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健康・医療分野

歯周病治療では、歯根膜の再生が治療成功の鍵となる。歯根膜には、唯一の外胚葉由来
分であるマラッセ上皮細胞が存在することで、他の間葉系細胞と上皮-間葉相互作用が働き
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膜の再生能が発揮されている。。本研究では、抜去歯を用いて、歯根膜に存在するマラッセ
ティングを行い、ソーティングにより Cytokeratin 陽
胞とそれ以外の歯根膜間葉系細胞とを分離し、歯根膜再生関連遺伝子について網羅的解析
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図 2．フローサイトメトリー解析
フローサイトメトリーを用いて、歯根膜の細胞
を Cytokeratin 陽性細胞（マラッセ上皮細胞）
と Cytokeratin 陰性細胞（間葉系細胞）とに分け、
ソーティングによるサンプル回収を行った。

表 1．Microarray 網羅的解析
Microarray 網羅的解析の結果、Control（間葉系細胞）
に比べ、マラッセ上皮細胞では主に KRT14, KRT19,
AMBN, ENAM, AMELX 遺 伝 子 な ど の mRNA 発 現
が強く認められた。一方、VCAM1, FGFR2, MSX2,
NCAM1, COL14A1 遺伝子などはマラッセ上皮細胞
よりも間葉系細胞での mRNA 発現が強く認められた。
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