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研究成果の概要（和文）：　Hmga2はマウス下顎切歯歯胚に発現し、胎生日数の増加と共に発現に変化が認めら
れた。未分化間葉系細胞に強く発現することから、幹細胞因子等に関与し、下顎切歯の歯胚、歯冠、歯根の形成
に影響を与えることが示唆された。またノックアウトマウスとの比較により、Hmga2 遺伝子の発現の停止が歯の
成長を遅延させることもわかった。in vitroアッセイの結果からも、幹細胞因子であるhmga2が他の幹細胞因子
であるSox2やNanogと作用し歯の形成に大きな役割を果たしていることが考えられる。

研究成果の概要（英文）： Hmga2 was expressed in mouse mandibular lateral incisor tooth germs, and 
changes in expression were observed as the number of embryonic days increased. Since it is strongly 
expressed in undifferentiated mesenchymal cells, it is suggested that it is involved in stem cell 
factors and affects the formation of tooth germ, crown, and root of mandibular lateral incisor. 
Comparison with knockout mice also revealed that arrest of Hmga2 gene expression delayed tooth 
growth. From the results of the in vitro assay, it is considered that the stem cell factor hmga2 
plays a major role in tooth formation by acting with other stem cell factors Sox2 and Nanog. 

研究分野： 歯内療法学

キーワード： Hmga2
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
 歯科治療の分野において咀嚼機能の保全・回復の向上は、人々のQOLの向上に大きく寄与する。そのため今後の
歯科治療においてはこれまでにない新たな予防・治療法を確立していく必要がある。歯の再生治療が発展してい
くことは、患者の口腔内の状態を改善していくことに貢献する。本研究では、持続的に成長するマウス切歯に焦
点をあて、Hmga2と歯根形成の分子背景について明らかにし、歯根の形成を促進する新たな治療法の確立の一助
となる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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1. 研究開始当初の背景 

歯科治療において、咀嚼機能の保全・回復の向上は今後超高齢社会を迎えるにあたり重要な役

割を果たしていくとともに、これまでにない新たな観点からの予防・治療法を確立する必要があ

る。 

歯根形成が未完のまま終了した歯は早期に脱落することが多く、咀嚼機能障害の一要因とな

る。我々は以前、未分化間葉細胞特異的転写因子である High mobility group A2（Hmga2）が、

他の幹細胞因子の発現を誘導することにより、マウス臼歯の形成と伸長に働くことを報告した。

本研究では、持続的に成長するマウス切歯に焦点を絞り、Hmga2 と歯根形成の分子背景について

明らかにすることにより、歯根の形成を促進する新たな治療法の確立に重要な情報をもたらす。 

 

2. 研究の目的 

歯の発生および形成は、厳密な遺伝プログラムの下で行われる。最近では、Nanog や Sox2 と

いった幹細胞因子の歯胚形成への関与が示唆されている。High mobility group A2（Hmga2）は

未分化間葉細胞に特異的な転写因子で、胎生期に多く発現するのを特徴とし、様々な臓器の形成

に関わっている。また、Hmga2 は歯髄幹細胞にも発現することが知られており、幹細胞因子とし

ての働きに注目されている。以前、Hmga2 は歯胚に発現し、発現段階に応じて局在が大きく変化

するとともに、幹細胞因子等の発現に関与し、歯胚、歯、下顎骨の形成に影響を与えることを報

告した。本研究では、持続的に成長するマウス切歯に焦点を絞り、Hmga2 と歯根形成伸長の分子

背景について明らかにすることを目的とする。これらの分子メカニズムの詳細を明らかにする

ことは、より有効な再生歯内療法の確立に向けての一助となる。 

 

3. 研究の方法 

(1) マウス切歯における Hmga2 の発現解析 

胎生 13 日から胎生 18 日までのマウスの組織切片を作製し、マウス切歯での Hmga2 の発現動

態を蛍光免疫染色により確認する。  

(2) マウス切歯の三次元解析  

2、8、10、12 週の野生型マウスと Hmga2 ノックアウトマウスの切歯をマイクロ CTで撮影する。

3次元画像処理ソフトを用いて、切歯の全長や歯根形成の違い等について観察する。 

(3) Hmga2 遺伝子欠損による象牙芽細胞分化の検証 

Hmga2 遺伝子欠損細胞株の作製象牙芽細胞に分化可能なマウス細胞株（ MC3T3-E1 細胞） の

Hmga2 遺伝子を CRISPR/Cas9 システムで破壊し、５種類前後のクローンを作製する。遺伝子破壊

には、guide RNA と関連タンパク質を電気穿孔法で導入する方法を用いる。 

その後、作製した MC3T3-E1 細胞を用いて、歯根形成に働くと予想される Hmga2 および関連遺

伝子と象牙芽細胞分化等との関連を定量的 RT-PCR にて検証する。 

(4) 切歯歯根における Hmga2 の関連因子の特定 

上記の結果により、Hmga2 が発現すると考えられる因子の生体での発現を検証する。すなわち、

Hmga2 ノックアウトマウスと同腹野生型マウスの切歯部組織切片を用いて、RNA in situ ハイブ

リダイゼーションで解析する。 

 



4. 研究の成果 

(1) マウス切歯における Hmga2 の発現解析 

免疫染色の結果、歯胚形成の初期（13 dpc、蕾状期）では、原始口腔上皮細胞と周囲間葉細胞

に強い Hmga2 陽性反応がみられた。帽

状期（14 and 15 dpc）でも、原始口

腔上皮細胞の染色反応は強く認めら

れた。エナメル器、歯乳頭、歯小嚢の

細胞、周囲の間葉細胞も強く反応し

た。15 dpc 以降のエナメル器および

原始口腔上での染色反応は口腔側で

強く反応していたが、頬側は反応が減

退した。鐘状期（16-18 dpc）では外

エナメル上皮、cervical loop および

歯小嚢において反応は高く維持され、

特に舌側での反応は強いままであった。しかし内エナメル上皮の陽性反応は低下した。また周囲

の間葉細胞の染色は 18 dpc でも維持され、特に根尖部付近での間葉の反応が強かった。（図１） 

 

(2) マウス切歯の三次元解析 

切歯の長さにおいてはµCTを用いて生後 2、8、10、12 週

齢 Hmga2 ノックアウトマウスの下顎切歯形態を野生型マウ

スと比較した。歯冠および歯根形態には明らかな違いは認

められなかった。しかし歯冠先端部から根尖までの長さは

ノックアウトマウスで有意に減少した。（図 2） 

 

 

 

(3) Hmga2 遺伝子欠損による象牙芽細胞分化の検証 

CRISPR/Cas9 システムを用いた細胞による Hmga2 関連因子特定については、クローンを作製後

ウェスタンブロットにおいて Hmga2 のタンパク質発現を確認した。Hmga2 タンパク質の低下を確

認できたサンプル (KO-1,KO-2,KO-3) とワイルドタイプ (WT) の細胞をリアルタイム PCR を用

いて幹細胞因子の発現を比較したところ、hmga2 の低下と共に Sox2 および Nanog の低下を確認

した。 

 

図 3 

 

(4) 切歯歯根における Hmga2 の関連因子の特定 

 RNA in situ ハイブリダイゼーションにより、切歯における hmga2 の発現解析を行った。胚

形成の初期では、陽性反応が原始口腔上皮細胞と周囲間葉細胞に認められた。帽状期においては、
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原始口腔上皮細胞に微弱ながら染色反応を示した。鐘状期では根尖部には反応が認められたが

非常に微弱であった。全体的に免疫染色より反応が弱く、胎生の日数の増加と共に反応は減弱し

ていった。 

 

以上により、Hmga2は下顎切歯歯胚に発現し、胎生日数により発現の変化が認められた。未分

化間葉系細胞に強く発現することから、幹細胞因子等に関与し、下顎切歯の歯胚、歯冠、歯根

の形成に影響を与えることが示唆される。またノックアウトマウスとの比較により、Hmga2 遺

伝子発現の停止が、歯の成長を遅延させることも分かった。in vitroアッセイの結果からも、

幹細胞因子であるhmga2が他の幹細胞因子であるSox2やNanogと作用することより、歯の形成に

大きな影響を与えていると考えられる。RNA in situ ハイブリダイゼーションでは胎生日数の

増加によりHmga2 RNAの発現がマウス個体から消失していくと推察されるがさらなる解析が必要

である。さらにノックアウトマウス歯牙の解析や他の各種アッセイを行い、Hmga2と歯根伸長の

関与について詳しく解析していく予定である。 
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