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研究成果の概要（和文）：本研究では、iPS細胞から歯根膜幹細胞への効率的な培養法の確立及びこれらを用い
た歯根膜組織再生能の解析を行うこととした。ヒト歯根膜細胞及びヒト皮膚線維芽細胞の細胞外マトリックス
(ECM)上にiPS由来の神経堤細胞様細胞を培養した結果、ヒト歯根膜細胞のECM上で培養した細胞では歯根膜及び
間葉系幹細胞マーカーの発現が上昇した。また、歯周組織傷害モデルラットにこの細胞を移植した結果、傷害部
位に歯根膜様または骨様の組織が確認された。
以上より、本研究ではiPS細胞から歯根膜幹細胞様細胞への効率的な培養法を確立し、これらの細胞が歯周組織
再生を誘導することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：In this study, we aimed to induce the differentiation of induced pluripotent
 stem (iPS) cells into periodontal ligament stem cells (PDLSCs) and evaluate their regenerative 
potential for periodontal ligament (PDL) tissues. After the culture of neural crest-like cells 
derived from iPS (iPS-NC) cells on the extracellular　matrix (ECM) from human PDL cells, they showed
 the up-regulation of the expression of PDL and mesenchymal stem cell markers. When iPS-NC cells 
exposed to PDL cells-derived ECM were transplanted into rat PDL defects, they promoted the formation
 of new PDL- and alveolar bone-like tissues. These results suggested our culture method was 
crucially efficient to generate PDLSCs-like cells from iPS cells and these cells had the potential 
to induce PDL tissue regeneration.

研究分野： 歯科保存学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
歯周組織は、歯肉、セメント質、歯槽骨

および歯根膜組織により構成されている。
その中でも歯根膜組織は、セメント質と歯
槽骨の間に介在する軟組織であり、歯牙の
植立において重要な役割を担っている。近
年、この組織中に幹細胞が存在することが
明らかにされている (Seo et al. Lancet., 
2004)。しかしながら、歯根膜組織に存在す
る歯根膜幹細胞の数は限られており 
(Nagatomo et al. J Periodontal Res., 
2006)、直接臨床に応用することは困難なた
め、現在では臨床へ応用可能な歯根膜幹細
胞を得るための研究開発が進められている。 
 申請者は自己体細胞から樹立可能な
induced pluripotent stem cells (iPS 細
胞) に着目した。iPS 細胞は、2006 年にマ
ウスの皮膚線維芽細胞から樹立された ES
細胞様細胞 (Takahashi et al. Cell., 
2006) であり、自家移植においては拒絶反
応のリスクが低い (Takahashi et al. Stem 
Cell Report., 2013) との報告があるため、
様々な分野において再生医療の研究に用い
られている。歯周組織の再生研究において
も iPS 細胞を用いた研究報告はあるが、そ
れらを応用した核心的な治療法は未だ確立
していない。一方、iPS 細胞は歯周組織発
生起源である神経堤細胞 (NC細胞) へ分化
させることで、生体内での腫瘍形成を回避
できるとの報告がある (Otsu et al. Stem 
Cells Dev. 2012)。そこで申請者は、移植
時における生体内での腫瘍化のリスクを回
避するため、まずヒト iPS 細胞を NC 細胞へ
と分化させ、次にその細胞を歯根膜幹細胞
様細胞に分化誘導することを試みた。NC 細
胞を得るために、Lee ら (Lee G et al. Nat 
Protoc., 2010) が樹立した方法に基づい
て培養を行い、その細胞の中から NC 細胞の
マーカーの一つである p75NTR を発現する
細胞を抽出し、この細胞を NC 細胞様細胞 
(iPS-NC 細胞) とした。次に申請者は、こ
のiPS-NC細胞をHPDLCの細胞外マトリック
ス(ECM)上にて培養した (iPS-NC-PDL細胞)。
その結果、未処理の iPS-NC 細胞と比較して
歯根膜関連分子の遺伝子発現が有意に高い
ことが判明した。さらに、この細胞は間葉
系幹細胞マーカーである CD29、CD90 および
CD146 陽性細胞を多数含んでおり、また骨
芽細胞および脂肪細胞様細胞への分化能を
持つことから、この iPS-NC-PDL 細胞が歯根
膜幹細胞の特徴を有する細胞であることを
示唆する結果が得られた。以上の結果から、
申請者は iPS 細胞から歯根膜幹細胞様細胞
への分化誘導に成功したが、より効率的な
分化誘導法の確立ならびにこの歯根膜幹細
胞様細胞の歯周組織再生能についてさらな
る解析が必要と考えた。 
 

２．研究の目的 
本研究では、(1)HPDLC の ECM 上での培養

期間や HPDLC のドナー間の違いにより、得
られる歯根膜幹細胞様細胞の誘導効率が異
なることが推察されるため、iPS 細胞から
歯根膜幹細胞様細胞のより効率的な分化培
養条件の確立を行うこととした。(2)また、
得られた歯根膜幹細胞様細胞の歯根膜組織
再生能について解析することとした。(3)
さらに、誘導効率の最も高い条件下で、
HPDLC の ECM から歯根膜幹細胞誘導因子の
同定を行い、この因子を用いて安定した歯
根膜幹細胞様細胞を獲得することを目的と
した。 

 
３．研究の方法 
(1)本研究における歯根膜幹細胞様細胞の獲
得過程では、iPS 細胞から誘導した iPS-NC 細
胞を HPDLC の ECM 上にて培養する。まずは、
その培養期間について検討することとした。
次に、異なるドナーの HPDLC またはヒト皮膚
線維芽細胞(SF)の ECM を用いて iPS-NC 細胞
を培養し、それぞれの間葉系幹細胞ならびに
歯根膜マーカーの発現、増殖能および多分化
能について検討した。 
 
(2)(1)にて得られた iPS-NC-PDL 細胞の歯周
組織再生能について解析するため、免疫不全
ラットの歯周組織に傷害を付与し、足場材と
と も に CM-DiI に て マ ー キ ン グ し た
iPS-NC-PDL 細胞を移植した。４週間後に還流
固定を行い、切片を作製して、歯根膜マーカ
ーにて免疫染色を行った。 
 
(3)本研究では、より効率的かつ安定した歯
根膜幹細胞様細胞を得るために、歯根膜幹細
胞誘導因子を同定することとした。(1)の結
果をもとに、歯根膜幹細胞様細胞の誘導効率
が最も高い HPDLC と最も低い SF にてマイク
ロアレイ解析を行い、HPDLC にて発現の高い
因子を複数抽出した。これらの因子にてコー
ティングしたディッシュ上にiPS細胞から誘
導した iPS-NC 細胞を培養し、歯根膜マーカ
ーの発現について解析を行った。 
 
４．研究成果 
(1)まず申請者は、iPS-NC 細胞を HPDLC の ECM
上にて１または２週間培養し、歯根膜マーカ
ーの遺伝子発現について検討した。HPDLC の
ECM上にて１週間の培養したiPS-NC細胞と比
較して、２週間の培養したiPS-NC細胞にて、
歯根膜マーカーの遺伝子発現が上昇したた
め、本実験では培養期間を２週間とすること
とした。次に、異なる ECM を用いた場合に歯
根膜幹細胞の誘導効率に差が生じるかにつ
いて検討するため、異なる２人の HPDLC(-3S
または-3U)または SFの ECM 上にて iPS-NC 細
胞を培養した。その結果、HPDLC-3U の ECM 上
にて培養した iPS-NC 細胞では間葉系幹細胞
および歯根膜マーカー発現、増殖能および多
分化能が他の ECM 上にて培養した iPS-NC 細
胞より有意に上昇した。 



以上のことから、最も効率的に iPS 細胞から
歯根膜幹細胞様細胞を分化誘導する培養法
は、iPS-NC 細胞を HPDLC-3U の ECM 上にて２
週間培養する方法であることが分かった。ま
た、HPDLC-3S および SF と比較して、HPDLC-3U
の ECMには歯根膜幹細胞を誘導する因子が多
く含まれていることが示唆された。 
 
異なる ECM 上にて培養した iPS-NC 細胞の歯

根膜マーカー発現について 

 
(2)次に iPS-NC-PDL(3U)細胞を歯周組織傷害
モデルラットに移植し、その歯周組織再生能
について解析した。作製した切片では、
CM-DiI 陽性細胞が傷害部の近傍にて観察さ
れ、移植の成功が推察された。また、HE染色
を行った結果、足場材のみと比較して、
iPS-NC-PDL 細胞を移植した群では歯根膜様
または骨様の組織形成が認められる個体も
あった。さらに、その個体を歯根膜マーカー
である POSTN にて免疫染色した結果、傷害部
位にて陽性反応が認められた。しかしながら、
上記のような結果が得られた個体は一部で
あった。安定した結果を得るためには、他の
足場材を用いた解析も必要である。過去の報
告から、本研究ではゼルフォームも用いたが、
β-TCP などの足場材を用いての解析も行う
必要がある。 
 
(3)本研究では、歯根膜幹細胞誘導因子につ
いての解析も行った。(1)の結果から、
HPDLC-3U および SF の網羅的な遺伝子発現に
ついてマイクロアレイを用いて解析した。SF
と比較して、HPDLC-3U にて発現の高い５つの
因子(BMP4、IGF2、NTN4、RSPO2、WNT5A)を抽
出した。 
 
マイクロアレイにて抽出した５つの因子 

さらに、これらの因子にてコーティングした
ディッシュ上に iPS-NC 細胞を播種し、２週
間培養した。それぞれの歯根膜マーカーの遺
伝子発現について解析した結果、IGF2、NTN4、
RSPO2 コーティング群では歯根膜マーカーの
一つである POSTN の発現が iPS-NC-PDL 細胞
と同程度まで上昇した。その一方で、他の歯
根膜マーカーの発現上昇は認められなかっ
た。通常、ECM は複数の因子から組成されて
おり、歯根膜幹細胞誘導因子も一つとは限ら
ない。今回ピックアップした因子は単独での
使用では歯根膜幹細胞への誘導効果が低い
と考えられる。今後は、ピックアップした因
子を複数混和させ、安定した歯根膜幹細胞様
細胞へ分化誘導可能か検討する必要がある。 
以上より、本研究では iPS 細胞から歯根膜幹
細胞様細胞への効率的な分化培養法を確立
した。さらに、得られた歯根膜幹細胞様細胞
は歯周組織再生において有用ツールとなり
うることが示唆された。本研究で得られた結
果は、新しい歯周組織再生療法の開発へと繋
がると考えられる。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 ７件） 
① Hasegawa D, Wada N, Yoshida S, Mitarai 

H, Arima M, Tomokiyo A, Hamano S, Sugii 
H,  Maeda H 、 Wnt5a suppresses 
osteoblastic differentiation of human 
periodontal ligament stem cell-like 
cells via Ror2/JNK signaling. J Cell 
Physiol、査読有、233巻、2017、1752-1762 
DOI:10.1002/jcp.26086 

② Hamano S, Tomokiyo A, Hasegawa D, 
Yoshida S, Sugii H, Mitarai H, Fujino 
S, Wada N, Maeda H 、 Extracellular 
Matrix from Periodontal Ligament Cells 
Could Induce the Differentiation of 
Induced Pluripotent Stem Cells to 
Periodontal Ligament Stem Cell-Like 
Cells、Stem Cells Dev、査読有、27 巻、 
2018、100-111 
DOI:10.1089/scd.2017.0077 

③ Mitarai H, Wada N, Hasegawa D, Yoshida 
S, Sonoda M, Tomokiyo A, Hamano S, 
Serita S, Mizumachi H, Maeda H 、 
Transgelin mediates transforming 
growth factor-β1-induced 
proliferation of human periodontal 
ligament cells、J Periodontal Res、査
読有、52巻、2017、984-933 
DOI:10.1111/jre.12466 

④ Mizumachi H, Yoshida S, Tomokiyo A, 
Hasegawa D, Hamano S, Yuda A, Sugii H, 
Serita S, Mitarai H, Koori K, Wada N, 
Maeda H、 Calcium-sensing receptor-ERK 
signaling promotes odontoblastic 



differentiation of human dental pulp 
cells、査読有、Bone、101巻、 2017 、
191-201 
DOI:10.1016/j.bone.2017.05.012 

⑤ Serita S, Tomokiyo A, Hasegawa D, 
Hamano S, Sugii H, Yoshida S, Mizumachi 
H, Mitarai H, Monnouchi S, Wada N, 
Maeda H 、 Transforming growth 
factor-β-induced gene product-h3 
inhibits odontoblastic 
differentiation of dental pulp cell
ｓ、Arch Oral Biol、査読有、78 巻、2017、 
135-143 
DOI:10.1016/j.archoralbio.2017.02.01
8. 

⑥ Yoshida S, Wada N, Hasegawa D, Miyaji 
H, Mitarai H, Tomokiyo A, Hamano S, 
Maeda H 、 Semaphorin 3A Induces 
Odontoblastic Phenotype in Dental Pulp 
Stem Cells、J Dent Res、査読有、95 巻、
2016、1282-90 
DOI:10.1177/0022034516653085.  

⑦ Yoshida S, Yamamoto N, Wada N, Tomokiyo 
A, Hasegawa D, Hamano S, Mitarai H, 
Monnouchi S, Yuda A, Maeda H、GDNF From 
Human Periodontal Ligament Cells 
Treated With Pro-Inflammatory 
Cytokines Promotes Neurocytic 
Differentiation of PC12 Cells、J Cell 
Biochem、査読有、118 巻、2017、699-708 
DOI:10.1002/jcb.25662 

 
〔学会発表〕（計 ５件） 
① 濱野さゆり、iPS 細胞由来の歯根膜幹細

胞様細胞の樹立、OBT 研究センター キ
ックオフシンポジウム、2018.3.31、福岡
市 

② 濱野さゆり、友清淳、長谷川大学、杉井
英樹、吉田晋一郎、御手洗裕美、有馬麻
衣、野津葵、藤野翔香、和田尚久、前田
英史、iPS 細胞由来の歯根膜幹細胞様細
胞の樹立、第 17 回再生医療学会、
2018.3.21-23、横浜市 

③ 友清淳、和田尚久、濱野さゆり、長谷川
大学、杉井英樹、吉田晋一 郎、前田英史、
歯根膜およびヒト皮膚由来人工多能性幹
細胞(iPSC)を用いた神経堤細胞様細胞の
樹立とキャラクタリゼーション、第 23 回
歯科医学会総会、2016.10.21-23、福岡市 

④ 濱野さゆり、友清淳、和田尚久、長谷川
大学、杉井英樹、吉田晋一 郎、芹田俊、
水町博之、御手洗裕美、前田英史、
Directing human iPS cells toward PDL 
stem cells、IADR、2016.22-25、Korea 

⑤ 濱野さゆり、友清淳、和田尚久、長谷川
大学、杉井英樹、吉田晋一 郎、芹田俊、
水町博之、御手洗裕美、前田英史、iPS
細胞由来の歯根膜幹細胞様細胞の樹立、
日本歯科保存学会、2016.6.9-10、宇都宮
市 

 
〔図書〕（計 ０件） 
 
〔産業財産権〕 
 
○出願状況（計 ０件） 
 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
出願年月日： 
国内外の別：  
 
○取得状況（計 ０件） 
 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
取得年月日： 
国内外の別：  
 
〔その他〕 
ホームページ等 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 
濱野 さゆり（HAMANO, Sayuri） 
九州大学大学院歯科保存学研究分野口腔
機能修復学講座 助教 

 研究者番号：40757978 
 
(2)研究分担者 
       （   ） 

 
 研究者番号：  
 
(3)連携研究者 

（   ） 
 

 研究者番号：  
 
(4)研究協力者 

（   ） 
 
 
 


