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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事業」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 

 

S2303 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

病態科学系歯学・歯科放射線学  

7403 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

国際歯学共同研究推進を通した国際歯学コース指導者養成のための頭脳循環プログラム  

（平成２３年度）  

代表研究機関名 広島大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
  なし 

主担当研究者氏名  高田  隆  

補助金支出額  

（平成 23年度）  

 

12,550,000円  

（平成 24 年度）  

 

   17,381,000円  

（平成 25 年度）  

 

   22,500,000円  

（合計）  

 

         52,431,000 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 23年度）  

          4人  

 

（平成 24年度）  

          7人  

（        4人）  

（平成 25年度）  

           9人  

（        2人）  

（合計）  

              14 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 23年度）  

          4人  

 

（平成 24年度）  

          7人  

（        4人）  

（平成 25年度）  

           6人  

（        3人）  

（合計）  

              10 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 23年度）  

      0  人  

 

（平成 24年度）  

      0   人  

（    0  人）  

（平成 25年度）  

           1 人  

（        0人）  

（合計）  

               1 人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

活躍の場と学術への貢献  

本事業の最終目標は広島大学歯学部の理念でもある国際的に活躍できる歯科医学研究者・教育者の育成にあ

る。とりわけ、歯学部内における最先端歯学研究コースの、あるいは国際的には国際歯学コース運営の中心的役

割を果たせるような人材の育成を目指している。したがって短期的に見れば、研究実績（成果）はおろか国際性、

学際性、協調性などを身につけ広島大学歯学部の研究基盤である３つの柱（口腔癌制御、組織再生、健康増進研

究）を支える中心人物として歯科医学の発展に貢献することが望まれる。長期的には国際歯学コース運営を含む、

学部や研究科の administrat ion を担うような人材育成を目指している。さらには、幅広く国内外で活躍できる歯

科医学教育者・研究者の育成を目指す。  

検証方策  

短期的には帰国後の昇任や実績、外部資金獲得額、受賞歴などにより本事業の成果を検証する。帰国直後のフ

ァカルティデベロップメントにおいて成果発表を課し、また歯学部が隔年開催している Hiroshima Conference on  

Education and Science in Dentistry においてシンポジストの役目を課す。長期的には昇任、海外招聘講演数、大型

外部資金獲得額、国際賞の受賞などでその成果を検証するが、最終的には教授輩出数などで成果を確認する。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

派遣された若手研究者のうち外国人客員研究員とポスドクの２名を除く全員が若手研究 B あるいは基盤研究 C

の科研費を獲得し、１名は 2014 年度日本臨床口腔病理学会奨励賞などを受賞しており、本事業の成果が現れて

いる。派遣された若手研究者は帰国後に大学院医歯薬学研究科の教職員を対象とする FD で成果報告を行うとと

も に 、 広 島 大 学 歯 学 会 総 会 で 企 画 さ れ た 頭 脳 循 環事 業 成 果 発 表 セ ッ シ ョ ン や 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム Hiroshima 

Conference on Education and Science in Dentistry におけるシンポジウム「 Young Invest igators '  Session － New 

Waves in BioDental Research from Hiroshima－」で英語による成果発表を実施した。本事業によって海外に派遣さ

れた若手研究者らが、研究成果のみならず国際感覚を身につけるとともに、広島大学で実施している国際化教育

を牽引していくために不可欠の英語運用能力を大幅に向上させることができた点は大きな成果であったと評価

できる。本事業によって海外派遣を経験した若手教員には、外国人留学生の指導や海外に派遣する日本人学生の

派遣前研修のチューターとしての役割を担わせており、今後、国際歯学コースを担当できる教員として期待が高

まっている。本学歯学部では、研究室や研究分野の壁を超えた若手研究者同士の交流を促進し、本学部、大学院

における研究活動をいっそう活性化することを目的に、若手研究者を構成員とする組織であるバイオデンタルコ

ロシアムを 2012 年度に創設したが、本事業で海外に派遣された若手研究者はその組織の中心として活動してい

る。  

 一方、長期的検証として挙げた、昇任（教授輩出数）、海外招聘講演数、大型外部資金獲得額、国際賞の受賞
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などの検証は今後の課題とする。  

 以上のように、短期的評価は当初の目的を十二分に達成できたが、長期的検証が未だ実施できていないので、

「十分に達成された」と自己評価した。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（１０－２）に記載した国際共同研究に

おいて期待される成果概要）  

到達目標  

1．再生歯学に関する研究領域では、細胞療法（幹細胞、 iPS 細胞）によるもの、サイトカイン療法によるもの、

人工生体材料による幹細胞誘導などが考えられる。このうち、幹細胞研究においては幹細胞特異的細胞外基質

の同定、性状解析を最終目標とし、それによる細胞シート構築を目指す。サイトカイン療法においてはエナメ

ル蛋白による石灰化誘導能の機序解明による応用を目指す。一方、人工材料の開発においては幹細胞遊走・増

殖能の確認を行い、臨床応用を目指す。  

2．癌研究領域においては、骨肉腫における腫瘍抑制分子としてのエナメル蛋白の役割を解明し、治療薬の開発

を目指すとともに、口腔癌の浸潤・転移における癌幹細胞の機能について明らかにすることを目指す。  

3．健康増進分野に関する研究領域においては、主として歯周炎症の制御を目的とし、①新規炎症マーカーの同

定と臨床応用、②漢方薬や生薬、あるいは生体内分子による炎症制御能を解析し、治療への可能性を検討する

ほか、③歯周炎症の成立と進展に果たす自己免疫の役割を解明するとともに、④歯周炎が全身に影響を及ぼす

機序として宿主－細菌相互作用に着目し、抗原認識機構の解明と炎症の進展機構、未知の臓器への影響を網羅

的に解析し、認識機構を介した分子予防法の確立を目指す。  

学術上の課題解決に資する点  

我が国を先陣として高齢化が先進諸国において加速度的に進行している。高齢化社会における医療上の課題

は、①老化による組織再生力の低下、②癌の多発、ならびに③慢性疾患（生活習慣病）の増加とそれに伴う QOL

の低下、であろう。これらはいずれも先進国共通の課題であるとともに、途上国においても遠くない将来直面す

る課題となる。したがって、組織再生、癌の病理の分子基盤の確立、生活習慣病予防を目的とした健康増進歯学

研究の発展は現在の先進国が共通して抱える課題を克服する柱である。本事業は、これらの問題を歯科医療・歯

科医学の面から解決しようとする試みであり、学術上の意義はきわめて大きい。再生医療は今後も急速に進歩す

ると予想される。幹細胞による移植やサイトカイン療法がより安全にまた効率的に行えるようになればとりわけ

高齢者で多発する歯周病や歯の喪失を生物学的に補う手法として期待される。また、口腔癌の分子病理が解明さ

れれば当該分子を標的とした分子標的療法の開発が可能となる。多臓器の一部の悪性腫瘍ではすでに分子標的療

法が導入されているものの、口腔癌では未だ先進医療として確立された分子標的療法は存在しない。その基盤確

立を本事業で目指す。生活習慣病の改善は最も介入をおこないやすい領域である。生活習慣病は複数の環境要因

と遺伝要因が関与して発症するため非常に複雑な病態を呈する。これらのうちのどの部分に口腔疾患が如何なる

機序で関与するのか、そして口腔疾患制御がどのような基盤で生活習慣病の改善に寄与するかが明らかになれ

ば、口腔から全身の健康に寄与するとした概念がさらに普及するのみでなく、医療費の大幅な節約にもつながる

成果となる。  

成果の検証の方策  

①サイトカイン療法あるいは幹細胞療法のトランスレーショナルリサーチの遂行と認可、②口腔癌に対する分

子標的療法の確立、③口腔疾患と全身との関連性を明確に示すエビデンスの確立と分子基盤の解明（いずれも臨

床系ならびに基礎医学系の SS クラスの著名な医学雑誌への掲載）により検証可能である。  

 
（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  
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□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

歯科医学研究領域で特に重要と考えられる①再生歯学研究，②口腔癌研究，③健康増進歯学研究の各研究領域

で、今後この分野を担っていくべき 10 名の若手研究者を、これらの分野で先端的研究を実施している海外の研

究機関に派遣することができた。  

①再生歯学研究：Piat tel li 教授（キエーティ大学、イタリア）との共同研究においてインプラントとハイドロ

キシアパタイト複合体の開発に関する研究、DenBesten 教授（カリフォルニア大学サンフランシスコ校、米国）

との共同研究において、エナメル蛋白の機能とバイオミネラリゼーションの機構解明に関する研究，  Kawai

博士（フォーサイス研究所、米国）との共同研究においてペプチドホルモン Ghrelin に関する研究、Young 教

授、 Somerman 教授（国立衛生研究所、米国）との共同研究において BMP-2 と細胞外マトリクスに関する研

究、 Ueki 教授（ミズーリ大学、米国）との共同研究においてアダプター蛋白 SH3BP2 を介する新規骨破壊機

構に関する研究、ならびに McKeehan 教授（テキサスＡ＆Ｍ大学、米国）との共同研究において dental epithelial  

stem cells 関する研究を実施した。  

②口腔癌研究：Le 教授（ペンシルバニア大学、米国）との共同研究において、癌幹細胞の同定とその生物学

的特性および癌周囲組織との相互作用についてにおいて研究を実施した。  

③健康増進歯学研究： Sasaki 博士（フォーサイス研究所、米国）との共同研究において歯性感染と非アルコ

ール性脂肪性肝炎との関係に関する研究、 Kawai 博士（フォーサイス研究所、米国）との共同研究において

破骨細胞形成が血小板に及ぼす影響に関する基礎研究を実施した。  

 

 本事業による成果は国際シンポジウム（ヒロシマカンファレンス、平成 25 年 10 月）において派遣した若手

研究者による成果発表を行うとともに、それぞれの研究領域における学会や一流国際誌上での成果発表を行っ

ている。申請書に記載した成果の検証にある、①サイトカイン療法あるいは幹細胞療法のトランスレーショナル

リサーチの遂行、②口腔癌に対する分子標的療法の確立に関する研究の実施、③口腔疾患と全身との関連性を明

確に示すエビデンスの確立と分子基盤の解明に関する各派遣者による具体的な取り組み内容及び成果について

は  本報告書の「資料３（５）若手研究者の派遣実績」及び「資料４．共同研究成果の発表状況」に記載して

いる。  

 以上のように、本事業によって、 10 名の若手研究者を派遣し共同研究を実施することにより、到達目標およ

び期待される成果を十分に達成することができたが、当初計画していた骨肉腫におけるエナメル蛋白の役割解

明と治療薬の開発に関する研究（口腔癌研究に相当）は、派遣を計画していた当該若手研究者が学術振興会特

別研究員に採用されたため、本事業による派遣を中止し、また、国立衛生研究所（米国）に派遣した若手研究

者について、米国のビザ発行手続きに予想以上の時間を要した関係から、派遣期間が 300 日未満となり、若手

派遣研究者派遣実績のカウントから除外せざるを得なかった。さらに、申請書の検証の方策にある新規治療法

の確立や認可は今後の手続きとなり、これらの点が当初の研究計画と異なる結果としてあげられる。そこで、

自己評価としては「おおむね達成された」とした。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

この度の頭脳循環事業の成果を受け、若手研究者の海外派遣をさらに促進する必要があると再認識することが

できた。そこで、自己資金を活用し、大学院生の国際学会発表のための旅費・学会参加費を支援（上限１０万円）

し，将来研究者を目指す大学院生へ，海外での学会発表の経験を積ませる取り組みをおこなっている。また、若

手研究者の研鑽・育成のための事業として、広島大学歯学会総会や国際シンポジウム Hiroshima Conference on 

Education and Science in Dentistry を継続して開催し、英語による研究発表を実施している。さらに、若手

研究者を構成員とする研究者組織である「バイオデンタルコロシアム」を創設し、研究室や研究分野の壁を超え

た若手研究者同士の交流を促進することによって、研究活動をいっそう活性化するようにした。  

 一方、若手研究者の人的ソースとなる学部学生にも海外派遣の機会を促進するため、広島大学歯学部国際交流

基金を創設して運用するほか、 JASSO の Dual-Linguistic Education と連動したグローバル人材育成ネットワー

キングプログラム，バイオデンタル教育研究国際ネットワーキングプログラム及び次世代の歯科医療を拓くバイ

オデンタル教育、文部科学省の歯科医療分野におけるグローバル専門人材養成事業開発プロジェクトなどの外部

資金を獲得し、シェフィールド大学（英国）、ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）、圓光大学（韓国）、

アイルランガ大学（インドネシア）、ホーチミン医科薬科大学（ベトナム）などに学生を派遣している。  

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

資料１①にある本事業の相手側となる海外の研究機関と研究者のうち、広島大学歯学部と学術交流協定を締結し

ている機関とはすでに Hiroshima Conference で一堂に会する機会を捉えて広島大学をハブとした研究ネットワ

ークを構築することを協議し一部実施してきたが、本事業を機にさらに同ネットワークを拡大したい。とりわけ、

本頭脳循環プロジェクトの目的の一つとして掲げた、欧米派遣で習得した先進研究のアジアへ展開を通したアジ

アネットワークの更なる発展への寄与のため、アジアの学術交流協定校を中心に研究ネットワークを拡大する。

その際、本事業で派遣された若手研究者には海外共同研究機関との橋渡し役としての重要な役割とともに他の若

手研究者や次世代の若手研究者にとって身近なロールモデルとしての役割を演じてもらう。特に、広島大学客員

研究員としてフォーサイス研究所に派遣した派遣者⑧（現アイルランガ大学講師）と大学院生として国立衛生研

究所（米国）に派遣し、引き続いて同研究所のポスドクとして研究に従事している本事業では 300 日未満の派遣

となった若手研究者、アイルランガ大学（インドネシア）ならびに国立衛生研究所（米国）を拠点として、ネッ

トワークづくりに貢献してもらいたい。  

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

資料３（５）の若手研究者の派遣実績の詳細と資料４の共同研究成果の発表状況にみられるように、本事業で派

遣した若手研究者はいずれも今後の歯科医学研究領域で特に重要と考えられる①再生歯学研究，②口腔癌研究，

③健康増進歯学研究の各研究領域で先端的研究を実施している海外の研究機関で、当初の予定通りの成果を上げ

て帰国後も継続して研究に従事している。派遣先では同時に国際性も身に付けており、今後の研究人材としての

大きな将来性を有すると高く評価でき今後の発展が大いに期待される。  

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bioedu
http://home.hiroshima-u.ac.jp/bioedu
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

タ カ タ  タ カ シ  

高田   隆  

 

担当研究者  

ク リ ハ ラ  ヒ デ ミ  

栗原  英見  

タ ン ネ  カ ズ オ  

丹根  一夫  

ア カ ガ ワ  ヤ ス マ サ  

赤川  安正  

オ カ モ ト  テ ツ ジ  

岡本  哲治  
ニ シ ム ラ フ サ ノ リ  

西村  英紀  

ツ ガ  カ ズ ヒ ロ  

津賀  一弘  

タ ニ モ ト  コ ウ タ ロ ウ  

谷本  幸太郎  

 

 

 

計８名  

 

 

広島大学  
 

 

 

広島大学  

 

広島大学  
 

広島大学  
 

広島大学  
 

広島大学  
 

広島大学  
 

広島大学  

 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

大学院医歯薬保健学研究院 

 

 

教授  

 

 

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  
 

教授  

 

 

 

 

 

口腔病理学  
 
 

 

歯周病学  
 

歯科矯正学  
 

歯科補綴学  
 

口腔外科学  
 

歯科保存学  
 

歯科補綴学  

 

歯科矯正学 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ H25.3.31まで） 

 

（ H25.3.31まで） 

 

 

 

（ H25.3.31まで） 

 

（ H25.4. 1から） 

 

（ H25.4. 1から） 

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

アメリカ  

 

 

イタリア  

 

アメリカ  

 

 

アメリカ  

 

 

アメリカ  

 

 

アメリカ  

 

アメリカ  

 

アメリカ  

 

 

ミズーリ大学  

カンザスシティ校  

 

キエーティ大学  

 

カリフォルニア大学  

サンフランシスコ校  

 

フォーサイス研究所  

 

 

フォーサイス研究所  

 

 

ペンシルバニア大学  

 

アメリカ国立衛生研究所  

 

テキサスＡ＆Ｍ大学  

 

 

 

 

８機関  

Yasuyuki Ueki  
 
 
Adriano Piattelli  
 
Pamela K. DenBesten 
 
 
Toshihisa Kawai 
 
 
Hajime Sasaki  
 
 
Anh Le 
 
Martha Somerman 
 
Wallace L. McKeehan 
 
 
 
 
 

准教授  
 
 

教授  
 

教授  
 
 

Senior Member of the 
Staff and Chair  

 
Assistant  Member of 
the Staff 

 
教授  

 
所長  

 
教授  

 

 

 

（ H25.3.31まで）  

 

（ H25.3.31まで）  

 

 

 

 

 

（ H24.4.1から）  

 

 

（ H24.4.1から）  

 

（ H24.4.1から）  

 

（ H25.4.1から）  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本事業は 3 年間の事業であるうえに、明確な研究目標を各領域で設けていることから、派遣研究者は派遣先におい

て充分なコミュニケーション能力を発揮できると期待される者、加え派遣先において研究を遂行する能力を充分有

していると判断される者とした。選抜は主担当研究者、担当研究者、第三者教員、ならびに国際歯科医学連携開発

学講座教員からなる WG を設置して行った。募集は学内公募形式とし、申請者の業績と派遣事業・研究計画に対す

る抱負、ならびに英語による面接（国際歯科医学連携開発講座外国人教員が同席）を課した。国際歯学コースを将

来的に運営する上での主担当者となり得る人材の養成が最終目的であるため、申請者の学位研究（大学院生の場合

は途中経過）の内容の英語によるプレゼンテーションを面接に加えた。また、共同研究遂行に必要な、細胞培養、

プロテーオーム解析、ゲノム解析、バイオアッセイ、形態観察、発生工学等の技術を有しているかどうかを申請者

の実績を元に判断した。  

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

（若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制をとっ

たかについて記載してください。） 

１．主担当研究者の高田は、アメリカ国立衛生研究所の Martha Somerman 所長（前ワシントン大学歯学部長）がミ

シンガン大学に在籍していた時からの友人で、長期にわたって研究交流を続けている。歯学部が隔年で海外の協定

校の学部長や大学院生を招いて開催する国際カンファレンス Hiroshima Conference on Education and Science in 

Dentistry にも毎回、招聘し講演を依頼しており、今回の派遣に際しても共同研究が円滑に行える体制整備を行った。 

２．担当研究者の栗原は、ボストン大学、フォーサイス歯科医学研究所で主任研究員を務める Van Dyke 教授の研

究室にかつて研究留学した実績を有しており、これまで継続的に人材を派遣してきた経緯がある。また、主幹する

国内の学術大会などに特別講演者として招聘した経緯もあり、今回の派遣に際しても共同研究が円滑に行える体制

整備を行った。  

３．担当研究者の岡本は、永年にわたりテキサス A&M 大学の McKeehan 教授と線維芽細胞増殖因子ファミリー蛋

白の機能解析に関する共同研究を継続しており、現在までに２名の大学院修了者が McKeehan 教授のもとでポスド

クとして研究に従事している。また、平成 21 年度大学院 GP「バイオデンティストリーの創生・展開」事業におい

て国際ワークショップを開催（ 2009 年 2 月）した際、特別講演者として招聘した実績がある。また、ペンシルベ

ニア大学 DAnh Le 教授とは、南カリフォルニア大学の口腔外科学および附属顎顔面発生研究所の准教授であった時

代から癌幹細胞の研究で共同研究を行っている。 2006 年に、岡本は当時の歯学部長であったスラブキン教授と学

部間の相互交流を確認し、同大学歯学部および附属研究所において講演を行っている。これらの密接な関係を通し

て、今回の派遣に際しても共同研究が円滑に行える体制整備を行った。  

さらに担当研究者の岡本は、大学理事・副学長として本部平和・国際室と協働でバックアップする後方支援を行っ

た。  

５．担当研究者である津賀、谷本は、前担当研究者である赤川、丹根両教授の後任教授であり、引き続きカリフォ

ルニア大学サンフランシスコ校およびイタリアキエーティ大学と、それぞれ今回の派遣に際して、共同研究を円滑

に行える体制整備を構築した。  

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

学術振興会特別研究員に採用されたため，本事業による派遣を中止した者が１名，ビザの発給が遅れ，事業期間終

了後の合計日数が結果的に 300 日未満となった者が 1 名いたほか、交付内定額に応じて当初の計画を変更した。 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  
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派遣された若手研究者は、本事業を通して共同研究の成果を学会発表や誌上発表を通して発信するだけでなく、先

端研究を実施している研究室の研究に対する姿勢や global thinking の重要性を実体験することができた。また、

多くの研究者と交流を深めることができ、今後の研究遂行において競争的環境下での助言者となる知己、友人を得

ることができた。これらの経験を体験した若手研究者には英語力の見違える改善のみならず、国際レベルでの研究

者としての自覚が養われ大きな成長の跡をみることができ、将来の指導的研究者として大いに活躍すると見込まれ

る。  

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

１）国際歯学コース指導者養成  

 本事業によって海外に派遣された若手研究者らは、派遣先において国際感覚を得て帰国したと同時に、将来、国

際化教育を牽引していくために不可欠の英語運用能力を大幅に向上させることができた点は、国際歯学コース運営

の中心的役割を果たせるような人材の育成という観点から大きな成果であったと言える。  

 本事業による海外派遣を終えて帰国した若手教員には、現在、本学部に滞在する外国人留学生の指導員として、

また、日本から海外に派遣する日本人学生の派遣前研修のチューターとしての役割を担わせるシステムの運用を開

始した。この試みは、本事業での経験をもとに、将来、国際歯学コースを担当できる教員を育成するための新たな

仕組みである。  

 さらに、国際歯学コースにおける教育効果にとって最も重要な点の一つは、英語と日本語を併用した授業を効果

的に進めるための教員のスキルである。そこで、海外派遣先で獲得した英語運用能力をさらにブラッシュアップす

るとともに、英語による授業を円滑に進めるための教育法の体得を目的として、専門講師による研修会やワークシ

ョップを定期的に開催することとした。この取組みは、派遣された若手研究者だけではなく、すべての教員が参加

可能であり、英語と日本語を併用した授業を発展させるための情報共有や議論の場としても機能している。  

２）最先端歯学研究コース指導教員養成ならびに研究基盤の強化  

 本事業によって海外の研究機関に派遣された若手研究者らはもとより、歯学部に所属するその他の若手研究者を

構成員とするバーチャルな若手研究者組織（「バイオデンタルコロシアム」と命名）を 2012 年度に創設した。そ

の目的は、研究室や研究分野の壁を超えた若手研究者同士の交流を促進することによって、本学部における研究活

動をいっそう活性化するとともに、若手研究者が互いに励まし合い競争し合って共に向上するための場を提供し、

最先端歯学研究コースの指導を行うことができる若手研究者を組織的に育成する枠組みとして機能することを狙

いとしている。  

 バイオデンタルコロシアムの活動には、現在までに、若手教員、大学院生、留学生など約 40 名が自らの意思で

参画しており、同組織の規模は徐々に拡大している。これまでに、最新の生物学・歯学に関する勉強会や特定の研

究領域に関する討論会を開催した。また 2013 年に開催した 5th Hiroshima Conference on Education and Science in 

Dentistry では、バイオデンタルコロシアムのメンバーならびに本事業を通して海外での研究実績を積んできた若手

研究者らが中心となって、「 Young Invest igators '  Session － New Waves in BioDental Research from Hiroshima－」と

題するシンポジウムを企画し、研究成果を国内外にアピールする機会を得た。これらの例が示すように、同組織は、

若手研究者育成の枠組みとして効果的な機能を果たすようになってきた。  

 さらに、本事業で海外に派遣され、すでに帰国した若手研究者に大学院での基盤教育を担当させることによって、

留学生を含めた後進の研究指導に貢献できる人材を育成する枠組みも構築した。  

３）海外での研究実績を重視するシステム  

 一方、海外での研究実績を重視するシステム構築の一環として、医歯薬保健学研究院が主催する教職員対象のフ

ァカルティー・ディベロップメントや、歯学部教員らが中心となって運営する広島大学歯学会総会において、留学

経験者が海外での研究成果を報告するための特別枠を設けることとした。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 大学院生  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

大規模歯周組織欠損の再生療法の基礎的研究として、骨髄間葉系幹細胞（MSC）の特異

的遺伝子の解明を行い、MSC の細胞老化に関わる遺伝子の特定、またその遺伝子のノッ

クアウトマウスモデルを用いて免疫学的、組織学的検討を行う予定である。また、常染

色体優性遺伝性疾患であるチェルビズム症の関連遺伝子の SH3BP2 は骨のリモデリング、

破骨芽細胞分化に関与することから、SH3BP2 遺伝子と MSC 骨分化との関係性を骨免疫学

的に検討する予定である。 

（具体的な成果） 

チェルビズム症の原因変異遺伝子である SH3BP2 mutant マウスを用いて、SH3BP2 の役

割について研究を行い、以下の結果が得られた。 

SH3BP2 の mutant bone marrow macrophage は TNF 刺激下において、 

１.優位に破骨細胞分化の亢進が確認された。 

  ２.遺伝子レベルで Nfatc1, Oscar, Cathepsin K, Acp5, DC-stamp の発現が亢進して   

    いた。 

  ３.ウェスタンブロッティングにてタンパクの発現を確認したところ、NFATC1, c-fos,  

    NFｋB の核内において wt と比較して優位に高い発現が確認された。 

これらの結果から SH3BP2 は、TNF 存在下において骨破壊、炎症の波及に関わっている

事が示唆された。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、Kansas City, University of 

Missouri-Kansas city,  Oral Biology,  

Yasuyuki Ueki 

 

13 日  

 

359 日  

 

 

    

372 日  

 

派遣者②： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

①インプラント支持および骨形成を同時に達成する新規インプラント・アパタイト複合

材の開発を計画する。予備実験として，連通多孔性 HA にインプラント体を組み入れた新

規複合材を作成し，骨中埋入試験を行い骨形成によるインプラント支持の評価を行った。

また，この連通多孔性 HA 自体は形成促進効果を有していないことから，骨形成促進を図

るため bFGF およびポリリン酸の導入を行った複合材を作成し，早期のインプラント支持

獲得の評価を継続試験にて行う。②昨年度からの予備実験として行った臨床研究では，

長期的骨吸収やインプラント周囲炎に対して，インプラント体カラ―部のマイクロスレ

ッド構造ならび埋入時の骨質が影響することが示唆された。そこで，埋入術中に骨質を

評価する手法の確立を計画した。MISCH 分類Ⅰ-Ⅳに相当する骨ブロックを採取・選別し，

試作エンジンシステムによる埋入時の挿入トルク値ならび組織標本における骨梁面積を

測定し，その相関関係を検討した。 

（具体的な成果） 

①予備実験の結果，positive control との比較で，新規複合材は，6 カ月例時点の ISQ，



様式１                                      （資料２) 

11 

BIC の測定の結果，同様のインプラント支持能を得た。さらにポリリン酸および bFGF を

吸着させた複合材は，3 カ月観察例時点の ISQ 測定において positive control との有意

差を認めず，骨形成を促進させた。組織学的評価ならび機能負荷時の周囲骨応答の解析

にいては現在検討を行っている。②インプラント挿入トルク値と骨梁面積は骨質に依存

した結果を示し，両群間において相関を示した。この結果より，試作エンジンシステム

はインプラント埋入時の骨質評価を可能とし，骨質に応じたインプラント形状や即時・

早期荷重の適応への選択に有効であることが認められた。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

イタリア  アブルッツォ州，キエーティ大

学，口腔病理学分野  Adriano Piattelli 教授  

 

10 日  

 

336 日  

 

 

    

346 日  

 

派遣者③： 歯科診療医  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

エナメル蛋白の機能解析とバイオミネラリゼーションの機構の解明を行う。 

すなわち、エナメル蛋白の機能解析を行うために、エナメル蛋白の小断片させること

で、エナメル蛋白の機能ドメインの探索と解明を行う。また、半導体レーザーを用いた

小児・矯正歯科治療への応用も探索する。 

（具体的な成果） 

アメリカ合衆国 カリフォルニア州、カリフォルニア大学サンフランシスコ校顎顔面学分

野、Pamela K. DenBesten 教授および、Wu Li 准教授の指導のもと、エナメル蛋白の機

能解析およびバイオミネラリゼーションの機構の解明に携わり、その実験手技を習得し

た。また、Thuan Le 講師の指導のもと、口腔周囲組織の代謝調節機構に対する半導体レ

ーザーの影響について、検証を行った。 

その結果、以下の所見が明らかとなった。 

１培養ヒト歯髄細胞、ヒト胎児由来口腔上皮細胞では、0.7J のレーザーを照射するこ

とより、細胞増殖能が有意に増加した。 

２培養ヒト歯髄細胞において 1J のレーザーを照射することより石灰化能が亢進した。 

３免疫組織学的な検討により、ラット臼歯のレーザー治療群では、コントロール群と

比較し、損傷部および歯周組織全体に PCNA、OPN の発現が増加しているのを認めた。 

以上の結果より、半導体レーザーはヒト培養歯髄細胞の増殖能、石灰化能に対して大

きな影響を及ぼすことが明らかとなった。また、in vivo の検討では歯周組織全体に OPN

および PCNA の活性化が示されたことより、半導体レーザーを用いた小児・矯正歯科治

療への応用の可能性が示唆された。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

USA カリフォルニア州、カリフォルニア

大学サンフランシスコ校、顎顔面学分野、

Pamela K. DenBesten 教授  

 

47 日  

 

340 日  

 

 

    

387 日  
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派遣者④： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動）  
BDNF が歯周組織再生時に血管を新生させ、組織再生に有効な細胞の遊走、増殖因子、

栄養の運搬を担っていることをこれまでの研究で明らかにした。派遣先ではこれまでの

知見をもとに、マウス歯周炎モデルを使用して歯周組織の炎症及び新規分子による歯周

組織再生を経時的に観察し、細胞、発現タンパクの変化などに焦点を当てて免疫組織化

学的に検討する。  
（具体的な成果） 

河井敬久教授の下で、マウスの歯周炎モデルを使用し、胃から産生されるペプチドホ

ルモン、ghrelin の歯周病成立における T 細胞の関係に注目し、Ghrelin と歯周病の関連を

明らかにするための研究を行った。  
(1) 絹 糸 を マ ウ ス の 第 二 臼 歯 に 結 さ つ す る こ と に よ り 誘 導 さ れ る 歯 周 炎 モ デ ル

（Ligature model）を使用し、局所の炎症の程度を評価するために、新しい計測方法

を開発した。絹糸を第二臼歯周囲に結擦し、10 分後に 100 µl の  0.05% Tween 20
含有の phosphate buffered saline (PBS)に浸漬し、30 分攪拌させた後に炎症性サイト

カインのタンパク量 (GCF)を ELISA で解析した。  
① Ligature によって誘導された歯周炎を発症している組織中に CD3+の細胞と破

骨細胞誘導因子である RANKL の共発現を確認した。  
② 絹糸中の炎症性サイトカインの量を測定した。唾液中と血清中のサイトカイン

の量と比較し、炎症を誘導した第二臼歯の歯肉溝中に結擦した絹糸中の IL-1β , 
TNF-α, IL-6, IFN-γのたんぱく量は有意に高かった。  

③ 絹糸中のサイトカインの経時的偏移を観察した。 IL-1β , TNF-α, IL-6 の量は 24
時間後に有意に上昇し、その後 7 日目まで減少傾向を示した。 IFN-γ, RANKL
の値は 7 日後に上昇した。  

④ IFN-γの骨吸収に及ぼす影響を調べるため、Ligature model を用いて IFN-γ投与群

と非投与群と比較した。IFN-γ投与群では対照群と比較して有意に骨吸収を増強

させた。 IFN-γ投与群では GCF 中（絹糸中）の RANKL の量が有意に上昇した。

また TCR-β  及び CD28 抗体刺激による T-cell の RANKL の発現を IFN-γは増強

させた。  
(2) Ghrelin の歯周炎に及ぼす影響について Ligature model を用いて検討を行った。また

Ghrelin の局所炎症制御について注目し、Ghrelin が T-cell のサイトカインの産生に

及ぼす影響について検討を行った。  
① Ghrelin の中和抗体が Ligature model によって促進される歯槽骨の吸収を促進し

た。  
② Ghrelin の中和抗体を投与した群の GCF 中の IFN-γのタンパク量が対照群と比較

して有意に上昇した。  
③ TCR-β  及び CD28 抗体刺激による T-cell の RANKL, IFN-γの発現を Ghrelin は減

少させたが、 IL-4 の発現は上昇させた。  
④ Ghrelin のレセプターのアゴニストである MK677 は Ligature による骨吸収を抑

制した。  
絹糸を用いて、歯周組織周囲の炎症性サイトカインのタンパク量を測定することに成
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功した。また IFN-γが in vivo において、Ligature によって誘導される骨吸収を T-cell の
RANKL の産生を介して促進することを明らかにした。さらに、Ghrelin が歯周炎による

骨吸収を抑制することを明らかにした。そのメカニズムは Ghrelin が活性化 T-cell の

RANKL 及び IFN-γの産生を抑制し、 IL-4 を促進することがわかった。以上の所見より

Ghrelin が歯周組織再生、また予防薬としての応用できる可能性があることを示した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、ボストン市、The Forsyth 

Institute, Immunology, Toshihisa Kawai 

 

14 日  

 

359 日  

 

 

    

373 日  

 

派遣者⑤： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）は代表的な慢性肝疾患で、肥満の表現型である

脂肪肝に酸化ストレス等の刺激が加わることで発生する。近年、NASH の病態進行に腸

内細菌が関わっているとの報告があり、LPS-TLR4 経路の関与が示唆されている。しか

し、歯周病原細菌由来 LPS と NASH との関連性を明らかにした報告はない。申請者は

Porphyromonas.gingivalis (P.g.)歯性感染が脂肪肝組織で、炎症や線維化を促進するこ

とを明らかにした。P.g.-LPS は TLR2、TLR4 を受容体とする特殊な LPS で、P.g.歯性

感染による NASH 病態進行において両受容体経路は重要な役割を果たすと推察される。  

そこで本研究ではフォーサイス研究所の佐々木元博士の指導のもと WT、TLR2-ノック

アウト（Ko）、TLR4-Ko マウスを用い、P.g.歯性感染の誘導する炎症、線維化過程にお

ける両受容体経路の重要性を実験病理学的に解析した。  
（具体的な成果） 

TLR2-Ko マウスでは、P.g.歯性感染により誘導される脂肪化や炎症の増悪が WT マウス

と比較して抑制された。一方、TLR4-Ko マウスではこの抑制効果は認められなかった。 
以上のことから、P.g.歯性感染による NASH の病態進行過程に TLR2 経路は重要な役割

を果たすことが示唆され、TRL2 を標的とした新たな NASH の治療戦略の可能性が示唆

され、今後の研究において非常に有用な成果を得ることが出来た。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボ

ストン、フォーサイス研究所、Department 

of Cytokine Biology、佐々木  元  

 

 

 

171 日  

     

204 日  

    

375 日  
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派遣者⑥： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

これまでに、癌細胞は正常細胞とは異なるエネルギー代謝経路を利用していることが報

告されており、実際にその特性を応用した FDP-PET が癌の診断に広く利用されている。

これまでに癌細胞のエネルギー代謝は、腫瘍間質細胞との相互作用により制御されてい

ることが報告されているが、癌細胞の浸潤・転移におけるエネルギー代謝経路の変化に

ついては明らかとなっていない。今回、派遣先における研究活動において、癌細胞浸潤

・転移におけるエネルギー代謝の変化を明らかにし、新たな治療標的を発見することを

目標とした。これまでに癌細胞の浸潤・転移は癌細胞自身の特性のみならず、周囲の微

小環境からの影響を受けることが報告されている。また腫瘍周囲微小環境は癌細胞の増

殖、浸潤、転移において重要な役割を担っていると考えられている。本研究においては

腫瘍周囲微小環境としての間葉系間質細胞に着目した。  
（具体的な成果） 

In vitro で、ヒト舌癌由来扁平上皮癌細胞とヒト歯肉由来間葉系間質細胞の共培養によ

り、癌細胞の増殖能や遊走能が亢進するだけでなく、癌細胞におけるエネルギー代謝に

変化が認められた。また、間葉系間質細胞は癌細胞と共培養することにより、Cancer 
associated fibroblast へ誘導されることも認められた。更に、免疫不全マウスを用いた実

験で、癌細胞と間葉系間質細胞を混合してマウスの舌に同所移植した場合に、リンパ節

転移が促進された。癌細胞の浸潤の最前線では、癌細胞のエネルギー代謝に変化が生じ

ていた。以上の結果より、癌細胞と間葉系間質細胞が相互に作用することにより、癌細

胞の浸潤・転移が促進することが明らかとなった。また癌細胞におけるエネルギー代謝

の変化が、癌細胞の浸潤・転移に重要な役割を担っていることが示唆された。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、ペン

シルバニア大学、口腔顎顔面外科、Dr. Anh 

Le 

 

 

 

188 日  

     

183 日  

    

371 日  

 

派遣者⑦： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 変形性顎関節症（TMJ-OA）は下顎頭への異常な負荷もしくは過剰な負荷が顎関節構成要素

を障害する圧迫力となり、表層軟骨の変性や骨吸収を引き起こすことが報告されている。また、こ

れまでの報告で細胞外マトリクスの一種である SLRP (Small Leucine-Rich Proteoglycan)のうち

Biglycan/Fibromodulin 欠損マウスが変形性顎関節症の様の組織像を呈し、組織の変性が正常

マウスと比較し過度に悪化する傾向にあることがわかっている。そのため、さらに変形性顎関節症

の発症・進行メカニズムを詳細に検討することを目的とし、本派遣では、Dr. Marian F. 
Young の指導のもと、前述の Biglycan/Fibromodulin 欠損マウスを用いて骨代謝関連因子

BMP-2 に注目し骨・軟骨疾患の発症機序、特に TMJ-OA の発症・進行の解明を行った。 

（具体的な成果） 

 変形性顎関節症モデルとして用いた Biglycan/Fibromodulin 欠損マウスならびに Wild 
Type の左右下顎頭をそれぞれ BMP-2 添加群と無添加群にわけ器官培養を行った。それ
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ぞれの組織を回収後、組織学的ならびに分子生物学的に検討を行ったところ、BMP-2 添

加群で骨・軟骨形成関連因子が優位に増加しており、特に Biglycan/Fibromodulin 欠損マ

ウスで著しい上昇を認めた。また、軟骨の破壊メディエーターとして CTX-II (C-terminal 
telopeptide of type II collagen) の発現量を ELISA を用いて検討したところ、同様に

Biglycan/Fibromodulin 欠損マウスで CTX-II が優位に増加し、さらに骨・軟骨破壊関連因

子も同様の傾向を示した。これらのことから、BMP-2 が骨・軟骨の代謝に関与している

ことが示され、特に Biglycan/Fibromodulin 欠損時にこの BMP-2 の影響が強く認められる

ことが示された。これらのことから、変形性顎関節症の発症・進行に BMP-2 が影響する

可能性が示唆され、今後、変形性顎関節症の発症・進行の機序解明に期待が持てる結果

となった。本内容は国際学会で発表を行った。また、近いうちに国際学科誌に発表する

予定である。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、MD、National Institute of 

Dental  and Craniofacial Research National 

Institutes of Health, Dr.Marian F. Young 

 

 

 

191 日  

     

198 日  

    

389 日  

 

派遣者⑧： 客員研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 歯周炎は宿主・寄生体の相互作用によって惹起・進行する。歯周炎の予防法として、

歯周病原因菌で構成されるプラークの機械的な除去が主に行われているが、申請者は生

物学的活性因子あるいは低分子化合物によって宿主の防御機構を活性化させる歯周炎予

防の開発を目指している。歯肉上皮細胞において自然免疫に関わる Toll-like receptor 
(TLR)と物理的なバリアとして機能する細胞間接着という二つの異なる防御の共通制御

因子を探索し、共通制御因子による生体防御を利用した歯周炎予防法の開発のための基

礎的研究を in vitro および動物実験で行う。  
（具体的な成果） 

フォーサイス研究所，Dr. Kawai 及び Dr. Matsuda の下で，破骨細胞形成が血小板に及ぼ

す影響に関する基礎研究を行った。血小板によって媒介された破骨細胞形成がきちんと

説明されているが，破骨細胞形成の血小板へ影響はまだ解明されていない。そこで、本

研究の目的は，RANKL（破骨細胞分子化因子）が血小板へもたらす効果を解明し、血小

板に変化を引き起こす因子を見つけることである。ヒト末梢血血小板に存在する異なっ

たサイズの分子を分離する方法を用いて検討した結果，反破骨細胞形成因子の一つとし

て“接着性”が重要であることを初めて確認した。研究に実施に当たっては，骨芽細胞

前駆細胞としてネズミから分離した骨髄細胞と 264.7 生細胞の系を用いた。研究結果は， 
Kawai 研の会議で発表するとともに、現在，学術雑誌に発表するため研究論文を作成中

である。  
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボ

ストン、フォーサイス研究所、Department 

 

 

 

 日  

     

303 日  

    

303 日  
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of Immunology and Infectious Diseases,  

Toshihisa Kawai 

 

派遣者⑨： 歯科診療医  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

骨研究に関わる手技手法および知識の習得と国際的な研究者ネットワークの構築の二点

を大きな目的とする。具体的には、遺伝子工学の基礎的な知識から最先端の手技（遺伝

子クローニング、遺伝子導入、shRNA・CRYSPR・TALEN などを用いた遺伝子サイレ

ンシングなど）を、また、 in vivo の研究に必須であるマウスコロニーのメンテナンス

（breeding、genotyping）を、そして骨免疫学の解析に必要な実験手法（骨髄、脾臓、

胎仔肝からの細胞分離およびそれらの細胞からのマクロファージ・破骨細胞誘導、デン

ティンアッセイ、マイクロ CT を用いた骨の解析など）を習得、また、派遣先で定期的

に行われる近隣の研究室との合同ミーティングで活発に意見交換することで、多くの研

究者と交流し、アメリカだけでなく、アジア、ヨーロッパからの研究者とのネットワー

クを構築し、本事業終了後もこれらの研究者と情報交換を行うものである。  
（具体的な成果） 

受入研究者の所有する SH3BP2 機能亢進モデルマウス（アダプター蛋白 SH3BP2 の機

能亢進が破骨細胞やマクロファージの機能を更新することがすでに報告されている）を

用いて、破骨細胞に依存しない新規骨破壊メカニズムを解明することに取り組んできた。

その結果、破骨細胞欠損マウスを用いて SH3BP2 の機能亢進が炎症性骨破壊を誘導する

ことを示し、また、その破骨細胞非依存骨破壊を in vivo のデンティンアッセイにて再

現することに成功している。今後、この破骨細胞非依存性骨破壊の詳細なメカニズムの

解明を行い、国際学科誌に発表する予定である。また、この研究の成果は 2014 年アメリ

カ骨代謝学会（ASBMR）総会にて発表予定であり、その優れた内容により 2014 ASBMR Young 

Investigator Travel Grant を受賞が決定している。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、Kansas City, University of 

Missouri-Kansas city,  Oral Biology,  

Yasuyuki Ueki 

 

 

 

 

     

300 日  

    

300 日  

 

派遣者⑩： 助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

歯の再生療法において dental epithelial stem cells (DESCs)の自己複製能や分化誘導能

に関する理解が重要である。齧歯類は生涯を通して切歯の cervical loops(CLs)に存在す

る DESCs からエナメル上皮細胞が供給されることから、歯の上皮幹細胞研究に適した

モデルと考えられている。Fibroblast growth factor (FGF) signaling は DESCs の自己

複製を促進し、分化を抑制すると報告されているが、そのメカニズムの解明にはさらな

る研究が必要とされている。 

 派遣先研究機関ではマウス切歯の CLs からマトリゲル 3 次元培養法を用いて DESCs
を分離する培養法を確立している。しかしながら、マトリゲルには様々な成長因子と細
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胞外マトリックス蛋白が含まれており、その濃度や組成はロット間で違いがあるためシ

グナル伝達に関する研究において影響を及ぼす可能性がある。一方、浮遊培養法はマト

リゲル 3 次元培養に比較しクリーンでコントロールされた培養法である。そこで、本研

究では 2 つの sphere culture system、すなわちマトリゲル 3 次元培養法および浮遊培養

法を用いて、マウス切歯の CLs から DESCs を分離培養し、それぞれの sphere における

FGF signaling の影響を遺伝子学的、免疫細胞化学的に解析することで、DESCs の維持

に関与する FGF の役割を探索することを目的とした。 

（具体的な成果） 

いずれの培養法においても、FGFR,ERK および PI3K の各阻害剤処理により、DESCs
の sphere 形成能は低下した。培地へ FGF2 を添加することにより、両培養法における

sphere 形成能は共に亢進した。FGF10 はマトリゲル 3 次元培養における DESCs の

sphere 形成を促進したが、浮遊培養では亢進しなかった。浮遊培養による sphere はマ

トリゲル 3 次元培養における sphere と比較し FGFR1,2 および 3 のⅢ c アイソフォーム

の発現が著しく亢進していた．したがって両培養法における FGFR の発現差が sphere
形成に影響していることが示唆された． 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  

アメリカ合衆国、テキサス州、テキサスＡ

＆Ｍ大学、 Center for Cancer & Stem 
Cell Biology 、 Prof. Wallace L. 
McKeehan 

 

 

 

 

     

323 日  

    

323 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

   3 年間の事業を効率的に遂行するため、1 年目は再生療法に関する派遣を、2 年目に口腔

癌研究の成因解明を目指す研究を、 3 年目に健康増進研究を主として遂行した。このうち

健康増進研究に関しては派遣先が多岐にわたるため一部前倒しして計画した。原則として

派遣は 4 月から翌年 3 月までの１年間とした。  

 

   歯科医学研究領域で特に重要と考えられる①口腔癌研究，②再生歯学，③歯周医学分野

に 10 名の若手研究者を派遣した。 

①再生歯学研究： Piattelli 教授（キエーティ大学、イタリア）との共同研究においてイ

ンプラントとハイドロキシアパタイト複合体の開発に関する研究、 DenBesten 教授（カリ

フォルニア大学サンフランシスコ校、米国）との共同研究において、エナメル蛋白の機能

とバイオミネラリゼーションの機構解明に関する研究， Kawai 博士（フォーサイス研究所、

米国）との共同研究においてペプチドホルモン Ghrelin に関する研究、 Young 教授、

Somerman 教授（国立衛生研究所、米国）との共同研究において BMP-2 と細胞外マトリクス

に関する研究、 Ueki 教授（ミズーリ大学、米国）との共同研究においてアダプター蛋白

SH3BP2 を介する新規骨破壊機構に関する研究、ならびに McKeehan 教授（テキサスＡ＆Ｍ

大学、米国）との共同研究において dental epithelial stem cells 関する研究を実施し

た。  

②口腔癌研究：Le 教授（ペンシルバニア大学、米国）との共同研究において、癌幹細胞の

同定とその生物学的特性および癌周囲組織との相互作用についてにおいて研究を実施し

た。  

③健康増進歯学研究：Sasaki 博士（フォーサイス研究所、米国）との共同研究において歯

性感染と非アルコール性脂肪性肝炎との関係に関する研究、 Kawai 博士（フォーサイス研

究所、米国）との共同研究において破骨細胞形成が血小板に及ぼす影響に関する基礎研究

を実施した。 

 

（２）成果の概要 

これまで 10 名の若手研究者を派遣し当初計画通りの事業を達成することができた。ま

た、平成 25年 10月に広島大学歯学部が主催した国際シンポジウム（ Hiroshima Conference）

において、派遣した若手研究者による成果発表を行った。今後、国際学会および国際学術

誌への発表を行う予定である。 

   なお，各派遣者による具体的な取り組み内容及び成果については  本報告書の「資料３

（５）若手研究者の派遣実績」及び「資料４．共同研究成果の発表状況」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

２ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

◎

１ 
Etanercept Administration to Neonatal SH3BP2 Knock-In Cherubism Mice Prevents 
TNF-α-Induced Inflammation and Bone Loss. Yoshitaka T, Ishida S, Mukai T, Kittaka 
M, Reichenberger EJ, ※Ueki Y, J Bone Miner Res, 査読あり, 29 巻(5), 1170-82, 2014  

◎

２ 
SH3BP2 Cherubism Mutation Potentiates TNF-α-Induced Osteoclastogenesis Via 
NFATc1 and TNF-α-Mediated Inflammatory Bone Loss. Mukai T, Ishida S, Ishikawa 
R, Yoshitaka T, Kittaka M, Gallant R, Lin YL, Rottapel R, Brotto M, Reichenberger 
EJ, ※Ueki Y, J Bone Miner Res, 査読あり,In press, 2014 

◎

３ 
Development of novel implant/interconnected porous calcium hydroxyapatite 
complex as new concept graft material: ※Doi K, Oue H, Morita K, Kajihara S, Kubo 
T, Koretake K, Perrotti V, Iezzi G, Piattelli A, Akagawa Y. PLoS One, 査読有, 
7:e49051, 2012. 

◎

４ 
Correlation between the Bone Density Recorded by a Computerized Implant Motor and 
by a Histomorphometric Analysis: A Preliminary In Vitro Study on Bovine Ribs: Iezzi 
G, Scarano A, Di Stefano D, Arosio P, Doi K, Ricci L, ※Piattelli A, Perrotti V. 
Clin Implant Dent Relat Res, 査読有, [Epub ahead of print], 2013. 

◎

５ 
Inductive ability of human developing and differentiated dental mesenchyme. 
Zheng L, Warotayanont R, Stahl J, Kunimatsu R, Klein O, DenBesten PK,※ Zhang 
Y.Cells Tissues Organs. 2013;198(2):99-110. 

◎

６ 
IL-17 receptor A signaling is protective in infection-stimulated periapical bone 
destruction.  
AIShwaimi E, Berggreen E, Furusho H. Rossall JC, Dobeck J, Yoganathan S, Stashenko 
P, ※Sasaski H 
H. J Immunol.2013 Aug 15;191(4):1785-91.（査読あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192998
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣予定の若手研究者については  波  線  を付し

てください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎

１ 
Cherubism Mutation in SH3BP2 Enhances TNF-induced Osteoclast Differentiation 
and Function  
※S. ISHIDA, T. MUKAI, R. ISHIKAWA, T. YOSHITAKA, N. MIZUNO, and Y. UEKI  
91st General Session & Exhibition of the IADR (2013 年 3 月, シアトル，アメリ
カ合衆国) poster session 審査無 

◎

２ 
Development of implant/interconnected porous hydroxyapatite complex as new 
concept graft material：※Doi K, Oue H, Morita K, Kajihara S, Kubo T, Perrotti 
V, Iezzi G, Piattelli A, Akagawa Y. European association for Osseointegration; 
20th anniversary meeting (Copenhagen, Denmark, ポスター発表, 査読有, 2012, 9) 

３ 骨質低下モデルにおけるインプラント体表面性状の違いが初期固定に及ぼす影響：※
沖佳史，土井一矢，大上博史，梶原志穂，牧原勇介，久保隆靖，津賀一弘: 第 97 回
広島大学歯学会（広島，ポスター発表，査読無，2013,10）  

４ インプラント体表面性状の違いが初期固定に及ぼす影響：骨質低下モデルでの検討：
※大上博史，土井一矢，梶原志穂，牧原勇介，久保隆靖：公益社団法人日本口腔イン
プラント学会平成 25 年度中国・四国支部総会学術大会（米子, 口演発表，査読有，
2013,11） 

５ Effect of intermittent parathyroid hormone administration on primary stability 
in rabbit osteoporosis model. ※Doi K, Kubo T, Makihara Y, Oue H, Kato K, Oki 
Y, Akagawa Y, Tsuga K. Asian Academy of Osseointegration; 9th meeting (Sapporo, 
Japan, ポスター発表, 査読有, 2014, 7) 

◎

６ 
Inductive Ability of Human Fetal and Adult Dental Mesenchyme.:   

Zheng L., Warotayanont R., Stahl J., Kunimatsu  R., Klein O., Denbesten P., ※
Zhang Y.:IADR/AADR/CADR General Session and Exhibition (Seattle, WA USA), 2013. 
Poster presentation 

◎

７ 
Effects of Near-Infrared Laser on Adult Human Dental Pulp Cells.: Le T., 
Kunimatsu R., Zhang Y., ※ Denbesten P.: IADR/AADR/CADR General Session and 
Exhibition (Seattle, WA USA), 2013. Poster presentation 

◎

８ 
SATB1 is stabilized through PKC-mediated phosphorylation in fluorosed rodent 
enamel.: Zhang Y., Kim J.,Horst O.V., Nakano Y., R. Kunimatsu R., Zhu L., Everett 

ET., ※Denbesten P.:IADR/AADR/CADR General Session and Exhibition (Seattle, WA 
USA), 2013. Poster presentation 

◎

９ 
※Kunimatsu R: Effects of low-level laser irradiation on human dental pulp cell 
metabolism: The 5 Hiroshima Conference on Education and Science in Dentisty 
(Hiroshima), 2013. Oral presentation 

◎

10 
Immunohistochemical Mapping Of Oxygen Gradient In Mouse Oral Epithelia. ※Hisako 
Furusho, Akio Ohta,Hajime Sasaki.AADR(シャーロット )ポスター発表、審査有、 3
月 20 日（2013） 

◎

11 
Stromal effects on epithelial-mesenchymal transition in human head and neck cell 
carcinoma. 
※Qillin Xu, Yasutaka Ishida, Qunzhou Zhang, Tetsuji Okamoto, Anh Le 
Penn Dental Medicine 2013 Resaerch Retreat,2013.May 31, The school of Veterinary 
medicine, Hill pavilion, Philadelphia, PA.  
ポスター，審査無 
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◎
12 

発表題目：BMP-2 effects on Chondrogenesis and Extracellular Matrix Turnover in 
Temporomandibular Joint Osteoarthritis 発表者名：※M. SHIRAKURA,V. KRAM, T.M. 
KILTS, K. HOLMBECK, M. YOUNG 学会名：American Association for Dental Research 
(AADR) 開催場所：NC, USA 口頭発表 審査無 2014.3.21 

◎
13 

TRAP-Positive Multinucleated Cell Independent Bone Resorption in a Mouse Model 
of Inflammatory Bone Disease, ※Kittaka M, Mukai T, Yoshitaka T, Ueki Y, 2014 
ASBMR annual meeting, Houston TX, ポスター発表、審査有、2014 年 9 月 

 


