USA)、マウス IgG2a (FITC) isotype control (sc-2856) (Santa Cruz
Biotechnology, Dallas, TX, USA)、マウス IgG2b (Alexa Fluor 488) (MPC-11) (Biolegend, San Diego, CA, USA)、
以下に対する抗体：CD105 (orb10285) (biorbyt, Cambridge, UK) (Alexa Fluor® 488 Monoclonal antibody
labeling kit (LifeTechnologies)を使用して Alexa Fluor® 488 を標識)、CXCR4 (FITC) (12G5) (R&D Systems,
Minneapolis, MN, USA)、G-CSFR (S1390) (abcam, Cambridge, UK) (Alexa Fluor® 488 Monoclonal antibody
labeling kit (LifeTechnologies)を使用して Alexa Fluor® 488 を標識)を使用した。

4. Real-time RT-PCR
ついで、Trizol (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて、MDPSCs、MBMSCs、MADSCs から total
RNA を抽出し、DNase (Roche diagnostics) 処理後、ReverTra Ace-TOYOBO, Tokyo, Japan)にて First-strand
cDNA を合成し、Light Cycler-Fast Start DNA master SYBR Green I (Roche Diagnostics)を用いて、血管誘導因
子、神経栄養因子の real-time RT-PCR を Light Cycler (Roche Diagnostics) にて、95℃で 10 秒、65℃で 15 秒、
72 ℃ で 8 秒 の プ ロ グ ラム で 行 っ た 。 血 管 誘 導 因 子 お よ び 神 経 栄 養 因 子 と し て 、 granulocyte-monocyte
colony-stimulating factor (GM-CSF)、matrix metalloproteinase (MMP)-3、vascular endothelial growth factor
(VEGF)、brain-derived neurotrophic factor (BDNF)、Glial cell line derived neurotrophic factor (GDNF)、nerve
growth factor (NGF)のプライマー (表 1) を用いた。β-actin で標準化した。
5. 培養上清による Trophic 効果
MDPSCs、MBMSCs、MADSCs を無血清の DMEM にて 24 時間培養後、その培養上清を回収し、Amicon
Ultra-15Centrifugal Filter Unit with an Ultracel-3 membrane (Millipore, Billerica, MA, USA)にて約 50 倍に濃縮
し、Coomassie (Bradford) Protein Assay (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, USA)を用いてタンパク濃度を測定
した。タンパク濃度が 5g/ml となるように培養上清濃縮液を添加して、Trophic 効果 (血管誘導能、神経突起伸
長能、細胞増殖促進能、細胞遊走能、アポトーシス抑制能)を比較した。
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【表 1】イヌ Real-time RT-PCR プライマー
5’ ←DNA Sequence→3’

Gene

Product Size Accession Number

GM-CSF

Forward
Reverse

CTCACCAGCCTCAAGAATCC
GGACTGGTCTGCCTCACTTC

190 bp

NM_001003245

MMP3

Forward
Reverse

CCCTCTGATTCCTCCAATGA
GGATGGCCAAAATGAAGAGA

210 bp

NM_001002967

VEGF

Forward
Reverse

CTACCTCCACCATGCCAAGT
ACGCAGGATGGCTTGAAGAT

187 bp

NM_001003175

BDNF

Forward
Reverse

GTTGGCCGACACTTTTGAAC
CCTCATCGACATGTTTGCAG

202 bp

NM_001002975

GDNF

Forward
Reverse

GCCGAGCAGTGACTCAAAC
TCTCGGGTGACCTTTTCAG

104 bp

XM_546342

NGF

Forward
Reverse

CAACAGGACTCACAGGAGCA
ATGTTCACCTCTCCCAGCAC

156 bp

XM_540250

Enamelysin

Forward
Reverse

TATTCACCGTTGCTGCTCAC
TACAATGCCTGGATCCCTTT

151 bp

XM_849546

DSPP

Forward
Reverse

GTCCTAGTGGGAATGGAGCA
TCTTCAGGGCCATCATCTTC

190 bp

XM_003434003

-actin

Forward
Reverse

AAGTACCCCATTGAGCACGG
ATCACGATGCCAGTGGTGCG

257 bp

Z70044

GM-CSF, granulocyte-monocyte colony stimulating factor; MMP3, matrix metalloproteinase-3; VEGF, vascular
endothelial growth factor; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; GDNF, glial cell derived neurotrophic factor; NGF,
nerve growth factor; DSPP, dentin sialophosphoprotein.

血管誘導能の解析には、HUVEC 細胞 (7F3415, Lonza, Valais, Switzerland)を使用した。96 well plate に入れ
た Matrigel (BD Biosciences)上に、HUVEC 細胞を 2%FBS、へパリン、アスコルビン酸、ハイドロコルチゾンに各培
養 上 清 濃 縮 液 を 5g/ml に な る よ う に 加 え 、 さ ら に G-CSF (100ng/ml) を 添 加 し た EBM-2Lonza) に て
1×104cells/well に調製して播種した。4 時間後に管腔形成を観察し、Leica Application Suites V3 (Leica)を用いて、
管腔形成能を定量した。
5. 培養上清による Trophic 効果
MDPSCs、MBMSCs、MADSCs を無血清の DMEM にて 24 時間培養後、その培養上清を回収し、Amicon
Ultra-15Centrifugal Filter Unit with an Ultracel-3 membrane (Millipore, Billerica, MA, USA)にて約 50 倍に濃縮
し、Coomassie (Bradford) Protein Assay (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, USA)を用いてタンパク濃度を測定
した。タンパク濃度が 5g/ml となるように培養上清濃縮液を添加して、Trophic 効果 (血管誘導能、神経突起伸
長能、細胞増殖促進能、細胞遊走能、アポトーシス抑制能)を比較した。
血管誘導能の解析には、HUVEC 細胞 (7F3415, Lonza, Valais, Switzerland)を使用した。96 well plate に入れ
た Matrigel (BD Biosciences)上に、HUVEC 細胞を 2%FBS、へパリン、アスコルビン酸、ハイドロコルチゾンに各培
養 上 清 濃 縮 液 を 5g/ml に な る よ う に 加 え 、 さ ら に G-CSF (100ng/ml) を 添 加 し た EBM-2 (Lonza) に て
1×104cells/well に調製して播種した。4 時間後に管腔形成を観察し、Leica Application Suites V3 (Leica)を用いて、
管腔形成能を定量した。
神経突起伸長能の解析には、TGW 細胞 (0618, Health Science Research Resources Bank)を使用した。TGW
細胞を無血清の DMEM に各細胞培養上清濃縮液を 5g/ml になるよう添加し、さらに G-CSF (100ng/ml)を添加
して、48 時間培養し、神経突起伸長を観察した。神経突起の長さは、Leica Application Suites V3 (Leica)を用い
て定量した。
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培養上清による細胞増殖促進能は、別のイヌから分取した骨髄 CD31- SP 細胞 (Ishizaka, et al., 2012)を用いた。
96 well plate に 1×103cells/well になるように骨髄 CD31- SP 細胞を播種し、無血清で一晩培養後、各種培養上清
濃縮液を 5g/ml になるように添加し、さらに G-CSF (100ng/ml)を添加した。各 well に Cell Counting Kit-8
(Dojindo Laboratories, Kumamoto, Japan)を添加し、AppliskanTM (Thermo electron Corp., Vantaa, Fin)を用いて、
450nm の吸光度を 12 時間ごとに測定した。細胞が入っていない well を negative control とした。
細胞遊走促進能は、TAXIScan-FL (Effector Cell Institute, Tokyo, Japan）を用いて、別のイヌから分取した骨髄
CD31- SP 細胞を使用して各種培養上清濃縮液のみ、培養上清濃縮液と G-CSF の両方添加に対する遊走能を
解析した。すなわち、チャンネル内の一端に細胞(105 cells/ml を 1μl)を注入し、5g の培養上清濃縮液のみ、ある
いは 10 ng の G-CSF をさらに添加し、一定濃度勾配が形成させるように反対側に入れた。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｡
アポトーシス抑制能は、別のイヌから分取した骨髄 CD31- SP 細胞に Staurosporine (Sigma-Aldrich)を 500nM
になるように添加し、同時に各培養上清濃縮液、培養上清濃縮液と G-CSF (100ng/ml)を添加して 2 時間後に回
収、Annexin-V-FLUOS Staining Kit (Roche)にて染色し、フローサイトメトリーにて解析した。
6. 培養上清濃縮液による象牙質誘導能
別のイヌから採取した未分取歯髄幹細胞をコラーゲンコート 35mm dish に播種し、コンフルエントになってから、
10%FBS、アスコルビン酸、リン酸、BMP-2 (100ng/ml)含有 DMEM に交換して培養した。各種培養上清濃縮液の
象牙芽細胞分化誘導能を比較するために、BMP-2 の替わりに各培養上清濃縮液を 5g/ml になるように添加した。
21 日後、4%パラフォルムアルデヒドにて固定し、Alizarin Red 染色を行った。また、total RNA を抽出、cDNA を合
成、Enamelysin mRNA 発現を Real-time RT-PCR にて解析した。
7. イヌ抜髄後根管内移植モデルへの細胞移植
移植 1 週間前に抜髄を行い、根管を 0.6mm まで拡大した。MDPSCs、MBMSCs、MADSCs は、あらかじめ 5×
105 個/500l になるように CP-1 (極東製薬工業)に溶解して凍結しておき、移植直前に解凍し、生理食塩水 (大塚
製薬)にて洗浄後、アテロコラーゲン (高研)に懸濁し、さらに G-CSF (ノイトロジン®, 中外製薬) (7.5ng/l)を添加
して根管内に移植した。移植後、リン酸亜鉛セメントとコンポジットレジンで封鎖した。
8. 再生歯髄組織の形態学的評価
細胞移植後 14 日で、抜歯し、4%パラフォルムアルデヒドにて一晩固定し、常法に従って、パラフィン切片を作製
し、5m の厚さで薄切して、HE 染色を行った。再生歯髄組織面積の計算は、15m ごとに標本をピックアップして、
Leica M205FA (Leica Microsystems)を用いて観察し、Leica Application Suite software (version 3.4.1, Leica)を用
いて再生歯髄組織の面積を定量し、根管面積のうち再生歯髄組織が占める割合を算出した。また、マッソン・トリ
クローム染色を行い、線維化、石灰化を評価した。新生血管は、Fluorescein Griffonia (Bandeiraea) Simplicifolia
Lectin 1/fluorescein-galanthus nivalis (snowdrop) lectin (BS-1 lectin) (20 μg/ml, Vector laboratories, Inc.,
Youngstown, Ohio)にて免疫染色を行い、評価した。神経線維は、PGP9.5 (Ultra Clone)免疫染色を行い、評価し
た。新生血管密度、神経線維密度は、蛍光顕微鏡 (KEYENCE)にて観察し、Dynamic cell count BZ-HIC
(KEYENCE, Osaka, Japan)を用いて、定量した。歯髄組織の確認は、歯髄バイオマーカーTRH-DE (IV-６)免疫
染色を ACTGen 社 (現 MBL に吸収合併)に依頼して作製した抗イヌ TRH-DE 抗体を用いて行った。
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再生歯髄組織中の象牙芽細胞への分化の評価は、in situ hybridization により象牙芽細胞分化マーカー
enamelysin、DSPP mRNA を検出した。さらに、象牙芽細胞への分化過程における線維化の評価を DSPP mRNA
in situ hybridization 及び抗 Aggrecan 抗体の免疫二重染色にて検出した。in situ hybridization に用いる antisense
probe は、表 1 に示すイヌ enamelysin、DSPP real-time RT-PCR 用プライマーを用いて PCR 増幅し、pGEM-T easy
vector に TA cloning し、NcoI にて Linealize した後、Sp6 RNA ポリメラーゼ (Roche)を用いて、DIG RNA labeling
kit (Roche)を使用し、in vitro にて転写反応を行い、DIG 標識 RNA probe を合成した。in situ hybridization、免疫
二重染色は、文献(Yamamoto, et al., 2012)の方法と同様に行った。免疫染色の一次抗体として抗 Aggrecan 抗体
(Novus biological, Littleton, CO, USA)、二次抗体として、抗 rabbit IgG-Alexa fluor® 488 抗体を使用した。観察は、
共焦点レーザー顕微鏡 (TCS SP5 conventional inverted microscope, Leica)を使用した。
【 結 果 】
1. MDPSCs、MBMSCs、MADSCs の形質の比較
MDPSCs の分取における最適条件と同条件にて、イヌ MBMSCs、MADSCs を分取し、同一個体から分取した
MDPSCs と形質を比較した。MBMSCs の分取効率は、2.5±0.5%、MADSCs の分取効率は、2.9±0.3%であり、
MDPSCs の分取効率 3.3±0.6%と有意差はなかった。MBMSCs と MADSCs は、紡錘形の細胞であり、数日でコロ
ニーを形成しながら増殖してきた (図 1A-F)。
MBMSCs、MADSCs の増殖能は、MDPSCs と比較して低かった (図 1G)。MBMSCs、MADSCs のコロニー形
成能は、それぞれ 73.6±5.0% and 79.1±7.7%であり、未分取骨髄幹細胞 (BMSCs)、脂肪幹細胞 (ADSCs)のコロ
ニー形成能 (それぞれ 59.2±3.1% and 59.6±3.8%)より有意に高かった。また、MDPSCs のコロニー形成能は
79.8±5.6%であるので、MBMSCs、MADSCs のコロニー形成能は、MDPSCs と同等であった。次に、G-CSF に対
する細胞遊走能を検討したところ、MDPSCs が最も遊走能が高く、次いで、MBMSCs、MADSCs の順であった
(図 1H)。また、それぞれ、未分取の幹細胞より遊走能が高かった(図 1H)。さらに、Staurosporine によるアポトーシ
スに対する G-CSF のアポトーシス抑制能を MDPSCs、MBMSCs、MADSCs のそれぞれで検討したところ、いずれ
も同様に G-CSF によってアポトーシスが抑制された(図 1Ia-c)。
次に、MBMSCs、MADSCs の幹細胞表面マーカー陽性率を MDPSCs と比較した。CD105 陽性率は、いずれも
90%以上であった。CXCR4 陽性率と G-CSFR 陽性率は、MADSCs は MDPSCs と同等で、MBMSCs より高かっ
た (表 2)。また、膜分取幹細胞 (MDPSCs、MBMSCs、MADSCs)の CXCR4、G-CSFR 陽性率は、未分取幹細胞
(DPSCs、BMSCs、ADSCs)より高かった (表 2)。
血管誘導因子、神経栄養因子 mRNA 発現を Real-time RT-PCR にて比較したところ、MBMSCs と MADSCs
は、GM-CSF、MMP3、VEGF、NGF mRNA 発現が、MDPSCs と比較して有意に低かった。しかし、BDNF mRNA
発現は、MDPSCs より、MBMSCs、MADSCs の方が高く、GDNF mRNA 発現は、MADSCs は MDPSCs より高く、
MBMSCs は MDPSCs と有意な差は見られなかった (表 3)。
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【図１】イヌ膜分取歯髄幹細胞(MDPSCs)、膜分取骨髄幹細胞(MBMSCs)、膜分取脂肪幹細胞(MADSCs)の形
質の比較
A. 膜分取 5 日後の膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、B. 膜分取 5 日後の膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、C. 膜分取
5 日後の膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs)、D. 6 代目 MDPSCs、E. 6 代目 MBMSCs、F. 6 代目 MADSCs、G. 10%イヌ自
己血清による細胞増殖能、H. G-CSF に対する細胞遊走能、I. Staurosporine によるアポトーシスに対する G-CSF のアポ
トーシス抑制能 a. MDPSCs、B. MBMSCs、C. MADSCs

【表２】フローサイトメトリーによる膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、
脂肪幹細胞 (MADSCs)、未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)、未分取骨髄幹細胞 8BMSCs)、未分取脂肪幹細胞
(ADSCs)の幹細胞表面マーカーの解析
MDPSCs
DPSCs
MBMSCs
BMSCs
MADSCs
ADSCs
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
CD105
CXCR4
G-CSFR

94.0±3.7

93.3±5.6

90.5±0.4

84.9±3.2

93.0±4.1

90.9±0.5

*12.2±0.8

6.4±1.6

*9.6±0.6

6.8±1.2

*10.6±1.0

4.2±1.0

**51.9±1.6

19.1±2.9

*30.9±1.1

17.5±2.8

*39.4±4.7

20.0±1.7

#
#

CXCR4, chemokine (C-X-C motif) receptor 4; G-CSFR, granulocyte-colony stimulating factor receptor.
Data are expressed as mean±SD of 4 determinations (4 lots).
**P<0.01, *P <0.05 compared with colony derived stem cells. #P<0.05 compared with MBMSCs.
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【表３】 Real-time RT-PCR による膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、膜分取脂
肪幹細胞 (MADSCs)における血管誘導因子、神経栄養因子ｍRNA 発現の解析
MBMSCs/
MADSCs/
MDPSCs
MDPSCs
GM-CSF

*0.5±0.4

*0.7±0.6

MMP3

*0.5±0.3

0.7±0.4

VEGF

**0.4±0.1

*0.6±0.3

BDNF

*2.3±1.0

1.5±0.6

GDNF

0.7±0.1

*1.9±0.5

**0.4±0.1

*0.5±0.1

NGF

Data are expressed as mean ± SD (triplicate). The experiments are repeated 4 times (4 lots), and one representative
experiment is presented. GM-CSF, granulocyte-monocyte colony stimulating factor; MMP3, matrix metalloproteinase-3;
VEGF, vascular endothelial growth factor; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; GDNF, glial cell derived
neurotrophic factor; NGF, nerve growth factor *p <0.05, **p <0.01 versus MDPSCs.

2. in vitro における培養上清の効果
これまでの研究結果から、歯髄組織の再生において、移植細胞は、根管内で直接歯髄組織に分化するので
はなく、細胞から分泌される栄養因子によって周囲組織から細胞が遊走され、歯髄組織が再生されることが示唆
されている。そこで、細胞から分泌される栄養因子が含まれる培養上清 (CM)を濃縮し、その in vitro における
Trophic 効果 (血管誘導能、神経突起伸長能、細胞増殖促進能、細胞遊走促進能、アポトーシス抑制能)を検討
した。移植時に、細胞と G-CSF の両方を根管内に移植するので、CM 単独と CM と G-CSF の両方を添加した時
の効果も比較した。
血管誘導能を Matrigel 上における HUVEC 細胞の管腔形成にて比較したところ、いずれの CM を添加した時
も 4 時間で管腔形成が見られた (図 2B-D)。定量したところ、MDPSCs の CM は、MBMSCs、MADSCs の CM よ
り血管誘導能が高く、その誘導能は、G-CSF を添加することで増強された (図 2E)。
神経突起伸長を神経系細胞株の TGW 細胞を用いて比較したところ、いずれの CM を添加した時も神経突起伸
長が見られ (図 2G-I)、MDPSCs の CM と MADSCs の CM は同等であったが、MBMSCs の CM は、MDPSCs、
MADSCs より低かった (図 2J)。
別のイヌから分取した骨髄 CD31- SP 細胞に CM 単独あるいは、さらに G-CSF を添加して細胞増殖促進能と遊
走促進能を比較した。いずれも増殖促進能があったが、差は見られなかった (図 2K)。しかし、遊走促進能につ
いては、MDPSCs CM は、MBMSCs CM、MADSCs CM より高く、G-CSF を添加することで、その効果は増強され
た (図 2L)。アポトーシス抑制能を比較したところ、CM 単独では、いずれも同様の効果であったが、G-CSF を添
加すると、MDPSCs CM の効果が MBMSCs CM、MADSCs CM より有意に抑制効果が高くなった (図 2M)。
3. 培養上清による象牙質誘導能
さらに、CM の象牙芽細胞分化誘導能を比較した。未分取歯髄幹細胞 (DPSCs)は、10%FBS、アスコルビン酸、
リン酸、BMP-2 を含む培養液で 21 日間培養することで、Alizarin Red 染色により、石灰化物が染色される (図 3A)。
しかし、BMP-2 を含まない、10%FBS のみ、10%FBS、アスコルビン酸、リン酸のみの培養液では分化誘導されな
い (図 3B,C)。CM による DPSCs の象牙質誘導能を Alizarin Red 染色、Real-time RT-PCR による象牙芽細胞分
化マーカーenamelysin mRNA 発現にて比較したところ、MBMSCs CM は、MADSCs CM、MDPSCs CM より象牙
質誘導能が高いことがわかった (図 3D-G)。
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【図２】 膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs)培養
上清 (CM)による血管誘導能、神経突起伸長能、増殖促進能、遊走促進能、アポトーシス抑制能
A-D.CM と G-CSF の添加による Matrigel 上の HUVEC 細胞の管腔形成能、E.管腔形成能の定量
F-I. CM と G-CSF の添加による TGW 細胞の神経突起伸長能、J. 神経突起伸長能の定量
A, F. 添加なし、B, G. MDPSCs CM+G-CSF 添加、C, H. MBMSCs CM+G-CSF 添加、D, I. MADSCs CM+G-CSF 添加、
K.イヌ骨髄 CD31- SP 細胞を用いた培養上清、G-CSF による細胞増殖促進能、L. イヌ骨髄 CD31- SP 細胞を用いた培
養上清による細胞遊走促進能、K. イヌ骨髄 CD31- SP 細胞を用いた培養上清によるアポトーシス抑制能

4. MDPSCs、MBMSCs、MADSCs の歯髄再生能
イヌ抜髄後根管内移植モデルを用いて、MDPSCs、MBMSCs、MADSCs を G-CSF と共に自家移植し、移植後
14 日でそれぞれの歯髄再生能を比較した。その結果、いずれの細胞も、歯髄様組織が再生した (図 4Aa-c,
4Ba-c)が、再生歯髄組織量を定量したところ、MDPSCs 移植再生歯髄組織が、MBMSCs、MADSCs 移植再生歯
髄組織と比較して、それぞれ、1.9 倍、1.4 倍面積が大きかった (図 4Ad)。また、マッソン・トリクローム染色によって
線維化の程度を検討したところ、MBMSCs、MADSCs 移植再生歯髄組織において MDPSCs 移植再生歯髄組織
と比較し、それぞれ、2.3 倍、1.6 倍、線維化した部位が多く見られた (図 4Ca-d)。in situ hybridization による DSPP
mRNA 及び Aggrecan 免疫二重染色により、Aggrecan 陽性の線維化部位と象牙芽細胞が共局在していることが
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【図３】膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)培養上清、骨髄幹細胞 (MBMSCs)培養上清、脂肪幹細胞 (MADSCs)
培養上清添加による骨・象牙質誘導能
A-F. Alizarin Red 染色
A. FBS+アスコルビン酸+リン酸+BMP-2、B. FBS+アスコルビン酸+リン酸のみ、C. FBS のみ、D. FBS+アスコルビン酸+
リン酸+MDPSCs CM、E. FBS+アスコルビン酸+リン酸+MBMSCs CM、F. FBS+アスコルビン酸+リン酸+MADSCs CM、
G. Real-time RT-PCR による Enamelysin mRNA 発現の変化

わかり、線維化している部位は、今後石灰化する可能性があることが示唆された (図 4Da-c)。また、Aggrecan 陽
性部位についても、マッソン・トリクローム染色陽性部位と同様の傾向があった (図 4Dd)。BS-1 lectin 免疫染色に
より新生血管密度を、PGP9.5 免疫染色により神経線維密度を比較した。MBMSCs、MADSCs 移植再生歯髄組
織においても、MDPSCs 移植再生歯髄組織と同様に、再生歯髄組織中に、新生血管と神経線維が認められ (図
4Ea-c、4Fa-c)、定量したところ、どちらも、MDPSCs 移植再生歯髄組織において、MBMSCs、MADSCs 移植再生
歯髄組織と比較して、多かった (図 4Ed、4Fd)。再生されている組織が歯髄組織であることを確認するため、歯髄
バイオマーカーTRH-DE 免疫染色を行ったところ、いずれの再生歯髄組織においても陽性であったことから、再
生された組織が歯髄組織であることを確認できた (図 4Ga-c)。さらに、象牙質壁に沿って並列している細胞が、
象牙芽細胞分化マーカーである、DSPP、enamelysin mRNA 発現が検出されたことから、象牙芽細胞であること
がわかり、根管内に歯髄組織が再生され、象牙質壁に沿って、象牙芽細胞が並列し、象牙細管に向かって突起
を伸ばしていることがわかった (図 4Ha-c, 4Ia-c)。
【 考 察 】
これまでに動物モデル等を用いて行われてきた間葉系幹細胞の治療効果の検討の結果、様々な疾患に対して、
間葉系幹細胞を用いた治療法が臨床応用されている (Wang S, et al. 2012)。それらの報告の中で、骨髄由来、
脂肪組織由来間葉系幹細胞が高い増殖能と多分化能、Trophic 効果を有し、高い治療効果があることを報告さ
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【図４】 イヌ抜髄後根管内自家移植による、膜分取歯髄幹細胞 (MDPSCs)、膜分取骨髄幹細胞 (MBMSCs)、
膜分取脂肪幹細胞 (MADSCs)移植再生歯髄組織の形態学的評価
A. HE 染色 (弱拡)、B. HE 染色 (強拡)、C. マッソン・トリクローム染色、D. in situ hybridization DSPP mRNA 検
出及び Aggrecan 免疫二重染色、E. BS-1 lectin 染色、F. PGP9.5 染色、G. 抗 TRH-DE 抗体による免疫染色、H.
in situ hybridization による DSPP mRNA 検出、I. in situ hybridization による enamelysin mRNA 検出、a.
MDPSCs 移植再生歯髄組織、b. MBMSCs 移植再生歯髄組織、c. MADSCs 移植再生歯髄組織、d. 統計結果
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れている (Caplan, et al. 2006, Hawryluk, et al. 2012, Shichinohe, et al. 2014)。
近年、私どもは、骨髄 CD31- SP 細胞、脂肪 CD31- SP 細胞が歯髄再生治療において、歯髄 CD31- SP 細胞の
代替になることを報告した (Ishizaka, et al., 2012)。しかし、CD31- SP 細胞の安全性に対する問題点は未だ解決さ
れていない。これまでの報告の中には、CXCR4 陽性率が高い細胞画分 (Kucia, et al. 2005, Maijenburg, et al.
2012, Ratajczak, et al. 2003)、高い遊走能を有する細胞画分 (Li, et al. 2011, Majka, et al. 2005, Sohni, et al.
2013)が、幹細胞性が高いことが報告されている。
本研究では、G-CSF に対する遊走能を利用した膜遊走分取法を骨髄、脂肪幹細胞の分取に適応可能かどう
か検討した。その結果、分取効率は、MBMSCs、MADSCs のどちらも MDPSCs と同等であり、膜分取することで、
MBMSCs、MADSCs が未分取の BMSCs、ADSCs と比較して、コロニー形成能、CXCR4、G-CSFR 陽性率、遊走
能が増加した。さらに、G-CSF によるアポトーシス抑制能も同様に認められた。さらに、培養上清濃縮液には、血
管誘導能、神経突起伸長能、遊走促進能、アポトーシス抑制能が同様に認められ、G-CSF と組み合わせて用い
ることでそれらの効果が増強された。
膜遊走分取法によって、イヌ骨髄、脂肪幹細胞でもヒト MDPSCs で確認された効果と同様の効果をもった細胞
を分取できることが示唆された。本研究は、同一個体から同一条件で異なる組織から間葉系幹細胞を分取し、形
質を比較することを目的としていたが、組織によって幹細胞を分取する最適な条件はさらに検討する必要がある
と考えられる。
由来する組織によって、間葉系幹細胞のもつ形質の異なる点が報告されている(Noël, et al. 2008, Philippe, et al.
2010)。BMSCs と ADSCs において、免疫表現型、分化能、免疫制御、トランスクリプトーム、プロテオーム、免疫制
御能が異なっているにも関わらず、多くの形質は共有していることが報告されている。これらの違いは、由来する
組織による違いか、あるいは分取法の違い、培養法の違いに由来しているのか判断することは困難である。そこ
で、本研究では、同一個体から同一の方法で歯髄、骨髄、脂肪組織から幹細胞を分取し、比較した。その結果、
MDPSCs は、MBMSCs と比較して、高い CXCR4、G-CSFR 陽性率、G-CSF に対する遊走能を示し、その培養上
清も高い血管誘導能、神経突起伸長能、遊走促進能を有することがわかった。しかし、MADSCs と比較すると、
CXCR4、G-CSFR 陽性率、神経突起伸長能は同等であった。分取法が同一であっても間葉系幹細胞の形質に
違いが見られたことから、由来組織によって間葉系幹細胞の形質が異なるのは、組織ごとにもっている形質が異
なることが原因であることが示唆された (Wegmeyer, et al. 2013)。
さらに、MBMSCs、MADSCs を G-CSF と組み合わせて移植することで、歯髄／象牙質再生が見られるかどうか
を検討した。その結果、歯髄様組織は再生されたが、MDPSCs 移植再生歯髄組織と比較して、再生量、新生血
管密度、神経線維密度が MBMSCs、MADSCs 移植再生歯髄組織では少なかった。これまでに、BMSCs、
ADSCs の腱 (Behfar, et al. 2014)、骨 (Han, et al. 2014, Hayashi, et al. 2008, Karpov, et al. 2013, Niemeyer, et al.
2010, Zhang, et al. 2013)、筋肉 (Kang, et al. 2012)再生能を比較した報告がなされている。損傷組織とは異なる
組織由来の間葉系幹細胞も損傷部位の再生を補助できることはわかっているが、損傷を受けた組織によって、そ
の組織の再生に最も適した細胞があると考えられる。疾患ごとに、最も適した移植細胞がどの組織に由来するか
を検討する、さらなる広範囲な研究が必要である (Ren, et al. 2012)。
また、再生メカニズムはまだ明確に解明されていない。MSCs は直接分化して、損傷組織におきかわるというよ
りは、間接的なパラクライン効果によって、血管や神経の回復を促進することで、治療効果が得られると考えられ
ている(Ren, et al. 2012)。間葉系幹細胞は、局所の微小環境において受ける様々な刺激や分泌因子によって調
節されている (Murphy, et al. 2013)。最近の私どもの報告で、移植した MDPSCs から分泌される因子と G-CSF が
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移植細胞のアポトーシスを抑制し、根管内にとどまらせていることがわかった。さらに、移植細胞からの分泌因子と
G-CSF は、宿主の幹細胞のホーミング作用と細胞の生存に働き、また、血管新生と神経再生を促すことで、歯髄
／象牙質再生を促進することがわかっている (1)。本研究の結果、G-CSF によるアポトーシス抑制効果は、
MDPSCs で最も高く、さらに、MDPSCs CM による遊走促進能、血管誘導能が G-CSF 存在下、MBMSCs、
MADSCs と比較して最も高かった。そのため、MDPSCs 移植再生歯髄組織が最も再生能が高かったと示唆され
る。
MBMSCs、MADSCs 移植は、MDPSCs と比較して、再生歯髄組織中で、線維化が促進されていたが、in vitro
における象牙質誘導能も MBMSCs CM、MADSCs CM は MDPSCs CM と比較して、より Alizarin Red 染色陽性
部位が大きく、enamelysin mRNA 発現が高かったため、MBMSCs、MADSCs CM 中には、MDPSCs CM より多く
の象牙芽細胞分化に作用する因子を分泌している可能性が示唆された。
結論として、MBMSCs、MADSCs と G-CSF を組み合わせて移植することで、歯髄／象牙質が再生されることか
ら、MDPSCs の代替が可能であることがわかった。
【 成果発表 】
原著論文
1)

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.

2) Ishizaka R., Hayashi Y., Iohara K., Sugiyama M., Murakami M., Yamamoto T., Fukuta O., Nakashima M.:
Stimulation of angiogenesis, neurogenesis and regeneration by side population cells from dental pulp.
Biomaterials. 34(8): 1888-1897, 2013.
3)

Murakami M., Hayashi Y., Iohara K., Osako Y., Hirose Y., Nakashima M.: Trophic effects and regenerative
potential of mobilized mesenchymal stem cells from bone marrow and adipose tissue as alternative cell
sources for pulp/dentin regeneration. Cell Transplantation. 24(9):1753-1765, 2015.
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１５．歯髄幹細胞を用いた末梢神経麻痺の神経再生治療
国立長寿医療研究センター 中島美砂子
【 要 旨 】
近年、間葉系幹細胞は神経栄養作用あるいは神経分化誘導作用を有することが知られている。私どもはすでに、
歯髄膜分取細胞 MDPSCs が高い神経栄養・血管新生誘導能を有することを示した。本項では、MDPSCs 移植に
よる末梢神経再生効果を検討した。MDPSCs をラット大腿神経切断モデルの神経欠損部に移植すると、control
の autograft およびコラーゲンのみを注入したコラーゲンチューブ移植に比べて髄鞘再生を有意に促進した。ま
た、MDPSCs 移植標本において血管新生促進がみられた。MDPSCs はシュワン細胞に直接分化せず、シュワン
細胞の近くに局在して、シュワン細胞の神経栄養因子発現を誘導した。MDPSCs 移植標本を免疫組織化学的
に検討すると、アポトーシスを有意に抑制し、宿主のシュワン細胞の有意な増加がみられた。in vitro におけるシュ
ワン細胞に対する MDPSCs の trophic 効果として、増殖促進、遊走促進及びアポトーシス抑制効果が明らかとな
った。したがって、MDPSCs は新規に遊走してきたシュワン細胞に対して trophic 効果によりアポトーシスを抑制し、
増殖を促進することにより軸索再生を促進し、血管新生を促進することにより末梢神経再生に促進的に働くことが
示唆された。（原著 1、特許 1）
【 緒 言 】
末梢神経障害はしばしば、外傷や手術合併症によって引き起こされ、かなりの障害となる。自家神経移植
autograft は神経の修復/再生においてはゴールドスタンダードである。しかしながら、正常神経の侵襲を伴い、感
覚の喪失、神経腫の形成、神経障害性疼痛などを引き起こす可能性がある。末梢神経障害に対する治療のため、
近年、間葉系幹細胞（たとえば骨髄幹細胞、脂肪幹細胞、羊膜幹細胞）移植が検討されてきた。しかしながら、現
状では自家神経移植の治療成績が一番良いといわれている。間葉系幹細胞はいくつかのメカニズム、すなわち、
シュワン細胞への直接分化、神経栄養因子の分泌、髄鞘再生によって末梢神経を再生させるといわれている
(Ren et al., 2012)。すなわち、ラットの坐骨神経切断部へ骨髄幹細胞を移植するとシュワン細胞へ直接分化すると
いわれている。間葉系幹細胞から分泌された glial cell line-derived neurotrophic factors (GDNF)、nerve growth
factor (NGF) 、 ciliary-derived neurotrophic factor (CDNF) 、 neurotrophin-3 (NT-3) お よ び brain-derived
neurotrophic factor (BDNF) などのさまざまな神経栄養因子が、神経損傷部位の内在性修復を促進させることが
示された(Hardy, et al., 2008; Seo, et al., 2012)。これらの神経栄養因子は、神経細胞の生存と神経突起伸長によ
い微小環境を提供し、シュワン細胞の成長と成熟と分化を促進する(Wang, et al., 2009)。また、移植した間葉系幹
細胞のもうひとつの効果は、傷害された中枢神経系でも報告されているように、髄鞘 再生のために、
Stromal-cell-derived factor (SDF1)/CXCR4 軸によってシグナルが伝達され、内在性の細胞が傷害部に移動する
ことを促進することである (Patela, et al., 2010)。末梢神経では、移植された脂肪幹細胞は遠位断端でシュワン細
胞の増殖、侵入を促進することが報告されている (Erba, et al., 2010)。Polylactic glycolic acid（PLGA）チューブに
注入移植された歯髄幹細胞は長さ 7mm の顔面神経間隙の修理を促進するといわれている(Sasaki, et al., 2008,
2011)。以前の我々の研究では、脳虚血モデル、下肢虚血モデルそれぞれで歯髄幹細胞移植後、細胞の遊走、
増殖、抗アポトーシスを含む trophic 効果によって中枢神経再生、血管形成/脈管形成が起こることが示された
(Iohara, et al., 2008; Ishizaka, et al., 2013; Sugiyama, et al., 2011)。移植された歯髄幹細胞の神経細胞、血管内皮
細胞、グリア細胞への直接分化はこれらのモデルで認められなかった。しかしながら歯髄幹細胞の末梢神経再生
メカニズムに関してさらに検討する必要がある。G-CSF 濃度勾配を利用した膜遊走分取法により分取された膜分
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取歯髄幹細胞 MDPSCs は、膜分取された骨髄幹細胞、脂肪幹細胞、未分取歯髄幹細胞と比較して遊走、血管
新生、神経誘導などのより高い trophic 効果を有している。抜髄された歯への膜分取歯髄幹細胞 MDPSCs の移植
は膜分取骨髄幹細胞、膜分取脂肪幹細胞 (Murakami et al., 2014)および未分取歯髄幹細胞 DPSCｓ(Iohara et
al., 2013)と比較して、より高い血管新生能、神経誘導能により多くの歯髄組織を再生させた。本項では、ラットの
坐骨神経欠損モデルを用い、in vivo で自家神経移植、細胞を含まないコラーゲンチューブと比較し、MDPSCs
の末梢神経に対する有用性について検討した。さらに MDPSCs のメカニズムを明らかにするため、シュワン細胞
に対する trophic 効果を in vivo では組織化学的解析および in situ hybridization によって、in vitro では MDPSCs
の上清を用いて評価した。
【 材料と方法 】
１ ヒト未分取歯髄幹細胞および膜分取歯髄幹細胞 MDPSCs の分取
健常なヒトの第３大臼歯は愛知学院大学歯学部と国立長寿医療研究センターによって設定されたガイドライン
に従い、愛知学院大学歯学部付属病院にて 18 歳から 29 歳の成人から採取した。未分取歯髄幹細胞は以前に
述べた方法(Iohara et al., 2008)を改変し、ヒトの歯髄組織から分離した。すなわち、歯髄組織は酵素消化され、分
離された細胞は 40 m (BD Biosciences)のセルストレーナーを用い濾過後、IOTest3(Beckman Coulter, Fullerton,
CA, USA).を用い赤血球溶解し、3×10４個を 35 mm (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) のディッシュに播種し
た。ディッシュ内の細胞割合が 60～70％になったらコンフルエントとし、継代培養を行った。ヒトの膜分取歯髄幹
細胞 MDPSCs は以前にも記述したように G-CSF(NEUTROGIN®, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan)
によってさらに分離した。すなわち、化学的処理により細胞の付着を防止した Costar Transwell®を上部に、24well
の組織培養プレートを下部に挿入し、3 代目の未分取歯髄幹細胞を上部の容器に（2×104 個）播種し、10％のヒ
ト血清と最終濃度 100 ng/ml の G-CSF を含む DMEM を下部の容器に加えた。48 時間培養後培地を G-CSF を
除いた 10％ヒト血清を含む DMEM に交換した。その後、60～70％コンフルエントで細胞を剥離し、継代を行っ
た。
２ 末梢神経切断モデルへの移植
すべての動物のプロトコールは、愛知学院大学歯学部の倫理委員会の承認を得た。体重 190～210g の成体オ
スのフィッシャー344 ラット(Japan SLC, Inc., Shizuoka, Japan)を用いた。移植の前に、コラーゲンチューブ（平田教
授ご供与）は 20g/ml のフィブロネクチン（ニッタゼラチン、大阪、日本）および 10g/ml のラミニン(Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA)を含んだハンクス緩衝液に浸した。動物はまず最初に、3.0％のイソフルラン（Intervet、サミッ
ト、NJ、USA）で導入を行い、1.5％の濃度で麻酔を維持した。

collagen conduit
9 mm

proximal

distal

【図 1】 坐骨神経欠損モデルへのコラーゲンチューブ挿
入像
左側坐骨神経の 5mm 欠損を 9mm のコラーゲンチュー
ブで結合

2 mm

5 mm

2 mm
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左の坐骨神経の一部 5mm を切除した。切除後すぐに、5mm の神経間隙は 9mm の長さで 1.3mm の管腔のコラ
ーゲンチューブでつなぎ、各々の神経断端は 2mm の長さの縫い代で縫合した。細胞懸濁液として、20 g/ml の
フィブロネクチンと 10 g/ml のラミニンを含むハンクス緩衝液でオリジナルコラーゲン scaffold (1%の Atelocollagen
Implant、高研、東京）を 20％に希釈した。5mm の間隙には、コラーゲン scaffold の中に 3.0×105 個の MDPSCs
を入れたもの（n＝4）およびコラーゲン scaffold のみのもの（n＝4）の 2 種類を注入した。自家神経移植は、5mm
の神経を切除し、それを逆にして 10-0 ナイロンにて再縫合した（n＝4）。あるサンプルでは、MDPSCs を DiI でラ
ベルして移植に用いた。切開の縫合は 4-0 の絹製縫合糸で行った。免疫拒絶反応防止のために、0.05mg/kg タク
ロリムス（Prograf®、アステラス Pharmaceutical 社、東京）の腹膜内投与を手術前日から術後 2 週間まで毎日、術
後 3 週目からは 1 日おきに行った。すべての外科的手技は、無菌的に実行した。すべての動物は自由に摂食、
摂水できる環境下で飼育した。
３ 組織学的標本作製
坐骨神経再生に関して、術後 21 日目と術後 35 日目に組織を採取し、ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色およ
びトルイジンブルー染色によって組織学的に評価した。左の坐骨神経は摘出し、4%のパラホルムアルデヒド
（PFA）（ナカライ Tesque、京都）で固定し、パラフィン包埋（シグマアルドリッチ、セントルイス、MO、USA）された。
2.5 m の厚みの組織切片でヘマトキシリン/エオジン（HE）染色と脈管染色を行った。血管内皮の染色は、
Fluorescein Griffonia（Bandeiraea）Simplicifolia Lectin 1/fluorescence-galanthus nivalis（snowdrop）レクチンで行
った（20 mg/mL; Vector laboratories）。蛍光顕微鏡 BIOREVO、BZ-9000（KEYENCE、大阪）を用いて血管の占
める領域の割合を計算した。下記のようにエポキシ樹脂（Epon 812、Taab Laboratories Equipment Ltd、英国）に
包埋したサンプルの semi-thin の薄切切片を 0.1%のトルイジンブルーで染色した。切片は光学顕微鏡（6000B-4、
ライカ、ドイツ）で観察した。Image J を用いて×400 の拡大で、各神経につき 3 か所計測し、密度（軸索/mm2）、再
生軸索の直径および有髄軸索の総数（軸索/神経）を測定した。
４ 透過電子顕微鏡解析
電子顕微鏡による解析は、髄鞘再生と線維化を評価するのに用いた。従来の手順に従い、切片は 0.1M のナト
リウム・カコジル酸塩（pH 7.4）（Karnovsky の定着剤）の中に 2.5％のグルタールアルデヒドと 2％パラホルムアルデ
ヒドを含む溶液で 6 時間、4℃で固定後、四酸化オスミウムで固定した。段階的にエタノールを上昇させ脱水した
後にサンプルは Epon 812 に包埋した。超薄切片はダイヤモンド・ナイフで薄切し、ウラニル・アセテートとクエン酸
鉛で染色し、電子顕微鏡（活字 1010、JEOL、東京）で観察、解析した。G-比率値（内部の軸索直径と外径の比）
を計算するために、各神経組織につき 6 か所で計測した。
５ 免疫組織学的解析
動物は、移植の後 14 日目にペントバルビタール（共立製薬、東京）を過剰投与によって屠殺した。左側の坐骨
神経を摘出し、4％の PFA で一日固定し、15％のスクロース溶液に浸漬した後、30％のスクロース溶液に浸漬した。
その後 Optimal Cutting Temperature (O. C. T.) compound （Sakura Finetek 日本、東京）に包埋した。切片はクラ
イオスタットで 12m の厚みの凍結切片を作製した。移植された細胞の動態を検討するために、DiI ラベルの細胞
を移植した切片を用い、S100 抗体を用いて免疫染色を行った。切片を 30 分間室温で 2%のヤギ血清でブロッキ
ングし、マウス-抗ヒト S100 抗体（1:200、ab4066、abcam、ケンブリッジ、英国）で一晩 4℃で反応させ、次に室温で
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30 分間、Alexa488 抗マウス IgG 抗体（1:50、life technologies、Carlsbad、CA、USA）で反応させた。MDPSCs の
抗アポトーシス効果を評価するために、DiI ラベルされていない切片を用いて Caspase3 抗体で免疫染色した。切
片を 30 分間室温で 2%のヤギ血清でブロッキングし、ウサギ抗ヒト Caspase3 抗体（1:50、#9661、CST、Danvers、
MA、USA）と一晩 4℃で反応させ、次に Alexa594 は抗ウサギ IgG 抗体（1:50、life technologies）と室温で 30 分間
反応させた。核はヘキスト 33342（シグマアルドリッチ）を用い対比染色した。抗アポトーシスの効果は、BZ-9000
BIOREVO 蛍光顕微鏡（KEYENCE）上で解析した。DiI ラベルされていない切片を用いて Ki67 抗体と S100 抗体
にて二重染色を行い、シュワン細胞の増殖能を評価した。切片を 30 分間室温で 2%のヤギ血清でブロッキングし
たのち、4℃で一晩ウサギ抗 Ki67 抗体を用いて反応させ、次に Alexa594 抗ウサギ IgG 抗体（1:50、生命技術）と
室温で 30 分間反応させた。さらに切片はネズミ抗ヒト S100 抗体（1:200、ab4066、abcam）を用い 4℃で一晩反応さ
せた後、室温で 30 分間 Alexa488 抗マウス IgG 抗体（1:50、生命技術）と反応させた。移植細胞の増殖を評価す
るため、DiI ラベルの切片を用い Ki 抗体で免疫染色した。切片を 30 分間室温で 2%のヤギ血清でブロッキング
後、4℃で一晩ウサギ抗ヒト Ki67 抗体（1:100、ab15580、abcam）を反応させ、次に、室温で 30 分間、Alexa488 抗
ウサギ IgG 抗体（1:50、Life Technologies）と反応させた。それらの切片を共焦点レーザー顕微鏡（TC SP5 顕微鏡、
ライカ、ドイツ）によって検鏡した。Leica Application Suite Advanced Fluorescence (LAS AF, Leica) software を用
いて 3 次元再構築を行った。
６ in situ hybridization 解析
移植細胞における神経栄養因子発現は移植後 14 日目に凍結切片（DiI ラベルされていない切片）で in situ
hybridization により検討した。左側坐骨神経を摘出し、一晩 4%のパラホルムアルデヒド溶液（ナカライテスク）で固
定し、15％スクロース溶液、さらに 30％スクロース溶液に浸漬し、Optimal Cutting Temperature (O. C. T.)
compound（サクラファインテック、東京）に包埋した。横断面切片を作製し、BDNF（202bp）、GDNF（150bp）、IGF
（238 bp）、NGF（181bp）および VEGF-A（224bp）のヒト cDNA を、それぞれ Nco I、Nco I、Spe I、Spe I と Nco I で
線状化してアンチセンスプローブとして用いた。また、それぞれ Spe I、Spe I、Nco I、Nco I と Spe I で線状化したも
Table 1.

Human primers for in situ hybridization
5'←DNA Sequence→3'

Gene
Forward

ATGGCAGAAGGAGACCAGAA

Reverse

ATGGCGATGTTGAACTCCTC

Forward

AAACATCCGAGGACAAGGTG

Reverse

CGTGTACAAGTCTGCGTCCT

Forward

CCAACCCAGAGAATTCCAGA

Reverse

AGCCGCTGCAGTACCTAAAA

Forward

ATACAGGCGGAACCACACTC

Reverse

GCCTGGGGTCCACAGTAAT

Forward

TCCTCCTCGCATCTCTTCTAC

Reverse

TCTCCAGCCTCCTTAGATCAC

VEGF

BDNF

GDNF

NGF

IGF
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Product size

Accession number

224 bp

NM_001033756

202 bp

NM_170735

150 bp

NM_000514

181 bp

NM_002506

238 bp

NM_001111283

のをセンスプローブとして用いた。表１のようなプライマーを用いた PCR 産物をサブクローニング後に得られたプラ
スミドから作製した。in situ hybridization は、以前に述べた方法で行った。要約すると、凍結切片を 20g/ml
proteinase K で 6 分間処理し、ハイブリダイゼーションバッファー中で 57℃で 16 時間、 BDNF、GDNF、IGF、NGF
あるいは VEGF antisense および sense probe とハイブリダイズさせた。RNase buffer （20g/ml）で処理後、切片を
high stringency buffer、2×SSC および 0.1×SSC 中で 20 分間洗浄した。TNB buffer （PH7.5）に調整したのち
anti-DIG-POD (Roche, Indianapolis, IN, USA) と反応させた。そして 10 分間 Fluorescein tyramide 試薬
（PerkinElmer、ボストン、MA、USA）反応させた。それらを共焦点レーザー顕微鏡（TC SP5 顕微鏡、ライカ、ドイ
ツ）によって検鏡した。Leica Application Suite Advanced Fluorescence (LAS AF, Leica) software を用いて 3 次元
再構築を行った。
７ 遊走、増殖、抗アポトーシスの解析
培養上清(CM)を回収するため、培地は 70％コンフルエントで牛胎仔血清（FBS）を除いた DMEM に交換し、そ
の培養上清を 24 時間後に回収し、Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter (Millipore, Billerica, MA, USA).によって
濃縮した。CM の増殖効果を評価するため、RT4-D6P2T 細胞を 1×103 で、0.2％BSA および 10g/ml の CM 含
有 DMEM の入った 96well プレートに播種した。10 l の Tetra-color one® (Seikagaku Corporation, Tokyo, Japan)
を 96 well プレートにそれぞれ加え、2、12、28、36、51、60 時間後、450 nm の吸光度で分光光度計を用い細胞数
を測定した。細胞がない well をネガティブコントロールとした。MDPSCs からの CM のなかで RT4-D6P2T (rat
Schwann cells, EC93011415-F0, DS Pharma Biomedical, Osaka, Japan)の遊走能を調べるため、以前に記述した
ように、horizontal chemotaxis 分析を行った。簡単に言うと、装置には２つの穴があり、1ml あたり 105 個の細胞 1ml
を片方の穴にいれ、もう一つのステンレスホルダーの中に CM 10ml を入れた。細胞遊走のビデオは 18 時間の
間 3 時間おきに撮影した。CM の抗アポトーシス効果を評価するために、MDPSCs からの CM 8g/ml が入った
DMEM 内で 500nM の staurosporine（シグマアルドリッチ）と反応させた。5 時間後 RT4-D6P2T cells を回収し、細
胞混濁液は 15 分間 Annexin V-FITC and propidium iodide (Roche)と反応させ、フローサイトメトリーを行った。
８ 統計分析
データは平均±標準偏差で示され、P 値は Mann-Whitney U test および Bonferroni correction in SPSS 21.0
(IBM, Armonk, NY, USA)を用いて計算した。
【 結 果 】
１ 組織学的形態解析
細胞移植の 5 週間後、移植に対する反応を組織形態学的に検討するため、動物は安楽死させた。移植された
コラーゲンチューブは細い線維組織で覆われ、無傷で分解されないままであった。周囲組織からの免疫反応は
認められなかったことから、コラーゲンチューブは高い生体親和性を持っているということがわかった（図 2A-C）。
HE 染色を行った切片を光学顕微鏡で観察すると、コラーゲンチューブの中に再生神経を認めた。MDPSCs を移
植したものは著しい血管新生を認めた。炎症性細胞もごくわずかであった（図 2D）。チューブにコラーゲンのみを
移植した対照群でも血管新生は認められたが、細胞を移植した群と比較すると血管反応と直径は小さかった。炎
症反応は比較的高かった。細胞を移植したものには 5 週間後、細いミエリン鞘に囲まれた再生軸索がすべてのグ
ループで観察された（図 2G-I）。軸索の直径と密度は切片をトルイジンブルー染色して計算した（図 2J、K）。自家
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神経移植は他のグループ（図 2I）（vs MDPSCs p＜0.05 、vs collagen p＜0.01）と比較した場合、軸索の直径
（2.15±0.22μm）がかなり良い結果であった。MDPSC 移植（1.53±0.43μm）とコラーゲングループ（1.39±0.23
μm）の間で統計的な有意差は認められなかった（図 2J）。一方、軸索密度が最も高いのは MDPSC 移植群
（23.678±5、306fibers / mm2）で、コラーゲン移植群(13. 280±1. 757 fibers / mm2、p<0.01)および自家神経移植
群(16, 981±2, 137 fibers / mm2 、p<0.05)と比較して有意であった。最も軸索密度が低かったのはコラーゲン移
植群で、その他のグループと比較すると有意差を認めた（図 2K） (vs MDPSCs p＜0.01、 vs 自家神経移植
p<0.05) 。再生した有髄軸索の総数は自家移植群（14345.83±3496.44 の軸索/神経）で最も高く、次いで
MDPSCs 移植群(11492.54±1534.93 軸索 / 神経)、最後にコラーゲン移植群（5417.72±2062.39 軸索/神経）と
いう結果になった。MDPSCs 群と自家神経移植群の間では有意差は認められなかった（図 2L）。G-比率値は、
0.73±0.059（MDPSCs 移植群）、0.75±0.040（コラーゲン移植群）、0.73±0.016 自家移植群であった（図 2M）。
BS－1 レクチンによる免疫蛍光染色解析において、MDPSCs を移植群がより血管新生量が大きいことが分かった
（図 2N）。電子顕微鏡像ではコラーゲン群（図 3A）がより多くの線維組織を認め、MDPSCs（図 3B）と自家神経移
植群（図 3C）では少ない傾向であった。MDPSC 移植群において、炎症性細胞の量は、コラーゲン移植群より少
なかった。
２ 移植歯髄幹細胞の状態
移植細胞の結果を調べるため、DiI ラベル MDPSCs を移植したラットを 14 日目に安楽死させ、S-100 抗体を用い
て免疫染色を行った（図 4A-C）。DiI ラベル MDPSCs は 14 日間生存し、円形から卵形の核を持ち、最小の可変
的細胞質で特徴づけられていた。移植細胞は S100 タンパク陽性細胞の近くに局在性がみられたが、直接シュワ
ン細胞には分化しなった。そのかわりに in situ hybridization により、14 日目の DiI ラベル MDPSCs は、BDNF,
GDNF, IGF, NGF および VEGF のような神経栄養因子を発現して、移植細胞近くに分泌していることがわかった
（図 4D-R）。
３ 増殖能と抗アポトーシス
さらに歯髄幹細胞の反応を特徴づけるために、増殖能と抗アポトーシス効果について調べた（図 5A-F）。移植
後 14 日目 MDPSC 移植群を、コラーゲン移植群と比較すると、Caspase3 陽性の細胞数が著しく減少していた（図
5A-C）。細胞増殖能に関しては、移植後 14 日目に Ki67 陽性細胞はコラーゲン群と比較して、MDPSC 移植群に
より観察された（図 5D、E）。MDPSC 移植群において、移植細胞の中に Ki67 陽性の細胞はなかった(図 5F)。
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【図２】 再生神経の肉眼と顕微鏡での観察結果 （A－C）移植後 35 日目の肉眼観察、（D－F）移植後 21 日目
HE 染色横断像、（v）血管、（G－I）移植後トルイジンブルー染色後横断像、矢印は有髄軸索を示す。A、D、G は
MDPSC 移植群、B、E、H はコラーゲン移植群、C、F、I は自家神経移植群。スケールバーは 25m。（J）有髄軸
索直径、（K）一平方 mm における有髄軸索の密度、（L）有髄軸索の総数、（M）G 比率、（N）血管新生領域、
**p<0.01, *p<0.05
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【図３】 移植後 35 日目の坐骨神経横断面電子顕微鏡像
（A）コラーゲン移植群、（B）MDPSCs 移植群、（C）自家移植群、（D）健常の坐骨神経
Ax：軸索、Sc：シュワン細胞、Ly：リンパ球、Fb：線維芽細胞。スケールバー2m、*: 無髄神経
４ 上清の反応
シュワン細胞に対して、MDPSC の CM の効果を明らかにするため、遊走、増殖、抗アポトーシスの分析を in
vitro で行った。5％FBS 中では RT4-D6P2T の増殖活動は増強されなかったが、MDPSC の CM 中では 28 時間
RT4-D6P2T のかなりの増殖を認めた（p < 0.01）（図 6A）。また RT4-D6P2T の遊走も FBS と比較すると MDPSC
の CM の促進されることが明らかとなった（p < 0.01）（図 6B）。それに加え、MDPSC の CM は、RT4-D6P2T のア
ポトーシスを抑制することも分かった(p＜0.05) (Fig.6C)。

【図４】 移植後 14 日目に再生された神経横断面の免疫組織学的および in situ hybridization 分析結果 （A-C）
S100 抗体による免疫蛍光染色（緑：S100、赤：MDPSCs）（A：S100、B：移植細胞、C：二つを重ね合わせたもの）、
（D-R）移植細胞における神経栄養因子の発現、in situ hybridization BDNF（D-F）、GDNF(G-I)、IGF(J-L)、
NGF(M-O)、VGEF(P-R)。D、G、J、M、P それぞれの因子（緑）、E、H、K、V、Q 移植細胞（赤）、F、I、L、O、R 二
つを重ね合わせたもの、スケールバーの長さ 10m
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【図５】 移植後 14 日目の抗アポトーシスおよび増殖効果
(A-B) Caspase 3 抗体を用いた免疫染色(赤: Caspase3; 青: Hoechst33342) (A: MDPSC 移植群; B: Collagen 移植
群) (C) Caspase3 陽性細胞率 (D, E) S100 および Ki67 二重免疫染色 矢印は Ki67 陽性核を示す(緑: S100,
赤: Ki67) (D: MDPSC 移植群; E: Collagen 移植群) (F) Ki67 抗体による免疫染色 (緑: Ki67、赤: 移植細胞)
Scale bar 10m

【図６】 RT4-D6P2T (ラット Schwann 細胞)を用いた培養上清 CM の効果
(A) 細胞増殖促進作用 (**p<0.01 vs 0.2% BSA) (B) 抗アポトーシス作用(**p<0.01 vs ウシ胎仔血清) (C) 遊
走促進作用 (**p<0.01, *p<0.05)
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【 考 察 】
傷害を受けた末梢神経修復と再生に対して、多くの幹細胞源がある。歯髄は神経堤に由来し、DPSCs は非常
に低侵襲で倫理問題もなく、抜歯後捨てられる歯から分離することができる。DPSCs の神経再生に対する促進効
果、たとえば成熟したオリゴデンドロサイトに分化することによって失われた細胞を置換したり、ニューロン、星状細
胞、膠細胞への抗アポトーシス効果、神経前駆細胞の遊走と分化促進は、中枢神経障害（脊髄損傷モデルと脳
虚血モデル）（Sugiyama, et al., 2011; Sakai, et al., 2012）で示された。DPSCs の移植は顔面神経再生を促進する
ことも報告されたが、自家神経移植片による比較は報告されていない（Sasaki, et al., 2008; 2011）。本研究におい
て、細胞移植群とコラーゲン移植群で軸索再生に対する促進効果の比較を行った。軸索密度は MDPSC 移植群
は自家神経移植群に比べ有意に高かった。しかし、有髄軸索の総数に関しては、自家神経移植群が最も多く、
次いで MDPSC 群、最後にコラーゲン群であった。コラーゲンチューブによって神経欠損部を結合する手段は、
再生する部分を制限し、MDPSCs 移植において相対的に軸索密度の増加を引き起こしたと考えられる。このよう
に、両群の軸索直径の違いは、再生部分の違いによる可能性がある。G-比率値は通常の末梢神経においては
約 0.6-0.7 で、すべての群で G-比率値 0.7-0.8 を示すことから、優れた髄鞘再生が示唆される。
MDPSC 群も大きな血管形成がみられ、間葉系幹細胞を用いて新生血管形成を促進させた以前の研究と一致
していた（Pan, et al., 2009; Lopatina, et al., 2011）。軸索成長のためには、新生血管形成は不可欠である。シュワ
ン細胞と軸索突起は軸索再生に先行し、血管新生と共に広がっていく。VEGF 存在下で血管の再生は、軸索再
生と、シュワン細胞の増殖を促進させる。本研究で、MDPSCs は in vitro でも in vivo でも VEGF を発現している。
MDPSCs は VEGF を分泌することにより血管形成をサポートし、優れた神経再生につながると考えられる。末梢神
経再生において軸索再生、再生組織への神経支配を助け、促進する点でシュワン細胞は重要である。たとえば、
脂肪幹細胞 ADSCs は静脈注射後ラットの坐骨神経間隙で、シュワン細胞たんぱく質を発現し、ADSCs はシュワ
ン細胞に分化する可能性が示唆された（Orbay, et al., 2012）。骨髄由来幹細胞 BMSCs も移植後ラット坐骨神経
間隙にシュワン細胞たんぱく質を発現させ、シュワン細胞へ分化していることが示された（Cuevas, et al., 2002;
Tohill, et al., 2004; Yang, et al., 2011）。神経栄養因子もニューロン生存と軸索再生のために不可欠の役割をして
おり、また、傷害された末梢神経の機能的な神経再支配効果のためにも必要とされている。たとえば、ADSCs は
in vivo で末梢神経再生に必要な軸索突起伸長と発芽に関与している IGF-1、BDNF のような神経栄養因子を分
泌することができる（Gordon, et al., 2010; Lopatina, et al., 2011）。BMSCs は in vivo で神経突起を伸長させ、シュ
ワン細胞を増殖させ、分化したニューロンを維持する BDNF、b-FGF、CNTF といった神経栄養因子を発現する。
本研究において、移植 MDPSCs が直接シュワン細胞表現型には分化しなかった。しかしながら、in situ
hybridization 解析により、シュワン細胞の近くに局在する、DiI でラベルされた移植 MDPSCs の中に、BDNF、
GDNF、IGF、NGF と VEGF の神経栄養因子を発現する細胞が認められた。実験的根拠に基づき、MDPSCs は
神経栄養因子を分泌することによりシュワン細胞を刺激している可能性が示唆された。in vitro ではシュワン細胞
に対する抗アポトーシス、増殖、遊走促進効果がみられた。in vivo ではアポトーシスを起こしていない細胞、より
優れた増殖能はコラーゲン群よりも MDPSCs 移植群の方が認められた。結論として、新規に遊走してきたシュワン
細胞の近くに神経栄養・血管新生因子を分泌し、さらにはアポトーシスを抑制し増殖を促進することにより、
MDPSCs は末梢神経再生に関与していると考えられる。近い将来、歯髄幹細胞移植が、末梢神経修復と再生に
おいて自家神経移植片にとって代わる治療となる可能性が示唆された。
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１６. 歯髄幹細胞の trophic factor, CXCL14, MCP1
国立長寿医療研究センター 中島美砂子
【 要 旨 】
組織再生は間葉系幹細胞による Trophic 効果によって起こると報告されているが、これまで歯髄再生の詳細なメ
カニズムは明らかにされていない。よって本研究では、歯髄再生に関与する Trophic factor を明らかにすることを
目的に、異所性歯根移植モデルに歯髄・骨髄・脂肪幹細胞培養上清を移植し、歯髄再生能を比較した。その結
果、歯髄幹細胞上清は他組織幹細胞上清に比べてより歯髄再生量が多く、歯の周辺組織からより多くの細胞が
根管内に遊走し、アポトーシスも抑制されていることが明らかとなった。in vitro において C2C12 細胞において、歯
髄幹細胞上清は細胞遊走、抗アポトーシス、血管新生促進作用を有していた。歯髄幹細胞には CXCL14、
MCP1、IL6 の遺伝子とタンパクの高発現が認められた。in vitro において、CXCL14 は遊走促進能を、MCP1 は
血管新生促進能を、IL6 は抗アポトーシス能を有していた。また、細胞を移植した場合の再生組織内で移植細胞
からのそれらの因子の分泌がみられた。さらに、周辺組織から遊走してきた細胞はそれぞれ CXCL14、MCP1 の
レセプターである CXCR4 および CCR2 を発現していた。以上の結果より、歯髄幹細胞の高い歯髄再生能は、高
い遊走促進能、血管新生促進能および抗アポトーシス能などの trophic 効果に起因しており、それぞれに関わる
Trophic factor として、CXCL14、MCP1、IL6 が関与している可能性が示唆された。 （原著 1、特許 1）
【 緒 言 】
間葉系幹細胞治療は多くの疾患や組織障害への新たな治療法として期待されており、350 を超える臨床試験
が開始されている（Ren, et al., 2012）。間葉系細胞治療の有効性は知られているが、そのメカニズムの詳細は明ら
かにはされておらず、特に移植細胞の運命決定と遊走細胞の治癒効果への関与は判明していない（Sridharan,
et al., 2014）。一方、間葉系幹細胞の運命は細胞接触と可溶性因子によって調整される微小環境（ニッチ）によっ
て決定されると言われており（Murphy, et al., 2013）、効果的な細胞治療のためには、生体内の微小環境を明らか
にし、移植細胞の運命決定を調節することが重要であると言える。
近年、Ishizaka らは、同一個体由来の歯髄・骨髄・脂肪由来間葉系幹細胞である CD31- side population (SP)細
胞を脳梗塞モデル、下肢虚血モデル、抜髄根管または異所性歯根移植による歯髄再生モデルに移植した
（Ishizaka, et al., 2012, 2013）。その結果、組織再生量は骨髄または脂肪由来幹細胞を移植した場合と比較して、
歯髄由来幹細胞の移植で最も多かったが、全ての再生組織は質的に同様であり、移植した幹細胞の由来組織
には依存していないことを明らかにした。また、我々の予備的な実験において、タンパクを完全に除去した歯を用
いて異所性移植をおこなった場合、どのような間葉系幹細胞を注入しても組織は全く再生しなかった。これらの結
果は、歯根内部にて増殖した細胞と歯根の生化学的構成要素が、移植された間葉系幹細胞を分化誘導する微
小環境を含んでいることを示唆している。
さらに、移植された間葉系幹細胞は局所の固有な細胞に直接分化するのではなく、組織再生を促進するため
の Trophic factor を分泌することによって再生の促進に寄与していると報告されている（Caplan, et al., 2006）。つま
り、間葉系幹細胞は細胞生存（抗アポトーシス）、血管新生、神経再生あるいは基質再構成に必須である様々な
成長因子やサイトカイン、ケモカインの分泌源として働いている（Hung, et al., 2007; Meirelles, et al., 2009;
Copland, 2011; Doorn, et al., 2012; Luo, et al., 2012; Boomsma, et al., 2012）。我々もこれまで、移植した幹細胞は
血管や神経といった宿主の細胞に直接分化するのではなく、遊走した周囲組織由来の幹/前駆細胞に対して著
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明な Trophic 効果を示すことを、異所性歯根移植モデルを用いることで明らかにしてきた（Ishizaka, et al., 2013）。
細胞によって分泌された Trophic factor はその培養上清中に集積しており、間葉系幹細胞由来培養上清の治癒
効果は腎臓（Parekkadan, et al., 2007; Puglisi, et al., 2011; Xagorari, et al., 2013）や肝臓（Reis, et al., 2012）、肺
（Ionescu, et al., 2012）の損傷あるいは心疾患（Gnecchi, et al., 2006）、脳虚血（Yamagata, et al., 2013）さらに骨欠
損（Osugi, et al., 2012）や歯周疾患（Inukai, et al., 2013）、創傷治癒（Yew, et al., 2011）などの疾患モデルにて報
告されている。その治癒・再生促進能として、in vitro では増殖促進能、遊走促進能、抗アポトーシス能、抗炎症
能、血管新生能、神経再生・保護能、といった Trophic 効果が報告されている（Hardy, et al., 2008; Williams, et al.,
2011; Inui, et al., 2013; Xagorari, et al., 2013）。
さらに、近年の研究では、in vivo において、上清によって遊走してきた周囲組織由来の幹細胞による骨再生の
促進が報告されており（Osugi, et al., 2012）、このように、上清の持つ再生に対する有益な効果が明らかにされて
いる。しかし、その詳細なメカニズムは明らかにされておらず、加えて、同一個体において、同様の条件下で細胞
分離・培養した多組織間葉系幹細胞に由来する培養上清の再生能を比較検討した報告はない。また、安定して
一定の微小環境を供給できるため、異所性歯根移植モデルは多組織幹細胞由来培養上清の再生能の比較に
有用であると考えられる。
従って、今回の研究では、歯髄再生の詳細なメカニズムを検討し、関与する Trophic factor を明らかにするため
に、異所性歯根移植モデルを用い、in vivo における同一個体由来の歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞より回収し
た上清の歯髄/象牙質再生能、血管新生促進能、増殖促進能、周囲細胞に対する遊走促進能、抗アポトーシス
能を比較した。さらに、遺伝子解析から歯髄/象牙質再生能に関与する因子の候補を挙げ、そのレセプターも含
め、免疫組織学的あるいは分子生物学的に解析した。
【 材料と方法 】
全ての動物実験は愛知学院大学歯学部および国立長寿医療研究センターの動物実験指針に基づいて、動
物実験倫理委員会の承認（承認番号：AGUD156）を得て行われた。
１．ブタ歯髄・骨髄・脂肪幹細胞分取と上清調整
ブタ歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞は Ishizaka ら（Ishizaka, et al., 2013）の方法によって同一個体の下顎骨より
分取した。ブタ歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞を４代から５代まで継代後、50%コンフルエントの状態にて無血清
培地に交換し、24 時間後、培養上清(CM)として回収した。その上清を Amicon Ultra-15 centrifugal filter unit
with ultracel-３ membrane（Millipore, Billerica, MA, USA）にて約 40 倍に濃縮し、proteinase inhibitors（HaltTM
proteinase inhibitor cocktail EDTA-free , Thermo Scientific, Rockford, IL, USA）を添加した。CM 中のタンパク濃
度は、BradfordUltraTM （Expedeon, Cambridge, UK）により定量した。
２．マウス異所性歯根移植モデルにおける再生組織解析
１）異所性歯根移植モデル
異所性歯根移植モデルはIshizakaら（Ishizaka, et al., 2013）の方法に基づき、in vivoにおけるCMの再生能と
Trophic効果を検討するために用いた。移植には、最終濃度 5 μg/ml 歯髄・骨髄・脂肪CMまたは１×106個の歯
髄CD31-SP細胞（５代目）を用い、各４lotずつコラーゲンTE（Nitta Gelatin, Tokyo, Japan）と混合し、ブタ歯根の根
管内に注入した。これら４本をそれぞれ１本ずつ、計４匹の５週齢SCIDマウス（CB17, CLEA, Tokyo, Japan）に皮
下移植した。移植7日、21日または28日後に移植歯を回収し、４%パラホルムアルデヒド（Nakarai Tesque, Kyoto,
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Japan）にて４℃で一晩浸漬固定し、KalkitoxTM （Wako, Osaka, Japan）にて4℃で１週間脱灰した後、縦断面５µm
のパラフィン切片を作製した。
２）再生組織量解析
HE染色後、サンプルにおける再生歯髄の相対量を、実体顕微鏡（Leica, M 205 FA, Wetzlar, DE, USA）で歯
の全体画像を取得し、測定した。各上清および細胞を移植したそれぞれ４本ずつの各歯について、150 µmの間
隔をおいた３つの切片を解析した。再生歯髄組織の輪郭をトレースし、根管におけるこの輪郭の表面積を、Leica
Application Suite softwareを用いて解析した。根管面積に対する再生歯髄面積の比率は、各歯の３つの切片そ
れぞれにおいて算出し、平均を求めた。
３）細胞密度解析
再生歯髄における細胞密度の比較は、Hoechst 33342（Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA）での核染色の後、
再生面積におけるHoechst 33342陽性細胞数を、蛍光顕微鏡BZ-9000 BIOREVO（KEYENCE, Osaka, Japan）付
属のDynamic cell count BZ-HICにて測定し、各歯の３つの切片において計算し、平均を求めた。
４）血管新生能解析
血管新生能は、移植28日後のパラフィン切片に対し、１次抗体としてマウス抗RECA１(rat endothelial cell
antigen) (Sanbio BV, Uden, Netherlands)、２次抗体としてウマ抗マウスTexas Red (Vector, Burlingame, CA, USA)
を用いた免疫染色によって解析した。また血管新生密度は再生面積におけるRECA1陽性細胞数をDynamic cell
count BZ-HICにて測定し、各歯の３つの切片において計算し、平均を求めた。
５）歯髄の証明
再生組織が歯髄であると証明するために、歯髄マーカーである thyrotropin-releasing hormone degrading
enzyme （TRH-DE）を Ishizaka ら（Ishizaka, et al., 2013）の方法に基づき移植 28 日後再生組織のパラフィン切片
における in situ hybridization にて確認した。これらの標本は、共焦点レーザー顕微鏡（TCS SP５ 倒立顕微鏡,
Leica）を用いて観察し、LAS AF software を用いて、三次元構造を再構築した。次に、各上清および歯髄 CD31SP 細胞移植 28 日後の再生組織に対し、Murakami ら（Murakami, et al., 2013）の方法による Western blot を行い、
そのタンパク発現を確認した。さらに、再生組織における歯髄マーカーTRH-DE および Syndecan ３の mRNA 発
現を確認するために、表１に示すプライマーを用い、real time RT-PCR を Light Cycler (Roche Diagnostics, Basel,
Switzerland)にて解析し、β-actin にて標準化を行った。
なお、上記実験の、ポジティブコントロールとしては、移植歯を回収した SCID マウス中切歯より抽出した正常歯
髄タンパクおよび mRNA を用いた。
６）象牙芽細胞分化能解析
再生歯髄組織の象牙芽細胞への分化を解析するために、enamelysinに対するプローブを用いてin situ
hybridizationを行った。イヌ enamelysin (195 bp) のcDNA をSpeIおよびNcoIでそれぞれ酵素処理し、線状にし、
アンチセンスおよびセンスプローブを作製した。パラフィン切片をこれらのプローブと反応させ、TSAキット
（PerkinElmer, Boston, MA, USA）を用いてDIGシグナルは検出した。これらの標本は、共焦点レーザー顕微鏡を
用いて観察し、LAS AF softwareを用いて、三次元構造を再構築した。
７）基質形成能解析
基質形成を解析するために、移植28日後のパラフィン切片に対し、１次抗体としてウサギ抗aggrecan (ab9942,
abcam, Cambridge, UK)、２次抗体としてヤギ抗ウサギ Alexa 488 (ab150077, abcam)を用いた免疫染色を行い、
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さらにHoechst 33342による核染色を行った。その後aggrecan陽性範囲をDynamic cell count BZ-HICにて測定し
た。
８）増殖促進能解析
増殖促進能を解析するために、移植７日後のパラフィン切片に対し、１次抗体としてウサギ抗PCNA (abcam,
ab18197)、２次抗体としてビオチン化ヤギ抗ウサギ IgG (Vector Lab.)を用いた免疫染色を行った。さらにABC
regent (Vector Lab.)にて処理し、DABにて発色を行った。染色後、実体顕微鏡にて形態学的に観察し、脂肪、筋、
線維を含む周囲組織および再生組織内部のPCNA陽性細胞をLAS AF softwareにて計測した。
９）遊走促進能解析
周囲組織由来細胞に対する遊走促進能を解析するために、歯髄・骨髄・脂肪CMおよび歯髄CD31- SP細胞の
異所性歯根移植を計４匹のSCIDマウスへ行った。さらに、移植３日後の時点で、BrdU(150mg/Kg)を移植歯周囲
に注入した。移植歯は移植７日後に周囲組織と共に回収し、５µm厚さのパラフィン切片とした。これらのパラフィン
切片に対し、１次抗体としてマウス抗BrdU (11299964001, Roche)、２次抗体としてヤギ抗マウス Alexa488 (abcam,
Cambridge, UK, ab150117)を用いた免疫染色を行い、さらに、Hoechst 33342による核染色を行った。その後、共
焦点レーザー顕微鏡を用いて観察し、LAS AF softwareを用いて解析を行った。また、BrdU陽性細胞および
Hoechst 33342陽性細胞数をDynamic cell count BZ-HICにて測定し、BrdU陽性率を算出した。
10）抗アポトーシス能解析
抗アポトーシス能を解析するために、移植７日後のパラフィン切片に対し、１次抗体としてウサギ抗Caspase３
(Cell Signaling Technology Inc., Danvers, Massachusetts)、２次抗体としてヤギ抗ウサギ Alexa 488 (abcom,
ab150077)を用いた免疫染色を行い、さらに、Hoechst 33342による核染色を行った。その後Caspase３陽性細胞数
およびHoechst 33342陽性細胞数をDynamic cell count BZ-HICにて測定し、Caspase３陽性率を算出した。
３．歯髄 CD31- SP 細胞中の高発現遺伝子解析
Ishizaka ら（Ishizaka, et al., 2013）の方法によるマイクロアレイ解析において、歯髄 CD31- SP 細胞の遺伝子発現
を骨髄・脂肪 CD31- SP と比較することにより、再生能に関与する Trophic factor を同定した。また、歯髄・骨髄・脂
肪 CD31- SP 細胞において、同定された 9 因子である chemokine (C-X-C motif) ligand 14 (CXCL14)、
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)、 brain-derived neurotrophic factor (BDNF)、 neuropeptide Y
(NPY)、 interleukin １α (IL-１α)、 interleukin ６ (IL6)、 interleukin ８ (IL-８)、 interleukin 16 (IL-16)、 および
MCP1 に対し、real-time RT PCR 解析を行った。
４．Trophic factor およびそのレセプターの発現解析
１）移植細胞におけるタンパク発現解析
歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞において、MCP1、CXCL14 のタンパク発現を western blot にて解析した。それ
ぞれの細胞ペレットより分離した５μg のタンパクを含む可溶液を電気泳動させ、Immunobilion-P PVDF メンブレ
ン (Millipore, Billerica, Massachusetts)に転写した。そのメンブレンに、ウサギ抗 CXCL14 (abcam, ab137541)また
はウサギ抗 MCP1 (abcam, ab7202)、マウス抗 IL6 (abcam, ab9342)を反応させ、さらに、２次抗体としてヤギ抗ウサ
ギ IgG (Cell Signaling Technology Inc.)を用い反応させた。バンドの発現は LuminateTM Forte Western HRP
Substrate (Millipore)にて確認した。
２）CXCL14 局在性解析
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CXCL14 の組織内発現と周囲組織より遊走してきた細胞との関係性を確認するため、CXCL14 および BrdU に
て免疫二重染色を行った。移植７日後のパラフィン切片に対し、１次抗体としてウサギ抗 CXCL14(abcam,
ab137541)を用い、４℃で一晩反応させ、２次抗体としてヤギ抗ウサギ Alexa 488 を室温で 30 分反応させた。続い
て、上記と同様の方法で、BrdU による免疫染色を行った後、Hoechst 33342 により核染色を行った。
３）MCP1 局在性解析
MCP1 の再生組織内発現と新生血管との局在性を確認するため、移植７日後のパラフィン切片に対して、
MCP1 および RECA１での免疫二重染色を行った。１次抗体としてウサギ抗 MCP1 (abcam, ab7202)を用い、４℃
で一晩反応させ、２次抗体としてヤギ抗ウサギ Alexa 488 を室温で 30 分反応させた。続いて、上記と同様の方法
で、RECA１による免疫染色を行った。
４）IL6 局在性解析
IL6 と Caspase３陽性細胞の関連性を解析するために、移植７日後のパラフィン切片に対し、それぞれの抗体を
用いて、免疫二重染色を行った。１次抗体としてウサギ抗 Caspase３(Cell Signaling Technology Inc.)を用い、４℃
で一晩反応させ、２次抗体としてヤギ抗ウサギ Alexa 488 を室温で 30 分反応させた。続いて、それらの切片に対
し、１次抗体としてマウス抗 IL6(abcam, ab9342)を用い、４℃で一晩反応させ、２次抗体としてウマ抗マウス Texas
Red を室温で 30 分反応させた後、Hoechst 33342 により核染色を行った。これらの標本は、共焦点レーザー顕微
鏡を用いて観察し、LAS AF software を用いて、三次元構造を再構築した。
５）レセプター遺伝子発現解析
移植 28 日後の再生組織において、CXCL14 および MCP1 のレセプターである CXCR4、CCR2 の mRNA 発
現を、表１に示すプライマーを用い、real-time RT-PCR によって解析した。
５．遊走細胞に対する免疫組織学的、分子生物学的解析
周囲組織からの遊走細胞における CCR2 あるいは CXCR4 の発現を確認するために、BrdU で免疫染色を行っ
た後、それぞれの in situ プローブによる in situ hybridization を行った。使用した in situ プローブは、CCR2(188bp)
または CXCR4(210bp)のマウス cDNA より作成した。real time RT-PCR で使用したものと同様のプライマーから増
幅された PCR 産物を、プラスミド上で NcoI と Spe I にて直鎖化した。それらを鋳型として RNA プローブを合成し、
anti-sense プローブとして用いた。また、Spe I と Nco I にて直鎖化し、sense プローブを合成した。移植７日後のパラ
フィン切片に対し、１次抗体としてマウス抗 BrdU を用い、４℃で一晩反応させ、２次抗体としてヤギ抗マウス Alexa
488 を室温で 30 分反応後、遊走細胞を標識した。さらにそれらの切片を、20 μg/ml の proteinase K にて３分間処
理し、hybridization solution で希釈した CXCR4 または CCR2 の antisense あるいは sense プローブを用い、57℃
の条件下で 16 時間 hybridize を行った。Hybridize の終了後、各切片に対し、20μg/ml の RNase を含む RNase
buffer にて未反応プローブの断片化を行い、さらに high stringency buffer、2×SSC および 0.1×SSC にて 20 分ず
つ洗浄した。続いて、TNB buffer (pH 7.5)にて平衡化した切片を、抗 DIG-HRP (Enzo, Biochem, NY)にて標識し、
Rodamine Tyramide working solution (PerkinElmer, Boston, MA)を 10 分作用させ発色を行った。その後、核染色
を Hoechst 33342 にて行った。また、同様の手順の染色を行い、１次抗体を反応させないもの、あるいは sense プロ
ーブを反応させたものをコントロールとして用いた。これらの標本は、共焦点レーザー顕微鏡を用いて観察し、
LAS AF software を用いて、三次元構造を再構築した。
６．MCP1、CXCL14、IL6 の Trophic 効果解析

149

１）遊走促進能解析
ヒト臍帯静脈血管内皮細胞 (Human Umbilical Vein Endothelial Cell, HUVEC) (Clone 7F3415, Lonza, Basel,
Switzerland)、マウス筋芽細胞 (C2C12) (EC91031101-F0, DS Pharma Biomedical, Osaka, Japan)のCXCL14ある
いはMCP1に対する遊走能を比較するために、Ioharaら（Iohara, et al., 2011）の方法に基づき、TAXIScan-FL
（Effector Cell Institute, Kanagawa, Japan）を用いて解析を行った。各細胞（105 cells／ml）１µlを、ステンレススチ
ールホルダー単一孔に注入し、1µlの1µg/ml CXCL14リコンビナントタンパク(866-CX-025, R&D systems)、3
ng/ml MCP1 リコンビナントタンパク(279-MC-010, R&D systems)、5 µg/ml歯髄上清、歯髄上清および1 µg/mlウ
サギ抗CXCL14あるいは2.25 µg/mlウサギ抗MCP1のいずれかを一定濃度勾配が形成させるように反対側の孔に
注入した。24時間にわたり、細胞遊走のビデオ画像を撮影し、画像解析により遊走細胞数を測定した。
２）血管新生促進能解析
CXCL14およびMCP1の血管内皮細胞分化促進作用を比較した。血管誘導培地として、5 µg/ml アスコルビン
酸（Lonza）、5 µg/ml ヘパリン（Lonza）および5 µg/ml ハイドロコルチゾン（Lonza）含有DMEMを用意した。そこに、
最終濃度として1 µg/ml CXCL14リコンビナントタンパク、3 ng/ml MCP1リコンビナントタンパク、5 µg/ml歯髄上清、
歯髄上清および1 µg/mlウサギ抗CXCL14あるいは2.25 µg/mlウサギ抗MCP1のいずれかを添加し、HUVECを14
日間培養した。その後、１次抗体としてマウス抗Vascular endothelial (VE)-cadherin/CD 144 (Acris, Herford,
Germany)を用い、さらに２次抗体としてヤギ抗マウスAlexa 488を用いた免疫染色を行った。また核染色を
Hoechst33342にて行い、蛍光顕微鏡であるBZ-9000 BIOREVOにて観察した。
３）抗アポトーシス能解析
抗アポトーシス作用に関しては500 nM staurosporine（St）（Sigma-Aldrich）含有DMEM中に、最終濃度70
ng/ml のIL6あるいは5 µg/ml歯髄上清または歯髄上清および10 µg/mlのマウス抗IL6のいずれかを添加し時間
作用させた。その後、Annexin V-FITCと propidium iodide （Roche）で15分反応させ、アポトーシス細胞を標識し
た後フローサイトメトリーにて測定した。
７．統計学的解析
データは平均±標準偏差で表した。統計処理には一元配置分散分析および多重比較テスト（Tukey法）を用い、
統計学的有意差は危険率5%で判定した。なお、統計学的分析には統計解析ソフトSPSS ver21.0®(IBM, NY,
USA)を用いた。
表１
マウスreal-time reverse transcription-polymerase chain reaction 用プライマー

5’←DNA Sequence→3’

Product size

Accession
number

Forward
Reverse

ACGGGTCCAAGTGAAGTGC
GGCGTTGTACCACTTGATGA

206 bp

AY_308800

Forward
Reverse
Forward
Reverse

CTGGACTGGGAGGTAGTTG
CTTAGGGTAGGGTTCACTC
TTCAAGAGGCCTGACATCGT
AGAAGAGGAGGCTCCAAAGG

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

CTCCGCCTCTGATAGTCTGC
CACTTCCCATCACCACACAG
CAAGGACAGTGTGGTGATGG
CATCATTCAGGATGCAGTGG
AGCAAGGAGGTACTGGCAGA
CAGCCTCGACATTTCCCTTA
GCATTCCACACCTTTCCAC
CTTCTGCACCCACTTTTCC

IL 16

Forward
Reverse

MCP 1

Gene name
CXCL 14
G-CSF
BDNF
NPY
IL 1-α
IL 6
IL 8

CXCR4
CCR2
β-actin

97 bp

NM_213842

180 bp

NM_214259

200 bp

NM_1256367

215 bp

NM_214029

187 bp

NM_214399

145 bp

NM_213867

TCAGCAGCCAAGTGTCATC
TCTCAGCTCCGAAAGGTTG

197 bp

NM_213751

Forward
Reverse

TCTCCAGTCACCTGCTGCTA
TCCAGGTGGCTTATGGAGTC

185 bp

NM_214214

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

CCGTGGCAAACTGGTACTTT
TCAACAGGAGGGCAGGTATC
CCCTGCCCATCTTCATCTTC
ATCACCATCCGCCACTTTG
CTCTTCCAGCCCTCCTTCCT
ACGTCGCACTTCATGATCGA

209 bp

NM_213773

102 bp

NM_1001619

80bp

AJ_312193

CXCL14, chemokine (C-X-C motif) ligand 14, G-CSF, granulocyte-colony stimulating factor;
BDNF, brain-derived neurotrophic factor; NPY, neuropeptide Y; IL1-α, 6, 8, 16, Interleukin 1-α, 6, 8, 16;
MCP1 (CCL2), monocyte chemoattractant protein-1 (chemokine (C-C motif) ligand 2);
CXCR4, chemokine (C-X-C motif) receptor 4; CCR2, chemokine (C-C motif) receptor 2
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【 結 果 】
１．上清移植による歯髄再生能
SCID マウスに対し異所性歯根移植を行った際の、歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞由来培養上清による歯髄
再生能を比較した。歯髄 CD31- SP 細胞を移植し 21 日後には新生血管に富む歯髄様組織の再生が認められた
（図１A, E）。各培養上清移植 21 日後でも同様に、歯髄様組織の再生が認められたが、疎な結合組織によって構
成されていた（図１B-D, F-H）。再生組織内において Hoechst 33342 によって染色された細胞数は、細胞移植後
（図１J）と比較して、各培養上清移植後のほうが少なかった（図１K-M）。さらに、移植 21 日後の再生組織を形態
学的に解析すると、上清移植後の再生量および細胞密度は、細胞移植後より有意に少なかった（図１I, N）。上清
移植後 21 日の再生組織間における比較では、再生量、細胞密度ともに歯髄で最も高く、次いで骨髄、脂肪の順
であった（図１I, N）。また、21 日後と 28 日後における歯髄 CD31- SP 細胞移植後再生組織の再生量および細胞
密度に有意な差はみられなかった。
細胞あるいは上清移植後 28 日の再生組織を RECA1 にて評価したところ、全ての移植において再生組織中に
血管新生が生じた（図２A-D）。さらに、血管新生密度を形態学的に解析すると、骨髄・脂肪上清に比べ歯髄上清
移植で最も高かった（図２E）。
移植後 28 日の再生組織において、歯髄マーカー TRH-DE の mRNA 発現を in situ hybridization で、タンパク
発現を western blotting で解析したところ、いずれの再生組織でも同様に発現していた（図２F-I, J）。さらに、再生
組織より RNA を抽出し、歯髄マーカー Syndecan 3 および TRH-DE による real-time RT-PCR を行ったところ、再
生組織における発現レベルは正常歯髄組織と同様であった（表２）。
また、全ての再生組織の根管壁に象牙芽細胞様細胞が並列し、その突起を細管内に伸長させているのが観
察でき（図２K, M, O, Q）、象牙質マーカーEnamelysin を発現していた（図２L, N, P, R）。しかし、その密度は歯髄
上清に比べ骨髄上清あるいは脂肪上清移植では疎であることが観察され、Enamelysin 陽性細胞数を統計学的
に解析すると、有意な差が認められた（図２S） (P <0.05)。
組織内部の基質形成を、aggrecan にて評価したところ、骨髄上清、脂肪上清移植後の再生組織には強い基質
形成が認められた（図２T-W）。基質形成面積を統計学的に比較したところ、骨髄上清、脂肪上清と比較して歯髄
上清移植後再生組織で有意に少なかった（図２X）(P <0.05)。
再生組織内部および周囲組織に対する増殖促進能を、移植後７日の再生組織において PCNA にて評価した
ところ、いずれの移植の場合であっても同様に、周囲組織における PCNA 陽性細胞は脂肪、線維、筋組織で認
められ（図３A-C）、再生組織内部においても陽性細胞が認められた（図３D）。また、統計学的解析において、再
生組織内部および周囲組織中の陽性細胞数に有意な差を認めなかった（図３A-D: e）(P <0.05)。
周囲組織に対する遊走促進能を、移植後７日の組織において評価した。再生組織内部で一部の細胞が BrdU
陽性を示しており（図３E）、その陽性細胞数は、歯髄上清移植で最も多く、次いで骨髄上清、脂肪上清であり、統
計学的に有意な差が認められた（図３E: e） (P <0.05)。
【表２】
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抗アポトーシス能を、移植後７日の再生組織において Caspase3 によって評価したところ、細胞移植後再生組織
における Caspase3 陽性細胞は、各上清移植より有意に少なく（図３F）(P <0.05)、また、上清間で比較すると、歯髄
上清で有意に少なかった（図３F: e）(P <0.05)。
２．再生歯髄内における Trophic factor とそのレセプターの発現
歯髄・骨髄・脂肪 CD31- SP 細胞より cDNA を作成し、マイクロアレイ解析を行った（表３）。その結果、骨髄・脂
肪 CD31- SP 細胞と比較して歯髄 CD31- SP 細胞において高発現している遺伝子は CXCL14、G-CSF、BDNF、
NPY、IL1、IL6、IL8、IL16 および MCP1 であった。さらに、これらの mRNA 発現を real-time RT-PCR により解析
すると、歯髄 CD31- SP 細胞において、CXCL14、MCP1 および IL6 の高発現が認められた（表４）。Western blot
によるタンパク発現解析でも同様に、歯髄 CD31- SP 細胞において、MCP1 および IL6 の高発現が認められた（図
４）。
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最近の研究において、CXCL14 と MCP1 は遊走能、血管新生能に関与していると報告されている（Arderiu, et
al., 2012; Tanegashima, et al., 2013）。そこで、CXCL14 または MCP1 の再生組織内での局在性と、遊走細胞ある
いは新生血管との関係を解析した。蛍光顕微鏡下の観察において、GOT 陽性の移植細胞が CXCL14、MCP1 を
発現していたが（図５A, 図６A）、遊走細胞である BrdU 陽性細胞は発現していなかった（図５E-H, 図６E-H）。こ
れらの結果は、CXCL14 および MCP1 は周囲からの遊走細胞ではなく、移植細胞が分泌していることを示唆して
いる。また、MCP1 は新生血管の組織内に見られるのではなく、径が 40 µm あるいは 70 から 130 µm の血管に近
在しているのが確認できた（図６G-K）。
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次に、各上清の移植 28 日後の再生組織より抽出した mRNA に対し real-time RT-PCR を行い、CXCL14、
MCP1 それぞれのレセプターである CXCR4、CCR2 の発現を解析した（表５）。
その結果、両遺伝子はともに、正常歯髄よりも再生歯髄に高発現していた。さらに、免疫組織染色と in situ
hybridization による二重染色において、BrdU 陽性の遊走細胞は CXCR4 または CCR2 を発現していることが確
認できた（図５C-E, 図６C-E）。また、遊走細胞における CXCR4 発現率は、歯髄上清、骨髄上清、脂肪上清の順
に、36.3%、26.6%、26.1%であり、歯髄上清を移植した場合が最も高かった（図５F）。一方、CCR2 発現率は、
13.9%、24.1%、23.1%であり、骨髄上清を移植した場合が最も高かった（図６F）。
抗アポトーシスに対する IL6 の関与を解析したところ、ほとんどの IL6 陽性細胞は Caspase3 を発現しておらず、
Caspase3 陽性細胞の大部分は IL6 を発現していなかった（図７A-C）。再生組織内での IL6 陽性率は骨髄上清、
脂肪上清を移植した場合と比べ歯髄上清を移植した場合で有意に高かった（図７D）(P <0.05)。また、Caspase3
陰性細胞の 90%以上が IL6 を発現しており、Caspase3 陽性細胞の 70%から 85%が IL6 を発現していなかった。
つまり、再生組織内において、IL6 陽性率の上昇による Caspase3 陽性率の低下が観察された。
３．in vitro における MCP1、CXCL14、IL6 の Trophic 効果
in vivo で示唆された MCP1、CXCL14、IL6 の Trophic 効果を、歯髄上清をポジティブコントロールとして、in
vitro において解析を行った。まず、MCP1、CXCL14 の遊走促進能を解析したところ、C2C12 細胞に対して添加
した場合、両因子ともにネガティブコントロールである 0.2%FBS よりも有意に遊走を促進した(P <0.05)。また、上
清と CXCL14 の間に差は認められなかったが、CXCL14 と MCP1 の間には有意な差が認められた（図８A:a）(P
<0.05)。さらに、上清を抗 CXCL14 にて中和したところ、その遊走促進能は有意に抑制された（図８A:b）(P <0.05)。
HUVEC に両因子を添加した場合も同様に、ネガティブコントロールよりも有意に遊走を促進した。また、CXCL14、
MCP1 の間に差は認められず（図８B:a）、上清に抗 MCP1 を添加して中和したところ、遊走促進能は有意に抑制
された（図８B:b）(P <0.05)。
次に、VE-cadherin による免疫染色で血管新生促進能を評価した（図８C）。歯髄上清あるいは MCP1 を
HUVEC に対し添加した場合、分化を促進し、14 日後には VE-cadherin 陽性の血管内皮細胞が見られるようにな
った。一方、上清を抗 MCP1 にて中和した場合には VE-cadherin 陽性の血管内皮細胞は確認できなかった。
最後に IL6 の抗アポトーシス能を解析したところ、上清および IL6 は有意にアポトーシスを抑制しており、上清
を抗 IL6 にて中和するとその抗アポトーシス能は有意に抑制された（図８D）(P <0.05)。
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【 考 察 】
Trophic factor は血管新生、抗アポトーシスあるいは免疫調整によって障害後の組織再生に関与すると報告さ
れており（Lai, et al., 2012; Kupcova, 2013）、骨・軟骨病変、脳血管障害、神経損傷、神経変性等の多くの疾患に
対する新たな治療薬として着目されている。そのため、多数の研究において、プロテオミクス技術を用いて
Trophic factor の再生治療薬としての可能性を検索している（Kupcova, et al., 2013）。しかし、移植された幹細胞と
Trophic factor は、生体の複雑な微小環境によって調整されているため、治療薬として適応できる可能性をもつ
Trophic factor を同定するためには、in vivo モデルによる検討が重要であると考えられる。異所性歯根移植モデ
ルは安定した微小環境を供給することが可能であり（Prescott, et al., 2008; Huang, 2011; Wang, et al., 2012）、
bFGF や VEGF といった Trophic factor と間葉系幹細胞の再生能を比較するために用いられている（Kim, et al.,
2010; Janebodin, et al., 2013）。著者らも、歯髄・骨髄・脂肪由来幹細胞の再生能の比較に用いており（Ishizaka, et
al., 2013）、そのなかで、移植した細胞は、血管や神経あるいは歯髄特異的な細胞へと直接分化するのではなく、
種々の Trophic factor を分泌していることを明らかとした。さらに、in vitro における上清の添加実験の結果、骨髄・
脂肪上清と比較して、歯髄上清は高い遊走促進能と抗アポトーシス能および血管新生促進能を有しており、再
生量の差はそれぞれの幹細胞から分泌された Trophic factor の差に依存していることを示唆する結果を報告した
（Ishizaka, et al., 2013）。そこで本研究では、異所性移植モデルに歯髄・骨髄・脂肪上清を移植し、再生組織内で
の Trophic 効果を比較することで、上清の持つ歯髄再生能に強く影響を与えているメカニズムを検討した。次いで、
歯髄・骨髄・脂肪 CD31-SP 細胞の遺伝子あるいはタンパク発現を比較することで、再生メカニズムに関与する
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Trophic factor の候補を検索した。さらに、再生組織中での局在性の確認と上清からの中和より、それらの再生メ
カニズムにおける役割を検討した。
（１）上清中の歯髄再生能に関与する再生メカニズムの検討
再生組織の免疫組織学的、分子生物学的、タンパク的解析において、いずれの上清を移植した場合でも形態
学的に同様の特徴を示し、歯髄マーカーTRH-DE の発現を認める歯髄組織が再生した。さらに、移植歯周囲の
宿主細胞を BrdU で標識したところ、標識細胞が全ての再生歯髄内部で認められ、宿主の細胞が遊走しているこ
とが明らかとなった。これらの結果は、歯髄再生が、いずれの組織由来の上清を移植した場合であっても、遊走し
てきた宿主の細胞が移植歯内部の微小環境に反応して起こっていることを強く示唆している。しかし、歯髄上清を
移植した場合、他の上清を移植した場合と比べ、再生量、細胞密度の高い組織が再生することも明らかにしてお
り、これは歯髄上清が in vitro および組織内において、最も強い遊走促進能、血管新生促進能および抗アポトー
シス能を有することが関与するためであると考えられる。つまり、歯髄・骨髄・脂肪の再生能の差は、上清に含まれ
ている Trophic factor の持つ遊走促進能、血管新生促進能および抗アポトーシス能によって生じていることが示
唆された。
（２）歯髄再生に関与するTrophic factorの推定
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マイクロアレイにおいて、間葉系幹細胞の再生能に関与する候補因子を絞り込んだところ、骨髄・脂肪と比べ
歯髄で高く発現している因子は９種類挙げられ、その内、CXCL14、IL6、IL16、MCP1、NPY が real-time RT-PCR
においても高発現を示していた。さらに、western blot にて解析したところ、タンパク高発現まで認められるのは
CXCL14、MCP1、IL6 のみであった。しかしながら、これまでの研究において、間葉系幹細胞が MCP1、IL6 を分
泌しているという報告はあるが、CXCL14 の分泌に対する報告は全くない（Lee, et al., 2010）。
（３）CXCL14のTrophic効果
CXCL14はCXCケモカインの一つとして知られ、多様な種にわたってそのアミノ酸配列がよく保存されている。
同様に、SDF1として知られているCXCL12も、全ての脊椎動物でシーケンス保存されており、CXCL12とCXCL14
はともに恒常性維持に役割を持っているケモカインであると考えられている（Huising, et al., 2004）。CXCL14は
様々な種類の間葉系幹細胞の遊走に重要な役割を果たしているCXCL12のレセプターであるCXCR4（Busillo, et
al., 2007; Tanegashima, et al., 2013）に対し高親和性を示し、CXCL12と互いに作用しあっていると報告されている
（Kokovay, et al., 2010）。従来、CD31- SP細胞はCXCL12をほぼ分泌していないことがすでに報告されているが
（Iohara, et al., 2008）、本研究では、歯髄CD31- SP細胞はCXCL14を高発現していることを明らかにした。
そこで、マウス筋芽細胞（C2C12）に対しCXCL14を添加すると遊走を促進し、上清をCXCL14抗体により中和し
添加すると、遊走は有意に抑制されることが明らかとなった。また、in vivoにおいて、CXCL14は移植細胞が発現
しており、BrdU陽性の遊走細胞はCXCR4を発現していているという結果、さらに、in vitroにおける各上清の
C2C12への添加実験とin vivoにおけるPCNAの免疫染色により増殖促進能に差を生じないという結果から、移植
細胞により再生組織中に分泌されたCXCL14が、周囲のCXCR4陽性細胞を遊走させるTrophic効果を有すること
が示唆され、その作用が細胞密度と再生量に影響を与えていることが考えられた。
（４）MCP1のTrophic効果
MCP1 は C-C ケモカインの一つであり、VEGF、HIFの発現促進、あるいは Ets1 転写因子の起動など、２次的
な血管新生因子発現の調節によって、血管新生能に影響する因子であると報告されている（Salcedo, et al., 2000;
Hong, et al., 2005; Stamatovic, et al., 2006; Niu, et al., 2008）。近年、下肢虚血モデルの血流改善への関与や
（Fujii, et al., 2006）、マトリゲルとの移植により、平滑筋細胞の血管内皮細胞への遊走による微小血管新生促進
効果が報告されており（Arderiu, et al., 2014）、血管新生療法薬として期待されている。本研究では、歯髄 CD31SP 細胞は MCP1 を高発現していることを明らかにした。in vitro においては、HUVEC の血管腔状構造物への分
化を促進することが報告されているが（Yadav, et al., 2005; Hong, et al., 2005）、本研究でも同様に、血管分化が
促進され、さらに、上清の遊走促進能および血管誘導促進能は、MCP1 抗体による中和によって阻害されること
を示した。また、in vivo において、MCP1 は移植細胞が発現しており、再生組織中では歯髄動脈あるいは静脈と
近い径の血管周囲に多く見られ、BrdU 陽性の遊走細胞は発現しておらず、レセプターである CCR2 を発現して
いた。これらの結果は、MCP1 が CCR2 を通じた、血管内皮細胞の遊走と血管の成熟により血管新生に関与する
Trophic 効果を有することを示唆している。
（５）IL6 の Trophic 効果
抗アポトーシス作用にはチロシンリン酸化されたSTAT3が大きく起因していることが知られているが(Stamatovic,
et al., 2006)、IL6はJAK/STAT3経路を調整し、Bcl-2の発現を誘導してアポトーシスと増殖のバランスを変えること
が報告されている（Niu, et al., 2008; Fujii, et al., 2006）。今回の組織評価においてIL6陽性細胞数が多ければ、
逆の相関を示すことが明らかとなった。また、C2C12における抗アポトーシス能が示され、再生歯髄において、上
清中または再生組織内で分泌されたIL6はアポトーシス抑制のTrophic効果を示すことを示唆している。
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以上より、歯髄再生メカニズムには遊走促進能、血管新生促進能および抗アポトーシス能が関与しており、そ
れぞれに関わるTrophic factorの候補にはCXCL14、MCP1、IL6が挙げられることが明らかとなった。
【 成果発表 】
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
本研究においては臨床研究を４年以内に開始する予定であったが、予定より早く機関の倫理・利益相反委員
会および厚生労働省で承認された。臨床研究において歯髄再生治療法の安全性が確認でき、５症例の歯髄
再生の有効症例が得られた。また、MRI さらには OCT による非侵襲性歯髄診断装置を用いた歯髄画像診断
に成功した。さらに目標を超えて、産業上の意義が大きく次の開発ステップと考えられる、同種移植法開発に
向けて、非臨床で同種移植による歯髄再生治療に成功した。よって本研究プロジェクトは目標以上に達成で
きたと考えられる。
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-１参照）。歯の輸送（IV-９参
照）、細胞加工施設内でのヒト歯髄幹細胞の製造管理、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-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-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-４参照）。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-５参照）を確認した。歯髄バイオマーカーを同定し
（IV-６参照）、有効性（IV-７参照）を確認し、歯髄再生機序を明らかにした（IV-７参照）。さらに、MRI による有
効性評価法を確立し（IV-８参照）、臨床研究において安全性・有効性を確認できた（IV-１０参照）。歯髄再生
の非侵襲性診断装置として、生体で歯髄の ICG 蛍光の撮像（IV-１１参照）に成功した。また、超音波ナノバブ
ル薬剤導入法（IV-１２参照）を用いて感染根管歯を無菌化し歯髄再生に成功した。さらに、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、歯髄幹細胞は血管新生能・神経再生能・歯髄再生能に優れ
ていること（IV-１３、１４参照）、また末梢神経再生への有用性を明らかにした（IV-１５）。歯髄幹細胞の trophic
因子を一部同定できた（IV-１６）。
３．研究計画・実施体制の妥当性
順調に進捗し、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。多施設臨床研究はすでに基盤ができている。
よって、計画および体制は妥当であったと考えている。
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、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、歯は倫理的問題が少なく、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。同種移植でも歯髄幹細胞を歯髄再生・他組織再生治療に応用できる可能性がある。
５．中間評価の反映状況
有効な幹細胞分取法を確立した。同種移植に向けた基盤整備として、歯髄幹細胞の安定な大量培養法、長
期保存管理法、品質保証法を開発中である。非臨床で同種移植の安全性・有効性が確認でき、実現可能性
は十分にあることが明らかとなった。歯髄再生の有効性に関する指標（MRI および歯科用 CT）を確立した。企
業との連携体制強化のためのコンソーシアム形成、再生医療の実用化に向けた開発プラン策定を継続的に
検討している。
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