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In vitro と in vivo における Enamel Matrix Derivative
（エムドゲイン�ゲル）のセメント芽細胞に対する影響

横田 敏郎§

明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野
（指導：渡部 茂教授）

要旨：歯周組織が再生しうるという報告がなされて以来，研究の焦点はそのメカニズムや歯周組織の修復にかかわる因
子の検索におかれるようになった．幼若永久歯の歯内療法や再植療法において予知性の高い予後を得るためには局所的な
環境における細胞の反応性を理解することが重要である．この研究は Enamel Matrix Derivative（EMD）のセメント芽細
胞に対する効果を in vitro と in vivo で検討する目的で行った．In vitro 実験にはオステオカルシントランスジェニックマ
ウスより樹立したセメント芽細胞様 OC-CM 細胞を用いた．EMD は OC-CM 細胞の増殖を促進し，von Kossa 染色による
評価での石灰化結節の形成を抑制した．また，オステオポンチン遺伝子発現を促進した．In vivo 実験では，EMD 前処理
をした OC-CM 細胞を SCID マウス背部皮下に移植後，エックス線検査と摘出した移植片から作製した病理組織学的標本
から評価した．移植した OC-CM 細胞はエックス線学的に石灰化が進行するが，EMD 前処理をして移植した OC-CM 細
胞の石灰化は減少傾向がみられた．組織学的にはいずれの移植片も骨形成線維腫（セメント質骨形成線維腫）に相当する
像を示したが，EMD 前処理のものでは細胞密度が増し，硬組織形成が減弱する傾向がみられた．以上の結果から，EMD
はセメント芽細胞様 OC-CM 細胞の増殖を促進し，石灰化を抑制することが in vitro と in vivo の実験から示唆された．

索引用語：エナメル基質抽出物，セメント芽細胞，細胞増殖促進，石灰化抑制

The Effect of Enamel Matrix Derivative（EMDOGAIN�Gel）
on Cementoblasts in vitro and in vivo

Toshirou YOKOTA§

Division of Pediatric Oral Sciences, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry
（Director : Prof Shigeru WATANABE）

Abstract : The concept that periodontal tissues are able to regenerate has evoked a number of studies focused on the
mechanisms and factors required for this regeneration. For achieving a predictable outcome of endodontic and replantation
therapies for immature teeth, it is important to understand the cellular responsiveness within the local environment. In this
study, we examined the effects of enamel matrix derivative（EMD）on cementoblasts using osteocalcin-transgenic mouse-
derived cementoblastic cell line, OC-CM cells. When the cementoblastic OC-CM cells were treated with EMD, the prolif-
eration was enhanced. In contrast, EMD decreased the formation of mineralized nodules evaluated by von Kossa staining
for calcification. Furthermore, the expression of osteopontin mRNA was also increased. In in vivo experiment, EMD-treated
OC-CM cells were transplanted into the subcutaneous tissue of the backs of SCID mice, and then 6 weeks later the trans-
plants were examined radiographically and histologically. The radiographic findings showed that the non-treated transplants
exhibited progressive mineralization while the EMD-pretreated cementoblasts showed a tendency toward decreased miner-
alization . The histologic findings indicated that the transplants were similar to the characteristics ossifying fibroma
（cemento-ossifying fibroma）. At the site of the transplanted EMD-treated cementoblasts, similar histological features were
seen; but the cell density was increased, and degree of hard tissue formation was decreased. In conclusion, our results sug-
gest that EMD is able to enhance the proliferation of and suppress the biomineralization of cementoblasts both in vitro and
in vivo .

Key words : enamel matrix derivative, cementoblasts, enhancement of cell proliferation, suppression of mineralized nodule
formation
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緒 言

セメント質は歯周組織の一つとして重要な機能を果た

していることは周知の事実である．歯周外科領域では，

骨欠損回復の動物実験1）から組織誘導再生法（GTR 法）

が臨床応用2）されるようになったが，GTR 法による再生

セメント質と根表面象牙質の間に人工的な隙間ができる

ことがあると報告もなされている3−5）．近年，Hammartsröm

ら6, 7）の基礎的研究から臨床応用にいたる一連の研究か

ら，エナメルマトリックスタンパク質（Enamel Matrix

Protein, EMP）によって，歯の発生時期に形成されるも

のと同様な歯周組織が再生されることが示された5−11）．

このように現在，Enamel Matrix Derivative（EMD）は臨

床的に歯周組織再生療法に応用され，その有用性が報告

されている12）．

培養細胞を用いて EMD の効果が多数報告9, 13−25）されて

いる．しかし一方で，EMD は培地への添加方法や添加

時期で作用が異なることも報告されている14）．また，骨

芽細胞様細胞においても用いる細胞によって細胞増殖に

対する EMD の作用が異なり13, 14），同一細胞でも増殖期

とコンフルエント後の分化期で EMD の作用に差があ

る26）など EMD の効果は確立していない．最近，セメン

ト芽細胞様細胞（OC-CM 細胞）がオステオカルシント

ランスジェニックマウスより樹立された27）．この細胞は

骨シアロタンパク質，オステオポンチン，オステオカル

シン，蠢型と蠻型コラーゲン，蠢型副甲状腺ホルモン受

容体の発現がみられ，デキサメサゾンを添加しなくても

短期間で安定して石灰化結節を形成するという特徴を有

している13, 27−29）．Tokiyasu らは，エムドゲイン（2 バイ

アルタイプ）の凍結乾燥処理されている主剤を用いて，

セメント芽細胞（OC-CM 細胞）に対して EMD が増殖

促進効果を示すことを報告した13）．現在，エムドゲイン�

ゲルと称される 1液性の加熱製剤が改良され販売されて

いる．このことから，本研究では改良型のエムドゲイン�

ゲルを用い，セメント芽細胞に対する影響について in vi-

tro および in vivo の実験系で検討した．

材料および方法

1．材料

Fetal bovine serum（FBS），Dulbecco’s modified Eagle

medium（DMEM），α -minimum essential medium（α -

MEM），penicillin, streptomycin, trypsin-EDTA（0.05％ tryp-

sin, 0.53 mM EDTA-4Na）は Invitrogen（Carlsbad, CA,

USA）から購入した．エムドゲイン�ゲル（EMD）は生化

学工業（大阪）より供与を受けた．N,N’ -dimethylformamide

と Cell Counting Kit-8は和光純薬工業（大阪）より購入

した．Ascorbic acid , β -glycerophosphate disodium salt ,

Naphtol AS-MX phosphate および Fast Blue BB salt は

SIGMA-ALDRICH（St Louis , MO, USA）から購入し

た．CollaPlug�は Calcitek 社（Plainboro, NJ, USA）から

購入した．96穴と 24穴培養プレートは Becton Dickenson

（Flanklin Lakes, NJ, USA）より購入した．RNaid Plus Kit

はフナコシ（東京），Reverse Transcription System はプロ

メガ（東京），SYBER� Premix Ex TaqTM およびリアルタ

イム RT-PCR 用プライマーはタカラバイオ（京都），

TaqMan� probe はアプライドバイオシステムズジャパン

（東京）より購入した．オステオカルシントランスジェ

ニックマウス由来セメント芽細胞様株化 OC-CM 細胞

（OC-CM 細胞）は Dr Somerman より分与を受けた．マ

ウス骨芽細胞様株化 MC3T3-E1 細胞（MC3T3-E1 細

胞）は大日本住友製薬（大阪）より購入した．

2．細胞培養

In vitro 実験には，セメント芽細胞様細胞 OC-CM 細

胞と対照としてマウス骨芽細胞様細胞 MC3T3-E1 細胞

を使用した．

OC-CM 細胞は，10％ FBS, 100 U/ml penicillin, 100 µg
/ml streptomycin を添加した DMEM 培地を用いて培養

した．MC3T3-E1細胞は，10％ FBS, 100 U/ml penicillin,

100 µg/ml streptomycin を添加した α -MEM 培地を用い
て培養した．両者とも 37℃，5％ CO2の条件下で培養し

た．細胞播種の 24時間後に 10％，5％，あるいは 2％

の FBS を含む培地と交換し，以後一日おきに培地交換

を行った．

3．エムドゲインゲルの調製

エムドゲイン�ゲル（EMD）は滅菌蒸留水で 1 mg/ml

の濃度に溶解し，最終濃度が 100 µg/ml になるように培

地に添加した．

4．細胞増殖数の測定

OC-CM 細胞を 10％ FBS 添加 DMEM 培地に懸濁

し，3×102/well の細胞密度で 96穴培養プレートに播種

した．培養 24時間後，10％，あるいは 2％ FBS 添加培

地に交換した．EMD 添加群は 24時間後に 2％ FBS 添

加培地に EMD を添加した培養液に交換し，初回培地交

換時に EMD を添加したものを D-1 群，初回と 2 回目

に EMD 添加の培地に交換したもの D-1-5群とした．ま

─────────────────────────────
§別刷請求先：横田敏郎，〒062-0922北海道札幌市豊平区中の
島 2条 2丁目 1-6 よこた歯科
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た，MC3T3-E1細胞は α -MEM 培地を用いて同様に培
養した．細胞数は Cell Counting Kit-8 を用いて測定し

た．培地にテトラゾリウム塩 WST-8を加え，1時間後

に細胞内脱水素酵素により還元され生成された水溶性ホ

ルマザンを 450 nm の吸光度で測定した．

5．EMD による培養細胞の分化誘導

OC-CM 細胞を 10％ FBS/DMEM に懸濁し，2×104/well

の細胞密度で 24穴プレートに播種し 24時間培養した．

培養液を除去後，2％ FBS/DMEM に EMD（100 µ g/ml），

50 µ g/ml ascorbic acid および 10 mM β -glycerophosphate
disodium salt を添加した分化誘導培養液に培地交換し，

以後一日おきに新鮮培地と交換した．EMD 添加群は初

回培地交換時に添加したものを D-1群，2回目に EMD

を添加したものを D-3群，3回目に EMD を添加したも

のを D-5群，4回目に EMD を添加したものを D-7群，

5回目に EMD を添加したものを D-9群，初回から毎回

EMD 添加の培地に交換したものを D-1-11群とした．11

日目に von Kossa 染色と ALPase 活性染色を行った．分

化誘導の対照群として ascorbic acid と β -glycerophos-
phate を添加しない培地を用いた．

MC3T3-E1細胞も同様の条件で培養し，11日目に von

Kossa 染色と ALPase 活性染色を行なった．

6．von Kossa 染色

培養細胞において形成された石灰化結節を von Kossa

の硝酸銀法で染色した．培養細胞を 10％中性緩衝ホル

マリン溶液で 20分間，室温で固定し水洗した．次に，5

％硝酸銀液を加え間接光下で黒褐色になるまで置換し，

水洗後 5％チオ硫酸ナトリウム液で 2分間還元・定着し

水洗した．

7．アルカリホスファターゼ活性染色

培養細胞のアルカリホスファターゼ（ALPase）活性

をアゾ色素法で染色した．培養細胞を 10％中性緩衝ホ

ルマリン液で 20分間固定し PSB で洗浄後，0.1 mg/ml

naphthol AS-MX phosphate, 0.5％ N,N’ -dimethylformamid,

0.2 mM MgCl2および 0.6 mg/ml Fast Blue BB salt を含む

0.1 M Tris-HCl 緩衝液（pH 8.5）で 20分間染色した．

8．EMD によるセメント芽細胞のオステオポンチン

mRNA への影響

OC-CM 細胞を 2 日間（Day 1-3）あるいは 10 日間

（Day 1-11）EMD で処理し，分化誘導した 11日目の培

養細胞から total RNA を抽出した．オステオポンチン

（OPN）mRNA 量と 18S ribosomal RNA（ rRNA）量を

GeenAmp 5700 sequence Detection System（Applied Biosys-

tem, Foster City, CA USA）で定量した．Total RNA（1

µg）から Reverse Transcription System の AMV reverse

transcriptase および random primer を用いて 42℃，15分

間逆転写反応を行い cDNA を合成した．SYBER� Premix

Ex TaqTM と cDNA およびオステオポンチンプライマー

（ forward : GGTGCCTGACCCATCTCAGAA , reverse :

ATCGTCATCATCGTCGTCCA）を用いて定量 real-time

PCR（95℃−5秒，55℃−20秒，72℃−34 秒，40 サイク

ル）を行った．また，10％あるいは 2％ FBS で 11日間

培養した細胞から調整した cDNA を 5倍希釈で 5段階

希釈し，検量線の作成に用いた．18S rRNA は TaqMan

probe を用いて測定した．各試料におけるオステオポン

チン mRNA 量および 18S rRNA 量を各検量線から算出

し，オステオポンチン mRNA 量は 18S rRNA 量に対す

る比率で表した．

9．マウスへの細胞移植

SCID マウスへの細胞移植実験を行い EMD の in vivo

における石灰化能への影響を評価した．5週齢の SCID

マウス（scid/scid）を日本クレア株式会社（東京）から

購入後，1週間通常の状態で飼育したのち細胞移植実験

を行った．細胞移植には吸収性コラーゲン（Col-

laPlug�）を 5×5 mm に調製し，移植媒体に使用した．

OC-CM 細胞を 10％ FBS, 5％ FBS および 5％ FBS/EMD

を添加した培地で 9日間培養した．また，培地には in vi-

tro における石灰化の影響を除外するために ascorbic

acid と β -glycerophosphate disodium salt を除いた培地を

用いて培養した．Trypsin-EDTA 溶液で細胞を浮遊さ

せ，約 2.0×106/ml の細胞数になるよう DMEM 中に均

一に懸濁した．この細胞懸濁液 1 ml をマイクロチュー

ブに分注し，遠心分離（1,500×g , 1分間）で細胞ペレ

ットを作製した．上清を除去後，DMEM を 50 µl 含ま

せた CollaPlug�をマイクロチューブに加え，細胞となじ

ませたのち SCID マウスの背側皮下へ移植した．また，

CollaPlug�に DMEM 単独を含ませたものを移植対照群

とした．6週間後にエックス線撮影（島津一般エックス

線撮影装置，45 kV, 50 mA, 0.05 sec）を行った後，移植

片を摘出した．摘出した移植片は 4％ paraformaldehyde

で 24時間固定後，EDTA で 10日間脱灰を行いパラフィ

ンに包埋した．5 µm 切片を作製し，hematoxylin-eosin
（HE）染色で組織学的に検索を行った．

なお，実験動物は明海大学実験動物ガイドラインに従

って実験を行った．

10．統計学的解析

データの統計解析は One-way analysis or variance

（ANOVA）と Turkey Kramer multiple comparison test を
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用いて行った．

結 果

1．細胞増殖に対するエムドゲインの影響

Tokiyasu ら13）はセメント芽細胞や骨芽細胞の増殖に対

する EMD の影響を検討し，EMD が濃度依存的にセメ

ント芽細胞や骨芽細胞の増殖を促進することを報告して

いる．そこでセメント芽細胞様 OC-CM 細胞の増殖に対

する EMD の影響を調べた（Fig 1a, b）．EMD 添加群

（D-1, D-1-5）では非添加対照細胞に比べ増殖が有意に

促進した（Fig 1a, b）．また，EMD の初回添加 2日間処

理群（D-1）に比べ，終日 4日間処理群（D-1-5）におい

て細胞増殖は有意に促進された．骨芽細胞様細胞 MC3T

3-E1細胞においても，EMD 添加群では非処理群に比べ

増殖は有意に促進した（Fig 1c, d）．

2．石灰化結節形成と ALPase 活性に対するエムドゲイ

ンの影響

OC-CM 細胞の石灰化結節形成に対する EMD の影響

を von Kossa 染色を行い検討した．EMD 非添加の対照

群（Fig 2a）と D-9群（Fig 2f）では，ほぼ同様の石灰

化結節の形成がみられた．培養 1日目に EMD を添加し

た D-1群では von Kossa 染色性は最も弱く，D-1, D-3,

D-5, D-7群の順に石灰化結節の形成が抑制された（Fig

2）．また，OC-CM 細胞の ALPase 染色を行ったとこ

ろ，EMD 非添加の対照群と D-1から D-9群まで一様に

強い ALPase 活性を示し，EMD の添加時期の違いによ

る影響はみられなかった（結果不掲載）．

MC3T3-E1細胞は EMD 存在下，非存在下いずれの培

a b

c d

Fig 1 Effect of enamel matrix derivative（EMD）on the proliferation of cementoblastic OC-CM cells or osteoblastic MC3T3-
E1 cells. OC-CM cells were cultured for 24 h in DMEM containing 10％ FBS. Then the cells were treated or not with EMD
（100 µg/ml）for the first 2 days（D-1）or for the entire 4 days（D-1-5）in the presence of 2％ FBS. One group of the cultures
continued to be cultured for the full period in the presence of 10％ FBS. MC3T3-E1 cells were also treated with EMD under the
same culture condition expect that α -MEM replaced DMEM. The number of cells in each well was determined at the indicated
days（a, c）or on day 5（b, d）by using Cell Counting Kit-8. Experiment were performed 5 times independently, and values are
means±SD for 5 cultures in a representative experiment. *p＜0.05 ; **p＜0.01 ; n.s, not significant.
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Fig 2 Effect of EMD on formation of mineralized nodules by cementoblastic OC-CM cells. OC-CM cells were precultured in
DMEM/10％ FBS for 24 h, and then the cells were cultured in DMEM/2％ FBS containing ascorbic acid（50 µg/ml）and β -
glycerophosphate（differentiation medium）with or without（a）EMD（100 µg/ml）．The cells were incubated with EMD for
the first 2 days（D-1, b），second 2 days（D-3, c），third 2 days（D-5, d），fourth 2 days（D-7, e）or fifth 2 days（D-9,
f）and then stained by the von Kossa method on day 11. Experiments were performed 5 times.

Fig 3 Effect of EMD on ALPase activity of osteoblastic MC3T3-E1 cells. MC3T3-E1 cells were cultured in α -MEM/10％
FBS for 24 h, and then they were cultured in α -MEM/10％ FBS（a），or α -MEM/2％ FBS in the presence of ascorbic acid
and β -glycerophosphate with（d-i）or without（b）EMD（100 µg/ml）．The cells were treated with EMD for the first 2 days
（D-1, d），second 2 days（D-3, e），third 2 days（D-5, f），fourth 2 days（D-7, g），fifth 2 days（D-9, h）or the full period
（D-1-11, i），and stained for ALPase activity on day 11. The cells were cultured in α -MEM/2％ FBS / β -glycerophosphate
without ascorbic acid（c）．Experiments were performed 5 times.
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養条件でも石灰化結節を形成しなかった（結果不掲

載）．MC3T3-E1 細胞の ALPase 活性は EMD の添加時

期が培養前半になるに従い活性は低下し，終日 EMD を

添加した D-1-11群では大部分の ALPase 活性は抑制さ

れた（Fig 3）．

3．オステオポンチン mRNA に対するエムドゲインの

影響

オステオポンチン mRNA 量は 10％ FBS 存在下で培

養した OC-CM 細胞に比較し 2％ FBS 培養で約 1.8倍増

加した（Fig 4）．一方，培養初期に EMD を添加した細

胞（Day 1-3）のオステオポンチン mRNA 量は非添加対

照群に対し約 12.6倍増加し，培養期間にわたって EMD

を終日添加した細胞（Day 1-11）ではさらに約 16.2 倍

増加した．

4．In vivo における EMD 処理 OC-CM 細胞による異

所性石灰化

EMD のセメント芽細胞への影響を in vivo で検討す

る目的で，EMD 前処理した OC-CM 細胞を吸収性コラ

Fig 5 Effect of EMD on the calcification by cementoblastic OC-CM cells transplanted into SCID mice. OC-CM cells were cul-
tured in DMEM/10％ FBS or DMEM/5％ FBS with or without EMD（100 µg/ml）in the absence of ascorbic acid and β -
glycerophosphate for 9 days. The cells were incubated with EMD for the first 2 days（D-1），third 2 days（D-5）or fourth 2 days
（D-7）and then subcutaneously transplanted into the backs of SCID mice. After 6 weeks, radiographic examination was conducted
for the evaluation of biomineralization of the transplanted cementoblasts. The arrow indicates a control transplant without cells.

Fig 4 Effect of EMD on osteopontin mRNA expression in ce-
mentoblastic OC-CM cells . OC-CM cells were cultured in
DMEM/10％ FBS, or DMEM/2％ FBS with or without EMD
（100 µg/ml）for 2 days（Day 1-3）or 10 days（Day 1-11）in the
presence of ascorbic acid and β -glycerophosphate. Total RNA
was extracted from the cementoblastic cells on day 11. The
amount of ostepontin mRNA was determined by real-time RT-
PCR and corrected with reference to the amount of 18S ribo-
somal RNA. Experiments were performed at least 3 times.
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ーゲンとともに SCID マウス背部皮下へ移植し，6週後

のエックス線写真により石灰化誘導能を検討した．細胞

を含まない培地のみのコラーゲンを移植した対照群の施

術部位はエックス線透過性が極めて強く，石灰化が起き

ていなかった．EMD 非添加の対照群（10％ FBS および

5％ FBS）の施術部位はエックス線不透過性が亢進して

おり，内部に彌慢性で高度のエックス線不透過像が認め

られ，OC-CM 細胞による石灰化形成が示唆された（Fig

5）．EMD 添加群の施術部位は非添加群に比較するとエ

ックス線透過性が上昇しており，EMD 添加時期が培養

後半の細胞群ではさらにエックス線透過性が亢進してい

た．

5．細胞移植片の病理組織学的所見

OC-CM 細胞に EMD を前処理し，SCID マウスへ移

植後 6週間目で移植片の組織学検査を行なった．移植片

は，いずれの実験群においても梁状の硬組織形成とこれ

らの間に介在する線維腫様組織から成り，基本的に骨形

成線維腫（セメント質形成線維腫，セメント質骨形成線

維腫）様の像を呈していた30）．梁状の硬組織は脱灰標本

でヘマトキシリンに染まる傾向にあり，封入細胞は少な

く，セメント質様を呈していた31）．

FBS のみを添加した培養細胞の移植群（Fig 6a, b）で

は梁状の硬組織の形成量が多く，ことに 10％ FBS 添加

群（Fig 6a）では顕著であり，毛細血管の拡張がみられ

Fig 6 Effect of EMD on cell proliferation and hard tissue formation of cementoblastic OC-CM cells in vivo . OC-CM cells
were cultured in DMEM/10％ FBS（a）or DMEM/5％ FBS（b）with or without EMD（100 µg/ml），and EMD was present
during the first 2 days（D-1, c），second 2 days（D-3, d），third 2 days（D-5, e）or fourth 2 days（D-7, f）．Ascorbic acid
and β -glycerophosphate were eliminated from culture media. After the culture, the cells were harvested, and then transplanted
subcutaneously into the back of SCID mice. After 6 weeks the transplants were removed and histologically examined.
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た．5％ FBS と EMD を添加した群では，D-1, D-3, D-5

および D-7の各群とも細胞密度は増加し，梁状硬組織

の幅が狭くなる傾向がみられた（Fig 6c, d, e, f）．以上

の結果から，培養セメント芽細胞に EMD を前処理する

ことにより，in vivo における移植セメント芽細胞の細

胞増殖は促進されることが示唆された．

考 察

エムドゲイン�はスウェーデンの BIORA 社により精

製されたブタの発生期の歯牙から抽出されたエナメル基

質タンパク質（EMP）の商品名であり，歯周組織再生

療法への応用が注目されている12）．従来の製品であるエ

ムドゲイン�は 2バイアルタイプであったが，本邦では

2002年よりエムドゲイン�ゲルという 1液性の製剤とし

て販売され臨床応用されている．両製剤ともに EMD を

ゲル状にするためプロピレングリコールアルギネート

（PGA）が使用されている．EMD は生理的 pH，体温の

条件下では凝集して事実上，不溶性となり，酸性または

アルカリ性，低温の環境下では可溶性が増すという特徴

を有しているが，PGA 溶液はマトリックス形成作用を

妨害することなく EMD 塗布を容易にする溶媒として

PGA が選択されている7, 8）．エムドゲインゲルと従来型

との大きな違いは熱処理工程が新たに加えられたことで

あるが，臨床的パラメーター（probing pocket depth, prob-

ing attachment level gain , recession change , radiographic

bone gain）の改善に統計学的有意差はないと報告されて

いる32）．一方，EMD の臨床的残留期間の報告から，溶

媒は比較的早く消失するが，EMD は酵素により分解さ

れるまで 2週間から 4週間は存在することが示されてい

る33）．In vitro の実験では培地交換の度に EMD を添加

することは可能であるが，生体内では徐々に分解されて

おり，in vitro 実験は臨床での EMD の動態に対応して

いないと考えられる．

また，培養細胞の増殖に対する EMD の影響は実験に

用いる細胞によって異なり，上皮系の細胞には抑制的

に，歯根膜細胞，歯肉線維芽細胞や骨形成系細胞には促

進的に作用するといった報告がある9, 13−25）．

そこで本研究は細胞の培養期間中，培地交換の度に

EMD を添加した群や異なった時期に EMD を添加した

群におけるセメント芽細胞様細胞の細胞増殖や石灰化能

に対する EMD の影響について検討した．

EMD はセメント芽細胞様 OC-CM 細胞の細胞増殖を

促進した（Fig 1a, b）．一方，EMD の石灰化能に対する

影響は，OC-CM 細胞において初回の培地交換時に EMD

を添加した D-1から順に石灰化結節の形成を抑制する

傾向が認められた（Fig 2）．また，対照として用いた骨

芽細胞様細胞 MC3T3-E1 細胞において EMD は細胞増

殖を促進し（Fig 1c, d），培養初期に EMD を添加した

D-1から順に ALPase 活性の誘導を抑制する作用が認め

られた（Fig 3）．培養初期に EMD を添加することによ

り OC-CM 細胞と MC3T3-E1 細胞の細胞増殖が促進さ

れ，分化の指標である OC-CM 細胞の石灰化結節の形成

や MC3T3-E1細胞の ALPase 活性の上昇が抑制されたこ

とから，EMD の OC-CM 細胞に対する効果は細胞増殖

の促進と分化抑制にあることが示唆された．また，EMD

はセメント芽細胞のオステオカルシン遺伝子発現を抑制

し，石灰化抑制タンパク質であるオステオポンチン遺伝

子の発現を増加させることが報告13）されている．これら

の報告と一致して，Fig 4 にみられるように EMD は

OC-CM 細胞のオステオポンチン遺伝子発現を促進し

た．また，EMD はブタ歯根膜線維芽細胞，歯槽骨骨芽

細胞や歯肉線維芽細胞のオステオポンチン遺伝子発現を

促進するという報告34）もある．他方，ヒト歯根膜細胞に

対し EMD は ALP 活性の上昇と石灰化誘導能を亢進し

たという報告9, 24）があり，歯根膜細胞とセメント芽細胞

に対する EMD の効果に違いがみられた．細胞種の違い

あるいはヒト，マウスおよびブタの種の違いが関係する

可能性が考えられる．

EMD で処理した OC-CM 細胞をマウス背側皮下に移

植することによって in vivo での OC-CM 細胞の石灰化

に対する EMD の影響をエックス線検査と病理組織学的

検査から検討した．OC-CM 細胞に対する EMD の前処

理で移植片の石灰化は進行するものの対照群（10％ FBS

添加群）と比較すると石灰化の抑制がみられた（Fig

5）．病理組織学検査では D-1, D-3, D-5, D-7の各群で細

胞増殖の促進と硬組織形成の減弱傾向を示したことか

ら，in vivo の結果は in vitro での EMD の効果に見合う

ものであった．しかし，培養後移植した細胞は 6週間と

いう期間のうち初期には増殖が促進されるものの，その

後分化が促進されたものと考えられた．

結 論

オステオカルシン遺伝子のプロモーター領域に SV-40

Tag を挿入したトランスジェニックマウスより樹立した

セメント芽細胞様 OC-CM 細胞と骨芽細胞様細胞 MC3T

3-E1 細胞の増殖分化に対するエムドゲイン�ゲル

（EMD）の影響を検討し，以下の実験結果を得た．

1．EMD は OC-CM 細胞や MC3T3-E1細胞の増殖を促
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進した．

2．EMD は OC-CM 細胞や MC3T3-E1細胞の分化形質

である石灰化結節形成能やアルカリホスファターゼ活

性を抑制した．

3．EMD は OC-CM 細胞のオステオポンチン遺伝子発

現を促進した．

4．EMD 前処理した OC-CM 細胞の移植実験により，

EMD は in vivo においてセメント芽細胞様細胞の増

殖を促進し石灰化を抑制する傾向がみられた．

以上の結果から，EMD がセメント芽細胞や骨芽細胞

に対して生理活性を有し，歯周組織の再生に有効な作用

を示すことが示唆された．

稿を終えるにあたり，終始御懇親なる御指導，御校閲を
賜りました形態機能成育学講座口腔小児科学分野 渡部
茂教授に深く感謝いたします．また御指導，御助言をいた
だきました口腔生物再生医工学講座生化学分野 友村明人
教授ならびに病態診断治療学講座病理学分野 草間 薫教
授に心より深く感謝申し上げます．さらに，本研究にあた
り御援助，御協力をいただきました赤坂 徹博士，時安喜
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口内法エックス線撮影における歯髄腔のエックス線画像解析（第 2報）

清水 英之1 池 真樹子1§ 沼田 真美1 花輪小百合1

小澤 智宣1 伊澤 和三2 鈴木 弘平1 奥村 泰彦1

1明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野
2東海大学医学部付属病院歯科口腔外科

要旨：エックス線写真による画像診断は，口腔領域疾患の診断を行う上で重要な役割を担っている．エックス線の作用
で最も特徴としてあげられるのは物質透過性である．物質内をエックス線が透過する際，その経路を構成する物質の原子
番号，密度，厚さなどが相互に影響し，その結果透過エックス線量の変化が生じる．この線量の変化からエックス線写真
画像が形成されている．得られた画像から体の内部構造が視覚的に観察可能となり，診断に寄与している．
著者らは歯科治療を行う際，撮影する口内法エックス線写真について，歯髄の画像に注目し研究を行ってきた．本実験
は，歯が顎骨に植立された条件で撮影された下顎第一大臼歯のエックス線画像コントラスト変化について，フィルムおよ
び根管内の状態の違いを観察した．その結果以下の結論を得た．
1．管電圧 60 kV では，Ultra フィルムは Ekta＋フィルムに比較してコントラストが大きかった．管電圧 70 kV でも同様
に Ultra フィルムのコントラストが大きかった．

2．タイマは 0.32 sec が大きなコントラストであった．
3．象牙質と歯髄とのコントラストはビタペックス 0.71，空洞 0.58，油 0.54，水 0.49の順番で小さくなっていた．

索引用語：口内法撮影，管電圧，フィルム濃度

Radiographic Image Analysis of Dental Pulp Chamber
in Intraoral Radiogaraphy（Part 2）

Hideyuki SHIMIZU1, Makiko IKE1§, Mami NUMATA1,
Sayuri HANAWA1, Tomonori OZAWA1, Kazumi IZAWA2,

Kohei SUZUKI1 and Yasuhiko OKUMURA1

1Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Department of Dentistry and Oral Surgery School of Medicine, Tokai University

Abstract : Image diagnosis involving X-ray photography plays an important role in terms of diagnosing disorders of the
oral region. Radio-transparency of object masses is the most significant characteristic associated with X-ray. When an X-ray

passes through an object, the identities of the elements, density and thickness of the route interact with one another ; as a

result, a change in the amount of transmitted X-ray occurs. An X-ray image is comprised of these radiation changes. The

internal structure of the body may then be visible to the naked eye, which greatly enhances clinical diagnoses.

The authors examined intraoral radiography employed in dental treatment, with special emphasis on dental pulp images.

X-ray photography of the first molar tooth rooted in the mandible revealed differences in condition and image contrast

changes of the film as well as within the pulpchamber. The following results were obtained :

1. Following application of an X-ray tube voltage of 60 kV, Ultra film demonstrated larger contrast in comparison with

Ekta＋film. Similarly, Ultra film exhibited larger contrast at 70 kV.

2. When the timer is set in 0.32 sec it became the biggest contrast.

3. The contrast between dentin and dental pulp decreased as follows : Vitapex 0.71, cavity 0.58, oil 0.54 and water 0.49.

Key words : intraoral radiograph, tube voltage, film density
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緒 言

エックス線写真による画像診断は，口腔領域疾患の診

断を行う上で重要な役割を担っている．エックス線の作

用で最も特徴としてあげられるのは物質透過性である．

物質内をエックス線が透過する際，その経路を構成する

物質の原子番号，密度，厚さなどが相互に影響し，その

結果透過エックス線量の変化が生じる1）．物質入力時の

エックス線量は透過後の線量と比例関係にあり I＝I0e-µ d,

µ＝KZ3λ 3ρ（I：入射エックス線量，I 0：透過後のエッ
クス線量，e：自然対数，µ：吸収係数，d：厚さ，K：
比例定数，Z：原子番号，λ ：エックス線の波長，ρ：
物質の密度）の式で示される2）．式のごとく，特に物質

の原子番号と入力エックス線の波長が物質とエックス線

吸収の相互の関係に大きく関与している．エックス線写

真は，このエックス線透過量のばらつきを，比例的関係

で臭化銀に吸収させ銀粒子のばらつきとしてフィルムに

記録している3）．得られたエックス線写真は物質内部が

二次元平面として白黒濃度分布の画像が形成されてい

る．口腔領域の組織が病的な変化を来たした場合，画像

上にも濃度の違いとして当然描出されることになる．こ

の得られた画像から体の内部構造が視覚的に観察可能と

なり，診断に寄与している．

著者らは歯科治療を行う際，撮影する口内法エックス

線写真について，歯髄の画像に注目し研究を行ってき

た．第 1報4）で抜去歯を用いて歯髄腔のエックス線透過

率をコントラストとして計測し，撮影時の管電圧と使用

するフィルムの感度の違いにより，最もコントラストの

得られる撮影条件について報告をした5）．引き続き本実

験は，歯が顎骨に植立された状態での条件下で歯髄のコ

ントラストがどのように変化するかを研究した．歯が顎

骨に植立されたことでエックス線透過率に変化が生じ

る．この条件により撮影されたエックス線画像コントラ

スト変化についてフィルムおよび根管内の状態の違いに

ついて実験を行った．その結果，写真コントラストに対

する興味ある知見が得られたので報告する．

材料と方法

1．材料

使用した歯はヒト乾燥下顎骨に植立状態にある下顎左

側第一大臼歯とした．

使用したフィルムは Ektaspeed＋Film（以降 Ekta＋と

する，Eastman KODAK, Rochester, NY, USA）と Ultra-

speed film（以降 Ultra とする，Eastman KODAK）の 2

種類を使用した．

2．使用機器および方法

エックス線撮影装置は口内法撮影装置ヘリオデント

MD（Siemens，New York, NY, USA, Fig 1）を使用し

た．撮影時のジオメトリーを一定にするため規格撮影を

─────────────────────────────
§別刷請求先：池 真樹子，〒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歯科放射線学分野

Fig 1 Dental X-ray unit（Heriodent MD, Siemens）．

Fig 2 Experimental apparatus.
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行った．規格撮影装置は自作し，焦点・被写体間距離 40

cm に設定した（Fig 2）．

エックス線フィルムの濃度計測は，ミクロデンシトメ

ータ PDM-5（コニカミノルタ，東京）を使用した．測

定領域のスリット設定は，幅 500 µm×高さ 1000 µm，
フィルム送りスピード 50 µm/sec で計測した．計測部位
は Fig 3に示す走査線である．計測されたデータは A/D

変換後マイクロコンピュータ FM-V（富士通，東京）に

データメモリした．データ処理ソフトは Densito 2（ア

ークテクノロジー，東京）を使用した．マイクロフォト

メータから得られたデータはノイズが含まれた状態であ

る（Fig 4A）．このデータから空間周波数の高濃度側の

平均濃度と低周波数の平均濃度を計測しグラフを算出し

た（Fig 4B）．このグラフから歯の無い外側部分と象牙

質の濃度差 A，象牙質と歯髄部の濃度差 B を測定し解

析した．

測定された濃度の補正は標準濃度フィルム photo-

graphic step tablet no 3（Eastman KODAK, Fig 5）を使用

し，得られたデータの濃度補正後測定値とした．次に得

られた走査濃度曲線から髄腔部と象牙質部の濃度差を測

定し，次式にしたがってコントラストを求め解析した．

C＝D2－D1

（C：コントラスト，D2, D1：隣接する組織濃度）

3．撮影方法

歯のエックス線撮影にあたって歯髄腔の処理をした．

歯の天蓋を除去し歯髄腔，根管を清掃し残留物の無い状

態にした．つぎに Ekta＋と Ultra の 2種類のフィルムを

使用して規格撮影を行った．撮影条件は，管電流 10 mA

で管電圧は 60 kV と 70 kV を使用し，各種歯髄腔の状

態を撮影した．歯髄腔の状態は，空洞のまま，蒸留水

（以降水とする）を注入したもの，ミシン油（以降油と

する）を注入したもの，根管充頡材ビタペックス（ネオ

製薬，東京）を注入したものの 4種類を組み合わせて，

合計 16種類の条件にて規格撮影を行った．撮影時間は

Ekta＋では管電圧 60 kV, 70 kV とも 0.16秒のタイマ条

件で行った．Ultra では感度が落ちるため Ekta＋と同程

度の濃度になるよう管電圧 60 kV, 70 kV とも，0.32 秒

Fig 4 The output value of pulp chamber with micro-
densitometer. A , the output raw data. B , the average density
curve. a , dentin and surrounding density difference. b , density
difference between dentin and pulp chamber.

Fig 3 Scanning line of micro-densitometer PDM-5（Konica Mi-
nolta）. Fig 5 Photographic step tablet no 3（Eastmen KODAK）．
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のタイマ条件で撮影を行った．

撮影されたそれぞれのフィルムの象牙質，歯髄腔部に

ついてミクロデンシトメータにて濃度を測定した．

結 果

1．管電圧およびフィルムに対するコントラストの違い

象牙質と周囲とのコントラスト変化について，フィル

ムの違いによる結果を Fig 6, 7, Table 1, 2に示す．

1）管電圧 60 kV, Ekta＋のコントラスト

A の値は，空洞のコントラストが一番大きく 2.21で

あった．次にビタペックス 2.11，水と油のコントラスト

差は少なく 1.95, 1.93であった．

B の値は，ビタペックスのコントラストが一番大きく

0.57であった．次に空洞 0.51，油 0.49，水 0.47であった．

2）管電圧 60 kV, Ultra のコントラスト

A の値は，空洞のコントラストが高く 2.17 であっ

た．次にビタペックス 2.01，水と油のコントラストは差

が少なく 1.96, 1.97であった．

B の値は，ビタペックスのコントラストが一番大きく

0.71であった．次に，空洞 0.58，油 0.54，水 0.49であ

った．

Ekta＋と Ultra の比較は Ultra の方が Ekta＋に比較し

てコントラストが大きく空洞で 0.07，水で 0.02，油で 0.05

のコントラスト差であった．

3）管電圧 70 kV, Ekta＋のコントラスト

A の値は，空洞のコントラストが高く 1.66 であっ

た．次にビタペックス 1.62，水 1.53，油 1.45であった．

B の値は，ビタペックスのコントラストが一番大きく

0.33であった．次に空洞 0.31，油 0.22，水 0.18であった．

4）管電圧 70 kV, Ultra のコントラスト

A の値は，空洞のコントラストが高く 1.98，次にビ

タペックス 1.9，油 1.89，水 1.86であった．

B の値は，ビタペックスのコントラストが一番大き

く，0.51であった．次に空洞 0.47，油 0.39，水 0.37で

あった．

2．歯髄腔の状態に対するコントラスト

1．の結果から，歯髄腔 4種類の状態に対するフィル

ム，撮影条件の違いによる濃度差（B の値）としてまと

めた結果を Fig 8に示す．歯髄腔と象牙質のコントラス

トは，空洞の場合，Ultra＋60 kV の条件が最も大きく 0.58

であった．次いで Ekta＋60 kV で 0.51, Ultra 70 kV で

0.47, Ekta＋70 kV で 0.31の順であった．

ビタペックスの場合は，Ultra＋60 kV の条件が最も大

きく 0.71であった．次に Ekta＋60 kV で 0.57, Ultra 70

kV で 0.51, Ekta＋70 kV で 0.33の順であった．

水および油の場合も空洞と同じ順番であった．水の場

Fig 6 Density difference between dentin and surroundings of
tube voltage and film.

Fig 7 Density difference between dentin and pulp chamber of
tube voltage and film.

Table 2 Density difference between dentin and pulp chamber
of tube voltage and film.

E＋60 kV U 60 kV E＋70 kV U 70 kV

empty
bitapex
water
oil

0.51
0.57
0.47
0.49

0.58
0.71
0.49
0.54

0.31
0.33
0.18
0.22

0.47
0.51
0.37
0.39

Table 1 Density difference between dentin and surroundings
of tube voltage and film.

E＋60 kV U 60 kV E＋70 kV U 70 kV

empty
bitapex
water
oil

2.21
2.11
1.95
1.93

2.17
2.01
1.96
1.97

1.66
1.62
1.53
1.45

1.98
1.9
1.86
1.89
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合，Ultra 60 kV の条件が最も大きく 0.49であった．次

に Ekta＋60 kV で 0.47, Ultra 70 kV で 0.37, Ekta＋70 kV

で 0.18の順であった．

油の場合，Ultra 60 kV の条件が最も大きく 0.54であ

った．次に Ekta＋60 kV で 0.49, Ultra 70 kV で 0.39, Ekta

＋70 kV で 0.22であった．

考 察

CCD センサ，Imaging Plate（IP）などを使用したデジ

タルエックス線画像形成法が主流となりつつある現在，

フィルム法は時代遅れの感が否めないが，フィルム法は

画像解像度が圧倒的に高く，決して衰退してしまう撮影

法とは考えられない．両撮影方法には利点，欠点がある

が，画像の MTF あるいは粒状性を比較するとフィルム

法が圧倒的に勝っている6−11）．今後の技術進歩により，

増感紙フィルム系撮影法のデジタル化は，事実上問題に

ならなくなってくるとも考えられるが12），口内法エック

ス線撮影のような詳細部分の画像が要求される口内法エ

ックス線撮影の場合，デジタル法では当分の間十分な満

足を得られないのが現状である．デジタル画像診断はセ

ンサの画素の大きさで最小分解能が決定される．フィル

ム法では，特に口内法エックス線撮影の場合，ノンスク

リーンフィルムを使用するため，その MTF は 10 cycles/

mm，最高濃度は 6.0以上を示す13）．したがって現在の

ところフィルム法は歯科領域にとっては，画像診断に欠

くことができない方法と考えられる．本実験は歯のエッ

クス線撮影から得られた画像の濃度測定を行い，歯髄診

断の可能性を目的に研究を行った．特に，写真コントラ

スト評価から各撮影条件での比較をし，診断に適した条

件を検討した．

2種類の感度が異なる歯科用フィルムを使用し，管電

圧を 60 kV および 70 kV に設定し撮影を行った．感度

の異なる歯科用フィルムの場合，撮影された画像の濃度

にどのような影響が生じるかを観察した．その結果，管

電圧 60 kV の場合，Ekta＋では歯の周囲と象牙質との濃

度差は空洞で最もコントラストが大きくビタペックス，

水，油の順番であった．これはエックス線吸収係数によ

る値が影響しており，感度の異なるフィルムの照射条件

を観察したことになる．両者のフィルムの感度は Ultra

が D 感度であり，Ekta＋は E 感度である．タイマ条件

は，撮影の際は約 20％程度多いタイマを設定した方が

良いと報告されている4）．

歯髄状態の画像診断では，今回根管充頡材であるビタ

ペックスを追加し実験を行った．ビタペックスはペース

ト状でエックス線吸収体であるヨードホルムが加えられ

ており，治療後の充頡状態がエックス線画像により診断

可能となっている．空洞，油，水に加えビタペックスの

4条件で実験を行った．この 4つの状態ではエックス線

吸収係数で比較するとビタペックス，水，油，空洞の順

番であり理論的にはこの順番でエックス線が吸収され

る．周囲象牙質と歯髄腔とのコントラストの差は大きい

ほど視覚的にエックス線フィルムの画像診断が容易であ

る．象牙質と歯髄腔とのコントラストは，何もない状態

である空洞はエックス線吸収が少ない分，象牙質との濃

度差が大きくなる．また逆にビタペックスによるエック

ス線吸収が大きい場合，象牙質との差も大きくなり診断

が容易であった．

適切な撮影条件であれば歯の口内法エックス線写真か

ら生活歯髄であるか，乾死状態であるか，根管充頡の状

態はどうかなどが診断可能と思われる．経験豊かな歯科

医師ほどその診断能力に優れている．つまりいかに微少

なコントラストを認識できるかが診断能力に影響を与え

ることになる．

実験結果から，なるべくコントラストを大きくするた

めには Ultra を使用し，60 kV, 0.32秒の撮影条件で行う

ことが良いと思われる．コントラストが最も少ないの

は，Ekta＋の使用で 60 kV である．しかし，X 線被曝を

考慮すると Ekta＋の使用で 60 kV, 0.16秒の撮影条件が

適切と思われる14−16）．

歯髄内の状態はある程度，空洞の状態と油の識別は可

能と思われる．水の場合も最小のコントラスト 0.31で

識別が可能と思われる．フィルム濃度の視覚的識別が最

も良いとされているのは．0.9から 1.316）とされ，したが

って 60 kV の管電圧で撮影した場合この範囲に近いこ

とから最も診断に適していると思われる．特に無髄と有

髄の診断は可能と思われる．

Fig 8 Density difference between dentin and pulp chamber of
tube voltage and film（a difference in pulp chamber）．
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ビタペックスと空洞は象牙質とのコントラストが大き

く診断が容易であった．また，エックス線透過性が大き

い空洞と，エックス線吸収性が大きいビタペックスで

は，大きなコントラストを呈する．したがって，根管充

頡材となるビタペックスの歯髄腔の診断は正診率が高い

と考えられる．

本実験においては顎骨に植立された状態でエックス線

撮影を行った．第 1報4）の報告と比較すると全体的にコ

ントラストが低下している．この原因は抜去された歯の

みでエックス線撮影を行った場合，周囲組織の吸収係数

が重畳されないためと考えられる．

著者らの研究目的は，エックス線撮影法で歯髄腔の状

態の診断が可能かということにある．生活歯髄であるか

あるいは乾死状態であるか，あるいは空洞状態であるか

が口内法撮影で得られた画像から把握できれば治療の一

助になる．歯の中心部に位置する歯髄腔はその周囲の象

牙質，歯槽骨，軟組織の総合的なエックス線吸収状態と

の相互関係によりエックス線透過像として描出されてい

る．したがって，いかに詳細な部分を観察するかという

より，黒白のコントラストを認識するかに主眼が置かれ

る17−19）．実験結果から歯髄腔と象牙質とのコントラスト

が大きいほど診断に有効であると思われる．

象牙質と歯髄腔のコントラストはビタペックスで

0.71，空洞で 0.58，油で 0.54，水で 0.49であった．この

結果から人間の視覚的識別と比較すると，吸収係数の高

い物質もしくは空洞の識別が容易である．

本実験は軟組織の存在を考えずに実験を行っている．

この内容で水ファントムを付加した実験を行った場合は

散乱線が加わるためコントラストが低くなると想定され

る．次の課題として水ファントムの付加と視覚的評価を

行いたいと考えている．

結 論

ヒト乾燥下顎骨に植立状態にある下顎第一大臼歯を用

い，歯髄内の画像診断を目的に実験を行い以下の結論を

得た．

1．管電圧 60 kV では，Ultra フィルムは Ekta＋フィル

ムに比較してコントラストが大きかった．管電圧 70

kV でも同様に Ultra フィルムのコントラストが大き

かった．

2．タイマは 0.32 sec が大きなコントラストであった．

3 ．象牙質と歯髄とのコントラストはビタペックス

0.71，空洞 0.58，油 0.54，水 0.49の順番で小さくなっ

ていた．
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緒 言

仮着用セメントは，全部被覆冠などの歯冠修復物が最

終的に合着用セメントで支台歯に装着される前に，修復

物あるいはプロビジョナルレストレーションを臨床的に

必要とされる期間，口腔内に装着するためにしばしば使

用されている．仮着期間はそれぞれの症例により異な

り，1か月以上に及ぶ場合も報告されている1）．歯科用

セメントの中で，合着用セメントは修復物を支台装置に

仮着用セメントの蒸留水中における崩壊挙動

長沢 悠子§ 日比野 靖 中嶌 裕
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：本研究は仮着用セメントの崩壊率について検討した．市販仮着用セメント（カルボン酸系，ユージノール系ペー
スト型，ノンユージノール系ペースト型，ユージノール系粉液型を各 2種類）を用いた．試料はセメント練和開始後 1時
間からそれぞれ 7日間，28日間蒸留水中（37±1℃）で保管した後に崩壊率（mass％）の測定を行った．その結果，カル
ボン酸系セメントは，7日後に今回実験に使用した仮着用セメントの中で大きい崩壊率を示した．ノンユージノール系ペ
ースト型セメントは 28日後に 7日後の値と比較して崩壊率が有意に増加した．ユージノール系のペースト型および粉液
型セメントは経時的に崩壊率の有意な変化は認められず，セメント練和開始からの経過時間が蒸留水中での崩壊率に及ぼ
す影響は少なかった．粉液型セメントでは液の主成分が，ペースト型セメントでは硬化促進剤に使用されている成分の違
いが蒸留水中での崩壊率に影響する要因と考えられた．

索引用語：仮着，崩壊，歯科用セメント

Disintegration Behavior of Temporary Cements in Distilled Water

Yuko NAGASAWA§, Yasushi HIBINO and Hiroshi NAKAJIMA
Division of Dental Biomaterials Science, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : The objective of this study was to examine disintegration of temporary cements in distilled water. Commer-
cially available temporary cements（polycarboxylate cement, paste-mix type cement with and without eugenol and powder-
liquid type zinc oxide-eugenol cement ; two products of each）were used. One hour after the start of mixing, cement speci-
mens were immersed in distilled water at 37℃ up to 28 days（n＝3）．The disintegration（mass％）of each cement was de-
termined at 7 or 28 days after the start of mixing. Polycarboxylate cements at 7 days had significantly greater values than

others（p＜0.05）．Significant increase in disintegration was found for paste-mix type cements without eugenol at 28 days
as compared to that at 7 days, whereas the paste-mix and powder-liquid type cements with eugenol did not show significant

changes in disintegration values. This indicates that disintegration of the cements containing eugenol was least influenced in

water with time after mixing. The major constituent in cement liquid for powder-liquid type cement, or the accelerator used

for paste-mix type cement seems to be a factor affecting the disintegration in the distilled water.

Key words : temporary luting, disintegration, dental cement
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保持・維持することを目的に使用されているのに対し，

仮着用セメントは合着用セメントの機能に加えて，必要

に応じて除去が容易であるという相反する性質が望まれ

ている．

近年，歯科インプラントの普及にともない，従来ネジ

固定方式が主流であった上部構造の固定様式にセメント

固定方式を採用するケースが増加している2−4）．セメン

ト固定方式でインプラントの上部構造の固定に仮着用セ

メントを使用する場合は，これまでの短期間の仮着の概

念とは異なり，長期間上部構造を保持するために合着用

セメントに近似した性質5）が要求されている．

いずれにしても，仮着用セメントにはその目的に応じ

た保持力が要求されており，その保持力は合着用セメン

トと同様にセメントの機械的，物理的，化学的性質が深

く関与している．その中で，特にセメント硬化体の機械

的強さならびに被膜厚さ，崩壊率が大きな影響を及ぼし

ている6, 7）．合着用セメントに関しては，その機械的強

さ，被膜厚さ，崩壊率についてこれまで多くの報告がみ

られるが8−14），仮着用セメントに関する報告は少な

い15−19）．著者ら18, 19）は今までに仮着用セメントの機械的

強さに関して，セメントの置かれた環境条件の影響につ

いて研究を行ってきた．そこで，本研究では日常の臨床

において使用頻度が増加している仮着用セメントの性質

の一部を明らかにするために，保持力に影響を及ぼす要

因の一つといわれるセメント硬化体の崩壊率（mass％）

に関して検討を行ったので報告する．

材料と方法

1．実験材料

実験には，市販の仮着用セメントの中から粉液型であ

り，液成分がカルボン酸であるハイボンド テンポラリ

ーセメント ソフト（松風，京都），ハイボンド テン

ポラリーセメント（ハード）（松風，京都），ユージノー

ル系ペースト型のテンプボンド（Kerr, Salerno, Italy），

ネオダイン�EZ ペースト（ネオ製薬，東京），ノンユー

ジノール系ペースト型のテンプボンド NE（Kerr ,

Salerno, Italy），フリージノール テンポラリーパック

（ジーシー，東京）とユージノール系粉液型であるユー

ジノールセメント（ジーシー，東京），仮着用ネオダイ

ン T（ネオ製薬，東京）の計 8種類を用いた．

実験に供した各仮着用セメントの Lot 番号，標準粉

液比を Table 1に示す．

2．実験方法

崩壊率の測定は ISO/DIS 310720）（歯科用酸化亜鉛ユー

ジノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメン

ト）に準拠した方法にて行った．各仮着用セメントは粉

液型ではメーカー指定の標準粉液比（セメント H のみ

リン酸亜鉛セメントの規格 JIS T 660221）に準じて標準粉

液比を算出）にて，ペースト型ではベースペーストとキ

ャタリストペーストが等量になるように紙練板上に採取

して室温大気中にて練和を行った．なお，練和時間はペ

ースト型では 30秒間，粉液型では 45～60秒間とした．

質量既知のステンレス鋼製ワイヤーを挿入した直径

20 mm，厚さ 2 mm の円板状試料を 2個作製し，37±1

℃，相対湿度 95±5％の恒温恒湿器内に 1 時間保管し

た．恒温恒湿器より試料を取り出した後，直ちにこの試

料の重量を電子天秤（AE-240，メトラー，東京，最小

秤量単位：0.0001 g）にて測定した．その後，これらの

試料を蒸留水 50 ml が入った質量既知の秤量瓶中に浸

漬し，37±1℃の恒温器内でそれぞれ 7日間と 28日間

Table 1 Temporary cements examined.

Material Manufacturer Lot No. P/L ratio Code

HY-BOND TEMPORARY CEMENT SOFT

HY-BOND TEMPORARY CEMENT（HARD）

Temp Bond
EZ PASTE-NEODYNE
Temp Bond NE
FREEGENOL TEMPORARY PACK

EUGENOL CEMENT

TEMPORARY CEMENT NEODYNE T

SHOFU

SHOFU

Kerr
Neo
Kerr
GC

GC

Neo

P : 040418
L : 040456
P : 040447
L : 050432
05-1270
SG02
05-1321
0406161

P : 0405261
L : 0405261
P : SH01
L : TD01

2.2 g/1.0 g*

1.6 g/1.0 g*

－
－
－
－

1.0 g/0.35 ml *

3.5 g/0.5 ml

A

B

C
D
E
F

G

H

*manufacturer’s recommended mixing ratio
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保管した．試料を秤量瓶中より取り出し，秤量瓶内の蒸

留水を 120℃のドライオーブン中にて蒸発させた．蒸留

水が蒸発し，秤量瓶が恒量になったのを電子天秤にて秤

量し確認した．試料を浸漬直前の重量と浸漬後の重量の

差よりセメント試料の崩壊率の算出（mass％）を行っ

た．

試料数は各セメント 3個とし，測定値については統計

学的有意差の検定（ANOVA/Scheffè，危険率 5％）を行

い比較した．

実験結果

実験に使用した各仮着用セメントの崩壊率の結果を

Fig 1に示す．粉液型セメントに関して，セメント A,

B, G, H の 7 日後の崩壊率はそれぞれ 1.93, 0.51, 0.11,

0.19 mass％となり，セメント A は B, G, H よりも有意

に大きな崩壊率を示した（p＜0.05）．セメント G, H 間

の崩壊率に有意な差は認められないものの（p＞0.05），

セメント B よりも有意に小さい崩壊率を示した（p

＜0.05）．28日後の崩壊率に関してもその傾向は同様で

あった．粉液型の各セメントの 7日値と 28日値の比較

では，セメント A のみ 28 日後に有意な崩壊率の増加

（p＜0.05）が認められたのに対して，B, G, H は 7日後

と 28日後の値で統計学的に有意な差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

ペースト型セメントに関して，セメント C, D, E, F の

7日後の崩壊率は 0.12, 0.14, 0.04, 0.34 mass％となり，セ

メント F は C, D, E よりも有意に大きな崩壊率を示し

た（p＜0.05）．28日後の崩壊率に関してもその傾向は同

様であった．ペースト型の各セメントの 7日値と 28日

値の比較では，セメント E, F は 28日後に有意に崩壊率

が増加した（p＜0.05）のに対して C, D は 28日後も統

計学的に有意な差は認められなかった（p＞0.05）．

セメント成分中のユージノールの有無により仮着用セ

メントの崩壊率を比較すると，28日後においてユージ

ノールを含まないセメント（A, B, E, F）のなかでセメ

ント A は B, E, F よりも有意に大きな崩壊率を示し（p

＜0.05），次いでセメント F は B, E よりも有意に大きな

崩壊率を示した（p＜0.05）．ユージノール系セメント

（C, D, G, H）はペースト型あるいは粉液型を問わずに 28

日後の崩壊率に有意な差は認められなかった（p＞

0.05）．

考 察

仮着用セメントは従来ではテンポラリークラウンある

いは歯冠修復物をある一定期間，口腔内に装着するため

に用いられてきた．従って，仮着用セメントに求められ

る機械的強さをはじめとする諸性質は，合着用セメント

と比較して軽視されてきたのが現状であった．近年，歯

の欠損部位に対する処置は従来の有床義歯，ブリッジな

どの補綴物に加え，歯科用インプラントが用いられるよ

うになり，歯科用インプラントの上部構造の固定におい

ても従来のネジ固定方式に加えてセメント固定方式も採

用されつつある．この歯科用インプラント上部構造のセ

メント固定方式には合着用セメントだけでなく，仮着用

セメントを用いている報告も多い2, 3）．したがって仮着

用セメントはテンポラリークラウンあるいは歯冠修復物

の仮着に用いられる性質の他に，合着用セメントに求め

られる保持力なども要求されてきている．

仮着用セメントを歯科インプラントの上部構造の固定

に使用した場合，口腔内での使用期間は従来想定されて

Fig 1 Disintegration of temporary cements. A-H indicate a type of cements as mentioned in
Table 1. Values are means±standard deviation for 3 samples.
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いた仮着期間よりも長期間に及ぶと考えられる．歯科用

セメントの機械的強さは歯冠修復物の保持・維持力に影

響する5）．仮着用セメントの機械的強さは永久合着を目

的とした合着用セメントと比較して低く，そのために除

去も可能にしている．しかしながら，強さが低いがゆえ

に口腔内での耐久性が低下しており歯科用インプラント

への応用では長期間の固定期間中にセメントの崩壊・溶

解による上部構造の脱離といった結果を招きかねない．

歯科用セメントの崩壊率は歯冠修復物の保持に影響を

与える要因である6）．そのためセメントの崩壊・溶解に

ついて明らかにすることはセメントの耐久性すなわちセ

メントの保持期間を予測する指標になると考えられる．

しかしながら，これまで仮着用セメントの崩壊率に関す

る報告は少ない．そこで本研究では仮着用セメントを用

い，蒸留水中でのセメント硬化体の崩壊率（mass％）に

ついて実験を行った．

実験結果より，セメント A, B は水に対して易溶性で

あるアクリル酸を液の主成分としているために，セメン

ト硬化体は水に対して溶解あるいは崩壊の影響を受けや

すいものと考えられた．一方で，液の主成分が水に不溶

性のユージノールを用いているセメント G は，セメン

ト硬化体は疎水性を示し，アクリル酸を主成分とした

A, B よりも有意に小さな崩壊率を示したと考えられた．

ペースト系セメントの中でセメント F, E の崩壊率が

28日後に有意に増加したのは硬化促進剤の成分の違い

であると考えられる．具体的にはユージノールの代わり

に添加されている脂肪酸，芳香族酸などである．これら

はカルボキシル基を持つカルボン酸に分類されるため，

水に不溶性のユージノールが添加されているセメント

C, D と比較して，長期間の水中浸漬で加水分解や溶出

などにより溶解・崩壊を起こしやすいと考えられた．

また，28日後の崩壊率を 100％として崩壊率の増加

の傾向を比較すると，カルボン酸であるアクリル酸を液

の主成分とする A, B は 7日後にその崩壊の 85％以上

が起こっていたのに対してペースト系の E, F ではそれ

ぞれ 30％，10％程度であった．ノンユージノール系の

粉液型とペースト型のこのような崩壊挙動の差はペース

ト系の硬化促進剤の主成分である安息香酸あるいはオレ

イン酸の性質によるものと考えられる．安息香酸，オレ

イン酸はカルボキシル基を持つカルボン酸に属してい

る．安息香酸は冷水に溶けにくいが温水に溶けやすく，

またオレイン酸は炭素数の多い高級不飽和脂肪酸である

ため水に溶けにくい性質を持つ．すなわち，同じように

カルボキシル基を有するカルボン酸であったとしても，

セメント A, B では水溶液の状態で，セメント E, F で

はペースト状で供給されている．セメント A, B ではセ

メント硬化体中に水分が存在し，蒸留水中との親和性が

ペースト型のセメント E, F と比較して良好であると考

えられる．従って，蒸留水浸漬 7日間ではセメント A,

B の硬化体中への水分の浸入が考えられ，それにともな

い崩壊が進行するものと考えられる．一方，ペースト型

のセメント E, F では前述のように同じカルボン酸であ

ったとしても水に難溶性の性質を有する．従って，ペー

スト状で供給されていることも考えると，セメント A,

B と比較して，セメントの崩壊までの時間を要すること

が考えられる．これらの性質を考慮するとペースト系ノ

ンユージノールセメントは粉液型のカルボン酸水溶液を

液の主成分とするセメント A, B よりも 7日後の崩壊率

は低くなり，長期間の保管期間中に加水分解や溶出によ

り溶解・崩壊が生じたと考えられる．よって，ペースト

系ノンユージノールセメントの崩壊は 7日以降に急速に

進行するものと推察された．また仮着用セメントの崩壊

率の上限に関する規格はないものの，仮着用セメントを

歯科用インプラントに使用すると考えるならば，一般の

合着用セメントの崩壊率の上限値を適用してもよいと考

えられる．そこで，JIS で規定されたグラスアイオノマ

ーセメントの崩壊率 1.0％以下と比較すると，今回実験

に使用した仮着用セメントのなかでセメント A を除い

たすべてのセメントでこの基準を充たす結果が得られ

た．なかでも本実験の保管期間中においては，粉液型あ

るいはペースト型のユージノール系仮着用セメントが水

に対する溶解あるいは崩壊に対して抵抗を示すものと推

察された．

結 論

現在，市販されている仮着用セメント 8種を用い，蒸

留水中の崩壊率（mass％）を測定したところ，以下の結

果が得られた．

1．カルボン酸系セメントは 28日値と比較して 7日目

までにその崩壊の 85％以上が認められた．

2．ペースト系ノンユージノールセメントの崩壊率は 28

日後に 7日値と比較して 3.3倍，8.8倍となり，有意

な増加が認められた．

3．ペースト系あるいは粉液型のユージノールセメント

は 7日値と比較して 28日後に崩壊率の有意な増加は

認められなかった．

以上のことより，仮着用セメントの崩壊率に関して，

セメントの組成，いわゆる粉液型のセメントでは液の主
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成分によって，ペースト系では硬化促進剤の主成分の組

成によって，蒸留水中でのセメント崩壊挙動に変化が生

じることが示唆された．
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上顎前歯歯髄腔の歯年齢による変化

中村 有良1§ 清水 英之2

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野
2明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野

（主任：片山 直教授）
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

（指導：奥村泰彦教授）

要旨：本研究は，エックス線画像と画像解析ソフトを併用して上顎中切歯および側切歯の歯根完成期にあたる Hellman

の歯齢（蠱B～蠹A 期）における歯髄腔形態の計測を行ったものである．
実験には，乾燥頭蓋骨の上顎中切歯，側切歯を使用した．Hellman の歯齢各ステージ 5個体ずつ計 25個体を試料とし
た．各試料はデジタルエックス線撮影を行い，その画像を解析した．解析は面積，面積比率，周囲長，最長径，フェレ径
（X, Y），エリア重心（X, Y）について行った．その結果，面積，面積比率は上顎中側切歯ともに蠶A 期から蠹A 期にか
けて減少傾向が認められた．周囲長，最長径では上顎中側切歯ともに蠱B 期と蠹A 期を比較して変化は認めなかった．
フェレ径（X）では上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期にかけて減少傾向を示した．フェレ径（Y）は上顎中側切歯と
もに変化は認めなかった．エリア重心（X, Y）は上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期において大きな変化は認めなか
った．これらのことから若年者の歯においても経年的な歯髄腔狭窄が数値としても立証された．

索引用語：Hellman の歯齢，画像解析，歯髄腔狭窄

Change of Pulp Cavity in Maxillary Incisors by the Dental Age

Ariyoshi NAKAMURA1§ and Hideyuki Shimizu2

1Division of Endodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

Division of Endodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
（Chief : Prof Tadashi KATAYAMA）

Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
（Director : Prof Yasuhiko OKUMURA）

Abstract : The dental pulp cavity of maxillary central and lateral incisors was measured during the dental root comple-
tion period（Hellman’s dental age：蠱B-蠹A）by use of X-ray image and imaging analysis software. Both maxillary central
and lateral incisors were obtained from dried human skulls. Five samples for each incisor type were selected from each

Hellman’s dental age ; and a total of 25 samples for each incisor type were used in this study.

Digital x-ray photography produced images that were analyzed in terms of total area, area ratio, boundary length, maxi-

mum diameter, Fere axis（X, Y）and area centroid（X, Y）The total area and area ratio of maxillary central and lateral in-
cisors demonstrated a general decrease from the 蠶A to the 蠹A period. Boundary length and maximum diameter of both

incisor types exhibited no change from the 蠱B to the 蠹A period. The Fere axis（X）of maxillary central and lateral inci-
sors decreased from the 蠱B to the 蠹A period ; in contrast, Fere axis（Y）of both incisors displayed no change. Area cen-
troid（X, Y）did not change substantially in either incisor type from the 蠱B to the 蠹A period. These results revealed pro-
gression of dental pulp cavity stenosis over time even in young teeth.

Key words : Hellman’s dental age, image analysis, dental pulp cavity stenosis
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緒 言

ヒトの歯は，加齢とともに咬耗・磨耗などの機械的刺

激やう襍による歯の実質欠損などにより形態的変化を生

じる．それに伴い歯髄腔の大きさは，象牙質形成や石灰

化の亢進により狭小化するといわれている1−5）．歯冠補

綴物や橋義歯の支台歯が有髄歯であることは，温熱的，

化学的および機械的刺激に対し疼痛反応を示し，警告的

な役割を有すること，第二象牙質の新生があるなど，生

態の防御反応を存続させるという利点がある．上顎中切

歯では，審美的な要因やその他の理由により比較的若年

層の代から支台歯形成が行われることが多い．しかし，

上顎中切歯の歯髄腔形態は近遠心の髄角が広がっている

ため，局所麻酔下の無痛状態で行われる切削の際に露髄

を起こす危険性が最も高いといわれている6, 7）．補綴物

の装着後，知覚過敏や歯髄炎などの原因となり，抜髄を

しなければならない症例も少なくない．また，若年者の

う襍治療では，歯髄腔が大きいことや髄角の位置が高い

ことにより，容易に露髄をきたし，歯内処置に移行する

ことがある．これらのことから，若年層における歯髄腔

の形態を予測することは重要であると考えられる．これ

まで，歯髄腔の形態に関する報告8, 9）や加齢的な変化に

関する報告10−14）は数多くされてきた．しかし，若年層を

対象とした，歯髄腔形態の大きさに関する詳細な報告は

見あたらない．

咬合の発育についての分類には，歯の交代時期に個人

差があるため，暦齢を用いず，生物学的年齢である歯齢

を使用した Hellman の分類が用いられている15）．Hellman

の歯齢とは，乳歯，永久歯の萌出状況から咬合発育をス

テージ分けしたもので，小児歯科の臨床において診断，

治療および定期管理を行う際に有効である（Table 1）．

今回の研究では，Hellman の歯齢である蠢A 期から蠹A

期の 10ステージのうち，上顎中側切歯の歯根完成期に

あたる蠱B 期から蠹A 期の 5ステージ（おおよそ 9 歳

後半から 25歳頃まで）を対象とした．

歯髄腔形態を観察する方法（Fig 1）としては，歯髄

腔を解放する方法，連続切片を観察する方法，鋳型法，

真空注入法，エックス線撮影法などがある16−25）．

歯髄腔を解放する方法16）は，直接，歯を砥石などで研

磨して歯髄腔内を観察するもので，標本の作製が比較的

簡単で，歯髄腔の状態が正確に観察できるという利点を

有する．しかし，一断面のみの観察しか行うことができ

ず，歯を破壊しなければ標本の作製ができないというの

が欠点である．11歳から 80歳代までの前歯根管の幅径

を研磨標本により観察した過去の文献では，80歳代の

根管幅径は，10歳代の平均値の約 50％と報告されてい

る10）．また，この報告の 11歳～20歳と 21歳から 30歳

までの根管幅径の平均値の比較でも，約 60％～78％の

減少となっている．

連続切片を観察する方法16, 17）は，歯を脱灰して連続的

な切片の標本を作製することにより観察するものであ

る．この方法は，歯髄腔形態の正確な調査が可能である

が，標本作製に多大な労力と経費が必要なため，多数の

歯を統計的に調査することが困難であることが欠点であ

る．

鋳型法16）とは，歯髄腔内へ溶かした金属やレジンなど

の物質を流し込み，硬化したのちに歯を破壊して鋳型標

本を作製する方法である．この方法は，歯髄腔の形態が

直接観察できるという利点を有するが，狭窄した根管な

どへは材料が入り込みにくいため，正確に作成すること

が困難であること，あるいは歯に対して破壊的であるこ

とが欠点である．

真空注入法16, 18−21）は，硫酸バリウムなどの造影剤や墨

汁を真空に近い状態で根尖孔から歯髄腔内に注入する方

法である．この方法は，歯髄腔に墨汁などの色素を注入

して透明標本を作製するもの，あるいは歯髄腔に造影剤

や墨汁を注入してエックス線撮影するものである．利点

は，根尖孔から造影剤や墨汁を注入するので，歯に注入

口を設ける必要がないこと，一度に大量の標本作製が可

能であること，歯髄腔，髄角および天蓋の状態が良く観

察できることなどである．欠点は，根尖孔から注入する

ので，気泡が歯髄腔内へ迷入し易く，根尖孔付近が閉塞

している場合は，標本作製が困難であることがあげられ

る．

─────────────────────────────
§別刷請求先：中村有良，〒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内療法学分野

Fig 1 Study model of the dental pulp cavity. a , cutting and
polishing model. b , vacuum aspiration model. c , vacuum aspira-
tion of barium and take a X-ray. d , transparent specimen was
vacuum aspirated of ink.
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エックス線撮影法16, 23−25）は，撮影したエックス線写真

を読影あるいはトレースを行い歯髄腔形態を観察する方

法である．利点として，歯の変形がなく非破壊的である

こと，また多方向からの撮影が可能なことである．欠点

は，歯髄腔，特に髄角付近が不鮮明になり，トレースが

困難なことである．トレース作業は計測誤差を生じる危

険性が高く，過去の歯髄腔の読影に関する報告では，ト

レースを正確に行えたのは，平均 66％であったとの報

告もある6）．近年，各種診断，計測機器のデジタル化の

進歩により，高感度で良質・鮮明なデジタル画像を常に

一定の状態で撮影でき，コンピュータに直接入力するこ

とが可能となってきた．これらの装置を使用した年齢推

定法や根管面積比の計測に関する報告がされてい

る24, 26）．今回，エックス線発生装置で撮影したデータを

コンピュータに取り込み，画像解析ソフトを使用し，コ

ントラスト調整することにより歯に対する歯髄腔形態を

計測した．これにより，Hellman の歯齢蠱B 期から蠹A

期の 5ステージ（おおよそ 9歳後半から 25歳頃まで）

における若年層の年齢的な歯髄腔形態の変化を観察し

た．

材料と方法

材料には，インド人頭蓋骨（性別不明）を用いた．上

顎両側中側切歯 4歯が揃って萌出しており，歯根完成期

以降の Hellman の歯齢蠱B 期から蠹A 期の 5ステージ

各 5個体，合計 100歯を使用した（Table 1）．エックス

線発生装置は，デントナビ（ヨシダ，東京）を，口内法

デジタル撮影のシステムには，コンピュレイ（トロフィ

ー，東京）のディテクターを使用した．それぞれの歯を

同一条件で撮影可能にするため，奥行き 25 cm，幅 34

cm，高さ 42 cm，厚さ 5 mm の透明アクリル板を用い，

エックス線規格撮影装置を自作した（Fig 2）．歯科用エ

ックス線発生装置の管球ヘッド，歯軸およびディテクタ

ーがそれぞれ平行になるようにジオメトリーを規格化し

た．頭蓋骨を安定して設置するため木製の台座を作製し

た．撮影条件は，管電圧 60 kV，管電流 4 mA，撮影時

間 0.1 sec にて規格撮影を行った．その際，歯の位置を

一定にするためディテクターを歯の唇側に固定し，切縁

が規定したラインと重なるように設置した（Fig 3）．計

測に先立ち，あらかじめ長さに対するキャリブレーショ

ンを行った．5 mm のワイヤーを唇面に固定し，エック

ス線撮影を行い，このワイヤーと歯冠副径の測定，エッ

クス線上の距離と実長を用い距離補正係数（0.039）を

決定した．エックス線撮影後，画像処理システムにてデ

Fig 2 Experimental apparatus for the standardiza-
tion x-ray system.

Fig 3 The position set tooth edge on the standard line.

Table 1

Hellman’s dental age materials

1 1 2 2

蠢A Before eruption of deciduous tooth
蠢C Before attained of deciduous occlusion
蠡A Completion of deciduous tooth occlusion
蠡C Beginning of eruption of first molars and

incisors
蠱A Completion of eruption of first molars

and incisors

蠱B Exchanging of lateral dentitions
蠱C Beginning of eruption of second molars
蠶A Completion of eruption of the second molars
蠶C Beginning of eruption of third molars
蠹A Completion of eruption of third molars

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Total 25 25 25 25 100
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ータを採取し，画像解析ソフト DIPP-Image（ディテク

ト，東京）にて自動計測した．計測は，歯の外形と歯髄

腔の各々のエリアを指定し（Fig 4），以下に示す各項目

について画像解析および統計処理を行った（Fig 5）．

1．面積 （a）（歯髄腔の領域に指定した面積）

2．面積比率（b）（歯面積全体に対する歯髄腔面積の

割合）

3．周囲長 （c）（歯髄腔の周囲の全長）

4．最長径 （d）（重心を通らない最長直線であり，

歯髄腔の根尖から歯冠側歯髄腔ま

での距離）

5 ．フェレ径 X（X）（X 軸方向の長さを算出したも

の．X 軸方向のズレを表す．）

6 ．フェレ径 Y（Y）（Y 軸方向の長さを算出したも

の．Y 軸方向のズレを表す．）

7．エリア重心 X（指定したエリアの面積重心 X 座

標を算出したもの．指定した範囲

の X 軸方向の重心のズレを表

す．）

8．エリア重心 Y（指定したエリアの面積重心 Y 座

標を算出したもの．指定した範囲

の Y 軸方向の重心のズレを表

す．）

以上，全ての計測は，5検体ずつ行い，各計測項目に

おいて平均値を求めた．また，平均値に対する標準誤差

を算出した．有意差検定は，t 検定にて統計学的に処理

した．

結 果

同一個体での上顎中切歯（合計 50歯）と側切歯（合

計 50歯）の左右差は認められなかったため，左右併せ

た数の平均値を使用した．解析は面積，面積比率，周囲

長，最長径，フェレ径（X, Y），エリア重心（X, Y）の

合計 8項目について行った．Hellman の歯齢蠱B 期から

蠹A 期における上顎中切歯の平均値の変化を（Table

2），上顎側切歯の平均値の変化を（Table 3）に示す．

1．面積

上顎中切歯の平均値は蠱B 期で 27.5 mm2，蠹A 期で

18.5 mm2，上顎側切歯では蠱B 期で 19.2 mm2，蠹A 期で

13.6 mm2であった（Table 2, 3）．上顎中切歯は蠱B 期か

ら蠶A 期にかけて若干の減少傾向，蠶A 期から蠹A 期

にかけては中側切歯ともに顕著な減少を示した（Fig

6）．上顎中側切歯ともに蠶A 期と蠹A 期で有意な差を

認めた（Fig 7）．この結果から，おおよそ 14歳から 25

歳頃までの若年層の歯において経年的な歯髄腔の狭窄が

認められることが明らかとなった．

2．面積比率

面積比率の計測により，歯全体に対して歯髄腔の面積

は 4分の 1以下であることが示された．蠱B 期では上顎

中切歯で約 23％，上顎側切歯で約 22％であり，蠹A 期

では上顎中切歯で約 17％，側切歯で約 16％ であった

（Table 2, 3）．面積と連動するため上顎中切歯は蠱B 期

から蠶A 期にかけて若干の減少傾向，蠶A 期から蠹A

期にかけては中側切歯ともに顕著な減少を示した（Fig

8）．上顎中側切歯ともに蠶A 期と蠹A 期で有意な差を

認めた（Fig 9）．

Fig 4 X-ray image. The tooth and dental pulp
cavity area of the maxillary lateral incisors.

Fig 5 Measurement items.
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3．周囲長

上顎中側切歯ともに蠱B 期と蠹A 期にかけて大きな

変化はみられなかった（Table 2, 3）．

4．最長径

周囲長と同様に上顎中側切歯ともに蠱B 期と蠹A 期

にかけて大きな変化はみられなかった（Table 2, 3）．

5．フェレ径 X

上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期にかけて減少

Table 2 Maxillary central incisor.

Hellman’s dental stage

蠱B 蠱C 蠶A 蠶C 蠹A

Dental pulp cavity area（mm2）
Pulp cavity ratio to the total tooth area（％）
Pulp cavity boundary length in the various dental stage（mm）
Maximum diameter in the various dental stage（mm）
Fere axis X（mm）
Fere axis Y（mm）
Area centroid X（dot）
Area centroid Y（dot）

27.48±3.58
23.01±1.55
36.55±3.24
15.9±1.21
4.84±1.25
15.8±1.22
257.5±27.19
430.83±22.34

26.56±2.4
22.62±0.78
38.87±4.49
17.28±2.19
3.79±0.9
17.14±2.18
217.5±7.71
401.83±29.57

26.22±5.3
22.36±3.94
37.26±1.96
16.88±0.93
3.71±0.64
16.86±0.93
271.66±25.42
419±24.04

21.34±4.77
19.25±2.68
35.15±1.15
15.71±0.58
4.16±1.43
15.61±0.69
261±23.6

466.33±26.06

18.49±2.1
16.9±1.85
37.28±1.87
17.11±1.01
2.86±1.07
17.01±0.99
272±19.31

428.16±22.72

Table 3 Maxillary lateral incisor.

Hellman’s dental stage

蠱B 蠱C 蠶A 蠶C 蠹A

Dental pulp cavity area（mm2）
Pulp cavity ratio to the total tooth area（％）
Pulp cavity boundary length in the various dental stage（mm）
Maximum diameter in the various dental stage（mm）
Fere axis X（mm）
Fere axis Y（mm）
Area centroid X（dot）
Area centroid Y（dot）

19.19±3.96
22.39±1.51
33.47±1.78
14.91±0.74
3.35±0.4
14.39±0.85
268.33±40.3
404.5±62.35

17.65±1.77
21.15±1.61
34.34±3.07
15.58±1.57
3.45±0.75
15.35±1.56
247.66±41.3
379.83±47.75

20.1±2.93
21.37±1.91
34.98±1.62
15.78±0.64
2.79±0.39
15.57±0.64
258.33±36.81
383.83±42.99

15.44±2.43
17.97±1.48
32.76±2.31
14.83±1.08
3.06±0.48
14.41±1.37
243.83±46.71
446±40.9

13.57±1.8
15.97±2.02
33.66±0.61
15.64±0.39
2.51±0.45
15.47±0.49
285.5±31.55
369.16±20.42

Fig 6 Dental pulp cavity area.

Fig 8 Pulp cavity ratio to the total tooth area.

Fig 7 Aging change from 蠶A to 蠹A of the dental pulp cav-
ity area.
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傾向を示した（Table 2, 3および Fig 10）．蠱B 期と蠹A

期の比較から，経年的な歯髄腔幅径の有意な減少傾向が

認められた（Fig 11）．

6．フェレ径 Y

上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期にかけて大き

な変化は認められなかった（Table 2, 3）．

7．エリア重心 X

上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期にかけて大き

な変化は認められなかった（Table 2, 3）．

8．エリア重心 Y

エリア重心 X 同様，大きな変化は認められなかった

（Table 2, 3）．

考 察

エックス線画像による歯および歯髄腔の形態を計測す

る方法は，近年のデジタル撮影法の進展に伴い，簡便で

優れた精度を得られるようになってきた24, 26）．これまで

の写真によるトレース法では，個人的な差が大きく6），

画像解析能力を高めることが必要であった．画像解析で

は，明瞭な部と不明瞭な部を理解し，不明瞭部における

グレーラインを読影しなければならなかった．また，解

剖学的知識からの先入観なども計測誤差の原因となって

いたと考えられる．今回，この実験のために製作した画

像解析ソフトを利用することで，煩雑な現像・写真処理

操作も不要であり，このグレーラインのコントラストを

ドット単位で指定することが可能となったことにより，

一定の規格化した計測が可能となった．また，画像解析

ソフトによる計算機能により，歯および歯髄腔の面積を

容易に求めることができた．また，この方法は，非破壊

的に歯髄腔の形態情報が得られるため，臨床応用も可能

であると考えられる．

今回の計測結果において，蠶A 期（おおよそ 14～16

歳頃）から蠹A 期（おおよそ 18～25歳頃）までの歯髄

腔の面積と歯全体に対する歯髄腔の面積比率は，ともに

顕著な減少傾向を示した．これまで，歯髄腔の経年的変

化に関する報告では，根管の幅径や長径，象牙質の幅，

またはその比率から計測したものが多かった2, 6−14, 27, 28）．

同種の歯であっても，各々の歯の大きさや形態には大き

な差があり，単に根管の幅径，長径を計測しても，一本

の標本の絶対値とすることは困難であるといわれてい

る2）．しかし，このような因子をできる限り取り除くた

め，歯全体の面積に対する歯髄腔面積の比率を算出し，

そこから平均値を求める方法をとった．これにより求め

られた歯髄腔の面積と今回計測した歯髄腔の面積比率が

ともに経年的な減少傾向を示したことにより，歯牙面積

に対する歯髄腔面積の比率を計測する方法は，年齢判定

や経年的変化を求める方法として有意義な方法のひとつ

Fig 9 Aging change from 蠶A to蠹A of the Pulp cavity ratio
to the total tooth area.

Fig 11 Aging change from 蠱B to 蠹A of the fere axis X.

Fig 10 Fere axis X.
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であると考えられる．歯髄腔の大きさは，咬耗・磨耗の

影響による原因よりも増齢によるほうが，歯髄腔の容積

の減少におよぼす影響は大きいといわれている29）．歯髄

腔の最大幅径を計測したフェレ径 X の値は，上顎中側

切歯ともに，Hellman の歯年齢蠱B 期から蠹A 期にかけ

て減少傾向を示した．上顎中切歯の，蠱B 期における平

均は 4.84 mm，蠹A 期は 2.86 mm であり，蠹A 期の歯

髄腔最大幅径は蠱B 期の最大幅径の約 60％であること

が認められた．また，上顎側切歯の，蠱B 期における平

均は 3.35 mm，蠹A 期は 2.52 mm であり，蠹A 期の歯

髄腔最大幅径は蠱B 期の最大幅径の約 75％であること

が認められた．つまり，おおよそ 9歳後半頃から 25歳

代までの若年期において 60％から 75％までの歯髄腔幅

径の減少を示したことになる．11歳から 80歳代までの

前歯根管の幅径を研磨標本により観察した過去の文献で

は，80歳代の根管幅径は，10歳代の平均値の約 50％と

報告されている10）．また，この報告の 11歳～20歳と 21

歳から 30歳までの根管幅径の平均値の比較でも，約 60

％～78％の減少となっている．

今回の計測は，歯髄腔の最大幅径による計測であり，

計測位置は異なるものの，若年期における歯髄腔の狭窄

は，比較的早い速度で進行していると考えられる．歯髄

腔の経年的な変化は，生理学上の防御や刺激により誘発

された変化と関連が深い30）．若年期における歯髄線維芽

細胞には多数の純粋な細胞質内線維や細胞小器官を有す

るが，高齢者における歯髄線維芽細胞では，これらの線

維や小器官はみられず，石灰化の亢進と線維化変性が認

められている．また，コラーゲン線維が豊富なことやミ

トコンドリアが活発な環境は，石灰化のプロセスに関与

するとの報告もある31）．歯牙の歯根完成後も，これらの

プロセスに従って，歯髄細胞は若年期の段階から歯髄腔

内に石灰化や象牙質の形成を続け，歯髄腔の狭窄が生じ

ているものと考えられる．歯髄腔の重心を通らない直線

の最長距離である最長径と Y 軸方向での最長距離を示

したフェレ径 Y は，ともに Hellman の歯年齢蠱B 期か

ら蠹A 期にかけて有意な差は認められなかった．20歳

代から 60歳代までの歯髄腔の加齢的変化を歯の長軸の

距離に対する歯髄腔の長軸距離を百分率で算出した報告

によると，上顎中側切歯ともに加齢に伴い歯髄腔の狭窄

が認められている2）．

今回の結果から，若年期では長軸方向の歯髄腔変化は

著名でないものと示唆された．しかし，この報告におけ

る変化は，60歳代の平均値と比較しても縮小率 85％～89

％となり，歯髄腔の幅径の変化を計測したものに対して

わずかな変化であった．フェレ径 X が減少傾向を示

し，フェレ径 Y の減少傾向は認められないにもかかわ

らず，歯髄腔面積の減少が認められたことから，若年期

における歯髄腔の狭窄は，長軸方向よりも幅径における

狭窄が生じたためと考えられる．

結 論

エックス線画像と画像解析ソフトを併用することで歯

髄腔の形態的変化を簡易に数値化することが可能とな

り，臨床的にも有効であることが示唆された．面積，面

積比率は，上顎中切歯は蠱B 期から蠶A 期にかけて若

干の減少傾向，蠶A 期から蠹A 期にかけては中側切歯

ともに顕著な減少を示した．フェレ径（X）は，上顎中

側切歯ともに蠱B 期から蠹A 期にかけて有意な減少傾

向を示した．周囲長，最長径，フェレ径（Y），エリア

重心（X, Y）は，上顎中側切歯ともに蠱B 期から蠹A

期にかけて大きな変化は認めなかった．面積，面積比

率，フェレ径（X, Y）の結果から，若年層の歯でも，

経年的な歯髄腔の狭窄が起こり，歯髄腔内の長径と比較

して幅径の方が減少傾向を示した．

稿を終わるに当たり，本研究に御理解，御指導を賜りま
した明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野
片山 直教授に深甚なる謝意を表します．さらに，御指
導，御助言と御校閲を賜りました明海大学歯学部病態診断
治療学講座歯科放射線学分野 奥村泰彦教授に深く感謝い
たします．そして本研究に対し貴重な御助言と御校閲を賜
りました明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学
分野 渡部 茂教授に深く感謝いたします．また，本研究
に種々の面にわたり御協力頂きました明海大学歯学部病態
診断治療学講座歯科放射線学分野医局員各位に対し厚く御
礼申し上げます．
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三次元有限要素法を用いたポストコア装着歯における応力解析
－歯根部残存歯質量および支台築造法が歯根部歯質の応力分布に及ぼす
影響について－

岡本 和彦§ 猪野 照夫 岩瀬 直樹 清水栄太郎
鈴木めぐみ 佐藤 剛 曽根 峰世 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：歯根部残存歯質量および支台築造法が歯根部残存歯質に及ぼす影響についてエポキシ樹脂模型歯を解析モデルと
して用い，三次元有限要素法による応力解析を行い，以下の結論を得た．
1．歯根部歯質に生じる最大引張応力値および最大せん断応力値はいずれにおいても，ポスト孔の幅径を歯根幅径 1/5に
設定した場合，メタルがファイバーに比較して小さな値を示したが，歯根幅径 1/2に設定した場合では，メタルがフ
ァイバーに比較して大きな値を示した．

2．最大応力発現部位は，最大引張応力においてポスト孔の幅径を歯根幅径 1/2に設定したメタルでポスト先端部に生じ
ていたが，他の設定条件では歯頸部隣接面に認められた．これに対して，最大せん断応力は歯根部残存歯質量にかか
わらず，メタルでポスト先端部，ファイバーで歯頸部隣接面に認められた．

3．破折強度試験における歯根の破折様相と最大応力発現部位がほぼ一致していた．
以上のことから，歯根部歯質残存歯質量および支台築造法は歯根部残存歯質の応力分布に影響を及ぼすとともに，歯根
部象牙質に近似した弾性係数を有するファイバーによる支台築造法はメタルと比較して，歯根部残存歯質量の少ない場合
において，最大応力発現部位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：三次元有限要素法，支台築造，歯根部残存歯質

Stress Analysis by 3-Dimesional Finite Element Method for Optimal
Construction of Abutment Teeth
－Influence of Thickness of Remaining Radicular Tooth Structure and Abutment

Construction Method on the Stress Distribution－

Kazuhiko OKAMOTO§, Teruo INO, Naoki IWASE,
Eitaro SHIMIZU, Megumi SUZUKI, Goh SATOH,

Mineyo SONE and Shuji OHKAWA
Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry

Abstract : The aim of this study was to evaluate, by using 3-dimensional finite element analysis, the effect of the thick-

ness of the remaining radicular tooth structure and abutment construction method on the stress distribution within an epoxy

resin model tooth.

The results were as follows :

1. The maximum tensile and shear stress within the dentin for the thick model having the metal post-and-core were lower

than that those for the fiber-reinforced composite resin post-and-core. On the other hand, the ones for the thin model

having the fiber-reinforced composite resin post-and-core were lower than those for the metal post-and-core.

2. The models showed the most concentrated maximum tensile stress in different areas ; i.e., the teeth with a thin radicular

明海歯学（J Meikai Dent Med）36（1）, 30−36, 200730



緒 言

歯内療法処置歯では，通常，ポストコアを用いた支台

築造後，歯冠補綴物が装着されるが，ポストコア装着歯

における歯根破折が歯の喪失原因になることも報告1）さ

れている．従来より支台築造に用いられるメタルポスト

コアは，強度や適合性に優れている，臨床における長期

的な応用実績や適応範囲が広いなどの長所2）を有してい

るが，歯根部象牙質と比較して大きな弾性係数を有して

いるため，歯根破折とくに縦破折を生じやすい3）といわ

れている．そのため，象牙質と近似した弾性係数を有す

るポストコアを装着することが歯根部象牙質内の応力集

中ならびに歯根破折を予防するためには有効であ

る4, 5）．従って，最近ではファイバーポスト補強型コン

ポジットレジンコアが支台築造材料として用いられるよ

うになり，ファイバーポスト補強型コンポジットレジン

コアに関する抜去歯を用いた破壊試験による破壊強度の

比較6−12）や有限要素法による応力解析13−17）などが多く報告

されている．なかでも，有限要素法を用いた応力解析

は，歯根部象牙質内に生じる応力分布を詳細に把握する

ことが可能であるため，ポストコア装着による支台築造

歯の応力解析において有効な手法であると考えられる．

しかし，有限要素法を用いたポストコア装着による支

台築造歯における応力解析13−18）の報告はあるが，歯根部

残存歯質量および支台築造法が歯根部歯質の応力分布に

及ぼす影響に関する詳細な報告はない．そこで，今回，

ポストコア装着による支台築造を施し，エポキシ樹脂模

型歯を解析モデルとして歯根部残存歯質量および支台築

造法が歯根部歯質の応力分布に及ぼす影響について三次

元有限要素法を用いて解析を行った．

材料と方法

1．解析モデルの作成

解剖学的歯頸線で水平的に切断し，歯冠部歯質を欠損

させたエポキシ樹脂製の上顎中切歯を解析モデルの支台

歯とした．そして，歯周組織を想定したアクリルレジン

tooth structure that were restored with a metal post-and-core showed it in the apical area around the post. However, all

of the other conditions showed it in proximal area of the cervix. On the other hand, regardless of the thickness of the re-

maining radicular tooth structure, the ones restored with a metal post-and-core showed the maximum shear stress in api-

cal area around the post ; and restored with a fiber-reinforced composite resin post-and-core, in the proximal area of the

cervix.

3. The maximum stress showed by 3-dimensional finite element analysis coincided with the fracture line usually reported in

the examination of the fracture resistance.

The thickness of the remaining radicular tooth structure and the abutment construction method thus affected the stress

distribution in teeth restored with a post-and-core. The results of this study suggest that in the case of a elastic modules,

which was similar to the radicular tooth structure, the fiber-reinforced composite resin post-and-core may cause the maxi-

mum stress to appear at a more coronal portion than in the case when an abutment tooth is restored with a metal post-and-

core.

Key words : finite element analysis, abutment construction method, radicular tooth structure

─────────────────────────────
§別刷請求先：岡本和彦，〒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 A bird’s eyes view of analysis mod-
els and direction of loads.
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内に本支台歯を包埋植立し，支台歯に対してポストコア

による支台築造後，クラウンを装着した状態を想定した

三次元解析メッシュモデルを作成した．解析対象は鏡像

対称形のうち片側のみとし，解析モデルの総節点数は

6418，要素数は 5406とした（Fig 1）．なお，解析に用

いた各材料物性値は谷野ら15），著者ら17）の報告に従った

（Table 1）．

2．解析条件

ポスト孔に関する解析条件として，長さは歯根長

2/3，幅径は解剖学的歯頸線の高さにおける歯根幅径を

歯根幅径 1/5（以下，Thick と略す）および 1/2（以下，

Thin と略す）の 2種類とした．支台築造法としては 12

％金銀パラジウム合金によるモデル（以後，メタルと略

す）とファイバーポスト補強型コンポジットレジンコア

によるモデル（以後，ファイバーと略す）の 2種類を設

定した（Fig 2）．支台築造体の接着には，レジン系セメ

ントを想定し，セメント層の厚みを 100 µm16, 17）とした．

なお，荷重下における合着用セメントの接着の餝離を考

慮するため，セメント層内に生じた主応力を象牙質界面

に対して，平行な分力と垂直な分力に分解し，界面に平

行な分力および垂直な分力が，それぞれ，引張接着強さ

（15 MPa），せん断接着強さ（25 MPa）より大きい要素

を餝離するものとし，弾性係数およびポアソン比を変更

した．ただし，界面に垂直な圧縮応力がみられる場合に

は，弾性係数の変更は行わなかった．

荷重は，上顎中切歯切縁に対して舌側 45°方向から加

わる静止荷重 150 N を 1点荷重として加えた．なお，

レジンブロックの底面および近遠心側面については

XYZ 方向を，鏡像対称面については近遠心方向を拘束

した．

3．応力解析

解析には，線形弾性体有限要素プログラム19）およびワ

ークステーション（Express 5800, NEC，東京）を用い

た．合着用セメント層の餝離状態が安定するまで繰り返

し計算を行い，収束状態における歯根部歯質に生じる応

力を引張応力およびせん断応力として算出した．

結 果

歯根部歯質に生じる最大引張応力値を Fig 3，最大せ

ん断応力値を Fig 4に示す．最大引張応力値および最大

せん断応力値はいずれにおいても，Thick の場合，メタ

ルがファイバーに比較して小さな値を示したが，Thin

の場合では，メタルがファイバーに比較して大きな値を

示した．Fig 5には歯根部歯質における引張応力分布，

Table 1 Material properties used in finite element models.

Material Elastic modulus（MPa） Poisson’s ratio

Metal（12％ pd）
Fiber post
Resin cement
Composite resin
Epoxy tooth
Acrylic resin
Silicon membrane

85000
45000
16600
9500
5400
3300
1.5

0.28
0.28
0.24
0.30
0.30
0.30
0.48

Fig 2 Form of finite element analysis models.
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Fig 3 Maximum tensile stress intensities in dentin. Fig 4 Maximum shear stress intensities in dentin.

Fig 5 Distribution of tensile stress in dentin（150 N）．

Fig 6 Distribution of shear stress in dentin（150 N）．
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Fig 6にはせん断応力分布を示し，矢印は最大応力発現

部位を表わす．歯根部残存歯質における最大引張応力値

は，Thin メタルでポスト先端部に生じていたが，他の

条件では歯頸部隣接面に認められた．これに対して，最

大せん断応力は歯根部残存歯質量にかかわらず，メタル

でポスト先端部，ファイバーで歯頸部隣接面に認められ

た．

考 察

1．解析方法

有限要素法は，各構成要素である材料，形態などを比

較的容易に設定変更することができ，象牙質内部におけ

る応力分布を視覚的に捉えられることが可能であるため

支台築造歯のようなポストコア，残存歯歯質，クラウ

ン，合着用セメントの複合体における応力解析を行うた

めには有効な手段であると考えられる．しかし，有限要

素法を用いた応力解析では，シュミュレーション実験に

おける解析報告がほとんどであり，解析結果に影響を及

ぼす象牙質構造の異方性，歯根膜の性状，骨の粘弾性な

どに関する材料物性値は規格化されていないのが現状で

ある．本研究では，支台築造歯における歯根部象牙質内

の応力分布に影響を及ぼす象牙質構造の異方性や歯周組

織における歯根膜の性状，骨の粘弾性について均一単純

化させる目的でエポキシ樹脂製の上顎中切歯を選択，ア

クリルレジンブロックに本支台歯を包埋植立した三次元

解析モデルを作成し，有限要素法を用いて応力解析を行

った．

Creugers20）らは，支台築造を施した歯冠補綴物に関し

て追跡調査を行った結果，支台歯形成後の象牙質残存歯

質量が永続性に影響を及ぼし，歯質が十分に残存してい

る場合には失敗率が有意に低いことを報告している．そ

して，支台築造歯に関する破壊試験結果において，フェ

ルールの存在はフェルールが欠損した場合に比較して残

存歯質の破折抵抗を大きくすることが報告6, 10, 14, 21, 22）され

ている．すなわち，歯冠部歯質を可及的に残存させるこ

とが支台築造体の脱離や歯根破折を防止する有効な手段

であることは周知の事実である．しかし，臨床において

支台築造が必要な歯内療法処置歯の多くは，歯冠部残存

歯質が欠損するとともに歯根部残存歯質が漏斗状に開大

しており，また，これらの形態を有する支台歯では歯根

破折も多く生じている．そこで，本解析では，ポストの

長さは歯根長 2/3としたが，ポスト幅径に関しては，解

剖学的歯頸線の高さにおいて，歯根幅径 1/5（Thick）と

歯根幅径 1/2（Thin）の 2種類を設定し，歯根部歯質に

生じる応力分布について検討を行った．

従来より支台築造法として用いられているメタルポス

トコア法は，歯根部象牙質より高い弾性係数を有する金

属を支台築造材料に用いるため接着性レジンコア法に比

較して破折強度は高いが，再修復が困難な歯根破折の様

相6, 8, 10, 11, 23）を呈するといわれている．そのため，最近で

は，歯根全体が一様に撓むことを期待して歯根部象牙質

と近似した弾性係数を有する支台築造材料，すなわちフ

ァイバーポスト補強型コンポジットレジンコアを用いる

ことが歯根破折を防止するためには有効4, 9）であるとさ

れている．そこで，本研究では，支台築造法として，メ

タルポストコアおよびファイバーポスト補強型コンポジ

ットレジンコアの 2種類を設定した．

2．解析結果について

1）最大応力値と応力分布

著者ら12）は，エポキシ樹脂模型歯に対してメタルポス

トコアとファイバーポスト補強型コンポジットレジンコ

アによる支台築造を施し，破折強度試験を行った結果，

歯根部残存歯質が多く残存した場合に比較して，少ない

残存歯質では，いずれの支台築造法においても破折強度

が有意に高くなった．破折強度が高い場合，有限要素法

における最大応力値は小さく生じると思われ，本研究の

ファイバーにおいては最大引張応力値および最大せん断

応力値で著者らの破折強度試験12）の結果と同様な傾向が

認められた．これに対して，メタルでは Thick に比較し

て Thin で最大引張応力値および最大せん断応力値が大

きくなる傾向がみられ，著者ら12）が行った破折強度試験

の結果とは異なった．本解析モデルにおける Thin で

は，Thick に比較して歯根部残存歯質量が少なくなるこ

とにより，ポスト部に加わる応力を歯根部歯質内に効率

よく分散することができないために生じたと思われた．

一方，本研究の Thick の場合，最大引張応力および最大

せん断応力で歯根部歯質に対して局所的な応力集中が生

じることの少ない応力分布を示しており，これはメタル

とファイバーとで近似していた．これに対して，Thin

の場合，ファイバーでは Thick の場合と近似した応力分

布傾向を示したが，メタルではポスト先端部に応力集中

が生じており，この局所的な応力集中により最大応力値

が増加しているものと思われた．すなわち，Thick のよ

うに歯根部残存歯質の残存量が多い場合には，残存量が

少ない Thin に比較して応力分布において支台築造法に

よる影響を生じにくいものと考えられた．
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2）最大応力発現部位

Thick メタルでは，最大引張応力が歯頸部隣接面部，

最大せん断応力がポスト舌側先端部に，Thin メタルで

は，最大引張応力および最大せん断応力がポスト先端部

に生じていた．これに対してファイバーでは，歯根部残

存歯質量にかかわらず最大引張応力および最大せん断応

力が歯頸部隣接面部に発現していた．

Pegoretti13）は，支台築造法の差異が歯根部象牙質内の

応力分布に及ぼす影響について二次元有限要素法を用い

て応力解析を行った結果，鋳造ポストではポスト－象牙

質界面，グラスファイバー補強型ポストでは歯頸部に応

力集中が生じると報告しており，本研究の最大応力発現

部位とほぼ同様であった．

歯根部残存歯質の残存量の少ない場合において，ファ

イバーではメタルと比較して最大応力発現部位が歯冠側

方向へ変位していることから，歯根部歯質に近似した弾

性係数を有するファイバーの特性である撓みによってポ

ストから伝達された応力が歯根部歯質内に局所的な応力

集中を生じることなく，応力分散されることにより，最

大応力発現部位が歯冠側方向へ変位したものと考えられ

た．

3）破折強度試験における破折様相10, 12）と応力分布との

関連性

Hu ら10）は，ヒト上顎中切歯のうち漏斗状根管を呈す

る歯内療法処置歯に 3種類（メタルポストコア，コンポ

ジットレジンポストコア，既製カーボンファイバーポス

ト併用コンポジットレジンコア）の支台築造体を装着

し，破壊試験を行った結果，破折様相は，鋳造支台築造

でポスト先端部を含み唇側から舌側方向へ斜走する破折

線，コンポジットレジンポストコアで歯頸部隣接面から

唇側方向へ斜走する破折線を呈したことを報告してい

る．著者らの行ったエポキシ模型歯を用いた破折強度試

験12）では，歯根部残存歯質量が少ない場合においてメタ

ルでポスト先端部を含んで唇側から舌側へ斜走する破折

線，ファイバーで歯頸部隣接面から唇側へ斜走する破折

線がみられ，歯根部残存歯質量が多い場合には，支台築

造法にかかわらず歯頸部隣接面から唇側へ斜走する破折

線がみられたことを報告した．このように破折強度試験

における破折様相では，天然歯およびエポキシ樹脂模型

歯にかかわらず，メタルにおいてポスト先端部を含んだ

破折線を，ファイバーおよびコンポジットレジンポスト

コアにおいて歯頸部隣接面を含んだ破折線を生じてい

る．本研究における Thick メタルでは，最大引張応力が

歯頸部隣接面部，最大せん断応力がポスト舌側先端部

に，Thin メタルでは，最大引張応力および最大せん断

応力がポスト先端部に生じていた．これに対してファイ

バーでは，歯根部残存歯質量にかかわらず最大引張応力

および最大せん断応力が歯頸部隣接面部にみられた．著

者らの行った破折強度試験12）での破折線内に Thick メタ

ルにおける最大せん断応力発現部位が存在していなかっ

たが，Thick ファイバー，Thin メタル，Thin ファイバ

ーにおいては最大引張応力および最大せん断応力の発現

部位は，すべて破折線内に存在していた．材料の破壊に

関しては，主な説として最大主応力説，最大せん断応力

説，せん断歪みエネルギー説があり，最大主応力説は脆

性材料，最大せん断応力説ならびにせん断歪みエネルギ

ー説は延性材料によく適応する24）といわれている．すな

わち，破折強度試験10, 12）と本研究における三次元有限要

素法による応力解析との関連性を検討した結果，歯根の

破折様相と最大応力発現部位がほぼ一致しており，本研

究で作成した解析モデルおよび三次元有限要素法による

応力解析を裏付けていると考えられた．

以上のことから，歯根部残存歯質量および支台築造法

は歯根部歯質の応力分布に影響を及ぼすとともに歯根部

象牙質に近似した弾性係数を有するファイバーによる支

台築造法はメタルと比較して，歯根部残存歯質量の少な

い場合において，最大応力発現部位を歯冠側方向へ変位

させる可能性が示唆された．

結 論

支台築造歯の歯根部残存歯質量および支台築造法が歯

根部歯質の応力分布に及ぼす影響について三次元有限要

素法を用いて応力解析を行い以下の結論を得た．

1．歯根部歯質に生じる最大引張応力値および最大せん

断応力値はいずれにおいても，Thick の場合，メタル

がファイバーに比較して小さな値を示したが，Thin

の場合では，メタルがファイバーに比較して大きな値

を示した．

2．最大応力発現部位は，最大引張応力において Thin

メタルでポスト先端部に生じていたが，他の設定条件

では歯頸部隣接面に認められた．これに対して，最大

せん断応力は歯根部残存歯質量にかかわらず，メタル

でポスト先端部，ファイバーで歯頸部隣接面に認めら

れた．

3．破折強度試験における歯根の破折様相と最大応力発

現部位がほぼ一致していた．
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中学生の咬合状態と健康観および運動能力の関連性について

深井 智子§ 安井 利一
明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野

要旨：咬合状態と健康観および運動能力の関連性を明らかにする目的として，総咬合力と健康観，運動能力との関係に
ついて調査を行った．
調査対象は埼玉県下の中学 2年生 187名（男子 98名，女子 89名）であった．総咬合力にはデンタルプレスケールを用
い，この結果から平均＋1SD 以上群と平均－1SD 以下群に分類して健康観と運動能力について比較検討を行った．
その結果，健康観は，平均＋1SD 以上群では男子 79.2ポイント，女子 82.5ポイントを示し，平均－1SD 以下群では男
子 66.2ポイント，女子 68.6ポイントであり，平均＋1SD 以上群のほうが健康観の高いものが多かった（p＜0.05）．運動
能力テストは，男子 50 m 走および男子立ち幅跳びにおいて成績が優れており（p＜0.05），その他全てのトラック競技，フ
ィールド競技においても平均＋1SD 以上群は，平均－1SD 以下群と比較して良好な結果であった．
咬合状態が良好なものは健康観が高く，運動能力も高い傾向にあることが示され，歯科保健と健康観，運動能力の関連
性が示唆された．

索引用語：健康観，総咬合力，運動能力，中学生

A Study on the Relationship between Occlusal Condition and
Health Philosophy or Athletic Ability

Tomoko FUKAI§ and Toshikazu YASUI
Division of Oral Health and Preventive Dentistry, Department of Community Health Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : The purpose of this study was to clarify the relationship between the occlusal condition and health philoso-
phy or athletic ability evaluated in terms of total biting force, health philosophy and sports test.

The subjects who participated in this study were 187 children（98 males and 89 females）of the 2nd grade junior high
school in Saitama Prefecture. The subjects were divided into two groups, one group over the mean ＋1SD and the other

under mean －1SD of the total biting force.
As to the results on health philosophy, in the group with the average biting force of over ＋1SD, the score was 79.2

points for males, 82.5 points for females. For the under －1SD group, it was 66.2 points for males and 68.6 points for fe-

males. Thus, the ＋1SD group had as higher score for health philosophy than the －1SD group（p＜0.05）. In all track and
field sports, the result for the ＋1SD group showed greater athletic achievement than those for the －1SD group, especially

in the 50 m running, jumping tests for males（p＜0.05）．
The results of this study suggest a direct relationship between dental health and health philosophy or athletic ability.

Key words : health philosophy, total biting force, athletic ability, high school student
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緒 言

学校保健活動は，保健管理と保健教育からなってい

る．このうち保健教育分野では，健康に必要な知識，日

常生活で実践できる基礎的技能の習得を目指してい

る1）．教育材料として，歯・口は身近で，自分で確認す

ることができる上，理解しやすい題材として良く用いら

れている．このことから学校歯科保健分野においては

「歯科保健活動を通じての生涯にわたる健康つくり」を

念頭におき，教育活動が行われている．ここで重要なこ

とは，歯・口を通して食生活やそれに続く心身の総合的

発育・発達，将来の健康増進につながっていくことであ

る．

ところで健康増進の要として，栄養・休養・運動の 3

点が上げられる．近年問題となっている生活習慣病や内

臓脂肪症候群といった疾病の予防的観点からも，重要な

位置を占め，年齢層にとらわれない保健教育の重要性が

増してきている2）．

このような背景をもとに，咬合関係や口腔内状況とス

ポーツに関して様々な検討がなされており3−9），学齢期

から成人，老人までの各ステージでの検討がされてい

る．これらの結果から，スポーツの結果の良好な人は，

よりよい咬合状態の人であり，スポーツをするときにも

咀嚼筋が働いている事が既に示されている．

しかし，学齢期に培われた健康観と，口腔内状況，運

動能力について検討したものは少ない．そこで，本研究

では歯科保健と健康観，運動能力との関連性を明らかに

することを目的とした．それぞれを示すものとして，総

咬合力，健康観，体力・運動能力調査（以下，スポーツ

テスト）の結果について調査を行い，これらの関連性に

ついて検討した．

調査対象および方法

本調査は埼玉県下の某中学校 2年生，213名（男子 112

名，女子 101名）を対象とした．実施時期は健康診断の

一環として行われる歯科検診終了時とした．体調不良の

ため欠席した生徒を除き，下記に示した 3点の資料を全

て回収できた生徒を有効とし分析の対象とした．また，

統計学的検定には Student’s t-test を用いた．実施にあた

り文部科学省及び厚生労働省の疫学研究に関する倫理指

針に則った．分析の対象とした生徒は 187名（男子 98

名，女子 89名）で，有効回答率 87.8％であった．

1．総咬合力

歯科保健を示すものとして総咬合力を用いた．測定す

るにあたって「デンタルプレスケール�」（以下，プレス

ケール，GC，東京），及び「オクルーザー�（GC，東

京）」を用いた．プレスケールは，大きさや測定可能圧

の範囲によって数種類あるが，今回は中学生を対象とし

ており，またほとんどの生徒の第二大臼歯が萌出してい

ると考えられるため 50 H タイプ R／サイズ M タイプ

を用いた．測定方法は，歯科検診終了後対象者と術者が

向かい合わせにいすに座り，何回かタッピングを行わせ

た．その後再度日常生活での咬合状態を確認させ，プレ

スケールを対象者の口腔内に最後臼歯まで覆うように保

持し，咬頭嵌合位にて 5秒間最大の力でかみしめてもら

った．今回は，総咬合力の値が平均より 1標準偏差以上

はなれている生徒を±SD 群とした．そして，この 2群

間の検討を行った．

2．健康観

本来の健康観とは，完全に良好な状態をめざす姿勢を

示すものであるが，今回は他の指標と検討するため健康

度とし visual analog scale（以下 VAS）を用いて行っ

た．Fig 1に示すように 10 cm の直線状に 0と 100を示

し「あなたの健康度はどのくらいだと思いますか？」と

いう質問で，直線上に自由に矢印を付けさせた．そして

0からこの矢印までの距離を測定し，この児童の健康観

として評価した．

3．運動能力

運動能力は，文部科学省が毎年実施しているスポーツ

テストの結果を用いた．

結 果

1．総咬合力

平均の総咬合力は，＋1SD 群においては，男子 19名

─────────────────────────────
§別刷請求先：深井智子，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1−1
明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野

Fig 1 Visual analog scale.
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で 996.4±118.2 N，女子 14名で 1108.9±184.2 N，－1SD

群においては，男子 15名で 312.5±50.9 N，女子 7名で

226.7±85.9 N であった．

2．健康観

健康観は，＋1SD 群は，男子平均 79.2ポイント，女

子平均 82.5ポイント，－1SD 群では男子平均 66.2ポイ

ント，女子平均 68.6ポイントであり，統計学的有意差

を認め，＋1SD 群のほうが健康観の高いものが多かっ

た（p＜0.05）．

3．運動能力

50 m 走は，男子は，＋1SD 群 7.6±0.4秒，－1SD 群

8.1±0.9秒であり統計学的有意差を認めた（p＜0.05）．

女子は，＋1SD 8.4±0.4 秒，－1SD 8.5±0.3 秒であっ

た．

立ち幅跳びは，男子は，＋1SD 群 223.6±19.3 cm，

－1SD 群 211.1±14.0 cm であり統計学的有意差を認め

た（p＜0.05）．女子は，＋1SD 188.1±16.1 cm，－1SD

172.4±25.4 cm であった．

Table 1, 2に示すように，その他の全てのトラック競

技，フィールド競技においても＋1SD 群は，－1SD 群

と比較して良好な結果であった．

考 察

口腔内状況が良好な児童生徒が，スポーツテストの結

果がよく，健康観も高いことを想像することは容易であ

る．しかし，学齢期に培われた健康観と，口腔内状況，

スポーツについて検討したものは少ない．そこで，これ

らの関連性について検討を行った．

1．総咬合力とスポーツについて

今回は，プレスケールとオクルーザーを用いて総咬合

力の測定を行った．プレスケールは，大きさや測定可能

圧の範囲によって数種類あるが，今回は 50 H タイプ R

／サイズ M を用いた．50 H タイプ R／サイズ M は，

食いしばりによって増加する圧力を 5 Mpa から 120 Mpa

の間で測定できる．また，今回対象としたのが中学 2年

生の生徒であり，小児歯科学会の報告10）によれば 13歳

の日本人では，殆どの人の第二大臼歯が萌出している．

以上のようなことから，使用するプレスケールを決定し

た．

使用済みのプレスケールは，冷暗所で保管する事が望

ましい11, 12）とされていることから，一定の温度が保ちや

すいように冷蔵庫の中で保管し速やかにオクルーザーで

測定した．

咬合力は，姿勢の影響を受けるとの報告13, 14）もある

が，これらの報告で比較されたのは座位や臥位，またフ

ランクフルト平面に対する頭部の角度であった．しかし

今回は，検診時の座位でプレスケールをかんでもらうた

め，上下顎が滑走しないよう注意を払うのみとした．

咬合力の大部分は日常の咀嚼筋群に依存することが示

されており15−17），多くの知見では男子のほうが女子に比

べて，咬合力は大きいとされている18, 19）．しかし，今回

＋1SD 群では，男子に比べ女子の平均総咬合力は大き

くなった．咬合力は，咬頭の形態と傾斜，歯軸の方向な

どによっても影響される20）．女子の歯の萌出は男子より

も早いということ10）から，女子の歯は男子より咬耗して

いるためではないかと考えた．

健康増進に重要とされている成人期以降では，良好な

Table 2 Average values for track and field event for the groups with a biting force greater or less than 1SD（girls）．

biting force
grip
（kg）

back muscular
（cm）

front stretch
（cm）

repetitive horizontal
jump（times）

long-distance
race（sec）

sprinting
（sec）

the long jump
（cm）

handball throw
（m）

under －1SD group 27.0 23.3 53.4 45.9 267.0 8.5 172.4 12.0

over ＋1SD group 29.3 25.0 56.2 47.4 265.5 8.4 188.1 13.6

Table 1 Average values for track and field event for the groups with a biting force greater or less than 1SD（boys）．

biting force
grip
（kg）

back muscular
（cm）

front stretch
（cm）

repetitive horizontal
jump（times）

long-distance
race（sec）

sprinting
（sec）*

the long jump
（cm）*

handball throw
（m）

under －1SD group 33.7 28.3 42.3 52.6 381.4 8.1 211.1 22.4

over ＋1SD group 36.3 28.7 43.6 53.1 372.4 7.6 223.6 23.5

*：p＜0.05
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咬合状態である者の方が悪い状態の者より運動習慣とそ

の種類が豊富であるということが指摘されている6）．こ

のように口腔の維持と良好な状態が，健康づくりには必

要であると考えられる．既に咬合状態とスポーツとの関

係についてはいくつかの知見が報告されている．それら

の報告は，咬合状態と骨格筋の活動度7−9），咬合力とス

ポーツパフォーマンス3−5）をテーマにして書かれてい

る．また，近年の調査から，スポーツの結果の良好な人

は，よりより咬合状態の人であり，スポーツをするとき

にも咀嚼筋が働いていることが既に示されている21）．

今回は運動能力として，文部科学省が毎年実施してい

るスポーツテストの結果を用いた．その結果，中学生期

においても総咬合力の大きな生徒のほうが全ての競技に

おいて優れていた．

2．総咬合力と健康観

健康観とは，心身ともに完全に良好な状態をめざす姿

勢を示すものであり，このような健康に対する考え方

は，成長過程である中学生期に形成され，習熟すること

で，生涯を通じて健康を維持していく過程で重要な位置

を占める．

ところで，中学生期になると理解力も発達し，口腔内

では混合歯列期から永久歯列期の完成へとつながる時

期10）でもある．また口腔内の管理が出来ている生徒とそ

うではない生徒の差がはっきり出てくる時期でもあり，

思春期おける身体の成長期であるとともに，様々な不安

を感じやすい時期22）でもある．

この時期の健康観を示すことは，その後の保健教育に

おいて有効な手段となる．また，数値で表すことができ

れば，更に理解を深めることが出来ると考えられる．よ

って，今回は，他の指標と検討を行うため，VAS とし

て示した．

今回，＋1SD 群の方が－1SD 群に比べ有意に高い結

果となった．これは，咬合状態の良好な生徒では，確か

な健康観が確立している可能性があると考えられた．

結 論

本研究では歯科保健と健康観，運動能力との関連を明

らかにすることを目的として，総咬合力を指標として用

い，健康観，運動能力の関連性について検討した．

その結果，総咬合力が高い生徒は，健康観が高く，運

動能力も高い傾向にあることが示され，歯科保健と健康

観，運動能力の関連性が示唆された．
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Suppression of c-fos and c-jun Gene Expressions during
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Abstract : Retinoic acid (RA), an active metabolite of vitamin A, is an important nutrient regulating bone formation and
mineralization; however, the mechanisms of RA action remain yet to be elucidated. Osteoblasts play a central role in bone

formation and mineralization by synthesizing bone matrix proteins during differentiation into mature cells. In addition, sev-

eral studies showed that a transcriptional factor activator protein-1 (AP-1) is concerned with the cellular differentiation.

Thus, by using mouse osteoblastic cell line MC3T3-E1 cells, we investigated effect of RA on the differentiation of the cells

and on the formation of AP-1 in them. RA inhibited DNA synthesis of MC3T3-E1 cells in a dose-dependent manner. In

contrast, it markedly increased alkaline phosphatase activity, a marker of osteoblastic differentiation. Also, we observed that

RA induced the gene expression of osteopontin, which is a osteoblast phenotype marker and a bone matrix protein. Further-

more, in MC3T3-E1 cells, pretreatment with RA inhibited fetal bovine serum-induced expression of c-fos and c-jun genes,

whose products are components of AP-1. The results of an electorophoretic mobility shift assay showed that RA dramati-

cally depressed specific binding of nuclear proteins to oligonucleotide sequence containing 12-tetra-decanoyl phorbol 13-

acetate-responsive element, a consensus sequence for AP-1 binding, in the cells. These results show that RA strongly inhib-

ited the formation of AP-1 by suppressing c-fos and c-jun gene expression during the vitamin-induced differentiation of os-

teoblastic MC3T3-E1 cells.

Key words : vitamin A, retinoic acid, activator protein-1, osteoblast, differentiation, retinoic acid receptor, retinoid X re-

ceptor

レチノイン酸は，マウス骨芽細胞 MC3T3-E1細胞の分化誘導を
強く誘導し，血清誘導性転写因子 activator protein-1を c-fos と
c-jun 遺伝子発現を抑制することによって阻害する
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Introduction
It is well known that retinoic acid (RA), an active

metabolite of vitamin A, is an essential nutrient regu-
lating human development ; and moreover, the vita-
min is used clinically in the treatment for night blind-
ness, epidemic disorders, malignancies, and arthritis1−3).
Thus, it has been established that RA maintains health
and supports growth in human. Recently, it was dem-
onstrated that RA plays important roles in prolifera-
tion and differentiation of various types of cells and
that the vitamin exerts biological effects transcription-
ally through the function of 2 distinct classes of recep-
tors, retinoic acid receptor (RAR ; RARα , RARβ ,
and RARγ ) and retinoid X receptor (RXR ; RXRα ,
RXRβ , and RXRγ ), that bind to their respective tar-
get DNA sequence4, 5).
Vitamin A toxicity is caused by excessive and/or

long-term intake of RA, and hypervitanosis A is

known to alter bone and mineral metabolism6−9). For
example, a high intake of dietary RA is associated
with reduced bone mineral density and increased risk
for hip fracture in human6−11). Furthermore, it has been
showed that RA stimulates bone resorption by osteo-
clasts in vivo and in vitro 12−14). On the other hand, hy-
pervitaminosis A induces hyperostosis in laboratory
animals15−19). Moreover, after long-term-administration
of RA to human patients, hyperostosis is ob-
served6−9, 20). In addition, a hyperostoic patient who had
not been treated with RA had high levels of serum
retinol and retinol-binding proteins21). Therefore, RA is
involved in bone formation and mineralization ; how-
ever, little understood about the mechanisms for the
RA action.
Bone homeostasis is maintained by a balance be-

tween bone resorption by osteoclasts and bone forma-
tion by osteoblasts22−27). Osteoblasts play a central role
in bone formation by synthesizing multiple bone ma-
trix proteins, such as type I collagen, fibronectin, os-
teonectin, osteopontin, and osteocalcin28−33). With pro-
gression of differentiation of osteoblasts into mature
cells, not only osteoblast markers, such as alkaline
phosphatase and collagenase-3, but also matrix pro-

1明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野
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奥羽大学歯学部口腔衛生学講座
4日水製薬株式会社先端技術研究所

要旨：ビタミン A の活性型代謝物であるレチノイン酸（RA）は，骨形成と石灰化に密接に関与する栄養素の一つであ
る．しかし，その RA の生物活性の機構は，詳細に解明されていない．骨組織の形成と石灰化において，骨芽細胞は，
より成熟した段階の細胞に分化し，骨基質成分を産生することによって，中心的な役割を果たしている．さらに，幾つか
の研究は，転写因子 activator protein-1（AP-1）が，本細胞の分化に関与することを報告している．そこで，私どもは，マ
ウス骨芽細胞様細胞 MC3T3-E1細胞を用いて，RA が，本細胞の分化と AP-1の活性化を制御する可能性について検討し
た．RA は，MC3T3-E1細胞の DNA 合成を，その濃度依存的に阻害した．しかし，RA は，骨芽細胞分化のマーカーで
あるアルカリフォスファターゼ活性を強く増加した．また，RA は，骨芽細胞のマーカーで，骨基質成分の一つである os-

teopontin の遺伝子発現を誘導することを確認した．さらに，MC3T3-E1細胞において，RA は牛胎仔血清（fetal bovine se-
rum ; FBS）の刺激によって誘導される AP-1構成成分である c-fos と c-jun の遺伝子発現を阻害した．Electorophoretic mo-
bility shift assay の結果から，RA は，FBS によって誘導される AP-1が，その結合配列である 12-tetra-decanoyl-phorbol 13-

acetate-responsive element へ結合することを強力に抑制した．これらの結果から，RA は，MC3T3-E1細胞の分化を誘導
し，さらに，その分化した細胞において，c-fos と c-jun 遺伝子発現を阻害することによって AP-1形成を強く抑制するこ
とが明らかとなった．

索引用語：ビタミン A，レチノイン酸，activator protein-1，骨芽細胞，細胞分化，retinoic acid receptor, retinoid X receptor
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teins are produced to a much greater extent than in
early-stage osteoblasts28−35). Therefore, it is interesting
to examine whether RA is indeed able to induce the
differentiation of osteoblasts.
Activator protein (AP)-1, which is a transcriptional

factor formed by Fos proteins (c-fos, FosB, Fra-1, Fra-
2) and Jun proteins (c-jun, JunB, JunD), has been im-
plicated in a large variety of biological processes in-
cluding cell differentiation, proliferation, apoptosis,
and oncogenic transformation36, 37). Recently, both mor-
phological and functional studies on c-fos transgenic
and knockout mice have strongly suggested that AP-1
plays an important role in bone remodeling and me-
tabolism38, 39). In fact, AP-1 activity can be induced by
transforming growth factor (TGF)-β , parathyroid hor-
mone, and 1α 25(OH)2D3, which are potent regulators
of the differentiation and proliferation of os-
teoblasts40−42). During osteoblast proliferation, high lev-
els of all Fos and Jun proteins are detected ; and sub-
sequently, during the period of extracellular matrix
production and mineralization, the mRNA levels of
only c-fos and c-jun decrease36, 37, 43−45). In fully differen-
tiated osteoblasts, Fra-2 and JunD become the princi-
pal components of the AP-1 complex ; and AP-1 ac-
tivity is suppressed43−45).
Therefore, in the present study, we investigated

whether RA is able to stimulate the differentiation of
mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells, and examined ef-
fect of RA on AP-1 formation in the cells.

Material and Methods

Reagents
RA (all-trans-retinoic acid) was obtained from

Sigma (St Louis, MO, USA). RA was dissolved in
95% ethanol in a dark room under flow of nitrogen. A
stock solution (10−3 M) was prepared and stored in
−70°C in the dark until use. α -MEM came from Flow
Lab (McLean, VA, USA). Fetal bovine serum (FBS)
was purchased from Hyclone (Logan, UT, USA). 5’-
[α -32P]-dCTP megaprimed DNA labeling system and
[γ -32P]ATP were from Amersham Biosciences (Pis-
cataway, NJ, USA).

Cell culture
Clonal osteoblastic MC3T3-E1 cells derived from C

57 BL/6 mouse calvaria were cultured in α -MEM
with 10% FBS at 37°C in plastic dishes in humidified
atmosphere of 5% CO2 in air and subcultured every 3
days as previously described41, 42, 46). The cells (3.0×105

cells) were cultured at 37°C in α -MEM containing
10% FBS in 90-mm plastic dishes until nearly conflu-
ent.

Assay of DNA synthesis and cell growth
MC3T3-E1 cells were seeded into each flat-

bottomed well of a microculture plate (Falcon�,
Becton Dickinson Labwere, Oxford, CA, USA) in α -
MEM containing 10% FBS, and cultured for 24 h.
Thereafter, the cells were washed with serum-free α -
MEM ; and then they were treated with RA (10−8～
10−6 M) in serum-free α -MEM for 24 h. After the
treatment, the cells were further incubated in medium
containing various concentration of FBS for 24 h, and
were labeled with 18.5 kBq of 3H-thymidine (New
England Nuclear, Boston, MA, USA) for the final 6 h
of the incubation46).

Assay of alkaline phosphatase activity
The cells were cultured under the same culture con-

ditions as described for the cell growth assay.
MC3T3-E1 cells were cultured in 35-mm culture dish
in α -MEM containing 10% FBS for 24 h. After the
culture, the cells were washed with serum-free α -
MEM ; and then they were treated with RA (10−8～
10−6 M) for the indicated time. The cells were washed
with phosphate-buffered saline and lysed with 2%
Nonidet P-40 (Sigma). The lysate was centrifuged and
the supernatant was used for measurement of alkaline
phosphatase activity. The activity was measured with
p-nitrophenylphosphate as a substrate according to the
method of Lowry et al 46). One unit of enzyme was de-
fined as the activity which liberated 1 nmol of product
per min46). Protein content was measured by the
method of Bradford48).

Northern blotting analysis
Total cellular RNA was extracted by the guanidine
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isothiocyanate procedure41). As previously described49),
the RNA was subjected to 1% agarose electrophoresis,
and blotted onto a nylon membrane (MSI Magna-
graph, Westboro, MA, USA). The membranes were
subsequently baked, prehybridized, and then hybrid-
ized with the desired cDNA probe that had been la-
beled with 5’-[α -32P]-dCTP by use of the megaprimed
DNA labeling system. After hybridization, the mem-
branes were washed, dried, and exposed to X ray film
(Eastman Kodak Co, Rochester, NY, USA) at −70°C.
β -Actin was used as an internal standard for quantifi-
cation of total mRNA in each lane of the gel.

Preparation of nuclear extracts
Confluent monolayers in 20-cm-diameter dishes

were treated with test samples as indicated in the fig-
ure legends, and then their nuclei were isolated as de-
scribed above49). Protein concentration was measured
by the method of Bradford48).

Electrophoretic mobility shift assay (EMSA)
This assay was carried out as described previ-

ously49). Binding reactions were performed for 20 min
on ice with 5 µg of nuclear protein in 20 µl of bind-
ing buffer [2 mM HEPES(pH 7.9), 8 mM NaCl, 0.2
mM EDTA, 12%(v/v) glycerol, 5 mM DDT, 0.5 mM
PMSF, 1 µg poly(dI-dC)] containing 20,000 cpm. of
32P-labeled oligonucleotide in the absence or presence
of nonlabeled oligonucleotide. Poly(dI-dC) and nu-
clear extract were first incubated at 4°C for 10 min be-
fore adding the labeled oligodeoxynucleotide. Thirty
mer double-stranded oligonucleotides containing AP-1
binding site (-TGACTCA-, Oncogene Science,
Manhasset, NY, USA) were end-labeled by the oli-
gonucleotide 5’ end labeling system-[γ -32P]ATP
method. Reaction mixtures for the binding were incu-
bated for 15 min at room temperature after adding the
labeled oligonucleotide. The unlabeled double-
stranded oligonucleotide was used as the competitor.
DNA-protein complexes were electrophoresed on na-
tive 6% polyacrylamide gels in 0.25×TBE buffer [22
mM Tris, 22 mM boric acid, and 0.5 mM EDTA (pH
8.0)]. Finally, the gels were vacuumed, dried, and ex-
posed to Kodak X ray film at −70°C.

Statistic analysis
Means of groups were compared by analysis of

variance, and significance of differences was deter-
mined by post-hoc testing using Bonferroni’s method.

Results

Inhibitory effect of RA on DNA synthesis of mouse
osteoblastic cell line MC3T3-E1 cells.
Serum (FBS) induced DNA synthesis, measured as

3H-thymidine uptake, in MC3T3-E1 cells in a dose-
dependent manner, and RA inhibited the induction of
DNA synthesis by the serum (Fig 1). Under the FBS-
free condition, although RA at concentrations tested
tended to show an inhibitory effect, the inhibition
was not significant. RA at 10−6 M strongly inhibited
DNA synthesis at the various concentration of FBS ;
and the inhibitory effect of RA at each serum level
was dose dependent. Furthermore, we comfirmed that
RA was able to inhibit 1% FBS-induced growth of
MC3T3-E1 cells as determined by direct measurement
of cell number (data not shown). Therefore, RA
indeed significantly inhibits MC3T3-E1 cell growth.

RA induced alkaline phosphatase activity in
MC3T3-E1 cells.
Alkaline phosphatase activity is a marker of os-

teoblasts50), and thus the activity increases during dif-

Fig 1 Inhibitory effect of RA on DNA synthesis of mouse os-
teoblastic cell line MC3T3-E1 cells. MC3T3-E1 cells were cul-
tured for 24 h in α -MEM conteining 10% FBS. Then, the cells
were treated with various doses of RA for 24 h. Thereafter, the
cells are incubated without or with indicated concentrations of
FBS. The cultures were incubated for 24 h, and pulsed with 3H-
thymidine for the final 6 h of the incubation. DNA synthesis
was the quantified in terms of 3H-thymidine uptake. The results
of the DNA synthesis assays are expressed as the mean±stan-
dard deviation of 3 cultures.
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ferentiation of osteoblasts. So next, we examined the
effect of RA on alkaline phosphatase activity in
MC3T3-E1 cells. As shown in Fig 2A, alkaline phos-
phatase activity of MC3T3-E1 cells was markedly in-
creased by RA in a culture time-dependent manner.
The stimulatory effect was observed as early as 24 h
after treatment with RA (Fig 2A). This increase was
also dose dependent (Fig 2B). These data suggest that
RA induces the differentiation of osteoblastic cell line
MC3T3-E1 cells.

Effect of RA on the gene expression of osteopontin
in MC3T3-E1 cells.
Osteopontin is one of bone matrix proteins, and this

non-collagenous protein is thought to be involved in
mineralization29, 30). Moreover, it is another marker of
osteoblast differentiation. To confirm that RA could
induce differentiation of MC3T3-E1 cells, we exam-
ined its effect on expression of this gene in the cells.
RA strongly induced expression of this gene in the
cell, and the significant induction was observed at 6 hr
after the start of 10 −6 M RA treatment (Fig 3A). Ad-
ditionally, this induced expression was dose dependent
(Fig 3B). Taken together with the results about alka-
line phosphatase activity, the data suggested that RA
is able to induce the differentiation of the MC3T3-E1
cells.

RA suppressed c-fos and c-jun gene expression
and inhibited formation of AP-1 in MC3T3-E1 cells
incubated with serum (FBS).
c-Fos plays an important role in differentiation and

proliferation of osteoblasts38−40), and resent studies
showed that c-fos and c-jun expression is suppressed

Fig 3 Stimulative effect of RA on gene expression of osteo-
pontin in MC3T3-E1 cells. A , MC3T3-E1 cells were incubated
in the presence or absence of 10−6 M RA for various times, and
then total RNA was prepared. B , the cells were treated with
various doses of RA for 24 h, and then RNA was prepared.
Northern blot analysis was performed with osteopontin and β -
actin cDNAs used as probes.

Fig 2 RA induced alkaline phosphatase activity in mouse os-
teoblastic cell line MC3T3-E1 cells. A , MC3T3-E1 cells were
cultured in α -MEM containing 10% FBS for 24 h. Then, the
cells were treated with 10−6 M of RA（●）or not（○）in α -
MEM containing 1% FBS for indicated times. B , the cells were
treated with various concentration of RA for 48 h. After the
treatments, the cells were assessed for their alkaline phosphatase
activity and protein content. The results of the assay of alkaline
phosphatase activity are expressed as the mean±standard devia-
tion of 3 cultures.

Fig 4 RA inhibits expression of c-fos and c-jun genes and for-
mation of AP-1 in FBS-treated MC3T3-E1 cells. A , MC3T3-E1
cells were incubated in the presence or absence of various dose
of RA for 24 h. Then, the cells were treated or not with 1%
FBS, and total RNA was prepared 0.5 h later. Northern blot
analysis was performed with c-fos , c-jun and β -actin cDNA
used as probes. B , MC3T3-E1 cells were incubated in the pres-
ence or absence of 10−6 M RA for 24 h, and the cells were incu-
bated in the presence or absence of FBS (1%) for 1 h ; and then
the nuclear proteins were prepared. The gel mobility shift assay
was performed with 32P-labeled oligonucleotide containing the
TRE sequence in the presence of the nuclear proteins.
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in mature osteoblasts43−45). Therefore, we next investi-
gated whether RA could inhibit FBS-induced expres-
sion of c-fos and c-jun genes in MC3T3-E1 cells. As
shown in Fig 4A, RA dose-dependently inhibited the
FBS-induced expression of these oncogenes in the
cells incubated in 1% FBS-containing medium (Fig
4A). Since it is well known that the c-fos/c-jun het-
erodimer (AP-1) binds to 12-tetra-decanoyl phorbol
13-acetate-responsive element (TRE) consensus se-
quence in promorter region of various genes36−39), we
suspected that the inhibitory effect of RA on FBS-
induced c-fos and c-jun gene expressions results in
decrease in AP-1 binding to TRE in FBS-treated cells.
Therefore, we examined this point by conducting
EMSA. As shown in Fig 4B, RA indeed inhibited AP-
1 binding activity to TRE in nuclear extracts of FBS-
treated cells. The data suggest that the vitamin-
suppressed expression of c-fos and c-jun genes causes
the decrease in AP-1 formation in MC3T3-E1 cells.

Discussion

The molecular mechanisms of RA action on bone
cell are still incompletely understood. The present
study demonstrated that RA is one of differentiation
factors promoting the differentiation of osteoblast-like
MC3T3-E1 cells. First, we showed that RA inhibited
the DNA synthesis, but stimulated alkaline phos-
phatase activity, a strong marker of osteoblast differ-
entiation. We also observed that RA promoted the
mRNA expression of osteopontin, a bone matrix pro-
tein and another marker of differentiated osteoblasts.
Osteopontin has been reported to be expressed during
pre-osteoblastic cells into mature osteoblasts33). Our
data are consistent with the results of a recent study
that found that RA induced this matrix protein in
MC3T3-E1 cells32). Moreover, Nagasawa et al 32) dem-
onstrated that RA also stimulates the expression of os-
teocalcin, which is a potent bone matrix protein ex-
pressed in mature osteoblastic cells, in a culture of
MC3T3-E1 cells. Therefore, as MC3T3-E1 cells are
pre-mature osteoblastic cells, RA was able to induce
their cellular differentiation into mature cells. Thus
RA appears to be a differentiation factor for os-
teoblasts and may play functional roles in bone forma-

tion and mineralization.
We previously showed that MC3T3-E1 cells ex-

pressed the genes of both RARs (RAR-α , RAR-β ,
and RAR-γ ) and RXRs (RXR-α and RXR-β ). RXR,
an auxiliary protein, forms a heterodimer with
RAR41, 49) ; and this heterodimer, acting as a transcrip-
tional factor, binds to the target DNA sequence. Thus,
the heterodimers of RARs and RXRs play a functional
role in RA signal transduction in various cells4, 5). Vita-
min D/retinoic acid response element is present in
promoter region of mouse osteopontin and osteocalcin
genes31), and it has been demonstrated that RA induces
the expression of both of these genes in MC3T3-E1
cells32). Furthermore, we have observed that RA stimu-
lates binding activity of nuclear proteins toward direct
repeat-5 (DR-5), the core response element for RARs-
RXRs, in the cells (data not shown). Therefore, we
suggest the hetrodimers of RARs and RXRs, as tran-
scriptional factors, to be closely involved in RA-
induced differentiation of MC3T3-E1 cells.
In the case of gene expression of collagenase and

stromelysin, RA transcriptionally represses the expres-
sion of these genes by decreasing the DNA binding
activity of AP-1, a dimeric transcriptional activator
protein consisting of c-fos and c-jun51, 52). AP-1 plays a
functional role in proliferation and differentiation of
osteoblasts31, 38−40). Our previous studies49, 53) showed that
RA suppresses c-fos gene expression but not c-jun

gene expression and inhibits formation of AP-1 in
TNF-α -treated MC3T3-E1 cells, These results pro-
moted us to examine whether RA would inhibit FBS-
induced c-fos and c-jun gene expression in the os-
teoblasts. Consistently with this speculation, we found
that RA inhibited the induction of not only c-fos but
also c-jun in the FBS-treated cells. The reason for the
difference in c-jun expression between the present and
the earlier studies is not yet clear. Busam et al 54)

showed that RA inhibits serum-induced c-fos and c-
jun gene expression in melanoma cells, which study
supports our results. FBS includes several osteogenic
growth factors such as TGF-β , insulin like growth
factor (IGF)-I, IGF-II, fibroblast growth factor (FGF)-
2 ; and these growth factors are able to stimulate ex-
pression of the both oncogenes in osteoblastic
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cells38−42). This evidence raises the possibility that RA
inhibits the signaling pathways of these growthfactors,
resulting in decrease in the expression of c-fos and c-
jun genes. This possibility remains to be examined. In
this present study, we observed that treatment with
RA decreased FBS-induced TRE binding activity, sug-
gesting that this decrease might be influenced by RA
suppression of c-fos and c-jun gene expression. Owen
et al 31) proposed the suppression of AP-1 to precede
osteoblast differentiation, because AP-1 inhibits os-
teocalcin gene expression. In fact, during the differen-
tiation of MC3T3-E1 cells and of rat primary os-
teoblasts, the levels of c-fos and c-jun gene expres-
sion were shown to decline, causing decreased DNA
binding activity of AP-143, 44). Presently, we observed
that RA inhibited the FBS-induced formation of AP-1
via suppression of c-fos and c-jun gene expression in
MC3T3-E1 cells, thus suggesting that RA-mediated
inhibition of c-fos and c-jun expression is one of func-
tional mechanisms that strongly contribute to RA-
induced differentiation of osteoblasts.
Moreover, it is widely recognized that osteoblasts

are able to regulate differentiation, activation, and pro-
liferation of osteoclastic cells through osteoblast-
produced osteoclastogenic factors, such as receptor ac-
tivator of nuclear factor κ B ligand (RANKL), osteo-
protegrin, prostaglandin E2, monocyte chemoattractant
protein-1, macrophage-colony stimulating factor, os-
teopontin, TGF-β , IGF-I, IGF-II, FGF-2, interleukin-
6, and interleukin-155−59). Interestingly, Hiura et al 60)

showed that the conditioned-medium from differenti-
ated MC3T3-E1 cells supported osteoclast formation
better than that from cultures of undifferentiated cells.
Furthermore, in human osteosarcoma cell line MG-63,
RA increases synthesis of osteocalcin, stimulates ex-
pression of RANKL (a stimulator of osteoclast differ-
entiation), and suppresses expression of osteoprotegrin
(an inhibitor of osteoclast formation)61, 62). In fact, sev-
eral in vivo studies17−19) demonstrated that excessive of
RA induces osteopenia after hyperostosis. These ob-
servations suggest to us a possibility that RA-induced
osteoblast differentiation is related to bone resorption
via osteoclasts.
In conclusion, our present study has demonstrated

that RA inhibits AP-1 formation by suppressing c-fos

and c-jun gene expression during the vitamin-induced
differentiation of mouse osteoblastic cell line MC3T3-
E1 cells. Further, our results suggest that RA-induced
osteoblast differentiation may be regulated via repres-
sion of AP-1 responsive genes.
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過蓋咬合と両側大臼歯部鋏状咬合を伴う Angle Class�症例

井口真由美1§ 大西 孝宣2 島津 和輔1

簡 建寰1 吉川 正芳3 鐘ヶ江晴秀3

1明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
2東京都大田区

3明海大学歯学部顎機能成育学講座矯正学分野

要旨：本症例は両側第一大臼歯の鋏状咬合を主訴に来院した 13歳 8か月の日本人女子である．分析結果から両側第一
大臼歯鋏状咬合と過蓋咬合を伴う Angle Class蠢症例と診断した．
治療は，両側第一大臼歯の咬合の鋏状改善に 3 D リンガルアーチ，下顎にバイトプレート装着し顎間ゴムを用いた．
さらに過蓋咬合の改善のため，マルチブラケット装置を用いて非抜歯にて改善を行った．動的治療期間は 2年 7か月であ
った．
治療の結果，上下顎両側第一，第二大臼歯の挺出と上顎両側第一臼歯の口蓋側傾斜ならび挺出と下顎両側第一大臼歯の
唇側傾斜により両側大臼歯部鋏状咬合と過蓋咬合が改善された．保定期間は 2年を経過しているが，安定した咬合を維持
している．

索引用語：鋏状咬合，過蓋咬合，非抜歯

Orthodontic Correction of Malocclusion Due to Telescopic Occlusion

Mayumi IGUCHI1§, Takanori ONISHI3, Masasuke SHIMATSU1

Chien-Huan CHIEN1, Masayoshi YOSHIKAWA2 and Haruhide KANEGAE2

1Meikai University Graduate School of Dentistry
2Ota, Tokyo, Japan

3Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry

Abstract : This article reports the orthodontic treatment of a 13-year-old female patient having malocclusion due to tele-
scopic occlusion and deep overbite. Based on the analyzed orthodontic data, the case was diagnosed as Angle Class蠢 ac-

companied with telescopic occlusion at the first molar and deep overbite. During the treatment, application of a 3D lingual

arch and biteplate with intermaxillary rubber bands was performed. The treatment period lasted for 2 years and 7 months.

As a result of the treatment, protrusion of first/second molars, as well as palatal inclination of first molars, on both sides

and in both jaws, and telescopic occlusion and overbite of the mandibular molar area on both sides resulting from labial in-

clination of both mandibular first molars were improved. A retension period of 2 years has passed and normal occlusion has

been maintained.

Key words : telescopic occlusion, deep overbite, non-extraction
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緒 言

鋏状咬合とは，上顎の臼歯が騁側に傾斜，下顎の臼歯

が舌側に傾斜しているような咬合状態を示す．鋏状に咬

合することで，上下の臼歯が咬頭嵌合を持たない咬合状

態である1−2）．その原因としては，臼歯喪失による対合

歯の傾斜3），歯の捻転，異所萌出が報告されている．こ

の状態を長期間放置することで上下顎骨の成長発育に悪

影響を及ぼし，下顎後退を伴う骨格性蠡級や顎骨の非対

称に移行することが予測される．また，咬合干渉や咬合

性外傷など機能的異常を惹起し，顎関節異常4）や歯周疾

患を併発することが考えられる．そのため早期治療が問

題解決の適切な方法であり，機能異常の因子を早めに除

去し，顎骨の望ましい成長を誘導することが重要であ

る．また，過蓋咬合を伴う鋏状咬合では咬合挙上が困難

であり5），特に両側性の鋏状咬合の臨床報告は少ない．

今回，我々は上下顎前歯舌側傾斜および過蓋咬合を伴

う両側性第一大臼歯部鋏状咬合症例に対し，上顎両側大

臼歯の挺出および舌側傾斜と下顎両側大臼歯部の挺出お

よび騁側傾斜，さらに非抜歯治療により上下顎歯列の叢

生および舌側傾斜を改善し，良好な結果を得たので報告

する．

症 例

初診時年齢：13歳 8か月の日本人女子

主訴：奥歯で物が咬みにくい

家族歴，既往歴：特記事項なし

顔貌所見：正貌は左右対称，側貌は straight type を呈

する．

口腔内所見：口腔清掃状態は良好であり，歯肉は健康

色を呈している．Hellman の歯齢は蠱C 期で，上顎両側

第一大臼歯の騁側転位と下顎両側第一大臼歯の舌側傾斜

による鋏状咬合が認められる．側方歯の前後的関係は蠢

級の咬合関係で，overbite：＋7.0 mm, overjet：＋1.0 mm

で過蓋咬合を呈していた．顔面正中と上下顎の正中が一

致し下顎歯列においてスピーカーブは右側 1.8 mm，左

側 1.3 mm で，arch length discrepancy は上顎－1.5 mm，

下顎－5.0 mm であった．

パノラマエックス線写真所見：歯数，歯根の吸収およ

び歯槽骨の吸収は認めない（Fig 1）．

側貌セファログラム所見：下顎骨の反時計回りの回転

と上下顎前歯部の舌側傾斜を示した．L-1 to A-Po line

は，－4 mm と小さな値を示している．

PA セファログラム所見：上顎両側第一大臼歯の唇側

転位，および下顎両側第一大臼歯の舌側傾斜による両側

第一大臼歯に鋏状咬合が認められる．

診断は，上下前歯部舌側傾斜と過蓋咬合ならびに両側

大臼歯部の鋏状咬合を伴う Angle Class蠢症例とする．

また，治療目標としては 1）大臼歯部鋏状咬合の改

善，2）咬合挙上，3）上下顎前歯部唇側傾斜と下顎前歯

部叢生の改善とする．

治療計画は，1）bite plate, 3D リンガルアーチおよび

交叉ゴムによる鋏状咬合の改善，2）非抜歯にてマルチ

ブラケット装置による上下顎前歯部舌側傾斜と下顎前歯

部叢生および過蓋咬合の改善を行う．

治療経過：（動的処置期間 2 年 7 か月・保定期間 2

年）

初診時より 2か月後，鋏状咬合による上下顎第一大臼

歯の早期接触を除去するため下顎に bite plate を装着

し，上顎第一大臼歯騁側に付けたフックと第一大臼歯の

3D リンガルアーチに交叉ゴムを使用し両側第一大臼歯

部の鋏状咬合の改善を行った．治療開始後約 4か月で鋏

状咬合の改善が認められた．

14歳 4か月で上顎のみマルチブラケット装置（0.018

×0.025-inch slot appliance）を装着し 0.014-inch nickel-

titanium archwire , 0.014-inch , 0.016-inch stainless steel

archwires, 0.016×0.022-inch stainless steel archwire, 0.017

×0.025-inch stainless steel archwire でレベリングした．

その後，下顎にブラケットを装着し，0.014-inch nickel-

titanium archwire , 0.014-inch , 0.016-inch stainless steel

archwires でレベリングしている途中，両側第二大臼歯

も鋏状咬合を呈して萌出してきたため，再度交叉ゴムを

上下顎第二大臼歯に 4か月使用した．上下顎両側第二大

臼歯の交叉咬合の改善後，上下顎第二大臼歯までマルチ

ブラケット装置（0.018×0.025-inch slot appliance）にて

レベリングを再開した．過蓋咬合の改善として，上顎に

は 0.018×0.025-inch stainless steel ideal archwire を，下

顎には 0.017×0.025-inch stainless steel ideal archwire に

0.017×0.025-inch stainless steel rectangular wire で作製し

たレバーアームを用いた．Arch length discrepancy と

overbite, overjet の改善を歯列の側方拡大と前歯部の唇側

移動により改善した．マルチブラケット装置にて約 2年

半動的治療を行った．保定は上下顎に circumferential type

retainer を用いた．保定期間が 2年経過した後も安定し

た咬合を維持している（Figs 2, 3）．

─────────────────────────────
§別刷請求先：井口真由美，〒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
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Fig 1 Before treatment（13 years and 8 months old）．A , Facial photographs. B , Intraoral photographs. C , Orthopantomograph.
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Fig 2 After treatment（17 years and a month old）．A , Facial photographs. B , Intraoral photographs. C , Orthopantomograph.
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Fig 3 After retension（19 years old）．A , Facial photographs. B , Intraoral photographs. C , Orthopantomograph.
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治療結果

1．治療前後の変化

顔貌所見：大きな変化は認められない．

口腔内所見：上顎第一大臼歯の舌側傾斜と下顎第一大

臼歯の騁側傾斜により大臼歯咬合関係は鋏状咬合が改善

し Angle Class蠢を呈した．Overbite＋3.0 mm, overjet＋

3.0 mm と改善した．その結果，良好な咬頭嵌合，犬歯

誘導および前方誘導が得られた．

パノラマエックス線写真所見：歯根はほぼ平行で，歯

根吸収は見られず，歯槽骨の吸収が左側第一大臼歯近心

部にわずかに認められる．

側貌セファログラム所見：骨格の変化において SNA

は 2.6°，SNB は 0.6°減少した．また ANB は 4.7°から

2.8°に改善された．Ramus inclination は 80.7°から

81.1°，Y-axis は 59.9°から 60.2°と変化した．歯槽の変

化では MO-MS’が 17.2 から 21.6, MO-MI’は 30.3 から

31.6と増加した．すなわち鋏状咬合の改善により臼歯高

が増加した．また，U-1 to SN は 86.6°から 114.0°，U-1

to FH は 91.4°から 119.7°と変化した．L-1 to mandibular

は 78.2°から 100.9°へ変化し，上下顎前歯部舌側傾斜が

改善された．L-1 to APO-line は－4 mm から＋4 mm と

良好な結果が得られた．

PA セファログラム所見：両側第一大臼歯に鋏状咬合

の改善が認められた．

2．動的処置後から保定終了までの変化

側貌頭部 X 線規格写真所見から，骨格性の変化はほ

とんど認められなかった．Ramus inclination は 81.1°か

ら 79.0°，Y-axis は 60.2°から 58.9°と若干変化した．ま

た歯槽性の変化も同様にほとんど認められなかった．

MO-MS’は 21.6から 22.3, MO-MI’は 31.6から 31.5と臼

歯高はあまり変化しなかった．

顔貌，口腔内およびパノラマエックス線写真所見には

ほとんど変化は見られなかったことから，治療後も安定

した咬合状態であると思われる（Fig 4A−C, Tables 1,

2）．

考 察

過蓋咬合は一般的に前歯の被蓋が深い状態のことをい

い，その原因として臼歯傾斜，臼歯欠損，臼歯の萌出不

足や鋏状咬合，そして前歯の過萌出などの歯槽性の問題

がある．また，下顔面高の短小，上下顎骨間の著しい不

調和などの骨格性の問題などが挙げられる3, 7）．本症例

では，大臼歯部の鋏状咬合が過蓋咬合を引き起こす一因

であると考えられた．

鋏状咬合の原因として，何らかの病的因子（hypo-

glossia-hypodactyly syndrome にみられる microglossia お

よび hypoglossia）に伴う鋏状咬合の出現2），臼歯喪失に

よる対合歯の傾斜3），歯の捻転，そして異所萌出が報告

されている．本症例は，既往歴，家族歴ともに特記事項

は認められなかった．また骨格的な問題も認められなか

Table 1 Cephalometric analysis.

Variable Pre-treatment Post-treatment Post-retention

SNA
SNB
ANB
FMA
IMPA
FMIA
Ramus inclination
Y-axis
U 1-SN
L 1-mandibular
Interincisal

85.9°
81.1°
4.7°
24.9°
78.2°
76.8°
80.7°
59.9°
86.6°
78.2°
165.5°

83.3°
80.5°
2.8°
24.5°
100.9°
54.7°
81.1°
60.2°
114.0°
100.9°
115.0°

83.1°
80.2°
2.9°
24.0°
96.2°
59.8°
79.0°
58.9°
107.7°
96.2°
125.2°

Table 2 Dental casts measurement.

Variable
Pre-treatment Post-treatment Post-retention

Maxillary Mandibular Maxillary Mandibular Maxillary Mandibular

Intercanine width（mm）
Intermolar width（mm）
Dental arch length（mm）
Dental arch width（mm）
Basal arch length（mm）
Basal arch width（mm）

36.0
63.0
35.0
61.0
32.0
70.4

25.0
34.0
30.0
35.3
32.0
57.0

37.0
57.0
38.5
55.7
31.0
68.7

27.0
46.0
34.0
45.6
31.0
59.1

37.0
56.7
38.5
55.7
31.0
68.6

27.0
46.0
33.0
45.6
31.0
61.0

In the maxilla, the distance between the mesiobuccal casps of upper first molar of both sides was determined. In the
mandible, the distance between the central fossas of lower first molar of both sides was determined.
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った．しかし，模型計測から上顎大臼歯部の歯間幅径お

よび歯槽基底後幅径が大きい値を，下顎大臼歯部では歯

間幅径および歯槽基底後幅径が小さい値を示した．それ

以外の部位に同様の所見が見られなかったこと，治療中

に上顎第二大臼歯が騁側に，下顎第二大臼歯は舌側に萌

出してきたことから大臼歯の歯胚の位置異常が鋏状咬合

の要因であると推察された．鋏状咬合は，自然治癒する

ことがほとんど無く，この状態を長期間放置することで

上下顎骨の成長発育に悪影響を及ぼし，下顎後退を伴う

骨格性蠡級や顎骨の非対称に移行することが予測され

る．また，咬合干渉や咬合性外傷など機能的異常を惹起

し，顎関節異常4）や歯周疾患を併発することが考えられ

る．そのため早期治療が問題解決の適切な方法であり，

機能異常の因子を早めに除去し，顎骨の望ましい成長を

誘導することが重要であり，早期に治療を施さなければ

ならない6）．本症例は，初診時年齢 13歳で思春期成長ス

パートの時期を迎えることから，鋏状咬合の改善を両側

大臼歯部の騁舌的な移動により機能的な咬合の確立を行

うこととした．

鋏状咬合の改善に，エッヂワイズ装置を使用すること

は困難な場合が多い．すなわち，下顎のエッヂワイズ装

置の装着が困難なため，マルチブラケット装置を使用す

る前に咬合挙上板などで咬合を挙上する必要がある5）．

本症例においても，大臼歯部の鋏状咬合の度合いが深

く，上顎大臼歯舌側咬頭が下顎大臼歯歯頸部近くで咬合

することから下顎にマルチブラケット装置が装着できな

かった．そのため，上顎第一大臼歯舌側面に付与したリ

ンガルボタンと下顎第一大臼歯の 3 D リンガルアーチ

に顎間ゴムを用いて 24時間使用させ鋏状咬合の改善を

行った．また，これと同時に，咬合を挙上させるためバ

イトプレート（軟性樹脂製）を併用し，鋏状咬合の改善

を行った．通常，プレートタイプの挙上板を使用する

が，装着感，違和感，発音障害があるため患者の使用時

間の獲得が難しい．今回は下顎両側第二小臼歯間を覆う

軟性樹脂性のバイトプレートを使用した．使用したバイ

トプレートは軟性樹脂製で歯に密着し，患者にとって審

美的で装着感が良く，発音障害がほとんどない．臼歯部

鋏状咬合の改善には患者の協力が必要なため，この軟性

樹脂製のバイトプレートを使用したところ，患者の協力

が得られ，約 4か月で鋏状咬合が改善した．鋏状咬合の

改善により，上顎第一大臼歯は 2 mm 挺出し口蓋側へ約

5 mm 移動した．また下顎第一大臼歯は 1 mm 挺出し騁

側へ約 10 mm 移動し，本来の大臼歯の臼歯高径に戻す

ことが出来，下顎にマルチブラケット装置の装着が可能

となった．治療目標では過蓋咬合の改善の一つに大臼歯

部の咬合高径を増大させ過蓋咬合を改善するとしていた

が，この時点で overbite, overjet が改善していなかっ

た．そのため下顎にマルチブラケット装着後，レバーア

ームを用いて前歯部の圧下を行ったところ下顎前歯が 1

mm 圧下した（Fig 4C）．また，本症例は過蓋咬合と下

顎骨の counter clockwise rotation を呈していたことか

ら，大臼歯の挺出による咬合挙上と下顎骨の clockwise

rotation が不可欠であった．上顎大臼歯の 2 mm の挺出

と，マルチブラケット装置による上下顎前歯部の唇側傾

斜と下顎前歯の圧下にて適切な overbite, overjet が得ら

れた（Fig 4A−C）．治療後，overbite が 1 mm 浅くな

Fig 4 Superimpositions of pre-treatment, post-treatment and post retention cephalometric tracings. A , Super-
impositions cephalometric tracings on the SN plane at S. B , Superimpositions cephalometric tracings on the
palatal plane at ANS. C , Superimpositions cephalometric tracings on the mandibular plane at Me. Pre-
treatment（13y8m, solid line）, post-treatment（17y1m, dotted line）, post-retention（19y0m, long-dashed line）.
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り，下顎骨の垂直的な成長が認められた（Fig 4C）．ま

た，このような low angle 症例は，強い閉口筋群の影響

で臼歯の挺出や臼歯の整直が妨げられると報告されてい

る7）．そのためバイトプレートを使用しその作用を一時

的に解除し臼歯の挺出を行ったが，保定期間終了後，わ

ずかに下顎骨が反時計回りしていた．よって，このよう

な症例においては後戻りを考慮したオーバートリートメ

ントが必要である．

最後に抜歯について検討を行った．下顎骨が forward

rotation し，上下顎口唇が後退し深いオトガイ唇溝を有

する場合は下顎骨を backward rotation し，上下非抜歯で

治療を推奨している．逆に下顎骨が backward rotation に

回転し，下顎骨が後退した症例には抜歯を積極的に行な

う必要がある．しかし，このような下顎下縁平面が小さ

く overbite が深い症例では抜歯を行うと，deep overbite

の増悪が考えられた．上顎片顎抜歯の適応症として，下

顎歯列弓に著しい叢生がないこと，下顎前歯歯軸傾斜度

が標準的なこと，下顎下縁平面傾斜角はあまり大きくな

く，かつ下顎の前方成長の期待が乏しいことがあげられ

ている8）．本症例では，下顎前歯部の叢生と舌側傾斜が

認められること，下顎の前方成長がわずかに残っている

こと，そして抜歯を行うと上口唇の後退と dish face や

tooth size ratio の不調和を生じるので，良好な咬合が得

られないと思われた．そのため，大臼歯の整直と上下顎

歯列のレベリングを行い，レベリング後抜歯の再検討を

行うことにした．術前に L-1 to APO-line は－4 mm であ

ったため，この改善を下顎前歯部唇側傾斜にて行った．

また下顎歯列の拡大を行ったところと下顎前歯部の叢生

が改善した．これにより片顎抜歯の適応となったが，患

者のオトガイ部の突出感が強いこと，上口唇の後退感に

よる dish face や臼歯部関係が変化してしまうことから

非抜歯にて治療を行った．治療後約 2年経過した現在も

良好な咬合状態を維持している．

結 論

今回，初診時年齢 13歳 8か月の，両側第一大臼歯の

咬合異常を主訴として来院した女子に対し，上顎リンガ

ルボタンと下顎第一大臼歯に 3 D リンガルアーチとバ

イトプレートを装着し，顎間ゴムを使用して大臼歯部鋏

状咬合を改善した．そして上下顎にマルチブラケット装

置を用いて治療し，非抜歯にて上下顎歯列の配列を行い

前歯の適切な前方誘導と犬歯誘導を獲得した．動的治療

期間は 2年半，保定開始後 2年が経過しているが，安定

した咬合状態を得たので報告した．
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緒 言

現在，歯科臨床における新しい歯冠修復方法の進歩や

普及により，患者の歯に対する審美的な要求は非常に高

くなっている．また，ホワイトニングにおいても関心が

高まり，これを求めて歯科医院に来院する患者が増えて

いる1, 2）．

実際の臨床におけるホワイトニング方法には，生活歯

に行われている，オフィス・ホワイトニング3−6），ホー

ム・ホワイトニング7−11），デュアル・ホワイトニング，

ホワイトニング症例の臨床的検討

岩崎 覚§ 岩坂 憲助 小泉 智也 山村 敬彦
寺沼 浩 廣瀬 直子 小澤 有美 遠藤 透

村井 宏隆 片山 直
明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野

要旨：現在，「白く美しい歯」がクローズアップされ，人々が心理的に「審美」「美白」という意識を歯に対して強く求
めるようになった．歯の審美性に様々な悩みを抱えたホワイトニング希望患者の来院が増加している．患者の要求や口腔
内の状態が複雑な症例であればあるほど，診査・診断や患者への説明が重要となり，トラブルを避けるための共通のコミ
ュニケーション・ツールが必要となってくる．
今回，CASMATCH・シェードガイドを撮りこんだ写真撮影，ならびに簡便な測色器 ShadeEye NCC による測色を行

い，これらを用いてホワイトニング治療の説明を十分に患者へ行った症例を経験し，コミュニケーション・ツールの有用
性が示唆された．
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Clinical Examination of the Whitening Cases

Satoru IWASAKI§, Kensuke IWASAKA, Tomoya KOIZUMI
Takahiko YAMAMURA, Hiroshi TERANUMA, Naoko HIROSE

Yumi OZAWA, Toru ENDO, Hirotaka MURAI
and Tadashi KATAYAMA

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

Abstract : At present, people emphasize“beautiful white teeth”and they increasingly expect their teeth to be“esthetically
pleasing”and“white”．Increasing numbers of patients with various esthetic concerns visit dentists to undergo whitening.
In patients with complex desires and intraoral conditions, examination, diagnosis and explanations play particularly impor-

tant roles, and a common communication tool is needed to avoid difficulties. Here, we explained whitening therapy to pa-
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ple color analyzer. The usefulness of such communication tools was confirmed.
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および，失活歯へのホワイトニング方法であるウォーキ

ング・ブリーチに大別される．オフィス・ホワイトニン

グ（Fig 1）とは，歯科医院にてホワイニング剤を歯に

塗布する方法，ホーム・ホワイトニング（Fig 2）と

は，患者用のカスタムトレーを作成し，患者が自宅にて

薬剤を塗布したトレーを装着し，毎日 2時間，2週間ホ

ワイトニングを続ける方法，デュアル・ホワイトニング

とはホーム・ホワイトニングとオフィス・ホワイトニン

グを併用する方法である．また，ウォーキング・ブリー

チは失活歯を舌・口蓋側より開拡させ，35％過酸化水

素水と過ホウ酸ナトリウムの混和糊剤を数回交換し，失

活した象牙質の着色物を除去する方法である．

臨床において患者の要求および口腔内の状態が複雑な

症例であればあるほど，ホワイトニング方法も多様化

し，診査・診断や患者への説明が重要となり，トラブル

を避けるための共通のコミュニケーション・ツールが必

要となってくる9, 12−14）．そこで，今回，CASMATCH とシ

ェードガイド（VITAPAN 3D-MASTER）を撮りこんだ

口腔内写真撮影，ならびに簡便な測色器 ShadeEye NCC

による測色を行い，これらを用いてホワイトニングの十

分な説明を行った症例について，若干の考察を加え報告

する．

症 例

症例 1

選択的にホワイトニングを行った症例

患者：25歳 女性

主訴：前歯の黄色味が気になる

現病歴：患者は以前から他人と比べると自分の上顎前

歯に黄色味があることに不満を持っていたため明海大学

病院保存修復科へ来院

特記事項：喫煙習慣なし，嗜好品 茶・コーヒー

現症：全顎的な色素沈着（上顎左右側犬歯の着色が特

に著しい）

診断：嗜好品および生活習慣が原因と思われる外来性

の色素沈着と思われ，年齢的には加齢による変色ではな

いと診断した．また，上顎左右犬歯はリップサポートに

よる変色が考えられた．

診査および準備

1．PMTC（professional mechanical tooth cleaning）

初診時からスケーリングおよび歯面研磨を行い，外来

性の色素沈着の除去を試みた．

2．ShadeEye NCC による測色

今回，ホワイトニング方法の判定と患者とのコミュニ

ケーションツールとして歯冠色彩測色計 ShadeEye NCC

（松風，京都）（Fig 3）により，色の L*値を測定し変化

を記録した．L*値とは色の白黒の変化を示す数値であ

る．つまり，真っ白を 100とし，真っ黒を 0とした数値

のことである15, 16）．

3．写真撮影

2．と同様にホワイトニング方法の判定と患者とのコ

ミュニケーションツールとして写真撮影をした．写真撮

影に利用したのは CASMATCH（協和時計工業，東京）

および VITAPAN 3D-MASTER（VITA Zahnfabrik, Bad

Sackingen, Germany）（Fig 4）で，これらを患歯と同時

に写真内にとりこみ，デジタルカメラ FinePix F 610

（富士フィルム，東京）にて撮影した．

CASMATCH とは患部をカラー画像にて記録する際

に，色調およびサイズを一定水準に補正するための基準

Fig 1 Office whitening.

Fig 2 Home whitening.
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Fig 3 ShadeEye NCC.

Fig 5 Case 1 : Before office whitening.

Fig 7 Case 1 : After 2 times office whitening.

Fig 6 Case 1 : After 1 time office whitening.

Fig 8 Case 1 : After 3 times office whitening.

Fig 4 CASMATCH and VITAPAN 3D-MASTER.
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となるカラーチャートで，実際に撮影条件の違いを補正

した．VITAPAN 3D-MASTER は明度・彩度・色相が患

歯と比較になるシェードを選択し，写真に取り込んだ．

このシェードは 5 M から 1 M へと明度が大きくなり，

ホワイトニングを評価するのに適している．実際に撮影

した写真をパソコンに入力し，Adobe Photoshop 7.0 を

利用して CASMATCH による色補正を行った．

ここで，患者へ写真および測色結果を提示し，十分な

説明を行ったうえで，ホワイトニング方法および治療方

針を決定した．

処置方法

上顎両側犬歯のみの選択的オフィス・ホワイトニング

経過

1．ホワイトニング実施前（Fig 5）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

65.5，上顎右側側切歯 78.6，上顎右側中切歯 78.5，上顎

左側中切歯 78.7，上顎左側側切歯 78.4，上顎左側犬歯

65.5であった．また，シェードガイド（VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎右側犬歯 4 M，上顎右側側切歯 1

～2 M，上顎右側中切歯 1～2 M，上顎左側中切歯 1～2

M，上顎左側側切歯 1～2 M，上顎左側犬歯 4 M であっ

た．

2．オフィス・ホワイトニング 1回目（Fig 6）

オフィス・ホワイトニング 1 回目を実施後の

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

67.5，上顎右側側切歯 78.7，上顎右側中切歯 78.4，上顎

左側中切歯 78.6，上顎左側側切歯 78.2，上顎左側犬歯

67.4 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎左右側側犬歯が 4 M から 3 M に

変化した．

3．オフィス・ホワイトニング 2回目（Fig 7）

オフィス・ホワイトニング 2 回目を実施後の

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

70.6，上顎右側側切歯 78.7，上顎右側中切歯 78.3，上顎

左側中切歯 78.6，上顎左側側切歯 78.4，上顎左側犬歯

70.7 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎左右側犬歯が 3 M から 2 M に変

化した．

4．オフィス・ホワイトニング 3回目（Fig 8）

オフィス・ホワイトニング 3 回目を実施後の

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

73.6，上顎右側側切歯 78.6，上顎右側中切歯 78.5，上顎

左側中切歯 78.8，上顎左側側切歯 78.4，上顎左側犬歯

74.7 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎左右側犬歯 1～2 M であった．全

体に 2 M から 1 M まで統一感がとれ，ホワイトニング

の十分な効果が得られ，患者の満足を得られる結果とな

った．

5．経過観察（ホワイトニング終了時から～24か月後）

その後，24か月まで毎月メインテナンスを行ってい

るが，若干の色の後戻りがあるものの良好である．現在

も患者の十分な満足が得られた状態で経過観察中であ

る．

症例 2

有髄歯・無髄歯が混在した前歯部にホワイトニングを行

った症例

患者：32歳 女性

主訴：前歯の縞模様が気になる

現病歴：患者は以前から上顎前歯の縞模様に不満を持

っていたため明海大学病院保存修復科へ来院

特記事項：喫煙習慣なし，嗜好品 茶・コーヒー

現症：上顎両側中切歯，左側側切歯および上顎両側犬

歯は内部から縞状の変色が認められた．

診断：上顎両側中切歯および左側側切歯は失活した象

牙質による内部からの変色，上顎右側側切歯は外来性の

色素沈着，上顎両側犬歯はテトラサイクリンなどの薬剤

による内部からの変色と診断した．

診査および準備

症例 1と同様に行った．

ここで，患者へ写真および測色結果を提示し，十分な

説明を行い，ホワイトニング方法および治療方針を決定

した．

処置方法

上顎両側中切歯および左側側切歯へのウォーキング・

ブリーチ後のオフィス・ホワイトニング

経過

1．ホワイトニング実施前（Fig 9）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

59.5，上顎右側側切歯 69.6，上顎右側中切歯 59.8，上顎

左側中切歯 56.5，上顎左側側切歯 57.5，上顎左側犬歯

58.5であった．また，シェードガイド（VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎右側犬歯 5 M，上顎右側側切歯 4

M，上顎右側中切歯 5 M，上顎左側中切歯 5 M，上顎左

側側切歯 5 M，上顎左側犬歯 5 M であった．

2．ウォーキング・ブリーチ 4回終了後（Fig 10）

ShadeEye NCC による測色では，L*値上顎右側犬歯

59.6，上顎右側側切歯 69.4，上顎右側中切歯 71.8，上顎
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左側中切歯 72.5，上顎左側側切歯 72.8，上顎左側犬歯

58.5 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎右側犬歯 5 M，上顎右側側切歯 4

M，上顎右側中切歯 5 M から 3 M に，上顎左側中切歯

5 M から 3 M に，上顎左側側切歯 5 M から 3 M に，上

顎左側犬歯 5 M に変化した．

3．オフィス・ホワイトニング 1回目終了後（Fig 11）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

68.6，上顎右側側切歯 72.4，上顎右側中切歯 72.0，上顎

左側中切歯 72.6，上顎左側側切歯 72.7，上顎左側犬歯

68.2 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）では，上顎右側犬歯 5 M から 4 M に，上顎

右側側切歯 3 M，上顎右側中切歯 3 M，上顎左側中切歯

3 M，上顎左側側切歯 3 M，上顎左側犬歯 5 M から 4 M

に変化した．

4．オフィス・ホワイトニング 2回目終了後（Fig 12）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

70.1，上顎右側側切歯 72.6，上顎右側中切歯 71.7，上顎

左側中切歯 72.3，上顎左側側切歯 72.8，上顎左側犬歯

70.4 であった．シェードガイド（ VITAPAN 3D-

MASTER）でも全体に 3 M～2 M まで変化した．オフィ

ス・ホワイトニング 2回目で患者が満足できる結果が得

られたため終了とした．

ホワイトニング施術後，12か月後まで毎月メインテ

ナンスを行っているが，若干の色の後戻りがあるものの

良好である．現在も患者の十分な満足が得られた状態で

経過観察中である．

Fig 9 Case 2 : Before whitening.

Fig 10 Case 2 : After 4 times walking bleaching.

Fig 11 Case 2 : After 1 time office whitening.

Fig 12 Case 2 : After 2 times office whitening.
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症例 3

ホワイトニング後，色を調和させた補綴物で修復した症

例

患者：42歳 女性

主訴：前歯の色が気になる

現病歴：以前に施された補綴物と他の歯との色の違い

を気にしており，上顎前歯の色に不満を持っていたため

明海大学病院保存修復科に来院

特記事項：喫煙習慣なし，嗜好品なし

現症：全体的な前歯の変色，上顎左側中切歯の陶材焼

付鋳造冠の不適合が認められた．

診断：外来性の色素沈着および加齢による変色と診断

した．また，上顎左側中切歯に施されている陶材焼付鋳

造冠のマージンおよび色の不適合と診断した．

診査および準備

症例 1と同様に行った．

ここで，患者へ写真および測色結果を提示し，十分な

説明を行い，ホワイトニング方法および治療方針を決定

した．

処置方法

上顎左中切歯を除く着色歯への NITE WHITE EXCEL

（DENICS，東京）を用いたホーム・ホワイトニング

後，上顎左中切歯の陶材焼付鋳造冠による補綴処置

経過

1．ホワイトニング実施前（Fig 13）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

67.5，上顎右側側切歯 68.6，上顎右側中切歯 71.4，上顎

左側中切歯（陶材焼付鋳造冠）76.3，上顎左側側切歯

69.4，上顎左側犬歯 67.5であった．また，シェードガイ

ド（VITAPAN 3D-MASTER）では，上顎右側犬歯 5

M，上顎右側側切歯 4 M，上顎右側中切歯 3 M，上顎左

側中切歯 3 M，上顎左側側切歯 4 M，上顎左側犬歯 5 M

であった．

2 ．ホーム・ホワイトニング開始から 1 週間後（Fig

14）

ShadeEye NCC による測色では，L*値上顎右側犬歯

70.5，上顎右側側切歯 70.4，上顎右側中切歯 74.1，上顎

左側中切歯（陶材焼付鋳造冠）76.6，上顎左側側切歯

71.3，上顎左側犬歯 70.3であった．シェードガイド（VI-

TAPAN 3D-MASTER）では，上顎右側犬歯 5 M から 4

M に，上顎右側側切歯 4 M から 3 M に，上顎右側中切

歯 3 M から 2 M，上顎左側中切歯 3 M，上顎左側側切歯

4 M から 3 M に，上顎左側犬歯 5 M から 4 M に変化し

た．

3 ．ホーム・ホワイトニング開始から 2 週間後（Fig

15）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

72.6，上顎右側側切歯 74.5，上顎右側中切歯 75.8，上顎

左側中切歯（陶材焼付鋳造冠）76.7，上顎左側側切歯

72.5，上顎左側犬歯 74.1であった．シェードガイド（VI-

TAPAN 3D-MASTER）では，陶材焼付鋳造冠である上

顎左側中切歯 3 M を除く，他の部位が 2 M から 1 M ま

で変化した．このことから，十分な効果が得られている

のがわかった．

4．経過観察後（ホーム・ホワイトニング開始から 4週

間後）（Fig 16）

ShadeEye NCC による測色では，L*値は上顎右側犬歯

72.1，上顎右側側切歯 74.3，上顎右側中切歯 75.5，上顎

左側中切歯（陶材焼付鋳造冠）76.6，上顎左側側切歯

72.1，上顎左側犬歯 72.5であった．シェードガイド（VI-

TAPAN 3D-MASTER）では，陶材焼付鋳造冠である上

顎左側中切歯 3 M を除く，他の部位が 2 M から 1 M で

あった．

この時点で色の後戻りがないことを確認し，上顎左中

切歯の陶材焼付鋳造冠による補綴処置を行った（Fig

17）．ホーム・ホワイトニング開始から 36か月後まで毎

月メインテナンスを行っているが，若干の色の後戻りが

あるものの良好である（Fig 18）．シェードガイド（VI-

TAPAN 3D-MASTER）では，陶材焼付鋳造冠である上

顎左側中切歯を含め，全体が 2 M～1 M であった．現在

も患者の十分な満足が得られた状態で経過観察中であ

る．

考 察

今回，初診時に写真撮影ならびに ShadeEye NCC に

て測色した結果を患者へ十分に説明を行うことによって

治療方法を決定し，患者の満足する結果を得ることがで

きた．しかし，実際の臨床におけるホワイトニング治療

は，患者の希望と術者の意向により，治療の有無・方法

の選択を行っているのが現状である9−14）．

患者の審美に対する思いは様々であり，ほとんどの患

者では術者の想像以上の理想や期待を持って来院してく

る1, 2）．軽度の黄色味のみでホワイトニングの必要性は

なく PMTC のみで終了と術者が判断したとしても，患

者がその結果を不十分と感じるのであれば，精神的にも

満足が得られるホワイトニングを選択する場合もある．

また，ホワイトニング終了後，術者としては色の審美的

回復が得られたと判断したが，患者の審美性への要求が
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Fig 13 Case 3 : Before whitening. Fig 16 Case 3 : 4 weeks after home whitening.

Fig 14 Case 3 : 1 week after home whitening. Fig 17 Case 3 : After restoration disposal.

Fig 18 Case 3 : 36 months after home whitening.Fig 15 Case 3 : 2 weeks after home whitening.
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強かったため，治療方針の再検討を行い，デュアル・ホ

ワイトニングを行う場合もある．その他にも経験豊富な

術者であれば，ホワイトニングへの移行なしに患者に十

分な満足を与えられる可能性もあり，ホワイトニングを

しないということも重要な選択になりうる17−21）．したが

って，これからのホワイトニング治療には，臨床におい

て応用のできる簡便な色のガイドラインが必要と思われ

る．

また，生理学的にヒトの眼は複雑な構造をしており，

視覚による色の認識は個人の主観によるところが大き

い．数人がひとつの物の色を認知するとき，すべての人

が同じ色と認知する可能性は低いといわれている22−25）．

現在，臨床における審美修復物の色選択には，肉眼で隣

在歯や対合歯などを参考にして，近似するシェードガイ

ドを選択する視感比色法が一般的に行われている．しか

し，この方法では色の識別能力や経験の差，観察条件な

どが大きく影響するために正確な色選択ができず，患者

の要求に応えられない可能性を有する．以前より，歯科

分野の色の研究において精密な測色器が利用されてきた

が，これらの機器は臨床に使用するのが難しかった．そ

こで，臨床上，色を簡単に，客観的に数値化する「もの

さし」として，簡便な測色器などのツールが必要となっ

てくる．

現在，ホワイトニング方法を選択する上での確立され

た基準はなく，日本人の歯の色を正しく把握する簡単な

方法はないのが現状である．これまでにオフィス・ホワ

イトニングの適応として外来性の色素沈着や Feinman

の分類の 2度までという基準が示されていたが26−28），漂

白材料の進歩に伴い，今後ますます多用されると思われ

るホワイトニング方法については新たな選択の基準が必

要と考えられる．

我々は，ホワイトニング法の選択基準と分類を明らか

にすることを最終目的として，臨床で用いられている簡

便な測色器 ShadeEye NCC および精密な分光測色器

SpectraScan PR 650 Colorimeter（ Photoresearch , Chats-

worth, CA, USA）を用いて，シェードガイドの色の数値

化を行い，ホワイトニング治療においての ShadeEye

NCC の有用性を示した．さらに，年齢 22～35歳の本学

学生男女 94名の上顎左右側中切歯未処置歯 164本に対

して ShadeEye NCC にて測色を行い，色空間上の分布

から天然歯の色について比較検討して報告した29）．そこ

で，我々は，初診時の患者へのコンサルテーション時に

天然歯の色に関するデータについて説明にすることにし

ている．その情報を患者に提供することによって，患者

自身の歯の色を自己認識してもらい，ホワイトニング施

行の有無を決定する判断基準のひとつとしている．現

在，我々は，明海大学病院保存修復科での 100症例余り

のホワイトニング結果を分析し，このデータをもとにホ

ワイトニングの施行の有無およびホワイトニング方法を

決定している（Fig 19）．すべてがこの選択基準にあて

はまるとはいえないが，ある程度の予測をする上で有効

であると考えられる．

我々は現在，全ての症例に対し，ホワイトニングの前

準備として，PMTC・写真撮影・測色を行っている．さ

らに症例数を増やし，オフィスならびにホーム・ホワイ

トニングを含めた予想されうるホワイトニング方法の選

択基準（Fig 20）をさらに探究していくつもりである．

Fig 19 The selection criterion of the whitening.

Fig 20 The selection criterion of the whitening expected from
now on.
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結 語

今回，コミュニケーション・ツールを利用したホワイ

トニングによって患者の満足する結果が得られた 3症例

を報告した．ますます多用されるであろうホワイトニン

グについてはある程度統一された選択基準および処置が

必要であると思われる．
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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．
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