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世界初、手術が不要の注射による
簡便な顎骨造成をマウスで成功
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抜歯窩の治癒と問題
•ヒトの歯槽骨は抜歯後の４ヶ月で18〜34 %の骨吸収が起こる.

(Araujo MG. Clin Oral Implants Res. 2014)

BMP-2の使用
•骨形成能を有する成長因子

•ヒトの抜歯窩の新規骨形成に有効である
(Fiorellini et al. J Periodontol 2005より改変)

rhBMP-2/ACS

Avila-Ortiz et al. J Dent Res 2014より改変

no treatment

背景
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従来技術とその問題点

BMP-2 単独で骨が十分作られる用量を使用す

ると、ヒト口腔内では歯肉が腫脹するなどの副

作用を引き起こすことが指摘されています。この

ため、BMP-2の使用量を抑えて、骨を効率的に

誘導できる骨形成促進薬が求められています。
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RANKLに結合するペプチド

W9 :  YC  WSQYL  CY
Disulfide bond bridge

W9

Two monomers of
RANK ligand (RANKL)

(Aoki et al, J Clin Invest 2006)

Cheng et al, J Biol Chem, 2004

OP3-4:
11 amino acid
YCEIEFCYLIR

Disulfide bond bridge
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• OPGを鋳型に設計されたペプチド
(分子量 1448.7 )

• 骨吸収抑制作用を持つ
• (Cheng et al. J Biol Chem.2004)

• 骨形成促進作用も有する
(Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2015)

BMP-2と併用する候補

• BMP-2の使用量減少によってリスクを減らすために、

様々なサイトカインとの併用が試みられている

FGF-2 (Kubota et al., 2002) 
FGF-4 (Nakamura et al.,2005)
prostaglandin E2 receptor agonist (Toyoda et al., 2005)
W9 peptide  (Khan et al., 2013)

RANKLに結合するOP3-4ペプチド
Vehicle W9

200 μM
OP3-4
200 μM

ALP
染色

von Kossa
染色

Sugamori et al. Bioessays 2016

Ctr 
peptide

背景
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粒子状再生材料を粘膜下に注射

マウス上顎
3次元画像

マウス上顎
横断面

BMP-2 注射
(4週間後)

ペプチドを加えて
注射 (4週間後)

（Uehara et al. 
J Dent Res, 2016）
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2016年3月23日
プレスリリース

日経産業新聞
日刊工業新聞
夕刊フジ
TBSテレビ
「未来の起源」
マイナビニュース
などの各種ブログ

多数のメディアによ
り紹介された。
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歯の先端を
カット

切歯抜歯 再生材料
填入

Tomomatsu et al. J Bone Miner Res 2009
Nakachi et al Eur J Pharm 2012
Arai et al..Eur J Pharm 2016

短冊状担体による骨再生材料の填入
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Arai et al..Eur J Pharm 2016より改編

歯科材料研究につながる基礎実験

担体のみ BMP-2填入 BMP-2とペプ
チド一緒に填入
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新技術の概要１

本研究では粒子状のゼラチンハイドロゲルを用

いてBMP-2(Bone morphogenetic protein-2)と
ペプチドOP3-4とを組み合わせた薬剤をマウス

の上あごに注射しました。4週間後、注射した部

位には明らかな骨造成が認められました。注射

1週間後からすでに、骨形成関連遺伝子の発現

が亢進していました。
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新技術の概要２

ペプチドOP3-4の作用により、骨形成因子

BMP-2単独では不可能であった垂直的な造骨

作用が発揮されました。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• ペプチドと骨形成因子を組み合わせた薬剤

の注射により、手術を行わずに顎の骨を増や
す方法をマウスで開発しました。

• 注射した部位において骨形成に関与する遺伝
子の発現誘導と骨造成を確認しました。

• このような患者に負担の少ない骨造成法は、
将来、歯科臨床への応用が期待されます。
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顎骨の不足を伴う歯科疾患
患者に適応できる骨再生材料開発

顎裂患児 顎堤吸収
インプラントの
為の骨造成

日本歯科評論vol.76, 80, 2016



14

想定される用途

• 顎の骨が少なく入れ歯が安定しない場合

• 顎の骨が少なくインプラントが植えられない場合

• 顎の骨が少なく移植しなければならない場合

• もちろん、歯科医療分野だけでなく、整形外科領
域でも応用可能な技術です。

• ペプチドの修飾により、骨形成だけでなく、軟骨
再生や炎症抑制など1剤で多機能なペプチド開
発に夢が持てます！
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実用化に向けた課題

• 現在、マウスだけでなくモルモットにおいても
同様な骨形成が可能であることを確認。イヌ
の実験を始めるところで、学内の動物実験委
員会でヒアリング後、実験計画が承認された。

• 今後、臨床応用に向けて、BMP-2が国内では
使用が認められていないので、BMP-2を使用

しない応用展開をするか、米国での臨床応用
実績から使用許可を得る必要がある。
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企業への期待

• 骨形成促進だけでなく、軟骨再生、炎症抑制
作用が期待できるペプチドである。修飾の仕
方によって、さらに高い活性をもつ可能性が
あり、創薬ターゲット探索を最初から共に行っ
ていただける企業を探している。

• 特に、関節軟骨治療薬を開発中の企業、歯科
領域だけでなく整形外科領域への展開を考え
ている企業には、本技術の導入が有効と思わ
れる。
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企業への期待

• RANKLという骨吸収に重要な分子に親和性

の高いペプチドには上図に示すような高い骨
形成活性の有るペプチドが存在する。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：オステオプロテジェリン

誘導体及びその用途

• 出願番号 ：特願2015-48698
• 出願人 ：東京医科歯科大学

• 発明者 ：青木 和広、加藤 玄樹、

大谷 啓一
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産学連携の経歴

• 2010年-2012年 東京農工大発のベンチャー企業
JITSUBO社と共同研究実施 (JISUBO社が獲得し
たNEDOの共同研究資金により実現、以下の特許を
出願した。本件とJITSUBO社とは直接関連がない)

新規な架橋構造を含むTNFレセプターループペプチド
の模倣ペプチドを用いた医薬組成物

河野悠介、藤田秀司、奥本真理、中江崇、鈴木秀明、
前田美紀、大谷啓一、青木和広．
PCT/JP2012/054899 WO2012/121058 AI
出願日2012年2月28日、公開日2012年9月13日
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お問い合わせ先

東京医科歯科大学

産学連携研究センター 渡辺公義

•ＴＥＬ ０３－５８０３－４７３３

•ＦＡＸ ０３－５８０３－０２８６

•e-mail watanabe.tlo@tmd.ac.jp


