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Expression of PARP 1 in Odontoma

Tadashige NOZAKI1, 2§, Masatoshi WATANABE3, Joji MORITA4,
Kiyoshi OHURA1 and Kaoru KUSAMA2

1Department of Pharmacology, Osaka Dental University
2Division of Pathology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

3Division of Materials Science and Chemical Engineering, Graduate School of Engineering, Yokohama National University
4Department of Pathologic Oncology, Institute of Molecular and Experimental Medicine, Mie University Graduate School of Medicine

Abstract : Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP 1 ; EC 2. 4. 2. 30) is a constitutively expressed enzyme that mediates the normal cel-

lular response to DNA damage and interferes with cell differentiation through transcriptional control. PARP 1-deficient mice have been re-

ported to exhibit teeth displasia similar to human odontoma. In the present study, we evaluated the contribution of PARP 1 to odontoma

development by immunohistochemical staining of human odontoma sections with an anti-PARP 1 antibody. PARP 1 was expressed in

odontoblasts, immature enamel and the epithelial component corresponding to ameloblasts. Interestingly, in odontoma, PARP 1 was ex-

pressed in the cytoplasm of the ghost cells, which had no nucleus and showed positive staining for cytokeratins. Moreover, the ghost cells

showed positive staining with the M30 CytoDEATH antibody, which recognizes a caspase cleavage product of cytokeratin 18 observed in

the process of apoptosis, suggesting that some very early events of apoptosis have occurred in these ghost cells expressing PARP 1.

Key words : PARP 1, odontoma, ameloblast, odontoblast, ghost cell

歯牙腫における PARP 1の発現

野闢 中成1, 2§ 渡邉 昌俊3 森田 城次4

大浦 清1 草間 薫2

1大阪歯科大学薬理学講座
2明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

3横浜国立大学工学研究院
4三重大学大学院医学系研究科腫瘍病態解明学分野

要旨：ポリ（ADP-リボース）合成酵素（PARP 1 : EC 2. 4. 2. 30）は DNA 修復応答や転写制御を介して細胞分化に関与するこ

とが知られている．PARP 1欠損マウスではヒト歯牙腫に類似の歯牙異常が認められるという知見がある．本研究では，病理組

織学的所見で歯牙腫と診断された標本を用いて PARP 1抗体による免疫染色を行い，PARP 1の発現を調べた．PARP 1は歯牙腫

の構成成分において，象牙芽細胞，未熟なエナメル質およびエナメル芽細胞に相当する上皮成分で発現していた．さらに，核を

有しない ghost cell の細胞質にも発現していた．アポトーシス時にサイトケラチン 18がカスパーゼにより切断されるが，ghost

cell はこの切断部位を認識する M30 CytoDEATH 抗体にも陽性であった．アポトーシスの過程で直接的，間接的な役割を担う

PARP 1が発現している ghost cell でアポトーシス初期の現象が起こっていることが示唆された．

索引用語：PARP 1，歯牙腫，エナメル芽細胞，象牙芽細胞，ghost cell
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Introduction

Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP 1 ; EC 2. 4.
2. 30) is composed of an N-terminal DNA-binding do-
main, a central regulatory automodification domain
that accepts poly(ADP-ribose), and a C-terminal cata-
lytic domain1) . PARP 1 catalyzes poly ADP-
ribosylation of itself and other nuclear proteins using
NAD as a substrate2). Poly(ADP-ribose) synthesized by
PARP 1 was originally found about 40 years ago3), and
has recently been proposed to be a unique biopolymer
associated with many important biological events,
such as those in cell viability, cell death and neoplasm
formation4, 5). PARP 1 modification is known to play
roles in chromatin structure formation and conse-
quently alter various gene expressions6, 7). Many studies
have indicated that PARP 1 is involved in regulating
cell differentiation by interfering with transcriptional
control8−10). In previous studies, PARP 1-deficient mice
were found to be highly susceptible to carcinogenesis
induced by alkylating agents11, 12) and the teeth dyspla-
sia with much irregular odontogenesis similar to hu-
man odontoma※. Furthermore, changes in PARP 1 ex-
pression contributed to cell differentiation during tu-
mor formation13), and rearrangements of PARP 1 or
differential expression of PARP 1 mRNA have been
identified in several cancer cell lines14). Moreover, low
expression of PARP 1 was found to be correlated with
higher genomic instability15, 16). Based on these evi-
dences, it is speculated that PARP 1 dysfunction is re-
lated to the crisis of the neoplastic lesion.
Some proteins, such as TGFβ -1 and laminin α 2,

involved in regulating odontogenesis have been identi-
fied17, 18). Epigenetic controls were also found to con-
tribute to odontoblastic differentiation19). This differen-
tiation is characterized by a sequence of events,
namely cell cycle withdrawal, cytological polarization
and predentin/dentin secretion20). However, the mecha-
nisms for human odontoma development have not yet

been fully elucidated. Because the abnormality of the
differentiation seems to be a cause of the progress of
this disease, we evaluated the expression of PARP 1
by immunohistochemical staining of human odontoma
sections with an anti-PARP 1 antibody.

Materials and Methods

Samples
Formalin-fixed paraffin-embedded tissues from 7

complex and 6 compound type odontoma cases and 1
calcifying cystic odontogenic tumor associated with
odontoma case as a counterpart of the lesion carried
with the ghost cell were used in this study. The sam-
ples were fixed in 10% (v/v) buffered formalin, im-
mersed in the Plank-Rychlo decalcified solution for
seven to ten days, embedded in paraffin wax, sec-
tioned and prepared for immunohistochemistry. This
study was performed according to the guidelines of
the Ethics Committee of Meikai University (A 0313).

Immunohistochemical analysis
The primary antibodies used in this study are listed

in Table 1. A biotin-free tyramide signal amplification
system (CSAII ; DakoCytomation, Kyoto, Japan) was
used according to the manufacturer’s instructions.
Briefly, deparaffinized sections were immersed in 0.01
M citrate buffer (pH 6.0), heated in a microwave oven
for 15 min for antigen retrieval, and then immersed in
3% hydrogen peroxide in phosphate-buffered saline
(pH 7.4) for 5 min at room temperature to block endo-
genous peroxidase activity. Following incubation in
0.25% casein solution for 5 min to block non-specific
binding of the primary antibody, the sections were in-
cubated with an appropriately diluted primary anti-
body for 15 min. Following another incubation in

─────────────────────────────
§Correspondence : Tadashige Nozaki, Department of Pharmacology,
Osaka Dental University, 8-1 Kuzuhahanazono-cho, Hirakata,
Osaka 573-1121, Japan. E-mail : nozaki@cc.osaka-dent.ac.jp This
study was supported, in part, by a Grant-in-Aid for Scientific Re-
search from Japan Society for the Promotion of Science (T Nozaki,
15390572). ※, unpublished data.

Table 1 Primary antibodies used for the immunohistochemical
analyses.

Name Concentration Company
Product
number

Anti-PARP[214/215]
Anti-cytokeratin
(AE 1/AE 3)
M30 CytoDEATH

10 µg/ml

2.7 µg/ml

6.6 µg/ml

Sigma-Aldrich

DakoCytomation

Roche

P 1991

M 3515

2 140 322
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0.25% casein solution for 5 min to block non-specific
binding of the secondary antibody, the sections were
sequentially incubated in a horseradish peroxidase
(HRP)-conjugated secondary antibody for 15 min, fol-
lowed by FITC-labeled tyramide for 15 min. The de-
posited FITC-labeled tyramide was detected by incu-
bating the sections with an HRP-labeled anti-FITC an-
tibody for 15 min. Visualization of HRP was carried
out using the hydrogen peroxide/3,3’-diamino-
benzidine tetrahydrochloride reaction for 5 min, fol-
lowed by counterstaining of the nuclei with Mayer’s
hematoxylin. The stained sections were analyzed using
a microscope equipped with a CCD camera (Olympus
BX 33-S ; Olympus Corporation, Tokyo, Japan).

Results

Immunostaining with an anti-PARP 1 antibody
Immunostaining of samples with the anti-PARP 1

antibody is summarized in Table 2. Odontoma sam-
ples of both the complex and compound types exhib-
ited that PARP 1 was expressed in odontoblasts, im-
mature enamel, the epithelial component correspond-
ing to ameloblasts and the ghost cells (Table 2).
PARP 1 expression was identified in odontoblasts (Fig
1a). A subset of the cells that corresponded to dental
pulp of the lesion was positively stained (Fig 1a). Im-
mature enamel also showed positive staining for
PARP 1 (Fig 1b), whereas mature dentin was clearly
negative (Fig 1a, b). The epithelial component corre-
sponding to ameloblasts showed positive staining for
PARP 1 (Fig 1c).

Characterization of ghost cells expressing PARP 1.
Non-nucleated ghost cells showed positive staining

Table 2 Summary of the immunostaining with an anti-PARP 1
antibody.

Sample
Positive
staining

Positive cells

Odontoma Complex
Compound

7
6

Odontoblasts
Immature enamel
Epithelial component
corresponding to ameloblasts

Ghost cells

Fig 1 Localization of PARP 1 in odontoma sections. (a) Expres-
sion of PARP 1 in odontoblasts (arrows). P : dental pulp ; mD :
mature dentin. (b) Expression of PARP 1 in immature enamel of
an odontoma. imE : immature enamel ; mD : mature dentin. (c)
Expression of PARP 1 in the epithelial component corresponding
to ameloblasts (arrows). Scale bar : 100 µm.

Expression of PARP 1 in odontoma 3



with eosin (Fig 2a) and for cytokeratins AE 1 and AE
3 (Fig 2b). PARP 1 was expressed in the ghost cells
in odontoma (Fig 2c). Moreover, the ghost cells re-
vealed positive staining with the M30 CytoDEATH
antibody against a caspase cleavage product of cy-
tokeratin 18 (Fig 2d).

Discussion

In the present study, we first showed that PARP 1
is expressed in constituents of odontoma such as
odontoblasts, immature enamel and the epithelial com-
ponent corresponding ameloblasts, suggesting that
PARP 1 is possibly involved in the formation of odon-
toma. Based on many reports on the function of
PARP 1, we speculate that the differential expression

of PARP 1 can modify to the cell differentiation of
the odontoma, although the pathogenesis of the tumor
remains to be elucidated.
PARP 1 is a target of the caspase protease activity

associated with apoptosis21). Although the role of
PARP 1 in apoptosis remains to be elucidated, PARP
1 cleavage is considered to be a marker of apopto-
sis22, 23). Some previous data have suggested that PARP
1 activation is a signal for the release of apoptosis-
inducing factor (AIF) from mitochondria, resulting in
programmed cell death via a caspase-independent
pathway24).
Interestingly, we found that PARP 1 is also ex-

pressed in ghost cells in odontomas. To confirm that
the cells expressing PARP 1 were actually ghost cells,

Fig 2 Immunostaining analysis of ghost cells in an odontoma. (a) Hematoxylin and eosin staining. (b−d) Immunostaining with
antibodies against cytokeratins AE 1/AE 3 (b), PARP 1 (c) and a caspase cleavage product of cytokeratin 18 (d). Scale bar : 100
µm.
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we examined the expression of cytokeratins AE 1/AE
3 in the cells, since there is evidence that stronger
staining with cytokeratins AE 1/AE 3 is prevalent in
ghost cells25). Ghost cells or their analogue, shadow
cells have been also found in adamantinomatous cra-
niopharyngioma, pilomatrixoma and calcifying cystic
odontogenic tumors, as well as in complex and com-
pound odontomas. In present study, a calcifying cystic
odontogenic tumor associated with odontoma was ex-
amined as a control, and the ghost cells in this tumor
were shown to express PARP 1 (deta not shown). The
nucleated cells adjacent to ghost cells expressed Bax,
but not Bcl-2 or Bcl-XL. Moreover, some cells around
ghost cells showed positive staining with the TUNEL
assay26). In another study, Mib-1 and bcl-2 showed
strong positivity in cells of the odontogenic epithe-
lium, but were completely negative in the ghost
cells25). The immunohistchemical studies have indi-
cated that ghost cells may be an abnormal form of
keratinization27−30). We found that the ghost cells were
positively stained with an antibody against a caspase
cleavage site within cytokeratin 18. Keratins, in par-
ticular cytokeratin 18, are affected during the early
events of apoptosis31−33).
Taken together, these findings indicate that the

ghost cells may undergo abnormal terminal differen-
tiation as an apoptotic process. This apoptotic process
separates the amino-terminal DNA-binding domain of
PARP 1 from the C-terminal catalytic domain, result-
ing in the loss of normal PARP 1 function. We pro-
pose the hypothesis that loss of function of PARP 1
could contribute to the development of odontoma,
supported by an evidence that PARP 1-deficient mice
showed the abnormality of the odontogenesis such as
much irregular enamel and dentin※. To elucidate the
mechanism of the disordered differentiation in odonto-
genesis, in which PARP 1 is involved, further analyses
using PARP 1-deficient mice are necessary.
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実験的歯周組織欠損に対する多血小板血漿（Platelet-rich Plasma）
を用いた組織再生

小村 尚徳1§ 辰巳 順一2 大橋 敏雄2

1明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
2明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野

（指導：申 基�教授）

要旨：多血小板血漿（platelet-rich plasma : PRP）は，末梢血から血小板を濃縮した血漿である．血小板は platelet derived growth

factor（PDGF），transforming growth factor（TGF）-β などの成長因子を多く含み，PRP を創部に使用すると，創傷治癒が促進さ
れることが知られている．本研究の目的は，PRP の歯周組織再生効果について組織学的に明らかにすることである．イヌ成犬 9

頭の下顎第 3, 4前臼歯，歯根周囲に実験的歯周組織欠損を作製した．欠損部の一方に PRP を移植し，PRP 群とした．対側は PRP

を移植せずコントロール群とした．観察期間は術後 4, 8, 12週とし，各観察期間終了後，動物を安楽死させ組織を採取した．採

取した組織は 10％ホルマリン水溶液にて固定し，10％ EDTA にて脱灰を行った．通法に従ってパラフィン包埋し 5 µm 厚の騁
舌的連続切片を作製し，ヘマトキシリン-エオジン染色を行った．

その結果，PRP は新生セメント質形成と血管形成を促進し，上皮深部増殖を抑制することが明らかとなった．新生骨形成は

増加傾向を認めたが，有意な差を認めなかった．さらに PRP 群では，ノッチ部の歯根表面に osteocalcin の局在を認めた．以上

の所見から，PRP の作用として，新生骨形成の促進はわずかであったが，歯周組織の再生を促進させることが示唆された．

索引用語：多血小板血漿（PRP），歯周組織再生，骨形成，セメント質形成，上皮深部増殖

Study on the Effect of Platelet-rich Plasma on Tissue Regeneration
in Experimental Periodontal Defects

Hisanori OMURA1§, Junichi TATSUMI2 and Toshio OHASHI2

1Meikai University Graduate School of Dentistry
2Division of Periodontology, Department of Oral Biology and Tissue Engineering, Meikai University School of Dentistry

（Director : Prof Kitetsu SHIN）

Abstract : Platelet-rich plasma（PRP）is a platelet fraction concentrated from peripheral blood. Platelet contain various growth factors

［e.g., platelet derived growth factor（PDGF），transforming growth factor（TGF）-β］，which have an obvious effect on wound healing.
The purpose of this study was to define the effect of PRP on periodontal regeneration in vivo . Nine male adult beagles were used in this

experiment. Two-wall and periodontal defects were made on the third and fourth mandibular premolar. PRP was applied to one site of the

defect（PRP group），and another site of the defect（Control group）was left untreated. The animals were euthanized at 4, 8 and 12 weeks
postoperatively, and each specimen was fixed in 10％ formalin and subsequently decalcified by immersion in 10％ EDTA. Standard par-

affin processing and embedding techniques were performed, and 5 µm thick bucco-lingual serial sections were prepared and stained with

H-E.

PRP group showed enhancement of new cementum formation, an increase in the number of blood vessel, and inhibition of epithelial

downgrowth. However there was no significant difference in the rate of new bone formation between the PRP and control groups. Further-

more, expression of osteocalcin showed strong localization in the root surface of the notch area in PRP group. These results suggest that

PRP may stimulate periodontal regeneration, but has only few contributions to bone formation.

Key words : platelet-rich plasma（PRP），periodontal regeneration, bone formation, cementum formation, epithelial downgrowth
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緒 言

失われた歯周組織を再生する目的で，従来から自家

骨，異種骨，あるいは人工骨の移植，guided tissue regen-

eration（GTR）法，さらにはエムドゲイン療法などが検

討され，臨床応用されてきた．その中で，1998年に Marx

ら1）は，腫瘍切除後の骨欠損部に多血小板血漿（platelet-

rich plasma : PRP）と自家骨を併用して移植し，自家骨

単独と比較して，移植骨の増大と成熟が早期に見られた

ことを報告した．以来，骨組織の再生を促進する目的

で，PRP 移植は骨移植との併用による顎骨増大2, 3），上

顎洞底挙上術4, 5），インプラント埋入後の骨結合期間の

短縮6）などに臨床応用されてきている．

PRP は，自己血液から血小板を分離，濃縮し調製す

るため，血小板に含まれる生体由来の成長因子が高濃度

に含まれている．したがって PRP を活性化して移植す

ることにより，主に α 顆粒中に含まれる成長因子が脱
顆粒により放出され，骨の増大や早期の成熟1−6），また

軟組織の創傷治癒が促進2, 7, 8）されるといわれている．PRP

には少なくとも platelet derived growth factor（PDGF）-

AA, AB, BB, transforming growth factor（TGF）-β1, β2, vas-

cular endothelial growth factor（VEGF），epithelial growth

factor（EGF）の 7種類の成長因子が含まれることが知

られており7, 8），成長因子を高濃度に含む PRP は歯周組

織の再生に有効に作用すると考えられている．PRP は

採血と簡単な操作だけで調製でき9），さらには移植材か

らの未知の感染や免疫反応の危険性を考慮する必要もな

くなる．

一方で PRP を活性化，凝固させる目的でウシトロン

ビン1），ヒトトロンビン5），またはアルギン酸ナトリウ

ム3）などの異種材料，他家材料や人工材料を用いる場合

が多い．さらには局所のウシトロンビンの使用により血

液の凝固障害が引き起こされる危険性も示唆されてい

る10）．そこでこれらの問題を解決するため，深沢11）は自

己由来の血液成分のみを用いた任意の量の PRP 調製方

法と，PRP の活性化，凝固方法を考案し，PRP 中に成

長因子が高濃度に含まれることを報告した．

PRP による歯周組織再生の試みは，臨床応用が先行

し，確固たる根拠が得られないまま移植が行われている

のが現状である．また，PRP を歯周組織欠損部に移植

し，PRP の歯周組織再生の効果を in vivo で明らかにし

た報告はない．そこで，自己血液から調製した PRP を

実験的歯周組織欠損に移植し，PRP の歯周組織再生の

効果を検討する目的で本研究を行った．

材料と方法

1．歯周組織欠損の作製と PRP の移植方法

12か月齢のビーグル犬 9頭（体重 10.0±2.0 kg，雄）

を本研究に使用した．実験開始 2週間前より 0.05％グ

ルコン酸クロルヘキシジン（コンクール F�，ウエルテ

ック株式会社，大阪）を用いたブラッシングによる口腔

内清掃を行った．実験期間中は固形飼料（CD-5，日本

クレア株式会社，東京）を与え，水は自由摂取とした．

また本研究はすべて明海大学歯学部動物実験ガイドライ

ンに従って行った．

全身麻酔は以下の手順で行った．まず 0.1 ml /kg の塩

酸メデトミジン（ドミトール�，明治製菓株式会社，東

京）を皮下注射し，鎮静状態を確認した．その後，4％

セボフルラン（セボフレン�，丸石製薬株式会社，大

阪）にて全身麻酔の導入後，気管内挿管を行い 2％セボ

フルランにて全身麻酔状態を維持した．局所麻酔は，処

置部位の下顎両側第 3, 4前臼歯部に，1/8万エピネフリ

ン含有 2％ 塩酸リドカイン（歯科用キシロカインカー

トリッジ�，アストラゼネカ株式会社，大阪）1.8 ml に

て局所麻酔を施した．

切開は No. 15 c の替え刃メスにて歯肉溝内切開を行

い，全層歯肉弁を餝離，翻転した．実験的歯周組織欠損

は露出した歯槽骨に対し，騁側の近心根周囲の骨を十分

な注水下のもとスチール製ラウンドバーにて削除し，近

遠心径 4 mm，騁舌径 3 mm，垂直的高さ 4 mm になるよ

うに作製した（Fig 1）．歯根膜およびセメント質の除去

と歯根面の滑沢化は，手用スケーラーにて十分に行っ

た．その後，露出歯根の最根尖側部に No. 1のエンジン

─────────────────────────────
§別刷請求先：小村尚徳，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野（現所
属）．本研究の一部は，平成 17～19年度文部科学省科学研究費
補助金基盤研究 C（課題番号 17592162）の補助によって行わ
れた．

Fig 1 Schematic diagram for experimental osseous defect and
measurement site for histomorphometry.

明海歯学 35, 20068 小村尚徳・辰巳順一・大橋敏雄



用ラウンドバーが約半分入るように計測用ノッチを付与

した．術部を滅菌生理食塩水で洗浄後，任意の片顎はそ

のまま歯肉弁を復位，縫合しコントロール群とした．反

対側の実験的歯周組織欠損部内に，深沢の方法11）に準じ

て調製した PRP を活性化，凝固させ，速やかに移植し

た．その後，歯肉弁を復位，縫合し PRP 群とした．縫

合は吸収性縫合糸（バイクリル ラピッド�，ジョンソ

ン・エンド・ジョンソン株式会社，東京）を使用し，緊

密に縫合を行った．

術後管理として，250 mg のアジスロマイシン（ジスロ

マック�，ファイザー株式会社，東京）を 1日 1回，3日

間投与した．術後 1週間は軟食（ユニ・チャーム ペッ

トケア株式会社，東京）を与え，その後は前述の固形飼

料を与えた．また術後 2週目より 2日に 1回 0.05％グル

コン酸クロルヘキシジンを用いブラッシングを行った．

2．PRP の調製

PRP の調製および活性化は深沢11）の方法に従って行っ

た．すなわち，各々のイヌ前肢皮静脈より末梢血 22 ml

を採血後，1 ml の抗凝固薬（カーミパック� ACD-A

液，川澄化学工業株式会社，東京）を添加した遠心分離

用の 15 ml ポリプロピレン コニカルチューブ（Falcon�

2196, Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes , NJ ,

USA）に 10 ml の末梢血を分注し，すばやく攪拌し

た．さらに抗凝固薬を添加していない遠心分離用 15 ml

チューブに 11 ml の末梢血を分注した．残りの 1 ml は

血液成分の計測のため，抗凝固薬入りの採血ビン（SB-

41（S），シスメックス株式会社，兵庫）に移して攪拌

し，静置した．2本の 15 ml チューブから，汎用遠心分

離機（クボタ卓上遠心機 2100，クボタ，東京）を用い 1

回目の遠心分離（900×g, 10分）を行い，血球成分を分

離した．凝固用触媒を添加したものはさらに血小板を濃

縮するため，血漿分画と血小板分画を採取し 2回目の遠

心分離（2,100×g, 10分）を行った．上層は，血小板を

含まない乏血小板血漿（platelet-poor plasma : PPP）と

して除去し，採取した血漿を含む底部の濃縮血小板層

1.5 ml を均一に攪拌し PRP とした．PRP 調製後は，多

項目自動血球計数装置（KX-21，シスメックス株式会

社，兵庫）を用いて，採取した末梢血と PRP にそれぞ

れ含まれる血小板数の測定を行った．一方，凝固用触媒

を添加していないものは，1回目の遠心分離後，上層部

の血清を採取し，滅菌シャーレ（Falcon� 3001, Becton

Dickinson Labware）に静置した．

3．試料の採取，組織切片の作製

各実験観察期間の 4週，8週，12週間経過後，ペント

バルビタール（ネンブタール�，大日本製薬株式会社，

大阪）を静脈内に過量投与し，安楽死させた．その後実

験部位を含む下顎骨を周囲軟組織と共に切断し，試料を

採取した．10％ホルマリン水溶液にて 3℃，1週間浸漬

固定後，1歯ずつのブロックに切り出し，さらに 10％

ホルマリン水溶液に 3℃，1 週間浸漬固定した．その

後，10％ EDTA 溶液にて 3℃の条件で脱灰を行った．

脱灰液は 2～3日ごとに交換した．脱灰終了後，エタノ

ール系列で脱水後，通法に従いパラフィン包埋し，5 µm
厚の騁舌的連続切片を作製した．

4．病理組織学的観察

各標本において，作製した欠損部の歯根表面を，ノッ

チ部，歯根中央部，歯頸部の 3か所に任意にわけ，それ

ぞれ新生セメント質の厚み，新生セメント質中の細胞の

有無，シャーピー線維のセメント質への嵌入の有無と歯

根膜主線維の走行，炎症性細胞の有無，歯根と新生骨と

の骨性癒着の有無について観察を行った．

各標本 11 枚を無作為に抽出し，光学顕微鏡

（OPTIPHOT-2，ニコン，東京）に取り付けた顕微鏡デ

ジタルカメラシステム（Pro 600 ES, Pixera Corporation,

Los Gatos, CA, USA）を使用して画像をコンピュータに

取り込み，画像処理ソフト（InStudio, Pixera Corporation,

Los Gatos, CA, USA）を用い，以下の項目について組織

形態計測を行った（Fig 1）．すなわち，1）新生骨形成

量：ノッチ底部から新生歯槽骨頂までの垂直的距離．

2）新生セメント質形成量：ノッチ底部から新生セメン

ト質最歯冠側端までの垂直的高さ．3）上皮深部増殖

量：セメント－エナメル境から接合上皮最根尖側端まで

の長さ．

5．血管腔数の計測

各観察期間における PRP，コントロール群それぞれ

の切片，各 3枚ずつ無作為に抽出し，ノッチ部，歯根中

央部，歯頸部の 3か所（700 µm×500 µm）を画像に取
り込み，歯根表面から 250 µm の範囲にある血管腔数の
計測を行った．

6．オステオカルシンの免疫組織化学的染色

PRP による硬組織形成の作用機序の一端を明らかに

する目的でオステオカルシンに対する抗体を用いて免疫

組織化学的染色を行った．すなわち，薄切した切片をキ

シレンにて脱パラフィン後，エタノールにて加水した．

0.01 M リン酸緩衝生理食塩水（PBS, pH 7.4）にて 5分

間 3回洗浄した．トリプシンにより 37℃，15分の条件

で前処理し，PBS にて 1分間洗浄した．内因性ペルオ

キシダーゼ阻止のため，3％過酸化水素水添加メタノー

多血小板血漿を用いた歯周組織再生 9



ルに室温で 30分処理を行った．PBS にて 5分間 3回洗

浄後，正常血清によるブロッキングを室温にて 10分間

行った．1次抗体として，400倍に希釈した抗ウシオス

テオカルシンマウスモノクロナール抗体（OC 4-30，宝

酒造株式会社，京都）を 4℃，12時間作用させた．その

後，2次抗体として，蛍光色素 Cy 3で標識された抗マ

ウス IgG 抗体（Chemicon International, Ann Arbor, MI,

USA）を 1時間，室温で作用させた．封入後，共焦点レ

ーザー顕微鏡（LSM-510, Carl Zeiss, Jena, Germany）に

てオステオカルシンの局在を観察した．

7．統計学的分析

各組織形態計測の統計学的有意差の検定は，PRP

群，コントロール群のそれぞれにつき Kruskal-Wallis H -

test を行い有意差が認められた場合，Mann-Whitney U -

test with Bonferroni correction にて多重比較を行った．ま

た PRP 群とコントロール群の比較には Mann-Whitney

U -test を用いた．

結 果

1．血小板数の計測

実験に供したイヌ末梢血の平均血小板数は 281,778／µl

（177,000～414,000／µl）で，調製した PRP 中の平均血

小板数は 1,450,889／µl（1,301,000～1,891,000／µl）であ

り，PRP 中の血小板数は末梢血と比較して平均 5.5 倍

（3.8～8.9倍）に濃縮されていた（Table 1）．なお PRP

調製過程において，溶血，凝固反応などの異常所見は認

められなかった．またそれぞれの PRP は，血清を加え

ると速やかに凝集反応をおこし，ゲル化した．

2．実験観察期間中の辺縁歯肉の肉眼的所見

実験観察期間中，手術部の辺縁歯肉に著明な炎症，歯

肉の退縮，歯肉溝からの出血，排膿などの異常所見は認

められなかった．

3．病理組織学的観察

すべての標本において，著明な炎症性細胞浸潤は認め

られなかった．

1）術後 4週における病理組織学的所見（Fig 2）

ノッチ部において，PRP 群では薄い新生骨の形成を

認め，一層のセメント芽細胞様細胞が配列した新生セメ

ント質の形成が，残存セメント質より連続して認められ

た．コントロール群では PRP 群と比較し，厚い新生骨

の形成を認め，残存セメント質と連続した新生セメント

質の形成が認められた．また表層に一層のセメント芽細

胞様細胞の配列が認められた．

歯根中央部において，PRP，コントロール群とも，新

生セメント質の形成は認められず，結合組織線維が歯根

面に沿って平行に走行していた．

歯頸部において，両群で上皮の深部増殖が認められ

た．両群とも新生セメント質の形成は認められなかっ

た．

2）術後 8週における病理組織学的所見（Fig 3）

ノッチ部において，PRP，コントロール群ともに薄い

新生骨の形成が認められた．新生セメント質も同様に，

残存セメント質と連続した幅の厚い細胞成分を多く含ん

だ新生セメント質が認められた．また表層には一層のセ

メント芽細胞様細胞の配列が認められた．

歯根中央部において，PRP，コントロール群ともに細

胞成分の少ない新生セメント質の形成が認められた．ま

た新生セメント質表面にはセメント芽細胞様細胞の配列

が認められた．

歯頸部において，PRP 群では，上皮の深部増殖はセ

メント－エナメル境付近にとどまり，上皮直下の歯根面

に細胞成分の少ない新生セメント質の形成が認められ

た．新生セメント質表層には一層のセメント芽細胞様細

胞が認められた．一方，コントロール群では，上皮の深

部増殖を認め，深部増殖した上皮からわずかに離れた根

尖側よりの歯根面に，細胞成分の少ない新生セメント質

の形成が認められた．新生セメント質表層には一層のセ

メント芽細胞様細胞の配列が認められた．

3）術後 12週における病理組織学的所見（Fig 4）

ノッチ部において，両群とも細胞成分の多いセメント

質の形成が認められた．新生セメント質表層にはセメン

ト芽細胞様細胞の配列が認められた．

歯根中央部において，両群とも細胞成分の少ない新生

セメント質を認め，新生セメント質表面にセメント芽細

胞様細胞の配列が認められた．また PRP 群において形

Table 1 Number of platelets on peripheral blood and PRP.

No. peripheral blood／µ l PRP／µ l concentration times

1
2
3
4
5
6
7
8
9

238,000
186,000
264,000
414,000
177,000
364,000
275,000
328,000
290,000

1,399,000
1,661,000
1,357,000
1,891,000
1,301,000
1,399,000
1,157,000
1,626,000
1,267,000

5.9
8.9
5.1
4.6
7.4
3.8
4.2
5.0
4.4

average 281,778 1,450,889 5.5

明海歯学 35, 200610 小村尚徳・辰巳順一・大橋敏雄



Fig 2 PRP and control groups at 4 weeks postoperatively. In the cervical area, epithelial downgrowth was observed in both groups. Origi-
nal magnification : ×40. Stained with H-E. NB : New bone. ENC : Edge of new cementum formation. BE : Bottom of epithelium. CEJ :
Cement-enamel junction.

Fig 3 PRP and control groups at 8 weeks postoperatively. In the cervical area, new cementum formation was observed adjacent to bottom
of epithelium, in PRP group. In control group, new cementum formation was observed at the position in a slightly distance from bottom of
epithelium. Original magnification : ×40. Stained with H-E. NB : New bone. NC : New cementum. ENC : Edge of new cementum forma-
tion. BE : Bottom of epithelium. CEJ : Cement-enamel junction.
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Fig 4 PRP and control groups at 12 weeks postoperatively. In the middle area, oblique fibers were observed between newly formed cemen-
tum and bone in PRP group. Original magnification : ×40. Stained with H-E. NB : New bone. NC : New cementum. ENC : Edge of new
cementum formation. OF : Oblique fibers. BE : Bottom of epithelium. CEJ : Cement-enamel junction.

Fig 5 Time course of new bone formation in PRP and control groups. New bone formation was increased at 12 weeks in both groups.
Original magnification×5. Stained with H-E. ENB : Edge of new bone formation. CEJ : Cement-enamel junction.
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成されたセメント質と新生骨の間で，斜走する線維の走

行が認められた．一方，コントロール群では，斜走する

線維の走行は認められなかった．

歯頸部において，PRP 群では，上皮の深部増殖はセ

メント－エナメル境付近にとどまっていた．また上皮直

下の歯根面には，細胞成分の少ない新生セメント質の形

成を認め，表層にはセメント芽細胞様細胞の配列が認め

られた．コントロール群では，上皮の深部増殖が認めら

れた．また上皮からやや根尖側の歯根表面に細胞成分の

少ない新生セメント質が認められ，新生セメント質表層

に部分的にセメント芽細胞様細胞が認められた．また新

生セメント質への線維の嵌入は認められなかった．

全ての観察期間において，PRP 群では骨性癒着は認

められなかった．一方，術後 12週のコントロール群（n

＝1）において，新生骨と歯根表面との骨性癒着が認め

られた（Fig 5）．

4．組織形態計測

1）新生骨形成量

新生骨形成量は，術後 4週において PRP 群で 0.28±

0.30 mm，コントロール群で 0.33±0.25 mm であった．

術後 8週では，PRP 群で 0.17±0.24 mm，コントロール

群で 0.09±0.21 mm であった．術後 12週では，PRP 群

で 0.93±1.18 mm，コントロール群で 0.63±0.72 mm で

あった．PRP 群，コントロール群とも術後 12週で新生

Fig 6 Comparison amount of newly formed bone between
PRP and control groups. At 12 weeks, new bone formation was
slightly increased in PRP group than that in the control group,
but there was no significance between two groups（n＝6）．

Fig 7 Time course of new cementum formation in PRP and control groups. These specimens show typical new cementum formation in in-
dividual periods. Original magnification×5. Stained with H-E. ENC : Edge site of new cementum formation. CEJ : Cement-enamel junc-
tion.
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骨形成量の増加傾向が認められたが，経時的な新生骨形

成量の増加，および両群間で有意な差は認められなかっ

た（Figs 5, 6）．

2）新生セメント質形成量

新生セメント質形成量は，術後 4 週において，PRP

群で 0.19±0.07 mm，コントロール群で 0.08±0.07 mm

であり，両群間で有意な差が認められた（p＜0.01）．術

後 8週では PRP 群で 3.89±0.12 mm，コントロール群で

3.42±0.20 mm であり，両群間で有意な差が認められた

（p＜0.01）．術後 12週では，PRP 群で 3.82±0.14 mm，

コントロール群で 3.58±0.30 mm であり，両群間で有意

な差は認められなかった．また両群とも術後 4週と 8週

の間で有意な差を認め（p＜0.01），新生セメント質形成

量の大幅な増加が認められた（Figs 7, 8）．

3）上皮深部増殖量

術後 4週において，PRP 群で 0.40±0.23 mm，コント

ロール群で 0.53±0.18 mm であり，両群間で有意な差が

認められなかった．術後 8週では，PRP 群で 0.07±0.10

mm，コントロール群で 0.55±0.07 mm であり，両群間

で有意な差が認められた（p＜0.01）．術後 12週で，PRP

群では 0.06±0.08 mm，コントロール群で 0.17±0.14 mm

であり，両群間で有意な差が認められた（p＜0.05）．ま

た PRP 群では，術後 4週と 8週を比較した結果，有意

な差を認め（p＜0.01），上皮深部増殖量は減少してい

Fig 8 Comparison amount of newly formed cementum be-
tween the PRP and control groups. New cementum formation
was significantly increased at 8 weeks in both groups（ p
＜0.01）. In PRP groups, new cementum was formed signifi-
cantly higher than that in control groups at 4 and 8 weeks（p
＜0.01）（n＝6）．

Fig 9 Time course of the epithelial downgrowth in PRP and control groups. In PRP groups, bottom of epithelium was shifted to cervical
site at 8 weeks. BE : Bottom of epithelium. CEJ : Cement-enamel junction. Original magnification : ×10. Stained with H-E.
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た．一方，コントロール群では術後 8週と 12週の間で

有意な差が認められ（p＜0.01），上皮の深部増殖量が減

少した（Figs 9, 10）．

4）血管腔数の比較

ノッチ部，歯根中央部，歯頸部の血管腔数の計測を行

ったところ，ノッチ部，歯根中央部において，術後 8週

でコントロール群と比較して，PRP 群で有意な増加が

認められ（p＜0.05），歯頸部では，術後 4週および 8週

で，両群間で有意な増加（p＜0.05）が認められた（Fig

11）．

5）オステオカルシンの局在

共焦点レーザー顕微鏡を用いてノッチ部付近のオステ

オカルシンの局在を観察したところ，PRP 群ではすで

に術後 4 週から 12 週まで継続して局在が認められた

が，コントロール群では認められなかった（Fig 12）．

考 察

歯周疾患の進行により失われた歯周組織の形態的，機

能的回復を得る目的で，さまざまな歯周組織再生療法の

試みが行われてきた．1970 年代には，種々の人工骨

（ハイドロキシアパタイト，β -リン酸三カルシウム，除
タンパク焼成骨）が研究開発され，歯槽骨欠損部への補

頡により歯周組織再生が試みられた12）．しかし，骨移植

材の移植後の治癒形態は，上皮の深部増殖による上皮性

付着が主体で13, 14），結合組織による新付着は得られなか

った．

1982年に Nyman ら15）は，組織遮蔽効果がある人工膜

を用いた組織誘導再生（GTR）法を公表した．これによ

り新付着が得られる初めての臨床技法が生まれた．しか

し適応症例に限りがあることや比較的高度な技術が要求

されることから，組織再生が必要な多くの症例に適用す

るには至っていない．GTR 法の開発と前後するように

Heijl16）によって，幼若ブタの歯胚から抽出したアメロジ

ェニンを含むタンパク質（エナメルマトリックス・デリ

バティブ：EMD）を用いた歯周組織再生療法が公表さ

れた．この再生療法は多数歯にわたって組織再生が必要

な場合でも比較的容易に処置を行うことができ，しかも

GTR 法とほぼ同程度の組織再生効果が得られる17, 18）こと

から現在広く臨床応用されている．しかし，この EMD

による歯周組織再生療法は，他家由来のタンパクを使用

しているため未知の感染源に対する対応はできず，患者

に使用する際は，十分なインフォームドコンセントが必

要である18）．

一方で，血小板中の成長因子を用いた組織再生が試み

Fig 10 Comparison amount of newly formed epithelial
downgrowth between PRP and control groups . Epithelial
downgrowth was significantly decreased in PRP group at 8
weeks（p＜0.01）．In PRP groups, epithelial downgrowth was
significantly decreased more than that in control groups at 8
weeks（p＜0.01）and 12 weeks（p＜0.05）（n＝6）．

Fig 11 Comparison the number of blood vessels in cervi-
cal , middle and notch areas between PRP and control
groups. Number of blood vessels was significantly increased
in PRP group at 8 weeks（p＜0.05）（n＝6）.
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られている．血小板は血液凝固時など，トロンビンの刺

激を受けて活性化し，主に α 顆粒中の PDFG や TGF-β
などの成長因子を放出し，組織の治癒がおこると考えら

れている1−9）．この放出された成長因子は，上皮細胞，

線維芽細胞，マクロファージ，血管内皮細胞，骨芽細胞

などを活性化させ，その結果，上皮細胞，骨芽細胞，線

維芽細胞自身も成長因子を産生し，オートクライン，パ

ラクラインに作用し，それぞれが相互に影響しあいなが

ら合理的に創傷治癒を促進すると考えられている．この

血小板が持つ組織治癒作用を応用し，血小板を濃縮する

ことにより組織再生効果が得られるのではないかという

推察のもと，骨組織再生や歯周組織再生への可能性が検

討されつつある．

PRP の骨組織再生に対する効果については，1998年

に Marx ら1）が，PRP の併用により移植骨の増大と成熟

が早期に見られたことを報告した．しかしながら Choi

ら19）は，ビーグル犬の両側の下顎骨に自然には治癒しな

い 15 mm の連続骨欠損を作製し，プレートで下顎骨を

固定した実験モデルを設定した．欠損部に PRP と自家

骨を混和したものを移植し，自家骨のみを移植したもの

と比較した術後 6週での経過は，新生骨形成が阻害され

ていたことを報告している．しかし年齢，移植した自家

骨の量，顎骨の固定状態が不明であり，一概に PRP が

骨形成を阻害するとは言い切れない．さらに Arporn-

maeklnog ら20）は，in vitro の実験において，ラット骨髄

間葉系細胞に bone morphogenetic protein（BMP）-2を作

用させた場合には石灰化が起こったが，PRP を作用さ

せた場合には石灰化は起こらず，PRP には異所性に骨

を形成する能力がないことを報告している．一方で

Kovács ら21）は，イヌ下顎骨に深さ 4 mm，直径 3 mm の

骨欠損を作製し，PRP と β -リン酸三カルシウムと混和
して移植し，β -リン酸三カルシウムのみを移植したも
のと比較すると，術後 12週で β -リン酸三カルシウムの
リモデリングと，骨形成が有意に認められたことを報告

した．また藤森22）は，ウサギ脛骨に作製した骨欠損に PRP

を移植し，骨再生の効果を報告した．それによると，PRP

の骨再生促進効果は確認されなかったが，術後 2週にお

いて，コントロールと比較して分化度の高い骨組織が多

く認められたことから，早期の骨の成熟に関与している

可能性を示唆した．しかし本研究における結果では，術

後 12週までコントロール群と比較して PRP 群でより新

生骨形成が増加する傾向が認められるが有意な差はなか

Fig 12 Osteocalcin immunostaining of the notch area in PRP and control groups at 4, 8 and 12 weeks. Osteocalcin were localized
on the root surface in PRP groups at whole period. Arrows : osteocalcin localization. Original magnification : ×40.
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った．以上の実験結果が示すように，PRP の骨組織に

対する作用に関して，統一された見解はない．

歯周組織再生への PRP の臨床応用はすでに，PRP と

GTR 法，異種骨を併用した移植23, 24），PRP に異種骨を混

和して移植25），または歯肉退縮への結合組織移植との併

用27, 28），に用いられ，その効果が報告されている．その

なかで Camargo ら23）は，骨縁下欠損に対し，PRP に GTR

法と異種骨を併用して臨床応用を行った．GTR 法単独

による処置と比較し，3種を併用した場合では，術後 6

か月で両者ともプロービングポケットデプス，臨床的ア

タッチメントレベル，またリエントリーによる骨欠損部

の組織の充満度に改善が見られたことを報告している．

しかし PRP 単体で歯周組織の再生効果があるのかどう

かは不明で，また，その効果を裏付けるような in vivo

における文献はほとんど見られない．また，前述のよう

に骨組織への形成促進効果も一定の結果が得られていな

いことから，歯周組織再生に対する PRP 単独での移植

効果を検証するため組織学的な検討が必要である．

本研究における組織形態計測の結果では，新生セメン

ト質形成量は PRP 群，コントロール群とも，術後 8週

で大幅に増加し，また，術後 4週と 8週においてコント

ロール群と比較して PRP 群で有意に増加が認められ

た．Hammarström ら28）は，サルを用いた裂開型骨欠損に

EMD を応用し，術後 8週で，実験的に露出させた歯根

表面の 60～80％が新生セメント質で覆われ，新生骨は

骨欠損部の 65％まで形成されたことを報告している．

本研究で観察された新生セメント質は，ノッチ部におい

て，既存のセメント質より連続した細胞成分を多く含む

新生セメント質が認められ，歯根中央部から歯頸部まで

は細胞成分の少ない新生セメント質で覆われていた．こ

れは通常の歯周組織に見られる，細胞性および無細胞性

セメント質による構造と類似していた．一般的に GTR

法により再生してくるセメント質は主に細胞性セメント

質である29, 30）といわれており，本来のセメント質の構造

とは異なる．これに対し EMD によるセメント質の再生

は無細胞性セメント質が形成される28, 31）といわれてお

り，PRP は EMD と同様に無細胞性セメント質の再生を

促すことが示唆された．

本研究における新生骨形成量は，PRP 群でより多く

形成される傾向を認めたが，コントロール群との間に有

意な差は認められなかった．一方，実験的に作製したイ

ヌの蠱度の根分岐部の骨欠損に対し GTR 法により処置

を行った術後 8週の新生骨形成量は，骨欠損部の 46％

を石灰化した骨組織が，29％を骨髄組織が占めていた

ことが報告されている30）．さらに EMD においては骨欠

損の 65％ まで再生されたという報告28）などと比較し

て，本研究における新生骨形成量は少ない傾向であっ

た．PRP のフィブリン網の形成により，細胞の遊走能

を高め，また骨組織再生のためのスペースを確保する能

力を期待した32, 33）が，本研究による結果から，フィブリ

ン網の歯周組織再生のための空間保持（スペースメイキ

ング）効果は低いと考えられた．さらに Marx ら1）の行

った研究において，血小板濃縮率 338％で有意に移植骨

の成熟が見られたと報告しているが，本研究ではこれを

上回る平均 5倍以上に濃縮した PRP を移植したにもか

かわらず，新生骨形成量における有意な差は認められな

かった．この結果は，Sánchez ら34）の PRP と異種骨の併

用による骨増大が，異種骨単独での骨増大と著変がなか

ったという結果をあわせて考えると，PRP に含まれる

様々な成長因子の作用は，骨形成促進として作用してい

ない可能性が示唆される．

次に本研究における治癒期間中の血管腔数の変化につ

いては，コントロール群の各部位（ノッチ部，歯根中央

部，歯頸部）において，術後 4週が最大で，12週にか

けて減少傾向が見られた．PRP 群では術後 8週で血管

腔数は増加し，コントロール群と比較して有意な差が認

められた．術後 12週では有意な差は認められず，コン

トロール群と同程度まで減少していた．Caffesse ら35）

は，フラップ手術後の血管の変化として，術後 1日から

7日に観察された血管の増加と破壊された血管の循環

は，術後 15日でほぼ正常になり，術後 21日から 30日

まで，局所的な骨組織やセメント質のリモデリング部と

一致して血管の分布の増加が見られたことを報告した．

丹田36）は，歯肉餝離掻爬術後の微細血管の構築は，術後

14～28日までにおこり，42日以降，顕著な傾向を示さ

なかったことを報告している．一方 Fennis ら37）は，羊

の顎骨を離断して骨欠損を作製し，PRP と自家骨を混

和して移植を行った．自家骨のみを移植した場合と比較

して，移植部の中心部における血管形成は，術後 3週で

は有意な差は認められなかったが，術後 6週で血管形成

の増加が認められたことを報告しており，PRP を併用

することにより血管を増加させる可能性を示している．

本研究においては，術後 8週のコントロール群と比較し

て PRP 群において血管腔数が増加しており，PRP に含

まれる成長因子により血管新生が促進された可能性が考

えられる．

上皮深部増殖量は，本研究においてセメント質形成量

と相関しており，PRP 群では術後 8週から接合上皮の
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最根尖側部は歯頸部に位置し，コントロール群では，術

後 12週で接合上皮の最根尖側部は，術後 8週のコント

ロール群と比較して，より歯頸部に位置していた．List-

garten ら38）はフラップ手術後，再生した接合上皮は，術

後経過とともに歯冠側へ移動し，結合組織性付着に置換

されると報告し，また河内ら49）は，炎症の状態と相関し

ており，炎症の消退とともに接合上皮の歯冠側への移動

が見られたと報告している．さらに Okuda ら40）は，PRP

が上皮細胞の増殖を抑制し，線維芽細胞，骨芽細胞，歯

根膜細胞の増殖を促進することを報告していることか

ら，PRP が上皮組織の深部増殖抑制に作用することを

示唆している．本研究において，コントロール群と比較

して PRP 群では，術後 8週から上皮の深部増殖抑制が

認められ，術後 12週においても PRP 群は有意に上皮の

深部増殖の抑制が認められた．また，すべての切片にお

いて著明な炎症性の細胞浸潤は認められなかったが，術

後 8週で PRP 群の血管腔数が増加している所見が得ら

れたことから，創部の血管新生が起こることにより，組

織の炎症がより早期に消退し，接合上皮がコントロール

群と比較して早期に歯冠側へ移動したものであると推察

した．

次に，免疫組織化学的染色の検索の結果，術後 4週の

PRP 群のノッチ部表面にオステオカルシンの局在が認

められ，術後 12週まで局在が観察された．一方，コン

トロール群ではオステオカルシンの局在は観察されなか

った．オステオカルシンは，骨芽細胞やセメント芽細胞

の分化の後期に産生される非コラーゲン性のタンパク質

である41）．オステオカルシンは，骨基質やセメント質基

質中に蓄積され，骨代謝調節因子として何らかの作用を

有していると考えられている42−44）．しかし，オステオカ

ルシンの骨形成抑制作用するも報告されており45），PRP

の移植によりセメント芽細胞の分化が促進されたことが

本研究で明確となったが，セメント質形成に対する詳細

な役割は不明で今後の検討課題である．また，Wikesjö

と Nilvéus46）は，イヌのフラップ手術後に骨性癒着が認

められたことを報告しており，本研究において術後 12

週の一部のコントロール群で，歯根表面と新生骨の骨性

癒着が認められたが，PRP 群では認められなかった．

PRP 群のノッチ部においてオステオカルシンの局在が

認められた結果をあわせると，PRP はセメント芽細胞

の分化を促し，オステオカルシンの産生を高め，硬組織

形成を調節し，骨性癒着の抑制に関与する可能性が示唆

されたが，今後の検討が必要である．

PRP に含まれる成長因子は凝固，活性化と同時に血

小板の主に α 顆粒に貯蔵されている成長因子を 1時間

以内で 95％以上を放出する7, 8）．ゆえに PRP 中の成長因

子の作用は創傷治癒の初期にしか作用しないと考えられ

る．しかし本研究の組織学的変化は，骨組織においては

術後 12週，またセメント質形成，接合上皮最根尖側端

の歯冠部への移動，血管腔数の増加は術後 8週に著明な

変化が見られることから，PRP 中の成長因子の刺激を

受けた骨芽細胞，セメント芽細胞，血管内皮細胞は，さ

らに自らも成長因子を産生し，長期的にオートクライ

ン，パラクラインに作用し，再生を促しているのではな

いかと推察した．

これまでに歯周組織再生のために開発，応用されてき

た材料のうち，同種移植材料や異種移植材料は，抗原性

の問題や感染性の問題が発生する可能性が懸念される．

また人工材料，特にハイドロキシアパタイトは，完全に

は生体組織と置換されず，生体内に移植した人工物がそ

のまま残留するといわれている．自家骨は，抗原性や感

染性の問題もなく最良の移植材料であるが自家骨採取の

際に生じる侵襲性に問題がある．また形態的に再生や修

復がなされても，歯根膜の再生まで行えたという報告は

ない．GTR 法は前述のように適応症例が限られ，また

EMD は他家由来のタンパクを使用していることから，

未知感染源からの感染の可能性は完全には否定できな

い．以上の点から PRP は自己血液から調製されるた

め，少なくとも移植材としての抗原性，感染性の問題は

回避され，PRP のみを移植して歯周組織再生が可能で

あれば，患者の受ける利益は大きいと思われる．

PRP の移植は一部の実験結果をもとに，すでに臨床

応用が先行して行われているが，PRP の効果を裏付け

る in vitro, in vivo の研究報告は少ないのが現状であ

る．さらに in vivo において PRP を歯周組織に移植し，

その作用を病理学的に報告しているものはほとんど見ら

れない．したがって本研究によって歯周組織再生におけ

る PRP の効果が明らかになったことは意義のあること

であると考える．今後 PRP を歯周組織再生に応用を行

う場合，組織工学の見地に基づき47），組織工学の 3要素

である未分化間葉系細胞の併用や，自家骨などの scaf-

fold を付加することにより，さらに優れた歯周組織再生

効果を促すことができると考えられた．

結 論

PRP 移植よる歯周組織再生療法は，セメント質の再

生，特にセメント芽細胞の分化に関与する可能性が示唆

された．また血管の増生や新生により，歯周組織の炎症
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状態を改善し，上皮の歯冠側方向への移動を促進させる

効果があると考えられる．PRP の骨組織再生効果は，

骨移植の併用などによる骨再生のための足場や，未分化

間葉系細胞の必要性が示唆された．ゆえに PRP は，結

合組織性付着の獲得に必要なセメント質の再生や，組織

の創傷治癒に必要な血管の増生や新生により歯周組織再

生を促すことが明らかとなった．

稿を終えるにあたり，本研究に御理解，また御指導を賜
りました本学口腔生物再生医工学講座歯周病学分野 申
基�教授に深甚なる謝意を表します．さらに御指導，御校
閲を賜りました形態機能成育学講座解剖学分野 天野 修
教授，同講座口腔解剖学分野 羽毛田 慈之教授に深甚な
る謝意を表します．最後に，御援助頂きました本学歯周病
学分野教室員の先生方に厚く御礼申し上げます．
なお，本論文の要旨は，第 48回秋季日本歯周病学会学

術大会（札幌市）において発表した．
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レチノイン酸によるマウス胎仔顎下腺の分枝形態形成誘導の
調節機構

中 貴弘§

明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（指導：大川周治教授）

要旨：レチノイン酸（RA）は，器官形成期における発生や分化の過程で重要な役割を担っていることが知られている．一
方，マウス胎仔顎下腺（マウス SMG）は，分枝形態形成という上皮間葉相互作用を介して，分化・増殖が誘導されることが知
られている．また，その過程で多くの増殖因子が関与することも報告されている．しかし，RA のマウス SMG の分化に対する
作用については，ほとんど知られていない．そこで今回，マウス SMG の器官培養組織を用いて，RA の分枝形態形成に対する
作用を形態学的および分子生物学的に検討した．また，RA による分枝形態形成促進機構が，どのようなシグナル伝達系路を介
するものであるかを併せて検討した．
その結果，RA の作用は，レチノイン酸受容体（RAR）およびレチノイド X 受容体（RXR）を介して，上皮成長因子

（EGF）及びインスリン様成長因子（IGF-蠢）よりも早い発生初期の分化に関連する線維芽細胞増殖因子（FGF），トランスフォ
ーミング成長因子（TGF）-β1あるいは Sonic hedgehog（Shh）といった分化誘導因子との相互作用を介して，マウス SMG の分
枝形態形成を促進しているものと思われた．しかも，その調節機構には間葉組織が必須なものと考えられた．

索引用語：マウス胎仔顎下腺，レチノイン酸，分枝形態形成，分化誘導

Regulation Mechanism of Retinoic Acid-induced Branching
Morphogenesis in Fetal Mouse Submandibular Glands

Takahiro NAKA§

Meikai University Graduate School of Dentistry
（Director : Prof Shuji OHKAWA）

Abstract : Retinoic acid（RA）, one of the metabolites of vitamin A, is known to be a key signaling molecule in regulating morpho-
genesis during the development and differentiation of bone, lung, and kidney tissues. The branching morphogenesis of the fetal mouse

submandibular gland（mouse SMG）is a basic developmental and cytodifferentiation process involved in the formation of ducts and acini.
Moreover, branching morphogenesis is known to be dependent on reciprocal epithelio-mesenchymal interactions, and is stimulated by

many growth factors, such as EGF, IGF-蠢，and FGF. However, the effect of RA on the development of fetal mouse submandibular gland
is poorly understood. In this study, I investigated the mechanism of the induction of branching morphogenesis by RA in organ cultures of

fetal mouse SMG. The addition of RA to the culture of the mouse SMG rudiments at 13 days after the start of pregnancy（E 13）resulted
in the induction of epithelial branching morphogenesis in a dose-dependent manner. Western blot analysis demonstrated the expression of

retinoic acid receptor（RAR）-α・β・γ and retinoid X receptor（RXR）at the stage of E 12 and E 13, followed by the decline of their ex-
pression at the stage of E 14. Immunohistochemical staining revealed that the RAR-α , β and RXR were localized in the epithelial tissues,
whereas RAR-γ was weakly expressed in the mesenchymal tissues. The branching morphogenesis induced by RA was inhibited by anti-

FGF-10 antibody, anti-TGF-β1 antibody, SU 5402（inhibitor of FGF receptor phosphorylation）, SB 431542（inhibitor of TGF-β receptor

phosphorylation）or cyclopamine［inhibitor of sonic hedgehog（shh）signal transduction］, but not by anti-EGF and anti-IGF-蠢antibod-
ies, genistein（inhibitor of EGF receptor phosphorylation）or AG 538（inhibitor of IGF-蠢 receptor phosphorylation）. RA failed to induce
the branching morphogenesis in the isolated epithelial tissues depleted of mesenchymal tissues. These results suggest that the RA-induced

branching morphogenesis is mediated by its receptors, and positively regulated by FGF, TGF and Shh, rather than by EGF or IGF-蠢
through the epithelio-mesenchymal interactions.

Key words : fetal mouse submandibular gland, retinoic acid, branching morphogenesis, induced cytodifferentiation
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緒 言

マウス胎仔顎下腺（マウス SMG）の発生は，胎生 10

−11日齢（E 10-11）に，口腔上皮が肥厚し，それが舌の

原基後方において，凝集した間葉組織中に陥入すること

から形成される1）．この間葉組織は，頭部領域に特有な

発生母体を有する組織であり，中胚葉組織に由来する細

胞のみでなく，頭部神経堤細胞に由来する外胚葉性間葉

細胞を含んでいることが知られている．更に，この間葉

組織は，唾液腺上皮の分化に対して非常に重要な役割を

演じていると考えられる．すなわち，E 12-13 になる

と，上皮間葉相互作用が生じ，上皮組織内で分枝形態形

成（branching morphogenesis）というこの腺組織特有の

分化を開始し，後の腺房・導管系の原基が形成される．

つまり，マウス SMG の分化は，上皮間葉相互作用とい

う巧妙な機構2）により調節されている．しかも，この相

互作用には，各種分化誘導因子が複雑に関与しているこ

とも知られている3）．

一方，レチノイド誘導体の一つであるレチノイン酸

（RA）は，ビタミン A 製剤として古くから夜盲症の治

療薬として，あるいは皮膚の角化促進，性腺退行等の作

用があることは良く知られている4）．しかし，近年にな

り，各種組織に対して分化誘導因子，あるいは分化調節

因子としての作用もあることが知られるようになってき

た4−7）．すなわち，Strickland ら5）は，胚性癌腫細胞である

F 9培養細胞に RA を添加すると，濃度依存的に体壁側

内胚葉細胞（parietal endodermal cell）へと分化する事を

見出している．更に，Tickle ら7）は，ニワトリのヒナの

翼芽上部に RA を埋伏すると，RA の濃度に従って翼指

の発生順序が異なることから，RA が形態形成因子，あ

るいは極性決定領域（polarizing region）作用因子として

の働きがあることを報告している．つまり，幼弱細胞の

発生と分化に対する RA の作用は，上皮組織に対して

主として働き，その組織の分化，増殖だけでは無く，そ

の組織の方向性（極性決定基）にも作用して形態形成を

司るものと考えられている．しかし，その分化誘導機構

の詳細な機序については，まだ不明な点が多い．

また，RA の口腔組織に対する研究は，主に歯や歯

胚8−11）あるいは，口蓋裂12−14）との関連を研究したものが中

心で，唾液腺に対する報告15−17）は非常に少ない．

そこで，本研究では，この RA の分化誘導機構に注

目し，RA がマウス SMG の分化を誘導するか否か，も

し，RA がこの腺の分化を誘導するとしたら，その機構

はいかなる機序にもとづくかを，受容体の発現および分

布，あるいは分化誘導因子の中和抗体やシグナル伝達物

質阻害薬により，RA の作用がどのように影響されるか

を検討したので報告する．

材料と方法

1．実験動物及び器官培養法

実験には，ICR 系マウス（三協ラボ K・K，東京）の

胎仔を使用した．胎仔は，母獣の膣栓形成が確認された

日を妊娠 0日目（E 0）とし，本実験には胎生 12−14日

齢（E 12-14）のものを使用した．マウス SMG は，実

体顕微鏡下で無菌的に速やかに摘出し，無菌 Ca2＋／Mg2＋

を含まないリン酸緩衝液［PBS（－）］にて十分に洗浄し

た後，2 ml 無血清 BGJb 培地（Gibco-BRL, Gland Island,

NY, USA）に浮遊した Anocell 膜（6穴プレート用 Tran-

swell clear filters, Corning inc, Corning, NY, USA）上に静

置し，37℃，5％ CO2，湿度 100％の環境下にて，0−24

時間器官培養を行った．培養液中には，100 U/ml の peni-

cillin G, 100 µg/ml の streptomycin sulfate ならびに 50 µg
/ml の transferrin を添加した．培養後の形態変化は，培

養開始直後，12時間後，および 24時間後に，倒立型顕

微鏡（オリンパス，東京）下でその形態を観察するとと

もに，デジタルカメラ（ニコン，東京）にて写真撮影を

行った．

単離上皮組織に対する RA の直接作用を観察するた

めに，酵素法18）を用いて，間葉組織を除去した．すなわ

ち，摘出した E 13のマウス SMG を PBS（－）中で洗浄

した後，1.5 U/ml の Dispase 1（Rosche, Indianapolis, IN,

USA）を用い，37℃にて 20分間処理した後，27 G の

注射針及び先端が鋭利なピンセットを用い，実体顕微鏡

下で間葉組織より上皮組織を分離した．分離した単離上

皮組織は，Anocell 膜上に静置した後，matrigel（BD Bi-

osciences, Two Oak Park, MA, USA）によって被覆し，

同様に組織培養を行った．

なお，動物実験は，明海大学実験動物ガイドラインに

従って行い，動物愛護の面から，実験動物には不必要な

苦痛を与えないように配慮して実験を行った．

2．使用薬剤

1）RA

all-trans 型の RA（ Sigma-Aldrich , St Louis , MO ,

USA）を少量のエタノールで溶解，濾過滅菌した後，血

清無添加の BGJb 培地に溶解し，終濃度 0.001～1 µg/ml

─────────────────────────────
§別刷請求先：中 貴弘，〒963-8611福島県郡山市富田町字三
角堂 31-1 奥羽大学歯学部歯科保存学講座（現住所）．本研究
は，平成 17年度宮田研究奨励金 E の助成を受けた．
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となるように調製して実験に供した．培養液に添加した

エタノールの終濃度は 0.1％以下になるようにした．

2）細胞増殖因子

Epidermal growth factor（EGF, Upstate Biotechnology,

Lake Placid , NY , USA）， fibroblast growth factor-10

（FGF-10, Pepro Tech EC, London, England），insulin-like

growth factor-蠢（IGF-蠢，TECHNE, Minneapolis , MN,

USA）および transforming growth factor-β1（TGF-β1,
TECHNE）は，血清無添加の BGJb 培地中に溶解して使

用した．

3）抗体

抗ヒト EGF マウスモノクロナール抗体（Chemicon In-

ternational, Temecula, CA, USA），抗ヒト IGF-蠢マウス

モノクロナール抗体（Upstate Biotechnology），抗ヒト

FGF-10ウサギポリクロナール抗体（Santa Cruz Biotech-

nology, Santa Cruz, CA, USA），および抗ヒト TGF-β1マ
ウスモノクロナール抗体（TECHNE）は，血清無添加の

BGJb 培地中に溶解して使用した．

RA 受容体（RAR）およびレチノイド X 受容体

（RXR）の一次抗体として，抗ヒト RAR-α 抗体，抗ヒ
ト RAR-β 抗体，抗ヒト RAR-γ 抗体ならびに，抗ヒト
RXR 抗体は，全て Santa Cruz Biotechnology（ Santa

Cruz, CA, USA）から購入し，実験に使用した．二次抗

体として，Western blot 解析では，抗ヒト RAR-α , β , RXR
抗体に対しては，アルカリフォスファターゼ標識抗ウサ

ギポリクロナール抗体を，抗ヒト RAR-γ 抗体に対して
はアルカリフォスファターゼ標識抗マウスモノクロナー

ル抗体（全て Bio-Rad Lab Inc, Hercules, CA, USA）を使

用した．免疫組織化学では，抗ヒト RAR-α , β , RXR 抗
体に対しては，ビオチン標識抗ウサギポリクロナール抗

体を，抗ヒト RAR-γ 抗体に対してはビオチン標識抗マ
ウスモノクロナール抗体（全て DAKO LSAB kit, Dako,

Glostrap, Denmark）を使用した．

4）シグナル伝達阻害薬

Genistein（EGF 受容体リン酸化阻害薬），AG 538

（IGF-蠢受容体リン酸化阻害薬），SU 5402（FGF 受容体

リン酸化阻害薬）は，Merck Biosciences（Darmstadt, Ger-

many）より購入した．また，SB 431542（選択的 TGF-β1
受容体リン酸化反応阻害薬）は Tocris（Ellisville, MI,

USA）より，cyclopmamine［ソニックヘッジホッグ

（Shh）シグナル伝達阻害薬］は，Biomo Resecrch Labora-

tories（Plymouth Meeting, PA, USA）よりそれぞれ購入

した．

3．ウエスタンブロット解析

マウス SMG における RARs および RXR の発現を，

ウエスタンブロット法により検討した．すなわち，無処

置の E 12-14の各マウス SMG を摘出後，各サンプルが

等容量となるよう調整した後，氷冷 buffer［20 mM

Tris-HCl（pH 7.5），150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM

EGTA, 1％ Triton X-100, 2.5 mM sodium pyrophosphate, 1

mM β -glycerophosphate, 1 mM Na3VO4, 1 µg/ml leupetin,

100 nM calyculin A］中で，ダウンスホモジナイザーで

ホモジネートを作製した．4℃で 16,000 x g 15分間遠心

し，その上清をウエスタンブロット解析試料とした．マ

ウス SMG 上清タンパク質 20 µl を，SDS-sample buffer

［ 50 mM Tris-HCl （ pH 6.8 ）， 2％ SDS , 4％ 2-

mercaptoethanol, 0.1％ bromphenol blue, 10％ glycerol］中

で，100℃にて 5分間処理した後，SDS-10％ ポリアク

リルアミドゲル電気泳動によりタンパク質を分離した．

その後，PVDF 膜に 30 V の定電圧で一晩転写した．PVDF

膜を，5％ skim milk でブロッキングした後，抗 RAR-α
抗体，抗 RAR-β 抗体，抗 RAR-γ 抗体あるいは抗 RXR

抗体の各々一次抗体（1：1000）と，室温で 60分間反応

させた．PBS（－）で洗浄した後，二次抗体として抗ヒト

RAR-α , β あるいは抗ヒト RXR 抗体に対しては，アル

カリフォスファターゼ標識抗ウサギポリクロナール抗体

（1：200）を，抗ヒト RAR-γ 抗体に対してはアルカリ
フォスファターゼ標識抗マウスモノクロナール抗体

（1：200）と，それぞれ室温で 20分間反応させた．検出

は，NBT 基質を用いた．

4．免疫組織化学

マウス SMG は，E 13マウス胎仔より下顎と一体とし

て摘出した．摘出後，直ちに 4％パラホルムアルデヒド

／0.2 M リン酸緩衝液中で一晩固定し，次に 30％スクロ

ース／0.2 M リン酸緩衝液に移して，さらに一晩おい

た．その後，クリオスタットにて，厚さ 2 µm の凍結切
片を作製した．切片は室温で乾燥後，0.3％ TritonX-100/

PBS（－）溶液中で 60分間処理し，PBS（－）で洗浄後，

内因性ペルオキシダーゼ活性を阻害するために，0.3％

H2O2添加メタノール溶液中で 10 分間処理した．PBS

（－）で洗浄後，非特異的反応を阻止するため，10％ヤ

ギ正常血清（ニチレイ，東京）を用いて 30分間処理し

た．その後 PBS（－）で洗浄し，抗 RAR-α 抗体，抗
RAR-β 抗体，抗 RAR-γ 抗体あるいは 抗 RXR 抗体の

各々の一次抗体（1：1,000）と，室温で一晩反応させ

た．PBS で洗浄後，二次抗体には抗ヒト RAR-α , β , RXR
抗体に対しては，ビオチン標識抗ウサギポリクロナール
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抗体を，抗ヒト RAR-γ 抗体に対してはビオチン標識抗
マウスモノクロナール抗体と，室温で 60分間反応させ

た．PBS で洗浄後，ペルオキシダーゼ標識ストレピト

アビジン（DAKO LSAB kit）と室温で 60 分間反応さ

せ，発色は 0.01％ H2O2加 DAB 溶液で行った．その

後，水洗，脱水，透徹，封入を行い，各受容体の局在性

を光学顕微鏡下で観察した．なお，陰性対照標本は，一

次抗体の代わりに PBS（－）を反応させ，同様に染色

し，非特異的な免疫反応が無いことを確認した．

5．分枝数の測定

種々の時間培養したマウス SMG における分枝数を顕

微鏡下で実測し，培養開始前の分枝数との比率で表した

Spooner Ratio19）により評価を行った．測定は，各組織に

対して 3回ずつ行い，それらの平均値をもって各器官の

値とした．

6．統計学的処理

すべての実験結果については，統計学的処理を行い，

2群間の比較は，Student’s t-test を用いて，5％以下の危

険率で有意差を検定した．

結 果

1．マウス SMG に対する RA 単独投与の影響

E 13のマウス SMG に 0.001−1 µg/ml の濃度の RA を

添加し，直後および 24時間器官培養した後の形態（Fig

1A）と，分枝数（Fig 1B）の変化を示す．分枝形態形

成は，ほぼ RA の濃度依存的に促進された．RA の分枝

形態形成促進作用は，0.001 µg/ml から認められ，0.1 µg
/ml で最大になった．従って，以後の実験は，0.1 µg/ml

の濃度の RA を用いて行った．RA の分枝形態形成促進

作用（Fig 1A）は，分枝（bud）の数を増加させる作用

が強いものと考えられた．

2．RA 受容体の発現

次に，E 12-14における RA の受容体の発現をウエス

タンブロット法を用いて検討した（Fig 2）．E 12および

E 13 においては，RAR-α , β , γ ならびに RXR（分子

量：約 55−60 kDa）の発現が観察された．しかし，E 14

になると，それらの発現は各受容体とも著明に減弱し

た．特に，RXR はほとんど検出できない程であった．

このことは，RA の各受容体とも，その発現は胎生期に

Fig 1 Effect of retinoic acid（RA）on branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG. The number of buds
（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr. * : p＜0.05, ** : p＜0.01
vs. control. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological observations．（B）Quan-
tification of bud formation.
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よって大きく異なり，胎生が進むと RA 受容体の発現

量が減少することを示すものと考えられた．

3．RA 受容体の局在性

E 13のマウス SMG における，RAR の局在を，免疫

組織化学的に検索した（Fig 3）．RAR-α に対する免疫
活性は，分枝芽の先端に強く，周囲の間葉にも弱く発現

した．RAR-β に対する免疫活性は，マウス SMG の上

皮組織と，周囲の間葉組織に局在していたが，上皮側の

分枝先端に，特に強い反応が認められた．RAR-γ は，
間葉組織に弱い染色活性が認められ，上皮側では，基底

側の細胞膜に沿って反応が認められた．RXR の局在

は，上皮側の分枝先端部に限局して強い免疫活性の局在

が認められた．

4．各種増殖因子の中和抗体による影響

マウス SMG の分枝形態形成に大きく関与すると考え

られている EGF1, 20−22），FGF-1023−25），IGF-蠢1），TGF-β126）

について，RA の作用にこれら増殖因子がどのように関

与しているのかを，各増殖因子の中和抗体を用いて検討

した．

最初に，各増殖因子を投与した影響を観察したとこ

ろ，既報の結果1, 20−26）とほぼ一致する結果を得た（data not

shown）．

EGF および IGF-蠢の中和抗体は，RA の分枝形態形

成促進作用をまったく阻害しなかった（Figs 4, 5）．従

って，RA の作用には EGF および IGF-蠢の関与は少な

いものと考えられた．

Fig 2 Western blotting analysis of retinoic acid receptors
（RAR-α , β , γ）and retinoid X receptor（RXR）in fetal mouse
SMG. E 12, E 13 and E 14 represents the stage of 12, 13, 14
days after the start of pregnancy.

Fig 3 Immunohistochemical localization of RAR-α（A），RAR-β（B），RAR-γ（C）and RXR（D）in fetal（E 13）
mouse SMG. Arrows indicate SMG epithelial tissue. Magnification bars are equal to 20 µm.
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Fig 4 Effect of anti-EGF antibody on induction of branching morphogenesis in the RA-treated fetal（E 13）mouse
SMG. The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr.
** : p＜0.01 vs. culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphologi-
cal observations［with 2 µg/ml anti-EGF antibody and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.

Fig 5 Effect of anti-IGF-蠢 antibody on induction of branching morphogenesis in the RA-treated fetal（E 13）mouse
SMG. The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr.
** : p＜0.01 vs. culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphologi-
cal observations［with 20 µg/ml anti-IGF-蠢antibody and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud forma-
tion.
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Fig 6 Effect of anti-FGF-10 antibody on induction of branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG treated
with RA. The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0
hr. ** : p＜0.01 vs culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morpho-
logical observations［with 2 µg/ml anti-FGF-10 antibody and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud forma-
tion.

Fig 7 Effect of anti-TGF-β1 antibody on induction of branching morphogenesis in the RA-treated fetal（E 13）mouse
SMG. The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr.
** : p＜0.01 vs. culture with RA alone. Each value represents mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological
observations［with 2 µg/ml anti-TGF-β1 antibody and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.

レチノイン酸による分枝形態形成の誘導機構 27



Fig 8 Effect of Genistein on RA-induced branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG The number of
buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr. ** : p＜0.01 vs. culture
with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological observations［with
7.4 µM genistein and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.

Fig 9 Effect of AG 538 on induction of branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG treated with RA.
The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr. ** : p
＜0.01 vs. culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological ob-
servations［with 841 µM AG 538 and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.
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Fig 11 Effect of SB 431542 on RA-induced branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG. The number
of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr. ** : p＜0.01 vs. cul-
ture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological observations
［with 1 µM SB 431542 and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.

Fig 10 Effect of SU 5402 on number of epithelial buds formed by treatment of the fetal（E 13）mouse SMG with
RA. The number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr.
** : p＜0.01 vs. culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphologi-
cal observations［with 8 µM SU 5402 and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.
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Fig 12 Effect of cyclopamine on induction of branching morphogenesis in the fetal（E 13）mouse SMG by RA. The
number of buds（T 24/T 0）represents the ratio of the number of buds at 24 hr/the number of buds at 0 hr. ** : p＜0.01
vs. culture with RA alone. Each value represents the mean±S.D. from 7 determinations．（A）Morphological observa-
tions［with 5 µM cyclopamine and/or RA（0.1 µg/ml）］．（B）Quantification of bud formation.

Fig 13 Effect of RA on cultures of epithelial tissues taken from the fetal（E 13）mouse SMG and denuded of their mesen-
chyme. The epithelium was covered with Matrigel and cultured for 0, 12 or 24 hours in medium containing RA（0.1 µg/
ml）．No branching morphogenesis occurred, and the outline of the epithelium was even and round.
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FGF-10の中和抗体は，RA の分枝形態形成促進作用

を抑制した．この阻害効果は，抗 FGF-10抗体の濃度の

増加とともに，強くなる傾向が観察された（Fig 6）．

TGF-β1 の中和抗体も RA の作用を抑制した（Fig

7）．この阻害作用は抗体の濃度が増すほど強くなる傾向

を示した．従って，RA の分枝形態形成促進作用に，内

在性の FGF-10および TGF-β1の発現が関与しているこ
とが示唆された．

5．各種シグナル伝達阻害薬による影響

マウス SMG の分枝形態形成には様々なシグナル伝達

経路が関与していることが報告されていること23）から，

RA の作用がこのシグナル伝達系に対してどのように影

響を及ぼすかについて，各種シグナル伝達阻害薬を用い

て検討した．

EGF 受容体リン酸化阻害薬である genistein（Fig 8）

および，IGF-蠢受容体リン酸化阻害薬である AG 538

（Fig 9）は，RA による分枝形態形成促進作用を抑制し

なかった．これは，EGF および IGF-蠢の中和抗体を用

いた実験（Figs 4, 5）と合わせて考えても，RA の分枝

形態形成促進作用には EGF および IGF-蠢の関与が少な

いものと考えられた．

これに対して，FGF 受容体リン酸化阻害薬である SU

5402は，Hoffman らが報告しているように23），単独で分

枝形態形成を抑制するが，RA による分枝形態形成を著

しく抑制した（Fig 10）．

TGF-β1受容体リン酸化阻害薬である SB 431542も，

単独で分枝形態形成を抑制するが，RA による分枝形態

形成を濃度依存的に抑制した（Fig 11）．さらに，SB

431542による分枝形態形成の抑制作用は，SB 431542の

単独群よりも，RA の併用によって，より強い抑制作用

が観察された．

さらに，細胞分化の過程で，シグナル分子として

FGF-10および TGF-β1より上流側に位置する Shh のシ

グナル伝達阻害薬である cyclopamine も，RA の分枝形

態形成を抑制した（Fig 12）．この結果から，RA の作用

は少なくとも Shh シグナルを介する可能性が示唆され

た．

6．単離上皮組織に対する影響

Dispase 1を用いて，間葉組織から上皮組織のみを分

離した単離上皮組織に対する RA の作用を検討したと

ころ，RA は，非分離正常マウス SMG に対しては，分

枝形態形成を促進するが（Fig 13上段），単離上皮組織

に対しては，12および 24時間後でも分枝形態形成を促

進しなかった（Fig 13下段）．これらの結果から，間葉

組織を除去すると，RA の作用発現が消失するものと考

えられるので，RA の分化誘導には上皮間葉相互作用が

不可欠であると思われた．

考 察

1．マウス SMG に対する RA 単独投与の影響

本研究により，RA は E 13のマウス SMG の分枝形態

形成を，濃度依存的に促進することが明らかにされた．

これはニワトリのヒナの翼芽組織に対する RA の作用

を検討した報告7）とほぼ一致する．また，RA 受容体を

ダブルノックアウトしたマウスの SMG では，餒胞性異

形成（cystic dysplasia）や，導管の形成不全，短小化が

見られたという報告16）から，マウス SMG の正常発育

に，RA は重要な因子であることが考えられる．

Jaskoll ら1）は，この顎下腺発生の初期を，（1）pre bud

stage，（2）initial bud stage，（3）pseudoglandular stage，

（4）canalization stage，（5）terminal bud stage と 5 つの

段階に分類している．今回，著者が実験に用いた E 12

は initial bud stage, E 13は late initial bud stage, E 14 は

pseudoglandular stage に相当するものと考えられる．こ

の分枝形態形成の形成時期は，他の細胞，組織における

RA の作用5−7）から RA の作用発現には重要な段階と思わ

れる．つまり，このマウス SMG に対する RA の作用時

期は，その後の分化，増殖に影響するものと考えられ

る．しかしながら，結果で述べたように，その形態的変

化を観察する限り，分枝形成の方向性（極性決定基）に

は影響していないと思われる．

2．RA 受容体に対する影響

Fig 2で示したように，4種の受容体は，共に E 12, 13

では発現しているが，E 14では消失し，わずか 1日齢

の差によってその発現が大きく異なる事が観察された．

これらの結果は，initial bud stage から late initial bud stage

の時期で，RA 受容体はすでに発現していたものと考え

られる．すなわち，E 13に RA を投与することによっ

て，RA 受容体を介して分枝形態形成が促進されたと考

えられる．同時に，RA 受容体が E 14では消失するの

で，マウス SMG における RA 受容体は分枝形態形成の

初期において，形態形成因子としての重要な役割を演じ

ている可能性がある．また，RA 受容体の発現が胎生期

において短期間で変化することは，これまでに報告が無

く，新しい知見である．

4種の RA 受容体は，Fig 3で示したように，RAR-γ
を除き，上皮組織側に強い免疫活性が観察された．ま

た，この RA 受容体の局在は，EGF 受容体の局在を調
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べた報告20, 21）と一致する．この RA 受容体の上皮での局

在から，投与された RA が上皮の分枝形態形成を促進

することは，上皮に存在する RA 受容体を介して作用

していることが考えられる．しかし，間葉組織から分離

した上皮組織に RA を作用させた場合では，分枝形態

形成は見られなかった結果と矛盾する．また，ウエスタ

ンブロット解析の結果，RA 受容体の発現が減弱して

も，RA の反応は進行することを考えると，RA は上皮

側に存在する受容体の他に，間葉に発現する受容体も重

要であり，分枝形態形成促進作用は，間接的に作用する

他の分子機構によっても促進されると考えられる．

今回の実験において，E 14のマウス SMG での RA 受

容体の発現をタンパク質レベルで検出することは出来な

かったが，In situ hybridization 法により，RA 受容体の

局在を mRNA レベルで検討した報告では，E 14.5のマ

ウス SMG において，RAR-α は間葉と上皮両者に存在
するものの，RAR-β・γ は間葉にのみ存在すると報告さ
れている16）．従って，RA 受容体の発現は，胎齢の進行

によって，その局在や発現量が変化するものと考えられ

る．

3．各種中和抗体及びシグナル伝達阻害薬による阻害作

用

抗 EGF 抗体および抗 IGF-蠢抗体を培地に加えて，RA

の作用を検討した実験では，RA の作用は抑制されなか

ったが，抗 FGF-10抗体および抗 TGF-β1抗体では阻害
された．この結果は，EGF および IGF-蠢は，RA 誘発

性の分枝形態形成に対する関与が少ないことを示してお

り，マウス SMG に対する男性ホルモン及び甲状腺ホル

モンの分化誘導作用を検討した研究で，EGF の関与が

少ないとした報告28）と一致する．EGF は分枝形態形成の

下流側での分化調節因子であると報告されており20），RA

はより発生初期で作用するものと思われる．

一方，FGF-10については，E 12.5 のマウス SMG の

分枝形態形成と FGF-10との関係が詳細に検討され，間

葉組織中に存在する FGF-10 によって，上皮側に cleft

の形成が誘導され，できた cleft 中の結合組織中に細胞

外基質のフィブロネクチンが産生され，その働きによっ

て，上皮組織が分枝を形成すると報告されている27）．

また，TGF-β については，マウス SMG に TGF-β1
を投与すると，上皮の分枝形態形成は抑制されるが，一

方導管部分の著明な伸張が認められるという報告があ

る26）．

マウス SMG に対するシグナル伝達機構の研究は，こ

の腺の持つ発生と分化の複雑さとその機構解明の点か

ら，幾つかの報告がなされている．EGF 受容体リン酸

化阻害薬の genistein を用いた時のインテグリンの作用

を見た報告20, 21）や，マウス SMG に対する各種ホルモン

作用に IGF-蠢が関与しているか否かを，IGF-蠢受容体

リン酸化阻害薬である AG 538で確認した報告28），ある

いは FGF-10の分化誘導機構を検討するために SU 5402

を用いた報告23），Shh の分化誘導機構を検討するために

cyclopamine を用いた報告29）等がある．今回の研究にお

いても，RA で誘導される分枝形態形成は，genistein と

AG 538では阻害されず，SU 5402 や SB 431542，ある

いは cyclopamine によって阻害された．このことから

も，RA の作用は分枝形態形成シグナル伝達の下流側の

シグナルを介するものではなく，より発生時期の上流側

の FGF や TGF-β あるいは Shh のシグナルを介して，

この腺の分枝形態形成を促進させたものと考えられた．

しかしながら，この上流側のどの増殖因子のシグナルに

どのように作用したのか，また調節分子間のカスケード

については，更に詳細な検討が必要である．

4．単離上皮組織に対する影響

単離上皮組織に RA を直接投与しても，RA の分枝形

態形成の促進作用は見られなかった．この結果は，上皮

組織に RA 受容体が存在しても，間葉組織が無ければ

分枝形態形成が発現しないことになり，RA の分化誘導

には，上皮－間葉相互作用が働いているものと考えられ

た．この上皮間葉相互作用は唾液腺だけではなく，歯

胚，毛根，肺，神経系などでも観察される，発生過程に

おける重要な機構30−33）であると考えられている．唾液腺

の発生については，唾液腺の上皮のみを分離し，唾液腺

以外の組織の間葉と結合させて培養したところ，腺上皮

Fig 14 Possible scheme for RA-mediated regulation of branch-
ing morphogenesis in the fetal mouse SMG.
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組織への分化は認められなかったとの報告30）や，唾液腺

の間葉を膵臓の上皮と結合させて培養したところ，正常

な膵臓形成が生じたという報告31），更に，同様に唾液腺

の上皮を肺の間葉と結合させて培養したところ，上皮の

分枝形態形成が促進されたという報告33）などにより，上

皮と間葉の両組織間の相互作用は，発生分化にも必須の

要素である．しかし，その相互作用の方向性は発生時期

によって異なるかもしれない．

以上の結果をまとめると，単離上皮組織に対する RA

の作用は，上皮組織に存在する RA 受容体を介して，

間葉組織側に存在するより上流側の FGF や TGF-β あ
るいは Shh のシグナルを活性化して，この腺の分化を

誘導したものと考えられる（Fig 14）．

結 論

培養マウス SMG に RA を投与し，この腺における

RA の作用を検討した結果，以下の結論を得た．

1．RA は，マウス SMG の分枝形態形成を濃度依存的

に誘導した．

2．E 12, 13 のマウス SMG には，RAR-α , β , γ 及び
RXR が発現しているが，E 14になると，それら 4種

受容体の発現は著しく減少した．

3 ．免疫組織化学的染色法による，RAR-α , β および
RXR の局在性は，マウス SMG の上皮組織側に強く

発現することが示された．

4 ．RA の分化誘導作用は，抗 EGF 抗体，抗 IGF-I 抗

体では抑制されなかったが，抗 FGF-10 抗体，抗

TGF-β1抗体では阻害された．
5．RA の分化誘導作用は，genistein（EGF 受容体リン

酸化阻害薬）及び AG 538（IGF-蠢受容体リン酸化阻

害薬）では阻害されなかったが，SU 5402（FGF 受容

体リン酸化阻害薬），SB 431542（TGF-β1受容体リン
酸化阻害薬）および cyclopamine（Shh シグナル伝達

阻害薬）では阻害された．

6 ．単離上皮組織に直接 RA を投与しても，分枝形態

形成の促進作用は観察されなかった．

以上の結果から，RA の作用は，EGF 及び IGF-蠢を

介さずに，上皮組織側に存在する RA 受容体のいずれ

かの受容体を介して，FGF, TGF-β1及び Shh といった

マウス SMG の初期発生に関する誘導因子との相互作用

により発現されるものと思われた．しかも，その調節機

構は間葉組織を介するものと考えられた．
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ご校閲を賜りました，本学機能保存回復学講座歯科補綴学
分野 大川周治教授に深甚なる感謝の意を表します．具体
的な実験指導ならびに研究発表，論文執筆に，終始ご指導
またご校閲を賜りました，本学病態診断治療学講座薬理学
分野 丸山七朗助教授に深く感謝いたします．また，ご校
閲を賜りました本学病態診断治療学講座薬理学分野 坂上
宏教授，形態機能成育学講座解剖学分野 天野 修教授に
も，感謝の意を表します．さらに，実験の遂行に際し，施
設設備の使用を快諾してくださった総合臨床医学講座小児
科学分野 皆川公延名誉教授，多くの面にわたりご指導い
ただきました薬理学分野教室員各位，特に田島雅道博士，
橋本 研博士に厚く御礼申し上げます．
なお，本研究の要旨は第 83回 International Association of

Dental Research 総会（Baltimore, USA），第 46回歯科基礎
医学会（広島），第 47回歯科基礎医学会（仙台）ならびに
第 49, 50回日本唾液腺学会（東京）にて発表した．

引用文献

１）Jaskoll T and Melnick M : Submandibular gland morphogene-
sis : Stage-specific expression of TGF-α /EGF, IGF, TGF-β，
TNF, and IL-6 signal transduction in normal embryonic mice and
the phenotypic effects of TGF-β2, TGF-β3, and EGF-r null mu-
tations. Anat Rec 256, 252−268, 1999

２）Borghese E : Explantation experiments on the influence of the
connective tissue capsule on the development of the epithelial
part of the submandibular gland of Mus musculus. J Anat 84,
303−318, 1950

３）柏俣正典：顎下腺形態形成における上皮－間葉相互作用の
分子メカニズム．岐阜歯会誌 28, 291−296, 2002

４）松谷 豊：培養細胞の分化，発癌，増殖に及ぼすビタミン
A の影響．抗研誌 39, 11−38, 1987

５）Strickland S and Mahdavi V : The induction of differentiation
in teratocarcinoma stem cells by retinoic acid. Cell 15, 393−403,
1978

６）Sporn MB and Roberts AB : Role of retinoids in differentia-
tion and carcinogenesis. Cancer Res 43, 3034−3040, 1983

７）Tickle C, Alberts B, Wolpert L and Lee J : Local application
of retinoic acid to the limb bond mimics the action of the polariz-
ing region. Nature 296, 564−566, 1982

８）Kronmiller JE, Nguyen T and Berndt W : Instruction by reti-
noic acid of incisor morphology in the mouse embryonic mandi-
ble. Arch Oral Biol 40, 589−595, 1995

９）Ohishi M, Horibe M, Ikedo D, Miyazaki M, Ohishi K, Kataoka
M, Kido J and Nagata T : Effect of retinoic acid on osteopontin
expression in rat clonal dental pulp cells. J Endod 25, 683−685,
1999

１０）Mark M, Lohnes D, Mendelsohn C, Dupe V, Vonesch JL,
Kastner P, Rijli F, Bloch-Zupan A and Chambon P : Roles of
retinoic acid receptors and of Hox genes in the patterning of the
teeth and of the jaw skeleton. Int J Dev Biol 39, 111−121, 1995

１１）Berkovitz BKB and Maden M : Cellular retinoic acid binding
protein in the periodontal ligament. J Periodontol 64, 392−396,
1993

１２）Cuervo R, Valencia C, Chandraratna RA and Covarrubias L :
Programmed cell death is required for palate shelf fusion and is
regulated by retinoic acid. Dev Biol 245, 145−156, 2002

レチノイン酸による分枝形態形成の誘導機構 33



１３）Emmanouil-Nikoloussi EN, Goret-Nicaise M, Foroglou CH,
Katsarma E, Dhem A, Dourov N, Persaud TV and Thliveris JA :
Craniofacial abnormalities induced by retinoic acid : a prelimi-
nary histological and scanning electron microscopic（SEM）
study. Exp Toxicol Pathol 52, 445−453, 2000

１４）Emmanouil-Nikoloussi EN , Goret-Nicaise M , Foroglou P ,
Kerameos-Foroglou C, Persaud TV, Thliveris JA and Dhem A :
Histological observations of palatal malformations in rat embryos
induced by retinoic acid treatment. Exp Toxicol Pathol 52, 437−
444, 2000

１５）Dolle P, Ruberte E, Leroy P, Morriss-Kay G and Chambon P :
Retinoic acid receptors and cellular retinoid binding proteins. 1.
A systematic study of their differential pattern of transcription
during mouse organogenesis . Development 110, 1133 − 1151,
1990

１６）Lohnes D, Mark M, Mendelsohn C, Dolle P, Dierich A, Gorry
P, Gansmuller A and Chambon P : Function of the retinoic acid
receptors（RARs）during development．（1）．Craniofacial and skele-
tal abnormalities in RAR double mutants . Development 120,
2723−2748, 1994

１７）Zhuang YH, Bläuer M, Pelto-Huikko M, Syvälä H and Tuohi-
maa P : Immunochemical and in situ hybridization analyses of
retinoic acid receptor α , β , and γ in murine Harderian and sub-
mandibular glands. Histochem Cell Biol 106, 311−318, 1996

１８）Nogawa H and Takahashi Y : Substitution for mesenchyme by
basement-membrane-like substratum and epidermal growth factor
in inducing branching morphogenesis of mouse salivary epithe-
lium. Development 112, 855−861, 1991

１９）Spooner BS, Bassett KE and Spooner BS Jr : Embryonic sali-
vary gland epithelial branching activity is experimentally inde-
pendent of epithelial expansion activity. Dev Biol 133, 569−575,
1989

２０）Kashimata M and Gresik EW : Epidermal growth factor sys-
tem is a physiological regulator of development of the mouse fe-
tal submandibular gland and regulates expression of the alpha 6-
integrin subunit. Dev Dyn 208, 149−161, 1997

２１）Kashimata M, Sayeed S, Ka A, Onetti-Muda A, Sakagami H,
Faraggiana T and Gresik EW : The ERK-1/2 signaling pathway
is involved in the stimulation of branching morphogenesis of fetal
mouse submandibular glands by EGF. Dev Biol 220, 183−196,
2000

２２）Koyama N , Kashimata M, Sakashita H , Sakagami H and
Gresik EW : EGF-stimulated signaling by means of PI3K, PLC-
γ1, and PKC isozymes regulates branching morphogenesis of the
fetal mouse submandibular gland. Dev Dyn 227, 216−226, 2003

２３）Hoffman MP, Kidder BL, Steinberg ZL, Lakhani S, Ho S,

Kleinman HK and Larsen M : Gene expression profiles of mouse
submandibular gland development : FGFR 1 regulates branching
morphogenesis in vitro through BMP- and FGF-dependent
mechanisms. Development 129, 5767−5778, 2002

２４）Jaskoll T, Zhou YM, Chai Y, Makarenkova HP, Collinson JM,
West JD, Hajihosseini MK, Lee J and Melnick M : Embryonic
submandibular gland morphogenesis : stage-specific protein lo-
calization of FGFs, BMPs, Pax 6 and Pax 9 and abnormal SMG
phenotypes in FgfR 2-IIIc（＋ /Delta），BMP 7−/− and Pax 6−/−

mice. Cells Tissues Organs 170, 83−98, 2002
２５）Jaskoll T, Witcher D, Torneo L, Bringas P, Moon AM and
Melnick M : FGF 8 dose-dependent regulation of embryonic sub-
mandibular salivary gland morphogenesis. Dev Biol 268, 457−
469, 2004

２６）Hardman P, Landels E, Woolf AS, and Spooner BS : TGF-β 1

inhibits growth and branching morphogenesis in embryonic
mouse submandibular and sublingual glands in vitro. Dev Growth
Differ 36, 567−577, 1994

２７）Sakai T, Larsen M and Yamada KM : Fibronectin requirement
in branching morphogenesis. Nature 423, 876−881, 2003

２８）Maruyama S, Nagao T, Naka T, Ohkawa S, Sakagami H, Kuri-
hara K, Tonosaki K, Yokose S, Katayama T, Kashimata M and
Gresik EW : Hormone modulation of branching morphogenesis
in fetal mouse submandibular glands. J Dent Res 84（Special Is-
sue A），Abstract No 2195, 2005

２９）Jaskoll T, Leo T, Witcher D, Ormestad M, Astorga J, Bringas
P, Carlsson P and Melnick M : Sonic hedgehog signaling plays
an essential role during embryonic salivary gland epithelial
branching morphogenesis. Dev Dyn 229, 722−732, 2004

３０）Grobstein C : Epithelio-mesenchymal specificity in the mor-
phogenesis of mouse submandibular rudiments in vitro . J Exp
Zool 124, 383−413, 1953

３１）Ball WD : Development of the rat salivary glands. 3. Mesen-
chymal specificity in the morphogenesis of the embryonic sub-
maxillary and sublingual glands of the rat. J Exp Zool 188, 277−
288, 1974

３２）Cunha GR : Support of normal salivary gland morphogenesis
by mesenchyme derived from accessory sexual glands of embry-
onic mice. Anat Rec 173, 205−212, 1972

３３）Lawson KA : Mesenchyme specificity in rodent salivary gland
development : The response of salivary epithelium to lung mes-
enchyme in vitro. J Embryol Exp Morphol 32, 469−493, 1974

（受付日：2006年 3月 29日 受理日：2006年 6月 26日）

明海歯学 35, 200634 中 貴弘





緒 言

歯周病は歯周病原性細菌による慢性炎症性疾患である

が，その発症と進行には種々の因子が関与していると考

低酸素状態からの再酸素化による培養ヒト歯根膜細胞の
骨吸収性因子産生の促進

菊池 一江 林 丈一朗§ 秦泉寺 傑
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野

（指導：申 基�教授）

要旨：咬合性外傷および喫煙は，歯周病のリスク因子であり，歯周炎における歯槽骨吸収に関与している．その機序のひとつ
として，両リスク因子による歯根膜組織における酸素濃度の断続的な低下が引き起こされることが考えられる．本研究では，低

酸素状態からの再酸素化が培養歯根膜細胞の骨吸収性因子産生に及ぼす影響を検討した．健全な歯根膜組織より分離した歯根膜

細胞を低酸素状態（1％ O2）で培養した後，通常の酸素濃度（20％ O2）まで回復させ，培養上清中の血管内皮増殖因子，インタ

ーロイキン（IL）-6, IL-1β，およびプロスタグランジン E2の濃度を測定した．その結果，低酸素状態のまま培養したものと比較

して，各因子の濃度が経時的に上昇した．また，各因子の mRNA 発現の亢進も確認された．これらの結果から咬合性外傷ある

いは喫煙によって酸素濃度の低下と回復が繰り返される歯根膜組織では，骨吸収を促進する因子が産生され，その結果，周囲の

歯槽骨吸収が進行する可能性が示唆された．

索引用語：咬合性外傷，歯根膜，低酸素，歯槽骨吸収，骨吸収性因子

Stimulated Production of Bone-resorbing Factors by Reoxygenation
after Hypoxia in Cultured Human Periodontal Ligament Cells

Kazue KIKUCHI, Joichiro HAYASHI§ and Suguru JINZENJI
Division of Periodontology, Department of Oral Biology & Tissue Engineering, Meikai University School of Dentistry

（Director : Prof Kitetsu SHIN）

Abstract : Occlusal trauma and smoking are risk factors in periodontal disease and are involved in alveolar bone resorption during pe-

riodontitis. A possible mechanism for the periodontitis is that these risk factors cause intermittent hypoxia in the periodontal ligament. In

the present study, the effects of reoxygenation from hypoxia on the production of bone-resorbing factors by cultured human periodontal

ligament cells were examined. Concentrations of bone resorbing factors including vascular endothelial growth factor, interleukin（IL）-6,
IL-1β , and prostaglandin E2 in the culture supernatants of periodontal ligament cells, derived from healthy periodontal ligament tissue,

were measured before and after the oxygen level had been elevated from the hypoxic（1％ O2）to the normoxic（20％ O2）condition. The
concentration of these factors after reoxygenation was increased compared with that under the hypoxic condition. In addition, level of

those mRNAs was also enhanced. These results suggest that hypoxia and reoxygenation induced by occlusal trauma and smoking may

stimulate the periodontal ligament to produce bone resorbing factors, resulting in progression of alveolar bone resorption.

Key words : occlusal trauma, periodontal ligament, hypoxia, alveolar bone resorption, bone resorbing factors.

─────────────────────────────
§別刷請求先：林 丈一朗，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台
1-1 明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野．本
研究の一部は，明海大学歯学部平成 14 年度宮田研究奨励金
（E）の補助を受けて行った．
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えられている1）．なかでも過剰な咬合力が歯周組織に加

わって生じる咬合性外傷は，歯周炎における歯槽骨吸収

を急速に進行させる共同破壊因子として臨床的に重視さ

れている2, 3）．過剰な咬合力は健常な歯周組織にも影響

を及ぼし，咬合性外傷を受けた組織では歯根周囲に歯根

膜腔の拡大や骨吸収が起こる．そして，歯周炎に罹患

し，破壊された歯周組織では，生理的範囲内の咬合力で

あっても，それに拮抗できず臨床的に垂直性の骨吸収が

引き起こされる．ビーグル犬を用いた，健常な歯周組織

に対する実験的咬合性外傷の報告から，咬合性外傷を受

けた歯周組織では歯根膜の毛細血管に圧迫や血栓の形

成，血管自体の消失を認め4−6），一時的な循環障害の後

に血管の再生が起こり，それに伴い骨吸収が顕著に進行

することが病理組織学的に示されている5）．すなわち，

咬合性外傷を受けた歯根膜では貧血により酸素供給が低

下した状態にあると考えられる．また，喫煙は歯周炎の

重要なリスク因子であることが明らかにされているが，

喫煙が歯周組織破壊に影響を及ぼすメカニズムのひとつ

として，歯周組織の微小循環血流量の低下が考えられて

いる7）．

このように歯周炎による歯周組織破壊には，微小循環

血流量の低下による酸素濃度の低下が関与しているもの

と推察されるが，低酸素状態が歯周組織構成細胞に及ぼ

す影響を検討した研究はこれまでほとんどない．本平

は8），歯根膜細胞を低酸素下で培養すると，骨代謝への

関与が報告されている血管内皮増殖因子（VEGF），イン

ターロイキン 6（IL-6），IL-1β，およびプロスタグランジ
ン E2（PGE2）の産生が亢進することを報告した．本研究

では，咬合性外傷あるいは喫煙により歯根膜組織に生じ

る酸素濃度の低下と回復が歯槽骨吸収に及ぼす影響を明

らかにすることを目的として，ヒトの歯根膜組織から分

離したヒト歯根膜細胞を，低酸素状態で培養した後に酸

素濃度を回復させ，骨吸収性因子である VEGF, IL-6,

IL-1β，および PGE2の産生量および mRNA 量を検討し

た．

材料と方法

1．歯根膜細胞の分離

明海大学歯学部付属病院に来院し，矯正学的理由から

便宜抜歯が必要だと判断された患者 3名（19～23歳，

女性）からインフォームド・コンセントを得た後，抜去

した健全な第一小臼歯 2本および第三大臼歯 1 本から

Somerman ら9）の方法に準じて歯根膜細胞を outgrowth 法

により分離した．すなわち，抜去歯を 0.005％ ampho-

tericin B（ Invitrogen Life Technologies , Carlsbad , CA ,

USA），0.02％ kanamycin（明治製菓，東京），100 units/

ml penicillin（明治製菓）含有 10％ウシ胎仔血清（Invi-

trogen Life Technologies）添加 alpha-minimum essential

medium（Invitrogen Life Technologies）により洗浄した

後に，根尖側 1/3の根面からメスを使用して歯根膜組織

を採取し，約 2 mm 角に裁断した．この組織片をウシ胎

仔血清で内表面を coating した直径 35 mm の dish（Bec-

ton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ, USA）に移

し，クリーンベンチ内で風乾して付着させた後に前述の

培養液中で培養した．組織片周囲に拡散して定着した細

胞が単層を形成した後に 0.02％ EDTA/0.2％ actinase 溶

液（科研製薬株式会社，東京）を添加して 37℃で 5分

間作用させて細胞を餝離し回収した．細胞数算定後，5

×105 cells /dish の細胞を直径 90 mm の dish（Becton

Dickinson Labware）に播種し培養したものを初代歯根膜

細胞とした．実験には，3～5回継代培養したものを使

用した．なお，本研究に関わる全てのプロトコールは明

海大学歯学部倫理委員会の承認（A 0205）を得て実施さ

れた．

2．細胞培養

歯根膜細胞は，直径 35 mm の dish（Becton Dickinson

Labware）に 5×104 cells/dish 播種し，コンフルエントに

達するまで 2日間培養した．歯根膜細胞を培養する酸素

濃度によって，低酸素状態で培養した群（Hypoxia

群），通常酸素濃度で培養した群（Normoxia 群），そし

て低酸素状態から通常酸素濃度に戻す，いわゆる再酸素

化した群（Reoxygenation 群）に分けた．

Hypoxia 群の培養は，パーソナルマルチガスインキュ

ベーター APM-30 D（アステック，志免町，福岡）を使

用して 1％ O2, 5％ CO2, 37℃の条件で行った．Normoxia

群の培養と Reoxygenation 群の再酸素化は 20％ O2, 5％

CO2, 37℃の条件で行った．Reoxygenation 群は 24時間

および 48時間の低酸素状態から再酸素化し，それぞれ

12時間または 24時間経過を観察した．

3．骨吸収性因子の定量

各実験群の培養上清中の VEGF, IL-6, IL-1β，および
PGE2の濃度は enzyme-linked immunosorbent assay（ELISA）

kit（R & D Systems Inc, Minneapolis, MN, USA）を用い

て定量した．すなわち，96穴プレートに各濃度の標準

溶液および培養上清を添加し固相化した後，25℃ で 2

時間一次抗体と反応させた．次に alkaline phosphatase

で標識した二次抗体を添加し 1～2時間反応させた後に

基質（p-nitrophenyl phosphate）を添加して 20分間反応
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させ，Na3PO4溶液を混和して反応を停止させた．そし

て吸光度はマイクロプレートリーダー（ Titertek ,

Huntsville, AL, USA）を用いて波長 450 nm での吸光度

を測定した．各濃度の標準溶液から標準曲線を作成し，

濃度を算出した．

4．Reverse transcription-polymerase chain reaction

（RT-PCR）法

各条件で培養した歯根膜細胞から Chomczynski ら10）の

方法に準じて TRIzol Reagent�（Invitrogen Life Technolo-

gies）を用いて total RNA を抽出した．Total RNA より

Program Temp Control System PC-700（アステック）を

使用して cDNA を合成した．すなわち，total RNA（100

ng）に oligo（dT）primer（Invitrogen Life Technologies）

を添加して 70℃でインキュベートした後に Super Script

蠡�（Invitrogen Life Technologies）および反応液を添加

して 45℃にて 50分間インキュベートし，続いて 70℃

にて 15分間インキュベートすることにより反応を停止

させた．

cDNA 溶液から β -actin, VEGF, IL-6, IL-1β，およびシ
クロオキシゲナーゼ-2（COX-2）に対する特異的なプラ

イマー11−13）（Table 1）を用いて PCR 法により遺伝子断

片を増幅した．すなわち，プライマー，Ampli Taq Gold�

DNA polymerase（ Perkin Elmer Co, Wellesley , MA ,

USA），PCR バッファー［10 mM Tris-HCl（pH 8.3）お

よび 50 mM KCl］，1.5 mM MgCl2，および 0.2 mM dNTPs

を含む溶液を混和して総量を 25 µl とし，前述の PC-700

を用いて増幅反応を行った14）．反応条件は 95℃で 1分

間の熱変性，1分間のアニーリングおよび 72℃で 1分

間の伸展反応のサイクルを 35回行った．この 35回のサ

イクルでは増幅反応は飽和していなかった．1サイクル

目の熱変性は，Ampli Taq Gold�の活性を高めるため 10

分間行い，最後の伸展反応は 72℃で 10分間行った．

PCR 産物は，エチジウムブロミド添加 2％ agarose gel

を用いて電気泳動により分離し，波長 302 nm の紫外線

照射下で Polaroid 667 フィルム（日本ポラロイド，東

京）に感光させ，泳動像を可視化した．サイズマーカー

は，100 bp DNA Ladder（New England Biolabs, Ipswich,

MA, USA）を用いた．

結 果

1．再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの VEGF 産生

低酸素状態からの再酸素化が歯根膜細胞の VEGF の

産生・分泌量に及ぼす影響を明らかにするために，

ELISA 法により培養上清中の VEGF タンパク質量の測

定を行った（Fig 1）．その結果，Normoxia 群では 72時

間培養後まで VEGF の産生はわずかであったのに対

し，Hypoxia 群では培養時間とともに VEGF の濃度は

徐々に上昇し，72時間後には約 14 ng/ml に達した．24

時間低酸素下で培養後，再酸素化し，酸素濃度を通常の

20％ に戻したところ（Reoxygenetion 群），VEGF の濃

度は，Hypoxia 群よりもさらに上昇し，再酸素化後 6時

間でプラトーに達した．48時間低酸素下で培養後に再

酸素化した場合も同様に，再酸素化後 6時間まで濃度が

上昇し，約 18 ng/ml でプラトーに達した．

2．再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの IL-6産生

通常酸素濃度で培養した Normoxia 群では，歯根膜細

胞の IL-6産生は 72時間後まで低値（約 1 ng/ml）であ

った（Fig 2）．低酸素状態で培養した Hypoxia 群の IL-6

産生は，培養時間とともに濃度は徐々に上昇し，72時

間後には，約 8 ng/ml に達した．24時間低酸素下で培

Fig 1 Effect of hypoxia and reoxygenation on VEGF produc-
tion in human periodontal ligament cells. The cells were cul-
tured under normoxic condition after pre-incubation under hy-
poxic condition for 24 or 48 hours. The experiments were per-
formed 3 times. Values are mean±SD for 3 individual cultures.

Table 1 PCR primer sequence.

Size
（bp）

Sequence

β -actin

VEGF

IL-6

IL-1β

COX-2

642

192

198

248

305

F : 5’-ATGACCCAGATCATGTTTGAG-3’
R : 5’-AGGAGCAATGATCTTGATCTTCA-3’
F : 5’-CATGAACTTCTGCTGTCTTGG-3’
R : 5’-CTCACCGCCTCGGCTTGTCAC-3’
F : 5’-ATGTAGCCGCCCCACACAGA-3’
R : 5’-ATGGGTGAAAATCATCCTG-3’
F : 5’-GACACATGGGATAACGAGG-3’
R : 5’-AATCTGTACCTGTCCTGCGT-3’
F : 5’-TTCAAATGAGATTGTGGGAAAATTGCT-3’
R : 5’-AAGATACTCAGGCAGAGATGATCT-3’

F : Forward, R : Reverse
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養後，再酸素化した Reoxygenation 群の IL-6 産生量

は，低酸素で培養したものよりもさらに濃度が上昇し，

再酸素化後 9時間でプラトーに達した．48時間低酸素

下で培養後に再酸素化した場合も同様に，再酸素化後 9

時間まで濃度が上昇し，約 13 ng/ml でプラトーに達し

た．

3．再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの IL-1β産生
通常酸素濃度で培養した Normoxia 群の IL-1βの産生

量は検出限界以下であった（Fig 3）．低酸素下では，培

養後 30時間まで検出限界以下であったが，その後産生

量は培養 72時間まで徐々に上昇した．24時間低酸素培

養後に再酸素化した群は，9時間後まで濃度の上昇がみ

らたが，再酸素化後 24時間の濃度は，48時間低酸素培

養行ったものよりも低いものであった．48時間低酸素

培養後に再酸素化した群では，9時間後まで濃度は上昇

した後プラトーに達し，再酸素化 24時間後の濃度は 72

時間低酸素培養を行ったものよりも高かった．

4．再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの PGE2産生

PGE2の産生は Normoxia 群および Hypoxia 群いづれ

も検出限界以下であった（Fig 4）．24時間低酸素培養後

に再酸素化を行ったところ，6 時間後までは検出限界

Fig 2 Effect of hypoxia and reoxygenation on IL-6 production
in human periodontal ligament cells. The cells were cultured un-
der normoxic condition after pre-incubation under hypoxic con-
dition for 24 or 48 hours. The experiments were performed 3
times. Values are mean±SD for 3 individual cultures.

Fig 4 Effect of hypoxia and reoxygenation on PGE2 produc-
tion in human periodontal ligament cells. The cells were cul-
tured under normoxic condition after pre-incubation under hy-
poxic condition for 24 or 48 hours. The experiments were per-
formed 3 times. Values are mean±SD for 3 individual cultures.

Fig 3 Effect of hypoxia and reoxygenation on IL-1β produc-
tion in human periodontal ligament cells. The cells were cul-
tured under normoxic condition after pre-incubation under hy-
poxic condition for 24 or 48 hours. The experiments were per-
formed 3 times. Values are mean±SD for 3 individual cultures.

Fig 5 Effect of reoxygenation on mRNA expression of bone
resorbing factors in human periodontal ligament cells. The cells
were cultured under normoxic condition after pre-incubation un-
der hypoxic condition for 24 hours. The experiment shown is
representative of 3 separate experiments.
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（13.4 pg/ml）以下であったが，9時間後に PGE2の産生

が検出され 12時間後もほぼ同じ濃度であった．48時間

低酸素培養後に再酸素化を行った場合も同様の傾向を示

した．

5．再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの骨吸収性因子

の mRNA 発現

再酸素化により培養ヒト歯根膜細胞から産生された骨

吸収性因子の mRNA 発現の経時的変化を RT-PCR 法に

より確認した（Fig 5）．24時間低酸素培養を行った後，

再酸素化したところ，VEGF, IL-6，および PGE2の合成

酵素である COX-2の mRNA 量は再酸素化後 6 時間ま

で増加し，その後減少した．IL-1βの mRNA は，再酸

素化により，3時間後から mRNA が検出され，再酸素

化後 24時間まで徐々に増加する傾向がみられた．

考 察

本研究により，歯根膜細胞を低酸素状態で培養した後

に酸素濃度を回復させることにより，VEGF, IL-6, IL-

1β，および PGE2といった骨吸収を促進すると考えられ

ている因子の産生が亢進することが明らかとなった．こ

れまでに歯根膜細胞においては低酸素培養が及ぼす影響

を検討した研究はほとんど行われていないが，平滑筋細

胞，角化細胞，線維芽細胞，あるいは骨芽細胞様細胞な

どの細胞については多くの報告がある13, 15−17）．生体内の

末梢部分において循環障害により酸素供給が絶たれた状

態では，酸素濃度は 1％未満であるといわれている5）こ

とから他の低酸素に関する研究と同様に，本研究におい

ても酸素濃度が低下した状態を酸素濃度 1％ と設定し

た．そして，一時的に循環障害に陥った後に酸素濃度が

正常状態に回復した場合を想定して，本研究では，酸素

濃度を 1％から通常の酸素濃度である 20％まで上昇さ

せることを再酸素化と定義した．

VEGF は血管新生の促進因子として知られているが，

最近になり骨代謝に影響を及ぼす骨吸収性サイトカイン

としての役割も認識され始めている18−20）．破骨細胞前駆

細胞の分化に必須である macrophage-colony stimulating

factor（M-CSF）欠損 op/op マウスへの VEGF 投与によ

り VEGF の M-CSF 様作用が認められ18, 19），また，ウサ

ギ大腿骨から採取し純化した破骨細胞に VEGF を添加

すると破骨細胞の骨吸収活性および生存が促進すること

も報告されている20）．IL-6は骨吸収促進作用を有するこ

とが知られているが，破骨細胞に直接作用せず骨芽細胞

に作用するといわれている21）．骨芽細胞は receptor activa-

tor of nuclear factor-κ B ligand（RANKL）／receptor activator

of nuclear factor-κ B（RANK）系を介して破骨細胞の分
化・活性化に関与することが明らかにされており22, 23），

IL-6は骨芽細胞に作用してこの RANKL/RANK 系を促

進して間接的に破骨細胞の誘導を促していると考えられ

ている21）．IL-1βは単独では破骨細胞の分化を引き起こ
さないと報告されているが24），一方で幼若破骨細胞に直

接作用して細胞同士の融合を促進して多核細胞へと分化

させることも示されている25, 26）．また，IL-1βは成熟し
た破骨細胞の活性化にも関与している．PGE2は破骨細

胞に対して直接作用して分化・活性化させることと27），

骨芽細胞への作用を介して間接的に作用すること28）が明

らかにされている．このように，本研究において再酸素

化によって歯根膜細胞から産生されることが確認された

液性因子は，作用する細胞やその成熟度は異なるもの

の，いずれも骨を吸収させる方向に誘導するものと考え

られる．

これまでに低酸素状態で培養した各種細胞から VEGF

や IL-6といった様々な因子が発現誘導されることが報

告されているが15−17），その機序の詳細については明らか

ではない．現在のところ，真核生物の細胞において酸素

分圧の感知に関与している部分はミトコンドリアに存在

するという説29）と細胞膜上に存在するという説30）の 2つ

がある．これらの酸素センサーからのシグナルが hy-

poxia inducible factor-1（HIF-1）31）や nuclear factor（NF）-

κ B32）の活性化を引き起こすといわれている．VEGF

mRNA は HIF-1 の活性化により31）， IL-1βおよび IL-6

mRNA は NF-κ B の活性化により33）発現が促進すること

が明らかにされている．再酸素化による骨吸収性因子の

産生誘導機序については，活性酸素の生成を介したもの

が考えられている．再酸素化により細胞内の活性酸素の

濃度が上昇する34）．この活性酸素は，HIF-1を安定化さ

せ，また，NF-κ B と結合している I-κ B を分解するこ
とにより NF-κ B を活性化させると報告されている35）．

培養上清中の PGE2は Hypoxia 群および Normoxia 群

では検出されなかったが，再酸素化により産生が認めら

れた．細胞膜リン脂質から phospholipase A2の作用を受

けて合成されたアラキドン酸は，COX-2の cyclooxyge-

nase 反応により PGG2となり，COX-2の hydroperoxidase

反応により PGH2となる．この PGH2は PGE 合成酵素

により PGE2になる．低酸素状態に置かれた歯根膜細胞

では，このような PGE2合成経路のどこかが抑制されて

いる可能性がある．再酸素化により，COX-2 mRNA の

発現は増強するとともに，その抑制が解除されて PGE2

の産生が亢進した可能性も考えられる．
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再酸素化によるヒト歯根膜細胞からの IL-1β mRNA

の発現は，VEGF, IL-6，および COX-2 の mRNA の発

現が再酸素化後 6時間でピークに達したのに対し，24

時間後まで少しづつ上昇していった．これは，IL-1βの
産生が再酸素化による直接的な作用ではなく，IL-1βの
産生を誘導する他の因子の産生を介した間接的なもので

ある可能性も考えられる．

結 論

本研究は，咬合性外傷あるいは喫煙により歯根膜組織

に生じる酸素濃度の低下と回復が歯槽骨吸収に及ぼす影

響を明らかにすることを目的として，ヒト歯根膜細胞を

低酸素状態で培養した後に酸素濃度を回復させ，骨吸収

性因子の産生量および mRNA 発現を検討し，以下のよ

うな知見が得られた．

1．ヒト歯根膜細胞を低酸素状態で培養した後に再酸素

化したところ，Hypoxia 群と比較して培養上清中の

VEGF, IL-6，および IL-1βの濃度が上昇した．
2 ．PGE2は Hypoxia 群および Normoxia 群では検出さ

れなかったが，再酸素化により産生が認められた．

3．再酸素化により，これらの骨吸収因子の mRNA 発

現も亢進することが確認された．

以上，本研究の結果から，外傷性咬合あるいは喫煙に

よる歯根膜組織の酸素濃度の変化は，骨吸収性因子の産

生を促進させ，歯周炎による歯槽骨吸収に影響を及ぼす

可能性が示唆された．

稿を終えるにあたり，本研究に御理解，また御指導を賜
りました本学歯周病学分野申 基�教授に深甚なる謝意を
表します．更に，御指導，御校閲を賜りました本学薬理学
分野坂上 宏教授，口腔解剖学分野羽毛田慈之教授に深く
感謝の意を表します．また，本研究の遂行に際し，御助
力，御助言を賜った薬理学分野の田島雅道講師および歯周
病学分野の本平一志博士に深謝致します．最後に，本研究
の遂行に当たり，種々の御協力を頂きました歯周病学分野
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ortho-Methoxyphenol 類によるリポ多糖体誘導性 COX-2発現の抑制

平田 敦司§

明海大学歯学部病態診断治療学講座総合口腔診断学分野
（指導：藤澤盛一郎教授）

要旨：シクロオキシゲナーゼ-2（COX-2）は炎症や発癌に密接に関与していると考えられている．Murakami らは以前，ortho-

methoxyphenol 関連化合物の isoeugenol の二量体である dehydrodiisoeugenol［2-（3-methoxy-4-hydroxyphenyl）-3-methyl-5-（1-

propenyl）-7-methoxy-2,3-di-hydrobenzofuran］がマウスマクロファージ様 RAW 264.7細胞におけるリポ多糖体（LPS）誘導性の

COX-2遺伝子発現を顕著に抑制する知見を報告した（Arch Biochem Biophys, 434, 326, 2005）．そこで，同 ortho-methoxyphenol

関連化合物である ferulic acid, isoferulic acid, o-vanillin, guaiacol 及び ferulic acid の二量体化合物（bis-ferulic acid）についても

COX-2遺伝子発現を抑制するか否か検討した．その結果，ferulic acid は COX-2遺伝子発現を抑制しなかったが，bis-ferulic acid

は低濃度でこの発現を顕著に抑制した．Isoferulic acid, o-vanillin, guaiacol は高濃度で抑制作用を示した．タンパクレベルで bis-

ferulic acid は同様に LPS 誘導性 COX-2産生を顕著に抑制した．一方，酸化還元感受性の転写因子 nuclear factor kappa B（以下

NF-κ B）の活性化は COX-2遺伝子発現に影響することから，LPS 刺激 NF-κ B の DNA 結合能に及ぼす ferulic acid と bis-ferulic

acid の調節作用についても検討した．その結果，bis-ferulic acid は LPS 刺激 NF-κ B のコンセンサス配列への結合を抑制した．
以上の結果は，bis-ferulic acid の COX-2発現抑制作用がその化学構造が持つ酸化，還元能に関与している可能性を示唆した．ゆ

えに 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 法で ortho-methoxyphenol 関連化合物の抗酸化活性を検討したところ，COX-2抑制活性を示し

た bis-ferulic acid, isoferulic acid, o-vanillin，および guaiacol の抗酸化活性は ferulic acid に比較して小さかった．さらにフェノー

ル性 OH 結合解離エネルギーを密度汎関数法で検討したところ，これら COX-2発現抑制作用をもつ化合物のフェノール性 OH

結合解離エネルギー値は ferulic acid に比較して大きかったので，これらの化合物はいわゆる非ステロイド性抗炎症薬に必須で

ある phenol 作用を強く持つことが分かった．今回の研究結果は ortho-methoxyphenol 類の LPS 誘導性 COX-2発現抑制作用がそ

の構造に由来した phenol 作用に起因している可能性を強く示唆した．

索引用語：細菌リポ多糖体（LPS），シクロオキシゲナーゼ-2（COX-2），マクロファージ，ortho-methoxyphenol 関連化合物，抗

酸化剤

Inhibitory Effects of ortho-Methoxyphenol-related Compounds
on Lipopolysaccharide-stimulated Cyclooxygenase-2 Expression
in Macrophages

Atsushi HIRATA§

Division of Oral Diagnosis, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
（Director : Prof Seiichiro FUJISAWA）

Abstract : Cyclooxygenase（COX）is the rate-limiting enzyme in the synthesis of prostaglandins. Especially, COX-2 is induced by bac-
terial lipopolysaccharide（LPS），growth factors, and cytokines that are closely involved in tissue inflammation and carcinogenesis. Re-
cently, we demonstrated that ortho-methoxyphenol-related compounds, dehydrodiisoeugenol［2-（3-methoxy-4-hydroxyphenyl）-3-methyl-
5-（1-propenyl）-7-methoxy-2,3-di-hydrobenzofuran］，a dimer of isoeugenol was a potent inhibitor of LPS-induced COX-2 expression with-
out causing cytotoxicity in macrophages（Murakami Y, et al. Arch Biochem Biophys, 434, 326, 2005）．This result suggested the possibil-
ity that other methoxyphenol derivatives may also play a role as the efficient anti-inflammatory agents against LPS-induced inflammatory

responses. However, the precise mechanisms of these compounds on the inhibition of LPS-stimulated COX-2 expression have not been

understood well. In the present study, we examined whether ortho-methoxyphenol-related compounds, i.e. ferulic acid, isoferulic acid, bis-
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緒 言

Phenol 類は活性酸素を消去する作用があり，歯科消

毒薬として古くから使用されている1, 2）．Phenol, cresol,

thymol などのアルキルフェノールもヒドロキシラジカ

ル（OH・），O2
－や NO ラジカルを消去し，これらは弱い

ながら抗炎症作用を示すことが最近明らかにされた3）．

Methoxyphenol 類には eugenol や guaiacol などがあり，

前者は酸化亜鉛ユージノールセメントとして，仮封剤や

根充剤として歯科に利用されている．後者の guaiacol

も歯髄鎮静作用があり古くから使用され，ラジカル消去

活性も認められている4）．また eugenol は不飽和リン脂

質ラジカルをアルキルフェノールより強く消去すること

から抗炎症作用を持つことが予想された5）．しかし高濃

度では細胞傷害性を示し，また歯科用光重合可視線照射

器による照射光などはこの物質の酸化作用を促し，細胞

レベル，組織レベルで細胞傷害性を引き起こし6, 7），また

HL-60細胞においてはアポトーシスを誘導する6）．した

がって，ortho-methoxyphenol 類である eugenol 関連化合

物の持つ優れたラジカル補捉性を失わせず，抗炎症作用

を高めることが望まれる．この目的のため，Fujisawa ら

は 3,3′-dimethoxy-5,5′-di-2-propenyl-1,1′biphenyl-2,2′-diol

（bis-eugenol），dehydrodiisoeugenol などの ortho-methoxy-

phenol 類二量体を合成し，細胞傷害性とアポトーシス

関連の研究を行った．その結果，bis-eugenol や dehydrodi-

isoeugenol のような eugenol 関連二量体化合物は強い細

胞傷害を引き起こさない濃度で HL-60細胞のアポトー

シスを誘導し，さらに dehydrodiisoeugenol はそれらの

単量体である eugenol や isoeugenol より低濃度で細胞傷

害性を示すことが明らかになった8）．これらの結果は，

eugenol 関連二量体化合物が顕著な抗炎症作用，抗癌作

用を発揮する可能性を示唆した9）．

Cyclooxygenase（COX）は細胞膜リン脂質のアラキド

ン酸をプロスタグランジンなどの生理活性物質に代謝す

る際に働く律速段階酵素であり，COX-1と COX-2の 2

つのサブタイプが存在する．COX-1は恒常的に発現す

るのに対して，COX-2は増殖因子，サイトカイン，細

菌リポ多糖体（LPS）などで誘導され，炎症や多くの癌

の発症に密接に関与することが知られている10）．我々は

ごく最近，eugenol 関連二量体化合物のうち bis-eugenol,

dehydrodiisoeugenol が RAW 264.7 マウスマクロファー

ジによる LPS 誘導性炎症性サイトカインや COX-2の発

現を細胞傷害性を示さずに顕著に抑制することを報告し

た11, 12）．これらの結果は ortho-methoxyphenol 関連化合物

二量体が抗炎症性や抗癌性を持つ薬剤として使用できる

可能性を示唆した．Fujisawa らは，さらに有用な COX-

2発現抑制作用をもつ ortho-methoxyphenol 類を検索す

る目的で eugenol や isoeugenol の関連化合物である fer-

ulic acid の二量体化合物を合成した9）．本研究は，これ

ら数種の ortho-methoxyphenol 類の抗炎症作用をマクロ

ファージ様 RAW 264.7細胞の LPS 誘導性 COX-2 発現

系を用いて評価し，また，ferulic acid による抑制に関し

て転写レベルでの調節作用も合わせて検討し，これら関

連化合物の COX-2発現抑制のメカニズムを抗酸化作用

ferulic acid, o-vanillin and guaiacol inhibit LPS-stimulated COX-2 expression in RAW 264.7 cells. We also examined the relationship be-

tween COX-2 inhibition and a phenol function that is essential for nonsteroidal antiinflammatory drugs（NSAID）．The activity of a phe-
nol function was evaluated using both 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl（DPPH）-radical scavenging system and bond dissociation energy（phe-
nolic O-H bond dissociation energy, BDE）calculation. Escherichia coli LPS-induced expression of COX-2 gene was markedly inhibited

by bis-feruric acid and slightly less so by isoferulic acid, guaiacol or o-vanillin in RAW 264.7 mouse macrophage-like cell. However, this

inhibition was not observed with ferulic acid. On the other hand, in addition to COX-2 inhibition, bis-ferulic acid inhibited LPS-stimulated

nuclear factor kappa B（NF-κ B）binding to its consensus sequence in the cells. This indicated that bis-ferulic acid exhibited a potent an-

tiinflammatory activity because of the inhibition of redox sensitive transcription factor NF-κ B, suggesting that COX-2 inhibition by this
compound may be related to its own redox function. Therefore, we determined the scavenging activity of ferulic acid derivatives against

DPPH free radical. Compounds with a potent COX-2 inhibition showed less DPPH-scavenging activity. The BDE for these conpounds

was also caluculated by Density Function Theory（DFT），indicating that compounds with a potent COX-2 inhibitory exhibition showed the
relatively higher BDE. Together with these findings, isoferulic acid, guaiacol, o-vanillin and bis-ferulic acid are NSAID-like compounds,

particularly, bis-ferulic acid showed the potent COX-2 inhibition.

Key words : lipopolysaccharide（LPS），cyclooxygenase-2（COX-2），macrophages, ortho-methoxyphenol-related compounds, antioxidant
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と関連づけて検討したものである．

材料と方法

1．使用試薬

4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid（ ferulic acid，築野

食品工業，かつらぎ町，和歌山）， 3-hydroxy-4-

methoxycinnamic acid（isoferulic acid，東京化成工業，東

京）， 4-allyl-2-methoxyphenol（ eugenol，東京化成工

業），4-propenyl-2-methoxyphenol（isoeugenol，東京化成

工業）を使用した．orhto-Methoxyphenol（guaiacol，和

光純薬工業，東京），2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde

（o-vanillin，和光純薬工業）を使用した．

bis-Ferulic acid，および dehydrodiisoeugenol は各単量

体より酸化的二量化反応により合成した13）．LPS は Es-

cherichia coli O 111 : B 4 株 LPS（LBL Inc, Campbell,

CA, USA）を使用した．ortho-Methoxyphenol 関連化合

物の化学構造式を Fig 1A（単量体），B（二量体）に示

す．

2．使用細胞

本実験には，マウスマクロファージ様細胞株 RAW

264.7を使用した．細胞は，penicillin 100 U/ml , streptomy-

cin sulfate 100 µg/ml を含む 10％牛胎仔血清（Flow Lab,

Mac-Lean, VA, USA）添加 RPMI 1640培地（Gibco BRL,

Rockville, MD, USA）中で 37℃，5％ CO2の条件で培養

した．

3．RNA の調整法および Northern blot assay

RAW 細胞 1.0×107cells/ml は，60 mm プラスチック

シャーレ（Falcon Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ,

USA）に播種したのち，所定の時間培養した．その後，

細胞を回収し，リン酸緩衝液（PBS）で洗浄後，acid guani-

dine phenol chloroform（AGPC）法にて total RNA を回

収した14）．すなわち，細胞を 4.2 M guanidine isothiocianate

液に溶解し，この溶解液を等量の water-saturated phenol

液に混合した．その後，2 M 酢酸ナトリウム液と 49：1

chloroform/isoamylalcohol 混合液を添加し，氷上 20分静

置し，遠心分離後 ethanol 沈殿を行い精製 RNA とし

た．遺伝子発現は，Northern blot assay により検討し

た．すなわち，精製 RNA を 1％ agarose gel で電気泳動

を行い，RNA をナイロン膜（OSMONICS INC, West-

bord, MA, USA）に転写し固相化した．このナイロン膜

を 50％ formamide, 50 mM sodium phosphate buffer pH

6.5, 1％ SDS, 5×SSC（1×SSC＝0.15 M NaCl, 0.015 M so-

dium citrate pH 7.0），1×Denhardt’s solution（0.02％ fi-

coll , 0.02％ bovine serum albumin , 0.02％ polyvinylpy-

rolidon），denatured salmon sperm DNA を含む prehybridi-

zation buffer 中で 42℃，18 時間 prehybridization を行っ

た．その後，予め［α -32P］-dCTP（アマシャムジャパ
ン，東京）で Megaprime DNA labeling system（アマシ

ャムジャパン）を用いてラベルした mouse COX-2（Cay-

man Chemical Co , Ann Arbor , MI , USA）， β -actin
（JCRB，東京）の各 cDNA プローブを用い，10％ dextran

sulfate を含む prehybridization buffer を用いて 42℃，18

時間 hybridization を行った．Hybridization 後，このナイ

ロン膜を 1×SSC, 0.1％ SDS で 55℃，1時間洗浄し乾燥

Fig 1 Structures of ortho-methoxyphenol-related compounds．（A）Monomers，（B）Dimers.
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し，―80℃，24時間 Kodak X-OMAT film（Eastman Kodak

Company, Rochester, NY, USA）を用い，オートラジオ

グラフィーを行い，その遺伝子発現の程度を検討し

た15, 16）．

4．Western blot assay

細胞は Northern blot と同様の条件で，60 mm シャー

レで所定時間培養後，細胞溶解液［10 mM Tris-HCl（pH

7.9）， 1％ deoxycholate , 0.5％ Nonidet P-40, 150 mM

NaCl, 0.1％ SDS, 20 mM EDTA, 0.25 mM phenylmethyl-

sulfonyl fluoride（PMSF），10 µg/ml aprotinin］で溶解し

た．その後，溶解物（タンパク質量 20 µg）は Tris-glycine

buffer system（0.025 M Tris, 0.192 M glycine）と 10％ poly-

acrylamide gel を使用した SDS-PAGE を行った．タンパ

ク質はセミドライ型トランスブロットシステム（アト

ー，東京）を使用し PVDF 膜（Millipore Co, Bedford,

MA, USA）に転写，固相化した．転写膜は，0.05％

Tween-20 を含む TBS buffer［ 100 mM Tris-HCl（ pH

7.5），150 mM NaCl］に溶解した 5％スキムミルクで 2

時間ブロッキングを行い，0.1％ Tween-20 を含む TBS

buffer 中に希釈したヤギ抗マウス COX-2 抗体（1：

1000, Santa Cruz Biotech Inc, San Diego, CA, USA）とイ

ンキュベートし，0.1％ Tween-20を含む BSA 含有 TBS

buffer 中に希釈した西洋ワサビペルオキシダーゼ

（HRP）標識マウス抗ヤギ IgG 抗体（1：5,000, Santa Cruz

Biotech）とインキュベートし，0.1％ Tween-20 を含む

TBS buffer で 2 回洗浄した．その後，タンパク質は

Phototope-HRP Western blot detection kit（New England

Biolabs, Berverly, MA, USA）で検出し X-OMAT film

（Eastman Kodak Company）に暴露させ，発現の程度を

検討した17）．

5．Electrophoretic mobility shift assay（EMSA）

細胞は Northern blot assay と同様の条件で，所定の時

間培養後，細胞を回収，洗浄後 A 緩衝液［10 mM Tris-

HCl（pH 7.4），3 mM MgCl2, 10 mM NaCl, 0.5％ Nonidet

P-40］で溶解した．その後，細胞核を回収し，その細胞

核を B 緩衝液［1 mM HEPES-NaOH（pH 7.9），1.5 mM

MgCl2, 10 mM KCl, 0.5 mM dithiothreitol（DTT），0.1％

Nonidet-P 40］で処理し，さらに，C 緩衝液［20 mM

HEPES-NaOH（pH 7.9），1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA,

0.42 M NaCl , 25％ glycerol , 0.5 mM PMSF , 0.5 mM

DTT］で 4℃，1時間攪拌した．攪拌後，核抽出物を 1

時間超遠心分離（25,000 x g）し，その上清を D 緩衝液

［20 mM HEPES-NaOH（pH 7.9），0.1 M KCl , 0.2 mM

EDTA, 0.5 mM DTT , 0.5 mM PMSF］で平衡化した

Sephadex G-25カラムを通過させて buffer change を行っ

た．そして回収したタンパク質を，結合緩衝液［12 mM

HEPES-NaOH（pH 7.9），4 mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5

mM DTT, 0.5 mM PMSF］中に懸濁し，20,000 cpm の
32P-標識 nuclear factor-kapper B（以下 NF-κ B）結合コン
センサス配列を含むオリゴヌクレオチドと混合させ，総

量 20 µl に調製した後，氷上で 20分間反応させた．NF-

κ B 結合配列である-GGGGACTTTCC-のコンセンサス配
列のタンデムリピートを含む二本鎖オリゴヌクレオチド

は［γ -32P］-ATP（アマシャムジャパン）で T 4 polynucleo-

tide kinase を使用した 5′-end labeling system（アマシャ

ムジャパン）を用いて標識した．DNA-タンパク質複合

体は native な条件下で 6％ polyacrylamide gel と 0.25×

TBE buffer［22 mM Tris-HCl（pH 8.0），22 mM boric

acid, 0.6 mM EDTA］で電気泳動を行った．ゲル乾燥

後，その結合活性をオートラジオグラフィーにて検討し

た16）．

6．デンシトメトリーによる定量化

Apple computer の NIH Image version 1.62により測定

した．（US National Institutes of Health が開発したものを

使用した．Internet を介して http : //rsb.info.nih.gov/nih-

image/ から入手した．）

7．抗酸化効力の測定

抗酸化効力の測定は diphenyl picrylhydrazyl（DPPH）

ラジカル消去活性より検討した18）．各 ortho-methoxy-

phenol 関連化合物の濃度は ethanol で調整し，50％ の

DPPH ラジカル消去能に必要な濃度を吸光光度計にて測

定した．吸光度の変化は室温にて 517 nm, 10分間測定

した19）．Phenol 性 OH 基結合解離エネルギー，（bond dis-

sociation enthalpy，以下 BDE）値は密度汎関数法，density

function theory（DFT）で計算した20）．

結 果

1．RAW 細胞の COX-2発現に関する LPS の誘導

LPS は Toll-like receptor（TLR）-4を介してマクロファ

ージを始めとする様々な炎症性細胞を刺激し，多くの炎

症メディエーターの発現を誘導することが知られてい

る21）．ゆえにまずはじめに，LPS が炎症や発癌の引き金

となる病原因子の一つである COX-2遺伝子発現を本当

に誘導するか否か，RAW 264.7を用いて検討した．つ

まり，LPS 処理後，経時的に total RNA を回収し，

COX-2遺伝子発現誘導作用を検討した．LPS は，RAW

264.7において処理後約 1 時間で COX-2 遺伝子発現を

誘導し，3 時間で最大となり，以後減少した（Fig 2
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A）．β -actin 遺伝子発現は LPS 処理においても変化を

示さないことから LPS は本細胞の COX-2発現を特異的

に誘導ならびに促進していると思われる．次に RAW

264.7の COX-2産生動態に及ぼす LPS の作用について

も検討した．LPS 処理後，経時的に細胞を回収し，細

胞質中の COX-2タンパク質を回収し，細胞質中の COX-

2タンパク質産生誘導作用について調べた．LPS は RAW

264.7において処理後 1 時間で COX-2 タンパク質を産

生し始め，3時間後で顕著な COX-2タンパク質の産生

を誘導し，6時間後でほぼ最大に達した（Fig 2B）．

Fig 2 LPS-induced COX-2 expression in RAW 264.7 cells．（A）The cells were incubated for the indicated times with or with-
out 100 ng/ml LPS, and the total RNA was prepared for Northern blot analysis with COX-2 and β -actin cDNAs used as
probes. The level of COX-2 mRNA was determined by densitometry．（B）The cells were incubated with or without 100 ng/ml
LPS for the indicated times, and the intracellular concentration of COX-2 in a given amount of protein was analyzed by SDS-
PAGE and immunoblotting with antibody against COX-2. The level of COX-2 protein was expressed as a percentage of maxi-
mum. The values are the mean of three different experiments. The values of SD was less than 15％ of the values of mean.

Fig 3 Effect of guaiacol on LPS-induced expression of COX-2 gene in RAW 264.7 cells. The cells were pretreated or not for
30 min with the indicated dosage of guaiacol, and then treated or not with LPS at 100 ng/ml . Thereafter, their total RNA was
prepared 3 h after the LPS addition. Northern blot analysis was performed with COX-2 and β -actin cDNAs used as probes
（A）．The ratio of COX/actin mRNA level was shown in panel（B）．The values are the mean of three different experiments.
The values of SD was less than 15％ of the values of mean.
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2．RAW 細胞の LPS による COX-2発現誘導作用に及

ぼす ortho-methoxyphenol 関連化合物の抑制

LPS 誘 導 性 COX-2 発 現 に 及 ぼ す 各 種 ortho-

methoxyphenol 関連化合物の調節作用を検討した．まず

細胞に各濃度に希釈した guaiacol あるいは o-vanillin を

30分前処理し，その後 LPS を添加し 3時間後の COX-2

mRNA レベルについて検討した．その結果 250～500 µM
の高濃度で RAW 細胞の LPS 誘導性 COX-2遺伝子発現

を抑制した（Figs 3, 4）．一方，ferulic acid は eugenol よ

り細胞障害性が小さく抗酸化効力が大きい．また，bis-

ferulic acid も細胞傷害性の小さな化合物である22）．そこ

で，これらの化合物について同様に COX-2遺伝子発現

の調節作用を検討した．その結果，Fig 5 に示すよう

に，bis-ferulic acid は RAW 細胞の LPS 誘導性 COX-2

遺伝子発現を 10 µM の低濃度で顕著に抑制したが，fer-
ulic acid は遺伝子発現に影響しなかった．そこで ferulic

Fig 4 Effect of o-vanilin on LPS-induced expression of COX-2 gene in RAW 264.7 cells. The results of Nothern blot analy-
sis for COX-2 gene expression are shown in panel（A）．The ratio of COX/actin mRNA is shown in panel（B）．The values
are the mean of three different experiments. The values of SD was less than 15％ of the values of mean.

Fig 5 Effect of ferulic acid and bis-ferulic acid on LPS-induced expression of COX-2 gene in RAW 264.7 cells. The results
of Nothern blot analysis for COX-2 gene expression are shown in panel（A）．The ratio of COX/actin mRNA is shown in panel
（B）．The values are the mean of three different experiments. The values of SD was less than 15％ of the values of mean.
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acid の異性体である isoferulic acid についても同様に検

討した結果，isoferulic acid は RAW 264.7の LPS 誘導性

COX-2遺伝子発現を抑制した．しかし，その濃度は 100

µM の高濃度であった（Fig 6）．また Murakami らはご

く最近，ortho-methoxyphenol 関連二量体化合物である

dehydrodiisoeugenol について，0.1 µM という生理的範
囲での低濃度で LPS 誘導性 COX-2遺伝子発現を抑制し

たことも示している12）．しかしながら dehydrodi-

isoeugenol, isoeugenol は bis-ferulic acid と比較して約 10

倍細胞傷害性が高い．そこで次に，細胞障害性が低く顕

著な COX-2遺伝子発現抑制作用を示した bis-ferulic acid

の調節作用をタンパク質レベルで検討した．細胞に，fer-

ulic acid あるいは bis-ferulic acid を前処理し，LPS 処理

6時間後の細胞タンパク質を回収し，Western blot 法で

検討した．この結果，bis-ferulic acid は 10 µM の濃度で
COX-2産生を抑制したのに対し，ferulic acid の抑制効

果は認められなかった（Fig 7）．

3 ．bis-Ferulic acid における RAW 細胞の LPS 刺激

NF-κ B の抑制

従来より，COX-2遺伝子発現にはレドックス感受性

の転写因子 NF-κ B の関与が示されている23, 24）．また，

ortho-methoxyphenol 関連化合物は著明な抗酸化剤であ

ることから NF-κ B の調節作用を有する可能性が考えら
れる．ゆえに bis-ferulic acid の COX-2発現抑制作用が

NF-κ B の抑制に起因しているか否か，EMSA 法にて検
討した．RAW 264.7に 10 µM の ferulic acid または bis-

ferulic acid を 30分間前処理し，その後 100 µg/ml の LPS

を添加し，45分後の核タンパク質を回収して EMSA 法

で検討した．その結果，bis-ferulic acid は 10 µM の濃度
で LPS 刺激 NF-κ B のそのコンセンサス配列への結合
を抑制した．しかし ferulic acid 単量体では遺伝子発現

実験同様に抑制作用は認められなかった（Fig 8）．以上

の結果は，二量体である bis-ferulic acid の LPS 誘導性

COX-2発現抑制作用が酸化還元に関係した NF-κ B の活
性化の阻害に起因している可能性を示唆した．

4．ortho-Methoxyphenol 関連化合物における DPPH ラ

ジカル消去能

各 ortho-methoxyphenol 関連化合物の抗酸化活性を検

討するためにこれらの化合物の DPPH ラジカル消去能

Fig 6 Effect of isoferulic acid on LPS-induced expression of COX-2 gene in RAW 264.7 cells. The results of Nothern blot
analysis for COX-2 gene expression are shown in panel（A）．The ratio of COX/actin mRNA is shown in panel（B）．The
values are the mean of three different experiments. The values of SD was less than 15％ of the values of mean.

Fig 7 Ferulic acid and bis-ferulic acid inhibits LPS-induced
production of COX-2 protein in RAW 264.7 cells. The cells
were pretreated or not for 30 min with the indicated dosage
of ferulic acid, and bis-ferulic acid and then treated or not
with LPS at 100 ng/ml for 6 h. Thereafter, COX-2 in equal
amounts of cell lysates was analyzed after SDS-PAGE and
immunoblotting with antibody against COX-2.
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を検討した．その結果， isoeugenol＞ eugenol＞ ferulic

acid＞guaiacol＞dehydrodiisoeugenol＞bis-ferulic acid＞o-

vanillin＞isoferulic acid の順に高いラジカル消去活性を

示した（Fig 9）．

考 察

Ferulic acid は eugenol や isoeugenol と類似の化学構造

を持ち，Ferula foetida Reg, Umbelliferae から精製され

る．最近は米ぬかからも抽出され，肌を白くする美白効

果があり，優れた抗酸化作用や紫外線の吸収作用を示

す．また，・OH ラジカルの消去作用から，抗炎症作用

を示す可能性も考えられた．Ogiwara らはすでに ferulic

acid が，O2
－, OH－や NO・を消去すること，ferulic acid は

eugenol よりヒト唾液腺腫瘍（HSG）細胞や RAW 264.7

に対する細胞傷害性が小さいことを見出している3, 22）．

一方，eugenol や isoeugenol は高濃度で細胞傷害性を示

すが，その二量体化は細胞傷害性を低下させることが明

らかになっている22, 25）．また，これら二量体化された

bis-eugenol や dehydrodiisoeugenol が LPS 誘導性の

COX-2発現を抑制する結果も得ている12）．これらの知見

は ferulic acid が二量体化されることにより，顕著な低

細胞傷害性と抗炎症作用をあわせ持つ可能性を示唆し

た．しかしながら ortho-methoxyphenol 類の抗炎症作用

と，とりわけ COX-2発現抑制作用とその構造との関連

性は不明であることから，はじめに ortho-methoxyphenol

類で古くから齲襍による歯髄の痛みに対する鎮静性窩洞

貼付薬として用いられてきた guaiacol，バニラエッセン

スに多く含有されることで知られている食品添加剤の

o-vanillin, ferulic acid, isoferulic acid, bis-ferulic acid の

RAW 264.7における LPS 誘導性 COX-2遺伝子発現の抑

制作用を検討した．その結果，guaiacol, o-vanillin，は 250

µM で（Figs 3, 4），bis-ferulic acid は 10 µM で（Fig

5），isoferulic acid は 100 µM で（Fig 6），LPS 誘導性

COX-2遺伝子発現抑制作用を示した．一方，タンパク

質レベルでも bis-ferulic acid は LPS 誘導性 COX-2タン

パク質を 10 µM の低濃度で抑制したが，ferulic acid は
抑制効果を示さなかった（Fig 7）．これらの結果は，

ortho-methoxyphenol 類のうち二量体化合物に顕著な

COX-2発現抑制作用が存在するが，単量体においても

COX-2発現抑制作用を示すものがあることを示した．

そこで，この COX-2発現抑制作用に抗酸化作用が関わ

っているか否か検討するために，redox 感受性の転写因

子 NF-κ B の LPS による活性化が bis-ferulic acid の同濃

度で抑制されるか否かを EMSA 法で検討した．その結

果 bis-ferulic acid は 10 µM の濃度で LPS 刺激 NF-κ B
のコンセンサス配列への結合を抑制したが，ferulic acid

の抑制効果は全く認められなかった（Fig 8）．以上の結

Fig 9 The DPPH radical intensity（％ of control）as a func-
tion of concentrations of antioxidants . The procedures are
described in Materials and Methods.

Fig 8 Ferulic acid and bis-ferulic acid inhibits LPS-stimulated
NF-κ B binding activity to its binding consensus sequences in
RAW 264.7 cells. The cells were pretreated or not for 30 min
with ferulic acid or bis-ferulic asid at 10 µM and then treated
or not with LPS 100 ng/ml for 1 h. Then nuclear proteins were
prepared for a electrophoretic mobility shift assay,which was
preformed with nuclear extracts and 32P-labeled oligonucleotide
containing the NF-κ B consensus sequence.
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果は，ortho-methoxyphenol の二量体である bis-ferulic

acid が酸化還元に関連して COX-2発現抑制作用を顕著

に示すものと思われる．

次に，ortho-methoxyphenol 構造をもつ化合物の COX-

2 発 現 抑 制 作 用 の 解 明 の た め に 種 々 の ortho-

methoxyphenol 類の抗酸化力を DPPH ラジカル消去能を

指標に検討した．その結果，isoeugenol＞eugenol＞ferulic

acid＞guaiacol＞dehydrodiisoeugenol＞bis-ferulic acid＞o-

vanillin＞isoferulic acid の順に高いラジカル消去活性を

示した（Fig 9）．DPPH ラジカル消去能の結果と一部の

文献値18, 19）を併せて COX-2抑制の発現データとを照ら

し合わせると，高い DPPH ラジカル消去能の eugenol,

isoeugenol, ferulic acid が COX-2の発現抑制効果を示さ

ず，かえって低い DPPH ラジカル消去能を持つ o-vanillin

および isoferulic acid が高濃度ではあるが COX-2の抑制

効果を示している．また，guaiacol, dehydrodiisoeugenol,

bis-ferulic acid のように中等度の DPPH ラジカル消去能

力を持つ化合物が，顕著な COX-2発現の抑制効果を示

している．以上の結果より，ortho-methoxyphenol 関連

化合物において，COX-2発現の抑制効果と抗酸化力と

の間に，正の相関関係はなく，中等度の抗酸化作用を示

す dehydrodiisoeugenol, bis-ferulic acid に強い COX-2 発

現抑制作用を示すことが判明した．

一方，これらの ortho-methoxyphenol 化合物の DFT に

よる BDE 値（kcal/mol）を大きい順に表示し，COX-2

抑制データと共に考察したところ興味ある傾向が認めら

れた（Table 1）．すなわち bis-ferulic acid , dehydrodi-

isoeugenol は，BDE の値が 85.76 kcal/mol, 85.99 kcal/mol

とほぼ同じであり，これより大きな値をもつ guaiacol,

isoferulic acid は COX-2発現を抑制している．これに反

して COX-2発現の抑制が認められなかった ferulic acid,

eugenol, isoeugenol の BDE 値は 85.8 kcal/mol より小さ

な値を示している．これらの結果は，COX-2, NF-κ B 抑
制効果を表す非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）様活

性を示す化合物が，約 85.8 kcal/mol 以上の高い BDE 値

を示し，いわゆる phenol function が強い可能性を示唆

した．

以上のことから，ortho-methoxyphenol 関連化合物の

物理化学的な特性と生理活性の間には，明らかに構造－

活性関係があることが推察されたことから，ortho-

methoxyphenol 類のラジカル酸化による phenol function

の一例を ferulic acid を例にして図に示した（Fig 10）．

Fig 10に示すように，ferulic acid（A）はラジカル酸化

されることで，phenol 性 OH 基より水素が引き抜か

れ，キノン体（B）に変換される．可逆的な変化である

ので，条件によりいわゆる phenol function が強く表れ

れば，抗炎症作用や抗酸化作用が発揮される．しかしキ

ノン体に変換され phenol function が弱く表れれば抗炎

症作用が失われると考えられる．しかしながら，isofer-

ulic acid, bis-ferulic acid は，キノン体に変換されにくい

構造体のため phenol function が強く表れ，抗炎症作用

が優位に働く可能性が推察される．BDE 値がこの事を

裏づけている．以上， bis-ferulic acid は dehydrodi-

isoeugenol 同様にその構造の持つ phenol function によ

り，低細胞障害性に LPS 刺激 NF-κ B を抑制すること
により，COX-2発現を低濃度で効果的に抑制できる可

能性が示唆された．

転写因子 NF-κ B は単球／マクロファージにおいて
IL-1 β , TNFα , IL-6, IL-8, plasminogen activator-1（PA-
1），intercellular adhesion molecule-1（ICAM-1）の発現を

Table 1 Bond dissociation enthalpy（BDE） for ortho-
methoxyphenols.

ortho-Methoxyphenol BDE（kcal/mol）

Guaiacol
Isoferulic acid
Dehydrodiisoeugenol
bis-Ferulic acid
Ferulic acid
Eugenol
Isoeugenol

87.16
86.18
85.99
85.76
84.70
84.00
82.96

（The values are calculated by density function theory, DFT）

Fig 10 A phenol function for ferulic acid-related compounds.
Ferulic acid shows an enhanced antioxidant effect because of
the formation of conjugation and decrease in a phenolic func-
tion . In contrast , isoferulic acid and bis-ferulic acid act as
NSAID-like compounds because they keep a phenolic function.
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調節し，多臓器不全や死を導く播種性血管内凝固症候群

（DIC）や炎症や敗血症性ショックの発症に寄与してい

ることが知られている26, 27）．これらの知見は NF-κ B の
抑制が全身性の炎症を制御できる可能性を示唆してい

る．近年，NSAID の一つであるアスピリンの抗炎症作

用が NF-κ B 活性化酵素である inhibitor kappa B

（Iκ B）kinase（IKK）の阻害に起因していることが報告
された28）．この結果はアスピリンの抗炎症作用がその転

写因子活性化酵素を直接的に抑制して NF-κ B 下流の生
理活性物質の発現を抑制していることを示す．また，ご

く最近，eugenol が細胞周期推進を調節する転写因子の

一つである E2F1の転写活性を抑制しメラノーマ細胞の

増殖をコントロールする可能性が示された29）．また我々

は ortho-methoxypolyphenol 類の hesperetin と hesperidin

が LPS 誘導性 COX-2発現の抑制作用を示すことを最近

報告している30）．これらの結果は，ortho-methoxyphenol

類がこの構造の特性により，phenol function を介して抗

炎症作用や抗癌作用を発揮する可能性を示唆した．

今回の研究の結果は，ortho-methoxyphenol 類による

LPS 誘導性 COX-2発現の調節作用がその構造に由来し

た phenol function に起因している可能性を明らかにし

た．このことは，炎症の発症や発癌のメカニズムにおけ

る本化合物の redox 制御や転写因子活性化とその情報伝

達機構の調節作用にその構造に起因した phenol function

が主要な役割を演ずる可能性を示唆し，新規の NSAID

様化合物を創薬するための重要な知見を提供するものと

考えられた．

結 論

ortho-Methoxyphenol 関連化合物の抗炎症作用の一端

を解明するため，LPS 誘導性 COX-2遺伝子発現の抑制

作用とその作用に関する転写因子活性化調節機構と，効

率的な抗炎症作用を示す分子構造デザインについて検討

し，以下の結果を得た．

1． LPS は RAW 264.7の COX-2遺伝子の発現を処理

後 3時間，COX-2タンパク質の産生を 6時間で誘導

した．

2．この実験系で ortho-methoxyphenol 関連化合物であ

る guaiacol, o-vanillin, isoferulic acid は 100～250 µM
の比較的高濃度で RAW 264.7 の LPS 誘導性 COX-2

遺伝子発現を抑制した．

3．bis-Ferulic acid は RAW 264.7の LPS 誘導性 COX-2

遺伝子発現を 10 µM の低濃度で顕著に抑制した．し
かし，単量体の ferulic acid は遺伝子発現に影響しな

かった．

4．bis-Ferulic acid の COX-2発現抑制作用が NF-κ B の
抑制に起因しているか否か mobility shift assay にて検

討したところ，10 µM の濃度で LPS 刺激 NF-κ B の
そのコンセンサス配列への結合を顕著に抑制した．

5 ．COX-2 発現抑制作用が強い bis-ferulic acid, dehy-

drodiisoeugenol の DPPH ラジカル消去能は中等度で，

COX-2 発現の抑制作用の弱い ferulic acid , eugenol ,

isoeugenol の DPPH ラジカル消去能は高かった．従っ

て COX-2発現抑制効果と抗酸化効力との間に正の相

関関係はなかった．

6．LPS 誘導性 COX-2遺伝子発現不明の強い抑制作用

を有する bis-ferulic acid, dehydrodiisoeugenol の phenol

性 OH 結合解離エネルギー（BDE）は約 86 kcal/mol

であり，それ以上の BDE の値を示すものは COX-2

発現抑制作用が比較的弱く，約 86 kcal/mol より小さ

い BDE の値を示す化合物は抑制作用を示さなかっ

た．

以上のことから ortho-methoxyphenol 関連化合物にお

いて，DPPH ラジカル消去能が比較的低く，BDE 値が

約 86 kcal/mol 以上を示すものが，非ステロイド性抗炎

症薬（NSAID）様作用を示す可能性が明らかになっ

た．
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Introduction

A major connector is an essential component of the
removable partial denture (RPD). The ideal RPD con-
nector is rigid, is of a shape that is well tolerated by

Influence of Location of Palatal Bar on Oral Perception and
Functions

Tomohiko YAKA§, Shinobu SHIMOKAWARA, Hironobu YAMAMOTO and Shuji OHKAWA
Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative and Biomaterials Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract: A major connector is essential for the stability of removable partial dentures. But it is well known that an improperly posi-

tioned major connector can cause discomfort and difficulty in oral functions such as speech and mastication. The aim of present study was

to determine the effects of the location of a maxillary major connector (palatal bar) on oral functions. Five dentate subjects participated in

the study. Three types of bar appliances (located anteriorly, centrally and posteriorly in the oral palate) were fabricated from autopolymer-

izing acrylic resin and used in each of the subjects. They were asked to rate, based on an 11-point numerical scale, the discomfort and dif-

ficulty in speech, mastication, and swallowing when each bar appliance was worn. The results indicated that, on average, the anteriorly-

located bar appliance was the least objectionable and was the easiest to execute functional movements. In contrast, the posteriorly-located

bar appliance was considered to be the most objectionable and was the most difficult to allow proper oral functions. But there was consid-

erable inter-individual variance, which seems to reflect the inter-individual variance of the contour of palate and space of Donders inherent

to individual subjects.

Key words: palatal bar, removable partial denture, denture tolerance, oral perception, oral functions

パラタルバーの位置が口腔感覚と口腔機能に及ぼす影響

屋嘉 智彦§ 下川原 忍 山本 裕信 大川 周治
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

要旨：大連結子は部分床義歯の安定にとって非常に重要な役割を果たすが，その設定位置によって違和感を生じたり，発音や
咀嚼を阻害することが知られている．本研究では，上顎部分床義歯で使用されることの多いパラタルバーを対象に，その設定位

置が口腔内感覚と機能にどのような影響を与えるのかを，正常有歯顎者 5名で調べた．口蓋の前方・中央・後方の異なる位置に

設定した 3種のパラタルバー装置を即時重合レジンにて製作し，それらを装着した状態での異物感と，発音・咀嚼・嚥下時の困

難さの程度を 11段階のスコアを用いて数値化した．その結果，被験者全員の平均スコアでは前方に設定したパラタルバーが最

も良好な成績を示し，後方に設定したバーが最も悪い成績を示したものの，被験者間のばらつきが大きかった．このばらつきは

各被験者の口蓋の形態や Donders の空隙の差を反映したものと考えられた．

索引用語：パラタルバー，部分床義歯，義歯に対する許容性，口腔感覚，口腔機能
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the patient, does not impinge upon the gingival mar-
gins, and does not create stagnation areas. The first of
these requirements allows the masticatory forces to be
distributed widely across the dental arch, thus reduc-
ing the possibility of the physiological limit of the tis-
sues in a localized area being exceeded. It was shown
by Kaires1) that the greater the rigidity of the connec-
tor, the greater the withstanding of horizontal stress.
The second requirement is equally important, because
if the connector is so intolerable that the patient is un-
willing to wear the denture, then the construction of
that appliance has been an academic exercise from the
very start. The last 2 points are concerned with the
maintenance of oral health, and a valuable guideline
in this respect is that the connector should be at least
3 mm away from the vulnerable gingival margins
wherever possible.
The palatal bar is one of the most commonly used

maxillary major connectors for upper RPDs. It is a
palatal connector component of less than 8 mm in
width2). It is recommended that a palatal bar should be
centrally located between the 2 halves of the denture
because of its increased mechanical strength at that lo-
cation; however, from the standpoint of patient com-
fort and alteration of palatal contours, it can be highly
objectionable there. Although the relationships be-
tween the shape or area of the base of upper RPDs
and subjects’ discomfort have been reported3−5), there
are few studies in the literature that have investigated
the relationship between the location of the palatal bar
and patients’ discomfort6). Therefore, the purpose of
present study was to determine the influence of loca-
tion of the palatal bar in terms of the comfort of wear-

ing them and oral function.

Materials and Methods

Five healthy dentate volunteers (4 men and 1
woman, 20−24 years of age, mean age: 21.0 years old)
participated in the study. They were free from pares-
thesia of the oral mucosa and tongue, and had no
signs and symptoms of any other oral dysfunction.
They had all natural teeth except for third molars. In-
formed consent was obtained from all subjects on a
written form approved by the Ethical Committee of
the Meikai University School of Dentistry.
Three types of bar appliances were fabricated for

each of them: an anteriorly-located bar, which ran be-
tween the upper right and left first bicuspids, covering
the area of rugae (Type A); a centrally-located one,
which ran transversely straight between upper right
and left second bicuspids (Type C); and a posteriorly-
located one, which ran transversally straight between
upper right and left second molars (Type P, Fig 1).
All of the bar appliances were made of autopolymeriz-
ing acrylic resin, and were of 1.5-mm thickness and 7-
mm width7). Each end of them was made to engage
the undercuts of the lingual aspects of the premolars
or molars to firmly fix the appliance in place, which
fixation was confirmed during functional movements.
We also confirmed that each appliance did not press

Fig 1 Three types of experimental palatal bar appliance examined in the present study. Left: Anteriorly located bar (Type A),
Middle: Centrally located bar (Type C), Right: Posteriorly located bar (Type P)

Fig 2 Numerical scale (NS) used in the present study. For the
registration of difficulty, a similar scale was used, where ‘dis-
comfort’ was replaced by ‘difficulty’.
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against the covered tissue to induce the soreness dur-
ing functional movements prior to the tasks described
below.
These bar appliances were worn, and the following

tasks were executed: 1) leaving the mandible at rest,
followed by touching the contour of the palate with
the tongue; 2) making conversation with another sub-
ject; and 3) chewing and swallowing peanuts. Each
task was executed for a few minutes. At the end of
each task, the subject was asked to rate the following
5 items representing several aspects of discomfort dur-
ing or difficulty in function: 1) discomfort when the
mandible was at rest (DR); 2) discomfort after touch-
ing the palatal contour with the tongue (DT); 3) diffi-
culty in speaking (DSp); 4) difficulty in chewing
(DC); and 5) difficulty in swallowing (DSw). For each
aspect, an 11-point numerical scales (NS) was used,
where the steps were expressed from zero (‘no dis-
comfort/difficulty’) to 10 (‘worst discomfort/difficulty
imaginable’) (Fig 2)8).

Results

The mean score for the type A bar appliance worn
by all the subjects had the lowest value for all items,
indicating that it was felt to be the least objectionable
and caused the least difficulty in functional move-
ments of the 3 bar appliances; whereas the type P bar
appliance showed the highest score for all the items
(Table 1, Fig 3), indicating it was considered to be
the most objectionable and caused the greatest func-
tional difficulty. However, as seen in the Figs 4−6, fo-
cusing on the score for individual subjects, neither did
the type A bar appliance always indicate the lowest

values, nor did the type P one give the highest value.

Fig 3 Mean scores of discomfort and difficulty in several
functional aspects when each of the 3 types of bar appliances
was worn. See legend of Table 1 for meaning of abbreviations.

Table 1 Mean values and standard deviation (SD) of scores rating discomfort and difficulty in several functional aspects
with each of the 3 types of bar appliance worn.

Type of appliance
DR DT DSp DC DSw

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

Type A
Type C
Type P

4.0
4.4
6.6

2.00
2.41
2.97

3.6
3.8
7.4

1.14
1.79
2.30

1.8
2.8
5.0

1.30
2.68
2.35

1.0
3.2
5.8

0.71
3.03
1.92

2.2
2.8
7.2

1.30
1.79
2.17

DR: Discomfort when the mandible was at rest, DT: Discomfort after touching the palatal contour with the tongue, DSp: Dif-
ficulty in speech, DC: Difficulty in chewing, DSw: Difficulty in swallowing.

Fig 4 Individual plots for scores of items rated by each subject
for Type A bar appliance. See legend of Table 1 for meaning of
abbreviations.
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Discussion

In the present study, dentate subjects were selected
because we aimed at assessing the difficulty in chew-
ing and swallowing induced exclusively by wearing of
a palatal bar appliance. When partially edentulous pa-
tients are used, the degree of difficulty in chewing and
swallowing also depends on a variety of additional
factors, such as the extent of their edentulous spaces,
their vertical dimension of occlusion, and the quality
of their dentures. But it is clear that the young adult
population studied here differs from the elderly with
partially edentulous dentition with regard to the qual-

ity of perception and denture tolerance. Therefore, fur-
ther investigation is obviously needed to extrapolate
the present results to older RPD patients.
The order of tasks and ratings of the appliances par-

alleled that in the clinical situation. In other words,
when newly fabricated RPDs are handed to the pa-
tients, they insert it in their mouth at first, may or
may not touch the contour of their palate with their
tongue. In turn they talk to the dentist about how the
appliance feels to them; and finally when they go
home, they eat food while wearing it. Therefore, we
did not randomize the order of tasks and ratings.
Although many recent studies5, 9−11) have used the

visual analogue scale (VAS)12) to quantify the subjec-
tive sensation or satisfaction, it has been pointed out
that VAS is difficult to understand for the patients or
subjects. Magnusson et al 13) compared 5 different
scales including VAS and NS for a population of pa-
tients with temporomandibular dysfunction and found
that there was no statistically significant difference in
precision (absence of haphazard errors) or sensitivity
(capacity of a scale to demonstrate a change in the de-
gree of discomfort) between VAS and NS, and that
the patients judged the NS to be more relevant and
easier to understand than the VAS. Therefore, we used
NS instead of VAS to rate the discomfort and diffi-
culty in the present study.
On average, the type A bar appliance was the most

comfortable to wear of the 3 types of bar appliances
tested. This result seems contradictory to that of a pre-
vious study by Ikuta et al 6), who qualitatively investi-
gated the effect of location, size and shape of the
palatal bar on subjects’ discomfort, and concluded that
palatal bar should be located posterior to the rugae
area. That is, they recommended the middle palatal
bar to be used wherever possible. However, they de-
fined the middle palatal bar only as running between
bilateral bicuspids; and so it corresponds to the Type
A in the present study except for the covering of the
area of rugae by the latter. In addition, the difference
in size and shape of the palatal bar and the small sam-
ple size in both studies may account for the diver-
gence of the results.
With regard to scores of each subject, no consistent

Fig 5 Individual plots for scores of items rated by each subject
for Type C bar appliance. See legend of Table 1 for meaning of
abbreviations.

Fig 6 Individual plots for scores of items rated by each subject
for Type P bar appliance. See legend of Table 1 for meaning of
abbreviations.
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trend was found. In earlier studies, a wide range of
inter-individual variance in the subjective responses to
intraoral appliances was found4−6). In the present study,
subject 3 was found to show responses different from
those of the other subjects; i.e., the subject rated the
DR of the type P bar appliance lower than that of the
other types of bar appliance. This difference may be
associated with the contour of the palate, which
showed a relatively more prominent area of rugae than
that of the other subjects.
Another major possible factor that may account for

the discomfort and difficulty in functional movements
when a palatal bar appliances is worn is the space of
Donders. It is defined as the space that lies above the
dorsum of the tongue and below the hard and soft pal-
ates when the mandible and tongue are in the rest po-
sition.14) This space is present even during swallowing;
and when the palatal bar is located so that it does not
impinge upon this space, discomfort and difficulty in
functional movements will be minimal6). However, it
is not clear whether the subjective response was asso-
ciated with space of Donders in our subjects, because
we did not measure the extent of the space of Donders
in them.
From the results of our present study, we may con-

clude that the location of the palatal bar has an influ-
ence on the oral perception and functions. However,
to clarify which factors are involved in individual
cases, further investigation with a larger sample size
and more measurements will be needed.

Conclusions

1 . The location of the palatal bar has influence on
oral perception and functions.

2 . In general, when the palatal bar is located anteri-
orly in the oral palate, discomfort and difficulty in
functional movements is minimal. But inter-
individual variance exists.
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ラット顎下腺の腺房再生過程における 27 kDa 熱ショックタンパク
の発現と局在

堀内 裕子§

明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（指導：坂下英明教授）

要旨：27 kDa 熱ショックタンパク（Hsp27）は分子シャペロンとして抗アポトーシス機能をもつほか，組織発生において細胞
の増殖・分化の調節に関与することが示唆されている．本研究では，唾液腺の腺房再生過程における増殖・分化の調節機構の一

端を明らかにすることを目的に，ラット顎下腺主導管結紮解除モデルを用い，抗 Hsp27抗体を用いた免疫組織化学的検索を行

った．結紮解除直後では Hsp27免疫陽性の上皮細胞は認められなかったが，解除後 3日目より陽性上皮細胞が出現し，5日目に

陽性細胞数は最大となり，7日目以降減少し始め，14日目にはほぼ認められなくなった．また，細胞増殖マーカー（PCNA）お

よび腺房細胞分化マーカー（GRP-α）と Hsp27の発現と局在を比較したところ，Hsp27は細胞増殖活性の低下に伴って発現が

上昇し，腺房細胞の分化の進行に伴って減少，消失することがわかった．以上のことから Hsp27が腺房細胞の増殖から分化へ

の移行に関連して発現し，腺房細胞の前駆細胞に特異的に局在していることが示された．

索引用語：Hsp27，顎下腺，腺房再生，導管結紮，ラット

Expression and Localization of Heat Shock Protein 27 kDa in
Regenerating Acini of the Rat Submandibular Gland

Yuko HORIUCHI§

Meikai University Graduate School of Dentistry
（Director : Prof Hideaki SAKASHITA）

Abstract : Heat shock proteins are induced by heat shock and other physiological stresses, and protect cells from cell death through

their roles as a molecular chaperone. Heat shock proteins are constitutively expressed in the cells under unstressed conditions. The 27 kDa

heat shock protein（Hsp27）has been suggested to work at crucial cellular checkpoints for proliferation and differentiation during histogene-
sis in addition to the anti-apoptotic function.

In the present study, we have examined the spatial and chronological localization of Hsp27-immunoreactivity in the regenerating acinar

cells in the submandibular gland of duct-ligated rats.

In the control and normal submandibular glands, Hsp27-immunoreactivity was observed in the nerves and blood vessels but not in the

duct-like structures. Three days after duct unligation, small number of Hsp27-immunopositive cells was found in the distal ends of regen-

erating acinar portion. Hsp27-immunoreactivity was intensely localized in the cytoplasm of small and round-shaped epithelial cells. Hsp27-

positive cells were increased in number until day 7 after unligation, but no positive cells were recognized in the acini after 14 days after

unligation. Histologically, the acinar regeneration had completed after 14 days. Double immunohistochemistry of Hsp27 plus proliferation

marker（PCNA）or acinar differentiation marker（GRP-α）demonstrated that Hsp27 was transitionally expressed at a boundary phase be-
tween proliferational and differentiational periods during acinar regeneration.

These results suggested that Hsp27 plays important roles in switching from proliferation phase to differentiation phase of acinar cells

during the regeneration of salivary glands. In addition, Hsp27 was suggested to be an useful marker to detect the acinar progenitor cells of

the rat submandibular gland.

Key words : Hsp27, submandibular glands, acinar regeneration, duct ligation, rat
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緒 言

熱ショックタンパク（Hsp）は，熱ショックや他の非

生理的刺激により誘導され，分子シャペロンとして細胞

死から保護する役割をもち，非ストレスの状態にある細

胞内にも発現し，抗アポトーシス機能の他，種々の役割

を担っていると考えられている1）．Hsp は分子量により

いくつかのグループに大別され，とくに，低分子量の 27

kDa の Hsp（Hsp27）は，発生過程における，細胞の増

殖，分化，アポトーシスの調節に重要な役割を担ってい

る2−5）．

ラット顎下腺は生後発生期に増殖・分化が進み，生後

8週齢で組織機構が成熟する．幼若ラットの顎下腺では

増殖中の種々の未分化な腺房細胞が観察されるが，増殖

はほぼ 3 週齢で終了し，その後は分化・成熟に向か

う6）．この増殖と分化の境界期において，生後 3週齢ま

で残存した胎児期の腺房細胞で最も主要な terminal tu-

bule（TT）細胞に Hsp27が一時的に出現し，その後，TT

細胞の分化の進行とともに速やかに発現が消失するの

で，Hsp27は細胞の増殖相から分化相へ移行させるスイ

ッチの役割を果たすと考えられている7）．

唾石症などの排泄管閉塞性疾患による唾液分泌障害は

腺実質の変性，萎縮，壊死を引き起こし，本態性分泌障

害を招来する8）．このような排泄管閉塞性疾患や炎症，

腫瘍，放射線療法などで障害が生じた唾液腺組織の機能

回復の機構を解明することは，臨床的な面から有益であ

ると考えられる．

顎下腺の主導管を人工的に閉鎖すると，腺房構造が消

失し，さらに結紮解除によって腺房細胞が再生す

る9−12）．しかしながら再生する腺房の幹細胞・前駆細胞

や分化の分子機構はいまだほとんど解明されていない．

このことから，本研究では，ラット顎下腺主導管の結

紮解除モデルを用い，腺房再生時における Hsp27の発

現とその局在を時間的，空間的に明らかにすることによ

り，腺房再生における増殖・分化の動態とその分子機構

の一端を明らかにすることを目的とした．

実験材料および方法

1．実験動物と顎下腺主導管結紮術

本実験には，8週齢，体重 200 g 前後の Wistar 系雄ラ

ットを約 80匹用いた．また，実験動物は明海大学実験

ガイドラインに従い飼育し，実験期間中は固形試料を与

え，水は自由摂取とさせた．

ペントバルビタール・ナトリウム（Somunopentyl，共

立商事，東京）1 ml /kg 腹腔内注射による全身麻酔を行

い，ラットを背位に固定した．頸部を 70％アルコール

で消毒し，頸部正中部よりやや右側よりに切開を加え，

神経，血管等の周囲組織を損傷させないように餝離し，

両側顎下腺，および顎下腺管を明示した．右側を術側，

左側を対照側とした．術側では腺体部より 5 mm 上方に

手術用血管結紮クリップ（RU 3950-04, Rudolf Medizin-

technik GmbH, Fridingen, Germany）を用いて顎下腺管を

結紮した．対照側の顎下腺は術野の明示のみで，クリッ

プによる結紮は行わず，閉創した．術後 1週間，ラット

の頸部にクリップを留置させたまま飼育し，1週間目に

同様の術式で顎下腺導管およびクリップを明示し，肉芽

組織等の周囲組織を出血させないように丁寧に餝離し，

クリップを解除した．解除した後は再び閉創し，結紮解

除後のラットは前述の条件で飼育した．

2．固定と一般染色

結紮解除後，0日目，3日目，5日目，7日目，10日

目，14日目，28日目に結紮手術時と同様の方法にて麻

酔後，ラットを開胸し，左心室より生理食塩水を灌流し

て脱血させ，さらに 4％パラホルムアルデヒド／0.1 M

リン酸緩衝液（pH 7.2）液にて灌流固定を行った．その

後，左右の顎下腺を摘出し，同固定液により，5時間の

浸漬固定を行った．固定後，標本を 30％スクロース／

リン酸緩衝液に約 24時間浸漬させ，その後厚さ 12 µm
の凍結切片を作製した．作製した切片は通法に従って

hematoxyline-eosin（H-E）染色し，光学顕微鏡で観察を

行った．

3．Western blotting

Western blotting に用いる試料は，動物の灌流固定時

に生理食塩水で灌流後，固定液の灌流を開始する前に術

側および対照側の顎下腺の一部，さらに陽性対照として

Hsp27を含む心臓および大腿四頭筋を摘出し，冷凍保存

した．その後，0.3％ Triton X-100を含む生理食塩水で

ホモジェナイズ処理を行い，15,000 rpm で 5分間遠心し

た．その上清中のタンパク質濃度を Protein Assay BIO-

RAD（Bio-Rad Laboratories, Inc, Hercules, CA, USA）で

定量し，等量のタンパク質を含む上清サンプルを用いて

SDS ポリアクリラミド電気泳動にかけ，分離タンパク

質をニトロセルロース膜に転写した．一次抗体にはウサ

ギ抗マウス Hsp27ポリクローナル抗体（希釈倍率 1：

1,000, StressGen, Victoria, Canada）を用いた．その後は

─────────────────────────────
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ラット組織用 LSAB アルカリフォスファターゼ発色キ

ット（Dako, Glostrup, Denmark）により可視化した．

4．免疫組織化学

切片は室温で乾燥後，0.3％ Triton X-100/PBS 溶液中

で 60分処理し，その後 PBS および蒸留水にて洗浄後，

内因性ペルオキシダーゼ活性阻止のために 0.3％ H2O2加

メタノール溶液中で 10 分間処理した．蒸留水および

PBS で洗浄後，非特異的反応の阻止のため 10％ヤギ正

常血清（ニチレイ，東京）を含む PBS を用いて室温で

30分処理した．PBS で洗浄後，一次抗体はウサギ抗マ

ウス Hsp27 ポリクローナル抗体（希釈倍率 1：1,000,

StressGen）を用い，室温で一晩反応させた．PBS で洗

浄後，二次抗体にはビオチン標識ヤギ抗ウサギ IgG 抗

体（DAKO LSABKit, Dako）を室温で 60分反応させ，PBS

で洗浄後，ペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジン

（DAKO LSAB Kit, Dako）を室温で 60分反応させた．

発色は 0.01％ H2O2加 3,3 ’ -diaminobenzidine tetrahydro-

chloride（DAB，同仁化学研究所，熊本）溶液で行っ

た．水洗後，脱水・透徹を行って封入し，光線顕微鏡で

観察した．なお，陰性対照標本は一次抗体の代わりに

PBS を反応させ同様に染色し，非特異的な免疫反応の

ないことを確認した．

二重免疫染色では，一次抗体として，ウサギ抗マウス

Hsp27 ポリクローナル抗体（希釈倍率 1：1,000, Stress

Gen），マウス抗ラット Proliferating Cell Nuclear Antigen

（PCNA）モノクローナル抗体（希釈倍率 1： 200,

Dako）の混合液，または抗 Hsp27 抗体と抗 GRP-α マ
ウスモノクローナル抗体（希釈倍率 1：200, Connecticut

大学 Arthur R Hand 教授より供与13−15））を用い，室温で

一晩反応させた．二次抗体には，FITC 標識ウサギ抗ロ

バ IgG 抗体（希釈倍率 1：500, EY Laboratories , San

Mateo, CA, USA）と，Cy 3標識マウス抗ロバ IgG 抗体

（希釈倍率 1：250, Chemicon Internationals, Temecula, CA

USA）の混合液を用いて，室温で 30分間反応させた．

その後 PBS で洗浄し，グリセロールビニルアルコール

水溶性封入剤（ニチレイ）で封入を行い，共焦点走査型

レーザー顕微鏡（LSM-510, Carl Zeiss, Germany）で観察

した．

5．免疫陽性細胞数の比較

Hsp27/PCNA と Hsp27/GRP-α でそれぞれ二重免疫組
織染色をおこなった．結紮解除後の各日数の画像の中か

ら一定面積あたり（2×105µm2）の視野を無作為に 3カ

所抽出し，免疫陽性細胞数をそれぞれ計測した．3カ所

の免疫陽性細胞数の平均値±標準誤差を算出し，Student

の t 検定を用いて統計処理を行い（p＜0.01），経時的変

化をグラフ化した．

結 果

1．導管結紮解除時の肉眼的所見

導管結紮解除直後の肉眼的所見では，導管結紮によ

り，術側の顎下腺は正常な対照側と比較して顕著に縮小

していた．また，対照側と比較して硬くなり，色調にも

変化が認められ，透明度が低下した（Fig 1）．

結紮解除後の再生過程においての肉眼的変化は，大き

さは経日的にわずかに大きくなったが，解除後 14日に

なっても，対照側と比較すると小さかった．色調は，経

日的に透明度が上昇し，14日目には対照側とほぼ同様

の色調を呈していた．

2．Western blotting

陽性対照のラット心臓，ラット骨格筋では免疫反応を

示す強いバンドが認められたが，正常顎下腺ではほとん

ど認められなかった．しかし，結紮解除後 7日目の顎下

腺では，陽性対照の心筋や骨格筋と比較するとやや弱い

が明瞭なバンドが認められた．このことから Hsp27は

正常顎下腺では非常に少量で検出感度以下であるが，導

管結紮後の再生過程で誘導され，増加することが示され

た（Fig 2）．

3．組織構造と Hsp27免疫組織化学

1）対照側顎下腺

対照側の顎下腺の HE 染色標本は 9週齢の正常顎下腺

と同様の組織構造を示した（Fig 3a）．

免疫組織化学的染色では，正常顎下腺と同様に，Hsp

Fig 1 Macroscopy of the rat submandibular gland after 7 days
of duct ligation ; operated side（a）and control side（b）.
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27に対する免疫活性は血管内皮や神経線維および一部

の小葉間導管に認められたが7），小葉内の腺房や導管の

上皮細胞には，免疫活性はほとんど認められなかった

（Fig 3b）．

2）結紮解除後 0日目

腺房は萎縮・消失し，腺房と明確に判定できる構造物

はほとんど観察されなくなり，ほぼ導管様構造物のみか

らなる組織像を呈した．また，実質の上皮組織の萎縮に

従い，間質の結合組織の増加が認められた（Fig 3c）．

免疫組織化学的染色では，Hsp27免疫陽性の上皮細胞

はほとんど観察されず，一部の神経線維や血管内皮には

Hsp27免疫陽性反応が認められた（Fig 3d）．

3）結紮解除後 3日目

H-E 染色標本では，導管末端部付近がわずかに膨隆を

始めた組織像が認められるようになり，未熟な腺房様構

造物が導管末端部付近に観察された（Fig 3e）．

免疫組織化学的染色では，Hsp27免疫活性は導管の末

端部付近から膨隆した上皮細胞の集塊の周辺部に存在す

る小型の上皮細胞に認められた（Fig 3f）．

4）結紮解除後 5日目

H-E 染色では，3日目と比較して，膨隆した再生途中

の腺房様構造物がわずかに増加し，その末端部に細胞質

の明るい細胞が認められるようになった（Fig 3g）．

免疫組織化学的染色では，再生中の腺房内の末端部周

辺に，小型で円形の Hsp27陽性の上皮細胞が多数観察

された（Fig 3h）．

5）結紮解除後 7日目

導管末端部の分枝が増加し，一部の末端に明るい細胞

質をもつ分化した腺房細胞17）が観察された．その大きさ

は 5日目よりも大きかった（Fig 4a）．

免疫組織化学的染色では，Hsp27免疫陽性細胞が再生

中の腺房の末端部周辺に集団で認められた．しかし，

H-E 染色で観察された細胞質の明るい細胞とは異なって

いた（Fig 4b）．

6）結紮解除後 10日目

分枝により腺房が増加し，末端には分化した明るい細

胞質をもつ腺房細胞が多数認められるようになった．し

かしながら，未分化な腺房細胞も多数認められた（Fig

4c）．

免疫組織化学的染色では，7日目と比較し，Hsp27陽

性の上皮細胞は顕著に減少した（Fig 4d）．

7）結紮解除後 14日目

明るい細胞質をもつ分化した腺房細胞が多数認められ

るようになり，やや小型ではあるが，ほぼ正常と同様の

腺房構造が観察された（Fig 4e）．

Hsp27免疫染色では，小葉内の腺房や導管には Hsp27

免疫陽性を示す上皮細胞はほとんど認められなくなった

（Fig 4f）．

8）結紮解除後 28日目

結紮解除 14日目顎下腺とほぼ同様の所見を示した．

腺房は正常顎下腺と同様の組織像を呈したが，大きさは

やや小さかった．

Hsp27免疫染色でも，14日目顎下腺と同様の所見を

示し，血管内皮や神経線維以外の上皮細胞には免疫陽性

を示さなかった（図は示さず）．

4．免疫組織化学二重染色

1）細胞増殖と Hsp27

Hsp27の局在と細胞増殖の比較のため，抗 Hsp27 抗

体と抗 PCNA 抗体による二重免疫染色を行った．結紮

解除後 0日目では，前述のとおり Hsp27陽性細胞はほ

とんど認められなかったが，PCNA 陽性上皮細胞が導管

様構造内にごく少数認められた．結紮解除後 3日目にお

いて，小葉内の Hsp27陽性上皮細胞はごく少数である

のに対し，PCNA 陽性の上皮細胞は多数認められた（Fig

5a）．結紮解除後 5日目では，3 日目と比較し，PCNA

陽性上皮細胞は減少したのに対し，Hsp27陽性上皮細胞

は顕著に増加した（Fig 5b）．Hsp27陽性細胞と PCNA

陽性の増殖細胞は，異なった分布を示したが，ごく一部

Fig 2 Western blot analysis for the expression of Hsp27 in rat
tissues ; homogenates of heart（lane 1），skeletal muscle（lane
2），normal submandibular gland（lane 3），and submandibular
gland of 7th day after unligation（lane 4）．Heart（lane 1）and
skeletal muscle（lane 2）are used as positive controls.
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Fig 3 Light micrographs of the operated and control submandibular glands of rats stained with H-E（a, c, e, g）and anti-
Hsp27 antibody（b, d, f, h）．Control（a, b），0 day（c, d），3rd day（e, f）and 5th day（g, h）after unligation. Bars : 500
µm（a-h）．Arrowheads in（b）indicate the mature acinar cells without Hsp27-immunoreactivity. Arrowheads in（f, h）in-
dicate Hsp27-immunoreactive cells located at the periphery of regenerating acini.
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の細胞では，Hsp27と PCNA の両方に免疫反応を示す

像が観察された（Fig 5b）．また，Hsp27陽性細胞は周

辺の再生腺房芽に集中しているのに対し，増殖細胞は中

心部を含む上皮全体に散在している所見が観察された

（Fig 5c）．結紮解除後 7日目になると，PCNA 陽性細胞

はかなり減少し，Hsp27陽性細胞がさらに増加した像が

観察されるが，一部の腺房基部の細胞が両者に陽性を示

す所見が観察された（Fig 5d）．結紮解除 10日目では，

PCNA 陽性細胞はほとんど観察されず，Hsp27陽性細胞

も顕著に減少したのが観察された（Fig 5e）．

2）腺房細胞の分化と Hsp27

Hsp27 と腺房細胞の分化の比較のために，Hsp27 と

GRP-α の二重免疫染色を行った．GRP-α は glutamine/

glutamic acid rich protein のファミリーであり，分泌顆粒

Fig 4 Light micrographs of the operated submandibular glands of rats stained with H-E（a, c, e）and anti-Hsp27 antibody（b, d,
f）．Seventh day（a, b），10th day（c, d）and 14 th day（e, f）after unligation. Bars : 500 µm（a-f）．Black arrowheads（a, c）
indicate differentiating acinar cells with clear and wide cytoplasm. White arrowheads（b, d）indicate Hsp27-immunoreactive cells
located at the periphery of regenerating acini. Note that size of Hsp27-immunopositive cells indicated by white arrowheads are
smaller than differentiating acinar cells indicated by black arrowheads.
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Fig 5 Double immunostaining for Hsp27（green）and PCNA（red）of the rat submandibular glands of 3rd day
（a），5th day（b, c），7th day（d）and 10th day（e）after unligation. Bars : 50 µm（a-e）．Arrowheads indi-
cate the epithelial cells double-immunostained by both anti Hsp27 and anti PCNA anti bodies. Blue dotted lines
indicate the outline of regenerating acini.

64 堀内裕子 明海歯学 35, 2006



を持つ成熟した腺房細胞に多く発現し，今回，腺房細胞

の分化マーカーとして使用した13−15）．結紮解除 5日目で

は，多数の Hsp27陽性の上皮細胞が観察されるのに対

し，GRP-α 陽性細胞はほとんど観察されなかった（Fig

6a）．結紮解除 7 日目から再生中の腺房細胞は GRP-α
免疫陽性を示し始め（Fig 6b），14日目にはほとんどの

腺房細胞が GRP-α 免疫陽性を示した（Fig 6d）．結紮

解除 7 日目および 10 日目（Fig 6c）では，Hsp27 と

GRP-α に同時に免疫陽性を示す細胞も観察された．
3）組織計測

Hsp27の発現と細胞増殖および分化の時間的関連を明

らかにするため，定面積あたりの Hsp27, PCNA および

GRP-α 陽性細胞数の計測および比較を行った．その結
果を Fig 7に示す．PCNA 免疫陽性細胞数は解除後 3日

目に最大となり，その後暫減し，10日目にはほとんど

認められなくなった．Hsp27免疫陽性細胞数は 3日目に

出現し始め 5日目から 7日目にかけて最大となり，10

日目には有意に減少し，14 日目にはほとんど消失し

た．GRP-α 陽性細胞数は 5日目まで少数であったが，

それ以降は日数に比例するように急増した．以上の結果

から Hsp27の発現は，細胞増殖が活発で腺房が未分化

な時期には低く，増殖活性が低下を始めると逆に上昇す

るが，腺房の分化が進行すると今度は低下し，消失し

た．

Fig 6 Double immunostaining for Hsp27（green）and GRP-α （red）of the rat submandibular glands of 5th day
（a），7th day（b），10th day（c）and 14 th day（d）after unligation.Bars : 50 µm（a-d）．Arrowheads indicate the epi-
thelial cells double-immunostained by both anti Hsp27 and anti GRP-α anti bodies.
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考 察

ラットやマウスなどの齧歯類の顎下腺の発生は胎齢

12日目に口腔上皮の間葉内への陥入により開始し，そ

の後は一連の分枝形成により外分泌腺特有の構造の基本

が形成される16）．しかし，その末端部における腺房細胞

の分化は主に生後に起こる．出生直後の顎下腺は結合組

織が大半を占め，腺房には成熟型の腺房細胞は存在せ

ず，terminal tubule（TT）細胞が多数を占める6, 17）．0～2

週齢で TT 細胞は活発に増殖するが，3週齢以降では腺

房における成熟型の腺房細胞の占める割合は著しく増加

し，それに対し TT 細胞は減少する6, 18）．このようにラ

ット顎下腺の腺房発生では，出生直後から 3週齢にかけ

てが増殖の活発な時期であり，その後，腺房細胞は分化

・成熟に向かう6）．成熟したラットの顎下腺での上皮組

織は，腺房部，介在部導管，線条部導管および齧歯類に

特徴的な顆粒性導管から構成され19），唾液分泌の機能を

担う．

唾石症などで導管が閉塞すると，腺房の変性，萎縮，

結合組織の増生などが起こる20）．ラット顎下腺主導管を

結紮する実験においても唾石症と同様に，腺房細胞の萎

縮と脱顆粒，また顆粒性導管の脱顆粒，線条構造の消失

および小葉間結合組織の増加などが起こる21, 22）結紮後 6

～7日目で，ほとんどの腺房細胞が萎縮し，導管様構造

を呈するようになるが，さらに結紮解除を続行すること

により腺組織が回復し，腺房細胞が再生する9−12）．しか

し再生過程における腺房細胞の起源については種々の見

解が存在する．Hanks ら12）はラット顎下腺の部分切除後

の再生過程を観察し，残存した導管細胞から TT 細胞が

出現し，さらに腺房細胞が分化すると結論している．ま

た，Takahashi ら23, 24）はラット顎下腺のレーザー照射後の

再生過程で，残存した導管様構造が増殖し，これらが幼

弱な腺房細胞へ分化すると報告している．柳下ら9）は，

導管結紮解除後の腺房の再生は導管様構造内に潜んでい

る萎縮した腺房細胞の回復によるものであるとしてい

る．さらに，Tamarin ら25, 26）は高電子密度の分泌顆粒を

もった細胞が導管様構造から分化し，成熟した腺房細胞

が生じると考えた．柳下ら9）は，この高電子密度の顆粒

をもった細胞は発生期の TT 細胞16, 27, 28）と同一のものと

指摘している．

Amano ら7）は，唾液腺の生後発生の増殖と分化の移行

期において，3週齢で残存した TT 細胞に，4週齢では

さらに減少した TT 細胞の他，一部の腺房細胞，顆粒を

持つ介在部導管細胞，アポトーシスを起こしている TT

細胞に Hsp27が局在し，5週齢以降では消失することを

報告している．

本研究において，導管結紮解除後に Hsp27の発現が

腺房の再生に伴って認められ，その後，腺房細胞の分化

の進行に従って，急速に減少した．以上のことを考え合

わせると，結紮解除後に出現する Hsp27免疫陽性細胞

は，発生期の TT 細胞に相当するものであり，この細胞

が成熟した腺房細胞の前駆細胞であることが強く示唆さ

れる．成獣の顎下腺および結紮解除後の再生がかなり進

行した後の腺房細胞では，いずれも Hsp27免疫活性は

認められなかったので，Hsp27は腺房細胞の分化初期に

限局して発現すると考えられる．

顎下腺の腺房細胞の分化における Hsp27の役割を直

接的に示した研究は，現在のところ行われていないが，

心筋29, 30），骨格筋3），ニューロン4, 29），ES 細胞4）などの培

養細胞の分化過程で Hsp27が発現する．また組織を用

いた研究では，骨端板軟骨31），メッケル軟骨32），重層扁

平上皮33, 34），精巣35）などの細胞分化を伴う組織で発現す

ることが知られている．

マウス ES 細胞を用いた実験では，細胞の増殖から分

化への移行期において，Hsp27 が強く発現する．そし

て，Hsp27が細胞の分化初期における一過性のオリゴマ

ー形成に関与して，タンパク質の凝集を防ぎ，不必要な

Fig 7 Chronological changes of the number of Hsp27-, PCNA-
and GRP-α -immunoreactive cells in regenerating acini of the rat
submandibular gland after duct unligation. Values are means±
SEM for the number of immunoreactive cells in independent 3
areas（2×105µm2）. *and **stand for statistically significant dif-
ferences from the values of 3rd day and 7th day of Hsp27, re-
spectively（p＜0.01）. †and ††stand for statistically significant dif-
ferences from the values of 0 day and 3rd day of PCNA, respec-
tively（p＜0.01）. §stands for statistically significant differences
from the values of 5th day of GRP-α（p＜0.01）.
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タンパク質の分解を促進することによって，分化の初期

段階におけるアポトーシスを防ぐとともに増殖から分化

へのスイッチとして働くという仮説が提唱されてい

る3−5）．また，Hsp27の発現抑制により，ES 細胞の増殖

とアポトーシスが誘導され，Hsp27の増加により，増殖

の抑制，分化の進行およびアポトーシスの抑制が誘導され

る36）．マウス皮膚の創傷治癒過程での Hsp27の局在を調

べた実験では33），Hsp27はケラチノサイトの増殖の低下

と分化の進行に関連して発現すると報告されている．

本研究での Hsp27 と細胞の増殖・分化との比較で

は，Hsp27は増殖活性のピークのあとに上昇し，また，

腺房細胞分化に先立って発現するが，分化が進行して分

泌顆粒を持つようになると速やかに消失することが明ら

かとなった．また，細胞レベルにおける Hsp27の発現

は，増殖中の細胞および分化した細胞には認められなか

った．このことから，Hsp27は増殖と分化の移行期に限

局して，一過性に発現することが強く示唆された．以上

のことより ES 細胞における見解3−5, 36）と同様に Hsp27は

再生中の腺房細胞の増殖抑制と分化促進に働いて，Hsp

27が増殖からと分化へのスイッチとして機能すること

を示唆している．顎下腺の腺房再生では再生開始時には

著明なアポトーシスが認められるものの，すぐに減少す

ると報告されている37）．本研究における Hsp27の発現時

期はアポトーシスの急減する時期とほぼ一致するので

Hsp27が顎下腺の腺房細胞においてもアポトーシスを抑

制している可能性がある．

Hsp27は p 38 MAPK よりリン酸化され，各種タンパ

ク質の保護に必要な 140-800 kDa のオリゴマーを形成す

ると考えられている38）．しかし，不明な点も多く，今

後，唾液腺の再生過程における Hsp27このシグナル伝

達についてはさらに検討する必要があると考えている．

近年では，再生過程の唾液腺のもつ多分化能について

着目されつつあり，導管結紮したラット唾液腺から得ら

れた上皮細胞が肝細胞や膵内分泌細胞へ分化することが

わかった10）．このことは導管結紮した顎下腺内の唾液腺

腺房細胞のみならず，内胚葉系の腺細胞に広く分化可能

な体性幹細胞が存在することを示している．このよう

に，今後の再生医療において，唾液腺は内胚葉系の腺組

織に対して有効な幹細胞提供器官となりうることから，

再生する腺房細胞の幹細胞や前駆細胞を同定し，唾液腺

の分化過程を明らかにすることは非常に有意義である．

本研究では，一過的に Hsp27を発現する細胞が腺房

細胞に分化することが示されたので，Hsp27陽性細胞が

条件によっては他の細胞に分化可能な幹細胞である可能

性をもち，また，同細胞は唾液腺腺房細胞の前駆細胞で

あることを強く示唆している．

結 論

本研究ではラット顎下腺の腺房再生における腺房細胞

の増殖と分化の調節機構を明らかにするために，Hsp27

の局在とその発現時期を検索した．その結果，以下の結

論を得た．

1．Hsp27はラット顎下腺の導管結紮解除後において再

生中の腺房細胞に限局的に発現する．

2．Hsp27は再生中の腺房末端部に，増殖終了期から分

化開始期の移行期の細胞に局在する．

3．Hsp27は再生が完了した腺房細胞では消失する．

以上のことから，Hsp27は生後発生と同様に，細胞増

殖から分化への移行に重要な役割を果たし，増殖・分化

の調節に深く関わっていると考えられた．また，Hsp27

は増殖をやめて分化を開始した直後の腺房前駆細胞に特

異的に発現していることが認められた．

稿を終えるにあたり，終始御懇篤なる御指導と御校閲を
賜りました本学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科
学分野 坂下英明教授に深甚なる感謝の意を表します．ま
た，種々の御懇切なる御教示と御校閲を賜りました形態機
能成育学講座解剖学分野 天野 修教授ならびに病態診断
治療学講座病理学分野 草間 薫教授に厚く御礼申し上げ
ます．なお，本研究を行うにあたり種々の御理解，御支援
を戴きました口腔顎顔面外科学分野（旧口腔外科学第二講
座），解剖学分野ならびに病理学分野の諸先生方にも，心
より御礼申し上げます．
本論文の内容の一部は，16th International Congress of the

International Federation of Associations of Anatomists（IFAA,
Kyoto, Japan）および 83rd General Session and Exhibition of
International Association for Dental Research（Baltimore, MD,
USA）において発表した．
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支台築造歯の歯根破折に関する実験的研究
－歯根部歯質の残存量および支台築造法の影響について－

岡本 和彦1§ 猪野 照夫1 日比野 靖2

曽根 峰世1 中嶌 裕2 大川 周治1

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分野

要旨：歯冠部歯質の崩壊が著しい歯内療法処置歯は，ポストを用いた支台築造後，歯冠補綴処置が行われる．従来より，ポス
トは歯質を強化するといわれてきたが，支台築造に用いられるポストの存在自体が歯根破折の原因とされ，最近の研究では，ポ

ストの主たる役割はコアの維持と考えられている．

本研究では，歯根部歯質の残存量および支台築造法が歯根破折に及ぼす影響についてエポキシ樹脂模型歯を用いて検討を行

い，以下の結論を得た．

1．破折強度は，歯根部歯質の残存量にかかわらず，メタルコアがファイバーポスト補強型レジンコアと比較して有意に高い値

を示した．

2．歯根部歯質の残存量が多い場合では，支台築造法にかかわらず，隣接面部の支台築造体－根面界面部から唇側歯根部へ進行

する破折線の走行が観察された．これに対して，歯根部歯質の残存量が少ない場合には，ファイバーポスト補強型レジンコア

において隣接面部の支台築造体－根面界面部から唇側歯根部へ進行する破折線の走行が見られ，メタルコアでは，ポスト先端

部を含んだ歯根部歯質を斜走する破折線の走行が観察された．

以上のことから，歯根部歯質の残存量ならびに支台築造法は支台築造歯の歯根破折に対して影響を及ぼし，ファイバーポスト

補強型レジンコアによる支台築造法では，歯根部歯質の残存量が少ない場合において，メタルコアと比較して破折線の走行を歯

冠側方向へ変位させる可能性が示唆された．

索引用語：歯根破折，支台築造法，歯根部歯質

Experimental Study on Construction of Abutment Tooth and
Root Fracture
－Influence of Amount of Remaining Radicular Tooth Structure and Abutment

Construction Methods on Tooth Fracture－

Kazuhiko OKAMOTO§1, Teruo INO1, Yasushi HIBINO2,
Mineyo SONE1, Hiroshi NAKAJIMA2 and Shuji OHKAWA1

1Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,
Meikai University School of Dentistry

2Division of Dental Biomaterials Science, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,
Meikai University School of Dentistry

Abstract : Endodontically treated teeth having a large coronal defect are usually restored with a post and core. According to the con-

ventional concept a metal post is considered to increase the resistance of endodontically treated teeth to root fracture. However, it has been

reported that a metal post might concentrate the stresses in dentin around the post and decrease the resistance to a root fracture. According

to recent concepts a post is regarded as the retention of a core.The aim of this study was to evaluate the effect of the thickness of the re-

maining radicular tooth structure and the materials used to construct a post on the resistance to root fractures. The results were as follow :

1. Regardless of the thickness of the remaining radicular tooth structure, an abutment tooh with a metal post and core showed significantly
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緒 言

歯内療法処置歯のポスト装着による歯根破折は，歯を

喪失する主たる原因の 1つであることが報告1）されてい

る．従来より，ポストは歯質を強化する2）といわれてき

たが，最近の支台築造に関する調査・研究3−8）により，

支台築造に用いられるポストの役割は，コアの維持9）と

されており，ポストによる歯質の強化作用に関しては疑

問視されている．

歯内療法処置歯に対して支台築造を行うにあたり，歯

根破折に対する予防策として歯冠部歯質を可能な限り多

く残存させること7, 10−14），歯根部残存歯質と同等な弾性

率を有した支台築造材料をポストに用いること15−17）など

が報告されている．

しかし，歯根破折歯はポスト幅径の大きい支台歯，す

なわち，歯根部歯質の残存量が少ない支台歯に多く観察

されるにもかかわらず，歯根部歯質の残存量が歯根破折

に及ぼす影響に関する報告は少ない．今回，我々は歯根

部歯質の残存量および支台築造法が歯根破折に及ぼす影

響について検討を行った．

材料と方法

1．試料作製

試料にはエポキシ樹脂模型歯（B2-306，ニッシン，京

都）の上顎左側中切歯 12本を用いた．試料の築造窩洞

は，解剖学的歯頸線の上部で歯冠部歯質をエンジン用ダ

イアモンドバー（セパレートディスク�，松風，京都）

にて切断後，テーパー 6°のツイストドリルにてポスト

孔の形成を行った．ポスト孔の形状は長径を 10.0 mm

とし，幅径を歯根幅径 1/3（以下，Thick と略す）およ

び 2/3（以下，Thin と略す）の 2種類とした（Fig 1）．

なお，ガッタパーチャポイントによる根管充頡は行わな

かった．

支台築造法は，ファイバーポスト（ジーシーファイバ

ーポスト�，GC，東京）補強型レジンコア（クリアフィ

ル DC コアオートミックス�，クラレ，倉敷，岡山；以

下，Fiber と略す）およびメタルコア（トクリキエース

12，徳力，東京；以下，Metal と略す）の 2種類を間接

法により作製する方法とした．試料はポスト孔の形状が

2種類，支台築造法が 2種類，合計 4種類（Thick-Fiber,

Thick-Metal, Thin-Fiber, Thin-Metal）とし（Table 1），試

料数は各グループ 3本ずつ，合計 12本とした．

エポキシ樹脂模型歯の接着面を酸処理後，接着性レジ

ンセメント（パナビア F 2.0�，クラレ）を用いて，支台

築造体を合着した．その後，さらに模型歯上で金銀パラ

ジウム合金（トクリキエース 12，徳力）にて全部鋳造

冠を通法に従って作製し，支台歯に接着性レジンセメン

ト（パナビア F 2.0�，クラレ）を用いて合着した．そし

て，擬似歯根膜として RTV シリコーンゴム（KE 45�，

信越化学工業，東京）を介在させて，解剖学的歯頸線の

下 2.0 mm まで常温重合レジン内（ユニファースト・ト

ラッド�，GC）に支台歯を包埋，植立し，これを破折試

験モデルとした（Fig 2）．

2．破折強度試験ならびに破折様相の評価方法

破折強度の測定には，万能試験機（INSTRON 4302，

インストロンジャパン，川崎，神奈川）を用い，破折試

験モデルを治具に固定後，全部被覆冠の切縁舌側 45°方

向からクロスヘッドスピード 1.0 mm/min でエポキシ樹

脂模型歯の破折が生じるまで荷重を加え，時間－荷重曲

線を記録し，その最大値を破折強度とした．破折強度試

験の統計的解析には，歯根部歯質の残存量と支台築造法

higher failure load than that with a fiber-reinforced composite resin post and core.

2. Teeth having a thick radicular tooth structure and restored with any of the materials tested showed the oblique root fractures from the

cervix in the proximal portion to the cervical 1/3 in the labial portion. The teeth with a thin radicular tooth structure and restored with a

fiber-reinforced composite resin post and core also showed the oblique root fractures. On the other hand, the ones with a metal post and

core showed the root fractures involving the apical portion of the post.

The thickness of the remaining radicular tooth structure and the materials use for the posts thus affected the root fractures on teeth re-

stored with a post. The results of this study suggested that in the case of a thin radicular tooth structure, the fiber-reinforced composite

resin post may cause the fracture lines to appear at a more coronal portion than at the radicular portion found when a metal post is used

for the materials.

Key words : root fracture, abutment construction materials, radicular tooth structure

─────────────────────────────
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を因子とした二元配置分散分析を行った．また，破折様

相に関しては，試料に生じた亀裂の発生部位と破折線の

走行について評価した．

結 果

1．破折強度試験

破折強度試験の結果を Fig 3に示す．Thick における

破折荷重量は，Thick-Fiber で 11.71±0.81 kgf, Thick-Metal

で 18.62±1.47 kgf であった．Thick-Metal は，Thick-Fiber

と比較して危険率 1％で有意に大きな値を示した．これ

に対して Thin における破折荷重量は，Thin-Fiber で

14.57±0.34 kgf, Thin-Metal で 27.24±3.17 kgf となり，

Thin-Metal は Thin-Fiber に比較して危険率 1％で有意に

大きな値を示した．Thin と Thick との比較では，平均

値において Fiber で Thin は Thick に比較して 24％増加

し，危険率 1％で有意に大きな値を示した．また，Metal

で Thin は Thick に比較して 46％ 増加し，危険率 5％

で有意に大きな値を示した．

二元配置分散分析の結果，Table 2に示すように支台

築造法，歯根部歯質の残存量のいずれの因子においても

Table 1 Experimental conditions of specimens preparation.

Remaining radicular tooth structure Abbreviation Materials

Thick
Thick-Fiber
Thick-Metal

Fiber reinforced composite resin post and core
Metal post and cores

Thin
Thin-Fiber
Thin-Metal

Fiber reinforced composite resin post and core
Metal post and cores

Fig 3 Mean failure load values and standard error bars of ex-
perimental groups.Fig 2 Schematic diagrams of the test specimen.

Thick Thin

Fig 1 Schematic diagrams of the specimen types.
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危険率 0.1％以下で有意であった．

2．破折様相

支台築造歯の破折線の走行を Fig 4に示す．Thick で

は，いずれの支台築造法においても，すべての支台歯で

隣接面部の支台築造体－根面界面部から唇側歯根部へ走

行する破折線が観察された．一方，Thin では，Thin-Fiber

で隣接面部の支台築造体－根面界面部から唇側歯根部へ

走行する Thick と近似した破折線が見られたの対して，

Thin-Metal では，ポスト先端部を含んだ歯根部歯質を斜

走する破折線が観察された．

考 察

一般に無髄歯では，歯根部歯質に維持を求めたポスト

を用い，コアを装着後，歯冠補綴処置が行われる．しか

しながら，ポストを装着した歯内療法処置歯では，歯根

破折が高い頻度で生じ，歯の喪失へ繋がる1）と報告され

ていることから，ポストを装着した歯内療法処置歯の歯

根破折を予防するための対応策について検討することは

意義あることと思われた．そこで本研究では，歯冠部残

存歯質の欠損した歯内療法処置歯に対して，歯根部歯質

の残存量ならびに支台築造法が歯根破折に及ぼす影響に

ついてエポキシ樹脂模型歯を用いて検討した．

1．研究方法について

1）試料の作製

支台築造歯の強度測定に用いられる歯は，ヒト有髄歯

で実質欠損や亀裂のない状態で抜去されたものが望まし

い．しかし，ヒト歯は，非常に入手しにくく，また，形

態が異なることや性状に個体差があるため，実験結果に

影響を及ぼす可能性がある．そのため，本研究では，歯

根破折に影響を及ぼす因子として考えられる歯の形態，

象牙質の異方性，歯根膜の性状，骨の粘弾性などの影響

を減少させるため，破折試験の試料として，アクリルレ

ジンブロックに包埋，植立した上顎左側中切歯のエポキ

シ樹脂模型歯を用いた．

2）実験条件について

歯根破折の臨床症例に多くみられ，かつ破折試験にお

いて破折強度が小さい18）といわれる，歯冠部歯質がすべ

て欠損した平面形態を支台歯の根面形態として設定し

た．ポスト孔の長径は 10 mm（歯根長の約 2/3），ポス

ト孔のテーパーはパラレルとした．ポスト孔の幅径は歯

Table 2 The results of the 2-way ANOVA.

Source Sum of square df Mean square F ratio P

Abutment construction materials
Remaining radicular tooth structure
Abutment construction materials /Remaining radicular tooth structure
Error

217.308
79.154
22.080
15.900

1
1
1
7

217.308
79.154
22.080
15.900

95.670
34.848
9.721

.000

.001

.017

Thick-Fiber Thick-Metal Thin-Fiber Thin-Metal

Fig 4 Modes of fracture（arrow indicated the root fractures）．
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根幅径に対して，1/3（2.0 mm）を Thick, 2/3（3.0 mm）

を Thin と設定することで歯頸側ならびに根尖側におけ

る残存歯質量を変化させる形態とした．

支台築造法として，破折強度は高いが，歯根破折を生

じた場合において再修復が難しい破折様相11, 13, 19, 20）を示

すメタルコアを通法に従って作製した．これに対して，

ファイバー補強型レジンコアは，接着技術の進歩によっ

て用いられるようになってきた技法であり，象牙質に近

似した弾性係数を有し，応力集中による歯根破折を予防

する可能性がある15, 24）といわれる．そこで本研究では，

異なった 2種類（Fiber と Metal）の支台築造法を設定

した．

支台築造歯における破折試験には，ポストの破折や残

存歯質の破折が生じるまで荷重を徐々に増加させる静的

試験3−5, 8, 10−13, 17−23）と，咀嚼力や咬合力を想定した繰り返し

荷重を支台歯に加える疲労試験7, 11, 13, 18）がある．実際の歯

根破折は，咀嚼力などの繰り返し負荷による疲労破折の

結果として生じると考えられている．しかしながら，繰

り返し荷重試験の設定条件は，報告により各々異なって

おり，設定条件の規格がなされていないのが現状であ

る．従来の破折試験の多くは，ヒト抜去歯を用いた静的

試験下における破折強度を測定しており，設定条件に関

しても類似しているため比較検討が可能となる．そこ

で，本研究では，静的試験下における破折試験を行うこ

とにした．

2．破折試験結果について

1）破折強度

Metal は Fiber に比較して，有意に高い破折強度を示

しており，ヒト抜去歯を用いた歯冠部歯質がすべて欠損

した支台築造歯の静的試験下における，従来の破折試験

の報告8, 10, 11, 13, 18, 21, 23）と一致した傾向がみられた．Metal は

Fiber に比較して弾性率が高い材料であり，この弾性率

の違いが破折強度に影響を及ぼしたものと考えられた．

Fiber における破折強度では，Thick が Thin に比較し

てわずかに増加し，危険率 1％で有意に大きな値を示し

た．また，Metal では，Thick が Thin に比較して増加

し，危険率 5％で有意に大きな値を示した．そして，二

元配置分散分析の結果より，歯根部歯質の残存量と支台

築造法の条件は破折強度に対して有意に影響を及ぼすこ

とが示された．

Sorensen と Engleman5）は，歯内療法処置されたヒト抜

去上顎中切歯を用いて歯冠部歯質のすべてが欠損した歯

にメタルコアを装着し，ポスト形態の差異が破折強度へ

及ぼす影響について検討した結果，歯頸部におけるポス

ト幅径が大きい試料は小さい試料に比較して破折閾値が

増加すると報告しており，本研究結果と同様な傾向が認

められた．一方，長田ら21）は，ヒト抜去小臼歯に対して

歯根部歯質の残存量が異なる築造窩洞の形成を行い，歯

根部歯質の残存量と支台築造法が破壊強度に及ぼす影響

について検討した結果，メタルコアは，レジン支台築造

に比べて高い破壊強度を示したが，歯根部歯質の残存量

の減少に伴なう破壊強度の有意な低下は認められなかっ

たと報告しており，本研究結果とは異なっていた．

本研究では，Thin は歯根部歯質の残存量が Thick よ

り少ないが，Metal および Fiber のいずれも破折強度は

Thick より高い値を示した．しかし，本研究の設定条件

より歯根部歯質の残存量がさらに少ない状態で実験を行

った長田ら21）の報告では破壊強度が低く発現しているこ

とから，歯根部歯質の残存量が 1.0 mm と極めて少ない

場合には，破折強度に影響を及ぼすものの，本研究や

Sorensen と Engleman5）のような歯根部歯質の残存量が

1.0 mm 以上存在するような設定条件においては，歯根

部歯質の残存量の多さは破折強度を必ずしも向上させる

ことには繋がらないと考えられた．今後，歯根部歯質の

残存量が破折強度に及ぼす影響に関しては，さらなる検

討が必要であると思われた．

2）破折様相

歯冠部歯質のすべてが欠損した支台築造歯にメタルコ

アを用いた場合の破折様相は，レジン支台築造に比較し

て再修復が困難な様相を呈する10−13, 18, 22, 23）ことが報告され

ている．また，有限要素法による応力解析では，最大応

力発現部位がメタルコアで歯頸部隣接面内側，ファイバ

ーポストでは唇側歯頸部外側と異なった部位で生じてい

ることから歯根破折の破折様相に差異が生じる26）と報告

されている．

本研究において破折様相は，Fiber で歯根部歯質の残

存量にかかわらず，破折線は根面部における隣接面の支

台築造体－根面界面部より唇側歯根部の包埋レジン上縁

に達する長田ら21）に近似した走行が観察された．これに

対して，Metal では，歯根部歯質の残存量によって異な

った．すなわち，Thick では Fiber と同様で，Sorensen

と Engleman5）の報告に近似した破折線の走行が見られた

ものの，Thin では包埋レジン内のポスト先端部を含ん

だ歯根部歯質を斜走する Hu ら13），Akkayan と Gülmez22）

の報告に近似した破折線の走行が観察された．破折様相

の分類10, 11, 18, 23）に従うと，支台築造法にかかわらず Thick

の結果は，再修復可能，Thin の結果は，Fiber で再修復

可能，Metal で修復困難に分類されると思われた．
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Creugers ら14）は，支台築造の予後率を調査した結果，

支台歯形成後の象牙質残存歯質量は支台築造の永続性に

影響を及ぼすと報告している．本研究においても歯根部

歯質の残存量が多い場合には，支台築造法による破折様

相は近似していたことから，支台築造法が歯根部歯質の

残存量に及ぼす影響は少ないと考えられた．一方，少な

い場合においては，破折様相は支台築造法によって異な

っていた．Metal では，歯根部歯質の菲薄歯質を破折線

が走行しているのに対して，Fiber では，より歯冠側方

向の歯質を破折線が走行していることから，象牙質に近

似した弾性係数を有するファイバーポストの弾性による

たわみが，菲薄な歯質への応力集中を回避させているも

のと考えられた．

以上のことから，歯根部歯質の残存量ならびに支台築

造法は支台築造歯の歯根破折に対して影響を及ぼし，と

くに Fiber による支台築造法は，歯根部歯質の残存量が

少ない場合において，Metal と比較して破折線の走行を

歯冠側方向へ変位させる可能性が示唆された．

結 論

歯根部歯質の残存量および支台築造法が歯根部歯質の

歯根破折に及ぼす影響についてエポキシ樹脂模型歯を用

いて検討を行った結果，以下の結論を得た．

1．破折強度は，メタルコアが歯根部残存歯質量の多少

にかかわらず，ファイバーポスト補強型レジンコアに

比較して高い値を示した．

2．破折様相では，歯根部歯質量の多い場合において，

支台築造法にかかわらず，隣接面部の支台築造体－根

面界面部から唇側歯根部へ進行する破折線の走行が観

察された．これに対して，歯根部歯質量の少ない場合

においては，ファイバーポスト補強型レジンコアで隣

接面部の支台築造体－根面界面部から唇側歯根部へ進

行する破折線の走行が見られたが，メタルコアでは，

ポスト先端部を含んだ歯根部象牙質を斜走する破折線

の走行が観察された．

以上のことから，歯根部残存歯質ならびに支台築造法

は支台築造歯の歯根破折に対して影響を及ぼし，ファイ

バーポスト補強型レジンコアによる支台築造法では，歯

根部歯質の残存量が少ない場合において，メタルコアと

比較して破折線の走行を歯冠側方向へ変位させる可能性

が示唆された．
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マウス口腔粘膜の発生における熱ショックタンパク Hsp25の局在

溪 裕司1§ 山田 亨2 堀内 裕子3

1明海大学歯学部形態機能成育学講座解剖学分野
2明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

3明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野
（指導：天野 修教授）

要旨：熱ショックタンパク Hsp25は，細胞増殖，分化および細胞死に関わる発生段階において重要な役割を果たしていると

考えられている．Hsp25は重層扁平上皮の有棘層では発現しているが，基底層では発現していない．本研究では，マウス胎仔の

口腔粘膜およびその派生組織が分化する過程において，Hsp25の局在を免疫組織化学的に検索するとともに，培養した胎仔下顎

における口腔粘膜の分化において Hsp25の発現をアンチセンスオリゴヌクレオチドを用いて抑制した場合の影響を調べた．9日

齢（E 9）では外胚葉性組織には Hsp25免疫活性が全く認められなかったが，E10では単層立方上皮で構成されている口腔上皮

の一部で Hsp25免疫活性が出現した．E11では表層に peridermal cell が生じて口腔粘膜は 2層化したが，Hsp25免疫活性は上皮

層全部に認められた．E14になると免疫活性は基底層からは消滅し，その後肥厚して中間層が出現しても免疫活性は中間層と

peridermal cell のみに認められた．爪の発生では盛んに増殖する爪母基の基底層が Hsp25免疫陰性に対し，増殖しない爪床上皮

の基底層は強い Hsp25免疫陽性を示した．蕾状期歯胚および味蕾の初期発生では，基底膜に接する細胞でも一過性の強い Hsp25

免疫活性が認められた．また，帽状期歯胚ではエナメル髄に強い Hsp25免疫活性が認められた．10日間器官培養したマウス E10

下顎では，Hsp25に対するアンチセンスオリゴヌクレオチドを投与すると，舌粘膜の重層化が顕著に抑制された．以上の結果か

ら，Hsp25は口腔粘膜の重層化と keratinocyte の増殖抑制および，基底細胞から有棘細胞や他のタイプの上皮細胞への分化に関

与していることが強く示唆された．

索引用語：Hsp25，口腔粘膜，重層扁平上皮，歯胚，マウス

Immunolocalization of Heat Shock Protein 25 kDa（Hsp25）
in the Development of Mouse Oral Epithelium

Yuji TANI1§, Tohru YAMADA2 and Yuko HORIUCHI3

1Division of Anatomy, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry
2Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

3Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
（Director : Prof Osamu AMANO）

Abstract : Hsp25 is considered to play crucial roles in specific developmental stages associated with cell proliferation, differentiation,

and cell death. In the stratified squamous epithelium, keratinocytes in the stratum spinosum express Hsp25, whereas the basal cells do not.

Here we examined the ontogeny of Hsp25-immunoreactivity in the oral epithelium and its derivatives, as well as in the nail bed.

Mice of various stages of embryonic development were examined by immunohistochemistry using an antibody against mouse Hsp25.

Also, mandibular arches of embryonic day 10（E10）mice were cultured for 10 days with antisense oligodeoxyribonucleotide for Hsp25
mRNA to examine the role of Hsp25 in oral development. Immunoreactivity for Hsp25 was observed in the developing oral epithelium af-

ter E10. Ectodermal squamous or cuboidal cells of the simple layer of oral mucosa were immunopositive for Hsp25 at E10. At E11, Hsp

25-immunoreactivity was localized in all cells of the oral epithelium comprised basal and peridermal cells. After E14, the oral epithelium

was composed of basal, intermediate, and peridermal layers, and Hsp25 was localized in the cells of intermediate and peridermal layer. In

nail development, the expression pattern of Hsp25 in the nail matrix was similar to that in the developing oral epithelium, although the

non-proliferating basal cells in the nail bed exhibited intense immunoreactivity for Hsp25. In tooth germs, some epithelial cells in the ba-

明海歯学（J Meikai Dent Med）35（1/2）, 76−85, 200676



緒 言

口腔粘膜は口腔前庭および固有口腔の表面を覆う組織

で，消化管の入口に位置し，外界から近距離にあるた

め，他の消化管粘膜とは異なる役割を担っている．即

ち，消化液である唾液を分泌するだけでなく，歯によっ

てかみ砕かれる硬い食物の圧力を受け止めると共に，食

事や呼吸において食物や空気と共に口腔に入り込む微生

物の侵入を阻止し，また常在菌による感染を防止する役

目も担っている．また，咀嚼による機械的刺激により，

常に粘膜の損傷と修復を余儀なくされている．このよう

な状況に対応するため，口腔粘膜の表層は，表皮と同じ

重層扁平上皮で構成されている．重層扁平上皮は，上皮

の中でも外界からの保護の機能に優れていると考えられ

ている1）．

外胚葉は胚子の羊膜腔に面する部分を覆う組織で，元

来は単層の扁平な上皮様の構造をとっている．しかし発

生が進むにつれ，細胞の丈と層が増し，最終的には kerati-

nocyte から構成される基底層，有棘層，中間層および表

層の 4層を区別できるようになる2）．重層扁平上皮では

基底層が専ら増殖能を有し，生じた細胞が表層側に移動

して，細胞間橋を発達させた有棘細胞となる2）．従っ

て，重層扁平上皮は，基底細胞では増殖を盛んに行い，

増殖を止めて有棘細胞に分化するので，生体における細

胞増殖と分化の観察に好適な構造と考えられている．

口腔粘膜の主要部分は，表皮同様に外胚葉に由来す

る．口腔粘膜の発生では，粘膜上皮が肥厚して間葉側に

陥入することにより，歯胚や唾液腺が生じる3）．また，

基底細胞からは味神経からの作用により味細胞が分化

し，粘膜上皮内に味覚受容器である味蕾を生じる4）の

で，種類や時期の異なる分化現象を観察することができ

る．

熱ショック蛋白（Hsp）は，熱ショックや他の非生理

的刺激により誘導され，分子シャペロンとして細胞死か

ら保護する役割をもち，非ストレスの状態にある細胞内

にも発現し，抗アポトーシス機能の他，種々の役割を担

っていると考えられている5）．Hsp は分子量によりいく

つかのグループに大別され，特に，低分子量の 25～27

kDa の Hsp（マウスは Hsp25，ヒトおよびラットは Hsp

27）は，発生過程における細胞の増殖，分化に重要な役

割を担っている6−9）．重層扁平上皮の発生における Hsp25

の発現については，正常皮膚および扁平苔鮮や扁平上皮

癌などの皮膚疾患における局在10−12）や，ヒト胎児の標本

を用いた皮膚の発生に関する研究13, 14）の他，単離した

keratinocyte や培養細胞株を用いた研究15, 16）が行われてい

る．これらの結果から，皮膚では，Hsp25は keratinocyte

の分化と関連して発現することや，ケラチンタンパクへ

結合することがわかってきた．しかし，keratinocyte の

分化に関して，成体と発生過程では異なることも指摘さ

れており15），その役割についてはまだ研究の余地が残さ

れている．また，口腔粘膜上皮が，歯や味蕾などの非

keratinocyte に分化する初期の組織発生過程への関与に

ついては全く解明されていない．

本研究では，マウス胎仔の口腔粘膜における Hsp25

の発現局在を時間的空間的に明らかにし，さらにマウス

胎仔の下顎の器官培養系において，Hsp25の発現を抑制

した場合の影響を組織学的に調べ，口腔粘膜上皮の重層

化と，重層化後の基底層における細胞増殖および分化の

調節機構における Hsp25の役割の解明を試みた．

実験材料および方法

1．実験動物

日本 SLC 社より購入した妊娠 ddY マウスを用いた．

膣垢が確認された日を胎齢 0日（E 0）とし，E 9～E18

に子宮を取り出して，冷 Hanks 培地（日水製薬，東

京）に移し，実体顕微鏡下で胎仔を子宮から摘出して羊

膜を餝離した．胎仔は大きさにより，頭部または下顎だ

けを実験に使用した．免疫組織化学に用いる試料は，4

％パラホルムアルデヒド／0.1 M リン酸緩衝液（PB, pH

sal layer at the bud stage, and all cells in the stellate reticulum at this stag exhibited Hsp25-immunoreactivity. In taste bud development,

the differentiating taste cells were moderately immunopositive for Hsp25 at E17.

In E10 mandibles cultured with antisense oligodeoxyribonucleotide for Hsp25 mRNA, the stratification of the lingual epithelium was

substantially inhibited, thus suggesting Hsp25 to be essential for the stratification and to regulate the proliferation and differentiation of the

mouse oral epithelium.

Key words : Hsp25, oral mucosa, squamous stratified epithelium, tooth germ, mouse
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7.4）で一晩浸漬固定し，その後は 30％スクロース含有

PB に移して，4℃で保存した．

実験動物の飼育および実験は，明海大学歯学部動物実

験ガイドラインに従った．

2．免疫組織化学

免疫組織化学染色にはウサギポリクローナル抗マウス

Hsp25抗体（Stressgen Bioreagents, Victoria, Canada）を

使用した．同抗体はウエスタンブロット法によりマウス

組織に対して特異的に反応することが既に確かめられて

いる17, 18）．固定された試料をクリオスタットにて厚さ 10

～12 µm の凍結切片に作製した．切片は室温で乾燥
後，0.3％ TritonX-100/0.1 M リン酸緩衝生理食塩水（pH

7.4, PBS）溶液中で 60分間処理し，その PBS および蒸

留水にて洗浄後，内因性ペルオキシダーゼ活性阻止のた

めに 0.3％ H2O2加メタノール溶液中で 10 分間処理し

た．蒸留水および PBS で洗浄後，非特異的反応の阻止

のため 10％ヤギ正常血清（ニチレイ，東京）を用いて

室温で 30分間処理した．PBS で洗浄後，一次抗体はウ

サギ抗マウス Hsp27ポリクローナル抗体（希釈倍率 1：

1,000, Stressgen Bioreagents）を用い，室温で一晩反応さ

せた．PBS で洗浄後，二次抗体にはビオチン標識ヤギ

抗ウサギ IgG 抗体（DAKO, Glostrup, Denmark）を室温

で 60分間反応させ，PBS で洗浄後，ペルオキシダーゼ

標識ストレプトアビジン（DAKO）を室温で 60分反応

させた．発色は 0.01％ H2O2加 3,3’-diaminobenzidin tetra-

hydrochloride（DAB，同仁化学研究所，熊本）溶液で行

った．水洗後，脱水・透徹を行って封入し，光学顕微鏡

で観察した．なお，陰性対照標本は一次抗体の代わりに

PBS を反応させ同様に染色し，非特異的な免疫反応の

ないことを確認した．

3．マウス胎仔下顎の器官培養

器官培養には E10の胎仔のうち，Theiler19）のステージ

18の成長段階にある胎仔を体節数を指標に選別して第

一鰓弓を摘出し，Slavkin らの無血清培地を用いた方

法20）により，37℃，湿度 100％，5％ CO2に調節された

インキュベーター内で培養した．培地は 1日おきに交換

した．培地には BJGb 培地（Gibco BRL, Grand Island,

NY, USA）を用い，加えた物質の種類や濃度により次

のような実験群に分けた．1）何も加えない一般対照

群，2）25 µM Hsp25アンチセンスオリゴヌクレオチド

投与群，3）25 µM Hsp25センスオリゴヌクレオチド投

与群．一つの実験グループには少なくとも 7個の培養片

を含み，同じ実験を 3度繰り返した．

投与したオリゴヌクレオチドは，特異性と器官培養系

での有効性が確認されている Shimada らの報告18）に従

い，マウス Hsp25の mRNA21）に対する 15塩基対のアン

チセンス配列（5’CAC GCG GCG CTC GGT, 3’）および

同じ部分のセンス配列のオリゴヌクレオチドを外注（日

本バイオサービス，朝霞，埼玉）により合成した．

培養が終了した組織は 4％パラホルムアルデヒド溶液

で 4時間固定し，その後は通報に従ってパラフィン包埋

し，前頭断の連続切片を作製して Hematoxylin-Eosin 染

色を施した．

結 果

1．口腔粘膜上皮の発生における Hsp25の局在

1）胎齢 9日

E 9のマウス胎仔の切片では，口窩を含む体表外胚葉

は薄い扁平な単層の上皮様細胞から構成されていた．免

疫組織化学では，口窩および体表の外胚葉には Hsp25

に対する免疫活性は全く認められなかった．また外胚葉

直下の，将来の真皮・皮下組織や粘膜固有層等になるべ

き間葉組織においても，Hsp25に対する免疫反応は全く

観察されなかった（Fig 1a）．骨格筋細胞は恒常的に Hsp

25を発現するが22），体節筋板には Hsp25免疫陽性の筋

芽細胞が多数認められた（Fig 1a）．

2）胎齢 10日

E10では，左右の下顎突起の正中部での癒合が認めら

れたが，口腔底に相当する構造は未完成であった．下顎

突起の表面を覆う外胚葉では，細胞の丈が増して立方上

皮様の形態を呈していた．Hsp25に対する免疫活性は，

体表側の外胚葉では全く認められなかったが，内側の口

腔側の外胚葉の一部に，ごく弱い免疫活性をもつ細胞が

認められた（Fig 1b）．Hsp25免疫陽性の外胚葉細胞で

は，免疫活性は細胞質内にびまん性に局在し，核には認

められなかった（Fig 1b）．

外胚葉直下の間葉組織には，Hsp25免疫反応は認めら

れなかった．

3）胎齢 11～12日

E11では口腔を覆う外胚葉は，E10と同様に立方上皮

様の細胞で構成されていたが，一部では表面に小型の

peridermal cell が出現し，二層化していた．Hsp25に対

する免疫活性は，口腔を覆う外胚葉のほとんどの部位で

認められた．即ち，未だ単層上皮様の構造の部位では全

ての外胚葉細胞が強い免疫陽性を呈し，活性は細胞質に

認められた（Fig 1c）．また，二層化した部位では，基

底細胞と表層の peridermal cell の細胞質に強い免疫活性

が局在した（Fig 1d）．
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Fig 1 Light micrographs of developing ectoderm of mouse embryos at E 9（a），E10（b），and E11（c, d）immunostained
with anti-Hsp25 antibody. Solid arrowheads（a, b）indicate immunonegative ectoderm, and open arrowhead（b）indicates
Hsp25-immunoreactive ectodermal cells. Arrows（a）indicate Hsp25-immunopositive myoblasts in the somite. Scale
bar : 50 µm（a−d），All epithelial cells of oral mucosa are Hsp25-immunoreactive（c, d）．

Fig 2 Light micrographs of developing oral epithelium of mouse embryos at E14（a, b），E15（c）and E17（d）im-
munostained with anti-Hsp25 antibody. White asterisks（b）indicate the basal cells with weak immunoreactivity for Hsp
25. Black asterisks（c, d）indicate the immunonegative basal cells. Scale bar : 50 µm（a−d）．
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E12では，E11の所見とほぼ同じであった．

4）胎齢 13～14日

E13～14では，口腔粘膜上皮の全ての部位が二層化し

ていた．Hsp25免疫活性は，E11～12の所見と同様に，

外胚葉の基底細胞および peridermal cell の細胞質に強く

認められた（Fig 2a）．しかし，一部では peridermal cell

には強い活性が局在するのに対して，基底細胞では著し

く弱い活性のみが観察された（Fig 2b）．

5）胎齢 15～17日

E15～16では，口腔粘膜上皮のほとんどの部位が重層

化し，基底細胞と表層の peridermal cell の間に小型で立

方形の中間層細胞が認められた．Hsp25免疫活性は，中

間層細胞および peridermal cell の細胞質に強く認められ

たが，基底細胞には全く認められなくなった（Fig 2c）．

E17になるとさらに上皮層は厚みを増し，舌背の角化

する部分では中間層はよりサイズを増した有棘細胞と，

やや扁平な顆粒細胞から構成されていた．Hsp25免疫活

性は有棘細胞および顆粒細胞の細胞質に強く局在した

が，表層の peridermal cell では一部で免疫活性が減弱

し，餝離しているのが観察された．また，基底細胞には

Hsp25免疫活性は全く認められなかった（Fig 2d）．角

化しない部位においても，中間層および表層に強い免疫

反応が認められたが，基底層には認められなかった．

2．歯胚および味蕾の初期発生における Hsp25の局在

歯板とよばれる歯胚の初期発生は，口腔外胚葉の肥厚

として E11から認められる．E11の歯板では，周囲の

Hsp25免疫陽性の外胚葉細胞と連続する表層の細胞だけ

が強い免疫活性をもっていたが，E12では間葉側へ肥厚

した基底層に相当する部位の歯胚上皮細胞の一部に強い

Hsp25免疫活性が認められるようになった（Fig 3a）．

E14では，歯胚は典型的な帽状期を呈するようになっ

ていたが，Hsp25免疫活性は，歯堤とエナメル髄の細胞

に強く認められた（Fig 3b）．しかし歯堤およびエナメ

ル器でも間葉に直接面する，口腔上皮の基底層から連続

する層には，Hsp25免疫活性は全く認められなかった．

E17 の舌根部付近の有郭乳頭では，Hsp25 免疫活性

は，周囲の基底細胞とは異なった，味細胞と考えられる

細い円柱形の細胞に局在した．周囲の基底細胞には全く

免疫反応は認められなかった（Fig 3c, d）．

3．爪の発生における Hsp25の局在

口腔粘膜との比較のため，体表外胚葉の一部から発生

する爪における Hsp25の局在を検討した．爪母基の基

Fig 3 Light micrographs of tooth germ of E12（a）and E14（b）and developing circumvallate papilla of E17
（c, d），Arrows（a）indicate the Hsp25-immunoreactive basal cells of tooth germ at the bud stage. The stellate re-
ticulum cells in enamel organ are Hsp25-immunoreactive（b），Arrowheads（c）indicate the Hsp25-immunoreactive
taste cells, and the immunoreactive cells are shown in higher magnification in d. Scale bar : 50 µm（a−c）；20
µm（d）.
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底細胞が増殖して爪を成長させるのに対し，爪床上皮の

keratinocyte はほとんど増殖しない23）．E18の下肢の矢状

断では，爪床上皮では基底層および有棘層の全ての

keratinocyte が強い Hsp25免疫活性をもっていた（Fig 4

a, b）．爪母基では Hsp25免疫活性は有棘層に強く認め

られたが，やや背の高い基底層およびその直上の小型の

細胞にはほとんど認められなかった（Fig 4a, c）．爪母

基および爪床上皮における Hsp25の局在の違いは，増

Fig 4 Light micrographs of the sagittal sections of digits of foot of E18 mouse embryo immunostained with anti-Hsp25 anti-
body. b and c are higher magnifications of the frames（a）of solid and dotted lines, respectively. Basal cells of the nail bed epithe-
lium are Hsp25-immunoreactive（a, b），whereas those of the nail matrix epithelium are immunonegative（a, c）. Scale bar ; 500
µm（a）；50 µm（b, c）．

Fig 5 Light micrographs of the dorsal view of the cultured mandible（a）and frontal sections of lingual mucosa in explants cul-
tured without oligodeoxyribonucleotide（b），with Hsp25-antisense oligodeoxyribonucleotide（c），and with Hsp25-sense oligode-
oxyribonucleotide（d），Note that the antisense inhibition of Hsp25 induces the thinned mucosal epithelium. Scale bar : 500 µm
（a）；50 µm（b−d）．
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殖が盛んな基底細胞では Hsp25は発現せず，増殖が起

こらない細胞で高い発現を示すことが示唆された．

4．胎仔下顎の器官培養における Hsp25アンチセンス

抑制の影響

E10から 10日間，無血清培地で下顎突起を培養する

と，オトガイ部を頂点とした三角形の下顎に成長し，そ

の中央部には舌による隆起が観察された（Fig 5a）．前

頭断切片で舌背を観察すると，オリゴヌクレオチドを加

えない対照実験群では，基底細胞，中間層細胞および

peridermal cell からなる上皮構造が認められた（Fig 5

b）．Hsp25に対するアンチセンスオリゴヌクレオチド投

与群では，上皮は薄く，基底細胞および小数の perider-

mal cell から構成されていた（Fig 5c）．センスオリゴヌ

クレオチド投与群では，舌背粘膜は対照群と同様に，基

底細胞，中間層細胞および peridermal cell からなる厚い

上皮を有していた（Fig 5d）．

この実験結果から，Hsp25の発現を抑制することによ

り，口腔上皮の重層化が阻害されることが示された．

考 察

マウス表皮の発生を，Byrne と Hardman2）は keratino-

cyte の分化と重層化により，a）外胚葉期：単層の外胚

葉，b）重層化外胚葉期：peridermal cell が生じた二層の

外胚葉，c）中間層期：中間層が生じた三層，d）最終分

化前期：中間層が有棘層と顆粒層に分化，e）最終分化

後期：角質層の分化，f）生後表皮期：peridermal cell の

餝離，の 6段階を区分している．それぞれの段階は，お

よそ E 8.5～10, E 9～12, E12～15, E15～16, E16～17お

よび生後の各発生時期に相当する2）．本研究におけるマ

ウス口腔粘膜上皮の発生でも，観察対象とした出生前の

発生段階は，顆粒層や角質層の分化を除いて表皮とほと

んど同じように進行することが示された．

マウス口腔粘膜上皮の発生における Hsp25 の局在

は，免疫組織化学の結果から 2つの段階に区分され得

る．即ち，1）上記の重層化外胚葉期に相当する，基底

細胞と peridermal cell からなる段階で，ここではどちら

の細胞も強い Hsp25の発現を示した．この時期は中間

層期にまで及んでいた．2）もう一方の段階は，中間層

期以降で，基底細胞は Hsp25を全く発現せず，perider-

mal cell と中間層・有棘層だけが Hsp25を発現する段階

である．この段階は生後も継続する．ヒトおよびマウス

の表皮における Hsp25 に対する免疫および in situ hy-

bridization 組織化学的研究14, 24）において，Hsp25 が中間

層・有棘層・顆粒層を指す suprabasal layer に局在し，

keratinocyte の最終分化に関与していると考えられてき

たが，より初期の発生段階においては，基底細胞も Hsp

25を一過性に発現することが明らかとなった．

正常な口腔粘膜および皮膚の重層扁平上皮では，細胞

分裂は専ら基底細胞でおこり，有棘層や上位の細胞は分

化によって生じ，増殖は起こらない25）．Hsp25が，増殖

する基底細胞では全く発現せず，分化した keratinocyte

にのみ発現していることは，Hsp25が keratinocyte の増

殖を抑制し，分化の促進や維持に関与していることを強

く示唆している．爪の発生において，増殖が盛んな爪母

基の基底細胞およびその直上の細胞で Hsp25が発現せ

ず，増殖しない爪床上皮で強い発現がみられたことは，

Hsp25が keratinocyte の増殖抑制に関与し，また口腔粘

膜および皮膚の基底細胞でも同様な役割を果たしている

ことを強く示唆している．

Hsp25は，分子シャペロン機能により，一過性のオリ

ゴマー形成に関与して，タンパク質の凝集を防ぎ，不必

要なタンパク質の分解を促進することによって，分化の

初期段階におけるアポトーシスを防ぐとともに増殖から

分化へのスイッチとしてこと働くことが，ES 細胞を用

いた実験により示されている7−9）．アンチセンス法によ

り Hsp25を抑制すると，ES 細胞の増殖とアポトーシス

が誘導され，遺伝子導入により Hsp25の発現を増加さ

せると，増殖の抑制とともに，分化の進行とアポトーシ

スの抑制が誘導される26）．皮膚の創傷治癒過程を調べた

実験においても，Hsp25は keratinocyte の増殖の低下と

分化の進行に関連して発現すると報告されている27）．

しかし，初期の peridermal cell が分化する時期に基底

細胞に発現する Hsp25の役割については，増殖抑制で

は説明が困難である．この時期は胎仔全体のサイズが急

激に増す時期であり，外胚葉細胞も他の細胞同様，高い

増殖活性を示す2）．従ってこの時期の強い Hsp25の発現

は，peridermal cell の分化と重層化との関連が示唆され

る．胎生後期および生後における重層化は，基底細胞の

水平方向の増殖とともに，表層側への移動が関与してい

るが28），胎生初期においては，基底膜と垂直方向に起こ

る基底細胞の分裂により重層化が進行すると考えられて

いる28）．また重層化する以前の外胚葉細胞でも，細胞分

裂は基底膜に水平に起こると考えられている28）．このよ

うな細胞の回転や表層への移動は，基底膜と結合する α 6

β4インテグリンが関与し，また keratinocyte の最終分化

にもインテグリンが関与していると考えられている29）．

また，keratinocyte の増殖と分化は，ケラチンタンパク

の発現と密接に関連しており30），Hsp25はケラチンタン
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パクと結合することが知られている31）．これらを考え合

わせると，胎生初期の口腔上皮の重層化に発現する Hsp

25は，ケラチンやインテグリンなどのタンパク質と結

合し，それらの機能を調節することにより，細胞の増殖

や移動を制御している可能性がある．

Hsp のうち，Hsp90はその働きにおいて，プロテイン

キナーゼや，受容体，細胞骨格タンパクなどの各種のタ

ンパク質と結合し，ストレス応答のみならず細胞の正常

な代謝や生存に必須であることが知られているが32, 33），

Hsp25の結合タンパクについては，上記の他にはほとん

どわかっていない．口腔上皮に発現する Hsp25とイン

テグリンとの結合については今後の研究課題である．

下顎の器官培養で Hsp25の発現を抑制すると，口腔

上皮の重層化が阻害されて菲薄化した結果については，

発生初期における peridermal cell の分化と初期重層化が

阻害されたことにより，生じたものと考えられる．Hsp

25 の阻害により，基底細胞の増殖抑制が阻害されれ

ば，増殖が亢進して逆に上皮の肥厚が起こると推測され

るが，器官培養系ではアンチセンス抑制により，より早

い時期にまず重層化が阻害されてしまったために，後で

起こるはずの増殖亢進は生じなかったものと思われる．

初期重層化後は基底細胞には Hsp25は発現しないこ

とが，表皮と口腔粘膜上皮の発生での共通の所見であっ

たが，口腔粘膜ではさらにそこから歯胚や味蕾が分化す

る際には，新たに基底細胞に Hsp25が発現することが

わかった．歯胚の発生の進行により，表層から連続する

エナメル髄では Hsp25の発現が引き続いて観察された

が，基底層から続く内外のエナメル上皮では発現が認め

られなかった．このことは，ごく初期の歯原性上皮の分

化に関連して一過性に Hsp25が発現することを示唆し

ている．分化に関連した Hsp25 の一過性発現は，心

筋34, 35），骨格筋7），ニューロン8, 34），ES 細胞8）などの培養

細胞や，骨端板軟骨36），メッケル軟骨18），精巣37）などの

細胞分化を伴う組織で認められる．また，成熟した味蕾

では味細胞に Hsp25は発現しないので38），分化初期に限

局した一過性の発現と考えられる．

蕾状期の歯胚分化を誘導する因子に関して，現在多く

の研究がなされているが，BMP-4, Msx-2, Fgf-8 等を介

する上皮間葉相互作用の存在が知られている39）．細胞の

形態だけで分化の開始が判定できないので，上記の相互

作用因子の他に Hsp25が歯胚上皮の初期分化の指標と

なる可能性が示唆される．いかなる因子が Hsp25の発

現を誘導するかは今後の課題である．

以上の結果から，外胚葉から口腔粘膜の発生過程にお

いて，初期の重層化，基底細胞の増殖抑制，他の種類の

細胞への分化，の各段階で Hsp25が重要な役割を担っ

ていることが示唆された．

結 論

本研究ではマウス口腔粘膜の発生における keratino-

cyte の重層化と増殖・分化の調節機構を明らかにするた

め，Hsp25の時間的および空間的局在を検索し，さらに

爪の発生および下顎の器官培養での Hsp25のアンチセ

ンス抑制実験を行った結果，以下の結論を得た．

1．単層性の外胚葉が重層化を開始する際に，Hsp25は

一時的に全ての細胞に局在した．

2．重層化の後，peridermal cell および新たに生じる中

間層・有棘層の細胞のみに局在し，増殖する基底層に

は Hsp25は局在しなかった．

4．同じ外胚葉から生じる皮膚の表皮においても，口腔

粘膜と同じ所見が得られた．

5 ．爪の発生では，増殖が盛んな爪母基の基底層では

Hsp25は局在しないが，増殖が起こらない爪床上皮で

は Hsp25が強く局在した．

6．下顎の器官培養系で Hsp25のアンチセンス抑制を

行うと，口腔粘膜上皮の重層化が阻害されて，菲薄化

した．

以上のことから，Hsp25は口腔粘膜の発生初期には重

層化の開始に，さらにその後は keratinocyte の増殖抑

制，および有棘細胞，歯胚，味蕾細胞への分化に関与し

て発現するものと考えられた．

稿を終えるにあたり，終始御懇篤なる御指導と御高閲を
賜りました本学歯学部形態機能成育学講座解剖学分野 天
野 修教授に深甚なる感謝の意を表します．また，種々の
御懇切なる御教示と御高閲を賜りました本学病態診断治療
学講座病理学分野 草間 薫教授および薬理学分野 坂上
宏教授に厚く御礼申し上げます．
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血清カルシウム降下因子 caldecrinによる破骨細胞分化誘導抑制効果

木戸 政水1§ 清村 多2

1明海大学大学院歯学研究科
2明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

（指導：鐘ヶ江晴秀教授）

要旨：Caldecrin は膵臓から精製された分子量約 28 kDa のセリンプロテアーゼで，急性膵炎で高頻度に発症する低カルシウム

血症因子である．Caldecrin が成熟破骨細胞の骨吸収活性を有意に抑制することが報告されているが，破骨細胞の分化誘導に対

する影響は不明である．本研究において，caldecrin のマウス破骨細胞の分化誘導に対する影響について検討した．Caldecrin

は，tumor necrosis factor-α （TNF-α ）あるいは receptor activator of NF-κ B ligand（RANKL）刺激によるマウス骨髄細胞から破
骨細胞への分化誘導［酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（tartrate-resistant acid phosphatase ; TRAP）活性の上昇，TRAP 陽性細胞

の形成］を濃度依存的に抑制した．Caldecrin はマクロファージコロニー形成，破骨細胞前駆細胞形成，および細胞増殖に影響

を与えなかった．Caldecrin は RANKL 刺激による転写因子 nuclear factor of activated T cells c1（NFATc1）の活性化（核への移

行と DNA への結合）と，NFATc1 mRNA の発現上昇を抑制した．さらに caldecrin は calcineurin の活性を抑制した．これらの

結果は，caldecrin は破骨細胞前駆細胞に作用し，Ca2＋/calcineurin 系を介した NFATc1の活性化および発現の調節により破骨細

胞分化誘導を抑制する可能性を示唆する．

索引用語：caldecrin，破骨細胞，破骨細胞分化抑制，calcineurin, NFATc1

Suppressive Effect of Caldecrin, a Serum Calcium-decreasing Factor,
on Osteoclastic Differentiation

Seisui KIDO1§ and Masaru KIYOMURA2

1Meikai University Graduate School of Dentistry
2Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

（Director : Prof Haruhide KANEGAE）

Abstract : Caldecrin, a serine protease of approx. 28 kDa purified from the pancreas, is hypocalcemic factor expressed with high fre-

quency in cases of acute pancreatitis. It has been reported that the bone-resorbing activity of mature osteoclasts was significantly inhibited

by caldecrin ; however, the effect of caldecrin on osteoclastgenesis is not clear. Therefore, in this study, the effect of caldecrin on osteo-

clastgenesis in the mouse was investigated. Caldecrin dose-dependently inhibited the differentiation from mouse bone marrow cells to os-

teoclasts［ tartrate-resistant acid phosphatase（TRAP）activity , TRAP-positive cell formation］ elicited by tumor necrosis factor-α
（TNF-α）or receptor activator of NF-κ B ligand（RANKL）stimulation. Caldecrin did not affect macrophage colony formation, osteoclast
precursor formation nor cell proliferation. Caldecrin inhibited both the transcriptional activity of nuclear factor of activated T cells c1

（NFATc1 ; nuclear translocation and DNA binding）and the increase of the expression of NFATc1 mRNA elicited by RANKL. In addi-

tion, caldecrin inhibited the activity of calcineurin. These results suggest further potential that caldecrin acts on osteoclast precursors and

suppresses the osteoclastogenesis by down-regulation of both the transcriptional activation and mRNA expression of NFATc1 via the Ca2＋

/calcineurin system.

Key words : caldecrin, osteoclast, suppression of osteoclastgenesis, calcineurin, NFATc1
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緒 言

矯正歯科臨床において，より効率的な歯の移動を達成

するために固定源（anchorage）を確保することは不可

欠である．最近，効率的な歯の移動を達成する目的でチ

タン性プレートあるいはスクリューを生体に一過性に埋

入し，そこからの牽引力を歯に負荷する，いわゆる abso-

lute anchorage1, 2）が普及することにより，固定に対する概

念が変化してきている．

近年，骨のリモデリングを薬理学的にコントロール

し，より効率的・効果的な矯正学的歯の移動を達成する

目的で，種々の薬物を用いた研究がされており，in vitro

および in vivo においては，bisphosphonate が歯の移動

抑制効果を有し3, 4），prostaglandin E1および活性型ビタミ

ン D3が歯の移動促進効果を有することが報告されてい

る5−11）．しかし，薬物による矯正学的歯の移動促進は，

同時に歯根吸収も引き起こすことが報告されてい

る12, 13）．このことから山闢と栗原は，矯正学的歯の移動

を抑制させる薬剤として，薬理学的固定（pharmacologi-

cal anchorage）剤の研究開発が必要であると提言してい

る14）．

矯正学的歯の移動において，歯根周囲の歯槽骨の吸収

および添加を伴う骨のリモデリングは必発の現象であ

り，歯の牽引側においては歯根膜に張力が加わる部位で

骨の添加が起こり，歯の圧迫側においては歯周組織が圧

迫され骨吸収が生じる．その結果，矯正力の負荷により

歯周組織のリモデリングが促進され歯は移動する15, 16）．

Macapanpan ら17）は歯の移動開始後 24−36時間で成熟破

骨細胞による穿下性骨吸収がみられたと報告しており，

Zaki ら18）は歯の移動開始後 6時間で骨吸収が始まり，72

時間後には多数の成熟破骨細胞形成が認められたと報告

している．

成熟破骨細胞は造血幹細胞由来19）の単球・マクロファ

ージ系から分化した破骨細胞前駆細胞の融合により形成

される多核の大型細胞であり，酒石酸耐性酸ホスファタ

ーゼ（tartrate-resistant acid phosphatase ; TRAP）陽性で

カルシトニン受容体を有している20−22）．また，その分化

には破骨細胞前駆細胞と骨芽細胞系細胞あるいは骨髄間

質細胞との細胞間接着が必要であることが報告されてい

る23, 24）．最近の研究から，骨芽細胞系細胞／骨髄間質細

胞の細胞膜上における receptor activator of NF-κ B
（RANK）ligand（RANKL）の発現が，破骨細胞分化誘

導に特に重要な働きをすることが知られている25）．ま

た，RANKL ノックアウトマウスの研究からも，RANKL

/RANK シグナルは破骨細胞分化の必須因子であること

が明らかにされている26）．骨芽細胞膜上の RANKL 発現

は，parathyroid hormone/parathyroid hormone-related pep-

tide（PTH/PTHrP）によっても誘導されることが知られ

ており，PTH/PTHrP は血清カルシウム濃度を上昇させ

るとともに破骨細胞の分化誘導に関わることが明らかに

されている27）．

Caldecrin は，Tomomura らによりブタおよびラット膵

臓から抽出・精製され，ラットおよびヒトで cDNA が

クローニングされている分子量約 28 kDa のタンパク質

である28, 29）．その本体は，エラスターゼ族に属する分泌

型プロテアーゼであり，キモトリプシン活性を有するこ

とから，エラスターゼからキモトリプシンへの分子進化

上の途上に位置するセリンプロテアーゼであると推論さ

─────────────────────────────
§別刷請求先：木戸政水，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野（現所属）

Fig 1 Differentiation and activation of osteoclasts. BMMs : bone marrow monocyte/macrophage lineage cells.
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れている．Caldecrin は，PrePro 型では 286アミノ酸か

らなり，16 個のシグナル配列と 13 個の活性配列をも

ち，58番ヒスチジン，105番アスパラギン酸，240番セ

リンで形成されるセリンプロテアーゼ活性に必要なチャ

ージリレーシステムや，222番グリシンと 234番バリン

で構成される基質結合ポケットによりキモトリプシン活

性を発現する28）．さらに caldecrin は，急性膵炎発症時

に頻発する低カルシウム血症の惹起因子と考えられてお

り，骨代謝，特に骨吸収の抑制に働くと考えられてい

る．近年，rat caldecrin がマウス血清カルシウム濃度を

低下させ30），in vitro における長管骨培養系で，PTH あ

るいは PTHrP 刺激による骨吸収を抑制し31），さらにウ

サギ成熟破骨細胞を用いた pit formation assay におい

て，caldecrin が成熟破骨細胞の骨吸収活性を有意に低下

させることが報告された32）．

血清カルシウム降下因子 caldecrin は骨吸収抑制効果

を持つことから，薬理学的固定剤として矯正歯科治療へ

臨床応用できる可能性があるものと考えられた．そこで

本研究では，caldecrin が，破骨細胞の分化誘導のどの段

階を抑制するかについて検討を行った．

材料と方法

材料

6週齢雄性 ddy 系マウスは埼玉実験動物より購入し

た． Fetal bovine serum（ FBS）は Flow Laboratory

（MacLean, VA, USA）より購入した．L-Ascorbic acid, so-

dium tartrate dehydrate, 4-nitrophenylphosphate sodium salt,

α -minimal essential medium（ α -MEM）， Suc-Ala-Ala-

Pro-Phe-pNA, trypsin, Triton X-100, EDTA, Leukocyte acid

phosphatase kit, phenylmethylsulfonyl fluoride（PMSF），

4-amidinophenylmethanesulfonyl fluoride hydrochloride（p-

APMSF），bovine serum albumin（BSA）は Sigma-Aldrich

（St. Louis, MO, USA）より購入した．Super Script-II re-

verse transcriptase，プラチナ定量 PCR スーパーミックス

は Invitrogen（Carlsbad, CA, USA）より購入した．Nuclear

Extract Kit , TransAM は Active Motif（Carlsbad , CA ,

USA）より購入した．BCA Protein Assay Kit は Pierce

（Rockford, IL, USA）から購入した．RNeasy Mini Kit は

Qiagen（Valencia , CA, USA）より購入した．Soluble

RANKL（sRANKL）および macrophage-colony stimulating

factor（M-CSF）は R & D Systems（Minneapolis , MN,

USA）より購入した．Methyl cellulose は Stem Cell

Technologies（Vancouver, BC, Canada）より購入した．

3-（ 4,5-Dimethyl-2-thiazolyl）-2,5-diphenyl-2 H-tetrazolium

bromide（MTT）は和光純薬工業（大阪）から，RNase-free

DNase-I はタカラバイオ（滋賀）から購入した．Nuclear

factor of activated T cells c1（NFATc1）と rRNA の

TaqMan プローブ・プライマーセットは Applied Biosys-

tems（Foster, CA, USA）より購入した．Calcineurin cellu-

lar activity assay kit は Calbiochem（ Darmstadt , Ger-

many）より購入した．

マウス骨髄細胞の調製

6週齢雄性 ddy 系マウスを頚椎脱臼により屠殺後，大

腿骨および脛骨を切り出し，軟組織を除去した．骨端部

を切断後，26 G 注射針で 10％ FBS 含有 α -MEM を注入
し，骨髄細胞を採取した．ピペッティングにより均一な

細胞浮遊液を調製し，40 µm メッシュでろ過後，350 xg
で 1分間遠心した．上清除去後，沈殿を 10％ FBS 含有

α -MEM を用いて懸濁し，骨髄細胞浮遊液として実験に
用いた．

なお，本研究は明海大学歯学部実験動物倫理委員会の

規定に従って行った．

骨髄細胞からの破骨細胞形成

骨髄細胞からの破骨細胞形成は，骨髄細胞（2×105

個）を 96 well 細胞培養用プレートに播き込み，10 ng/ml

M-CSF を含む 10％ FBS 含有 α -MEM（0.1 ml）中にお

いて，37℃，5％ CO2環境下で 3 日間培養した．その

後，10 ng/ml M-CSF, 10 ng/ml sRANKL および被験試料

を含む 10％ FBS 含有 α -MEM で培地交換を行い，さら
に 3日間培養し，破骨細胞を形成させた．破骨細胞形成

の有無は培地中の TRAP 活性測定および細胞の TRAP

活性染色により行った．一部の実験では sRANKL の代

わりに TNF-α を用いた．Fuller らは TNF-α による破
骨細胞の分化への影響について 1, 10 および 100 ng/ml

の添加濃度で検討し，濃度依存的に分化を促進すること

を報告している33）．本実験で TNF-α の添加濃度（15,
30, 60, 100および 120 ng/ml）における影響を検討する

と，破骨細胞形成は濃度依存的に促進され 100−120 ng/ml

でプラトーに達したため，120 ng/ml の濃度の TNF-α
を用いた．

Caldecrin の調製

Rat caldecrin の調製は，Tomomura らの方法28）に従

い，バキュロウイルスを Sf 9細胞に感染させ，培地に

分泌された caldecrin を Mono Q 陰イオン交換カラムで

精製した．Caldecrin の活性化は trypsin をモル比 1：50

の割合で加え，室温で 30分間処理し，p-APMSF を tryp-

sin のモル比の 2倍量加え，室温で 10分間処理して tryp-
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sin 活性を停止した．Caldecrin のプロテアーゼ活性は，

基質である Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA を切断して生成さ

れた p-nitroanilide の量を，マイクロプレートリーダー

Multiskan BICHROMATIC（ラボシステムズジャパン，

東京）を用いて 405 nm の吸光度により測定した．

タンパク質量の定量

タンパク質量は，BCA Protein Assay Kit34）を用いて定

量した．なお，標準として牛血清アルブミンを用いた．

TRAP 活性測定

破骨細胞の TRAP 活性は培養上清を用いて測定し

た．回収した培地を 500 xg で 10分間遠心して細胞片等

を除いた後，培養上清 50 µl に 17.6 mg/ml L-ascorbic

acid , 9.2 mg /ml sodium tartrate dehydrate , 3.6 mg / ml

4-nitrophenylphosphate sodium salt, 0.3％ Triton X-100, 6.0

mM EDTA, 600 mM NaCl を含む 600 mM sodium acetate

buffer（pH 5.5）を 50 µl 加え，37℃で 1時間反応させ

た．その後，300 mM NaOH を 100 µl 加えて反応を停

止させ，405 nm の吸光度をマイクロプレートリーダー

を用いて測定した．なお，対照として細胞を含まない培

地を用いた．

TRAP 活性染色

培地を除去後，細胞を 100％ methanol で 1 分間固定

した後，破骨細胞の TRAP 活性染色を Leukocyte acid

phosphatase kit を用いて行った．すなわち，基質として

naphthol AS-B 1 phosphoric acid を用いて染色後，methyl

green で核染色を行い，位相差顕微鏡下で細胞あたり

3つ以上の核を含む TRAP 陽性多核細胞を破骨細胞とし

て算定した．

In vitro colony formation assay

In vitro colony formation assay は Sato ら35）の方法に従

った．骨髄細胞（1×104個）を 30％ FBS, 1.2％ methyl

cellulose, 1.0％ BSA, 10 ng/ml M-CSF，および被験試料

を含む α -MEM（1 ml）に懸濁して 35 mm ディッシュ

に播き，37℃，5％ CO2環境下で 7日間培養した．培養

終了後，形成されたマクロファージコロニー数を位相差

顕微鏡下で算定した．一部のコロニーについてはサイト

スピン（Thermo, PA, USA）を用いて細胞の同定を行っ

た．

破骨細胞前駆細胞の frequency analysis

Frequency analysis は Sato および Hayashi ら35, 36）の方法

に従った．各 well あたり 1個，15個，50個あるいは 300

個の骨髄細胞を，96 well 細胞培養用プレート 2枚に播

き，10 ng/ml M-CSF，あるいは 10 ng/ml M-CSF および

3.0 µg/ml caldecrin を含む 10％ FBS 含有 α -MEM 中で

3日間培養した．α -MEM で 3回洗浄後，10 ng/ml M-CSF

と 10 ng/ml sRANKL を含む 10％ FBS 含有 α -MEM 中
でさらに 3日間培養した．培養終了後 TRAP 活性染色

を行い，TRAP 陽性多核細胞を含む well 数を算定し

た．各細胞数の前処理群において，各プレート 96 well

中 TRAP 陽性多核細胞を含む well 数が 6−20 well のプ

レートを選び，1/frequency を以下の式により算出し

た．

1/frequency＝N/｛ln［96/（96－P）］｝

ただし，各 well の細胞密度（1, 15, 50，または 300

個）を N, TRAP 陽性 well 数を P とする．

細胞傷害活性の測定

細胞傷害活性の測定には MTT 法37）を用いた．骨髄細

胞を 96 well 細胞培養用プレートに播き caldecrin 存在

下，非存在下で 3日間培養後，Mg2＋，Ca2＋-free phosphate

buffered saline［PBS（－）］で洗浄し，0.2 mg/ml の MTT

を含む培地でさらに 37℃で 4時間培養した．培養液を

除去後，dimethyl sulfoxide（DMSO）を加え，生成した

ホルマザン色素を溶解し，600 nm の吸光度をマイクロ

プレートリーダーを用いて測定した．

Real-time RT-PCR

Total RNA の調製は RNeasy Mini Kit を用いて行っ

た．得られた total RNA は RNase-free DNase-I を用いて

37℃，90分間の処理を行い，さらに total RNA の純度

を高めるため，再度同 Kit を用いて精製した．Total RNA

（5.0 µg）から Super Script-II reverse transcriptase を用い

てランダムプライミングにより cDNA を合成し，その

1/50量を鋳型とし，NFATc1と rRNA の TaqMan プロー

ブ・プライマーセットおよびプラチナ定量 PCR スーパ

ーミックスにより GeneAmp 5700 Sequence Detection

System（Applied Biosystems, Foster, CA, USA））を用い

て real-time RT-PCR を行った．標準曲線は RANKL 単

独処理群から得られた cDNA の 1/5量を段階希釈した

ものを用い，各サンプル中に含まれる転写因子 NFATc1

mRNA および 18 S rRNA 量を相対値として算出した．

さらに，各サンプル中の NFATc1 mRNA 量は 18 S rRNA

量を用いて補正を行い，18 S rRNA に対する NFATc1

mRNA 量比として算出した．なお各定量には CV 値が

10％ 以下のデータのみを用いた．

RAW 264.7からの核タンパク質の抽出

マウスマクロファージ様細胞 RAW 264.7（2×106

個）を 90 mm ディッシュに播き，10％ FBS 含有 α -MEM
中で，37℃，5％ CO2環境下でセミコンフルエントにな
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るまで培養した．その後，sRANKL（10 ng/ml）単独あ

るいは被験試料を含む 10％ FBS 含有 α -MEM に培地を
交換し，30分間培養した細胞から，Nuclear Extract Kit

を用い，核タンパクを抽出した．培養上清を除去した

後，細胞を phosphatase inhibitor 含有 PBS で回収した．

回収した細胞に hypotonic buffer を加え懸濁後，detergent

を加え遠心した．遠心後，沈殿に complete lysis buffer

を 50 µl 加え 4℃で 30分間振盪し，13,000 xg で 10分

間遠心した後の上清を核タンパク質抽出液とした．

活性型転写因子の測定

転写因子 NFATc1, c-fos および NF-κ B の活性型は，
TransAM kit を用いて核タンパク質中に存在する各転写

因子がオリゴ DNA に結合する量で測定し，転写因子活

性化の指標とした．各転写因子に対する特異的結合配列

を持つオリゴ DNA をコートした 96 well アッセイプレ

ートに，2−10 µg の核抽出タンパク質を添加し，1時間
室温で静置し DNA と結合させた．DNA に結合した活

性型転写因子 NFATc1, c-fos および NF-κ B p 65の定量
は，各特異抗体を用いた ELISA 法によって行い，450 nm

の吸光度をマイクロプレートリーダーを用いて測定した．

Calcineurin 活性の測定

Ca2＋/calmodulin dependent Ser/Thr protein phosphatase 2

B（PP-2 B; calcineurin）の活性は，calcineurin cellular ac-

tivity assay kit を用いて測定した．RAW 264.7をセミコ

ンフルエントになるまで培養後，10 ng/ml sRANKL 単

独あるいは被験試料を含む 10％ FBS 含有 α -MEM 中で
30分あるいは 60分間培養した．回収した細胞を 50 µM
EDTA および 50 µM EGTA を含む lysis buffer で溶解

し，遠心後の上清を calcineurin 活性の測定に用いた．Cal-

cineurin 活性は okadaic acid 添加群，okadaic acid および

重金属キレーターである EGTA 同時添加群で行い，基

質として R蠡 phosphopeptide を用い，切断されたリン酸

を 620 nm の吸光度をマイクロプレートリーダーを用い

て測定した．以下の式に示されるように，calcineurin の

活性は okadaic acid 添加群と okadaic acid および EGTA

同時添加群との差により算出した．なお，標準曲線とし

て phosphate standard を用いた．

Calcineurin 活性＝（okadaic acid 添加群）

－（okadaic acid および EGTA 同時添加群）

結 果

Caldecrin のマウス骨髄細胞からのマクロファージ形成

に対する影響

破骨細胞は単球・マクロファージ系の細胞から分化す

ると考えられていることから，マウス骨髄細胞からマク

ロファージへの形成過程に対する caldecrin の影響をコ

ロニー法で検討した．骨髄細胞を M-CSF 存在下で 7日

間培養して形成されたマクロファージコロニー数は 52.8

±1.3であったのに対し，M-CSF と caldecrin 添加群で

は 52.5±3.7であり，形成されたマクロファージコロニ

ー数に有意差は認められなかった（Table 1）．

Caldecrin のマウス骨髄細胞からの破骨細胞前駆細胞へ

の分化に対する影響

破骨細胞は破骨細胞前駆細胞の融合を経て，骨吸収作

用を有する成熟破骨細胞へと分化する．そこで，骨髄細

胞から破骨細胞前駆細胞への分化に対する caldecrin の

影響について，frequency analysis を用いて検討を行っ

た．M-CSF 単独添加あるいは M-CSF および caldecrin

同時添加により骨髄細胞から破骨細胞前駆細胞へ分化誘

導を行い，破骨細胞前駆細胞を sRANKL 単独添加で

TRAP 陽性破骨細胞に分化させることで，前駆細胞の出

現頻度を算定した．M-CSF 単独添加群における破骨細

胞前駆細胞の出現頻度は 0.82±0.13％，M-CSF および

caldecrin 同時添加群は 0.85±0.05％であり，両群間に有

意差は認められなかった（Table 2）．

Caldecrin のマウス破骨細胞形成に対する影響

マウス骨髄細胞から sRANKL 刺激による破骨細胞の

分化誘導を行い，caldecrin の効果を検討した．sRANKL

無添加群では TRAP 陽性細胞がほとんど観察されなか

Table 1 Effect of caldecrin on macrophage colony formation.

Treatment Colony number

M-CSF
M-CSF ＋ caldecrin

52.8±1.3
52.5±3.7

Values indicate mean±SEM of 3 experiments.

Table 2 Effect of caldecrin on osteoclast progenitor cell formation.

Treatment Frequency（％）

M-CSF
M-CSF ＋ caldecrin

0.82±0.13
0.85±0.05

Values indicate mean±SEM of 3 experiments.
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ったのに対し，sRANKL 単独添加群では TRAP 陽性の

多核細胞が多数観察された．一方，caldecrin 添加群では

sRANKL 単独添加群に比べ，有意に TRAP 陽性多核細

胞数の減少が観察された（Fig 2）．次に，TRAP 陽性細

胞を多核細胞と単核細胞に分類したところ，sRANKL

単独添加群での TRAP 陽性多核細胞の割合は，TRAP

陽性単核細胞の約 40％であった．一方，caldecrin 共存

下では，TRAP 陽性単核細胞の割合は sRANKL 単独添

加群の約 20％に抑制されたが，TRAP 陽性多核細胞の

割合は TRAP 陽性単核細胞の約 40％と，caldecrin 非存

在下の場合と同様の結果であった（Fig 3B）．

さらに，RANKL 刺激による骨髄細胞からの破骨細胞

分化誘導に対する caldecrin の影響を検討するため，cal-

decrin の添加濃度を変化させて培養上清中の TRAP 活

性を測定した．sRANKL 単独添加群に対し caldecrin 添

加群は有意に TRAP 活性を抑制した．抑制効果は濃度

依存的であり，sRANKL 単独添加群と比較すると calde-

crin 添加濃度 0.3 µg/ml では約 35％，1.0 µg/ml では約

65％，3.0 µg/ml では約 75％の抑制効果が認められた

（Fig 3A）．

RANKL と異なる受容体を介する TNF-α も，骨髄細
胞から破骨細胞への分化を誘導する38）．TNF-α 刺激に
よる骨髄細胞からの破骨細胞の形成は，sRANKL によ

って誘導された TRAP 陽性細胞形成の約 35％であった

（data not shown）．Caldecrin の添加濃度を変化させて培

養上清中の TRAP 活性を測定した結果，TNF-α 単独添
加群に対し caldecrin 添加群とも有意に TRAP 活性を抑

制し，その抑制効果は RANKL 刺激に対する caldecrin

の効果同様，濃度依存的であった（Fig 4）．

Caldecrin の細胞傷害活性の検討

Caldecrin が骨髄細胞に細胞傷害性を与えることで破

骨細胞形成を抑制する可能性があるため，骨髄細胞の細

胞増殖を指標として MTT assay を用いて検討した．Cal-

decrin 非添加群と比較し，caldecrin 添加濃度 0.3, 1.0, 3.0

および 9.0 µg/ml の全てにおいて，形成されるホルマザ

ン量に有意差は認められず，caldecrin に細胞傷害活性は

認められなかった（Fig 5）．

Caldecrin の破骨細胞分化誘導における NFATc1 mRNA

の発現に対する影響

転写因子 NFATc1はマウス骨髄細胞からの破骨細胞

分化誘導の過程において，最も下流に位置する転写因子

と考えられている39）．そこで，マウス骨髄細胞から破骨

細胞への分化誘導の過程において，caldecrin が NFATc1

mRNA の発現に影響を与えるか否かを，real-time RT-

Fig 2 Effect of caldecrin on mouse osteoclastgenesis stimulated
by RANKL. Mouse bone marrow cells were cultured for 3 days
with M-CSF（10 ng/ml）and then cultured with caldecrin（3 µg/
ml）in the presence of M-CSF and RANKL（10 ng/ml）for 3
days. The cells were stained for TRAP activity. Arrows indicate
mature osteoclasts.
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PCR 法を用いて検討した． sRANKL 単独添加では

NFATc1 mRNA の発現は経時的に増加するが，caldecrin

同時添加により NFATc1 mRNA 発現の上昇はコントロ

ールレベルにまで抑制された（Fig 6）．

Caldecrin の破骨細胞分化誘導における転写因子

NFATc1, NF-κ B, c-fos の DNA 結合活性に対する影響

NFATc1 mRNA は，NFATc1の転写活性の亢進によっ

て発現が上昇すると考えられている．また，RANKL は

Fig 5 Effect of caldecrin on growth of bone marrow cells. Bone
marrow cells were treated with for 3 days M-CSF（10 ng/ml）and
the indicated dosages of caldecrin. MTT assay was performed as
described in“Materials and Methods．”Relative cell number is ex-
pressed as％ of the control. Values are the mean±SEM of 3 ex-
periments.

Fig 4 Effect of caldecrin on osteoclastgenesis induced by TNF-
α in mouse bone marrow cell cultures. Bone marrow cells were
cultured with M-CSF（10 ng/ml）to generate of osteoclast pro-
genitors. The cells were then treated for 3 days with the TNF-α
（120 ng/ml）and the indicated dosages of caldecrin. The relative
TRAP activity is expressed as％ of the control. Values indicate
mean±SEM of 3 experiments. *p＜0.05 **p＜0.01 means a sta-
tistically significant difference between caldecrin（－）and calde-
crin（＋）．

Fig 3 Inhibitory effect of caldecrin on TRAP activity and generation of TRAP-positive cells from mouse bone marrow cells.
（A）Bone marrow cells were treated for 3 days with M-CSF（10 ng/ml）, RANKL（10 ng/ml）and the indicated dosages of cal-
decrin, and then TRAP activity was determined．（B）Bone marrow cells were treated for 3 days in the presence of RANKL and
M-CSF with or without caldecrin（3 µg/ml）, and then the numbers of TRAP-positive mononuclear and multinuclear cells were
counted. The relative TRAP activity and cell numbers are expressed as％ of the control. Values indicate mean±SEM of 3 ex-
periments. *p＜0.05 **p＜0.01 means a statistically significant difference between caldecrin（－）and caldecrin（＋）．
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NF-κ B および AP-1の DNA 結合活性を亢進し40, 41），同

様に NFATc1 の発現を上昇させることが知られてい

る39）．そこで，RAW 264.7からの破骨細胞分化誘導系に

おいて，sRANKL 刺激による転写因子 NFATc1, NF-κ B,
c-fos の DNA 結合活性に対する caldecrin の影響を

TransAM kit を用いた ELISA 法で検討した．NF-κ B お
よび c-fos の DNA 結合活性は，sRANKL 単独添加群と

caldecrin 同時添加群との比較では有意差が認められなか

ったが，sRANKL 刺激による NFATc1 の DNA 結合活

性の上昇は，caldecrin 同時添加によって有意に抑制され

た（Fig 7）．

Caldecrin の破骨細胞分化誘導における脱リン酸化酵素

calcineurin の活性に対する影響

Calcineurin はセリン／スレオニン脱リン酸化酵素で，

Fig 7 Effect of caldecrin on NFATc1, NF-κ B, and c-fos activation by RANKL. RAW 264.7 cells were treated with
RANKL（10 ng/ml）or RANKL and caldecrin（9 µg/ml）for one h, and then nuclear extracts were prepared as described in
“Materials and Methods．”The transcriptional activation of NFATc1, NF-κ B, and c-fos was measured by use of a TransAM
kit. Values are the mean±SEM of 3 experiments. *p＜0.05 means a statistically significant difference from the control.

Fig 6 Effect of caldecrin on NFATc1 mRNA expression induced
by RANKL. Bone marrow cells were treated with RANKL（10 ng
/ml）and caldecrin（3 µg/ml），and total RNA was isolated at the
times indicated. NFATc1 mRNA levels were measured by real-
time RT-PCR. The NFATc1 mRNA expression is indicated as rela-
tive to that at 2 h in the absence of RANKL（－）．Values are the
mean±SEM of 3 experiments.

Fig 8 Effect of caldecrin on calcineurin activation by
RANKL. RAW 264.7 cells were treated for 0, 30 or 60 min
with RANKL（10 ng/ml）or RANKL with caldecrin（9 µg
/ml）, and then calcineurin activity was measured by using a
calcineurin cellular activity assay kit. Values are the mean
±SEM of 3 experiments. *p＜0.05 means a statistically
significant difference from the control.
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NFATc1 を脱リン酸化することにより核内移行さ

せ42, 43），NFATc1 の転写活性を亢進させる．そこで，

RANKL 刺激による calcineurin 活性に対する caldecrin

の効果を，Calcineurin Cellular Activity Assay Kit を用い

て検討した． sRANKL 単独添加群の calcineurin 活性

は，コントロール群と比較して 30分後に約 1.5倍に上

昇し，60分後には約 0.8倍に低下した．一方，sRANKL

による calcineurin 活性の上昇を，caldecrin は添加後 30

分で約 30％抑制し，60分後で約 25％抑制した（Fig 8）．

考 察

破骨細胞分化誘導に対する caldecrin の影響を，マウ

ス骨髄細胞およびマウスマクロファージ様細胞 RAW

264.7を用いて検討を行った．

骨髄細胞は M-CSF によりマクロファージ様の性質を

持つ破骨細胞前駆細胞へと分化する．そこで，マクロフ

ァージコロニーの形成に対する caldecrin の抑制効果の

有無を検討したが，M-CSF によって誘導されるマクロフ

ァージコロニー形成に対し caldecrin の影響を認めなか

った（Table 1）．次に破骨細胞前駆細胞への分化に対す

る caldecrin の抑制効果の有無を frequency analysis の結

果で検討したが，骨髄細胞から破骨細胞前駆細胞への分

化に対しても caldecrin の影響を認めなかった（Table 2）．

これらのことから，caldecrin は骨髄細胞からマクロファ

ージ形成，および破骨細胞前駆細胞への分化に影響を与

えないことが示唆された．

RANKL は TNF スーパーファミリーに属する膜貫通

型タンパク質であり44），破骨細胞前駆細胞に存在するレ

セプター（RANK）に結合することで TNF receptor-

associated factor（TRAF）群，特に TNF receptor associated

factor 6（TRAF 6）を活性化し45），NF-κ B あるいは c-Jun

N-terminal kinase（JNK）などの下流の転写因子を活性

化させ破骨細胞分化誘導を行う．Caldecrin は，sRANKL

刺激による破骨細胞の分化誘導を濃度依存的に抑制し，

3.0 µg/ml 添加で TRAP 活性を 80％抑制した（Fig 3A）．

また，この濃度では TRAP 陽性単核細胞の形成を 80％

抑制した．一方，TRAP 陽性多核細胞の単核細胞に対す

る比率は caldecrin 処理に影響を受けなかったことから

（Fig 3B），前駆細胞から TRAP 陽性細胞への分化，即

ち分化の初期を caldecrin が抑制していることが示唆さ

れた．

一方，TNF-α は破骨細胞前駆細胞の TNF レセプター

に結合後，TNF receptor associated factor 2（TRAF 2）の

会合を介して NF-κ B あるいは JNK を活性化し，破骨

細胞の分化を促進する46）．TNF-α 刺激により破骨細胞
形成マーカーである TRAP 活性が上昇し，caldecrin 同

時添加により抑制されたことから，caldecrin は RANK

と異なるレセプターを介する破骨細胞分化誘導も抑制す

ることが明らかとなった（Fig 4）．TNF-α は，RANKL/
RANK 系を介さず破骨細胞前駆細胞を破骨細胞へと分

化誘導することが報告されているが38, 47），一方で

RANK－／－マウスと TNF-α トランスジェニックマウスを
交配しても大理石骨病は改善しないことが報告されてお

り48），TNF-α が RANK 非依存的に破骨細胞分化誘導を

するかについては明確な結論が得られていない．しか

し，caldecrin が TRAF 6あるいは TRAF 2以降で活性化

される NF-κ B の DNA 結合活性に影響を与えなかった

こと（Fig 6）から，caldecrin の RANKL および TNF-α
刺激による破骨細胞分化誘導抑制効果は受容体レベルで

はないことが示唆された．

Tomomura らにより，ウサギ成熟破骨細胞の骨吸収抑

制は，プロテアーゼ活性非依存的であることが報告され

ている28）．さらに，今回結果は示さないが，プロテアー

ゼ活性を除いたミュータント caldecrin でも破骨細胞形

成を抑制することが認められた（data not shown）．

以上のことから，caldecrin はプロテアーゼ活性非依存

的に破骨細胞前駆細胞から破骨細胞への分化誘導の初期

を抑制することが明らかとなった．

近年，破骨細胞内シグナルにおいて破骨細胞分化に関

わる重要な転写因子として，NFATc1が報告された39）．

NFATc1は，nuclear factor of activated T cell（NFAT）フ

ァミリーとして同定された NFAT 1−5のうち NFAT 2に

属し，RANKL 刺激により転写が誘導される．NFATc1

を欠損した ES 細胞は，破骨細胞分化が完全に障害され

ることが報告されており39），NFATc1は破骨細胞分化に

必須の転写因子である．NFATc1は，細胞内 Ca2＋濃度の

上昇に伴い活性化された Ca2＋依存性脱リン酸化酵素で

ある calcineurin により，脱リン酸化を受けて核内移行

し，AP-1と複合体を形成することにより転写活性を増

強する．RANKL 刺激によるマウス破骨細胞分化誘導時

の NFATc1 mRNA の発現を，real-time RT-PCR 法によ

り経時的に定量したところ，NFATc1 mRNA 量は

sRANKL 刺激 8時間後から増加し始め，48時間後にお

いて約 10倍の上昇を認めた（Fig 6）．NFATc1 は活性

化後，再度 NFATc1 プロモーターの上流に結合し，

autoamplification により NFATc1 mRNA の発現を促進す

るため，経時的な発現量の上昇が見られたものと考えら

れた．一方，sRANKL と caldecrin 同時添加における
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NFATc1 mRNA の発現は，コントロールに対し有意差

を認めなかった．このことから，caldecrin によるマウス

破骨細胞分化誘導抑制は，NFATc1 mRNA の発現の抑

制によるものと考えられた．また，NF-κ B および c-fos

の DNA 結合活性は caldecrin 同時添加によって抑制さ

れなかったが，NFATc1の DNA 結合活性は有意な抑制

が認められた（Fig 7）．このことから caldecrin は，

NFATc1 の DNA 結合活性を抑制することで NFATc1

mRNA の発現を抑制することが明らかとなった．

NFATc1 の核内移行は Ca2＋依存性の calcineurin による

脱リン酸化で行われ，この抑制剤である FK 506やサイ

クロスポリン A は破骨細胞分化を抑制することが知ら

れている49）．そこで，RANKL 刺激による calcineurin の

活性化に対する caldecrin の影響を検討したところ，

sRANKL 単独添加により calcineurin 活性は 30分で上昇

し，60分後にはコントロールレベルより低下した．一

方，caldecrin 同時添加でいずれも有意に calcineurin 活

性が抑制された（Fig 8）．Calcineurin の活性は細胞内 Ca2＋

濃度に依存しており，ホスファチジルイノシトール代謝

回転の亢進による細胞内 Ca2＋濃度の上昇により活性化

される．RANKL 刺激による小胞体からの Ca2＋放出は振

動を繰り返しながら放出を変動することが報告されてお

り41），60分後の RANKL 添加群で calcineurin 活性が低

下したことの原因ではないかと考えられる．

これまで破骨細胞の分化誘導は，分化誘導因子として

の RANKL と，生存因子としての M-CSF の 2つのサイ

トカインによる刺激で十分と考えられてきた．最近，第

3のシグナル経路として免疫グロブリン様受容体群の存

在が明らかにされた50, 51）．この免疫グロブリン様受容体

群は，細胞膜に局在するシグナル伝達分子である Fc re-

ceptor common γ subunit（FcRγ）あるいは DNAX activat-

ing protein 12（DAP 12）と会合し，Ca2＋シグナルを介し

calcineurin を活性化する52, 53）．FcRγ および DAP 12は共

通したアミノ酸配列である immunoreceptor tyrosine-

based activation motif（ITAM）を有し，この ITAM のチ

ロシンリン酸化により Ca2＋シグナルを伝達する．破骨

細胞は免疫細胞と同様の機構で制御を受けていると考え

られ，この第 3のシグナル経路は免疫細胞の活性化に伴

う共刺激分子と同様に，RANKL/RANK 経路による主刺

激のもとで破骨細胞分化誘導を制御する共刺激分子と考

えられている．RANKL 刺激が，FcRγ あるいは DAP 12

の ITAM をどのような経路でリン酸化するのかについ

ては明らかにされていないが，caldecrin は Ca2＋シグナ

ル経路を阻害することで calcineurin の活性化を抑制

し，NFATc1の核内移行および DNA 結合活性を抑制し

ているのではないかと考えられる．

今回の研究により，caldecrin は転写因子 NFATc1 の

活性化および発現を特異的に抑制することで破骨細胞分

化誘導を抑制することが示唆された．NFATc1は自らの

タンパク質の転写を促進する転写因子として作用し，正

の feed back 機構により自己増加（autoamplification）す

る．Caldecrin が Ca2＋/calcineurin 系を介する NFATc1の

核内移行を阻害することにより NFATc1の DNA 結合活

性を阻害する機構の存在が示唆された（Fig 9）．

結 語

これまでに報告された caldecrin の破骨細胞の骨吸収

抑制効果に加え，caldecrin が Ca2＋/calcineurin 系を介し

た破骨細胞分化誘導に対する抑制効果を持つことが，今

回明らかとなった．これらのことから，caldecrin は破骨

細胞の形成と機能を直接抑制することが示唆された．

稿を終えるにあたり，終始ご懇篤なるご指導を賜りまし
た明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野
鐘ヶ江晴秀教授に深甚なる感謝の意を表します．また終始
ご指導，ご助言，ご校閲を賜りました本学口腔生物再生医
工学講座生化学分野 友村明人教授に深甚なる感謝の意を
表します．そして，本研究を遂行するにあたり，ご協力い
ただきました生化学分野 藤本健吾博士ならびに歯科矯正

Fig 9 Schematic representation of possible regulation of osteo-
clastgenesis by caldecrin. RANKL binds to RANK, and then the
signals are up-regulated by transcription factors or phosphatase
such as NF-κ B, AP-1, or calcineurin. Caldecrin down-regulates
calcineurin activity, but not NF-κ B or AP-1. Suppression of osteo-
clastgenesis by caldecrin may be controlled by blocking nuclear
transcription and translocation of NFATc1 through the Ca2＋ /cal-
cineurin system.
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学分野の先生方にも深謝いたします．
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緒 言

コンピュータを利用した試験（computer based testing,

CBT）は，最近多く行われるようになってきた．我々に

身近なところでは，共用試験の CBT がある．CBT を行

うには数種の方法があると思われるが，CBT システム

を構築するためにネットワーク用の hyper text transport

protocol（http）と web サーバーを利用するのが容易で

安価にシステムを構築できる．設問の表示と解答は，既

存の Internet Explorer（ IE）ブラウザを利用できるの

で，IE の利用に慣れている学生達にも容易に設問に解

答することができる．また，ネットワーク環境で使用す

るので，いわゆるオンライン型の CBT システムにな

り，試験だけでなく，解答の正誤をフィードバックする

ことにより，自習用のシステムにも転用でき，その利用

価値は広がるものと期待される．さらに，設問にして

も，多肢選択方式や穴埋め問題なども出題できる．それ

で，今回，CBT と自習用のプログラムの作成を行った

ので，その経過と CBT と自習利用での経緯について報

Web サーバー利用による Computer Based Testing（CBT）
システムの構築

三笠 建次§

明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

要旨：ネットワーク用の http と web サーバーを利用して，CBT システムと自習用システムの構築を試みた．自習システムで

は解答の正誤を表示した．自習システムには 1, 2年生の学生のうち約 1/3の学生がアクセスしており，学生の勉学支援の一助に

なったものと思われる．問の解答方式は，多肢選択方式と解答入力方式で実施した．多肢選択問題では選択肢の表示方法を独自

に開発した．124名の学生の定期試験を CBT で行ったが，問題作成，採点方法やハードウエアーの増強などの課題が残され

た．

索引用語：CBT, web サーバー，http

Construction of a Computer Based Testing（CBT）System
Using a Web Server

Kenji MIKASA§

Division of Basic Biology, Department of Oral Biology & Tissue Engineering,
Meikai University School of Dentistry

Abstract : Using http and a web server for networking, I constructed a computer based testing（CBT）system and a system for self-

study. The answers were displayed in the self-study system. About one-third of the students in their first or second year accessed this self-

study system, and the system appeared to be a useful tool for supporting student study. The test involved multiple choice questions and

the input of the answers. I developed an original indicator in this multiple choice test. Using it, I performed a regular examination of 124

students in CBT ; but problems such as test making, a marking method or the reinforcement of hardware were left unfinished.

Key words : CBT, web server, http
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告する．

方 法

1．システム構築環境と使用ソフト

サーバー用コンピュータは，通常使用している PC を

使用した．OS は Windows XP であった．サーバーソフ

トは，中田氏提供の AN HTTPD1）を使用した．Common

gate way（CGI）用のプログラムは practical extraction and

report language（perl, version 5.8.6）2）で作成した．設問の

閲覧は，Windows XP 付属の IE を使用した．なお，他

のブラウザでも閲覧は可能である．現在のところ，自作

の CGI スクリプトを学内の LAN 上で稼働できる環境

を得ることができないので，民間のプロバイダーの web

サーバーにプログラムを設置して，自習用のプログラム

を稼働させた．

2．システムの概略とシステム構築

（1）受験者名の入力

IE を起動（Fig 1）し，アドレス入力欄に CBT のプ

ログラムが載っているサーバーの IP アドレスを入力す

ると，Fig 2のようなログイン画面になり，入力欄にク

ラス番号とパスワードを入力して，次へ進むと受験者の

氏名が中央部に表示され（Fig 3），確認するようになっ

ており，氏名が合っていれば，次へ進むを押して，設問

の画面（Fig 4）に進む．なお，設問を表示した画面右

上に，受験者の氏名を表示して，確認できるようにし

た．

（2）設問画面の表示

IE のブラウザには，ウェブページを閲覧するための

Fig 1 Opening screen of the Internet Explorer.

Fig 2 Screen for input of class number and password.

Fig 3 Screen for confirmation of the full name of the person
taking the examination.

Fig 4 Screen displaying a question in the multiple-choice test.
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アドレス入力欄，ツールバー，メニューバーがあり，戻

るや進むのボタンがある．これらのボタンは開発した

CBT プログラムとは独立に作動し，解答を選択した後

にブラウザの戻るボタンで，一つ前の設問へ戻ると解答

が保存されないので，問題提示画面ではこれらの機能を

制限する必要があったので，JavaScript3）を使用して，別

のウィンドーを開き，ツールバー，メニューバーなどが

表示されないブラウザを表示させた（Fig 2）．

設問は 1問だけ表示することにし，解答するしないに

関わらず，「次の問へ」のボタンをクリックするとその

時点での解答がサーバーに送信され，解答がファイルに

保存される．そしてサーバーから次の問題がクライアン

トに送信されて，画面に表示される．次設問以降は，表

示された設問番号の 1つ前の番号へ戻れる「戻る」ボタ

ンがある．戻る前に解答を行っても，解答が送信され，

それらの解答がファイルに保存されるようにした．

（3）選択肢の選択方式

Hyper text markup language（HTML）を利用した選択

肢表示には，複数の選択肢の中から一つの解答しか選択

できないラジオボタン（今後，この方式を radio と記

す）と複数の選択肢を選択できるチェックボックス

（check 方式）がある．これらの方式だと選択された選

択肢が本学 CAI 教室（Fig 5）では 3 m 程離れたところ

からも識別できるので，JavaScript とスタイルシートを

使用して，独自の表示方式を作成した．最初，選択肢リ

ストの前のテキストボックスには全て×が表示されてい

る（Fig 4）．選択肢リストのアルファベットを記したボ

タンをクリックするとテキストボックスに○が表示され

るようにした（Figs 6, 7）．この方式により本学 CAI 教

Fig 5 A photograph of students being examined by using the
CBT system.

Fig 6 Screen showing an answer to a question in the multiple-
choice test.

Fig 7 Screen showing plural answers chosen in the multiple-
choice test.

Fig 8 Screen showing a question to be responded to in the se-
lection box.
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室では，他列の台上の画面で表示された選択肢の選択ま

たは非選択の識別は困難になったものと思われる．

HTML では，セレクトボックスを使用するとプルダウ

ン式で選択肢の表示ができ，表示面積の節約になるの

で，セレクトボックス（select 方式）を使用した設問も

作成した（Figs 8, 9）．今回採用した 3つの方式とも選

択肢の個数は任意に設定することができるようにした．

（4）解答入力方式

HTML の 1行テキスト入力ボックス（input 方式）を

利用すると，穴埋め問題や解答を問う設問に対応するこ

とができた（Figs 10, 11）．

（5）画像表示問題

PC を使用して試験を実施する利点の一つとして，画

像を表示した設問の作成が比較的簡単にできることが挙

げられる．それで，画像を表示した設問例を Fig 12に

示した．

（6）経過一覧画面

設問を 1問づつ表示させる方式なので，解答の見直し

ができるように経過一覧画面を表示し，解答済みの問に

は「済み」と表示した（Fig 13）．経過一覧は設問表示

画面の左上の経過一覧ボタンをクリックすると表示され

る．この画面で移動したい問番号の数字をクリックする

と該当の設問に移動することができるようにした．

（7）設問文と採点用ファイル

本システムでは，CGI を使用して設問を表示させる

ので，前もって，設問ページファイルを作成する必要は

Fig 9 Screen showing another question to be responded to in
the selection box.

Fig 10 Screen showing blanks for input of answers to a ques-
tion.

Fig 11 Screen showing a blank for the input of the answer to
another question.

Fig 12 Screen showing a question related to a designated im-
age.
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ない．プログラムで解答方式の違いを判別して，HTML

のタグ，JavaScript とスタイルシートのソースと設問文

を web サーバーがクライアントに送信する方式を採用

している．したがって，設問文は，テキスト形式のファ

イルであればよい．なお，正誤を判定するための正解用

ファイルを作成しなければならなかった．それで今回作

成した設問文と正解作成用ファイルを Fig 14 に示し

た．Fig 14に示したように設問の問番号と設問を 1行に

記し，次の行に解答方式を記した．今回は radio, check,

select と input の 4方式を採った．次行に radio, check, se-

lect の場合は選択肢を書いた．Select の場合は，プルダ

ウンで表示する選択肢を『 』に入れ，各選択肢をコロ

ンで区切った．Input 方式では，入力欄を挿入する箇所

を（ ）で指定した．設問作成時に多肢選択問題の場

合，選択肢が正解の場合は各選択肢の先頭に○を不正解

の場合は×を記し，コロンで区切って選択肢を記した．

別のプログラムで，問毎のテキストファイルと正答ファ

イルを作成し，CBT と自学自習用のプログラムに対応

させた．Select と input 方式は，今回はテキストエディ

ターで正答ファイルを作成した．

（8）解答の正否の表示

CBT 用のみならず，解答の正誤を表示させるように

すると自学者はその場で解答の正誤を確かめることがで

きるようになるので，解答返信用のプログラムを作成し

た．CBT 用の画面の左下に正誤ボタンを設置し，その

ボタンをクリックすると解答の正誤を表示できるように

Fig 13 Screen showing a list of the questions answered at a
given point during the test.

Fig 14 Screen showing a question in text format.

Fig 15 Screen indicating whether the answer in the multiple-
choice test was correct or incorrect.

Fig 16 Screen indicating whether plural answers were correct
or not in a multiple-choice test with plural answers.
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した．radio と check 方式では，「正解です」または「全

正解ではない」と赤字で解答を表示した（Figs 15,

16）．select と input 方式では，解答が正解ならば，select

ボックスや入力欄の正解を赤字で表示し，不正解の場合

は，select ボックスや入力欄をそのまま残して，再度，

解答ができるようにした（Fig 17）．

結 果

1．プログラム開発時間

CBT 用のプログラムは，2005年 4月下旬から作成に

取りかかり，1ヶ月半程で一応完成した．自習用に解答

の正誤を表示するプログラムの作成には，3ヶ月程を要

し，2005年 8月下旬に自習用に稼働させることができ

た．

2．自学自習でのアクセス数

2005年 8月下旬から 9月下旬に試験が終了するまで

に，自学自習でのアクセス数は，1年生で 42名，1年生

のうちの 34％であり，2年生で 39名，2年生のうちの

29％であった．詳しいアクセス状況の報告は省略する

が，アクセスした学生の自習用システムの利用状況は学

生によって異なっていた．

3．CBT の実施

3度の CBT のトライアル（2005年 7月，9月，2006

年 1月），少人数での CBT による試験（2005年 12月）

を実施した後，2006年 2月 20日に生物学蠡の定期試験

を CBT で実施した．受験生は生物学蠡受講者 124名．

使用した PC は，Sotec E 4180 DR Intel Pentium 4, 1.80

GHz, 256 MB RAM デスクトップ PC, Sotec G 270 RW

Intel Celeron 700 MHz, 256 MB RAM デスクトップ PC

と DELL Inspiron 1150 Mobile Intel Pentium 4, 1.60 GHz,

640 MB RAM のノート PC であった．1 台目の PC に

は，63名，2台目には 40名，3台目には 21名の学生が

アクセスするように設定した．IE を起動し，IP アドレ

スを入力させ，試験を開始した．試験中，プライム

（’）の入力方法を質問する学生が 1名いた．CBT 用の

問題 28問中，20問が多肢選択問題であり，残りの 8問

は解答入力問題であった．解答入力問題では解答が分か

らない設問以外は，全員の学生がキーボーで解答を入力

していた．

議論と結語

今回開発した CBT システムおよびインターネット利

用による演習問題自習システムは，自作プログラムによ

るものであり，複数の問題出題様式に対応できた．しか

し，そのために，解答の正誤を表示するプログラム作成

に時間を要した．正誤の表示方法は，他にもあるので学

生の勉学の利便になる方式を今後検討する予定でいる．

問題ファイル作成に関しては 4通りの出題方法に対応

できているが，正答用ファイルの作成は今後更なる開発

と検討を加えなければならない課題である．なお，多肢

選択問題の自動採点プログラムは容易に作成することが

できたが，解答入力問題での自動採点プログラムは，現

段階では使用できる状況ではない．その理由は 2 つあ

る．漓解答の入力の方法が問題により異なる場合がある

ので，プログラムで対応できていない．滷受験者がキー

ボーで入力する時の癖を把握できていない．例えば，今

回の試験であったことであるが，答えを入力した文字の

末尾に空白が入力されていた例があった．それで，解答

入力問題での自動採点は今後検討しなければならない重

要課題の一つである．

インターネットの普及により，今回，1, 2年生のうち

約 1/3の学生が自習システムにアクセスしていた．アク

セス記録を調べたところ，学生達の利用の仕方は，様々

であったが，本システムは学生の勉学支援に何らかの寄

与があったものと考える．

124 名の学生に対して，定期試験を CBT で実施し

た．本システムでは web サーバーに多数の受験者がア

クセスするので，使用した PC がこれらのアクセスに耐

えられるかが一番の心配であったが，設問数を少なくす

るなどの対応をして CBT を実施した．また，3台の PC

を利用してシステムの安全性を高めなければならなかっ

た．今回の試験実施結果だけでは開発した CBT システ

Fig 17 Screen indicating whether answers were correct or in-
correct in a test using selection boxes.
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ムを万全に運用できる確信は得られなかった．今後はハ

ードウエアの増強や使用 OS の検討などを行って，より

安全に CBT が実施できる体制を整えなければならない

と考えている．

オンライン型の CBT システムの構築には，その他の

問題点があることが指摘されており4），それらのことも

念頭に置きながら，CBT システムの構築をしなければ

ならないと思われる．なお，最近では，Yahoo! インタ

ーネット検定に見られる検定試験5）や日本医歯薬研修協

会で行っているインターネットを利用した CBT 模擬試

験6）も行われるようになってきており，現在開発中の

CBT システムが学生の勉学支援の一助になればと願

う．

CBT の実施にあたり，大変お世話になりました中嶌
裕教務学生部長，口腔生物再生医工学講座代表の友村明人
教授や奥村泰彦メディアセンター長はじめ情報センターの
委員の方々に深く感謝いたします．
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緒 言

低位咬合を呈する部分歯列欠損症例，特に咬合支持域

が 1か所のみの Eichner 分類 B 3の症例1）では，咬合支

持の喪失さらにすれちがい咬合へと移行する可能性が高

く，残存する咬合支持域への配慮が重要である．

今回著者らは，低位咬合を呈する Eichner 分類 B 3の

部分歯列欠損症例に対して，治療用義歯を用いて咬合挙

上を行った後，上下顎部分床義歯を装着するとともに，

1か所のみの咬合支持域を保護する目的で，オクルーザ

ルスプリントを応用した 1例を経験したので報告する．

治療用義歯により咬合挙上後，上下顎部分床義歯を装着した 1症例
－低位咬合を呈した Eichner 分類 B 3への対応－

重本 明彦§ 下川原 忍 中里 浩之
加藤 徹 栗原 美詠 大森香都良
山本 裕信 屋嘉 智彦 大川 周治
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

要旨：顎口腔機能の調和を保つ上で，適正な咬合高径を付与することは重要である．今回我々は低位咬合を呈する Eichner 分

類 B 3の部分歯列欠損症例に対して，治療用義歯を応用して咬合挙上を行った後，上下顎部分床義歯を装着するとともに，1か

所のみの咬合支持域を保護する目的で，下顎にオクルーザルスプリントを応用した 1例を経験したので報告する．

索引用語：咬合挙上，Eichner 分類 B 3，治療用義歯，オクルーザルスプリント

Reestablishing Occlusal Vertical Dimension by Use of a Diagnostic
Treatment Denture in a Partially Edentulous Patient
（Eichner Class B 3）: A Case Report

Akihiko SHIGEMOTO§, Shinobu SHIMOKAWARA, Hiroyuki NAKAZATO,
Tohru KATOH, Mie KURIHARA, Katsura OHMORI,

Hironobu YAMAMOTO, Tomohiko YAKA and Shuji OHKAWA
Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : To maintain a harmonious stomatognathic system, dentists must establish an appropriate occlusal vertical dimension

（OVD）．
This clinical report describes our establishment of an appropriate OVD for a patient（Eichner class B 3）with a decreased OVD by use

of a diagnostic treatment denture, and the subsequent application of an occlusal splint to the lower jaw, protecting only one supporting

zone.

Key words : reestablishing occlusal vertical dimension, Eichner class B 3, diagnostic treatment denture, occlusal splint
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症 例

患者：52歳 女性

初診：平成 15年 1月 22日

主訴：上顎前歯部の咀嚼時疼痛

現病歴：半年前から上顎前歯部周囲歯肉に圧痛を感じ

ていたが，そのまま放置していた．

しかし，症状は徐々に悪化し，咀嚼時疼痛を自覚するよ

うになったため本学に来院した．

なお，補綴科来院時には １│─┘は本学口腔外科にて抜

歯済であった．

全身既往歴：花粉症，高脂血症（メバロチン服用

中），甲状腺腫（チラジン服用中）

現症：７ ５３│～ ６────┼───７６ │～４～６欠損，
│７──┼─５４│７全部鋳造冠，

┌─│３メタルボンドクラウン，澁５潺│───┘鋳造ブリッジ

下顎義歯は使用しておらず，咬合支持は ４│──┤５ │部 1 か

所のみの咬合接触により保たれているが，─┐５│が約 2 mm

圧下されている．このため，下顎前歯部の残存歯が上顎

義歯を突き上げており，義歯の動揺による咀嚼障害とと

もに，上顎前歯長径不足による審美障害を呈している．

臨床診断名：７ ５３│～ ６────┼───７６ │～４～６ 欠損，低位咬合，上

下顎部分床義歯不調

処置および経過

本症例は ─┐５│の圧下を伴う低位咬合を呈していたこ

とから，下顎治療用義歯とともに，暫間被覆冠を用いて

咬合挙上を行った．咀嚼障害の改善および顎口腔機能に

異常が生じていないことを確認したのち，支台歯の歯冠

補綴および新義歯製作を行った．

1．口腔外科的前処置と旧義歯の修理

Fig 1に初診時のパノラマ X 線写真，Fig 2に初診時

の歯周基本検査の結果を示す．

歯周基本検査の結果より，┌─│７は保存不可能と診断し

抜歯を行い，上顎旧義歯に１│─┘を増歯した．

2．下顎治療用義歯と
──┬─
５４│３暫間被覆冠の製作

下顎に治療用義歯を製作・装着し咬合挙上を行った

（Figs 3, 4）．治療用義歯装着後，約 1か月経過観察を行

い，顎口腔機能に異常が生じていないことを確認した

後，──┬─５４│３にテンポラリークラウンを製作・仮着し，
４│──┤５ │部での咬合支持を確立した（Fig 5）．その後，安

静空隙量が 2～3 mm であること，および水の嚥下が支

障なく行えることから，咬合挙上により適正な咬合高径
が付与されていることを確認した．テンポラリークラウ
ン仮着後，約 1か月間経過観察を行い，咀嚼障害の改善
が認められるとともに，顎口腔機能にも特に異常が生じ
ないことを確認した後，──┬─５４│３の歯冠補綴および新義
歯の製作を開始した．

3．
──┬─
５４│３の歯冠補綴と新義歯の製作
──┬─５４│３の支台歯形成の後，下顎は──┬─５４│３メタルボ

ンドクラウン製作のための印象採得を，上顎は最終部分
床義歯製作のための印象採得を行い，上下作業用模型を

Fig 1 Panoramic radiograph of the patient’s dentition.

Fig 2 Periodontal conditions of remaining teeth in the patient.

Fig 3 Maxillomandibular registration for diagnostic treatment
denture.
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製作した．上下咬合床を作業用模型上で製作した後，上

顎咬合床には仮想咬合平面を付与するとともに， ４│──┤５ │

のテンポラリークラウン同士による咬頭嵌合を利用し，

上下咬合床とアルーワックスを用いて咬合採得を行った

（Fig 6）．この咬合記録を基に，上下作業用模型を咬合

器に装着した後，４│～３─┴─ に人工歯の仮排列を行い，──┐５４│連結，┌─│３単冠のメタルボンドクラウンを製作し

た（Fig 7）．口腔内に──┬─５４│３のメタルボンドクラウン

を仮着後，下顎の印象採得を行い，─┬─５│３のエーカース

クラスプを製作した．連結 ──┐５４│メタルボンドクラウ

ンと┌─│３ メタルボンドクラウンを口腔内に装着後，
─┬─５│３のエーカースクラスプを治療用義歯に追補，修理

した（Fig 8）．

最終義歯は，咬合採得を除いて通法に従って製作し

た．すなわち，概形印象採得後，個人トレーを製作し，

筋圧形成の後，シリコーンゴム印象材にて精密印象を採

Fig 4 Left panel : Frontal view of the diagnostic treatment denture in the mouth. Right panel : Occlusal view of the denture.

Fig 5 Establishment of occlusal vertical dimension with a tempo-
rary crown. Fig 6 Maxillomandibular registration by use of a temporary

crown for porcelain fused-to-metal crowns.

Fig 7 Porcelain fused-to-metal crowns at
─┬─５│３.
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得した（Fig 9）．作業用模型製作後，咬合床を製作し

た．（上顎作業用模型と上顎咬合床は──┬─５４│３メタルボ

ンドクラウン製作のため，すでに製作済である．）咬合

採得は，まず上下咬合床とアルーワックスを用い， ４│──┤５ │
メタルボンドクラウンの咬頭嵌合を利用して，垂直的顎

間関係を記録した．採得した垂直的顎間関係記録を基

に，上下作業用模型を咬合器に装着した後，ゴシックア

ーチトレーサーを装着し，水平的顎間関係を記録した．

咬合支持を有する症例ではあるが， ４│──┤５ │1か所のみの

咬合支持であることから，ゴシックアーチ描記法とチェ

ックバイト採得法を応用することとした．なお，咬合採

得時の咬合床の安定化を図るとともに，咬合採得時の咬

合圧による，傾斜を伴う咬合床の沈下を最小限とするた

め，残存歯すべて（ ４│──┤５ │を除く）の咬合面（サベイラ

インまで）を基礎床で被覆した（Fig 10）．ゴシックア

ーチは， ４│──┤５ │咬合面が咬合紙で印記されない程度に挙

上した状態で描記させた．右側方運動時の描記路が極め

て短いのは， ４│──┤５ │部で下顎がガイドされ，描記針と描

記板が離開したことを示している（Fig 11）．タッピン

Fig 8 Diagnostic treatment denture with an Aker’s crasp at
─┬─５│３. Fig 10 Occlusal rim with a gothic arch tracer.

Fig 9 Final impressions for partial dentures.
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Fig 12 Occlusal view of the wax dentures.

Fig 13 Final partial dentures（left panel : occlusal view. right panel : denture base view）．

Fig 11 Gothic arch tracing in the patient.
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グポイントが安定していることを確認後，印象用石膏を

用いて中心咬合位でのチェックバイトを採得した．下顎

作業用模型を咬合器に再装着したのち，メタルフレーム

を製作し，人工歯排列を行った（Fig 12）．蝋義歯試適

後，咬合関係，審美性および発音等に問題がないことを

確認後，上下顎部分床義歯完成とした（Figs 13, 14）．

通法に従い適合試験と咬合調整を行った．

4．下顎用オクルーザルスプリントの製作

本症例は ４│──┤５ │のみで咬合を支持していることか

ら，─┐５│の圧下により低位咬合を再発する可能性が高

い． ４│──┤５ │部の過重負担を軽減する目的で，最終義歯

装着後，直ちに下顎にオクルーザルスプリントを装着

し，夜間のみ使用するよう指導した（Fig 15）．上下顎

部分床義歯装着後 10か月が経過するが，顎口腔機能に

異常は認められず，経過は良好である．

考 察

低位咬合を呈する Eichner 分類 B 3の部分歯列欠損症

例は咬合支持の喪失，さらにはすれ違い咬合へと移行す

る可能性が高く，咬合支持を有する症例の中では最も慎

重な対応が要求される，歯列欠損の病態の一つである．

本症例における対応策の要点は以下の 3つである．

1．適正な咬合高径の回復

2．的確な水平的顎間関係の記録

3．1か所のみの咬合支持域の保護

1．適正な咬合高径の回復2−5）

咬合高径の確認には，下顎安静位法，嚥下運動利用法

を用い，本症例では前歯部で 2 mm の挙上が必要と診断

した．垂直的下顎位の確立にはテンポラリークラウン，

治療用義歯を応用し，2 mm 挙上後，顎口腔機能に異常

が生じないことを確認した上で最終義歯の製作に着手し

た．なお，赤川6），栗原7）らの報告に従い，1回で 2 mm

の咬合挙上を行った．

Fig 15 Left panel : Frontal view of the occlusal splint in the mouth. Right panel : Occlusal view of the occlusal splint.

Fig 14 Frontal view of the final dentures in the mouth.
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2．的確な水平的顎間関係の記録8）

本症例は，適正な咬合高径で咬合支持を回復すること

が可能であった．しかし，咬合支持域は 1か所のみで，

しかも ４│──┤５ │という 1歯対 1歯の状態であり，水平的

顎間関係が安定しているとはいえなかった．

そこで，咬合支持域を喪失した症例と同様な手順で，

水平的顎間関係を記録することとした．

残存歯すべての咬合面（サベイラインまで）を基礎床

で被覆することにより，咬合床は残存歯と可能な限り一

体化され，咬合採得時における咬合床の動揺や傾斜を伴

う沈下は最小限となる．さらにゴシックアーチトレーサ

ーを応用することにより

1）スタイラス部の 1点のみで上下咬合床が加圧される

ことによる咬合床の安定化，および

2）水平的な下顎運動軌跡を描記することによる，確実

な水平的顎間関係の採得が実施可能

となる．
４│──┤５ │間は咬合紙（厚さ 30 µm）が印記されない程度

に挙上した状態で咬合採得を実施した．義歯装着後 10

か月が経過するが，顎口腔機能に異常は認められず，的

確な水平的顎間関係が ４│──┤５ │の歯冠補綴および上下最

終部分床義歯によって付与されたと推察される．

3．1か所のみの咬合支持域の保護

本症例のように 1か所のみの咬合支持で，かつ ４│──┤５ │
という 1歯対 1歯の咬合支持を有する場合は通常，咬合

性外傷を主因とする歯周炎や歯根破折を生じることが多

く，比較的早期に Eichner 分類 C へと移行する．しか

も難症例であるすれ違い咬合になることも少なくない．

的確な補綴治療を実施できたが，義歯を撤去した状態

は治療前の状態と同様，Eichner 分類 B 3で咬合支持域

は ４│──┤５ │のみである．すなわち，このままでは再度の

圧下による低位咬合やさらには ─┐５│の歯周炎等による
４│──┤５ │咬合支持の喪失が生じる可能性は高い．

そこで，1か所のみの咬合支持域を保護する目的で下

顎にオクルーザルスプリントを製作し，上下義歯をはず

す夜間にのみ，このオクルーザルスプリントを使用する

よう指示した．

このオクルーザルスプリントにより６５４│７───┴─での咬

合接触が維持され， ４│──┤５ │のみでの過重負担が軽減され

ると考えた．

治療完了後 10か月が経過するが─┐５│の圧下，動揺等

異常は認められず，良好に経過しており，オクルーザル

スプリントによる，1か所のみの咬合支持域の保護作用

は発揮されていると考えられる．

以上より低位咬合を呈する Eichner 分類 B 3の部分歯

列欠損症例に対して，咬合挙上を行った後，上下顎部分

床義歯を装着し，1か所のみの咬合支持域を保護する目

的で，オクルーザルスプリントを応用し良好な結果が得

られたと考える．
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咬合支持を喪失した Eichner C 症例における有床義歯補綴
－新しいゴシックアーチトレーサー「プロトレーサー」の応用－

下川原 忍1§ 大川 周治1 池谷 忠芳2

栗原 美詠1 加藤 徹1 中里 浩之1

大森香都良1 山本 裕信1 屋嘉 智彦1

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2明海大学病院歯科技工部

要旨：咬合支持を喪失した Eichner C 症例において的確に上下顎間関係を記録することは，補綴治療を成功に導く上で極めて

重要である．

我々は，1）基礎床との連結固定用維持孔を描記板に付与，2）描記針の長さを調節する専用のドライバーの装備，3）日本人

における下顎歯列の前後径および幅径の平均値から，2種類（M サイズと S サイズ）の描記板を設計，等の特徴を有する新し

いゴシックアーチトレーサー「プロトレーサー」を開発した．今回は，咬合支持を喪失した Eichner C 症例に対して本トレーサ

ーを応用し，部分床義歯を製作した 1症例と全部床義歯を製作した 1症例について報告する．

索引用語：ゴシックアーチトレーサー，Eichner 分類 C，顎間関係記録

Removable Prosthodontics in Eichner Class C Patients with
No Occlusal Supporting Zones : Case Reports
－Application of a New Gothic Arch Tracer，“Protracer”－

Shinobu SHIMOKAWARA1§, Shuji OHKAWA1, Tadayoshi IKEYA2,
Mie KURIHARA1, Tohru KATOH1, Hiroyuki NAKAZATO1,

Katsura OHMORI1, Hironobu YAMAMOTO1 and Tomohiko YAKA1

1Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,
Meikai University School of Dentistry

2Dental Laboratory in Meikai University Hospital

Abstract : Exact interocclusal recording in Eichner class C Patients with no occlusal supporting zones is of importance for successful

practice in prosthetic dentistry.

We have developed a new device for Gothic arch tracing,called“Protracer”，with the following characteristics : 1）holes in the tracing

metal plate for connecting to the mandibular base plate, 2）equipped with a special instrument for adjusting the central bearing point

length, 3）2 types（M size and S size）of tracing metal plate, based on the average value of length and width of the dental arch in Japa-

nese individuals.

Two clinical reports describe the application of this new Gothic arch tracer“Protracer”to Eichner class C patients with no occlusal sup-

porting zones,one case with fabricated upper and lower complete dentures and the other with upper and lower removable partial dentures.

Key words : Gothic arch tracer, Eichner class C, interocclusal recording
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緒 言

咬合支持を喪失した Eichner 分類の C 症例では，中

心咬合位として記録すべき顎間関係である垂直的下顎位

および水平的下顎位のいずれも不明確な状態になってい

る．したがって，的確に上下顎間関係を記録すること

は，補綴治療を成功に導く上で極めて重要である．

ゴシックアーチ描記法は無歯顎補綴における水平的顎

間関係記録法として一般的に知られている1−6）が，部分

歯列欠損症例，特に咬合支持を喪失した Eichner 分類の

C 症例では，残存歯が存在するがゆえに，無歯顎症例以

上に顎間関係記録が困難となることが多い6）．その原因

として，漓残存歯，顎堤粘膜，そして作業用模型の各々

における被圧変位性の相違，滷歯根膜感覚による下顎の

偏位，などが挙げられる．すなわち，咬合支持を喪失し

た部分歯列欠損症例では，咬合床の安定性を確保すると

ともに，水平的下顎位を的確に把握するために，ゴシッ

クアーチ描記装置を応用することが不可欠である．

我々は，1）基礎床との連結固定用維持孔を描記板に

付与，2）描記針の長さを調節する専用ドライバーの開

発，3）日本人における下顎歯列の前後径および幅径の

平均値から，大小 2種類の描記板を設計，等の特徴を有

する新しいゴシックアーチトレーサー「プロトレーサ

ー」を開発した．今回は，咬合支持を喪失した Eichner

C 症例に対して本トレーサーを応用し，全部床義歯を製

作した 1症例と部分床義歯を製作した 1症例について報

告する．

症 例 1

患者：63歳 女性

初診：平成 16年 9月 18日

主訴：上下顎全部床義歯の不調

現病歴：3年前，某歯科にて上下顎全部床義歯を装着

した．最近，上下顎義歯の吸着不良による咀嚼障害を自

覚するようになったため，当科を受診した．

全身既往歴：特記すべき事項なし

現症：上下無歯顎で，顎堤の形態は上下とも全体的に

高さは高く，幅は丸くて広い．

処置および経過

新義歯は通法に従って製作した．すなわち，概形印象

採得後，個人トレーを製作し，筋圧形成後，シリコーン

ゴム印象材にて精密印象を採得した（Fig 1）．

咬合採得は垂直的顎間関係において，Willis の顔面計

測法，下顎安静位法とともに旧義歯の咬合高径を参考に

して行った（Fig 2）．水平的顎間関係の記録においては

ゴシックアーチトレーサー「プロトレーサー」（Fig 3）

を用いてゴシックアーチ描記法を行った．描記針の長さ

の調整には専用のドライバーを用いた（Fig 4）．上下顎

の顎間関係を的確に記録するため，描記板と基礎床が描

記板の維持孔を介して固定材料で連結固定してある

（Figs 5, 6）．描記されたゴシックアーチ（Fig 7）のアペ

ックスにタッピングポイントを認め（Fig 8），この下顎

位を中心咬合位として咬合採得を行った．描記針を誘導

するためのプラスチック板をスティッキーワックスで固

定し（Fig 9），速硬性石膏にてチェックバイトを採得し

た（Fig 10）．これを基に下顎作業用模型を咬合器に再

装着し（Fig 11），蝋義歯を製作した（Fig 12）．

蝋義歯試適時にはタッピング運動による義歯の動揺の

─────────────────────────────
§別刷請求先：下川原 忍，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台
1-1 明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 Fig 1 Final impressions（case 1）．
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有無，嚥下，発音そして審美性に問題がないことを確認

し義歯を完成させた（Fig 13）．

現在，義歯装着後 1年半であるが経過は良好である．

Fig 2 Interocclusal recording at the occlusal rims（case 1）．

Fig 4 Central bearing point adjusted with the special instrument.

Fig 5 Gothic arch tracer“Protracer”in the occlusal rims（case 1）．

Fig 3 Gothic arch tracer“Protracer”．
Fig 6 Tracing metal plate fixed to the mandibular base plate with
self-curing resin（case 1）．
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Fig 7 Traced Gothic arch（case 1）．

Fig 8 Traced tapping point（case 1）．

Fig 10 Fast-setting plaster being injected（case 1）．

Fig 9 Plastic disc fixed with sticky wax, adjusting the centric hole to
the traced tapping point（case 1）．

Fig 11 Mandibular working cast remounted on the articulator with the
plaster record（case 1）．

Fig 12 Frontal view of the wax complete dentures in the mouth（case
1）．
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症 例 2

患者：60歳 女性

初診：平成 16年 11月 19日

主訴：上下顎部分床義歯の不調

現病歴：4年前，某歯科にて上下顎部分床義歯を装着

した．以後良好であったが，最近上下顎義歯が脱落しや

すくなったため当科を受診した．

全身既往歴：特記すべき事項なし

現症：７～５ │～ ７────┼───７～ ３│５～７ 欠損，
６│─┼─│４ 全部鋳造冠，

顎提部は骨吸収が著明で紐状顎提である．

処置および経過

新義歯は通法に従って製作した．本症例は Eichner 分

類の C であり，残存歯同士が咬合支持を有していない

（Fig 14）．垂直的顎間関係の記録時において，咬合床が

動揺しないよう咬合床を残存歯の舌側面に接触させて安

定化を図った（Fig 15）．また，残存歯同士が咬合支持

を有していなかったため，水平的顎間関係の記録にはゴ

シックアーチ描記法を用いたがこの際，残存歯の咬合面

を基礎床で被覆することによって咬合床の安定化を図っ

た（Fig 16）．上顎の大臼歯咬合面，下顎前歯切縁が基

礎床で被覆されているのがわかる（Figs 17, 18）．

以下，通法に従って新義歯製作を行い，現在義歯装着

後 1年半であるが経過は良好である（Figs 19, 20）．

考 察

部分床義歯における咬合採得は残存歯による咬合支持

を有する症例があることから，咬合支持を喪失した全部

床義歯と比較して容易であると錯覚しがちである．確か

に，残存歯により咬頭嵌合位が存在し，その既存の咬頭

嵌合位をそのまま中心咬合位として採得できる症例は，

咬合採得が比較的容易である．しかし，既存の咬頭嵌合

位を中心咬合位として採得できる症例においても，安易

に実施すると失敗する可能性は少なからずある．この原

Fig 13 Frontal view of the final complete dentures in the mouth（case
1）．

Fig 14 Frontal view of the upper and lower jaws of case 2 before
treatment.

Fig 15 Interocclusal recording at the occlusal rims（case 2）．
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因は，残存歯，顎堤粘膜，そして作業用模型の各々にお

ける被圧変位性の相違にある6）．残存歯が動揺している

場合には，さらに咬合採得は困難となる．

部分床義歯における最終印象は，通常，開口状態で採

得される．すなわち，残存歯には咬合圧が負荷されてい

ない状態の形態が作業用模型上に再現されている．当然

のことながら，作業用模型上の残存歯および顎堤粘膜は

加圧により変位しない．この作業用模型上で製作された

咬合床を，被圧変位性の異なる残存歯と顎堤粘膜が存在

する口腔内に装着するとともに，残存組織および咬合床

に咬合圧が負荷された状態で咬合記録を採得するのが部

Fig 16 Gothic arch tracer“Protracer”in the occlusal rims
（case 2）．

Fig 17 Gothic arch tracer“Protracer”in the occlusal rims on the ar-
ticulator（case 2）．

Fig 18 Frontal view of the Gothic arch trace device in the mouth
（case 2）．

Fig 19 Occlusal view of the final partial dentures（case 2）．
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分床義歯の咬合採得である．したがって，部分床義歯の

咬合採得では，咬合平面の設定，垂直的および水平的下

顎位の決定に加えて，咬合床の安定性の確保，咬合圧の

大きさのコントロールなど，留意すべき点は多い．特

に，残存歯同士が咬合支持を有していない症例では，ゴ

シックアーチ描記装置の応用が不可欠となる．

症例 2で示したように，Eichner 分類の C 症例では残

存歯の咬合面すべてを基礎床で被覆することにより，ま

ず咬合床の安定化を図る．さらにゴシックアーチ描記法

を併用することにより，下顎位を点の軌跡として捉える

とともに，再現性の高い状態で記録する．また，ゴシッ

クアーチ描記装置を応用することによって，上下各々の

咬合床が 1点で荷重されることになり，その結果，残存

歯と顎堤粘膜との間における被圧変位性の相違によって

生じる咬合床の動揺が可及的に抑制されるとともに，咀

嚼圧負荷時における義歯の挙動に近似した状態で記録す

ることが可能となる．

ゴシックアーチ描記装置を応用する際には，描記板と

基礎床とは連結固定されていなければならない．これに

より，「生体における顎堤，残存歯」－「基礎床」－「顎間

関係記録」という 3者の接合状態と，「作業用模型にお

ける顎堤，残存歯」－「基礎床」－「顎間関係記録」という

3者の接合状態とを可及的に一致させることが初めて可

能となる．すなわち，基礎床と残存歯，そして基礎床と

描記板が可及的に一体化されている状態でなければ，上

下顎の顎間関係を的確に記録することは不可能である．

今回我々は，1）基礎床との連結固定用維持孔を描記

板に付与，2）描記針の長さを調節する専用ドライバー

の開発，3）日本人における下顎歯列の前後径および幅

径の平均値から，大小 2種類の描記板を設計，等の特徴

を有する新しいゴシックアーチトレーサー「プロトレー

サー」を開発した．1）により，描記板と基礎床との連

結固定が確実，かつ容易となった．2）により，中心咬

合位でのチェックバイト採得時において，垂直的顎間距

離の微調整が容易となった．3）により，顎堤の大小の

みならず，種々の形態の部分歯列欠損症例への対応が容

易となった．従来のトレーサーにはこれらの特徴はなか

った．

咬合支持を喪失した Eichner 分類の C 症例のよう

な，中心咬合位として記録すべき顎間関係である垂直的

下顎位および水平的下顎位のいずれも不明確な状態の症

例に対して，新しいゴシックアーチトレーサー「プロト

レーサー」を応用すれば，臨床経験や勘に左右されるこ

となく，上下顎間関係を的確に記録することが可能であ

り，歯科臨床上有用な装置を考案できたと考える．
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Fig 20 Frontal view of the final partial dentures in the mouth（case
2）．
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緒 言

比較的早期に残存歯を抜去し，全部床義歯となる症例

では，人工歯の追補が容易に行える移行義歯を製作，装

着することが重要である．今回我々は重度の歯周炎を有

するとともに，咬合支持が喪失した症例に対してオクル

ーザルスプリントを移行義歯として応用し，上下顎全部

床義歯を製作した症例を経験したので報告する．

症 例

患者：60歳 男性

オクルーザルスプリントを移行義歯として応用した
上下顎全部床義歯の 1症例

下川原 忍§ 重本 明彦 加藤 徹 中里 浩之
早志 友見 栗原 美詠 大森香都良 山本 裕信

屋嘉 智彦 大川 周治
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

要旨：比較的早期に残存歯を抜去し，全部床義歯となる症例では，人工歯の追補が容易に行える移行義歯を製作，装着するこ
とが重要である．今回我々は重度の歯周炎を有するとともに，咬合支持が喪失した症例に対してオクルーザルスプリントを移行

義歯として応用し，上下顎全部床義歯を製作した症例を経験したので報告する．

索引用語：移行義歯，重度歯周炎，オクルーザルスプリント，咬合支持の喪失

Application of Occlusal Splint to Transitional Complete Denture :
A Case Report
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and Shuji OHKAWA
Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : In the case of partially edentulous dentition in which retention of all the remaining teeth is hopeless and these teeth are ex-

pected to be extracted at relatively early stage of the treatment, it is favorable to insert an interim denture that serves as a transitional com-

plete denture. A transitional denture is one in which missing teeth can easily be replaced with artificial teeth. In the present paper, we re-

port a partially edentulous case with highly progressed periodontitis involving all the remaining teeth and loss of occlusal support, in

which a modified occlusal splint was used as a transitional complete denture.

Key words : transitional denture, highly progressed periodontitis, occlusal splint, loss of occlusal support
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初診：平成 16年 4月 24日

主訴：咀嚼障害（物が咬めない）

現病歴：某歯科医院にて治療を行っていた際，重度の

歯周炎により抜歯が必要となったが，急性心筋梗塞の既

往があるため，本学を紹介され来院した．

全身既往歴：平成 7年心筋梗塞

現症：上顎部分床義歯不適合，７６ │───┤５│全部鋳造冠，

┌───│２澆潺暫間ブリッジ，──┬─滷１│漓陶材焼付前装ブリッジ

（Figs 1−3, Table 1）

臨床診断：Eichner 分類 C，咬合障害，

７６──────５４３２
│ ６┼────│１３４ P,

５ │～ ５ ７────┼────７６ １│２５～７MT

（Fig 3, Table 1）

処置および経過

本症例では上顎部分床義歯が不適合であり，下顎両側

遊離端欠損部には義歯が装着されていなかったため，上

顎旧義歯に対して床の拡大，リライニング，咬合平面の

修正を行った後に，下顎に床を有するオクルーザルスプ

リントを装着した．

また，残存歯は重度の歯周炎に罹患していたため歯周

初期治療後に保存不可能と判断した歯を抜歯し，オクル

ーザルスプリントに欠損追補を施した．

オクルーザルスプリントを応用した移行義歯を用いる

ことにより，咀嚼障害の改善が認められるとともに，顎

口腔機能に異常がないことを確認した後，上下顎全部床

義歯を通法に従って製作した．

1．旧義歯の修理調整

咀嚼障害に併せて上顎義歯床後縁の短小など義歯床の

不適合が認められたことから，義歯床の拡大，リライニ

ングおよび咬合平面の修正を行い修理調整を行った

Fig 1 Occlusal view of upper and lower jaw of the case before
treatment.

Fig 2 Frontal view of the upper and lower jaws of the case be-
fore treatment.

Fig 3 Panoramic radiograph of the patient’s dentition.

Table 1 Periodontal conditions of remaining teeth of the case.
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（Figs 4, 5）．

2．下顎オクルーザルスプリントの製作

下顎オクルーザルスプリントは残存歯歯間部のアンダ

ーカットを水硬性仮封材でブロックアウトした後，通法
に従って製作した．なお，Willis の顔面計測法と下顎安
静位法を用い，咬合挙上を行わないで中心咬合位にて咬

合採得した（Fig 6）．
3．下顎オクルーザルスプリントへの欠損追補

歯周初期治療後に保存不可能と判断した │ ６──┼────３２│１３４

Fig 6 Occlusal view of the occlusal splint.

Fig 5 Frontal view of the upper and lower jaws occluded with
the old denture and occlusal splint.

Fig 4 Condition of the upper denture after treatment.
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を抜歯し，保存可能と判断した ７６ │───┤５│には根面キャ

ップを施した．抜歯とともにオクルーザルスプリントに
順次欠損追補を施し，最終的には全部床義歯の形態とし
た（Figs 7−9）．

4．新義歯の製作

オクルーザルスプリントを応用した移行義歯を用いるこ

とで咀嚼障害が改善するとともに，顎口腔機能に異常が

認められなかったことから新義歯を製作することとし

Fig 10 Final impressions for final complete dentures.

Fig 7 Frontal view of the upper and lower jaws occluded with
the old denture and occlusal splint after repair with artificial teeth.

Fig 9 Upper denture after repair with artificial teeth.

Fig 8 Occlusal view of the occlusal splint after repair with artifi-
cial teeth.
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た．

新義歯は通法に従って製作した．すなわち，概形印象

採得後，個人トレーを製作し，筋圧形成後，上顎はシリ

コーンゴム印象材，下顎はポリサルファイドゴム印象材

にて精密印象を採得した（Figs 10, 11）．

咬合採得は垂直的顎間関係記録において，Willis の顔

面計測法，下顎安静位法とともに上顎旧義歯と下顎移行

義歯による咬合高径を参考として行った．水平的顎間関

係の記録においてはゴシックアーチ描記法を用いた．ゴ

シックアーチのアペックスにタッピングポイントが認め

られ（Fig 12），この下顎位を中心咬合位として咬合採

得を行った1−6）．

蝋義歯試適時においては，タッピング運動により義歯

Fig 11 Occlusal view of working cast. Fig 13 Occlusal view of the wax denture in the jaw.

Fig 12 Gothic arch tracing.

Fig 14 Fabricated final complete denture.
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の異常な動揺が認められないこと，発音に支障がないこ

と，水の嚥下が支障なく行えること，そして人工歯の

色，排列状態など機能的，審美的に問題のないことを確

認した（Fig 13）．

完成した上下顎部分床義歯装着時には，上下顎単独で

吸着していること，義歯床粘膜面に過圧部位がないこと

を確認するとともに，中心咬合位，側方運動時における

咬合調整を行った（Figs 14, 15）．現在，最終義歯装着

後 2年 2か月が経過したが，経過は良好である．

考 察

咬合支持が喪失するとともに，残存歯全てが中等度か

ら高度の歯周炎に罹患している症例では，下顎位の修正

とともに残存歯抜去に伴う咀嚼機能低下への対応が重要

である．

本症例では下顎欠損部に義歯を全く装着していなかっ

たため，上顎旧義歯装着時において大臼歯部での咬合接

触が喪失していた．また，重度歯周炎により，残存歯部

には中等度から高度の歯槽骨吸収，および 4～9 mm の

歯周ポケットが認められたことから残存歯のほぼ全てを

抜去する可能性が高いと考えた．そこで，臼歯部での咬

合接触確保，咬合平面の修正，および残存歯抜去後の咀

嚼機能の保持を目的としてオクルーザルスプリントを移

行義歯として応用することとした．

オクルーザルスプリントを応用することにより，下顎

位の修正と同時に人工歯の追補も容易となる．

初診時，顎口腔機能異常としての症状は訴えていなか

ったが，臼歯の咬合接触喪失，咬合平面の乱れ等により

下顎位の修正が必要と考えられたことから，オクルーザ

ルスプリントの応用を実施した．本来，オクルーザルス

プリントでは約 4 mm の咬合挙上を実施するが，本症例

では，残存歯抜去後の欠損追補，すなわち，移行義歯と

しての役割が必要なため，オクルーザルスプリントの咬

合採得は中心咬合位の位置を目標に採得した．この結

果，咬合平面の修正，下顎位の修正とともに，残存歯抜

去に伴う咀嚼機能の低下を最小限に留めることができた

と推察される．

最終的には７６ │───┤５│が保存でき，
７６ │───┤５│残根上の上

下顎全部床義歯（オーバーデンチャー）を製作，装着し

た．

以上より，オクルーザルスプリントを移行義歯として

応用する方法は，咬合支持の喪失とともに歯周炎等によ

り残存歯の保存が困難な症例に対して有用であることが

示された．
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Fig 15 Front view of the final complete denture in the mouth.

124 下川原 忍・重本明彦・加藤 徹ほか 明海歯学 35, 2006



耳下腺唾石症の 2例
－その成分分析について－

谷口 展子§ 森 一将 福永 秀一 竹島 浩
飯田 諭 小貫 裕之 山闢 大輔 山闢 崇史
安井 光彦 金井 靖 栗田ゆかり 田村 暢章

嶋田 淳
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

要旨：唾石症は顎下腺導管内に好発し，耳下腺導管内や腺体内は比較的まれとされている．今回著者らは，耳下腺導管内に発
生した唾石症の 2例を経験したので，その臨床的概要を報告する．

［症例 1］33歳女性．13年前に左側耳下腺部の腫脹と疼痛を自覚していたが，同部の症状が悪化してきたため来院した．X 線

では，唾石様不透過像を認め，臨床所見では，耳下腺乳頭から排膿を生じていたが唾石は排出されなかった．4ヶ月後，反対側

の右側耳下腺部に同様の症状が生じ，即日唾石摘出術を施行した．

［症例 2］67歳女性．右側顔面の腫脹と疼痛で来院した．その際，右側耳下腺相当部の手指による圧迫により唾石を排出し

た．

摘出した唾石は，Computer-aided Micro Analyzer による成分分析を行ったところ，Ca, P, Mg, Na, S の各元素が認められた．

索引用語：唾石症，耳下腺，成分分析

Two Cases of Parotid Gland Sialolithiasis
－Analysis of Its Components−

Nobuko TANIGUCHI§, Kazumasa MORI, Shuichi FUKUNAGA,
Hiroshi TAKESHIMA, Satori IIDA, Hiroyuki ONUKI,

Daisuke YAMASAKI, Takashi YAMAZAKI, Mitsuhiko YASUI,
Yasushi KANAI, Yukari KURITA, Nobuaki TAMURA

and Jun SHIMADA
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Sialolithiasis frequently occurs in the duct of the submandibular gland, but its occurrence in the duct of the parotid gland,

and within the gland itself, is very rare. We report two cases of sialolithiasis, involving the parotid gland. In case 1, the patient was a 33-

year-old woman who had suffered swelling and pain in her left parotid gland 13 years previously, and visited our hospital when the same

symptoms recurred. X-ray examination revealed features suggestive of sialolithiasis, but drainage from the opening of the parotid gland

was evident, and no sialolith was found. Four months later, the same symptoms occurred in the right parotid gland, and we immediately

found and extracted a sialolith. In case 2, the patient was a 67-year-old woman who had swelling and pain in her right face. A sialolith

was extracted from her right parotid gland by simple finger pressure. Qualitative analysis using a computer-aided microanalyzer showed

that the specimen contained Ca, P, Mg, Na, and S.

Key words : sialolithiasis, parotid gland, qualitative analysis
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緒 言

唾石症は顎下腺導管内に好発し，耳下腺導管内や腺体

内には比較的まれとされている．今回著者らは，耳下腺

導管内に発生した唾石症を 2例経験したのでその臨床的

概要を報告し，また摘出唾石に関する X 線マイクロア

ナライザー分析（computer-aided micro analyzer，以下

CMA と略す）を実施したので，文献的考察を加えて報

告する．
症 例

症例 1

患者：33歳 女性

初診日：平成 13年 4月 23日

主訴：左側耳下腺部の腫脹と疼痛

家族歴および既往歴：特記事項なし

現病歴：平成元年頃，左側耳下腺部の腫脹と疼痛が出

現したため某病院の耳鼻咽喉科を受診した．抗菌薬の経

口投与を受けたところ，症状は消失し，その後は経過良

好であった．しかし，平成 13年 4月中旬頃より，同部

に疼痛を認め，近歯科医より紹介され来院した．

全身所見：体格中等度，栄養状態良好

口腔外所見：左側耳下腺部に軽度腫脹と圧痛を認めた

（Fig 1）．

口腔内所見：左側耳下腺乳頭に発赤，腫脹および排膿

を認めた．左側耳下腺乳頭から導管相当部の双指診を行

ったが硬固物の触知はできなかった（Fig 2）．

X 線所見：造影パノラマ X 線写真と後頭前頭方向 X

線写真では明らかな唾石様不透像は認められなかった

が，CT では唾石様の high density area を認めた（Figs

3, 4）．

臨床診断：左側耳下腺導管内唾石症

処置および経過：平成 13年 5月 2日，耳下腺導管内

唾石症の診断により，耳下腺唾石の摘出術の適応と考え

たが，患者の同意は得られなかった．そのため，抗菌薬

による消炎処置のみ施行し，経過観察を行った．その

後，同年 10月 24日，再度腫脹を訴え来院し，抗菌薬投

与による消炎処置を行った．しかし，平成 14年 2月 7

日に反対側である右側耳下腺部の腫脹および疼痛を訴え

来院した．右側耳下腺部軟線，造影による後頭前頭方向

X 線撮影および CT による精査で，唾石と思われる不透

過像と high density area を認めた（Figs 5−7）ため，即

─────────────────────────────
§別刷請求先：谷口展子，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

Fig 1 Patient’s face upon initial presentation at our hospital.

Fig 2 Intraoral view of case 1 at the first medical examination.

Figs 3 CT scan of case 1 at the first medical examination.
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日唾石摘出術を施行した．平成 14年から平成 17年 8月

に至るまで，度重なる腫脹，疼痛および唾石の自然流出

を認めた．現在も外来通院下で定期的な経過観察を行っ

ている（Table 1）．

症例 2

患者：67歳 女性

初診日：平成 17年 3月 3日

主訴：右側顔面の腫脹と疼痛

家族歴および既往歴：特記事項なし

現病歴：平成 17 年 1 月 1 日，右側耳前部疼痛を生

じ，某耳鼻科受診したところ，流行性耳下腺炎の診断を

受けた．抗菌薬の経口投与を受け，その後経過良好であ

った．しかし，最近になり同様の症状が再発したため近

歯科医に相談したところ当科を紹介され来院となった．

現症：体格中等度，栄養状態良好

口腔外所見：右側耳下腺部に腫脹，圧痛および硬結が

認められた．

口腔内所見：右側耳下腺乳頭部から周囲粘膜の圧迫に

より乳白色の排膿を認めた．双指診による導管内異物の

確認は出来なかった．

X 線所見：パノラマ X 線写真と CT からは，唾石の

存在は認められなかった．

Fig 4 CT scan of case 1 at the first medical examination.

Fig 6 Postero-anterior with a contrast medium at 7th Feb 2002.

Fig 5 Postero-anterior with the soft X-ray at 7th Feb 2002.

Fig 7 CT scan of case 1 at 7th Feb 2002.
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臨床診断：右側急性耳下腺炎

処置および経過：初診時，右側耳下腺部の圧迫により

右側耳下腺乳頭から排膿および黄色で 2.72 mm×1.44

mm 大の硬固物の排出を認めた．その後 3日間消炎処置

を行い，経過は良好であった．平成 17年 3月 7日，開

口障害を訴えて来院したが，右側耳下腺部の腫脹は認め

なかった．同年 3月 19日，再度同部の腫脹により来院

した．右側耳下腺乳頭より排膿し，圧迫により黄褐色で

2.16 mm×1.52 mm 大の硬固物の排出を 1個認めた．そ

の後も定期的な経過観察を行っているが，現在まで症状

の再発を認めていない（Table 2）．

確定診断：右側耳下腺導管内唾石症

CMA 分析

摘出唾石をアルコール脱水，エポキシ樹脂に包埋・硬

化後，ダイヤモンドカッターで切断し，資料とした．測

定装置は，日本電子社製 JCMA-733型を使用した．

症例 1および症例 2で採取された唾石は計 5個で，症

例 1より 3個（Figs 8−10），症例 2より 2個（Figs 11,

12）であり，各唾石において Ca, P が組成の主成分とし

て認められ，その他 Mg, Na, S が認められた．各唾石に

おける元素ごとの分布様相として，Ca, P の分布濃度は

類似しており，唾石全体にほぼ一様に散在分布してい

た．症例 2のうち 1個のみ，同心円状の成分分布が認め

られたが，それ以外の唾石では成分は散在していた．

考 察

唾石症は顎下腺部に好発し，耳下腺唾石症は比較的ま

れとされている．その理由として，漓耳下腺の排泄管

（ステノン管）は，耳下腺前縁から出て咬筋上を走り，

騁筋を貫通して口腔前庭に開口するため，湾曲が緩やか

で，かつ水平方向への走行であること，滷耳下腺唾液は

顎下腺唾液と比較して漿液性であること，澆ステノン管

は顎下腺管（ワルトン管）と比較して水平方向への走行

であるため，唾液のうっ滞が生じにくいこと，潺耳下腺

導管開口部は上顎第一大臼歯部付近であるため，周辺の

食渣の停留も少なく口腔内細菌や異物の影響を受けにく

いこと等が考えられている1−4）．唾石の成因には，炎症

説5）外傷説6）など諸説あるものの，現在でも定説はない．

耳下腺唾石症の治療法には，口腔外からの腺摘出法，

口腔内からの唾石摘出法，唾液の流出を促進させる方法

がある．口腔外からの腺摘出の際，合併症として顔面神

経の損傷と縫合部の創痕が残る可能性が指摘されてい

る．Seldin ら3）は腺深部の小さな唾石は放置しても安全

であるため，まずは保存的療法で観察すべきであると述

べている．Erdman4）は口内法による摘出を試みたが摘出

不可能であった場合は，数日間は自然排出を期待できる

と述べている．また，Whinery7）は，すべての唾石には口

内法を試みるべきであり，腺摘出は口内法が不成功に終

わった場合のみ適用すべき手段であるとしている．今回

Table 2 Treatment and course of case 2.

Date Symptom Treatment

2005. 3. 3.
2005. 3. 7.
2005. 3. 19.

extraction and foreign body drainage from the right parotid gland teat
difficulty in opening the mouth
extraction and foreign body drainage from the right parotid gland teat

administration of an anti-inflammatory drug
－

administration of an anti-inflammatory drug

Table 1 Treatment and course of case 1.

Date Symptom Treatment

2001. 5. 2.
2001. 10. 24.
2002. 2. 7.
2003. 8. 26.
2003. 8. 27.
2004. 2. 6.
2004. 8. 12.
2004. 9. 4.
2004. 9. 6.

redness, swelling and drainage via the teat of the left parotid gland
swelling and drainage via the teat of the left parotid gland
swelling and pain in the right parotid gland treated
swelling of the right parotid gland treated

－
swelling and pain in the right parotid gland
swelling of the right parotid gland
extraction of a white solid from the right parotid gland

－

administration of an anti-inflammatory drug
administration of an anti-inflammatory drug
administration of an anti-inflammatory drug
administration of an anti-inflammatory drug
removal of the sialolith with the patient under sedation
extraction of 2 sialoliths by pressing the parotid gland

－
expanding the teat and using an antiphlogistic
natural outflow of the sialolith
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Fig 8 Histionic analysis by CMA.
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Fig 9 Histionic analysis by CMA.
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Fig 10 Histionic analysis by CMA.
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Fig 11 Histionic analysis by CMA.
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Fig 12 Histionic analysis by CMA.
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の自験例では，ともに耳下腺相当部の圧迫により唾石が

排出したことで良好な結果を得た．いずれも大きさ 0.7

mm～2.5 mm で，形態もだ円形であったことから，それ

までに数回自然排出したものと考える．しかし，解剖学

的位置や唾石の大きさによっては外科的摘出を考える必

要性もある．症例 1については，数ヶ月の間に唾石形成

が繰り返された症例といえる．その度，排出を試みてき

たが，繰り返される炎症により排出困難となることも予

想され，外科的療法も考えなければならない．

耳下腺唾石症の診断には，臨床症状として唾仙痛，耳

下腺の圧痛，唾液の流出障害，耳下腺乳頭からの排膿が

ある．画像診断としては X 線写真が有用とされてい

る．八島ら8）は，初診時に唾石の存在は不明であった

が，消炎後には X 線不透過像が認められた点につい

て，軟組織部の腫大によって唾石の発見が難しくなる例

を示している．自験例では症例 1において容易に耳下腺

唾石症の診断が可能であった．症例 2においては，石灰

化物が画像診断にて認められなかったが，石灰化物の排

出により耳下腺唾石症の診断に至った．

耳下腺唾石は片側性に発症することが多いが，稀に両

側性に発症することがある2, 9, 10）．両側性に発症した症例

では局所的因子の他，唾液成分などの全身的因子が存在

していた可能性を考慮する必要があり，亀山ら11）は特に

腎結石など結石性疾患との関連に言及した報告をしてい

る．自験例では上記のような全身疾患の既往は認められ

なかった．

耳下腺に複数の唾石が形成されることは日常の臨床に

おいて経験することは大変まれなことである．複数個唾

石の排出時期については，同時期に排出されるというよ

りは，少し期間を置いて排出されることが多い．その理

由として，阪井ら2）は導管内に形成された唾石により唾

液の流出が滞ることから，新たな唾石の核が形成され，

その後唾石の流出により唾液の流れが良くなるものの，

新たな唾石の形成がなされるのではないかと報告してい

る．自験例において症例では上記のように両側耳下腺導

管内に多数の唾石を認めた．これは解剖学的なステノン

管の走行や，唾液の成分・流出速度により形成され易い

状態などが考えられた．しかし数年間に多数の唾石形成

がなされる場合は，解剖学的形態や性状だけでなく，生

理学的見地からもさらなる症例検討が必要と考える．

自験例において採取された 5個の唾石について，CMA

分析を行ったところ，全てにおいて Ca の含有量は最も

多く，ついで P の含有量が多かった．顎下腺唾石の構

成成分として，坂下ら12, 13）は Ca, P を主成分として S,

Mg, I, Na, Si, Al, K, Cl, Fe を，耳下腺唾石の構成成分と

して内藤ら14）は Ca, P, Mg, S, Cl, K を挙げている．自験

例では Ca, P, S, Mg, Na を検索したが，含有量は Ca を

主成分として，それ以外は少量の分布であった．また，

前田ら15）も X 線マイクロアナライザー分析で耳下腺唾

石の主成分は Ca, P であり，顎下腺唾石についてもほぼ

同様の結果であったと述べている．大唾液腺唾石につい

て久野ら16）の報告において，Ca, P, S, Cl, Mg, Fe, Zn, Si,

Na, Cu の各元素を検出したと述べている．小唾液腺唾

石の構成成分として，川原ら17）は Ca, S, In を，山嵜ら18）

は Ca, P, S, Mg, Na, K および Cl が検出されたと報告し

ている．腎結石の成分分析結果として小林ら19），片岡

ら20）はシュウ酸カルシウム，三浦ら21），天野ら22），加藤

ら23）はシュウ酸カルシウムとリンカルシウムであったと

報告している．これらのことより，体内で形成される唾

石，結石の主成分として，Ca, P が共通していることが

示唆された．

結 語

今回著者らは，耳下腺唾石症の 2例を経験したのでそ

の概要と，摘出唾石についての CMA 分析結果に文献的

考察を加えて報告した．

本論文の要旨は，第 50回日本口腔外科学会総会（平成
17年 10月，大阪）において発表した．
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［例］

1）Gerdes J, Schwab U, Lemke H and Stein H : Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human

nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J Cancer 31, 13−20, 1983

2）志賀 博，小林義典：咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究．日補綴歯会誌 34, 1112

−1126, 1990

2）単行本
文献番号）著者名：章のタイトル．In：書名．編集者名，発行所，発行地，引用ページ（最初のページ－最後の
ページ），年（西暦）
［例］

1）Powers, MP : Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In : Oral and maxillofacial trauma. Fonseca

RJ and Walker RV, eds, vol 1, Saunders, Philadelphia, pp323−417, 1991

2）吉木周作：歯周組織の病変．In：口腔病理学．鈴木鐘美編，第 2版，医歯薬出版，東京，pp93−97, 1997

（注）（1）著者名は，全員記入する．
（2）著者名が欧文の場合は，ファミリー・ネイムの後に，ファースト・ネイム，ミドル・ネイムの頭文字を付け，著者が複



数の場合，最後の著者の前に and を入れる．
（3） : , . − pp 等の使い方に注意する．
（4）雑誌名の省略は，和雑誌は「医学中央雑誌」等，洋雑誌は「Medline」の省略名による．
（5）英文論文の引用文献で，和雑誌から引用した場合はすべて英文で表記し，雑誌名はローマ字で記入する．引用文献が和

文論文の場合は，（in Japanese）と文末に記す．

8．脚注（Footnote）
1）別刷請求先（Correspondence）の著者の右肩に§記号を付け，脚注に著者および住所を記入する（本文が和文
の場合は日本語で記入し，英文の場合は英語で記入する）．
［例］
和文 §別刷請求先：坂下英明，〒350−0283埼玉県坂戸市けやき台 1−1 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科

学分野
英文 §Correspondence : Hideaki Sakashita, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sci-

ences, Meikai University School of Dentistry, 1−1 Keyakidai, Sakado, Saitama 350−0283, Japan

2）研究補助費を使用している場合は，脚注に明記する．
［例］
本研究は学術振興会科学研究費補助金（課題番号）により支援された．

3）その他脚注が必要なときは，※記号を付けて表示する．
9．表（Table）・図の説明（Fig legends）・図（Fig）

1）表・図の説明・図は，すべて英文で記入する．
2）表の説明は，Table 1 ◎◎◎◎◎，Table 2 ◎◎◎◎◎として，表と同じページに記入し，著者名を右上に
朱書きする．

3）図の説明は，別紙に「Fig の説明」として，Fig 1 ◎◎◎◎◎，Fig 2 ◎◎◎◎◎と番号を付け，記入する．
4）図と台紙に貼った写真はその右上に，1枚ものの写真は裏面に，Fig 番号と著者名を朱書きし，天地の指示も
朱書きで付記する．

5）表・図の本文挿入箇所には，「Table 1挿入」，「Fig 1挿入」などと，原稿の右欄外に朱書きする．
6）表・図に台紙を用いる場合は，原則として A 4判以内の大きさにする．
7）表・図の大きさは，刷り上り時での片段か両段かを指示する．表・図は，大きさが片段の場合で横幅約 70

mm，両段の場合で約 160 mm になるように縮小コピーを作成し，文字，記号などが十分読み取れる大きさであ
ることを確認し，そのコピーと原図の両方を添付する．

8）表・図はそのまますぐに製版できるものとする．

III．投稿方法，その他
1．原稿の締め切り日は，5月，10月の各月末とする．
2．原稿は投稿票に指示された順にまとめ，正・副の 2部を所属と著者名を表記した封筒に入れ，明海歯科医学編集事
務室に提出する．
住所：350-0283 埼玉県坂戸市けやき台 1−1

明海大学歯学部メディアセンター内
明海歯科医学編集事務室

3．投稿の際は，必ずチェック済みの「明海歯科医学投稿票」および「同意書」を添付する．
4．別刷希望部数，論文種別等は投稿票所定欄に明記する．
5．不慮の事故に備えて，投稿者は原稿のコピーを保存しておく．
6．校正において，字句を著しく変更，追加，削除することは認めない．



7．電子媒体（FD, MO, CD）の添付
「表題と要旨（和文と英文はそれぞれ別にする）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」および「図」
の入力された電子媒体（FD, MO, CD）を，代表者名，論文表題，使用コンピュータ機種名，ソフト名（バージョ
ン）を明記の上，原稿に添付して提出する．
（注）電子媒体の入力・投稿時の留意事項

1．ファイル構成は「表題と要旨（和文，英文）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」，「図」をそれぞれ別
のファイルにして，各ファイル名を付けて下さい．

2．その他，次の事項にも留意して下さい．
1）数字，欧文はすべて半角で入力して下さい．
2）欧文では単語間のスペースは，半角スペースにして下さい．
3）改行マークは，段落の最後にのみ（行ごとではなく）入力して下さい．

8．投稿された原稿は返却しません．

IV．著作権の帰属
1．本誌に掲載された論文の著作権は，明海歯科医学会に帰属する．




