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Hard keratin 発現腫瘍における幻影細胞および陰影細胞の出現と
Wnt シグナル伝達経路について

岡本 基良1 田中 章夫1 田中 真2

Patricia GONZÁLEZ-ALVA 1 井出 文雄1

坂下 英明2 草間 薫1§

1明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2明海大学歯学部病態診断治療学講座顎顔面外科学分野

要旨：Wntシグナル伝達経路は初期発生における器官形成や腫瘍発生において重要な役割を果たすことが知られてい
る．本研究では，石灰化餒胞性歯原性腫瘍（石灰化歯原性餒胞），歯牙腫，毛母腫（石灰化上皮腫），エナメル上皮腫型頭
蓋咽頭腫でみられる幻影細胞および陰影細胞の出現への Wntシグナル伝達経路の関与について免疫組織化学的に検索し
た．その結果，いずれの腫瘍においても幻影細胞および陰影細胞は hair proteinに対する抗体に強い陽性反応を示した．
これらの細胞に近接した上皮細胞では，β-cateninの核および細胞質での発現増加，および Lef-1の核への局在を認めた．
以上の所見から，hard keratin発現腫瘍における幻影細胞および陰影細胞の出現には，Wntシグナル伝達経路が関与する
ことが考えられた．

索引用語：幻影細胞，陰影細胞，hard keratin, Wntシグナル伝達経路

Relationship between Presence of Ghost Cells and Shadow Cells in
the Hard Keratin Expressing Tumors, and Wnt Signaling
Transduction Pathway

Motoyoshi OKAMOTO 1, Akio TANAKA 1, Shin TANAKA 2,
Patricia GONZÁLEZ-ALVA 1, Fumio IDE 1, Hideaki SAKASHITA 2

and Kaoru KUSAMA 1§

1Division of Pathology, Department ofDiagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : It is well known that Wnt signaling transduction pathway plays an important role in the organogenesis in

early embryonic development and tumorgenesis. The involvement of Wnt signaling transduction pathway in the presence of

ghost cells and shadow cells in the calcifying cystic odontogenic tumor（calcifying odontogenic cyst）, odontoma, piloma-

trixoma（calcifying epithelioma）and adamantinomatous craniopharingioma was examined by an immunohistochemical

method. Ghost cells and shadow cells showed strong reactivity for antibodies against hair protein. In the epithelial compo-

nents around these cells, the increased expression ofβ-catenin was found in the nucleus and cytoplasm, and the positive re-

action for Lef-1 was seen in the nucleus. These findings suggestthat the presence of ghost cell and shadow cell in the hard

keratin expressing tumors are involved in Wnt signaling transduction pathway.

Key words : ghost cell, shadow cell, hard keratin, Wnt signaling transduction pathway
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緒 言

幻影細胞あるいは陰影細胞は角化異常細胞といわれ，

歯原性腫瘍である石灰化餒胞性歯原性腫瘍（石灰化歯原

性餒胞），毛母細胞に由来する毛母腫（石灰化上皮腫），

および下垂体腫瘍であるエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫に

出現することが知られている1）．我々は，独自に作製し

た hair proteinに対する抗体（MAHP-1, PAHP-1, 2）

が，幻影細胞や陰影細胞に反応を示すことから，石灰化

餒胞性歯原性腫瘍，毛母腫およびエナメル上皮腫型頭蓋

咽頭腫が hard keratin発現腫瘍であり，毛髪への分化を

特徴とするという考え方を示してきた1）．同様に，代表

的な歯原性腫瘍で，組織奇形あるいは過誤腫とされてい

る歯牙腫にも，幻影細胞が出現することは古くから知ら

れている．しかし，その出現頻度に関する報告はわずか

であり，検索結果も一定ではない2−6）．最近，我々は歯

牙腫における幻影細胞が hair proteinの抗体に対して，

石灰化餒胞性歯原性腫瘍，毛母腫およびエナメル上皮腫

型頭蓋咽頭腫と同様の反応を示すことを確認した．そし

て，幻影細胞の出現頻度が比較的高度であることから，

歯牙腫も，これらの腫瘍と同じ範疇の腫瘍状病変（hard

keratin発現腫瘍）として取り扱うべきであることを報

告した7）．

幻影細胞や陰影細胞の由来については，腫瘍を構成す

る上皮細胞が考えられているが，その詳細は明らかでは

なく，発生メカニズムも不明である．しかし，近年，こ

れらの細胞の出現に，Wnt シグナル伝達経路の一つで

ある Wnt/β-catenin経路（canonical経路）が関与するこ

とが示唆されている1, 7, 8）．Wntシグナル伝達経路は胚発

生の制御に広く関与するだけでなく9），遺伝性疾患10）や

腫瘍の発生11）にも関わっており，β-cateninは細胞質内

で，Wnt のシグナルを核に伝達する重要な因子とし

て，核内の Tcf/Lef（T-cell specific factor/lymphoid enhan-

cer factor）と結合し，様々な標的遺伝子の転写活性を制

御することが知られている9）．

本研究では，hair proteinに対する抗体を用いて，hard

keratin発現腫瘍における幻影細胞あるいは陰影細胞の

発現状況の確認を行うとともに，β-cateninおよび Lef-1

の局在について免疫組織化学的に検索し，hard keratin

発現腫瘍における Wntシグナル伝達経路の関与につい

て検討したので報告する．

材料および方法

1．検索対象

検索対象は，石灰化餒胞性歯原性腫瘍 17例，歯牙腫

69例，毛母腫 16例およびエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫

15例で，各試料は 10％中性緩衝ホルマリン溶液で固定

後，パラフィン包埋を行い，薄切切片を作製して，H-E

染色により病理組織学的検索を行った．なお，本研究に

あたっては，明海大学歯学部倫理委員会の承認を得た

（承認番号 A 0313号）．

2．免疫組織化学的検索

免疫組織化学的検索は streptavidin peroxidase biotin

complex methodにより行った．すなわち通法に従い，

切片を脱パラフィン後，内因性ペルオキシダーゼ活性阻

止のために 0.3％ H2O2加メタノールにて室温で 20分間

処理を行った．流水およびリン酸緩衝液（PBS）で洗浄

後，非特異的反応の阻止のため 2％ bovine serum albumin

（ICN Biomedicals Inc, Auroa, OH, USA）を用いて室温で

15分間処理を行った．1次抗体としては anti-human hair

protein rabbit polyclonal antibody 1（PA-HP 1, 10µg /

ml），anti-human hair protein rabbit polyclonal antibody 2

（PA-HP 2, 10µg/ml），anti-human hair protein monoclonal

antibody 1（MA-HP 1, supernatantの 50倍希釈液），anti-

β-catenin antibody（BD Biosciences, San Jose, CA USA :

200倍希釈），および anti-Lef-1 antibody（Santa Cruz

Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA, USA : 20倍希釈）を

用い，室温で 60分間反応させた．PBSにて洗浄後，2

次抗体として biotinylated anti-mouse IgG（H＋L）horse an-

tibodyまたは biotinylated anti-rabbit IgG（H＋L）goat an-

tibody（いずれも Vector Laboratories Inc , Burlingame ,

CA, USA : 200倍希釈液）を用い，室温で 30分間作用

させた．再び PBSにて洗浄後，streptavidin-peroxidase

（GIBCO-BRI, Grand Island, NY, USA : 200倍希釈液）を

用い，室温で 30分間作用させた．PBSにて洗浄後，発

色は 0.01％ H2O2加 3,3’-diaminobenzidine tetrahydrochlo-

rid（Sigma-Aldrich Inc, Saint Louis, MO, USA）溶液で行

い，Mayerのヘマトキシリンで核染色を行い，通法にて

封入し，検鏡した．陰性対照標本は 1次抗体の代わりに

PBSを反応させ，同様に染色し，非特異的な呈色反応

のないことを確認した．

結 果

免疫組織化学的検索の結果，hair proteinに対する抗

体の反応は，石灰化餒胞性歯原性腫瘍および歯牙腫の幻

─────────────────────────────
§別刷請求先：草間薫，〒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病理学分野
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影細胞，エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫の陰影細胞，毛母

腫の移行細胞並びに陰影細胞の細胞質に強い陽性所見を

示した（Fig 1A-D）．各種 hair proteinに対する抗体

（MAHP-1, PAHP-1, 2）の反応性はいずれも同じであっ

た．石灰化餒胞性歯原性腫瘍，歯牙腫およびエナメル上

皮腫型頭蓋咽頭腫では，幻影細胞または陰影細胞は，上

皮組織内に散在性あるいは集族性に存在し，ときに高度

な集積を認めた．

β-cateninに対する免疫染色では，石灰化餒胞性歯原

性腫瘍，歯牙腫およびエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫で，

幻影細胞または陰影細胞の周囲にみられる一部の上皮細

胞の核や細胞質に強い反応をみ，細胞膜にもその陽性所

見を認めた（Fig 2A−C）．毛母腫では，好塩基性細胞お

よび下層の移行細胞の核と細胞質に β-cateninに対する

反応を認めた（Fig 2D）．また，一部の幻影細胞および

陰影細胞も β-cateninに対する反応を弱いながらも認め

た（Fig 2A, C）．

Lef-1に対する免疫染色では，石灰化餒胞性歯原性腫

瘍，歯牙腫およびエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫で不均一

ではあるものの，幻影細胞および陰影細胞の周囲にみら

れる一部の上皮細胞の核や細胞質に強い陽性所見を認め

た（Fig 3A−C）．また，幻影細胞や陰影細胞にも Lef-1

に対する反応を弱いながらも認めた．毛母腫では，好塩

基性細胞および下層の移行細胞の核や細胞質に Lef-1に

対する反応を認め，陰影細胞および上層の移行細胞にも

Lef-1の弱い反応を認めた（Fig 3D）．

歯牙腫における β-cateninおよび Lef-1に対する陽性

所見は，歯牙様硬組織の形成が少量で，エナメル器に類

似した歯原性上皮を豊富に認める未熟な歯牙腫で強い反

応を認めた（Figs 2B, 3B）．

考 察

毛母腫は皮膚にみられる良性腫瘍で，毛母細胞に由来

するとされ，毛母基から毛皮質への分化を模倣してい

る12）．本腫瘍は好塩基性細胞と脱核した陰影細胞および

これら両者の間に介在する移行細胞から構成される．好

塩基性細胞は毛母細胞に相当し，特に基底に位置する細

胞に増殖能がある13）．また，陰影細胞は毛皮質にみられ

Fig 1 The antibodies for hair protein reacted with the cytoplasm of ghost cells incalcifying cystic odontogenic tumor
（A）and odontoma（B）, and shadow cells in adamantinomatous craniopharingioma（C）and pilomatrixoma（D）. Tran-
sitional cells in pilomatrixoma were also reacted for hair protein（D）.

Hard keratin発現腫瘍と Wntシグナル伝達経路 3



る，脱核し角化した皮質細胞に相当すると考えられてい

る12, 14）．

頭蓋咽頭腫はトルコ鞍領域にみられる良性腫瘍で，頭

蓋咽頭管の遺残組織（ラトケ餒）に由来するとされ，エ

ナメル上皮腫型と扁平上皮乳頭型の 2型が存在する15）．

エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫は餒胞を伴う腫瘤を形成

し，餒胞壁は重層扁平上皮あるいはエナメル上皮に類似

した構造から成り，上皮胞巣内には石灰化物や陰影細胞

（幻影細胞）の集団がみられる．

石灰化餒胞性歯原性腫瘍は餒胞状を呈する歯原性腫瘍

であるが，しばしば歯牙腫を伴い，裏装上皮の充実性増

殖もみられることから，腫瘍に分類されている16）．組織

学的に，餒胞壁の裏装上皮はエナメル器への分化を示

し，上皮組織内に多数の幻影細胞の出現や石灰化物を認

める．この幻影細胞の由来については，歯冠形成に関与

するエナメル上皮などの歯原性上皮が角化を伴う meta-

plasiaに陥り，形成されると考えられている2, 3, 17, 18）．ま

た，幻影細胞の出現および象牙質の形成を特徴とするも

のは象牙質形成性幻影細胞腫とされ，さらに石灰化餒胞

性歯原性腫瘍および象牙質形成性幻影細胞腫の悪性型は

幻影細胞性歯原性癌とされている19, 20）．

歯牙腫はエナメル質，象牙質，セメント質を主体に構

成される腫瘍状病変あるいは組織奇形（過誤腫）と考え

られており，発生頻度の高い歯原性腫瘍である21）．組織

学的には，種々の形の小歯牙様構造物の集合からなる集

合型（compound type）と不規則な配列をなす歯牙様硬

組織の塊状増殖物を呈する複雑型（complex type）に分

けられている21）．石灰化餒胞性歯原性腫瘍（石灰化歯原

性餒胞）で特徴的な組織所見の一つである幻影細胞が，

歯牙腫でも出現することは古くから知られており2−6），

我々の検索では，約 67％の症例に幻影細胞の出現を認

めた7）．一般に，これらの歯原性腫瘍でみられる幻影細

胞は，陰影細胞の analogueと考えられている1）．

電子顕微鏡による解析では，幻影細胞には多量のトノ

フィラメントの局在を認めるものの，角化でみられるケ

ラトヒアリン顆粒がみられないことから，上皮で通常生

じる角化とは異なることが考えられている17, 18, 22）．ま

た，免疫組織化学的検索で keratinの発現が認められな

Fig 2 Immunostaining ofβ-catenin showed strong expression in the nucleus, cytoplasm and cell membrane of epi-
thelial cells in hard keratin expressing tumor. Furthermore a part of transitional cells of pilomatrixoma were also posi-
tive for β-catenin antibody. The ghost cells and shadow cells showed slight positive reaction forβ-catenin．（A , calci-
fying cystic odontogenic tumor :B , odontoma :C , adamantinomatous craniopharingioma :D , pilomatrixoma）．
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いことから，分子量の異なる keratinの存在もしくは

keratinの欠失が示唆されていた2, 18, 23）．しかしながら，

近年，免疫組織化学的検索により石灰化餒胞性歯原性腫

瘍や歯牙腫の幻影細胞，エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫の

陰影細胞および毛母腫の移行細胞並びに陰影細胞に

hard keratinの発現が確認された1, 7, 24, 25）．ヒト正常毛幹の

皮質細胞でみられるメラニン沈着を，石灰化餒胞性歯原

性腫瘍や歯牙腫の上皮細胞の一部に認めることがあ

り26, 27），幻影細胞の出現は陰影細胞と同様に，毛髪への

分化を模倣したものと考えられている1）．

ヒト hair proteinは，中間径フィラメントである hard

keratinと matrix proteinで構成されている28）．本研究で

用いた hair proteinに対する抗体の反応はいずれも同じ

で，幻影細胞や陰影細胞および移行細胞に認めたことか

ら，これらの細胞の細胞質に hard keratinの高度な局在

が示された．一方，幻影細胞や陰影細胞周囲の上皮細胞

には，hard keratinに対する反応を全く認めなかった．

移行細胞を有する毛母腫を除いて，石灰化餒胞性歯原性

腫瘍，歯牙腫およびエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫におけ

る幻影細胞や陰影細胞の出現様式は突然であり，移行形

態を有しない点で同じであった．

近年，石灰化餒胞性歯原性腫瘍，歯牙腫，毛母腫およ

びエナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫では，β-catenin 遺伝子

の変異や β-cateninタンパクの集積がみられることか

ら，Wntシグナル伝達経路の主要経路の一つである，Wnt

/β-catenin経路が，これらの腫瘍の形成に関与すること

が考えられている7, 8, 29−35）．β-cateninは細胞膜で cadherin

の裏打ちタンパクとして細胞接着に重要な役割を果たす

とともに，この Wntシグナル伝達経路の key component

として機能している9）．通常，β-cateninは細胞質や核で

はほとんどみられない．これは，β-cateninが APC（ade-

nomatous polyposis coli），Axin, GSK-3β（glycogen syntase

kinase-3β）からなる複合体と結合してリン酸化を生
じ，さらにユビキチン化を受けてプロテアソームにより

分解されるからであるとされている．しかし，Wnt が

その受容体である Frizzledに結合すると，Wntシグナル

が Dishevelledを介して β-cateninをリン酸化する GSK-

3β の kinase活性を阻害する．それによって，リン酸化

Fig 3 Immunoreactivity of Lef-1 was shown in the nucleus of epithelial cells around the ghost cells and shadow
cells. And the shadow cells and ghost cells showed slight positive reaction of Lef-1．（A, calcifying cystic odontogenic
tumor : B , odontoma :C , adamantinomatous craniopharingioma :D , pilomatrixoma）．
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を受けない β-cateninは安定化して細胞内に蓄積し，核

内へ移行して Tcf/Lef ファミリーの転写因子と複合体を

形成し，様々な標的遺伝子の転写活性化を引き起こす．

そして，転写活性化を受けた標的遺伝子の作用により，

細胞の増殖，分化，極性の変化などが引き起こされる．

しかし，APCや Axin に変異が起きて β-cateninの分解

が低下したり，β-catenin自体に変異が起きて分解され

にくくなると，β-cateninの集積が生じる．実際に，

APC, Axinおよび β-cateninの変異や，Wnt の過剰発現

が，さまざまな腫瘍で確認されており，この Wnt シグ

ナル伝達経路構成因子の異常は，腫瘍発育における一つ

の段階と考えられている9, 11）．

今回の検索では，石灰化餒胞性歯原性腫瘍，歯牙腫，

エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫および毛母腫において，β-

cateninは幻影細胞および陰影細胞周囲にみられる上皮

細胞や好塩基性細胞の核および細胞質に強い発現を認

め，細胞膜にもその局在を認めた．また毛母腫では移行

細胞の一部にも β-cateninの発現を認めた．この核およ

び細胞質における β-cateninの異常集積には，cadherin,

APCおよび β-cateninの変異が関与していることが推察

された．また，同様の細胞において Lef-1の発現を核に

認めたことから，これらの腫瘍では，腫瘍細胞の細胞質

において β-cateninの集積が増加し，核内へ移行するこ

とによって Lef-1と結合し，hair proteinのプロモーター

領域の転写活性が生じ，hard keratinの産生が増加した

結果，幻影細胞または陰影細胞が形成されることが考え

られた．

Wnt/β-catenin経路は毛皮質への分化に関与し36, 37），hard

keratinの発現を誘導する38−40）．ヒトの hard keratinには 9

種の type I acidic hard keratin（40−50 kd）と 6種の type

II neutral/basic hard keratin（55−65 kd）が存在し25），ほと

んどすべての hard keratin 遺伝子のプロモーター領域に

Lef-1結合部位があることが報告されている29−31）．また，

Wntシグナル伝達系は歯の発生にも関与し41），amelogenin

や enamelin 遺伝子のプロモーター領域にも Lef-1結合

部位が存在することは興味ある知見である35）．歯，脳下

垂体および毛髪はその発生過程の初期に，それぞれの関

連する上皮（歯は口腔粘膜上皮，脳下垂体前葉はラトケ

餒，毛髪は皮膚上皮）が間質に陥入して，当該の間葉と

の相互作用により形成を開始するという共通性がある．

これらの異なる組織に由来する石灰化餒胞性歯原性腫

瘍，歯牙腫，エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫および毛母腫

には，幻影細胞および陰影細胞の出現という類似した組

織学的特徴がみられ，その腫瘍発生のメカニズムにも共

通性があり，さらなる遺伝子レベルでの検索の必要性が

考えられた．

結 論

幻影細胞あるいは陰影細胞には hard keratinの発現を

高度に認め，これらの細胞に近接した上皮細胞では，β-

cateninの細胞質および核での発現増加，および Lef-1の

核への局在を認めた．以上の所見から，hard keratin発

現腫瘍の主要な構成要素である幻影細胞あるいは陰影細

胞の出現には Wntシグナル伝達経路が関与することが

示唆された．また，さらなる遺伝子レベルでの検索の必

要性が考えられた．

引用文献

１）Kusama K , Katayama Y , Oba K , Ishige T , Kebusa Y ,
Okazawa J, Fukushima T and Yoshino A : Expression of hard
alpha-keratins in pilomatrixoma, craniopharyngioma, and calcify-
ing odontogenic cyst. Am J Clin Pathol123, 376−381, 2005

２）Levy BA : Ghost cells and odontomas. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol36, 851−855, 1973

３）Sedano HO and Pindborg JJ : Ghost cell epithelium in odon-
tomas. J Oral Pathol 4, 27−30, 1975

４）Regezi JA, Kerr DA and Courtney RM : Odontogenic tumors :
analysis of706 cases. J Oral Surg36, 771−778, 1978

５）Katz RW : An analysis of compound and complex odontomas.
ASDC J Dent Child56, 445−449, 1989

６）Chang JY, Wang JT, Wang YP,Liu BY, Sun A and Chiang
CP : Odontoma : a clinicopathologic study of 81 cases. J Formos
Med Assoc102, 876−882, 2003

７）Tanaka A, Okamoto M, Yoshizawa D, Ito S, González Alva P,
Ide F and Kusama K : Presence of ghost cells and Wnt Signaling
pathway in odontomas. J Oral Pathol Med36, 400−404, 2007

８）Hassanein AM, Glanz SM, Kessler HP, Eskin TA and Liu C :
β-Catenin is expressed aberrantly in tumors expressing shadow
cells. Pilomatricoma, craniopharyngioma, and calcifying odonto-
genic cyst. Am J Clin Pathol120, 732−736, 2003

９）Dale TC : Signal transduction by the Wnt family of ligands.
Biochem J329, 209−223, 1998

１０）Clevers H : Wnt signaling : Ig-norrin the dogma. Curr Biol
14, R436−R437, 2004

１１）Reya T and Clevers H : Wnt signalling in stem cells and can-
cer. Nature434, 843−850, 2005

１２）Kaddu S, Soyer HP, Hödl S and Kerl H : Morphological
stages of pilomatricoma. Am J Dermatopathol18, 333−338, 1996

１３）Fayyazi A, Soruri A, Radzun HJ, Peters JH and Berger H :
Cell renewal , cell differentiation and programmed cell death
（apoptosis）in pilomatrixoma. Br J Dermatol137, 714−720, 1997
１４）Cribier B, Asch PH, Regnier C, Rio MC and Grosshans E :

Expression of human hair keratin basic 1 in pilomatrixoma. A
study of 128 cases. Br J Dermatol140, 600−604, 1999

１５）Janzer RC, Burger PC and Giangaspero F : Craniopharyn-
gioma. In : Pathology & Genetics, tumours of the nervous sys-
tem, Kleihues P and CaveneeWK, eds , IARC Press , Lyon ,

6 岡本基良・田中章夫・田中 真ほか 明海歯学 37, 2008



pp196−198, 1997
１６）Prætorius F and Ledesma-Montes C : Calcifying cystic odonto-

genic tumour. In : World Health Organization classification of tu-
mours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Barnes
L, Eveson JW, Reichart P and Sidransky D, eds, IARC Press,
Lyon, pp313, 2005

１７）Sapp JP and Gardner DG : An ultrastructural study of the cal-
cifications in calcifying odontogenic cysts and odontomas. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol44, 754−766, 1977

１８）Regezi JA, Courtney RM and Kerr DA : Keratinization in
odontogenic tumors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol39, 447−
455, 1975

１９）Prætorius F and Ledesma-Montes C : Dentinogenic ghost cell
tumour. In : World Health Organization classification of tumours.
Pathology and genetics of head and neck tumours. Barnes L,
Eveson JW, Reichart P and Sidransky D, eds, IARC Press, Lyon,
pp314, 2005

２０）Takata T and Lu Y : Ghost cell odontogenic carcinoma. In :
World Health Organization classification of tumours. Pathology
and genetics of head and neck tumours. Barnes L, Eveson JW,
Reichart P and Sidransky D, eds, IARC Press, Lyon, pp293, 2005

２１）Prætorius F and Piattelli A : Odontoma. In : World Health Or-
ganization classification of tumours. Pathology and genetics of
head and neck tumours. BarnesL, Eveson JW, Reichart P and
Sidransky D, eds, IARC Press, Lyon, pp310−311, 2005

２２）Kerebel B and Kerebel LM : Ghost cells in complex odon-
toma : a light microscopic and SEM study. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol59, 371−378, 1985

２３）Piattelli A and Trisi P : Ghost cells in compound odontoma :
a study of undemineralized material. Bull Group Int Rech Sci
Stomatol Odontol34, 145−149, 1991

２４）Tateyama H, Tada T, Okabe M, Takahashi E and Eimoto T :
Different keratin profiles in craniopharyngioma subtypes and
ameloblastomas.Pathol Res Pract197, 735−742, 2001

２５）Cribier B, Peltre B, Grosshans E, Langbein L and Schweizer
J : On the regulation of hair keratin expression : Lessons from
studies in pilomatricomas. J Invest Dermatol122, 1078−1083,
2004

２６）Buchner A, David R, Carpenter W and Leider A : Pigmented
lateral periodontal cyst and other pigmented odontogenic lesions.
Oral Dis 2, 299−302, 1996

２７）Soames JV : A pigmented calcifying odontogenic cyst. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol53, 395−400, 1982

２８）Nakamura A, Arimoto M, Takeuchi K and Fujii T : A rapid
extractionprocedure of human hair proteins and identification of
phosphorylated species. Biol Pharm Bull25, 569−572, 2002

２９）Chan EF, Gat U, McNiff JM and Fuchs E : A common human
skin tumour is caused by activating mutations inβ-catenin. Nat

Genet21, 410−413, 1999
３０）Chan EF : Pilomatricomas contain activating mutations in

beta-catenin. J Am Acad Dermatol43, 701−702, 2000
３１）Moreno-Bueno G, Gamallo C, Perez-Gallego L, Contrearas F

and Palacios J :β-catenin expression in pilomatrixomas. Rela-
tionship with β-catenin gene mutations and comparison withβ-
catenin expression in normal hair follicles. Br J Dermatol145,
576−581, 2001

３２）Park SW, Suh KS, Wang HY, Kim ST and Sung HS :β-
Catenin expression in the transitional cell zone of pilomatricoma.
Br J Dermatol145, 624−629, 2001

３３）Sekine S, Sato S, Takata T, Fukuda Y, Ishida T, Kishino M,
Shibata T, Kanai Y and Hirohashi S :β-Catenin mutations are
frequent in calcifying odontogenic cysts, but rare in ameloblas-
tomas. AmJ Pathol 163, 1707−1712, 2003

３４）Kato K, Nakatani Y, Kanno H, Inayama Y, Ijiri R, Nagahara
N, Miyake T, Tanaka M, Ito Y, Aida N, Tachibana K, Sekido K
and Tanaka Y : Possible linkage between specific histological
structures and aberrant reactivation of the Wnt pathway in ada-
mantinomatous craniopharyngioma. J Pathol203, 814−821, 2004

３５）Sekine S, Takata T, Shibata T, Morishita Y, Noguchi M,
Uchida T, Kanai Y and Hirohashi S : Expression of enamel pro-
teins and LEF 1 in adamantinomatous craniopharyngioma : evi-
dence for its odontogenic epithelial differentiation. Histopathol-
ogy 45, 573−579, 2004

３６）DasGupta R and Fuchs E : Multiple roles for activated LEF/
TCF transcription complexes during hair follicle development and
differentiation. Development126, 4557−4568, 1999

３７）Merill BJ, Gat U, DasGupta R and Fuchs E : Tcf 3 and Lef 1
regulate lineage differentiation of multipotent stem cells in skin.
Genes Dev15, 1688−1705, 2001

３８）Zhou P, Byrne C, Jacobs J and Fuchs E : Lymphoid enhancer
factor 1 directs hair follicle patterning and epithelial cell fate.
Genes Dev9, 700−713, 1995

３９）Rogers MA, Winter H, Langbein L, Wolf C and Schweizer J :
Characterization of a 300 kbp region of human DNA containing
the type II hair keratin gene domain. J Invest Dermatol114, 464−
472, 2000

４０）Rogers MA, Winter H, Wolf C, Heck M and Schweizer J :
Characterization of a 190-kilobase pair domain of human type I
hair keratin genes. J Biol Chem273, 26683−26691, 1998

４１）Sarkar L and Sharpe PT : Expression of Wnt signalling path-
way genes during tooth development. Mech Dev85, 197−200,
1999

（受付日：2007年 10月 23日 受理日：2007年 10月 26日）

Hard keratin発現腫瘍と Wntシグナル伝達経路 7



顎間垂直距離決定の基準下顎位に関する研究
－持続発音時における下顎位の安定性－

山本 裕信§ 大森香都良 栗原 美詠 下川原 忍
曽根 峰世 屋嘉 智彦 藤澤 政紀 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：我々は，実験 1として 7種類の被検音（［i］，［u］，［�i］，［mi］，［su］，［mu］，［n］）の持続発音時における下顎
位の安定性，および発音開始位（咬頭嵌合位ないし下顎安静位）の相違による影響について，個性正常咬合を有する成人
5名を対象に検討した．実験 2として［n］持続発音時の下顎位の安定性について，個性正常咬合を有する成人 20名を対象
に検討した．いずれも計測には下顎運動計測装置 K 7エバリュエーションシステムを用いた．その結果，以下の結論を
得た．
1．発音開始位の相違が［i］および［u］持続発音時における下顎位の安定性に及ぼす影響は認められなかった．
2．先行子音［s］，［m］が［i］および［u］持続発音時における下顎位の安定性に及ぼす影響は認められなかった．
3．［n］持続発音時の下顎位は咬頭嵌合位に近接するとともに，下顎安静位と比較して有意に高い安定性を示した．
以上より，［n］持続発音時の下顎位は顎間垂直距離の決定における基準下顎位として使用しうる可能性が示唆された．

索引用語：持続発音，下顎位，顎間垂直距離，母音，［n］音

Studies on Mandibular Reference Position for Determining Occlusal
Vertical Dimension
－Stability of Mandibular Position in Continuous Phonation－

Hironobu YAMAMOTO §, Katsura OHMORI , Mie KURIHARA ,
Shinobu SHIMOKAWARA , Mineyo SONE, Tomohiko YAKA ,

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

Abstract : This study comprised two parts : In the first part of the study, we investigated the stability of the mandibular
position in continuous phonation of 7 phones（［i］,［u］,［�i］,［mi］,［su］,［mu］, and［n］）and determined the effect of the
position prior to phonation（the physiologic rest position and the intercuspal position）on the stability of this position for 5
healthy dentate subjects. In the second part of the study, we investigated the stability of the mandibular position in continu-
ous phonation of［n］, based on the results from the first study for 20 healthy dentate subjects. The mandibular position was
recorded with the aid of a mandibular movement analyzing device. The following results were obtained ;

1 . There was no effect of the mandibular position prior to phonation on the stability of the position during the continu-
ous phonation of［i］or［u］.

2 . There was no effect of the prevocalic phone［s］or［m］on the stability of the position during the continuous
phonation of［i］or［u］.

3 . The mandibular position in continuous phonation of the phone［n］was very close to the intercuspal position, and
furthermore was more stable statistically than the physiologic rest position.

The data suggest that the mandibular position during the continuous phonation of the phone［n］is valuable for determin-
ing the occlusal vertical dimension.

Key words : continuous phonation, mandibular position, occlusal vertical dimension, vowel phonation,［n］phonation
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緒 言

補綴臨床において適正な顎間垂直距離を決定すること

は，顎口腔機能を正常に保つ上で極めて重要であ

る1−6）．従来より，顎間垂直距離の決定法として，下顎

安静位法7−9）が頻用されているが，下顎安静位法単独で

はかならずしも，適正な顎間垂直距離を決定し得るとは

いえない10, 11）．

従来より，再現性の高い発音運動位を利用した顎間垂

直距離の決定法が試みられている12−24）．しかし，これら

の方法では被検語音の発音時間が極めて短く21−24），発音

時の下顎位を記録し，それを臨床的に応用することは困

難であった．それに対し我々は日本語母音の内，［i］，

［u］持続発音時の下顎位は下顎安静位に近く，ほぼ安定

した位置を示すこと，また発音時間が従来の方法と比較

して長く，発音時の下顎位を容易に記録し得る利点があ

ることを報告した25−27）．しかし，［i］，［u］持続発音時の

下顎位も顎間垂直距離を決定する上ではばらつきが大き

く，十分な安定性を有しているとはいえなかった．

本研究では顎間垂直距離決定の基準となりうる，さら

に安定性の高い発音位を明らかにすることを目的とし

て，先行子音を伴う母音および［ん］（以下［n］）持続発

音時の下顎位の動態について検討を加えた．

材料と方法

本研究では以下の 2種類の実験を行った．

実験 1では，被験者として成人男子 5名を選択し，母

音［i］，［u］，先行子音を伴う母音［�i］，［mi］，［su］，

［mu］および［n］持続発音時の下顎位の動態について検討

を加えた．

実験 2では，被験者として成人 20名を選択し，［n］持

続発音時の下顎位の動態について検討を行った．さらに

その中から 3名を無作為に抽出し，［n］持続発音時の日

内変動および日間変動についても検討を加えた．本研究

計画については明海大学歯学部倫理委員会にて承認をう

けた（承認番号 A-0603）．

［実験 1］

1．被験者

顎口腔機能および咬合関係に異常を認めず，かつ歯欠

損がなく第二大臼歯までの歯列を有している天然歯列者

5名（平均年齢 27.4歳）を選択した．なお，自覚的発音

障害，あるいは聴覚障害のあるものは被験者に含まれて

いない．

2．被検音

1）母音［i］，［u］

2 ）先行歯音［s］ないし［m］を伴う母音［�i］，［mi］，

［su］，［mu］

3）［n］音

の計 7音とした．

3．下顎位の記録

閑静なシールドルーム内で，被験者のフランクフルト

平面が床とほぼ平行になるように安頭台で頭部を支持し

て実験を行った．

発音を開始する下顎位（以下，発音開始位と略す）は

咬頭嵌合位および下顎安静位の 2下顎位とし，各被検音

を日常会話時の大きさ，高さで各 4回，約 4秒間持続発

音させ，この際の下顎位を下顎運動測定器 K 7エバリ

ュエーションシステム（モリタ，大阪）を用いて記録し

た（Fig 1）．

4．下顎位の計測および分析

咬頭嵌合位を発音開始位とした場合の母音［i］持続発

音時における典型的な sweep波形の模式図および計測

点を Fig 2に示す．下顎位の計測点は，下顎位が発音開

始位から変化し始めた時点を起始点とし，起始点から 1

秒間隔で 4秒後までの 4ポイント（蠢～蠶）とした．記

録された持続発音時の矢状面における sweep波形上

で，咬頭嵌合位と各計測ポイントとの垂直方向における

距離（以下，「上下顎の切歯間距離」と略す）を，ノギ

ス（松井精密工業，新潟）にて計測した．各計測ポイン

─────────────────────────────
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学術振興会科学研究費補助金若手研究 B（課題番号 17791405）
により支援された． Fig 1 K 7 evaluation system.
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トにおいて，4回の計測により得られる上下顎の切歯間

距離の平均値を被験者ごとに算出した後，5名の平均値

および標準偏差を求めた．

Fig 3に下顎安静位における典型的な sweep波形を示

す．被験者を数分間リラックスさせ，下顎位が安定し，

下顎安静位を保持したと判断された時点において，咬頭

嵌合位で閉口するよう指示し，その時の上下顎の切歯間

距離を下顎安静位としてノギスを用いて測定した．

5．統計解析

1）各被検音における，咬頭嵌合位を発音開始位とした

場合と，下顎安静位を発音開始位とした場合との間．

2）各被検音における計測ポイント（蠢～蠶）間．

3）各計測ポイントにおける被検音間．

上記の 1）～3）に統計学的有意差が存在するか否かに

ついて，Student’s-t 検定を行った．

［実験 2］

1．被験者

被験者は顎口腔機能および咬合関係に異常を認めず，

かつ歯欠損がなく第二大臼歯までの歯列を有している天

然歯列者 20名（平均年齢 27.4歳）を選択した．なお実

験 1と同様に自覚的発音障害，あるいは聴覚障害のある

ものは被験者に含まれていない．

2．被検音

被検音は［n］とした．

3．下顎位の記録

実験 1と同様な方法で行った，ただし，発音開始位を

咬頭嵌合位のみとした．

4．下顎位の計測および分析

下顎位の計測点は，実験 1と同様に下顎位が発音開始

位から変化し始めた時点を起始点とし，起始点から 1秒

間隔で 4秒後までの 4ポイント（蠢～蠶）とした．記録

された持続発音時の矢状面における sweep波形上で，

咬頭嵌合位と各計測ポイントとの垂直方向における距離

を，ノギスにて計測した．各計測ポイントにおいて，4

回の計測により得られる上下顎の切歯間距離の平均値を

被験者ごとに算出した後，20名の平均値および標準偏

差を求めた．

下顎安静位についても実験 1と同様に被験者を数分間

リラックスさせることにより下顎安静位の安定した状態

で，下顎安静位と咬頭嵌合位との距離を記録，計測し

た．

5．日内変動および日間変動について

［n］持続発音時の下顎位の計測時期による変動につい

ては，被験者 20名の中から 3名を無作為に抽出し検討

を加えた．計測時期は午前 9時，午後 1時，午後 5時の

1日 3回とし，さらに，時刻を午後 5時に定めて 3日連

続で計測を行った．

なお，算出する数値は下記とした．

1）被験者内の各計測ポイントにおける 4回の平均値と

標準偏差

2）ポイント蠢，蠡，蠱，蠶の 4点の平均を 1回の計測

値とした場合の 4回の平均値と標準偏差

3）2）における 4回の平均値を 1回の計測値とした場

合の各計測時期における平均値と標準偏差

6．統計解析

1）［n］持続発音時の各ポイントと下顎安静位との間

2）計測ポイント（蠢～蠶）間

上記の 1），2）に統計学的有意差が存在するか否かにつ

Fig 3 Typical recording at physiologic rest position.

Fig 2 Typical recording during continuous phonation and
measuring point.
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いて，Student’s-t 検定を行った．

結 果

実験 1

1．［i］，［�i］および［mi］持続発音

Figs 4−6に［i］，［�i］および［mi］持続発音時における

典型的な sweep波形の 1例を示す．［i］，［�i］，［mi］の

いずれにおいても，発音開始直後にやや大きく開口した

のち上下顎の切歯間距離をわずかに減少させ，その後は

ほぼ一定の距離で安定する傾向を示した．

Fig 7に［i］持続発音時における上下顎の切歯間距離の

測定結果を示す．［i］持続発音時では，計測ポイント

蠢，蠡，蠱，蠶のいずれにおいても，発音開始位を下顎

安静位とした場合の上下顎の切歯間距離は，発音開始位

を咬頭嵌合位とした場合の値と比較してほぼ同じかやや

大きくなる傾向を示したが，有意差は認められなかった

（p＞0.05）．

また，いずれの発音開始位においても計測ポイントが

蠢から蠶へ移行するとともに，上下顎の切歯間距離はや

や小さくなる傾向を示したが，有意差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

［i］持続発音時における上下顎の切歯間距離の平均値

は，咬頭嵌合位を発音開始位とした場合が 3.5 mmから

4.0 mm，下顎安静位を発音開始位とした場合が 3.8 mm

から 3.9 mmの値を示したが，いずれも下顎安静位にお

ける上下顎の切歯間距離の平均値 1.4 mmと比較して有

意差は認められなかった（p＞0.05）．

Table 1および Fig 8に［i］，［�i］および［mi］持続発音

時における上下顎の切歯間距離の測定結果を示す．

［�i］，［mi］のいずれにおいても，［i］と同様な，上下顎

の切歯間距離を示した．すなわち，計測ポイント蠢，

蠡，蠱，蠶いずれにおいても発音開始位を下顎安静位と

した場合の上下顎の切歯間距離は，発音開始位を咬頭嵌

合位とした場合の値と比較してほぼ同じかやや大きくな

る傾向を示したが，有意差は認められなかった（p＞

Fig 4 Typical recording during continuous phonation of［i］.

Fig 5 Typical recording during continuous phonation of［�i］.

Fig 6 Typical recording during continuous phonation of［mi］.

Fig 7 Interincisal distance at physiologic rest position and at 4
time points during continuous phonation of［i］, starting from the
intercuspal position or physiologic rest position. R : physiologic
restposition.蠢 : One second after starting phonation.蠡 : Two
seconds after starting phonation.蠱 : Three seconds after starting
phonation.蠶：Four seconds after starting phonation.
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0.05）．いずれの発音開始位においても計測ポイントが

蠢から蠶へ移行するとともに，上下顎の切歯間距離はや

や小さくなる傾向を示したが，有意差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

［�i］持続発音ではいずれの発音開始位においても［i］

持続発音と比較してやや上下顎の切歯間距離が小さくな

る傾向を示したが，有意差は認められなかった（p＞

0.05）．［mi］持続発音ではいずれの発音開始位において

も［i］持続発音とほぼ同程度かやや大きくなる傾向を示

したが，有意差は認められなかった（p＞0.05）．また，

［�i］および［mi］では，［i］と同様いずれの発音開始位に

おいても下顎安静位と比較して有意差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

2．［u］，［su］および［mu］持続発音

Figs 9−11に［u］，［su］および［mu］持続発音時におけ

る典型的な sweep波形の 1例を示す．［u］，［su］，［mu］

のいずれにおいても，［i］，［�i］，［mi］の場合と同様

に，発音開始直後にやや大きく開口したのち上下顎の切

歯間距離をわずかに減少させ，その後はほぼ一定の距離

で安定する傾向を示した．

Fig 12に［u］持続発音時における上下顎の切歯間距離

の測定結果を示す．［u］持続発音では，計測ポイント

蠢，蠡，蠱，蠶のいずれにおいても，発音開始位を下顎

安静位とした場合の上下顎の切歯間距離は，発音開始位

を咬頭嵌合位とした場合の値と比較してほぼ同じ値を示

し，有意差は認められなかった（p＞0.05）．

Table 1 Interincisal distance at physiologic rest position and 4
points during［i］，［�i］，and［mi］continuous phonation, start-
ing from intercuspal position or physiologic rest position.

（n＝5）

startingposition 蠢 蠡 蠱 蠶

［i］
intercuspal position
restposition

4.0±1.9
3.9±1.7

3.8±2.0
3.8±1.8

3.7±2.1
3.8±1.8

3.5±2.2
3.8±1.8

［�i］
intercuspal position
restposition

2.9±1.7
3.1±1.9

2.8±1.8
3.1±1.9

2.9±1.9
3.1±1.9

2.8±1.9
3.1±2.0

［mi］
intercuspal position
restposition

4.1±2.0
4.5±1.7

3.8±2.0
4.4±1.7

3.8±2.1
4.3±1.8

3.7±2.1
4.3±1.8

restposition : 1.4±0.9 （mean±SD, unit : mm）
Fig 9 Typical recording during continuous phonation of［u］.

Fig 11 Typical recording during continuous phonation of［mu］.

Fig 8 Interincisal distance at physiologic rest position and at 4
time points during continuous phonation of［ i］，［�i］, and
［mi］，starting from the intercuspal position or physiologic rest
position

Fig 10 Typical recording during continuous phonation of［su］.

12 山本裕信・大森香都良・栗原美詠ほか 明海歯学 37, 2008



また，いずれの発音開始位においても計測ポイントが

蠢から蠶へ移行するとともに，上下顎の切歯間距離はや

や小さくなる傾向を示したが，有意差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

［u］持続発音時における上下顎の切歯間距離の平均値

は，咬頭嵌合位を発音開始位とした場合が 2.6 mmから

3.0 mm，下顎安静位を発音開始位とした場合が 2.8 mm

から 3.0 mmの値を示したが，いずれも下顎安静位にお

ける上下顎の切歯間距離の平均値 1.4 mmと比較して有

意差は認められなかった（p＞0.05）．

Table 2および Fig 13に［u］，［su］および［mu］持続発

音時における上下顎の切歯間距離の測定結果を示す．

［su］，［mu］のいずれにおいても，［u］と同様な，上下顎

の切歯間距離を示した，すなわち，計測ポイント蠢，

蠡，蠱，蠶いずれにおいても発音開始位を下顎安静位と

した場合の上下顎の切歯間距離は，発音開始位を咬頭嵌

合位とした場合の値と比較してほぼ同じかやや大きくな

る傾向を示したが，有意差は認められなかった（p＞

0.05）．いずれの発音開始位においても計測ポイントが

蠢から蠶へ移行するとともに，上下顎の切歯間距離はや

や小さくなる傾向を示したが，有意差は認められなかっ

た（p＞0.05）．

3．［n］持続発音

Fig 14に［n］持続発音時における典型的な sweep波形

の 1例を示す．［n］持続発音では発音開始直後にわずか

に開口したのち，上下顎の切歯間距離を徐々に減少さ

せ，咬頭嵌合位付近で安定する傾向を示した．

Table 3および Fig 15に［n］持続発音時における上下

顎の切歯間距離の測定結果を示す．発音開始位を咬頭嵌

合位とした場合および発音開始位を下顎安静位とした場

合のいずれにおいても極めて小さい上下顎の切歯間距離

と小さい標準偏差を示した．

発音開始位を咬頭嵌合位とした場合，計測ポイント蠢

において，平均値で 0.3 mmの上下顎の切歯間距離を示

したのち，上下顎の切歯間距離はさらに小さくなり，ポ

イント蠱，蠶では咬頭嵌合位，すなわち 0に近い値を示

した．発音開始位を下顎安静位とした場合は，発音開始

位を咬頭嵌合位とした場合と比較して，上下顎の切歯間

距離がやや大きくなる傾向を示したが，有意差はなく，

Fig 12 Interincisal distance at physiologic rest position and at
4 time points during continuous phonation of［u］, starting from
the intercuspal position or physiologic rest position.

Table 2 Interincisal distance at physiologic rest position and 4
points during［u］，［su］，and［mu］continuous phonation, start-
ing from intercuspal position or physiologic rest position.

（n＝5）

starting position 蠢 蠡 蠱 蠶

［u］
intercuspal position
rest position

3.0±1.8
3.0±1.3

2.9±1.8
3.0±1.3

2.8±1.8
2.9±1.3

2.6±1.8
2.8±1.3

［su］
intercuspal position
rest position

2.5±1.8
2.8±1.6

2.4±1.8
2.9±1.6

2.4±1.8
1.6±2.7

2.3±1.8
2.7±1.4

［mu］
intercuspal position
rest position

2.4±1.6
2.9±1.4

2.3±1.5
2.8±1.4

2.2±1.5
2.7±1.4

2.2±1.5
2.7±1.4

rest position : 1.4±0.9 （mean±SD, unit : mm）

Fig 13 Interincisal distance at rest position and at 4 time
points during continuous phonation of［u］,［su］or［mu］, start-
ing from the intercuspal position or physiologic rest position

Fig 14 Typical recording during continuous phonation of［n］.
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咬頭嵌合位を発音開始位とした場合と同様，咬頭嵌合

位，すなわちほぼ 0の値を示した．

また，［n］持続発音時における上下顎の切歯間距離の

平均値は 0.1 mmから 0.4 mmであり，いずれの発音開

始位でもポイント蠡，蠱，蠶において下顎安静位と比較

して，有意に小さい値を示した（p＜0.05）．

4．咬頭嵌合位を発音開始位とした場合の全被検音

Table 4および Fig 16に咬頭嵌合位を発音開始位とし

た場合の全被検音における計測結果を示す．［n］持続発

音時の上下顎の切歯間距離はすべての計測ポイントにお

いて，［i］，［�i］，［mi］，［u］，［su］，［mu］持続発音時の

値および下顎安静位の値と比較して，有意に小さい値を

示した（p＜0.05）．また，標準偏差においても，［i］，

［�i］，［mi］，［u］，［su］，［mu］持続発音および下顎安静

Table 3 Interincisal distance at rest position and 4 points during
［n］continuous phonation, starting from intercuspal position or
restposition. （n＝5）

startingposition 蠢 蠡 蠱 蠶

［n］
intercuspal position
restposition

0.3±0.6
0.4±0.4

0.2±0.4
0.3±0.4

0.1±0.2
0.3±0.4

0.1±0.2
0.3±0.3

restposition : 1.4±0.9 （mean±SD, unit : mm）

Fig 15 Interincisal distance atrest position and at 4 time
points during continuous phonation of［n］, starting from the in-
tercuspal position or rest position.

Fig 16 Interincisal distance at the rest position and at 4 points
time during continuous phonation of 7 phones, starting from the
intercuspal position.

Table 4 Interincisal distance at physiologic rest position and 4
points during［i］,［�i］,［mi］,［u］,［su］,［mu］and［n］continu-
ous phonation, starting from intercuspal position. （n＝5）

蠢 蠡 蠱 蠶

［i］
［�i］
［mi］
［u］
［su］
［mu］
［n］

4.0±1.9
2.9±1.7
4.1±2.0
3.0±1.8
2.5±1.8
2.4±1.6
0.3±0.6

3.8±2.0
2.8±1.8
3.8±2.0
2.9±1.8
2.4±1.8
2.3±1.5
0.2±0.4

3.7±2.1
2.9±1.9
3.8±2.1
2.8±1.8
2.4±1.8
2.2±1.5
0.1±0.2

3.5±2.2
2.8±1.9
3.7±2.1
2.6±1.8
2.3±1.8
2.2±1.5
0.1±0.2

restposition : 1.4±0.9 （mean±SD, unit : mm）

Table 5 Interincisal distance at physiologic rest position and 4
points during［i］,［�i］,［mi］,［u］,［su］,［mu］and［n］continu-
ous phonation, starting fromphysiologic rest position.（n＝5）

蠢 蠡 蠱 蠶

［i］
［�i］
［mi］
［u］
［su］
［mu］
［n］

3.9±1.7
3.1±1.9
4.5±1.7
3.0±1.3
2.8±1.6
2.9±1.4
0.4±0.4

3.8±1.8
3.1±1.9
4.4±1.7
3.0±1.3
2.9±1.6
2.8±1.4
0.3±0.4

3.8±1.8
3.1±1.9
4.3±1.8
2.9±1.3
1.6±2.7
2.7±1.4
0.3±0.4

3.8±1.8
3.1±2.0
4.3±1.8
2.8±1.3
2.7±1.4
2.7±1.4
0.3±0.3

restposition : 1.4±0.9 （mean±SD, unit : mm）

Fig 17 Interincisal distance at the rest position and at 4 time
points during continuous phonation of 7 phones, starting from
the restposition.
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位と比較した場合，すべての計測ポイントにおいて［n］

持続発音時の値は小さかった．

5．下顎安静位を発音開始位とした場合の全被検音

Table 5および Fig 17に下顎安静位を発音開始位とし

た場合の全被検音における計測結果を示す．

咬頭嵌合位を発音開始位とした場合と同様に，下顎安

静位を発音開始位とした場合も，［n］持続発音時の上下

顎の切歯間距離は［i］，［�i］，［mi］，［u］，［su］，［mu］持

続発音および下顎安静位と比較した場合，すべての計測

ポイントにおいて［n］持続発音時の値は有意に小さかっ

た（p＜0.01）．また，標準偏差においても，［i］，［�i］，
［mi］，［u］，［su］，［mu］持続発音および下顎安静位と比

較した場合，すべての計測ポイントにおいて［n］持続発

音の値は小さかった．

実 験 2

Table 6および Fig 18に被験者 20名の［n］持続発音時

における上下顎の切歯間距離の測定結果を示す．［n］持

続発音時における上下顎の切歯間距離は，すべての計測

ポイントにおいて平均 0.4 mmの値を示し，咬頭嵌合位

すなわち 0.0に近い値を示した．

［n］持続発音時における上下顎の切歯間距離は，いず

れの計測ポイントにおいても下顎安静位の上下顎の切歯

間距離と比較して有意に小さい値を示した（p＜0.05）．

また，標準偏差においても下顎安静位の場合と比較し

Table 6 Interincisal distance at rest position and 4 points dur-
ing［n］continuous phonation, starting from intercuspal position.

（n＝20）

蠢 蠡 蠱 蠶

［n］ 0.4±0.4 0.4±0.3 0.4±0.3 0.4±0.2

restposition : 1.3±0.7 （mean±SD, unit : mm）

Fig 18 Interincisal distance at 4 time points during continuous
phonation of［n］, starting from the intercuspal position.

Fig 19 Within-day variation of interincisal distance during the
continuous phonation of［n］.

Fig 20 Day-to-day variation in the interincisal distance during
the continuous phonation of［n］.

Table 7 Within-day variation interincisal distance at
continuous phonation of［n］.

subjects 9：00 13：00 17：00

A
B
C

0.3±0.05
0.3±0.01
0.2±0.02

0.2±0.05
0.3±0.02
0.5±0.05

0.4±0.02
0.4±0.01
0.2±0.02

（mean±SD, unit : mm）

Table 8 Day-to-day variation interincisal distance at
continuous phonation of［n］.

subjects day : 1 day : 2 day : 3

A
B
C

0.4±0.02
0.4±0.01
0.2±0.02

0.3±0.05
0.3±0.01
0.4±0.03

0.4±0.02
0.4±0.02
0.3±0.01

（mean±SD, unit : mm）
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て，すべての計測ポイントにおいて［n］持続発音時の値

は小さかった．

Table 7および Fig 19に［n］持続発音時における上下

顎の切歯間距離の日内変動を示す．Table 7では各計測

時刻別の平均値と標準偏差を被験者ごとに示した．［n］

持続発音時における上下顎の切歯間距離の計測時刻によ

る変動幅，すなわち日内変動は最大でも 0.3 mmと極め

て小さく，標準偏差は被験者 3名の平均で±0.1 mmと

極めて小さい値を示した．

Table 8および Fig 20に［n］持続発音時における上下

顎の切歯間距離の日間変動を示す．Table 8では各計測

日別の平均値と標準偏差を被験者ごとに示す．［n］持続

発音時における上下顎の切歯間距離の計測日による変動

幅，すなわち日間変動は最大の者でも 0.2 mmと極めて

小さく，標準偏差は被験者 3名の平均で±0.1 mmと極

めて小さい値を示した．

考 察

従来より，顎間垂直距離の決定に際し再現性の高い発

音位を利用する方法が用いられている12−23）．しかしこれ

らの方法では被検音の発音時間が極めて短く，発音時の

下顎位を記録し，それを臨床的に応用することは困難で

あった21−24）．それに対し我々は日本語母音の内，［i］，

［u］持続発音時の下顎位は下顎安静位に近く，ほぼ安定

した位置を示すこと，また発音時間が従来の方法と比較

して長く，発音時の下顎位を容易に記録し得る利点があ

ることを報告した25−27）．しかし，［i］，［u］持続発音時の

下顎位においても顎間垂直距離を決定する上ではばらつ

きが大きく，安定性にやや難点を有していた．

本研究ではこれらの結果をふまえ，さらに安定性の高

い持続発音時の下顎位を明らかにすることを目的とし

て，以下について検討した．

1）発音開始位の影響（咬頭嵌合位と下顎安静位との相

違）

2 ）先行子音［s］および［m］の影響（被検音として

［�i］，［mi］，［su］，［mu］の追加）

3）新たな被検音［n］持続発音時の下顎位の動態

1．研究方法について

1）被検音の発音条件について

被検音発音時の強さおよび高さは，日常会話時と同程

度とした．Pound18）は，発音法を臨床応用する場合，発

音時の音声の大小による影響も考慮する必要があると指

摘した．しかし，田中22）は，音声の強さを口唇から 30 cm

の距離で約 60 phoneおよび約 90 phoneに規定し両者を

比較した結果，音声の大小は［s］発音位にほとんど影響

せず，発音検査では音声の大小には特に留意する必要が

ないと報告している．一方，従来の調音時の下顎位に関

する研究においては，多くの研究者23, 28−31）が本研究と同

様に規定している．しかも音声の大小については，個人

差が大きいと考えられることから，音声の大きさの規定

は，個々の被験者に対して，非生理的な調音を強いるこ

とになる可能性が高い．以上より可及的に日常会話時と

同程度の強さおよび高さで発音させることが，最も適切

な音声の大きさの規定であると考えた．

持続発音時間は約 4秒間とした．すべての被験者が生

理的な状態での持続発音を維持し得る適切な時間は 4秒

間であるとの報告27）より，約 4秒間に設定するのが最適

であると考えた．

2）先行子音［s］，［m］について

［s］発音時には最小発音間隙を示し13, 32），また［m］発音

時には下顎は下顎安静位に近い位置を示すといわれてい

る17, 32），すなわち，［s］および［m］を母音［i］，［u］に先行

させることにより，持続発音時における下顎位の安定性

が向上すると考え，先行子音として［s］および［m］を選

択した．

3）被検音［n］について

日本語 51音において持続発音が可能なのは，5母音

［a］，［i］，［u］，［e］，［o］および［n］（［ん］）である．こ

のことから，5母音以外の被検音として［n］を選択し

た．

4）発音開始位について

咬頭嵌合位は再現性が高く安定した位置であり，発音

を開始する基準の下顎位として適切と考え，発音開始位

として選択した．持続発音時の下顎位は，咬頭嵌合位よ

り下顎安静位の方に近く，発音開始位を下顎安静位とす

ることで安定性が高まると予想されたため下顎安静位も

発音開始位として選択した．

5）下顎位の記録方法について

下顎位の記録には K 7エバリュエーションシステム

を用いた．下顎運動を記録する方法の中で，非接触型運

動計測装置33−37）を用いる方法は，顎運動計測時の生体に

対する生理的な侵襲が少なく，機能的な顎運動が的確に

記録されることから，臨床および研究の両面で広く用い

られている．K 7エバリュエーションシステムは代表的

な顎運動測定装置の 1つで，使用方法が簡便でセッティ

ング時間が短く，チェアーサイドで容易に用いることが

できる．また，下顎位の動態を肉眼的に同時にモニター

で観察できる，などの利点を有している．以上より顎運
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動測定装置として K 7エバリュエーションシステムを

選択した．

下顎位の記録は，垂直方向，前後方向，水平方向の 3

方向について同時に記録した．しかし，関根38）は，調音

時の下顎運動は咀嚼時の運動と異なり，ほとんど上下的

な開閉運動に限られると述べている．本研究においても

側方的な偏位はほとんど認められず，関根と同様な結果

を得た．したがって水平方向についての結果は示さなか

った．

本研究において生じうる誤差は K 7エバリュエーシ

ョンシステムの機械的誤差およびノギスによる計測時の

誤差であると考えられる．K 7エバリュエーションシス

テムの前身である Mandibular Kinesiograph K-5 AR

（Myo-tronics Reserch Inc, Seattle, WA, USA）の計測誤差

は，井上ら39）によると，下方 12 mm，前後 6 mm，左右

6 mmの範囲において MKG Analyzerによる補正後では

最大誤差率が 3％程度である．今回使用した K 7 エバ

リュエーションシステムはさらに精度が向上しているこ

と，また本研究における計測値はすべてこの範囲に収ま

っていることから，K 7エバリュエーションシステムに

よって生じる誤差は 3％以内と考えられる．本研究での

持続発音時の上下顎の切歯間距離は全体の平均値で 3

mm程度であることを考えると，K 7エバリュエーショ

ンシステムにおける機械的誤差は 0.09 mm前後であ

る．また，ノギスでの計測時には，スケールを実寸の 10

倍に拡大した上で 0.1 mmを最小単位とするノギスを使

用していること，拡大上でも振幅線の径は約 0.05 mm

と極めて細いことから実際の誤差は 0.01 mm以下と考

えられる．したがって，本研究において生じる誤差は±

0.1 mmを越えないものと考えられ，本研究における測

定システムは十分な測定精度を有していると考えられ

る．

2．結果について

1）発音開始位（下顎安静位と咬頭嵌合位）の影響につ

いて

いずれの被検音においても発音開始位を下顎安静位と

した場合の上下顎の切歯間距離は，発音開始位を咬頭嵌

合位とした場合の値と比較して，ほぼすべての計測ポイ

ントにおいて同程度かやや大きくなる傾向を示したが，

有意差は認められなかった．したがって，［i］，［�i］，
［mi］，［u］，［su］，［mu］および［n］持続発音時の下顎位

は，いずれにおいても発音開始時の下顎位の影響を受け

ることなく，各被験者固有の安定した位置に存在するこ

とが示された．

2）先行子音［s］および［m］の影響について

［�i］持続発音ではいずれの発音開始位においても，上
下顎の切歯間距離がやや小さくなる傾向を示したが，

［i］持続発音との有意差は認められなかった．［su］では

いずれの発音開始位においても上下顎の切歯間距離がや

や小さくなる傾向を示したが，［u］持続発音時との有意

差は認められなかった．［s］発音時の下顎は，やや前方

位をとり，上顎中切歯切縁から 1～2 mm内側に下顎中

切歯切縁がくる，と Pound18）は報告している．Silver-

mann13, 14）は［s］発音時には下顎が上顎に対して最も近い

位置をとり，しかもこの上下顎間に生ずる間隙（最小発

音間隙）は年齢や歯の有無にかかわらず，同一人では不

変であると報告している．すなわち［s］を先行子音とし

て母音［i］，［u］を発音することにより，上下顎の切歯間

距離が減少するとともにばらつきも小さくなると予想し

た．しかし，約 4秒間の持続発音中，先行子音［s］の発

音時間は 0.1～0.2秒と極めて短いこと22），そして日本語

51音は「ん」を除くすべてにおいて母音を伴ってお

り，母音発音時の下顎位が先行子音の下顎位より優位と

なった可能性が高いことから，先行子音［s］の影響を受

けることなく，母音［i］，［u］のみ持続発音したときの下

顎位とほぼ同じ下顎位を示したものと考えられる．

［mi］では値が［i］持続発音時とほぼ同程度かやや大き

くなる傾向を示したが，［i］持続発音時との有意差は認

められなかった．［mu］では［u］持続発音時とほぼ同程度

の上下顎の切歯間距離を示し，［u］持続発音時との有意

差は認められなかった．山縣ら24）は両唇音［m］発音時に

は，下顎は下顎安静位に近くなると報告している．すな

わち，［m］を先行子音として母音［u］を発音することに

より下顎安静位に近くなるとともにばらつきも小さくな

ると予想した．しかし，［s］を先行子音とした場合と同

様に，約 4秒間の持続発音中，先行子音［m］の発音時間

は 0.1秒前後と極めて短いこと19），そして日本語 51音は

「ん」を除くすべてにおいて母音を伴っており，母音発

音時の下顎位が先行子音の下顎位より優位となった可能

性が高いことから，先行子音［m］の影響を受けることな

く，母音［i］，［u］のみ持続発音した時の下顎位とほぼ同

じ下顎位を示したものと考えられる．このことは［i］お

よび［u］持続発音時の下顎位が，各被験者固有の安定し

た位置を占めること示していると考えられる．

3）［n］を被検音として用いた場合について

すべての計測ポイントにおいて上下顎の切歯間距離は

平均 0.4 mmの値を示し，咬頭嵌合位すなわち 0に近い

値を示した．また，［n］持続発音時における上下顎の切
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歯間距離は，［i］，［�i］，［mi］，［u］，［su］，［mu］持続発

音時の値および下顎安静位と比較した場合，すべての計

測ポイントにおいて有意に小さい値を示した．また，標

準偏差においても，［i］，［�i］，［mi］，［u］，［su］，［mu］

持続発音時および下顎安静位と比較した場合，ポイント

蠢を除いたすべての計測ポイントにおいて［n］持続発音

時の値は小さかった．すなわち［n］持続発音時の下顎位

は，すべての被験者において咬頭嵌合位に近接するとと

もに各計測ポイントにおける標準偏差が小さく安定した

位置を示した．これらのことから，［n］持続発音時の下

顎位は咬頭嵌合位に近接するとともに［ i］，［�i］，
［mi］，［u］，［su］，［mu］および下顎安静位のすべてと比

較して有意にばらつきが少なく，かつ極めて高い安定性

を示し，顎間垂直距離決定のための基準下顎位として有

用である可能性が示唆された．そこで，実験 1の結果を

ふまえ［n］持続発音時における下顎位の安定性をさらに

解明する目的で被験者数を 20名として実験 2を行った．

［n］持続発音時における垂直方向での上下顎の切歯間

距離は，すべての計測ポイントにおいて平均 0.4 mm

で，下顎安静位の値と比較して有意に小さい値を示すと

ともに，咬頭嵌合位に近接した値を示した．また，［n］

持続発音時の標準偏差も，すべての計測ポイントにおい

て，下顎安静位と比較して小さい値を示した．Jenkins

ら40）は［n］発音時の舌尖は上顎前歯の舌側歯頸部付近に

接触していると報告している．［n］を持続発音している

間，舌尖と上顎前歯部舌側歯頸部の接触が維持されるこ

とにより下顎は安定した位置を示したと考えられる．ま

た，嚥下位では舌背は口蓋のほぼ全面と接触し，下顎は

咬頭嵌合位付近に存在するとされている41）．本研究にお

いて［n］持続発音時の下顎位が安定した理由として，［n］

持続発音時では舌尖のみが口蓋前方部（上顎前歯舌側の

歯頚部）と接触していることから，舌の位置により下顎

が固定され，［n］持続発音時の下顎位は咬頭嵌合位より

わずかに開口した位置で安定を示したものと考えられ

る．さらに，日内および日間変動に関する各計測ポイン

トの平均値の標準偏差はいずれも±0.1 mmと極めて小

さく，［n］持続発音時の下顎位は計測時期の相違による

影響もほとんどなく，再現性が極めて高いことが示され

た．

以上より，［n］持続発音時の下顎位は咬頭嵌合位に近

接するとともに，日内変動および日間変動も小さく，安

定性が高いことから，顎間垂直距離決定の基準となりう

る発音位であることが明らかとなった．今後，無歯顎者

等，咬合支持を失った症例においても同様な検討を加え

ていく予定である．

結 論

本研究では顎間垂直決定の基準となりうる，安定性の

高い発音位を明らかにすることを目的として，7種類の

被検音［i］，［u］，［�i］，［mi］，［su］，［mu］，［n］の持続

発音時おける下顎位の安定性，および発音開始位（咬頭

嵌合位ないし下顎安静位）の相違による影響について，

個性正常咬合を有する被験者を対象に検討し，以下の結

論を得た．

1．発音開始位の相違が［i］および［u］持続発音時におけ

る下顎位の安定性に及ぼす影響は認められなかった．

2．先行子音［s］，［m］が［i］および［u］持続発音時におけ

る下顎位の安定性に及ぼす影響は認められなかった．

3．［n］持続発音時の下顎位は咬頭嵌合位に近接すると

ともに，下顎安静位と比較して高い安定性を示した．

以上より［n］持続発音時の下顎位は顎間垂直距離決定

における基準下顎位として使用しうる可能性が示唆され

た．
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CD34-positive Oral Submucosal Dendrocytes :
From Normal through Hyperplasia to Neoplasm

Fumio IDE 1, 2§, Akio TANAKA 1, Norio HORIE 2,
Tetsuo SHIMOYAMA 2 and Kaoru KUSAMA 1

1Division of Pathology, Department of Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Department of Oral Surgery, Saitama Medical Center, Saitama Medical University

Abstract : Dermal dendrocytes distinct from conventional macrophages are phenotypically unique cells with antigenic

heterogeneity for factor XIIIa (transglutaminase) and CD34 (hematopoietic progenitor cell antigen). CD34 immunoreactivity

is reportedly observable in a subset of spindle cells interspersed within the collagenous stroma of many tissues, and is now

being found increasingly in a variety of soft-tissue tumors. However, neither cellular profile of CD34＋ oral submucosal

dendrocytes nor their kinetics in a pathologic setting has beenclarified in detail. In the present study, biopsy specimens of

normal and diseased oral mucosa were examined histologically, immunohistochemically and ultrastructurally for the pres-

ence and distribution of CD34＋ dendrocytes. In contrast to the peculiar subepithelial presentation of factor XIIIa＋ dendro-

cytes, CD34＋ spindle/dendritic cells were normally situated in the deepsubmucosa, concentrically around blood vessels and

nerves, and also in close proximity to muscle, fat and salivary gland tissues. These cells were characterized ultrastructurally

by elongated bipolar thin cytoplasmic processes, pinocytoticvesicles, subplasmalemmal dense plaques and gap junctions.

They often lay in direct contact with mast cells, macrophages,Schwann cells and endothelium. In the peritumoral areas of

pleomorphic adenomas, CD34＋ interstitial cells were found in abundance and their fine structure paralleled the phenotype

of normal dendrocytes. In addition to a literature review of CD34＋ soft-tissue tumors, we present the third reported case of

oral giant cell angiofibroma and the hitherto unrecognized intraoral lesions, dendritic fibromyxolipoma and fibromyxoid

dendrocytoma. The tumor cells in the latter two entities retained the ultrastructural profile of dendrocytes. Based on the pre-

sent results and previous information, it appears that CD34＋ dendrocytes characteristically interacting with mast cells and

macrophages are resident sentinel cells in the oral mucosa, and tend to selectively proliferate at the periphery of benign tu-

mors in response to particular stimuli. Many oral fibrous/lipomatous tumors may be derived from or differentiate towards

CD34＋ perivascular/interstitial dendritic cells and most of them show concomitant reactive proliferation of factor XIIIa＋

dendrocytes.

Key words : CD34, dendrocyte, factor XIIIa, hyperplasia, oral mucosa, tumor

口腔粘膜の CD34陽性樹状間質細胞について：
その常態，過形成から腫瘍まで

井出 文雄1, 2§ 田中 章夫1 堀江 憲夫2

下山 哲夫2 草間 薫1

1明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

要旨：表皮下結合組織には通常のマクロファージと異なり，transgultaminaseである XIIIa 因子あるいは造血幹細胞抗原
である CD34を発現する 2系統の樹状細胞が存在することは古くから知られている．その後，CD34の発現は皮膚以外の
組織臓器の膠原線維性間質に分布する樹状ないし紡錘型細胞にも認められ，現在では各種の軟部組織腫瘍においてもその

明海歯学（J Meikai Dent Med）37（1）, 20−30, 200820



Introduction

A number of studies have now clarified that CD34＋

dendritic/spindle interstitial cells are ubiquitous in fi-
brous tissues1−12). In the dermis of human skin, there
are two subpopulations of CD34＋ dendrocytes : the
perivascular type concentrated around blood vessels in
the lower papillary dermis, and the reticular type
widely distributed within the reticular dermis3). The
relative frequency of reticular dendrocytes is estimated
to be 10−30% of all dermal interstitial cells1). In addi-
tion to the CD34 lineage, CD34−/factor XIIIa subepi-
dermal dendrocytes comprise a distinct part of the
dendritic cell network1−3, 6). Both types of dendrocytes,
irrespective of their immunophenotypic heterogeneity,
share common ultrastructural features3, 13), and it is still
debatable whether intermediate or transitional forms
exist despite this fact6).

Kaposi’s sarcoma, a unique dermatologic-related
spindle cell lesion, is well known to invariably express
CD341, 14). It has also become apparent that dermatofi-
brosarcoma protuberans is a tumor of CD34＋ dermal
interstitial cells14, 15), and CD34 immunoreactivity has
also been identified in a family of solitary fibrous tu-
mors14, 16). With the wide diagnostic application of CD

34 to tumor pathology, the list of entities at different
anatomic sites characterized by proliferation of CD34＋

cells continues to grow (for review seeTables 1,
2)10, 14, 17−37).

CD34＋ dendritic interstitial cells in oral tissues have
not been extensively investigated2, 11). One sizable
study concluded that CD34＋ dendrocytes were con-
centrated around muscle bundles2), and another briefly
commented on their perivascular, periglandular and
subepithelial locations11). The former report also pro-
vided data indicating that oral fibrovascular lesions

陽性所見が報告されている．しかしながら，口腔粘膜における CD34陽性樹状間質細胞の常態ならびに病変への関与につ
いての系統的な検討は極めて少ない．本研究では CD34陽性樹状細胞の出現と分布について，正常および病的な口腔粘膜
を対象として，組織学的，免疫組織化学的ならびに電子顕微鏡学的に検索した．重層扁平上皮直下の固有層に特徴的に分
布する XIIIa 因子陽性樹状細胞に対し，CD34陽性樹状細胞は深部の結合組織内，とくに血管や神経周囲および筋，脂肪
ならびに小唾液腺の間質に出現していた．電顕的に，これらの細胞は双極性の細長い細胞突起，pinocytotic vesicle，細胞
膜下の dense plaqueおよび gap junction結合を有し，しばしば肥満細胞，マクロファージ，Schwann細胞あるいは血管内
皮との細胞接触を示した．CD34陽性樹状細胞は多形性腺腫の被膜および周囲組織において有意な数的増加を示し，その
超微形態は正常とほぼ同様であった．CD34陽性の軟部組織腫瘍を文献的に概説するとともに，CD34の発現を特徴とす
る giant cell angiofibroma, dendritic fibromyxolipomaおよび fibromyxoid dendrocytomaの口腔症例を供覧した．今回の検索
より，肥満細胞やマクロファージと相互作用を示す CD34陽性樹状間質細胞は口腔粘膜に恒常的に存在し，良性腫瘍の周
囲組織において選択的な増殖傾向を示すことが明らかとなった．さらに，口腔領域に発生する多くの線維性ならびに脂肪
性腫瘍は CD34陽性の血管周囲性ないし間質の樹状細胞に由来し，しばしば腫瘍内に XIIIa 因子陽性樹状細胞の反応性増
殖を伴うことを報告した．

索引用語：CD34，樹状間質細胞，XIIIa 因子，過形成，口腔粘膜，腫瘍

─────────────────────────────
§Correspondence : Fumio Ide, Division of Pathology, Department of

Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of
Dentistry, 1-1 Keyakidai, Sakado, Saitama 350-0283 Japan

Table 1 CD 34-positive oral tumorsa.

Tumor type References

Fibrous tumor
Solitary sclerotic fibroma
Solitary fibrous tumor
Giant cell angiofibroma

Lipomatous tumor
Chondromyxolipoma
Spindle cell lipoma
Dendritic fibromyxolipoma
Atypical lipomatous tumor

Miscellaneous tumor
PHAT
Fibromyxoid dendrocytoma

Odontogenic tumor
Ameloblastic fibrosarcoma

20
24

17, 18, Case 1

22b

25
Case 2

19

21
Case 3

23

a Excluding vascular and neural tumors.
b Originally diagnosed as chondroid lipoma.
PHAT : Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor.
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seldom contained CD34＋ stromal cells2). However, it
is currently accepted that several oral soft-tissue tu-
mors such as solitary fibrous tumor, giant cell angiofi-
broma, solitary sclerotic fibroma and spindle cell
lipoma have a greater degree of CD34 immunoexpres-
sion17, 18, 20, 24, 25). These contradictory observations
prompted us to focus on the microanatomical location
and ultrastructural spectrum of CD34＋ oral submu-
cosal dendrocytes in normal and pathologic settings.

Materials and Methods

Tissue samples
As CD34＋ oral tumors preferentially developed in

the buccal soft tissues17, 18, 21, 24), biopsy samples of nor-
mal buccal mucosa were obtained from four healthy
volunteers. Five intraoral minor salivary gland pleo-
morphic adenomas were used for studying hyperplas-
tic CD34＋ interstitial cells38). In addition, we examined
three cases of unique oral soft-tissue tumors that dif-
fusely expressed CD34. This work was performed in
accordance with the guidelines of the Ethics Commit-
tee of Meikai University (No A 0313).

Histological, immunohistochemical and ultrastruc-
tural investigations

Formalin-fixed, paraffin-embedded sections were
stained with hematoxylin and eosin. Alcian blue stain-
ing (pH 2.5) was also done in two cases (cases 2 and

3). Additional sections from paraffin blocks were im-
munostained for CD34 (QBEND 10, 1：400, Dakocy-
tomation, Kyoto) and factor XIIIa (polyclonal, 1：
2000, Calbiochem, La Jolla, CA, USA) using a
streptavidin-biotin-peroxidase complex system (Dako-
cytomation). All samples of normal mucosa, 3 peritu-
moral tissues and 2 tumors (cases 2 and 3) were pri-
marily fixed in 2.5% glutaraldehyde, post-fixed in 1%
osmium tetroxide and embedded in Epon-Araldite. Ul-
trathin sections were contrasted with uranyl acetate
and lead citrate and examined in a JEM 100 X elec-
tron microscope (JEOL Ltd, Tokyo).

Results

Normal CD34＋ dendrocytes
In marked contrast to subepithelial aggregates of

factor XIIIa＋ dendrocytes, CD34＋ stromal cells were
few or absent in the superficial lamina propria (Fig 1
a). In the deep aspects of the submucosa, significant
numbers of CD34＋ dendrocytes were present around
blood vessels and nerves (Fig 1b) and also distributed
within fat (Fig 1c), muscle (Fig 1d) and salivary
gland tissues. CD34 selectively decorated the endothe-
lium of capillaries but not that of lymphatic vessels
(Fig 1a). Within nerve bundles, endoneurial fibro-
blasts were clearly positive for CD34 (Fig 1b)39, 40). Se-
rial sectioning failed to identify factor XIIIa expres-
sion in CD34＋ dendrocytes. Ultrastructurally, perivas-

Table 2 CD 34-positive extraoral tumorsa.

Tumor type Positive rate (%) Referencesb

Cellular digital fibroma
Superficial acral fibromyxoma
Elastofibroma
Calcifying fibrous pseudotumor
Nuchal-type fibroma
Pleomorphic fibroma
Dermatofibrosarcoma protuberans/giant cell fibroblastoma
Cellular myxoma
Superficial angiomyxoma
Cardiac myxoma
Inflammatoryfibroid polyp
Anal fibroepithelial polyp
Superficial cervicovaginal myofibroblastoma
Prepubertal vulval fibroma

100
91
50
70

100
100
100
56

100
66

100
88
84
88

35
28
37
30
33
31
15
27
26
36
32
10
29
34

a Excluding all lesions listed in Table 1 and single case reports.
b Up-to-date references.
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cular dendrocytes had extremely elongated multiple
often bipolar thin, cytoplasmic processes up to 40µm
in length that totally enveloped capillaries (Fig 2a).
These cells were richly endowed with pinocytotic ves-
icles and small subplasmalemmal dense plaques, and
were connected to each other by gap junctions (Fig
2b). Interstitial dendrocytes in the deep submucosa
regularly contained lipid droplets (Fig 2c). In many
areas, dendrocytes were attached to non-dendritic
macrophages (Fig 3a), mast cells (Fig 3b), Schwann
cells (Fig 3c) and endothelium (Fig 3d).

Hyperplastic CD34＋ dendrocytes
Particular attention was paid to the capsular tissue

surrounding pleomorphic adenomas, where high con-
centrations of CD34＋ interstitial cells have been
found38). As expected, a multilayered accumulation of
CD34＋ cells was evident in a densely collagenized
stroma between the tumor and the covering epithelium
(Fig 4a). Their number was apparently increased as
compared with that of the normal submucosa. There
was no significant difference of fine structure among
dendrocytes in normal and hyperplastic states (Fig 4b,
c).

Neoplastic CD34＋ dendrocytes
Table 1 gives a list of CD34＋ tumors in the oral re-

gion. From this list, we briefly present the following
unreported cases.

Case 1 : Giant cell angiofibroma
A 49-year-old man presented with a painless mass

in the right buccal mucosa that had been present for 6
months. Magnetic resonance imaging revealed a well
demarcated, high-signal-intensity submucosal tumor,
measuring 30×15 mm. Follow-up at 2 years showed
no evidence of recurrence. This well circumscribed,
non-encapsulated hemangioma-like tumor had minor
spindled areas (Fig 5a). There were also numerous
multinucleate giant cells, some of them lining pseudo-
vascular spaces (Fig 5b, c). Both spindle and giant tu-
mor cells were strongly and diffusely positive for CD
34, but negative for factor XIIIa (Fig 5d).

Case 2 : Dendritic fibromyxolipoma
A 69-year-old man presented with a slowly enlarging,
15×12×7 mm mass in the anterior floor of the
mouth. At surgery, the tumor was found to be fixed to
the periosteum. No recurrence was evident 2 years af-
ter removal. This partially encapsulated lipomatous tu-
mor consisted of spindle/dendritic cells set in a
myxoid stroma with plexiform proliferation of capil-
laries (Fig 6a, b). CD34 accentuated the dendritic
morphology of tumor cells (Fig 6c), but factor XIIIa
was negative. At the ultrastructural level, lesional cells
showed features of fibroblastic differentiation and oc-
casionally contained membrane-bound lipid droplets
(Fig 6d).

Case 3 : Fibromyxoid dendrocytoma
A 35-year-old woman presented with a 15×12×19

mm polyp on the right buccal mucosa that appeared to
have developed following repeated trauma. Under a
clinical diagnosis of traumatic fibroma, the mass was
excised. Three years after the operation, there has
been no recurrence. Microscopically, bland spindle
cell proliferation with infiltration into fat and muscle
was found in the mid and deep submucosa (Fig 7a−
d). The superficial third of the lesion was entirely hy-
pocellular and sclerotic (Fig 7a, b), but in the deeper
area, stromal myxoid changes were conspicuous (Fig
7d). Spindle lesional cells were uniformly positive for
CD34 (Fig 7e) and residual factor XIIIa＋ dendrocytes
were sparsely scattered. Ultrastructurally, proliferating
cells in the superficial collagenized area had slender
bipolar processes (Fig 8a) and those in the middle fi-
bromyxoid zone displayed multiple interdigitating pro-
jections (Fig 8b). In the deeper myxoid portion, their
cytoplasmic processes were extremely elongated and
contained lipid droplets (Fig 8c). Overall, the tumor
cells shared the essential ultrastructural profile of den-
drocytes, except for the occasional presence of redu-
plicated external basal lamina (Fig 8a, inset). Even in
the neoplastic state, they often adhered to non-
dendritic macrophages and mast cells. On the basis of
these findings, we descriptively named this peculiar
entity, CD34-reacive fibromyxoid dendrocytoma.
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Discussion

CD34＋ interstitial cells play specialized roles in cell
adhesion by means of a sialomucin-like transmem-
brane ligand forL-selectin14). The close cell-cell con-
tacts between dendrocytes and both mast cells and
macrophagesvia dendrites have been thoroughly dem-
onstrated at the ultrastructural level (seeFig 3)3, 5, 7−9).
Approximately 20−40% of angiocentric dermal den-
drocytes are associated with mast cells3). This complex
and dynamic intercellular communication has been
specifically designated by Yamazaki and Eyden5, 7−9) as
a CD34-positive reticular network, providing a struc-
tural scaffold and conduit for vessels, nerves and
mononuclear cells. Other authors have also proposed
that CD34＋ dendrocytes may be stromal reserve cells
with the capability for differentiation towards fibro-
blasts, myofibroblasts, antigen-presenting cells or fac-
tor XIIIa＋ dendrocytes1, 3, 6, 32, 41).

The kinetics of CD34＋ stromal cells in various
pathological conditions is less understood. The num-
ber of CD34＋ dermal dendrocytes is inversely propor-
tional to collagen deposition in scleroderma42). Al-
though reactive hyperplasia is observable at the border
of benign tumors (seeFig 4)38), and alsoin smooth
muscle hamartoma43) and hemorrhoid10), the number of
CD34＋ interstitial cells is reduced in areas of inflam-
mation and such cells are absent in the stroma of in-
vasive squamous cell carcinoma11). As shown in Table
2, a variety of extraoral fibrous tumors with myxoid
change and pure myxomas harbor a population of CD
34＋ cells. In view of the listed entities, it is reasonable
to conclude that CD34＋ dendrocytes may be primitive
fibroblasts responsible for collagen matrix synthesis
and myxoid stromal degeneration, in collaboration
with neighboring stromal cells26, 41, 44, 45).

Since its original description in the orbit, giant cell
angiofibroma has been gradually recognized in a vari-
ety of extraorbital sites16). However, there have been
only two reported examples of giant cell angiofibroma
arising in the oral mucosa17, 18). As in thecase reported
here, both tumors arose in the buccal soft tissue of
adults. Mounted experience suggests that giant cell an-
giofibroma simply representsa giant cell-rich variant

of solitary fibrous tumor16). Indeed, the present tumor
was indistinguishable from a “vascular” solitary fi-
brous tumor16) except for giant cell-lined pseudovascu-
lar spaces.

Dendritic fibromyxolipoma, a rare myxoid variant
of spindle cell lipoma, characteristically contains den-
dritic tumor cells and plexiform vasculature46). We
have been unable to find any comparable intraoral le-
sion in the literature. As shown inFig 6, the dendritic
cytomorphology was obscure on routine hematoxylin
and eosin sections, but readily visible by CD34 im-
munostaining. The ultrastructural data reported previ-
ously46) and from the present study demonstrate that
the tumor cells have features of CD34＋ fibroblastic
dendrocytes. Thus, it is likely that dendritic fibro-
myxolipoma may arise from native CD34＋ interstitial
cells scattered within adipose tissue (seeFig 1c).

CD34＋ myxoid dendrocytoma has been recently de-
scribed as a distinctive tumor occurring in the dermis
of a middle-aged woman47). Similar but congenital CD
34＋ dermal dendrocyte hamartomas have been docu-
mented in the literature48, 49). Thesehamartomas were
highly collagenous and 3 of 4 cases co-expressed fac-
tor XIIIa49). Thus, CD34＋ dermal dendrocytomas ap-
pear to represent a heterogeneous process of differen-
tiation from either CD34＋/factor XIIIa＋ dendrocytes
(perivascular type of Suekiet al 3)) or CD34＋/factor
XIIIa − dendrocytes (reticular type of Suekiet al 3)). Al-
though there has been no report of staining for CD34,
rare cases of dermal dendrocytoma composed of a fac-
tor IIIa＋ population have also been added50). Unfortu-
nately, nothing is known about the cause of selective
proliferation of dermal/submucosal dendrocytes51−54).
The present fibromyxoid dendrocytoma was initially
interpreted as a solitary fibrous tumor due to its sig-
nificant CD34 expression24), but on the basis of subse-
quent ultrastructural data it was reclassified as dendro-
cytoma. Prior to our first description, oral submucosal
dendrocytomas may have been under-recognized and
probably included under thegeneric designation of the
fairly common fibrous hyperplasia, because CD34 im-
munostaining was rarely done for such lesions in rou-
tine practice.
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Conclusions

CD34＋ primitive fibroblastic and factor XIIIa＋ his-
tiocytic dendrocytes, either singly or as a group, may
be implicated in the etiology and propagation of many
pathologic processes41). This report has summarized the
fundamental features of CD34＋ dendrocytes in the
oral tissues and further expanded the list of CD34＋

oral soft-tissue tumors. It would be very difficult to
explain aberrant expression for CD34 in the malignant
component of ameloblastic fibrosarcoma23) as the fol-
lowing reasons : 1) no unequivocal data indicating
that odontogenic mesenchymal cells consistently ex-
press CD34 are available ; and 2) the ectomesen-
chyme of ameloblastic fibroma is found to be negative
for CD34. Further systematic studies of the disease-
associated fate of CD34＋ and factor XIIIa＋ oral sub-
mucosal dendrocytes as well as their physiological
roles are needed.
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Fig 1 Immunohistochemistry of CD34 in the normal oral
mucosa. Lamina propria is devoid of CD34＋ stromal cells
(a). Perivascular and perineurial dendrocytes (b) and inter-
stitial cells of fat (c) and muscle (d ) express CD34. CD34
marks the vascular endothelium (a and b) and endoneurial
fibroblasts (b), but not the lymphatic endothelium (a). a, ×
100 ; b, ×400 ; c andd , ×200.

Fig 2 Transmission electron microscopy of CD34＋ stro-
mal cells. Perivascular dendrocyte (a, DC, ×4500). VL :
vascular lumen, P : pericyte. Pinocytotic vesicles (b, upper,
×9000), subplasmalemmal dense plaque (b, middle, ×
15000) and gap junction (b, lower,×15000). Interstitial DC
(c, ×3100). F : fat, NDM : non-dendritic macrophage. In-
set : lipid droplets (c, ×6700).
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Fig 3 Transmission electron microscopy of CD34＋ stromal cells. Cellular communication between DC and NDM (a, ×3300), M :
mast cell (b, ×9000), S : Schwann cell (c, ×9000) and E : endothelium (d , ×3900). Arrows indicate contact areas.

Fig 4 Numerous CD34＋ interstitial cells in the peritumoral area (a, immunostain,×100). Transmission electron microscopy of mul-
tilayered DC processes (b, ×4500 ; c, ×3600).
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Fig 5 Giant cell angiofibroma. Hemangioma-like area (a,
H & E, ×40). Giant cell-lined pseudovascular space (b, H
& E, ×100). Multinucleate giant cells (c, H & E, ×400).
Diffuse CD34 reactivity (d, immunostain,×200).

Fig 6 Dendritic fibromyxolipoma. Myxolipoma-like area
(a, H & E, ×100). Plexiform capillaries in myxoid stroma
(b, Alcian blue, ×200). Highly dendritic contour high-
lighted by CD34 (c, immunostain,×400). Transmission
electron microscopy of dendritic tumor cell (d , ×8000). In-
set : lipid droplets with limiting membrane (d , ×18000).
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Fig 7 Fibromyxoid dendrocytoma. No involvement of the
lamina propria (a, H & E, ×100). Transitional zone be-
tween hypocellular sclerotic and cellular spindled areas (b,
H & E, ×200). Infiltrative pattern in muscle and fat (c, H
& E, ×100). Slender lesional cells in myxoid stroma (d, H
& E, ×400). Uniform CD34 expression (e, immunostain,
×200).

Fig 8 Transmission electron microscopy of fibromyxoid
dendrocytoma. DC in collagenized area (a, ×3300). Inset :
external basal lamina (a, ×9300). DC in fibromyxoid area
(b, ×3300). Inset : pinocytotic vesicles(b, upper,×10800),
subplasmalemmal dense plaque (b, middle, ×16800) and
gap junction (b, lower,×15000). DC in myxoid area (c, ×
4800). Arrows indicate mast cell degranulation.
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Ehrlich 腹水癌担癌マウス腹水より単離した
マウス肝 Alkaline Phosphatase 上昇因子の
分子構造，機能および作用機序について

岡田 明子1, 2§ 豊田 雅士2 小島 洋子2

1慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
（指導：中川種昭教授）

2国立成育医療センター研究所・成育遺伝研究部
（主任：山田正夫部長）

要旨：Ehrlich腹水癌担癌マウス腹水より単離したマウス肝アルカリフォスファターゼ上昇因子（ALP 上昇因子）はマ
ウスの肝臓のほか，腎臓，脾臓の ALP 活性を上昇させると共に，マウス脾細胞および Ehrlich腹水癌細胞の増殖作用を
もつことがこれまでに明らかにされている．本研究では，さらに ALP 上昇因子の機能，作用機序および分子構造を明ら
かにするため，本因子のリンパ球に対する作用およびその作用に対して細胞内情報伝達に関与することが知られている
protein kinase A（PKA）と protein kinase C（PKC）の影響について検討した．また ALP 上昇因子の N 末端の 7つのアミ
ノ酸配列と唯一合致した mouse apolipoprotein A-1（ApoA-1）との同一性について検討した．その結果，ALP 上昇因子は
B 細胞の3H-thymidineの取り込みを促進し，B 細胞の増殖作用をもつことが明らかになったが，その作用には PKA およ
び PKCの寄与については説明できる結果が得られなかった．また，ALP 上昇因子は免疫学的にも，生物活性の面からも
ApoA-1と同一であることが示唆された．さらに，Ehrlich腹水癌細胞が ApoA-1を生成する可能性が明らかになった．こ
のことから ApoA-1の新しい作用の可能性が示唆された．

索引用語：Ehrlich腹水癌，alkaline phosphatase，apolipoprotein A-1

Molecular Structure, Function and Action Mechanism of
Liver Alkaline Phosphatase-Inducing Factor Isolated from
Ascites Fluid of Mice Bearing Ehrlich Ascites Tumor

Meiko OKADA1, 2§, Masashi TOYODA2 and Yoko KOJIMA2

1Department of Dentistry and Oral Surgery, Keio University School of Medicine
（Director : Prof Taneaki NAKAGAWA）

2Department of Genetics, National Research Institute for Child Health and Development
（Chief : Masao YAMADA）

Abstract : Mouse liver alkaline phosphatase-inducing factor（ALP IF）, isolated from the ascites fluid of mice bearing

Ehrlich ascites tumor cells, is known to increase liver ALP activity when intraperitoneally injected into normal mice and to

promote the proliferation of Ehrlich ascites tumor cells. In this study, we investigated the biological activity of ALP IF to-

ward lymphocytes isolated from mouse spleen, and whether protein kinase A and/or protein kinase C would have any effect

on the activity of ALP IF toward these cells. Our data revealed that the ALP IF increased the incorporation of3H-

thymidine by mouse B cells but not by T cells but that neither kinase was involved in this effect.

Because the N-terminal 7 amino acid sequence of ALP IF was consistent with that of mouse apolipoprotein A-1（ApoA-

1）, we examined whether or not ALP IF was in fact ApoA-1 itself. The ApoA-1in vitro translation product reacted with

anti-ALP IF antibody, and ALP IF reacted with anti-mouse ApoA-1 antibody. The molecular weight and isoelectric point of

ALP IF were almost the same as those of ApoA-1. Furthermore, anti-mouse ApoA-1 antibody inhibited the growth of Ehr-
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緒 言

担癌状態においては，宿主は健常とは異なった，様々

な代謝異常を示すことが知られている．小島ら1, 2）は Ehr-

lich 腹水癌担癌マウスにおいて肝臓の alkaline phos-

phatase（ALP）活性が正常マウスの約 5～10倍に上昇し

ていることを見いだし，その上昇は Ehrlich腹水癌担癌

マウス腹水中に存在する因子に起因することを解明し

た．さらに，この因子はプロナーゼで失活したことか

ら，タンパク質と判断し，これを単離精製に成功した．

そして，この因子をマウス肝 ALP 上昇因子と命名し

た3）．

これまでの研究結果から，ALP 上昇因子は in vivo で

マウスの腹腔内に投与すると肝臓のほか，腎臓，脾臓の

ALP 活性も上昇させた．また，in vitro では初代培養の

マウス脾細胞の ALP 活性を上昇させるとともに細胞増

殖作用をもつことが明らかにされている4）．さらに Ehr-

lich 腹水癌細胞自身に対しても顕著な増殖促進作用をも

つことが認められている5）．

一方，これまでの研究で構造的には，ALP 上昇因子

は分子量 27 kDaの同一の subunitで構成され，nativeで

は 370 kDaであり，また等電点は 5.5である3）．そして

この因子について，アミノ酸配列分析を行った結果，N

末端より DEPQSQWの配列を含むタンパク質である6）．

本因子が ALP 活性の上昇作用と共に，癌細胞自身の

細胞増殖作用をもち，それには autocrine, paracrine機構

が考えられることから，本因子についての機能，作用機

序，構造について検討することは，癌の病態解明に役立

つと思われる．

そこで本研究では，まず ALP 上昇因子の機能を解明

する目的で，ALP 活性の上昇が認められたマウスの肝

細胞，腎細胞，脾細胞のうち初代培養が容易であった脾

細胞からリンパ球を分離し，そのリンパ球に対する ALP

上昇因子の増殖促進作用について検討した．さらに，細

胞増殖の際の細胞内情報伝達に関しては，protein kinase

系が関与する可能性があるため，リンパ球に対する ALP

上昇因子の作用に及ぼす protein kinase A（PKA）およ

び protein kinase C（PKC）の影響を検討した．

また ALP 上昇因子の構造を明らかにするために既に

解った N 末端の 7つのアミノ酸配列よりマウスの遺伝

子産物のデーターベースを検索すると，これと合致した

ものはマウス apolipoprotein A-1（ApoA-1）のみであ

り，分子量，等電点も ApoA-1とほぼ一致している6）．

そこで本研究では，ALP 上昇因子が ApoA-1と同一物

質であるか否か，本因子の分子構造を生化学的，免疫化

学的および分子生物学的に検討した．さらに ALP 上昇

因子の由来についても検討した．

材料と方法

1．実験動物

6週齢雄性 ddY マウス（体重約 25 g，東京実験動

物，東京）を実験に使用した．マウスは旧国立小児病院

小児医療研究センター動物舎内で飼育し，固形飼料 CE-

2（日本クレア，東京）を与え，水道水を自由に摂取さ

せた．

2．細胞

Ehrlich腹水癌細胞（北里研究所秦研究室 秦 藤樹

博士より供与され，当研究センターで継代移植したも

の）は，5×107個をマウスの腹腔内に移植し 1週間後に

腹腔より採取した腹水中の癌細胞を実験に使用した．細

胞の継代は 1週毎に行った．マウスリンパ球はマウスよ

り脾臓を摘出し，脾細胞を phosphate buffered saline

（PBS）中に浮遊させ，magnetic cell sorting system

（MACS ; Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany）

で T 細胞は FITC 標識抗マウス CD 3抗体（ Immu-

notech, Marseille, France），抗 FITC抗体マグネティック

ビーズ（Miltenyi Biotec）を用い，また B 細胞は FITC

標識抗マウス CD 19抗体（Immunotech），抗 FITC 抗体

マグネティックビーズを用いて分離し，その分離状況は

lich ascites tumor cells. These results strongly suggest that ALP IF is identical to ApoA-1.

Also, there was a substance reactive with ApoA-1 antibody inboth the ascites fluid of mice bearing Ehrlich ascites tu-

mor cells and the culture medium conditioned by these tumorcells. These facts suggest that ApoA-1 was produced and se-

creted by Ehrlich ascites tumor cells.

Key words : Ehrlich ascites tumor, alkalinephosphatase, apolipoprotein A-1
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fluorescence activated cell sorter（FACScan, Becton Dickin-

son, San Jose, CA, USA）にて確認し実験に用いた．ま

た，ApoA-1作製のためにはマウス神経芽細胞腫 Neuro

2 A 細胞を使用した．

3．試薬

PKA のアクチベーターとして, N6,2’-dibutyryl-adenosine

3’ ,5’-cyclic-monophosphate（Bt2cAMP ; Sigma, St Louis,

MO, USA）, 7β -acetoxy-1α , 6β , 9α -trihydroxy-8, 13-

epoxy-labd-14-en-11-one（Forskolin；関東化学，東京）,

インヒビターとして KT 5720（協和メデックス，東京）

を使用した．PKC のアクチベーターとして Sn-1, 2

dioctanoyl glycerol（DOG；フナコシ，東京）, 12-o-

tetradecanoylphorbol 13-acetate（TPA ; Sigma）, インヒビ

ターとして 1-（5-Isoquinolinesulfonyl）-2-methylpiperazine

dihydrochloride（H-7；生化学工業，東京）を使用した．

4．抗体

ヤギ抗マウス apolipoprotein A-1（Apo A-1）抗体（Rock-

land Immunochemicals, Philadelphia, PA, USA）と ALP 上

昇因子を家兎に接種して作らせた抗 ALP 上昇因子抗

体5）を使用した．

5．ALP 上昇因子精製

ALP 上昇因子は Ehrlich腹水癌担癌マウス腹水液を用

いて小島らの方法3）を改良して，7段階の過程を経て精

製した（Fig 1）．タンパク質の定量は，Lowry 法により

bovine serum albuminを標準として定量した7）．

6．マウスリンパ球に対する ALP 上昇因子の作用

培地中の血清の影響を極力排除するために，1％ fetal

bovine serum（FBS ; Chemicon International , Temecula ,

CA, USA）含有の RPMI 1640培地（免疫生物研究所，

高崎，群馬）にマウス脾臓より分離した T 細胞および

B 細胞を 4×106cells/ml の濃度で 24穴プレートに分注

した．1.0 µg/ml の濃度の ALP 上昇因子の存在下ある

いは非存在下で 20時間培養した後（37℃，5％ CO2），

細胞数と細胞の酸不溶性分画への3H-thymidineの取り込

みを測定した．

1）細胞数の算定

細胞数は，トリパンブルー染色法により，Neubauer

計算板を用いて生細胞のみを算定した．

2）酸不溶性分画への3H-thymidineの取り込み測定

〔methyl-3H〕thymidine（18.5 kBq/ml ; Amersham Bi-

osciences, Piscataway, NJ, USA）を加え 37℃，5％ CO2

の条件下で 2時間培養した細胞に PBSを 0.5 ml 加え，

2,500 rpm, 5分間遠心し，沈渣に PBS 0.5 ml を加え，超

音波破砕機（SONIFIER 450, BRANSON, Danbury, CT,

USA）で細胞を破砕した．これに 10％ trichloroacetic acid

（TCA）0.6 ml を加え 20分間氷冷後内容をグラスフィ

ルター上に移し，吸引により 5％ TCA 0.5 ml で 2回，

99.5％ エタノール 0.75 ml で 1回洗浄し風乾後，放射活

性を液体シンチレーションカウンター（LSC-3500, Aloka

社，東京）で測定した．

7．マウスリンパ球への ALP 上昇因子の作用に対する

protein kinase の関与

さらに血清の影響を極力避けるために，0.3％ FBS含

有の RPMI 1640培地に 4×106cells/ml の濃度にマウスリ

ンパ球を調整し，0.5 ml ずつ 24穴プレートに分注し

た．これに ALP 上昇因子（最終濃度 0.8または 1.2 µg/

ml）の存在下あるいは非存在下に PKA のアクチベータ

ーとして Bt2cAMP, Forskolin，インヒビターとして KT

5720, PKCのアクチベーターとして DOG, TPA，インヒ

ビターとして H-7をそれぞれ加えて，37℃，5％ CO2の

条件下で 24時間培養後，細胞数と細胞の酸不溶性分画

への3H-thymidineの取り込みを測定した．

8．Western blot 法

細胞を細胞溶解液〔50 mM Hepes-NaOH（pH 7.4），150

mM NaCl, 1 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 1％ Triton X, 10％

glycerol, 100 mM NaF, 1 mM Na3VO4, 10 mM Na4P2O7, 1

mM PMSF, 10µg/ml leupeptin and 10µg/ml aprotinin〕

で溶解後，遠心し，タンパク質を protein assay kit（Bio-

Rad, Hercules, CA, USA）にて定量した．細胞タンパク

Fig 1 Purification procedure for ALP-inducing factor（ALP IF）.
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質として 5 µg を sodium dodecyl sulfate（SDS）-sample

buffer〔0.1 M Tris-HCl（pH 6.8），20％ glycerol, 4％ SDS,

0.01％ bromophenol blue, 1.2％ 2-β mercaptoethanol〕と混

和し，煮沸後 10％ または 12％ polyacrylamide gelで電

気泳動を行った．ニトロセルロース膜に電気転写後，抗

ALP 上昇因子抗体（1：1000）または抗マウス ApoA-1

抗体（1：1000）を作用させ，ヤギ HRP標識抗ウサギ IgG

抗体またはロバ HRP標識抗ヤギ IgG 抗体（1：2000 ;

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA）を作用

させた．検出は ECL detection system（Amersham Bi-

osciences）を用いて行った．

9．マウス ApoA-1の作製

マウス ApoA-1の作製には，マウス ApoA-1の遺伝子

をマウス胎仔より採取した total RNAより RT-PCR法

により得て，pBluescript-SKベクター（pBS）にクロー

ニングした．クローニングしたマウス ApoA-1 cDNAは

塩基配列を確認し，ApoA-1をタンパク質として分離精

製するため，6×His-Tagを N 末端に付加した pBS-His-

ApoA-1を作成した．次に ApoA-1および His-ApoA-1

cDNA を哺乳動物での発現ベクター pCAGGSへ導入し

た．この発現ベクターをマウス神経芽細胞腫 Neuro 2 A

細胞にリポフェクタミン法により遺伝子導入し8），発現

を Western blot法により確認した．His-Tag ApoA-1は，

Neuro 2 A 細胞へ pCAGGS-His-ApoA-1を遺伝子導入後

48時間で細胞を回収し，His-Tagカラムにより一次精製

後，buffer交換カラム（HiTrap Desalting, Amersham Bi-

osciences）で，Tris-HCl buffer（pH 7.4）に交換し，Diaflo

膜（YM-30, Amicon, Beverly, MA, USA）により遠心濃

縮した．得られた産物は Western blot法により確認し

た．

10．ALP 上昇因子と ApoA-1の同一性に関する検討

ALP 上昇因子が ApoA-1と同一であるか否か，市販

の抗マウス ApoA-1抗体および家兎で作製した抗 ALP

上昇因子抗体を用いて，Western blot法により免疫学的

に検討した．

11．ApoA-1の Ehrlich 腹水癌細胞に対する作用

単離した ApoA-1が ALP 上昇因子と同等の生物活性

をもつか否かを検討した．1％ FBS含有の RPMI 1640

培地に Ehrlich腹水癌細胞を 4×105cells/ml の濃度で懸

濁し，24穴プレートに細胞懸濁液 0.5 ml を分注し，培

養液に精製した ApoA-1および ALP 上昇因子を 1.0 µg/

ml の濃度で加えて 37℃，5％ CO2の条件下で培養し

た．24時間培養後，細胞数と細胞の酸不溶性分画への
3H-thymidine（9.25 kBq/ml）の取り込みを測定した．

12．ALP 上昇因子の Ehrlich 腹水癌細胞増殖作用に対

する抗 ALP 上昇因子抗体および抗 ApoA-1抗体の

作用

上記の培養条件で，Ehrlich腹水癌細胞を播種し，同

時に，各濃度の抗 ALP 上昇因子抗体（原液：1.0 mg/

ml）または抗マウス ApoA-1抗体（原液：1.14 mg/ml）

と室温で 30分間反応させた ALP 上昇因子を 1 µg/ml

の濃度となるように加え，37℃，5％ CO2の条件下で 24

時間培養した．その後，細胞数と細胞の酸不溶性分画へ

の3H-thymidine（9.25 kBq/ml）の取り込みを測定した．

13．Ehrlich 腹水癌培養上清中の ApoA-1の存在

Ehrlich腹水癌細胞を 4×105cells/ml の濃度で 2％ FBS

含有 RPMI 1640培地中（5 ml）で 37℃，5％ CO2の条

件下で 48時間培養した．その後，培養上清を Diaflo 膜

（YM-30）で濃縮し，抗マウス ApoA-1抗体を用いてマ

ウス ApoA-1の存在を検討した．

結 果

1．マウスリンパ球に対する ALP 上昇因子の影響

ALP 上昇因子が，肝臓のほか，脾臓の ALP 活性を上

昇させ，脾細胞の細胞増殖作用をもつことが報告されて

いる4）．そこで，我々はマウス脾臓よりリンパ球を分離

Fig 2 Effect of ALP IF on 3H-thymidine uptake of mouse lym-
phocytes. Mouse T or B lymphocytes（4×106cells/ml）were in-
cubated for 20 hours without（－）or with（＋）ALP IF（1 µg
/ml）in 1％ FBS-supplemented RPMI 1640 medium. Then the
lymphocytes were labeled with3H-thymidine for 2 hours, and the
incorporated radioactivity was measured. Data are presented as
the mean±SD for 5 cultures.
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し，T 細胞，B 細胞，それぞれのリンパ球に対する ALP

上昇因子の影響について検討した．その結果，今回の実

験条件では，ALP 上昇因子はマウスリンパ球の T 細

胞，B 細胞のどちらの細胞数に対しても影響を与えなか

った（データ呈示なし）．一方，Fig 2に示すように，
3H-thymidineの取り込みは，1％ FBS, ALP上昇因子 1 µg

/ml の濃度の 20時間の培養条件で T 細胞には影響を与

えなかったが，B 細胞に対しては，コントロールと比べ

て，約 2.6倍に増加させ，有意差をもって促進した．

2．マウスリンパ球への ALP 上昇因子の作用に対する

protein kinase の関与

マウスリンパ球に対する ALP 上昇因子の細胞増殖作

用は，B 細胞のみに作用することが解ったので，本因子

の作用に対する PKA および PKCのエフェクターの影

響を B 細胞において測定した．ALP 上昇因子の B 細胞

の3H-thymidineの取り込みに対する各種エフェクターの

影響を検討する際に，FBS中の物質の影響が少なくな

るよう，FBS濃度を 0.3％とした．

1）PKA のアクチベーター：Bt2cAMP, Forskolin

PKA のアクチベーターである Bt2cAMP は 31.6, 100,

316, 1000µM の各濃度で加えると，単独投与では濃度

依存的に僅かに酸不溶性分画への3H-thymidineの取り込

みを抑制し，本因子（0.8 µg/ml）と共に加えると，100

µM 以上の Bt2cAMP 濃度で本因子の作用を抑制した

（Fig 3）．もう一つの PKA のアクチベーターである

Forskolinは 31.6, 100, 316, 1000, 3160µM の各濃度で加

えると，単独では3H-thymidineの取り込みに影響を与え

なかったが，本因子（1.2 µg/ml）と共に加えると，本

因子の作用を濃度依存的に僅かに抑制した（Fig 4）．

2）PKA インヒビター：KT 5720

KT 5720は 31.6,100, 316, 1000 nMの各濃度で加える

と，単独では濃度依存的に3H-thymidineの取り込みを僅

かに抑制し，また本因子（1.2 µg/ml）を加えると相乗

的に抑制した（Fig 5）．

3）PKCアクチベーター：DOG, TPA

PKCのアクチベーターである DOGは 0.632, 2, 6.32,

20 µM の各濃度で加えると単独では3H-thymidineの取り

込みには全く影響を与えず，本因子（1.2 µg/ml）によ

る増加作用を僅かに抑制した（Fig 6）．TPA は 31.6,

Fig 3 Effect of Bt2cAMP on increase in3H-thymidine uptake of
B cells by ALP IF. Mouse B cells（4×106cells/ml）were incu-
bated for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％
FBS and the indicated concentrations of Bt2cAMP without（�）
or with（�）ALP IF（0.8 µg/ml）．Then the Bcells were labeled
with 3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity
was measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.

Fig 4 Effect of forskolin on increase in3H-thymidine uptake of
B cells by ALP IF. Mouse B cells（4×106cells/ml）were incu-
bated for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％
FBS and the indicated concentrations of forskolin without（�）
or with（�）ALP IF（1.2 µg/ml）．Then the B cells were labeled
with 3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity
was measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.

Fig 5 Effect of KT 5720 on increase in3H-thymidine uptake of
B cells by ALP IF. Mouse B cells（4×106cells/ml）were incu-
bated for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％
FBS and the indicated concentrations of KT 5720 without（�）
or with（�）ALP IF（1.2 µg/ml）．Then the B cells were labeled
with 3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity
was measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.
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100, 316, 1000 nMの各濃度で加えると濃度に依存し単

独で3H-thymidineの取り込みを抑制し，本因子（1.2 µg/

ml）の作用に対しては，TPA単独投与の結果と同程度

の抑制しか見られず，影響がないことを示した（Fig

7）．

4）PKCインヒビター：H-7

H-7は 0.316, 1, 3.16, 10µM の各濃度で加えると，単

独ではほとんど影響なく，本因子（1.2 µg/ml）の3H-

thymidineの取り込み増加作用をやや抑制した（Fig 8）．

3．ALP 上昇因子と ApoA-1の同一性に関する検討

ALP 上昇因子の N 末端の 7つのアミノ酸配列は，

ApoA-1のみと一致し，分子量，等電点も ApoA-1とほ

ぼ一致しているため，ALP 上昇因子が ApoA-1と同一

物質であるか否かを検討した．その結果，Ehrlich腹水

癌担癌マウス腹水液および精製した ALP 上昇因子に対

し，市販の抗マウス ApoA-1抗体は抗原抗体反応を示

し，陽性コントロールである家兎に作らせた抗 ALP 上

昇因子抗体との結果と同じ分子サイズの位置に反応が認

められた（Fig 9A, B）．さらに，Neuro 2 A 細胞より作

製した ApoA-1および His-Tagカラムで精製した ApoA-

1いずれも抗 ALP 上昇因子抗体と抗原抗体反応を示し

た（Fig 9C, D）．このことから，ALP 上昇因子は，マウ

ス ApoA-1と同一であると考えられた．

4．ApoA-1の Ehrlich 腹水癌細胞に対する作用

ALP 上昇因子は in vitro で顕著な Ehrlich腹水癌細胞

増殖促進作用をもつ5）．そこで，単離した ApoA-1が ALP

上昇因子と同等の生物活性をもつか否か，発現させた

ApoA-1の Ehrlich 腹水癌細胞に対する影響を検討し

た．

その結果，ALP 上昇因子は Ehrlich腹水癌細胞の細胞

数を有意に増加させるのに対し，ApoA-1は細胞数を増

加させる傾向はあったが，有意差はみられなかった（p

＝0.1128）（Fig 10A）．3H-thymidineの取り込みにおいて

は ApoA-1も ALP 上昇因子同様に有意差をもって増加

させ，Ehrlich腹水癌増殖作用を示した（Fig 10B）．

Fig 6 Effect of DOG onincrease in3H-thymidine uptake of B
cells by ALP IF. Mouse B cells（4×106cells/ml）were incubated
for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％ FBS
and the indicated concentrations of DOG without（�）or with
（�）ALP IF（1.2 µg/ml）．Then the B cells were labeled with

3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity was
measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.

Fig 7 Effect of TPA on increase in3H-thymidine uptake of B
cells by ALP IF. Mouse B cells（4×106cells/ml）were incubated
for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％ FBS
and the indicated concentrations of TPA without（�）or with
（�）ALP IF（1.2 µg/ml）．Then the B cells were labeled with

3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity was
measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.

Fig 8 Effect of H-7 on increase in3H-thymidine uptake of B
cells by ALP IF.Mouse B cells（4×106cells/ml）were incubated
for 24 hours in RPMI 1640 medium supplemented 0.3％ FBS
and the indicated concentrations of H-7 without（�）or with
（�）ALP IF（1.2 µg/ml）．Then the B cells were labeled with

3H-thymidine for 2 hours, and the incorporated radioactivity was
measured. Data are presented as the mean for 5 cultures.
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A B

Fig 9 ALP IF was identified as mouse ApoA-1.A, B : Ascites fluid collected from Ehrlich ascites tumor-bearing
mouse and purified ALP IF（right lane）were resolved on SDS-polyacrylamide gel and electroblotted onto a nitrocellulose
membrane. The filters were immunoblotted with anti-ALP IF antibody（A）and anti-mouse ApoA-1 antibody（B）．
C : Neuro 2 A cells expressing His-ApoA-1（HisApo），ApoA-1（Apo）or empty vector as negative control（Vec）
were lysed. The cell lysates were immunobloted by anti-ALP IF antibody. Closed arrowhead（ ▲）andopen arrowheads
（ △）indicate the mobility of ALP IF and His-ApoA-1, respectively.D : The lysates of the Neuro 2 A cells expressing
His-Apo-A 1（HisApo）or empty vector as negative control（Vec）were purified by His-tag column chromatography and
were fractionated. The factions from the first to the third were immunobloted by anti-ALP IF antibody. The first and the
second fractions from cells expressing His-ApoA-1 were crossreacted with anti-ALP IF antibody.

Fig 10 Effect of mouse ApoA-1 on Ehrlich ascites tumor cells. Ehrlich ascites tumor cells（4×105cells/ml）were incu-
bated for 24 hours in 1％ FBS-supplemented RPMI 1640 medium without（－）/ with（＋）ALP IF（1.0 µg/ml）or
His-ApoA-1（1.0 µg/ml）．A : After treatment with these factors, the number of Ehrlich ascites tumor cells was
counted. * : The difference between the number of Ehrlich ascites tumor cells in the absence（－）and presence（＋）
of His-ApoA-1 is not statistically significant.B : After culture, the tumor cells were labeled with3H-thymidine, and
then the radioactivity uptaken by the cells was measured. Data are presented as the mean±SD for 5 cultures.
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A B

C D

Fig 11 Effect of anti-ALP IF antibody and anti-mouse ApoA-1 antibody on the cell number and3H-thymidine uptake of Ehrlich as-
cites tumor cells treated with ALP IF. Ehrlich ascites tumor cells（4×105cells/ml）were incubated for 24 hours in RPMI 1640 medium
supplemented 1％ FBS and the indicated concentrations of anti-ALP IF antibody（A, C）or anti-mouse ApoA-1 antibody（B, D）with-
out（�）or with（�）of ALP IF（1.0 µg/ml）．A, B : Thereafter, the cell number of the tumor cells was counted.C, D : After cul-
ture, the cells were labeled with3H-thymidine, and the radioactivity incorporated in the cells was measured. Data are the means±SD
for 5 cultures.

Fig 12 Presence of ApoA-1 in ascites fluid collected from Ehrlich ascites tumor-bearing mouse and culture
medium of Ehrlich ascites tumor cells.A : The ascites fluid, purified ALP IF and ApoA-1 protein produced
by in vitro transcription and translation of mouse ApoA-1 cDNA as positive control were resolved on SDS-
polyacrylamide gel and electroblotted onto a nitrocellulose membrane. The filters were immunoblotted with
anti-ApoA-1 antibody.B : The culture medium of Ehrlich ascites tumor cells or fresh culture medium non-
exposed to the tumor cells as negative control was immunobloted by anti-ApoA-1 antibody. Arrowheads
（ ▲）indicate the mobility of ApoA-1.
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5．ALP 上昇因子の Ehrlich 腹水癌細胞増殖作用に対

する抗 ApoA-1抗体の作用

ApoA-1が ALP 上昇因子同様に Ehrlich腹水癌細胞の

増殖を促進させることが証明されたので，生物活性の面

から，それぞれの抗体の作用を検討した．

ALP 上昇因子の Ehrlich腹水癌細胞増殖作用に対して

は抗 ALP 上昇因子抗体はその細胞数増加を濃度依存的

に減少させ，250倍希釈以上で有意に ALP 上昇因子の

細胞増殖作用を抑制した（Fig 11A）．抗マウス ApoA-1

抗体は ALP 上昇因子の細胞数増加作用を僅かに減少さ

せたが有意差は認められなかった（Fig 11B）．

抗 ALP 上昇因子抗体は3H-thymidineの取り込みに対

しても同様に 250倍希釈濃度以上で有意に抑制が認めら

れた（Fig 11C）．抗マウス ApoA-1抗体は3H-thymidine

の取り込みに対しては 1000倍希釈（0.01µg/ml）以上

の濃度で有意な抑制を認めた（Fig 11D）．

6．Ehrlich 腹水癌培養上清中の ApoA-1の存在

これまでの結果より，ALP 上昇因子は，ApoA-1であ

ることが強く示唆されたので，腹水中の ALP 上昇因子

が血清由来の ApoA-1であるのか，Ehrlich腹水癌細胞

自身が生成，分泌しているのかを知るために，Ehrlich

腹水癌細胞の培養上清中に ApoA-1が存在するか否かを

検討した．その結果，Fig 12に示すように FBS含有の

培養液のみのコントロールでは認められない 27 kDaの

位置に ApoA-1に対する反応が認められた．それにより

Ehrlich腹水癌細胞自身が ApoA-1を生成していると考

えられた．

考 察

Host-tumor relationshipの研究は癌の病態解明に重要な

役割を果たすと思われる．中原と福岡9）は癌患者におい

て肝臓のカタラーゼの産生が低下していることが多く認

められることを見つけ，癌組織から肝臓のカタラーゼ生

合成を強力に阻害する物質を抽出し，トキソホルモンと

命名した．トキソホルモンは癌の悪液質の原因のひとつ

として注目されたがその生化学的本態はいまだに不明で

ある．

著者らは担癌マウスの肝臓の ALP 活性を上昇させる

因子が担癌マウス腹水中および固形癌抽出液中に存在す

ることを明らかにしてきた1, 2）．また近年，腫瘍の産生

する体液性因子が次々に同定され，腫瘍による様々な全

身的あるいは系統的症候を生じさせている原因であるこ

とが明らかになってきている10−12）．

ALP 上昇因子は Ehrlich腹水癌担癌マウス腹水液より

単離精製され，マウスの腹腔に投与すると，肝臓だけで

なく，腎臓および脾臓の ALP 活性も上昇させる．一

方，Kossと Greengard13）は担癌ラットにおいても肝臓の

ALP 活性が上昇していることを見出し，これはラット

の種類や移植する腫瘍の種類を変えても同様に，ALP

活性上昇がみられたと報告している．そして，腫瘍を摘

出すると肝臓の ALP 活性がコントロールレベルに戻る

ことより，この上昇が腫瘍細胞由来の体液性因子による

ことを推察している．これらのことより，腫瘍細胞由来

の体液性因子による肝臓の ALP 活性上昇という現象

は，広い動物種，腫瘍の種類に普遍的現象である可能性

があると考えられる．

また，以前の研究において，ALP 上昇因子が Ehrlich

腹水癌担癌マウスの腹水液中だけでなく，血清および癌

細胞中に高濃度認められることを報告し，さらに in vitro

で本因子が Ehrlich腹水癌細胞を著明に増殖させる作用

があることも報告されている2, 5）．このことから癌細胞

が分泌している可能性のある本因子が細胞増殖や転移に

影響し，全身的に何らかの作用をしている可能性も示唆

され，その機能，作用機序，構造を明らかにすること

は，癌の病態解明の一助になると思われる．

本研究ではまず，ALP 上昇因子の機能をさらに追求

するため腹腔内投与で ALP 活性の上昇のみられた脾臓

のリンパ球に対する本因子の作用について検討したが，

今回の実験条件では，ALP 上昇因子はマウスリンパ球

の T 細胞，B 細胞のどちらの細胞数に対しても影響を

与えなかった．そして，ALP 上昇因子は Ehrlich腹水癌

細胞に対するほどは顕著ではないが，B 細胞に対し

thymidineの取り込みを増加させ，細胞増殖活性をもつ

可能性があると考えられた．そして，分離条件，培養条

件について検討する必要があると考えられた．また，本

因子は T 細胞には影響を与えなかった．

細胞増殖にかかわる細胞内伝達機構には，protein

kinase系の関与の可能性が考えられるため，本研究では

B 細胞に対する本因子の thymidineの取り込み促進作用

に及ぼす PKA と PKCの関与について検討した．PKA

のアクチベーターで cAMPの誘導体である Bt2cAMPは

B 細胞 thymidine取り込み促進作用に僅かに抑制的に働

いた．一方 adenylate cyclaseのアクチベーターである

forskolinも ALP 上昇因子の B 細胞増殖作用を僅かに抑

制する傾向がみられた．これらより PKA の活性化は

ALP 上昇因子の増殖促進作用にやや抑制的に働き，促

進的には作用していないことが示唆された．
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PKA を ATP と拮抗的に阻害する KT 572014, 15）は，本

因子の B 細胞への thymidineの取り込み促進作用を濃

度依存的に抑制したが，これは，アクチベーターの作用

結果と考え合わせると，KT 5720が高濃度になるに従い

PKA 以外の情報伝達過程を阻害したとも考えられた．

一方，PKCのアクチベーターである DOGは本因子の

B 細胞に対する作用を僅かに抑制した．また PKCに直

接結合し活性化を引き起こすホルボールエステルである

TPA は B 細胞に対し thymidineの取り込みを濃度依存

的に減少させ ALP 上昇因子の存在下でもほぼ同程度に

thymidineの取り込みを減少させた．すなわち，TPA は

ALP 上昇因子の B 細胞の thymidineの取り込み増加作

用には関与しないと考えられる．

PKCのインヒビターである H-7は ALP 上昇因子の B

細胞への thymidineの取り込み増加作用を僅かに抑制し

た．しかし H-7は PKCのほか PKA, PTKなどの protein

kinaseにも阻害作用をもつことから，これは他の protein

kinaseの阻害作用の可能性も考えられる．これらのこと

より，PKCは ALP 上昇因子の B 細胞増殖作用にはほ

とんど関与しないと考えられる．

以上より，リンパ球培養液中に加えた PKA と PKC

のエフェクターの効果からはこれらの kinaseは細胞に

対し複雑に関与しているか，あるいはこれらのエフェク

ターが他の系に働いて，ALP 上昇因子の作用に対しや

や抑制的に働いていることが考えられる．

ALP 上昇因子の分子構造の解析から解った N 末端の

7つのアミノ酸配列より，マウスの遺伝子産物のデータ

ーベースを検索すると，これと合致したものは ApoA-1

のみであり，分子量および等電点もこれらの報告中の

ApoA-1のものとほぼ一致している16, 17）．今回作製した

ApoA-1 は抗 ALP 上昇因子抗体と反応し，また抗

ApoA-1抗体は本因子と免疫学的に反応した．これによ

り，ALP 上昇因子は ApoA-1であることが示唆され

た．またさらに，作製した ApoA-1が Ehrlich腹水癌細

胞の増殖を促進させたこと，Ehrlich腹水癌細胞の本因

子における増殖促進作用を抗 ALP 上昇因子抗体でも，

抗マウス ApoA-1抗体でも抑制したことから，生物活性

の面からもこれらが同一であることが示唆された．

作製した ApoA-1は Ehrlich腹水癌細胞の細胞数増加

作用に対しては ALP 上昇因子との結果の有意差に違い

があったが，これは両者の一次，二次および三次構造の

違いによると考えられた．

脂質輸送を担っているリポタンパク質はその密度によ

り 5つに分類され，それぞれ特徴的なアポタンパク質を

含み異なる脂質組成をもつ．アポリポプロテインがリポ

タンパク質の機能を決定し，一部は酵素の活性化を担っ

ている．ApoA-1はコレステロールのホメオスタシスに

必要な high-density lipoprotein（HDL）の構成成分とし

て主要なタンパク質であり，lecithin-cholesterol acyltrans-

feraseを HDL 微粒子の中で活性化する．本研究で，Ehr-

lich 腹水癌細胞の培養上清中に ApoA-1の存在が証明さ

れたことより，Ehrlich腹水癌細胞からも生成されてい

ることが強く示唆された．それにより ALP 上昇因子す

なわち ApoA-1は Ehrlich 腹水癌細胞の増殖を促進さ

せ，その作用機序として autocrineあるいは paracrine的

に作用していることが推察された．また B 細胞にも働

き B 細胞の増殖を促進させる可能性が示唆された．こ

れらは新しい ApoA-1の作用と考えられる．

最近ヒトの結腸癌において原発巣および転移巣で

ApoA-1の過剰発現が確認され18），大腸癌でも同様な報

告があり，癌の浸潤，悪性化に伴いその発現が亢進して

いると考えられている19−21）．子宮癌においても正常と比

べ ApoA-1が過剰発現しているなど，ヒトの癌細胞にお

いても腫瘍と ApoA-1の関連について報告されてい

る22）．また本因子が担癌マウスの血清において約 2倍高

かったことより ApoA-1を他のマーカーと組み合わせ

て，腫瘍マーカーとしての応用が期待される．

結 論

1 ．ALP 上昇因子はマウスリンパ球の B 細胞の

thymidineの取り込みを増加させたが T 細胞には効果

がみられなかった．

2．ALP 上昇因子の B 細胞に対する thymidineの取り

込み増加作用には PKA および PKCの明かな関与は

認めなかった．

3．ALP 上昇因子は分子構造的，免疫学的，そして生

物活性の面からもマウス ApoA-1と同一であることが

強く示唆された．

4．ALP 上昇因子は Ehrlich腹水癌細胞自身が産生して

いることが示唆された．そして，ALP 上昇因子は Ehr-

lich 腹水癌細胞の増殖を促進することから autocrine

あるいは paracrine的に作用し，自律的増殖をさせて

いる可能性が示された．

稿を終えるにあたり，本研究の機会を与えて下さいまし
た慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室主任 中川種
昭教授に感謝致します．また，ご懇切なるご指導，ご校閲
を賜りました明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔
面外科学分野 坂下英明教授に感謝の意を捧げます．さら
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に，ご教示とご校閲を賜りました明海大学歯学部病態診断
治療学講座病理学分野 草間 薫教授，明海大学歯学部形
態機能成育学講座解剖学分野 天野 修教授に感謝いたし
ます．そして本研究にご理解，ご尽力下さいました国立成
育医療センター研究所成育遺伝研究部 山田正夫部長，慶
応義塾大学医学部医化学教室，慶応義塾大学看護短期大学
桜田知己前兼担教授，慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科
学教室 朝波惣一郎助教授をはじめ教室諸兄に厚く御礼申
し上げます．
なお，本論文の一部要旨は，第 62回癌学会（名古屋），

第 77回生化学会大会（横浜）で発表した．
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精神的ストレス評価の指標としての
唾液中クロモグラニン A に関する研究

角田 武也§

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：歯科治療時における精神的ストレス評価の指標としてクロモグラニン A（CgA）濃度測定の妥当性を検討するこ
とを目的に，耳下腺唾液中における CgA，コルチゾール（Cor），アミラーゼ（Aml）濃度に分泌速度が及ぼす影響を検討
し，さらに，ワックス咀嚼前後の全唾液中の CgA, Cor, Aml濃度の比較，浸潤麻酔動作前後における全唾液中の CgA分
泌量の変化を測定して以下の結論を得た．
耳下腺唾液分泌速度の上昇時，CgA, Aml 濃度は，安静時と比較して有意に減少した．ワックス咀嚼後の CgA濃度の
平均値はワックス咀嚼前に比べ減少傾向を示した．Aml 濃度は増加傾向を示したが，Cor濃度では一定の傾向はみられな
かった．全唾液分泌速度と全唾液中 CgA濃度の間に有意な負の相関がみられた．ワックス咀嚼後の全唾液中 CgA分泌
量は咀嚼前に比べ有意に増加した．また浸潤麻酔動作前に比べ動作後の CgA分泌量は増加した．以上のことから精神的
ストレスの指標としての唾液中 CgAの評価は，唾液中の分泌量で行うことがより信頼性が高い方法であることが示され
た．また唾液中 CgA分泌量の測定は，歯科治療におけるストレスの客観的評価の指標としても優れていることが示され
た．

索引用語：唾液中 CgA，唾液分泌速度，ストレス評価，浸潤麻酔

Salivary Chromogranin A as Index of Psychosomatic Stress Response

Takeya TSUNODA§

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

Abstract : It is reported that chromogranin A（CgA）in the saliva is useful as a psychological stress marker. The purpose

of this study is to examine the effect of salivary flow rateson the parotid salivary concentrations of CgA, cortisol（Cor）and

amylase（Aml），and also is to examine their changes before and after chewing stimulation by wax, and the change of CgA

volume before and after the infiltration anesthesia action on the whole saliva.

Results obtained were as follows ; CgA and Aml concentrations of the stimulated parotid saliva were significantly de-

creased in comparison with the unstimulated saliva. There were no significant effects of the saliva sampling time on any of

the measurements. The mean values of CgA after chewing wax for each subject tended to decrease as compared to those

from before chewing wax. The Aml values showed an increasing tendency, while the Cor values did not show any definite

tendency.

There was significant correlation between salivary flow rate and CgA concentration in the saliva.

CgA volume in the saliva after wax chewing significantly increased in comparison with that before wax chewing. CgA

volume in the saliva after anesthesia action was significantly increased from that of before anesthesia action.

In conclusion, it is necessary to evaluate the CgA volume in saliva when we use it as an index for psychological stress.

The CgA volume in saliva is expected to serve as an index for stress evaluation in dental treatment.

Key words : salivary CgA, salivary flow rate, stress evaluation, infiltration anesthesia
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緒 言

歯科治療に精神的ストレスを感じる人は少なくない．

それは，患者の歯科医院への来院を妨げる理由の一つに

も挙げられている．さらに，患者が受けているストレス

を術者側が感じ取れないまま治療を続けることにより，

血圧低下等異常な状態が招来される場合もあり1, 2），歯

科治療に対する患者のストレスを客観的に把握すること

はきわめて重要である．

歯科診療時の精神的ストレス評価法としては現在，ア

ンケート2−4）や血中カテコールアミンの分析5, 6），心拍数

のモニタリング7）などが用いられている．

生体がストレスを感じると，交感神経－副腎髄質系と

視床下部－下垂体－副腎皮質系という 2種のストレス応

答系の活動が高まり，ストレスホルモンとしてそれぞれ

カテコールアミン，およびコルチゾールが分泌され，心

拍の亢進や血糖の上昇を促し，生態のストレス対処能力

を高めるように作用する8, 9）．副腎髄質系は副腎皮質系

に先行して活性化されることから反応が早く，ストレス

の早期検出に適していると期待されているが，検体が血

液，尿であることから検体のサンプリング自体がストレ

スとなることなどが問題視されている10, 11）．そこで，サ

ンプリングに抵抗の少ない唾液を検体としたクロモグラ

ニン A（以下 CgA と略）の測定が最近注目されてい

る．

CgAは副腎髄質のクロマフィン顆粒内から分泌され

る糖タンパク質で，顎下腺導管部に存在し，カテコール

アミンの貯蔵に関与しているといわれている11, 12）．自律

神経刺激によりカテコールアミンと共に血中に共分泌さ

れることは知られていたが，唾液中 CgAの測定法が確

立されたことにより，交感神経活動を反映した唾液中ス

トレス指標としての期待が高まっている12, 13）．CgAを用

いた研究はいくつか報告されてはいるが14−21），いまだ不

明な点が多く，今後の研究の成果が待たれている．

本研究は歯科治療時の精神的ストレス評価の指標とし

て CgA濃度測定の妥当性および評価方法について検討

することを目的に，実験 1として，耳下腺唾液中におけ

る CgA，コルチゾール（Cor），アミラーゼ（Aml）濃度

に分泌速度が及ぼす影響を検討し，実験 2として，5分

間ワックス咀嚼前後の CgA, Cor, Aml濃度の比較，実験

3として浸潤麻酔の動作前後における全唾液中の CgA

分泌量の変化を測定した．

被験者および方法

本研究は明海大学倫理委員会の規定に従って行った

（承認番号 A 0503）．

実験 1：唾液分泌速度が耳下腺唾液中の CgA, Cor, Aml

濃度に及ぼす影響

（1）被験者

顎口腔系に異常を認めない成人 8名（女性：4名，男

性：4名）（21～38歳）とし，実験に際してはあらかじ

め被験者の同意を得た．

（2）唾液採取法

被験者を椅子に座らせて，右側の耳下腺開口部に耳下

腺唾液採取器（Lashleyカニューレ）を装着し，0.5 ml

の安静時耳下腺唾液を採取した．その後舌尖部にクエン

酸（26 mmol/l）を含んだ綿球をのせて刺激を与え，刺

激直後に分泌された唾液 0.5 ml を採取し，30分間 3000

gで遠心分離後，－80℃で冷凍保存した．唾液採取は 1

日 1回（午前 10 : 00）3日間行い，分泌速度，CgA, Cor,

Aml 濃度の平均値を求めた．

Fig 1は使用した耳下腺唾液採取器を示している．

（3）唾液分泌速度測定法

分泌速度は耳下腺唾液をチューブで風防電子平秤

（Model 2001 MP 2, Sartorius, Goettingen, Germany）内の

小ビーカーに導き，連続的に計測されるその重量を，デ

─────────────────────────────
§別刷請求先：角田武也，〒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口腔小児科学分野 Fig 1 Modified Carlson-Crittenden collector for parotid saliva.
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ジタルアナログ変換器を介してペンレコーダ（Omnis-

cribe, Industrial Scientific, Houston, TX, USA）に記録させ

た．ペンレコーダは唾液がビーカー内に流れ落ちると，

0.01 ml の増加に反応し，毎分 5 cmの速度でデータを

記録した．安静時，刺激時とも分泌速度が安定した 1分

間を記録し，分泌速度を求めると共に，その時の唾液中

CgA, Cor, Aml濃度測定の試料とした．

（4）濃度測定法

CgA：CgA 濃度の測定には CgA EIA キット（YK

070，矢内原研究所，富士宮，静岡）を用いた．緩衝液

〔10 mM phosphate buffer（pH 7.4），30 mM NaCl, 5 mM

EDTA, 0.1％ BSA〕で希釈した唾液検体，標準 CgA 溶

液のそれぞれとビオチン標識ヒト CgA（0.25 mg/well）

およびウサギ抗ヒト CgA抗体を抗ウサギ IgGを固定化

した各ウェルに加え洗浄後，各ウェルに streptavidin-

horseradish peroxidase溶液 100 µl を加え，2時間混和

後，o-phenylene diamineを含む基質溶液〔0.015％ H2O2,

0.1 M phosphate-citrate buffer（pH 7.4）〕100 µl を加え

た．30分間反応させた後，酵素反応停止液 100µl を加

え，マイクロプレート吸光度計（Labsystem Multiskan Bi-

chromatic, Helsinki, Finland）にて 490 nmの吸光度を測

定した．

CgA標準抗原希釈溶液の各濃度（7ポイント）の測定

値から標準曲線を作成し，検体の測定値を標準曲線に当

てはめ，CgA濃度を算出した．

Cor：Cor濃度の測定には Cortisol EIA キット（No

900-071, Assay Designs, Ann Arbor, MI, USA）を用い

た．唾液検体を Assay Bufferで 10倍に希釈した後，唾

液検体，標準 Cor溶液，そして一定量の alkaline phos-

phatase標識 Cor溶液およびマウス抗 Cor抗体をヤギ抗

マウス IgG抗体でコートした各ウェルに添加し，2時間

混和しながらインキュベーションした．その後洗浄した

のち，p-nitrophenylphosphate基質溶液 200µl を加え，1

時間室温で反応させ，反応停止液 50 µl を注入し，マイ

クロプレート吸光度計にて 405 nmの吸光度を測定し

た．

Cor標準抗原希釈溶液の各濃度（7ポイント）の測定

値から標準曲線を作成し，検体の測定値を標準曲線に当

てはめ，Cor濃度を算出した．

Aml：唾液検体を phosphate-buffered salineで 1/200に

希釈した．測定は salivary α -amylase assay kit（State Col-

lage, PA, USA）を用いて行った．その希釈検体（8 µl）

を各測定ウェルに加え，あらかじめ 37℃に加温した基

質（2-chloro-p-nitrophenol linked with maltotriose）を含む

反応液（320µl）を各ウェルに加え，ただちに 37℃で

反応を開始した．反応開始後，1分後と 3分後に各ウェ

ルの 405 nmの吸光度を測定した．得られた吸光度値を

以下の方程式に当てはめ，唾液中の α -Amylaseの酵素

活性度数（U/ml）を算出した．

（Absorbance/min×TV×DF）
MMA×SV×LP

＝
唾液中の α -Amylase
の酵素活性度数（U/ml）

但し，Absorbance/min＝1分間の吸光度値の変化量

TV＝Total assay volume測定総量（0.328 ml）

DF＝Diluent factor希釈因子（200）

MMA＝基質吸収係数（12.9）

SV＝Sample volume検体量（0.008 ml）

LP＝Light pathプレート係数（0.97）

実験 2：ワックス咀嚼前後の全唾液中 CgA, Cor, Aml 濃

度の比較

（1）被験者

顎口腔系に異常を認めない成人 6名（女性：3名，男

性 3名）（27～35歳）とし，実験に際してはあらかじめ

被験者の同意を得た．

（2）唾液採取法

実験 1同様，被験者を椅子に座らせて，安静時唾液を

採取した．被験者は 5分間，開口状態を保ち，下方を向

き，流出する唾液を採取容器に集積した．採取は被験者

に嚥下させてから開始し，終了時には口腔内唾液を全て

容器に吐き出させた．続いて被験者にパラフィンワック

ス（5 g）を 5分間咀嚼させた後，同様に全唾液を 5分

間採取した．実験は 1日 3回（10：00, 14：00, 17：

00），3日間行い安静時唾液分泌速度および刺激時唾液

分泌速度の平均値を求め，CgA, Cor, Aml濃度測定を行

い，その平均値を求めた．

（3）濃度測定法

CgA 濃度，Cor濃度，Aml 濃度の測定は実験 1と同

様に行った．

実験 3：浸潤麻酔動作前後における全唾液中 CgA 分泌

量の変化

（1）被験者

顎口腔系に異常を認めない成人 20名（女性：13名，

男性：7名）（23～34歳）とし，実験に際してはあらか

じめ被験者の同意を得た．

（2）唾液採取法

全唾液を実験 2と同様に計 5回，隔日に同じ時間帯

（午前 9 : 30）に採取し，測定して平均値を求め，各被
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験者の平常値とした．

次に診療室において治療椅子に被験者を座らせ，安静

を保たせた後，実験の内容，すなわち「2種類の浸潤麻

酔剤の効果を調べる実験を行う」ことについて説明し，

協力の得られた被験者について，直ちに被験者の前で麻

酔の準備を 5分間かけて行った．その後直ちに全唾液を

採取し，分泌速度，CgA濃度測定のための試料とした．

その後浸潤麻酔は行わず実験を終了した．

（3）濃度測定法

CgA濃度は実験 1と同様に行った．

（4）評価方法

各被験者の単位時間（1分間）当たりの全唾液中 CgA

分泌量を求め，平常値と浸潤麻酔動作によるストレス負

荷直後の値を比較した．

なお，実験 1から 3における各平均値の差の検定には

Student’st-testを，実験 2の相関性の検定には Spearman

の順位相関係数を用い，いずれも p 値が 0.05未満の場

合を有意差ありと判定した．

結 果

実験 1

クエン酸を含んだ綿球による舌尖部の刺激前の安静時

と刺激後の耳下腺唾液分泌速度，CgA, Cor, Aml濃度の

平均値を Table 1に示す．

刺激前の安静時の耳下腺唾液の平均分泌速度は 0.05±

0.02 ml /minであったのに対し，刺激時は平均 0.18±0.10

ml /minと有意に増加した．安静時 CgA濃度の平均値は

13.1±11.8 pmol/ml であったのに対し，刺激時では 3.7

±1.0 pmol/ml と有意に減少した．同様に Aml も安静時

177.9±71.9 U/ml であったのに対し，刺激時では 64.8±

26.8 U/ml と有意に減少した．一方，Corは安静時と刺

激時との間で有意差は認められなかった．

実験 2

Fig 2には各被験者のワックス咀嚼前後の全唾液分泌

速度を示している．ワックス咀嚼後の唾液分泌速度は被

験者 1から 6まで，ワックス咀嚼前の安静時の約 2倍か

ら 11倍に上昇した．なお，いずれの被験者において

も，採取時刻による有意な差はみられなかった．

Table 2はワックス咀嚼前後の CgA, Cor, Aml濃度の

Fig 2 The whole salivary flow rate before and after chewing wax.

Table 1 Parotid salivary flow rate and concentrations of CgA,
Cor and Aml in parotid saliva before and after the stimulation.

Before After

Parotid salivary flow rate（ml /min）
CgA（pmol/ml）
Cor（pg/ml）
Aml（U/ml）

0.05±0.02
13.1±11.8

583.9±228.5
177.9±71.9

0.18±0.10**
3.7±1.0*

600.9±341.1
64.8±26.8**

CgA : Chromogranin A, Cor :Cortisol, Aml : Amylase.
*P＜0.05 vs before the stimulation, **P＜0.01, n＝9

Table 2 Concentrations of CgA, Cor and Aml in whole saliva before and after chewing wax.

CgA（pmol/ml） Cor（pg/ml） Aml（U/ml）

before after before after before after

Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6

3.1（2.2）
23.7（9.2）
11.3（6.0）
9.7（2.7）
9.5（0.7）

12.2（3.2）

2.0*（1.7）
11.0**（9.4）
5.5*（2.5）
1.7**（1.0）
5.8**（1.7）
7.0**（3.0）

1303.1（ 321.3）
2211.0（1133.7）
1117.7（ 445.3）
2054.1（1067.3）
616.0（ 94.7）

2914.8（1337.9）

1226.9（598.8）
1002.7*（620.5）
731.0（438.0）
819.0*（417.5）
881.3**（ 35.1）
808.3**（332.8）

10.5（ 6.8）
5.4（ 3.4）

40.1（21.4）
3.4（ 2.1）
5.2（ 1.0）

28.2（ 4.6）

47.6**（13.9）
9.1**（ 1.8）

46.5 （24.4）
6.7 （ 4.3）

30.2**（16.9）
45.4**（14.7）

CgA : Chromogranin A, Cor :Cortisol, Aml : Amylase.（ ）：SD, *P＜0.05, **P＜0.01, n＝9
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平均値を示している．CgA 濃度はワックス咀嚼後には

咀嚼前に比べ減少し，全員に有意差がみられた．Cor濃

度については一定の傾向は見られず，3人の被験者はワ

ックス咀嚼後減少，1人は増加した．Aml 濃度は 6人中

4人が有意に増加した．

Table 3は各被験者の全唾液分泌速度と全唾液中 CgA

濃度の相関係数を示した．その結果，各被験者の相関係

数は－0.69から－0.92を示し，有意な負の相関を示し

た．

全唾液分泌速度と全唾液中 CgA濃度が負の相関を示

したことからワックス咀嚼前後の唾液分泌速度と CgA

濃度の積による単位時間（1分間）当たりの全唾液中 CgA

分泌量を Table 4に示した．その結果，各被験者とも

CgA分泌量は，ワックス咀嚼前より咀嚼後のほうが有

意（p＜0.01）に高い値を示した．

実験 3

浸潤麻酔動作前の各被験者の安静時唾液分泌速度，

CgA濃度および単位時間（1分間）当たりの CgA 分泌

量の平均値を Table 5に示した．その結果，CgA 分泌

量は SDが比較的小さく，安定した値が得られた．

Table 6には浸潤麻酔動作直後の唾液分泌速度，CgA

Table 3 Correlation between salivary flow rate and
concentration of Chromogranin A in saliva.

r p value

Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6

－0.92
－0.76
－0.78
－0.87
－0.74
－0.69

p＜0.01
p＜0.01
p＜0.01
p＜0.01
p＜0.01
p＜0.01

r : correlation coefficient, n＝9

Table 4 Mean concentrations of Chromogranin A be-
fore and after chewing wax.

Before
（pmol/min）

After
（pmol/min）

Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6

0.72±0.43
3.72±1.40
2.82±1.09
3.25±1.27
2.80±0.25
2.30±0.88

2.27±1.40*
16.62±9.92*
10.49±6.56*
9.09±3.52*
8.93±1.60*

11.94±6.04*

*P＜0.01（Mean±SD）, n＝9

Table 5 Mean valuesof salivary flow rate, CgA concentration
and CgAvolume at rest position.

Salivary flow rate
（ml /min）

CgA concentration
（pmol/ml）

CgA Volume
（pmol/min）

Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6
Sub 7
Sub 8
Sub 9
Sub 10
Sub 11
Sub 12
Sub 13
Sub 14
Sub 15
Sub 16
Sub 17
Sub 18
Sub 19
Sub 20

0.3 ±0.09
0.40±0.11
0.25±0.07
0.40±0.13
0.48±0.08
0.19±0.06
0.22±0.06
0.43±0.10
0.37±0.11
0.12±0.05
0.33±0.10
0.44±0.13
0.38±0.12
0.36±0.15
0.29±0.08
0.32±0.15
0.25±0.09
0.28±0.11
0.34±0.13
0.30±0.09

3.2±0.8
4.9±1.2
7.3±1.0
5.0±1.4
4.1±1.1
3.1±0.8
3.2±1.0
2.8±0.8
1.9±0.9
2.8±0.7
2.9±0.9
1.6±0.7
3.1±0.9
3.0±1.7
4.9±1.5
3.6±1.3
2.8±1.1
3.2±1.9
2.8±1.2
2.5±1.3

0.96±0.08
1.96±0.15
1.82±0.05
2.00±0.11
1.96±0.06
0.58±0.10
0.70±0.13
1.20±0.09
0.70±0.09
0.33±0.15
0.95±0.12
0.70±0.11
1.17±0.12
1.08±0.14
1.42±0.07
1.15±0.13
0.70±0.10
0.89±0.09
0.95±0.11
0.75±0.10

CgA : Chromogranin A. n＝5.

Table 6 Salivary frow rate, CgA concentration and CgA vol-
ume just after anesthesia action.

Salivary flow rate
（ml /min）

CgA concentration
（pmol/ml）

CgA Volume
（pmol/min）

Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Sub 6
Sub 7
Sub 8
Sub 9
Sub 10
Sub 11
Sub 12
Sub 13
Sub 14
Sub 15
Sub 16
Sub 17
Sub 18
Sub 19
Sub 20

0.34
0.45
0.28
0.24
0.21
0.22
0.25
0.48
0.3
0.35
0.37
0.45
0.34
0.12
0.32
0.37
0.49
0.31
0.37
0.33

6.3
5.8
9.6
5.3
4.8
9.7
4.8
3.9
3.3
1.8
3.6
2.9
4.1
3.8
6.1
4.4
2.9
3.6
3.1
2.8

2.14
2.61
2.68
1.27
1.00
2.13
1.2
1.87
0.99
0.63
1.33
1.3
1.39
0.45
1.95
1.62
1.42
1.11
1.14
0.92

CgA : Chromogranin A.
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濃度および CgA 分泌量を示した．その結果 CgA 分泌

量は 20人中 17人が平常値に比べ上昇していることが示

された．

考 察

多くの人がストレスを感じ，問題視しているにもかか

わらず，人体の受けるストレスについての測定，評価法

についてはいまだ確立されているとは言いがたい12）．特

に精神的ストレスは，同じ状況下でも個人差の大きいこ

とが，ストレス問題の対応を困難にしている3）．歯科領

域においても麻酔による血圧低下等は，患者の治療に対

する精神的不安が原因の一つに挙げられているが，医療

面接や，アンケートによる把握が行われているのみで，

チェアーサイドでの客観的な診断は行われていない1, 2）．

ヒトが何らかのストレスを受けると，応答物質として

カテコールアミン，Corが分泌される8, 9）．今回測定した

CgAはこのカテコールアミンと共存し，共放出される

ことが知られている11, 12）．また Aml は血中カテコールア

ミン，特にノルエピネフリンとの相関が示されているこ

とから，こちらも交感神経－副腎髄質系のストレス指標

として活用されている19, 20）．血中および唾液中 Cor，血

中および尿中カテコールアミンは精神的ストレスと肉体

的ストレスの両方に反応する一方で，唾液中 CgAは精

神的ストレスにだけ反応することがいくつかの研究で明

らかにされている12, 16）．また反応の速さでは，副腎髄質

系が副腎皮質系に比べ早く現れ，CgA は Corに比べ，

ストレスに対する反応性が高く，微弱な反応の早期検出

に適しているといわれている11, 12）．

唾液中 CgAの検出に関しては既にいくつかの報告例

がある．すなわち音楽聴取による自覚的ストレスの減少

による CgAの減少効果を示した研究14），あるいはカラ

オケによるストレスの変化を唾液中 CgAによって分析

した結果，カラオケ前後で CgA濃度が変化し，ストレ

スが緩和されていることを証明した研究21）などがある．

また歯科医療領域においては，口腔外科手術前後に唾液

中 CgA を測定して精神安定剤投与の効果を調べた結

果，安定剤投与群と非投与群との間に有意な差はみられ

なかったという報告16）や，小児の歯科治療前後に CgA

を測定して，小児の受けるストレス評価を行った報

告17），あるいは顎関節症の患者の受けているストレス評

価に用いた報告18）などがある．しかしこれらの報告で

CgA測定時に唾液分泌速度を考慮しているものは皆無

であった．

今回実験 1では CgA, Cor, Amlの唾液中濃度が唾液分

泌速度に影響を受けるか否かについて基礎的な実験を行

った．その結果，クエン酸による舌尖刺激によって耳下

腺唾液分泌速度を平均約 3.6倍に上昇させたときの

CgA, Aml 濃度は，被験者全員の平均値において安静時

と比較して有意に減少することが確認された．一般に唾

液中に含有される成分は特殊な無機成分（カリウムな

ど）を除いて，唾液分泌速度の影響を受けるものが多

く，唾液中成分の測定時には必ず唾液分泌速度を同時に

測定しておく必要がある22）．今回の実験の結果から，こ

れら CgA, Aml の値をストレス評価の指標として用いる

場合においても，必ず唾液分泌速度を測定し，もし唾液

分泌速度が大きく変化していれば，得られた値がストレ

スの影響なのか，単に唾液分泌速度の変化によるものな

のかを確かめる必要があることを示している．

しかし Aml については，Dawesの唾液分泌速度と唾

液中 Aml 濃度変化に関する報告22）によると，唾液中 Aml

濃度は刺激直後から約 2分間における刺激唾液において

は濃度は減少するが，その後約 5分後には上昇に転じる

ことが示されている．したがって，唾液中 Aml 濃度の

場合はこの唾液分泌速度の微妙な変化に影響されること

が考えられるので注意が必要である．

一方，本実験で Corの濃度は安静時に比べて高くな

る者，低くなる者，変わらない者に別れ，一定の傾向を

確認することができなかった．前述した生体の 2つのス

トレス応答系のうち，血中および唾液中 Corはカテコ

ールアミン，CgA に比べて遅れて活性化されることが

報告されている10, 11）．また唾液中濃度の変動係数が著し

く高いことも報告されており23），今回の実験でも唾液中

濃度における安定性が低いことが示唆された．

実験 2のワックス咀嚼実験の結果をどのように評価す

るかについて考える場合，実験 1の結果から CgA, Aml

の唾液中濃度は刺激唾液下では有意に減少することが示

されたことにより，当然唾液分泌速度の影響を考慮して

考えなければならない．Aml 濃度については，本来分

泌速度の増加により減少するはずの値が増加しているこ

とから，生体はワックス咀嚼をストレスとして感じて反

応していることが考えられる．一方 CgA濃度のワック

ス咀嚼後の減少については，唾液分泌速度の上昇によっ

て減少したのか，または Aml とは全く反対の，ストレ

ス緩和として生体が反応しているのかについて，判断が

難しいと思われた．

そこで唾液分泌速度と CgA濃度の間に有意な負の相

関が認められたことから（Table 3），両者の積による単

位時間（1分間）当たりの分泌量を計算にて求めてワッ
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クス咀嚼前後で比較した結果，CgA 分泌量はワックス

咀嚼前より有意に増加していることが示され，Aml 同

様，CgAについても生体はワックス咀嚼をストレスと

感じて反応していることが明らかとなった．したがっ

て，本実験結果は唾液中成分の CgA, Aml を用いて生体

のストレスを評価する際には，濃度より唾液分泌速度を

考慮した単位時間（1分間）当たりの分泌量を求めるこ

とが重要であることを示している．

実験 3では唾液中 CgAが浸潤麻酔という精神的不安

に対してどのように変化するかを調べた．実験前に 5

回，本実験を行う時間帯に唾液を採取し，分泌速度，CgA

濃度を測定し，CgA 分泌量を計算にて求めた．それら

を各被験者の平常値とし，麻酔動作というストレス因子

負荷後の値と比較した．その結果，両者の CgA分泌量

を比較すると，3名の被験者を除き，麻酔動作後の値が

平常値より高くなり，生体は麻酔動作をストレスと感じ

て反応していることが示された．

今回の実験は，実験当日どのような実験を行うかをま

ったく告げず，歯科治療椅子に座らせてから実験説明を

して，協力の得られた者を対象者として実験を行い，麻

酔針の刺入時の痛みや麻酔剤の影響を避け，麻酔という

漠然とした恐怖のみを対象にした．

その結果，上記のような結果が得られたことは診療椅

子に座ってから，予想していなかった麻酔というストレ

スの加わったことによる精神的反応が，唾液中 CgA 分

泌量の上昇に影響したものと推察される．

麻酔の使用は歯科治療には欠くことのできないもので

あり，得られた鎮痛作用のおかげで，不安の無いスムー

ズな治療が約束される．しかし一方で多くの患者が麻酔

そのものに対して不安を抱いていることも事実である．

麻酔が患者に与える影響には，麻酔という行為に対する

精神的な恐怖，痛みによる生体の反応，麻酔薬による生

体の反応などが挙げられる．それらのうち精神的な恐怖

を事前に察知して緩和することは医療上重要なことと思

われる．主に運動や肉体疲労などに反応する Corやカ

テコールアミンとは異なり，唾液中 CgAは精神的なス

トレスにのみ反応する有用なマーカーとして注目されて

いる8−10）．したがって今後医療の領域のみならず一般の

職場でも用いられることが多くなってくることと考えら

れる．しかしストレスマーカーの測定はヒトの心の内面

を客観的に評価するものとなることから，この利用に当

たっては正確な判断基準が必要となる．そのような意味

から，今回の研究で調べた唾液中 CgA分泌量の測定は

精神的ストレスの客観的評価を下すための重要な指標と

なることが示唆された．

結 論

1．唾液中 CgA, Aml 濃度は，唾液分泌速度の影響を受

け，分泌速度の上昇時は安静時と比較すると有意に減

少することが示された．

2．唾液分泌速度と唾液中 CgA濃度の間には全被験者

で有意な負の相関がみられた．ワックス咀嚼後の唾液

中 CgA分泌量（CgA濃度と唾液分泌速度の積）は咀

嚼前に比べ有意に増加した．

3．浸潤麻酔動作前に比べ動作後の CgA分泌量は増加

した．

4．唾液中 CgA濃度は，唾液分泌速度に影響を受ける

ために，唾液中分泌量で精神的ストレスを評価するこ

とが正しい方法であることが示された．

5．唾液中 CgA分泌量の測定は，歯科治療におけるス

トレスの客観的評価の指標として優れていることが示

された．
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デジタル画像相関法によるマルチブラケット装置の力学的検討
－犬歯遠心移動時の矯正力が歯列へ与える影響－

神原 学1§ 松井 成幸1 櫻井 洋介1

大塚雄一郎1 山田 亨1 細川 尚生1

峯崎 雅之2 梅崎 栄作2 鐘ヶ江晴秀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
2日本工業大学工学部機械工学科

要旨：矯正臨床において，叢生や口元の突出感などの改善のために第一小臼歯を抜去する症例は多くみられ，その際マ
ルチブラケット装置を使用した治療が行われている．この治療の 1ステップとして犬歯の遠心移動がおこなわれるが，装
置が歯列全体に及ぶことからアーチワイヤーにより個々の歯へ与えられる矯正力の影響を理解しておくことは治療をスム
ーズに行う上で重要である．
そこで本研究では犬歯の遠心移動時における矯正力が，歯列全体にどのように影響しているかを調べることを目的とし
て，非接触型変位測定法の一つであるデジタル画像相関法を用いて犬歯遠心移動時における歯列全体の生力学的検討を行
った．
その結果，左右中切歯，側切歯は唇側への変位，犬歯においては遠心からやや騁側へ向かうような変位がみられた，第
二小臼歯と第一大臼歯では近心口蓋側への変位がみられ，犬歯遠心移動時の矯正力が歯列全体に及ぼす力学的影響が明ら
かとなった．

索引用語：デジタル画像相関法，犬歯遠心移動，マルチブラケット装置

Dynamic Examination of Multi-Bracket Appliance by
Digital Imaging Correlation Technique
－Influence of Orthodontic Force on the Dental Arch at Canine Retraction－

Manabu KOHARA 1§, Shigeyuki MATSUI 1, Yosuke SAKURAI1,
Yuichiro OTSUKA 1, Tohru YAMADA 1, Naoki HOSOKAWA 1,

Masayuki MINEZAKI 2, Eisaku UMEZAKI 2 and Haruhide KANEGAE 1

1Division of Orthodontics, Department of Human Development & Fostering, Meikai University School of Dentistry
2Department of Mechanical Engineering, Nippon Institute of Technology

Abstract : In the field of orthodontic clinic, the first premolar is often extracted for the expected improvement of crowd-

ing and a protrusion of lip and a multi-bracket appliance is usually used for its treatment. Although a canine retraction is

performed as a step of this treatment, it is important to understand the influence of orthodontic force given to individual

teeth by archwire in order to perform the treatment moresmoothly because the appliance covers the whole dental arch.

In this study, therefore, a biodynamic examination on the dental arch as a whole at canine retraction was performed by

means of digital imaging correlation technique, a deviation measuring method of non-contact type, for the purpose of eluci-

dating how the orthodontic force influences on the whole dental arch at canine retraction.

As a result, deviation to the labial side was observed in the central and lateral incisors, deviation from distal to slightly

buccal side in canines and deviation to proximal palatine side in the second premolar and the first molar, indicating that the

orthodontic force at canine retraction has some influence on the dental arch as a whole.

Key words : digital image correlation method, canine retraction, multibracket
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緒 言

矯正治療の臨床においてマルチブラケット装置は歯列

全体にわたる装置であり，その構造や力系の複雑さから

時には術者の意図していた方向とは違った方向への力を

発生し，予想外の治療結果をもたらす場合もある．その

ため現在まで様々な工学的手法が応用され生力学的解

析1, 2）が行われてきた．そして，その解析法は工学分野

での解析法自体の開発・進歩とともに変化してきた．以

前はストレインゲージ法，ホログラフィー法，二次元光

弾性実験法や二次元有限要素法などが研究方法の主体で

あったが，現在では，三次元有限要素法解析，電子スペ

ックル法，第三世代（自動解析）光弾性実験法，デジタ

ル画像相関法などの新たなひずみ・変位計測技術がこの

分野で利用されている．

これら技法のうち，デジタル画像相関法は，1982年

Petersと Ranson3）が発表しており，以降，Suttonら4），Chu

ら5），Umezakiら6），藤川ら7），町田ら8）により数多く報告

されている．特別な光学系を必要とせず，非接触，対象

とする材料を限定しない，高精度な変位計測が可能であ

るなどの特徴から，医学分野に過去から多く保存されて

いる既存の画像データを利用し，生体の変化を観察する

のに有効な一手段と考えられている．松井ら9）は外科的

矯正治療後の顔面軟組織の評価や歯列シミュレーション

モデルへデジタル画像相関法を適用し初期移動の様相を

観察している．

そこで今回，臨床で使用する矯正装置を用い，エッジ

ワイズ法の治療ステップとして行われている犬歯の遠心

移動時における矯正力が，歯列全体にどのように影響し

ているかを調べることを目的として，新たに歯，歯根膜，

歯槽骨の三層構造を持つ歯科矯正シミュレーションモデ

ルを作製し，デジタル画像相関法による解析を行った．

材料と方法

1．歯列モデルの作製

歯および歯周組織をシミュレーションした歯列モデル

として，まず叢生のない上顎歯列の石膏モデルを作製し

た．この石膏モデルをシリコーンゴム印象材（エクザミ

ックスファイン，ジーシー，東京）で印象の後，歯型モ

デル（B 3-305，ニッシン，京都）を印象面に適合，歯

根膜として可能な限り一定の厚さになるようにシリコー

ンゴム印象材（エクザミックスファイン，インジェクシ

ョンタイプ，ジーシー，東京）を歯型モデルに塗布し

た．その後，印象面にエポキシ樹脂（PL-2, Vishay Meas-

urements Group, Malvern, PA, USA）を注入した．樹脂の

重合完了後，できるだけ永久変形が生じないよう，印象

面より実験モデルを分離した．

Fig 1はブラケットおよびワイヤーを装着したモデル

を示す．ブラケットは 0.018×0.025 inchのエッジワイ

ズブラケット（デンツプライ三金，東京）を使用した．

ブラケットの装着は，初期歪みが発生しないように，ま

ずエラスティックモジュール（C-120，松風，京都）に

よりフルサイズのワイヤーをブラケットに固定し，光重

合型レジン（Trans-bond, 3 M Unitek，東京）にてレジン

─────────────────────────────
§別刷請求先：神原 学，〒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

Fig 1 Dental arch model used in this study.
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歯に接着した．矯正装置完成後，デジタル画像相関法の

ための濃淡情報（濃度値）を多く得るため，白，灰，黒

の濃淡差がある 3種類の水性塗料を塗布した．

2．牽引方法

実験はチェーンタイプのエラスティックを第一大臼歯

と犬歯に装着したブラケットに掛け左右両側の犬歯を同

時に後方へ牽引した．

Fig 2に今回のモデル実験で適用した犬歯遠心移動の

ためのフォースシステムの模式図および使用したエラス

ティックを示す．

3．解析方法

変位解析にはデジタル画像相関処理ソフト（VEDDAC

2.6, ETTEMEYER, Elshingen, Germany）を使用した．採

得した画像を画像処理ソフト（Photoshop 7.0, Adobe, San

Jose, CA, USA）でカラー画像（JPEG）からモノクロ画

像（BMP）に変換し，画像サイズを 1000×833画素に

変換した．

解析結果は十字のクロスする点が変位前の注目点の位

置を示し，ベクトルは注目点の変位方向を示す．またベ

クトルの長さは変位量に対して比例的に表した（Fig

3）．

結 果

Fig 4a−cに今回の解析結果を示す．

変位量，変位方向は左右ほぼ均等に得られた（Fig 4

a）.

1．切歯および犬歯

変位量は 4切歯それぞれがほぼ同じ量を示した．変位

方向については左右中切歯，側切歯においては唇側への

変位を示していた（Fig 4b）．犬歯においては遠心から

やや騁側へ向かうような変位を示し，遠心捻転の動きを

示していた（Fig 4c）.

2．小臼歯および大臼歯部

変位量は第二小臼歯，第一大臼歯はほぼ同量，第二大

臼歯にはほとんど見られなかった．変位方向については

第二小臼歯では近心口蓋側方向への変位が見られ，口蓋

側への変位が大きく見られた．第一大臼歯も同様に近心

口蓋側への変位がみられ，近心捻転の動きを示した（Fig

4c）.

考 察

1．実験モデルについて

従来より犬歯の遠心移動に関する力学的研究は，スト

Fig 3 The displacement vector representation by the digital image correlation method.

Fig 2 Schematic representation of force system for ca-
nine retraction.
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レインゲージ10, 11）や有限要素法12, 13）を用いて行われてい

る．しかし，ストレインゲージを用いた方法では歯の形

態が四角柱の真鍮棒であり，実際の歯の形態と類似しな

い点が多い．歯はそれぞれ形態に差があり，同じ矯正力

が加わってもその移動様相は異なってくる．有限要素解

析においてはモデル作製の煩雑さが見られ，近年におい

てはワイヤーとブラケットとの間に発生する摩擦力が歯

の動きを大きく左右することも論じられており，その点

についてもシミュレーションの正確性に依然問題が残

る．

そこで，今回の研究ではこれらの点を考慮して形態が

再現された歯型モデルと実際の臨床で使用するブラケッ

ト，ワイヤー，リガチャーを使用することにより，装置

から発生する摩擦力や接触点の問題を加味したシミュレ

ーションモデルの作製が可能となった．

また歯の移動様相を観察する上で歯根膜を考慮するこ

とは重要である．Muhlemann14）や倉島15）の報告のように

低荷重をかけた際の変位量の大部分は歯根膜の変位であ

ると述べられている．その点においても今回の実験で使

用したモデルは丸山11）の方法を参考として，歯根膜の代

替物質に弾性体であるシリコーンゴム印象材を使用する

ことで，実際に近い歯の変位が得られたものと考えられ

た．しかし，さらに生体に近い性状を有するシミュレー

ションモデルを作製するためには，本来の歯根膜の特徴

である粘弾性を備えたモデルの作製が検討される．

2．デジタル画像相関法について

今回，著者らはデジタル画像相関法を利用して犬歯遠

心移動時の矯正力が歯列に与える影響について実験を行

った．デジタル画像相関法は，2枚のデジタル化された

濃淡画像を利用して，画像を構成する各画素の濃淡情報

（濃度値）を基に，一方の画像内の点がもう一方の画像

内でどこにあるかを探す方法16）である．2枚の画像間の

対応点が求まれば，変位の方向や距離が得られる．

2枚の画像として，Fig 5に示すように，ある時刻に

おける画像（基準画像）とその時刻からある時間経過し

た画像（変形画像）を用いる．二眼視によって，対象物

までの距離を知りたい場合には，左眼と右眼で得られた

2枚の画像が用いられる．2枚の画像間の対応点を求め

るために，Fig 5bに示すように，基準画像の注目点 PA

を中心に位置させた相関領域 W（大きさ：Ni×Nj 画

素）を設定する．この相関領域は，注目点だけの濃度値

だけではなく，注目点のまわりの点における濃度値の情

報も利用して，変形画像上において対応領域を探すため

Fig 4 Displacements of dental arch model after loading.
a, The general view of dental model ;b, Anterior part of dental
model ; c, Posterior part of dental model.
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に設けられる．そして，探索時間を節約するために，基

準画像上の PA 点の位置を中心として，変形画像におい

て設けられた探索領域内部で，基準画像における相関領

域と同じ大きさの相関領域 W′を変形画像内で 1画素ず

つ移動させ，その移動点ごとに W と W′を比較し，も

っとも似ている W′の中心位置 PB を PA の対応点とす

る．このことによって，1画素の精度で対応点が得られ

る．

上記のように 1画素精度で対応点を求めるために，相

互相関法がある．この方法は，例えば式（1）によっ

て，各画素ごとに基準画像中の W における濃度値

（Iwij）と変形画像中の W′における濃度値（Iw′ij）の積を

求め，それらの積を相関領域全体で加算して相関係数

（RC）を求め，得られた相関関数がもっとも大きくなる

位置を対応点とするものである．

Rc＝
�
（Iwij・Iw′ij）－N・Īw・Īw′�

［
�
y

Iwij2－N・Īw2］・［
�
y

Iw′ij2－N・Īw′2］
（1）

式（1）において，N＝Ni×Nj, ĪW＝（1/N）ΣIWij, ĪW′＝（1/N）�
IW′ij である．RC は，W と W′が似ているほど 1に近

づき，両者がまったく同じであれば 1となる．

1画素以下のサブ画素まで測定精度を向上させるため

には，例えば，画素ごとに計算された相関係数に対して

曲面近似を行い，その曲面において，極大値を示す位置

をサブ画素精度の対応点とする方法が利用されている．

上記のようにデジタル画像相関法は 2枚の画像を重ね

合わせることにより変位方向や変位量，表面ひずみ計測

などを行うことが可能で，過去の力学解析では困難であ

った全視野での変位解析やストレインゲージなどではゲ

ージの接着に問題があった部位でも特別な装置を必要と

せず計測が可能である．しかし重ねる 2枚の画像に撮影

方向の誤差が生じたり，重ね合わせが不十分な場合には

これも対応点の変位及び変形と捉えられてしまい解析結

果に正確性を欠いてしまう．このような測定誤差が起こ

らないように今回は歯列モデルを定盤上に固定し，撮影

条件が一定になるように撮影し，画像を重ねた際に定盤

の変位が無いことを確認して解析を行った．このように

デジタル画像相関法では画像の重ね合わせに非常に注意

が必要であるが，カメラとパソコンがあれば解析が行え

るという簡便さから今後更なる応用が期待できると考え

られる．今回はシミュレーションモデルによる解析であ

ったが口腔内で矯正力をかける前後の写真を利用して解

析を行うことで，変化の部位や変位方向，変位量を把握

することは可能であり，矯正治療をよりスムーズに行う

ことが可能となると思われる．しかし写真撮影時の固定

源や 2枚の写真の重ね合わせの基準を設けなければなら

ないことなど，さらなる検討が必要である．

3．エラスティックによる犬歯遠心移動について

今回デジタル画像相関法による解析を行ったが，実験

結果が示すようにこの手法を用いることで歯の変位方向

など矯正治療時の歯の初期移動の様相が明らかとなっ

た．過去のエラスティックによる犬歯遠心移動に関する

実験ではあまり論じられていなかった前歯部への影響も

詳しく観察することができた．この点に関しては過去に

ストレインゲージを用いて行われた実験ではすべての歯

が同様な真鍮棒であったり歯軸が考慮されていないなど

の理由から前歯への影響が少なかったと思われる．しか

Fig 5 Two images used for digital image correlation.a, Reference image ;b, Deformed image.
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し実際の歯科矯正臨床では今回の解析結果で得られたよ

うに前歯部の唇側への移動も認められることも多く，こ

れは第一大臼歯の近心で結紮をしたことから第一大臼歯

の近心への移動に伴い前歯部も唇側へ移動したものと考

えられた．また第二小臼歯においては口蓋側方向への変

位が大きく見られ，これは第一大臼歯が近心捻転の動き

をすることによりワイヤーが口蓋側へと変形したことに

より口蓋側へ変位したと考えられる．

これらの結果からエラスティックにより犬歯の遠心移

動を行う場合，ワイヤーに第二小臼歯，第一大臼歯の口

蓋側への変位や近心捻転を少なくするような屈曲を入れ

ることにより固定の喪失を少なくする効果が期待でき，

同時に前歯部の唇側への傾斜も少なくすることが期待で

きると考えられた．また特に最大の固定が必要な症例の

場合には現在も臨床で使用されているような第一大臼歯

の近心への移動を防止する固定源の強化の必要性が再度

確認できた．

今回は咬合面からの観察のみであったが，今後側面観

や正面観からの解析を加えて行うことでより正確に犬歯

の遠心移動時における矯正力が，歯列全体に与える影響

を観察することが可能であると思われた．

結 論

本研究では，デジタル画像相関法を応用しマルチブラ

ケット装置に発生する矯正力が歯列全体に与える影響を

解析した．その結果，犬歯の遠心移動にチェーンタイプ

のエラスティックを使用した場合，前歯は唇側へ，第二

小臼歯と第一大臼歯は近心口蓋側への変位が認められ

た．これにより個々の歯の移動様相を考慮したワイヤー

の屈曲を行うことでより効率的な歯の移動を行うことの

可能性が示唆された．

本論文の要旨は日本実験力学会 2007年度年次講演会
（2007年 8月 8日，東京）で発表した．
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緒 言

上下顎のいずれかが無歯顎で，対顎が有歯顎である症

例に適用される全部床義歯をシングルデンチャー（片顎

義歯）と呼ぶ．このような症例では上下顎に全部床義歯

を製作する場合とは異なり，対合する天然歯によって特

に人工歯の排列位置が制約を受ける．中でも天然歯列弓

と，義歯を装着することになる無歯顎顎堤弓の幅径との

間にアンバランスが存在する場合，臼歯部の人工歯排列

を工夫する必要性が生じる．今回著者らは，上顎歯列弓

フレンジテクニックを応用して人工歯排列位置を決定した
下顎シングルデンチャー症例

屋嘉 智彦1 大森香都良1 永井 泰二2

藤澤 政紀1 大川 周治1§

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2永井歯科

要旨：上顎歯列弓に対して下顎顎堤弓の幅径が狭小なため，歯槽頂間線法則に従った人工歯排列では十分な維持・安定
が得られないと考えられた下顎シングルデンチャー症例に対し，フレンジテクニックを応用したところ，良好な結果を得
ることができた．通常，フレンジテクニックは顎堤吸収の著しい上下顎無歯顎症例において推奨されている．しかし，既
存の上顎歯列との間に形態的なバランスが取れず義歯の維持や咬合平衡が十分に得られないような下顎シングルデンチャ
ー症例においても，フレンジテクニックは口腔周囲組織と調和した人工歯排列位置を決定するとともに，その機能時の形
態を下顎義歯の維持・安定に利用するための有効な手段の一つと考えられる．

索引用語：シングルデンチャー，下顎顎堤弓の狭小，フレンジテクニック

Flange Technique Applied to Arrangement of Artificial Teeth
in Construction of a Lower Single Denture : A Case Report

Tomohiko YAKA 1, Katsura OHMORI 1, Taiji NAGAI 2,
Masanori FUJISAWA 1 and Shuji OHKAWA 1§

1Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Nagai Dental Office

Abstract : We applied the flange technique to single denture construction for a narrowed lower alveolar arch opposed to

upper natural dentition, in which if artificial teeth were arranged considering the interalveolar crest line, sufficient stability

would not be achieved because of interference with functional movement of the surrounding tissue such as the lips, cheeks

and tongue. The flange technique is recommended for completelyedentulous cases in which the ridge absorption has highly

progressed. However, it is also considered to be a valuable means to determine where artificial teeth should be arranged to

gain greater stability of the denture in the case of a lower single denture in which the lack of morphological proportion to

the upper existing dentition exists in the width of the alveolar ridge.

Key words : single denture, narrowed lower alveolar arch, flange technique
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が天然歯またはブリッジにより構成され，下顎顎堤弓と

の間に幅径のアンバランスを生じている患者に対し，フ

レンジテクニックを応用して人工歯排列位置を決定した

下顎シングルデンチャーを製作し，良好な経過を得たの

で報告する．

症 例

患者：72歳 女性

初診：平成 16年 2月 6日

主訴：下顎全部床義歯の脱離による咀嚼障害，審美障

害

現病歴：平成 11年に下顎前歯の動揺を主訴に本学歯

周病科を受診した．残存歯は ７～２│３～７───┴───，
─┬─３～│４

で澆滷１│１２澆───┴───のブリッジ，
───┬───７～４│５～７の部分床

義歯を装着していた．同科にて残存歯の歯周治療を中心

に処置を開始し，平成 13年 6月に不適合のため上顎ブ

リッジと下顎部分床義歯を再製作した．平成 14年 1月

に┌─│４を，平成 15年 7月に──┬──２１│１２，平成 15年 8月

と 9月に ─┐３│，┌─│３ を抜歯して欠損部を順次追補した

が，平成 16年 2月，下顎義歯が脱離しやすいこと，お

よび欠損追補により生じた義歯修理部の着色による審美

障害を主訴に補綴科に紹介された．

全身的既往歴：特記事項なし

現症：１│１２─┴── および
─┬─７～│７ 欠損，上顎欠損部は

潺澆滷１│１２澆潺────┴────ブリッジによる補綴処置が施されて

いる．Eichner分類は C 2で咬合支持域は存在しない．

上顎の残存歯にはう襍は認められず，エックス線検査よ

り水平性の骨吸収像が認められたものの，歯肉の炎症や

動揺はなく，衛生状態は良好に保たれている．下顎の顎

堤の吸収は中等度であるが，上顎歯列弓に比べやや幅径

が小さい（Fig 1）．下顎義歯には ─┬─３～│３ の追補部に使

用した常温重合レジンによる義歯床の変色および着色が

認められたが，下顎位の不正や咬合接触状態の異常は認

められず，顎関節にも特に異常は見られない．

臨床診断：─┬─７～│７MT，上顎歯列弓に対する下顎顎堤

弓の狭小

処置および経過

1．前処置

治療用義歯の製作と調整

審美障害の改善および下顎義歯の最終的な形態を決定

する目的から，先ず治療用義歯を装着し，これを使用し

ながら，義歯の安定が得られるよう最終義歯の形態を決

定することとした．可及的に舌側寄りとなるよう人工歯

を排列したにもかかわらず，騁および口唇の緊張が著し

く強く，開口により義歯の離脱が認められたため，義歯

騁側床翼研磨面および人工歯の唇騁側面を削除した（Fig

2）．さらに，義歯の維持増大を図るため，軟性裏装材

Fig 1 Intraoral view at the initial examination.
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（ソフトライナー，ジーシー，東京）を用いて舌側床縁

の拡大を行った（Fig 3）．これにより上下顎の咬合接触

を保ちつつ義歯の安定が得られたことを確認した上で

（Fig 4），フレンジテクニックを応用して最終義歯の製

作を開始した．

2．最終義歯の製作

1）印象採得と咬合採得

個人トレーとモデリングコンパウンドにより筋圧形成

後，インプレッションペーストにて精密印象を採得し

た．その際，治療用義歯の床縁形態を参考にして辺縁形

成を行った（Fig 5）．咬合採得後，ゴシックアーチ描記

法により水平的顎間関係を決定し，咬合器装着を行った

（Fig 6）．

2）義歯床研磨面の機能的形態の記録

作業用模型上でレジン製の基礎床を製作した．基礎床

の両側第一大臼歯部と第一小臼歯部に計 4本の柱（キー

ル）を常温重合レジンで作り，採得した下顎位で上顎対

Fig 5 Final impression for the final denture.Fig 3 Extension of lingual border of the base of treatment
denture.

Fig 6 Mount of the case.Fig 4 Overjet of the posterior teeth of the treatment denture.

Fig 2 Modified treatment denture with reduced thickness of
buccal and labial flange and buccal aspects of artificial posterior
teeth.
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合歯との接触，支持を付与した（Fig 7）．その後，基礎

床に軟性ワックス（ソフトプレートワックス，ジーシ

ー：以下，ソフトワックス）を築盛して咬合堤を完成さ

せた（Fig 8）．このソフトワックスは 47℃で軟化し，

常温でもかなり柔らかく変形しやすいが，患者の口腔内

で咬合させた時には，キールが対合歯と接触することに

よって咬合高径が保持される．45℃前後の温湯中に 3～

4分係留してソフトワックスを十分に軟化した後，これ

を口腔内に挿入して，開閉口や嚥下・口唇突出・舌の突

出などの機能運動を行わせ，その時の舌や騁の動きをソ

フトワックスに記録した（Fig 9）．口腔周囲組織の機能

的形態を記録後，咬合堤が口腔内で安定することを確認

した．

3）石膏コアの採得と人工歯排列

機能的形態が記録された咬合床を Fig 10に示す．こ

の咬合床を作業用模型に戻し（Fig 11），その唇騁側面

および舌側面の形態を石膏コアで採得した後，咬合堤部

Fig 7 Lower base plate with keels.

Fig 9 Functional movement performed during molding of
flange,upper : opening and closing the mouth,left lower : ele-
vating corner of the mouth,right lower : pouting the lip.

Fig 10 Functional countour of occlusal rim（lateral view）．

Fig 8 Lower bite rim made of Soft Plate Wax�. Fig 11 Occlusal rim on the lower master cast.
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のソフトワックスを流蝋する．模型と石膏コアにより記

録されたデンチャースペース内に，人工歯が収まるよう

排列を行った．この時，石膏コアにより人工歯騁側面の

限界を規定しつつ，上顎天然歯と可及的に咬合平衡が得

られるように，下顎の人工歯を排列した（Fig 12）．パ

ラフィンワックス（ジーシー）により，石膏コアで規定

された形態に歯肉形成を行い，蝋義歯を完成させた．

4）蝋義歯試適

蝋義歯試適に際しては，口腔内で人工歯の排列位置と

咬合接触状態を確認したのち，義歯床舌側面をソフトワ

ックスに置き換えて同部の機能的形態の最終的な採得を

行った（Fig 13）．この操作の後，再び咬合器に戻して

最終歯肉形成を行い，通法通りに埋没・重合操作を行

い，義歯を完成した．

5）義歯の装着と調整

最終義歯を Fig 14に示す．主訴であった咀嚼・会話

時における義歯の浮き上がりは消失し，患者の満足を得

ることができた（Figs 15, 16）．2回の調整ののちメンテ

ナンスに移行した．現在，最終義歯装着後 2年 3か月が

経過しているが，経過は良好である．

Fig 12 Teeth arranged in the space between buccal and lingual
plaster matrix,left : left half of the dentition, right : right half
of the dentition.

Fig 13 Lingual flange of trial denture additionally molded with
Soft Plate Wax�.

Fig 14 Lower final denture,left : occlusal view, right : lateral
view.

Fig 15 Lower final denture（Intraoral view）．

Fig 16 Widely opening the mouth without lower denture dis-
lodged.
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考 察

2004年度版歯科補綴学専門用語集1）では，対顎の状態

に関わらず，上下顎のいずれかに適用される全部床義歯

をシングルデンチャーと定義しており，対顎が漓天然歯

列である場合，滷部分欠損はあるが固定性ブリッジで修

復された歯列の場合，澆部分欠損はあるが可撤性部分床

義歯が装着されている場合，潺全部欠損であるが全部床

義歯が装着されている場合，の 4つが挙げられている．

本症例は上述の滷に相当し，問題点として上顎歯列と下

顎顎堤弓の幅径との間にアンバランスを有していること

が挙げられた．

臼歯部で天然歯が喪失したあとの顎堤形態の変化を上

顎と下顎で比較した場合，上顎では口蓋側に比べ騁側の

骨吸収の方が顕著であるため，結果的に顎堤頂が口蓋側

方向に移動して顎堤弓幅径が小さくなるが，下顎では顎

堤弓幅径の変化は少ない2）．従って上下とも無歯顎の場

合には，下顎の顎堤弓の方が大きいのが一般的であり，

このような場合の人工歯排列は歯槽頂間線法則に従って

行われる3）．しかし本症例では，上顎が天然歯列である

ため，対合歯との咬合接触状態を得ようとすると下顎の

臼歯部を歯槽頂よりも騁側よりに排列しなければならな

い．その結果，唇騁側床翼部が口唇や騁の機能的運動を

阻害するため，義歯の離脱が容易に生じると予想され

た．以上のことから，フレンジテクニック4, 5）を応用し

てデンチャースペース6, 7）を求め，口腔周囲組織と調和

した人工歯の排列位置および機能的な義歯床研磨面形態

を得ることとした．

フレンジテクニックとは，義歯床翼部（フレンジ）の

形態を周囲筋の生理的な運動により形成印象し，人工歯

列弓と義歯床研磨面の形態を決定する方法8）である．こ

れによって床翼が唇・騁・舌と接触する面積が広がり，

これらの筋圧により義歯床を顎堤に押し付けるような形

態に床翼が形成される．義歯床は周囲組織と密着し，維

持力が増すとともに口唇や騁の支持も得られる．具体的

には，基礎床に添加したソフトワックスを用いて，口腔

内で義歯周囲筋の機能運動を写し取り，唇・騁・舌のフ

レンジ（床翼）を形成する7），本症例では Figs 11−13に

示すような開閉口運動・口角牽引・口唇突出や，舌の軽

い突出・舌尖により口角をなめる運動・嚥下運動・会話

などを行い，ソフトワックスに機能的運動を写し取っ

た．最終義歯装着後の経過観察では，旧義歯で認められ

た開口時の義歯の浮き上がりは消失し，患者の主訴は解

消された．

フレンジテクニックは顎堤が高度に吸収し，通常の人

工歯排列法では義歯の安定・維持が期待できない上下顎

全部床義歯症例で有効とされている3, 4）が，本症例のよ

うなシングルデンチャー症例においても極めて有効な対

処法であることが示唆された．

結 語

通常，フレンジテクニックは顎堤吸収の著しい上下顎

無歯顎症例において推奨されているが，既存の上顎歯列

との間に形態的なバランスが取れず義歯の維持や咬合平

衡が十分に得られないような下顎シングルデンチャー症

例においても，口腔周囲組織と調和した人工歯排列位置

を決定し，その機能時の形態を下顎義歯の維持・安定に

利用するための有効な手段の一つとなりうることが示唆

された．
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過蓋咬合をともなう重度骨格性下顎前突症の 1例

山田 亨1§ 片山 圭司2 松井 成幸1 櫻井 洋介1

佐々木 会1 神原 学1 土居 孝資1 長谷川紘也1

竹島 浩3 嶋田 淳3 鐘ヶ江晴秀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
2けい歯科・矯正歯科クリニック

3明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

要旨：今回我々は，上顎臼歯部垂直高径が過小な骨格性下顎前突症例に対して外科的矯正治療行い，良好な結果を得た
のでその概要を報告する．
患者は下顎の突出感を主訴に来院した 23歳 2か月の女性で，臼歯部咬合高径が小さく下顎の反時計回りの回転を伴っ
た骨格性下顎前突症，前歯部反対咬合と診断した．骨格の不調和の問題と concave profileを考慮し，外科的矯正治療の適
用と判断し，下顎枝矢状分割術を適用することとした．術前後の矯正治療は，下顔面高の増加を計るために上下臼歯部の
挺出とこれに伴う下顎骨の時計回りの回転を主な目的とした．術前矯正治療は，上顎第二大臼歯を抜去後，上顎第三大臼
歯を近心移動させ，下顎においては Speeカーブを残し，前歯部と両側臼歯部の 3点での接触による三脚（tripod）をつく
り配列した．術後矯正治療は，モノブロックと小臼歯部での垂直ゴムを用いて下顎の Speeカーブの除去を行った．動的
治療期間は術前矯正 1年 11か月，術後矯正 11か月，合計 2年 10か月であった．顎矯正手術による下顔面高の短縮は，
術前の tripodを支点にすることにより，下顔面高が増大し，回避した．

索引用語：臼歯部高径過小，過蓋咬合，顎変形症，骨格性下顎前突，顎矯正手術
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Abstract : We recently experienced a case of skeletal mandibular protrusion complicated with vertical maxillary defi-

ciency and successfully treated by a surgical orthodontic treatment with the summarized results described below. A female

patient was first diagnosed as having skeletal mandibular protrusion and anterior cross-bite accompanied with mandibular

counterclockwise rotation and vertical maxillary deficiency at her age of 23 years and 2 months. Taking the problem of dis-

cordant skeleton and concave profile into consideration, anapplication of surgical orthodontic treatment was decided and a

mandibular ramus sagittal division was performed. In order to have an increased mandibular height, the orthodontic treat-

ment before and after operation was mainly aimed to regain aclockwise mandibular rotation together with elongation of

upper and lower molar regions. For the preoperative orthodontic treatment, the maxillary third molar was proximally moved

after extraction of the maxillary second molar, while Speecurve was preserved in the mandible to prepare and arrange a

tripod by 3 point contact composed of anterior teeth and bilateral molar sites. For the postoperative orthodontic treatment,
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緒 言

近年，成人矯正治療が増加傾向にあり，中でも外科矯

正治療を併用する患者数が増加している1）．このような

顎変形症例においては，前後的な骨格の問題のみではな

く垂直的な骨格の問題，つまり前下顔面高が相対的に小

さい short face type2）と前下顔面高が相対的に大きい long

face type3）に大きく分けられ，short face typeに属する場

合は前歯部に過蓋咬合を伴った反対咬合を呈する傾向が

ある．すなわち，臼歯部高径が過小（vertical maxillary de-

ficiency，以下 VMD 1））であることに伴って，下顎骨が

反時計廻りの回転を示し，overbiteが過度に深くなると

いう問題点を有することが多い．このような反対咬合に

おいては，下顎骨の時計廻りの回転を計ることにより問

題点を改善することが可能とされている．

今回我々は，上顎歯槽部高径の過小を認める骨格性下

顎前突症例に対し，下顔面高の増加および下顎枝矢状分

割術による下顔面高短縮の回避を目的とした治療計画の

もと治療し，良好な結果を得たのでその概要を報告す

る．

症 例

患 者：23歳 4か月 女性

主 訴：前歯が反対に咬んでいる

既往歴・現病歴：特記事項なし

家族歴：特記事項なし

現症：正貌所見は対称．側貌所見では下顔面部が突出

した concave profileを呈していた（Fig 1）．口腔内所見

で咬合は Angle蠱級の不正咬合で，overjet−9 mm, overbite

＋6 mmであり，上顎左右犬歯間にて反対咬合を呈して

いた．また，上下顎歯列正中は顔面正中に対し，ほぼ一

致していた．歯列弓形態は上顎 normal，下顎は taper

で，arch length discrepancyは上顎－4.0 mm，下顎－3.0

mmであった（Fig 2）．

the mandibular Spee curve was removed by using a mono-block and a vertical rubber at the premolar site. The dynamic

treatment period was 23 months for thepreoperative orthodontic treatment and 11 months for the postoperative orthodontic

treatment, 34 months in total. The reduced mandibular heightdue to temporomandibular orthodontic treatment was success-

fully avoided by serving the preoperative tripod asa fulcrum with the increased mandibular height.

Key words : vertical maxillary deficiency, deep overbite, temporomandibular deformity, skeletal mandibular protrusion,
temporomandibular orthodontic operation
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Table 1 Cepharometric analysis.

Pre-
treatment

Post-
treatmentMean S.D.

Facial angle
Convexity
A-B plane
Mandibular plane
Y-axis
Occlusal plane
Interincisal
L-1 to Mandibular
FH to SN
SNA
SNB
ANB
U-1 to FH plane
U-1 to SN plane
Gonial angle
Ramus inclination

85.1
5.6

－5.1
26.3
65.7
9.5

129.7
94.7
6

81.8
78.6
3.4

108.9
103.1
111.4
87.4

5.8
4.3
3.3
6.3
3.3
4
9
7.2
3.4
3.1
3.1
3.5
5.6
5.5
5.8
4.1

99.4
195.7

7.6
24.9
55.3
10.1

154.9
67.1
3.8

88.2
94.5
－6.3
113.2
109.4
134.4
70.5

92.1
185.5

0.1
30.8
60.7
9.1

138.2
72.3
3.8

85.9
87.1
−1.2

118.7
115.1
133.1
77.7

Table 2 Cepharometric analysis.

Pre-
treatment

Post-
treatmentMean S.D.

N-S
N-Me
N-ANS
ANS-Me
S’-Ptm’
A’-Ptm’
Ptm’-Ms
A’-Ms
Is-Is’
Mo-Ms
Is-Mo
Gn-Cd
Pog’-Go
Cd-Go
Ii-Ii’
Mo-Mi
Ii-Mo
S-S’（FH）

73.9
136.1
60
77.2
19.8
51
22
27.6
32.6
27
33.8

128.5
82.1
69.6
48.7
37
30.4
22.9

2.6
5.7
2.6
4.5
3
2.6
2.9
2.2
2.8
2
2.8
4.4
3.8
4.9
1.6
2.2
2.4
3.3

63.54
120.75
55.91
64.85
15.8
50.5
22.3
28.2
27.5
18.9
33.5

132.36
87.42
58.29
39
29
28
22.7

63.83
121.08
56.12
65.49
15.41
49.32
22.61
26.71
25.91
19.91
34.52

123.35
84.03
53.23
41
29
28
22.3
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X 線所見：パノラマ X 線写真から歯数，歯周組織等

に異常は認められなかった（Fig 3）．正面頭部 X 線規

格写真から顔面正中に対して上下顎正中は一致していた

（Fig 4）．側面頭部 X 線規格写真（Fig 5）およびその分

析値（Tables 1, 2）より，骨格系では facial angle 98°，SNA

角 88.2°，SNB角 94.5°，ANB 角－6.3°であった．上顎

骨は標準，下顎骨は過成長と判断し，上下顎の前後的位

置には著しい不調和が生じていることが認められた．ま

た，Y-axisが 55°，Ramus inclinationが 70.5°，Gn-Cdが

132 mm, Pog’-Gnが 87.5 mmであることから下顎骨の反

時計回りの回転，下顎骨体部の過成長が認められた．

Lower facial height 44°，mandibular arc 21°であり，VMD

に起因した前下顔面高の短少による垂直的な不調和も認

められた．歯槽系では上顎前歯部は FH平面に対して標

準，下顎前歯は下顎下縁平面に対して舌側傾斜を示して

おり，デンタルコンペンセーションを呈していた．機能

的な問題として，低位舌を認めた．顎関節に関しては，

両側のクリックを認めたが，開口量の減少および機能時

の痛み等の所見は特に認められなかった．

（A）

（B）

Fig 1 Facial views.（A）pre-treatment,（B）post-treatment.
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（A） （B）
Fig 2 Intra oral views.（A）pre-treatment,（B）post-treatment.
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診 断

1．上顎骨標準，下顎骨過成長による骨格性下顎前突

2．前歯部反対咬合，前歯部叢生を伴う Angle蠱級不正

咬合

3．VMD に起因した deep overbite, severe short face type

治療目標

下顎骨の著しい過成長および concave profileを考慮

し，治療計画を行った．外科的矯正治療の適用にあた

り，患者より同意が得られたため，治療目標は下記の通

りとした．

1．Concave profile，前歯部反対咬合，Angle蠱級の改

善，下顔面高の増加

→ 顎矯正手術による下顎骨の後方移動

2．VMD に起因した severe short face typeの改善

→ 顎矯正手術による下顔面高の短縮を回避するのが

目的で，挺出した上顎第二大臼歯を抜去後，上顎第三大

臼歯を近心移動させ，三脚（以下 tripod：前歯・臼歯で

の 3点接触）を作るように配列．下顎の Speeカーブを

残したまま顎矯正手術に臨み，術後は咬合の安定を得る

目的で，顎間ゴムによる臼歯の舌側傾斜防止のためのモ

ノブロックと垂直ゴムを用いて Speeカーブの除去を行

う．

3．Arch length discrepancyの改善

→ 上顎は挺出した上顎第二大臼歯の抜去による．下

顎は下顎前歯唇側傾斜移動による．

治療経過

術矯正開始に際し，下顎左右第三大臼歯を骨切り線に

近いことから抜去した．次に上顎左右第二大臼歯の抜去

後，上下顎に 0.018″×0.025″standard edgewise bracketを

装着し，Speeカーブを残す目的で臼歯部と前歯部との

高さが一致しないように，上下顎ともにセクショナルア

ーチにて，レベリングを行った（Fig 6A）．また，下顎

歯列は，アーチワイヤーにて前方へ拡大した（Fig

6B）．20か月後，術前矯正治療を終了し，術式および顎

矯正手術の目標の設定を行った．当初下顎骨単独での後

方移動量が 14 mmと多く，上下顎移動術も検討された

が，患者の同意が得られなかったため，下顎のみの後方

移動術とした．術前の全身評価で，特記すべき事項はな

かった．

骨片の固定に関して下顎は両側ともストレート型 4穴

のチタンミニプレートを用い，顎間固定は 2週間行っ

た．口腔内の所見は前歯・臼歯での 3点接触が得られて

いた（Fig 6C）．術後矯正として，小臼歯部の安定した

挺出を得るため，モノブロック（Fig 7）を用い，小臼

歯部に垂直ゴムを用い挺出を行った（Fig 6D）．11か月

後，緊密な咬合関係の確立が得られたため，同月保定に

移行した（Fig 6E）．保定装置として上顎は下顎前歯か

（A）

（B）

Fig 3 Panoramic tomography.（A）pre-treatment,（B）post-
treatment.

Fig 4 Superimposition of cepharometric tracing（frontal）.
Pre-treatment, post-treatment.
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（A）

（B）

Fig 5 Lateral cephalograms.（A）pre-treatment,（B）post-treatment.
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（A）

（B）

（C）

（D）

（E）

Fig 6 Intra oral views.（A）with a sectional arch in maxillary arch,（B）just beforeoperation,（C）after operation,（D）mono
block up-down elastics,（E）just before retention.
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らの突き上げを考慮し，前歯部に咬合挙上板を組み込ん

だ Begg型保定装置を，下顎は犬歯間ワイヤー固定型の

保定装置とした．

術後の評価

術前と動的治療終了後の重ね合わせについて S 1から

S 5までの結果を Fig 8にまとめた．

1）S 1から下顎骨に時計回りの回転が認められた．

2）S 2から上顎骨の変化は認められなかった．

3）S 3から下顎前歯の唇側傾斜を認められ，それに伴

った下顎臼歯の近心移動が認められた．

4）S 4から上顎前歯の唇側傾斜と，上顎第一大臼歯の

近心移動を認めた．

5）S 5から下顎骨の後退により相対的に上唇が E-line

に近接した．下唇の E-lineに対する変化は認めなかっ

た．

術前矯正治療中の変化としては，下顎骨の回転に関し

ての変化は認められなかった．上顎前歯はやや唇側へ傾

斜し，下顎前歯部はディコンペンセーションにより唇側

へ傾斜した．下顔面高の増加を目的とした tripodは，

術前矯正終了時に overbiteの変化はなく達成された．

顎矯正手術によって下顎骨はオトガイ部で 14 mm後

退し，tripodによりオトガイ部で垂直的に高径が 3.0 mm

増加し，前後的垂直的顎間関係および側貌の改善がなさ

れ，患者の主訴であった下顎の突出感は改善された（Fig

9）．一方側貌は，初診時の concave typeから，straight type

に変化し，口腔内所見においても，初診時の咬合上の問

題点は改善されたと思われる．上下顎の正中は顔面正中

にほぼ一致し，overjetは－9 mmから＋3.0 mmへ，over-

biteは＋6.5 mmから＋2.0 mmになり，前歯部の反対咬

合は改善され，臼歯関係も Angle蠢級が獲得された（Fig

2）．パノラマ X 線写真（Fig 3）から，上顎第三大臼歯

Fig 7 Mono block used in this case.

Fig 8 Superimposition pre-treatment and post-treatment
（5 Superimposition Areas）．

Fig 9 Superimposition of cepharometric tracing at S-N
plane（lateral）．
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で tripodをつくるために近心移動させたが，術後矯正

にてさらなる uprightの必要が考えられた．側面頭部 X

線規格写真からは，上下顎の前後的不調和は下顎骨の

14.0 mmの後方移動により改善された．その結果，ANB

角は－6.0°から＋3.3°へ改善され，また facial axis, facial

depthにおいても改善を認めた（Fig 5）．垂直的な過成

長に関しては，N-Me および ANS-Me , lower facial

height, mandibular plane angleの増加より改善を認め，顎

矯正手術による下顎骨の移動に関しては，ほぼ計画どお

りになされた（Fig 5, Tables 1, 2）．歯系に関しては，

上顎前歯において術後の下顎前歯の突き上げにより若干

の唇側傾斜が認められ，下顎前歯においては目標とした

唇側傾斜が得られた．臼歯部の騁舌的なデンタルディコ

ンペンセーションは，術前矯正中に行った下顎歯列の側

方拡大により改善がなされた．術後矯正中は，大きな後

戻りの傾向も見られず安定した経過をたどった．顎関節

に関しては初診時と比較し，形態および顎運動に関して

特記すべき変化は生じていない．

考 察

本症例では，動的治療期間に術前矯正 1年 11か月，

術後矯正 11か月で計 2年 10か月であった．

Short face typeの特徴として，菅原ら4）が示す項目

と，前下顔面高および下顎下縁平面角が小さい，上顎臼

歯高が小さく口蓋も浅い（VMD），過蓋咬合を呈する，

咬合力および咀嚼能力が高く，筋が疲労しにくいなど多

くの項目で一致した．通常，short face typeで過蓋咬合

を伴う症例において，ディコンペンセーション時に理論

上では，上下顎臼歯部を挺出させて下顔面高の増大を図

り，その後上下顎切歯を圧下させることが必要とな

る5）．しかし，実際には short face typeの臼歯を挺出さ

せること自体が困難であるため，問題点の解決を顎矯正

手術に委ねることが多い5）．本症例においては術前矯正

時に，Speeカーブの平坦化や，deep overbiteの改善を

行わず術前矯正を終了し，手術に移行することにより，

前歯・臼歯での 3点接触による tripod6）を構成すること

で，短期間に下顔面高および咬合挙上が行われた．ま

た，術後矯正においては小臼歯部に開咬が生じたため，

小臼歯部の挺出により咬合の確立が行なわれた．これに

は，術後矯正時に用いられたモノブロックにより，安定

した顎位が得られ，モノブロックの騁側部のガイドによ

り小臼歯部が舌側へ傾斜せず挺出が容易に行われたと考

えられる．そのため，術後矯正は 11か月の期間であ

り，動的治療期間は比較的短期間で終了した．

顎矯正手術の選択としては上下顎移動術（Two-jow

surgery）と下顎のみの移動術（One-jow surgery）との境

界であったが，VMD の改善には，下顎骨の時計回りの

回転により，良好な経過を得られること，患者の希望お

よび負担等を考慮し，下顎移動術のみとした．その結果

としてオトガイは術後，後下方に回転し下顔面高の増加

を得た．

ま と め

本症例のように過蓋咬合を呈する場合，一般的に後戻

りとして下顎前歯部の挺出が考えられる．術後の安定し

た咬合を得るためには，治療目標として臼歯部の挺出が

挙げられる．したがって術前矯正においてはコンティニ

アスアーチのように歯列を一塊とすることで前歯部の圧

下が避けられない様な術式よりも，前歯部と小臼歯部を

分割することにより，術後矯正で臼歯部の積極的な挺出

を計ることが可能なセグメンタルアプローチが適切であ

ると考えられた．
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顎関節雑音のフーリエスペクトル解析

花輪 小百合
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（理工系歯科器材研究群歯科放射線学）

【目的】顎関節症の病態は多くの研究者により検討され

てきたが，今日までまだ病因の解明に至っていない．本

研究は，顎関節症の病因解明を最終目標に顎関節雑音に

ついて解析を行った．これを音響学的に採取解析し，そ

こから雑音の特徴を描出することによって雑音発生の機

序の解明を目的とした．

【実験方法ならびに使用器材】雑音採取には，聴診器と

骨伝導マイクロホンを組み合わせた雑音採取器（聴音

器）を作製した．聴音器によって電気信号に変換された

雑音はデジタル化し PCにより波形解析を行った．雑音

の採取条件は，開口から閉口までの 1周期を約 2秒と

し，一定間隔で雑音採取を行なった．データの採取条件

は，クリック音の場合サンプリングレートを 10 mS/1

div，クレピタス音の場合 50 mS/1 divとした．サンプリ

ングの総数はいずれも 5120点とした．波形解析は，5

点スムージング処理後，この処理波形内に関心領域

（ROI）を設定し解析した．ROI のサンプル数は，クリ

ック音では 1024点，クレピタス音では 2048点とした．

波形についてウインドウ関数としてハミング関数処理を

行い，次に FFTを行った．フーリエスペクトルは FFT

の絶対値で表示した．

【実験項目および結果】

1．測定系の設計と雑音波形の解析

左右顎関節からそれぞれの聴音器によって採取した結

果，本装置で感知できるクリック音は顎関節上の皮膚面

における触診で感知できる音のみであった．被験者はク

リック音を自覚するが，外部から触診できないものは感

知できなかった．

2．測定系の音響学的特性

1）入出力特性：300 Hzの一定周波数における測定系

の入出力特性は，58 dBから 84 dBの間で線形性が保た

れていた．2）測定系の周波数特性：50 Hzから 100 Hz

の測定範囲ではほぼ一定の値であった．

3．左右聴音器による雑音波形の採取と解析

1）クリック音の採取：クリック音を有する左側で

は，振幅強度が右側より大きく記録された．スペクトル

は 100 Hz前後であり持続時間は 60 msecで左右同一で

あった．2）クレピタス音の採取：クレピタス音を有す

る左側では，振幅強度が右側より大きく記録され，全く

形状を異にしていた．スペクトルは左側では 50 Hz前後

の単峰性で，右側では 50 Hzと 100 Hzの 2峰性であっ

た．持続時間は左右同一の 200 msecであった．

4．雑音波形の再現性

1）聴音器の位置と波形の変化：聴音器の位置を関節

頭の上下および前方に設置し波形の採取を行った結果，

クリック音波形は大きな差は見られないのに対し，スペ

クトルではそれぞれ大きな差がみられた．2）雑音波形

の経日的変化：同一被験者のクリック音を 1週間の間隔

をあけて採取した結果，両波形ならびにスペクトルは，

ほぼ一致していた．

5．クリック音波形の特徴描出

1）クリック音波形の振幅が変化する場合の特徴：ク

リック音の発生時ごとに振幅強度に差が見られる被験者

の波形を解析した結果，波形の形状はほぼ同等であっ

た．スペクトルに関しては，振幅強度によって差がみら

れた．2）クリック音波形の形状が変化する場合の特

徴：開閉口運動を行いクリック音の発生を続けているう

ちに，波形形状に変化がみられる被験者から波形を採取

した結果，2つの周波数成分を持ち，それぞれの発生時

に，そのいずれかの周波数成分が強調されることによっ

て，波形に変化が生じていた．3）クリック音を複数回

発生する場合の特徴：開口時にクリック音を 2回発生す

る被験者の波形を解析した結果，両波形に大きさの差は

見られるものの，波形そのものの形状にはそれほど差異

は見られなかった．

6．クレピタス音波形の特徴描出

1）クレピタス音波形の特徴描出：振幅強度に差が見

られるクレピタス音波形の形状は，ほぼ同等であった．

2）クレピタス音波形の形状が変化する場合の特徴：ク

レピタス音の発生時ごとに，波形形状に変化が見られる

被験者について解析した結果，周波数にも差異がみら

れ，発生時ごとに全く異なる波形を呈していた．

7．クリック音の分類 クリック音を構成する周波数

は，単峰性，2峰性，多峰性に分類され，持続時間はす

べて 120 mSecであった．

8．クレピタス音の描出 クレピタス音を構成する周波
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数は，2峰性，多峰性に分類され，持続時間は 200 mSec

以上であった．

歯科用合金との接触が細胞機能に及ぼす影響

山闢 崇史
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（形態系病態形態研究群口腔外科学蠢）

【緒言】歯科用合金は口腔内において，酸性の条件下で

溶出し，炎症ストレス関連遺伝子の発現，酵素や酸化還

元物質の生物作用の修飾，そしてアレルギー反応を引き

起こすことが報告されている．しかし，金属との直接接

触が細胞機能に及ぼす効果についての解析は少ない．そ

こで本研究は，漓4種の純金属板と細胞との直接接触に

よる効果，滷環境因子［唾液，低酸素状態，ポリフェノ

ール（カテキン）］の影響，澆代表的な歯科用合金であ

る金－銅系合金に対する影響について検討した．

【材料と方法】実験材料には，4種の純金属板として

金，銀，銅，パラジウムを，細胞としてヒト前骨髄性白

血病細胞 HL-60及びヒト歯肉線維芽細胞 HGFを用い

た．HL-60細胞は 10％ FBSを含む RPMI 1640培地で，

HGFは 10％ FBSを含む DMEM で培養した．各金属板

（20×20×0.5 mm）を 0.05µmアルミナ懸濁液を用いて

研磨した．106個の HL-60細胞を 0.5 ml の培養液に懸

濁し，各金属板に播種後，3.5 cmシャーレ内に静置さ

せ 37℃，5％ CO2インキュベーター内で最大 3時間培養

した．遠心分離後，生細胞数（トリパンブルー排除試

験），DNA の断片化（DNA を抽出後アガロースゲル電

気泳動），caspase-3の活性（基質の分解活性）及び細胞

内微細構造変化（透過型電子顕微鏡）を測定した．ま

た，培養上清を 5％ TCA で除タンパク質後，アミノ酸

分析器により各アミノ酸の増減を測定した．さらに環境

因子［唾液，低酸素状態，ポリフェノール（カテキ

ン）］を変化させた場合の活性を検討した．唾液，ポリ

フェノール（カテキン）については，銅板上に DMEM

＋10％ FBSに唾液（50％），EGCG（0.1あるいは 3.0

mM）を添加した培養液 0.5 ml を作用させ，3時間正常

酸素圧（5％ CO2, 20％ O2）に，また，DMEM＋10％ FBS

0.5 ml を正常酸素圧（5％ CO2, 20％ O2）と低酸素条件

下（5％ CO2, 1％ O2）にそれぞれ静置して，アミノ酸分

析を行った．対照としては，銅に DMEM＋10％ FBSの

み作用させたものを用意した．金の含有量（％）が細胞

傷害活性に及ぼす影響を検討するために，代表的である

金－銅系合金の 2元系合金を用いて，20×20×0.5 mm

の板状試料を作製した．金の含有量は 0（純銅），25,

50, 75ならびに 100（純金）at％とした．細胞には HGF

を使用し，37℃，5％ CO2インキュベーター内で最大 3

時間培養後，細胞生存率，アミノ酸分析を行った．

【結果と考察】HL-60細胞が銅板と接触すると，細胞の

生存率が 30分以内に他の純金属の 0～38％ に低下し

た．銅板との接触によりスメア状の DNA 断片化を生

じ，caspase-3の活性化は低い傾向を示した．透過型電

子顕微鏡より，核の損傷が観察される前に，細胞質の空

胞形成や細胞質の傷害，オルガネラの破壊を認めた．培

養液中の酸化を受けやすいアミノ酸（メチオニン，シス

チン，ヒスチジン）の消費が著しく増大したことから酸

化ストレスを介する非アポトーシス性細胞死の誘導が推

測された．カテキン及び低酸素状態では，上記アミノ

酸，特にシスチンの酸化消費量が有意に低下し，銅によ

る細胞傷害活性を完全ではないが部分的に抑制すること

を確認した．純銅（0％ Au）との接触により，細胞生存

率は経時的に有意に減少した（p＜0.05）．これに対し

て，25 at％以上金を含有した合金では，細胞生存率の経

時的変化はみられず（p＞0.05），すべての時間条件にお

いて有意に高い細胞生存率を示した（p＜0.05）．本実験

結果より，銅との接触により誘発される細胞死は，金を

25 at％以上含有することにより消失することが示唆され

た．

ドキソルビシンの口腔扁平上皮癌細胞
における腫瘍選択的細胞傷害活性と
薬物感受性に及ぼす因子の解析

鈴木 史香
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系薬理研究群歯科薬理学）

【目的】化学療法として様々な抗癌剤が用いられてい

る．これまでに，約 500種類の天然物及び有機合成化合

物の細胞傷害活性を検討したところ，アントラサイクリ

ン系抗癌剤が最大の腫瘍選択的細胞傷害活性（腫瘍選択

係数：TS＞200）をヒト口腔扁平上皮癌細胞に対して示

すことが観察された．そこで今回，ドキソルビシン

（DXR）のヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する細胞傷害は

アポトーシスによるものであるかを調べた．また，DXR

は，ヒト口腔正常細胞（歯肉，歯髄，歯根膜線維芽細

胞）やヒト神経膠芽腫細胞（T 98 G, U 87 MG）に対し
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てほとんど細胞傷害活性を示さず，ヒト口腔扁平上皮癌

細胞（HSC-2, HSC-3, HSC-4）に対して細胞傷害活性を

示すことを確認している．これらの細胞間で，DXR の

細胞傷害濃度（CC 50）に関して濃度差が生じる原因を

探るため，DXR の細胞内における薬物代謝と排泄，お

よびそれに関係するタンパク質の関与について，検討す

ることにした．

【材料および方法】（1）細胞；ヒト口腔扁平上皮癌細

胞，ヒト口腔正常細胞，ヒト脳腫瘍細胞を使用した．

（2）細胞傷害活性；各細胞に DXR を作用させ，MTT

法により生細胞数を測定し，用量生存曲線により，CC

50を求めた．（3）細胞死のタイプの同定：（I）DNA の

断片化；アガロース電気法によって DNA の断片化を調

べた．（II）caspaseの活性化；細胞を溶解し，その遠心

上清タンパク質を caspaseに対する基質とインキュベー

トし，切断された pNA の量を吸光度測定器によって測

定した．（4）薬剤排出に関与するタンパク質の検討：

（I）RT-PCR解析；MDR 1, MRP特異的プライマーを用

いて，RT-PCR法により行った．（II）タンパク質の発

現；MDR 1,MRPに特異的な抗体を用いて，ウェスタン

ブロット法により行った．（5）DXR の細胞内濃度の測

定；細胞に薬物を添加した培養液で，一定時間培養し，

DXR を含まない DMEM に交換し，細胞内 DXR 濃度を

測定した．

【結果および考察】（1）DXR は，ヒト口腔扁平上皮癌細

胞において強い細胞傷害活性を示した．しかし，ヒト脳

腫瘍細胞およびヒト正常口腔細胞においては細胞傷害活

性は見られなかった．（2）ヒト口腔扁平上皮癌細胞に

DXR を作用させた時，DNA の断片化が見られた．ま

た，caspaseの活性化も見られた．したがって，DXR は

ヒト口腔扁平上皮癌細胞においてアポトーシスを誘導す

ることが示唆された．（3）ヒト口腔扁平上皮癌細胞のう

ち，HSC-3細胞では MDR 1の発現は見られなかった．

よって DXR の細胞外への輸送は，MDR 1以外の因子

が関与していることが示唆された．（4）RT-PCRの結果

から，全ての細胞において MRP の mRNA が確認さ

れ，MDR 1については高分子であり，また，糖修飾を

受けたタンパクなので，ウエスタンブロット法では明瞭

な結果は得られなかった．（5）HPLCで排出を見た結

果，RT-PCRの結果と同様に排出が見られた．また，細

胞内濃度と CC 50との相関があることを指示するデー

タが得られた．

インプラント用チタン合金試料への
Actinobacillus actinomycetemcomitans の付着と
その除染方法に関する研究

谷田部 一大
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系病態機能研究群歯周病学）

【緒言】骨結合型インプラントは長期的に良好な予後を

示すことが報告されており，予知性の高い欠損補綴の手

段となっている．一方で，インプラント治療を行ったが

ゆえのインプラント周囲炎という新たな問題が生じてき

ている．インプラント周囲炎の治療法としてはブラッシ

ング，インプラント体表面の除染，抗菌薬の投与，外科

的治療法，インプラント体の撤去などが報告されてい

る．中でも歯周病原細菌や石灰化物に汚染されたインプ

ラント体表面の除染は急性炎症を消退させるためにも重

要である．本研究はインプラント体表面の効果的な除染

方法の確立を目的とし，その基礎的検討として，インプ

ラント用チタン合金試料に歯周病原細菌を付着させる方

法を検討し，さらに各種除染方法による物理的，化学的

除染効果を比較した．

【材料と方法】1）インプラント用チタン合金試料（試

料）：10×20×1 mmのチタン合金板で，Zimmer Dental

から供与された．2）試供菌株および培養条件：歯周病

原細菌として Actinobacillus actinomycetemcomitans（A.

a）（ATCC 43718）を使用した．培養には brain heart in-

fusion液体培地を用いた．培養は 10％ CO2, 37℃の条件

で行った．波長 660 nmで培養液の吸光度が 0.5となる

まで培養し，標準菌液を作製した．3）表面処理条件の

検討：A. a を付着させる前の試料表面の処理条件は，

漓表面処理なし，滷唾液，澆0.01～10％ BSA の項目を

設定し，クリスタルバイオレット（CV）染色法，培養

法により比較した．4）A. a の付着時間の検討：試料へ

の A. a の付着時間を 4～36時間で比較し，走査電子顕

微鏡（SEM），CV 染色法，培養法により比較した．5）

除染実験：以下の A）～F）を組み合わせた漓～潼の方

法で行った．A）生理食塩水（生食）50 ml による 1分

間の洗浄，B）電解酸性機能水（機能水）50 ml による

1分間の洗浄，C）0.1％ グルコン酸クロルヘキシジン溶

液（CHX）50 ml による 1分間の洗浄，D）35％ リン酸

ジェル（リン酸）を 1分間塗布，E）エアフロー（重曹

粉末を含まない）を重曹粉末噴霧装置により 1分間噴

霧，F）パウダーフロー（重曹粉末を含む）を重曹粉末

噴霧装置により 1分間噴霧．漓コントロール，滷生食，
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澆機能水，潺CHX，潸リン酸→生食，澁リン酸→機能

水，澀リン酸→CHX，潯エアフロー→生食，潛エアフ

ロー→機能水，濳エアフロー→CHX，潭パウダーフロ

ー→生食，澂パウダーフロー→機能水，潼パウダーフロ

ー→CHX．各除染効果は SEM, electron probe microana-

lyzerによる定量分析および元素濃度マッピング分析，

CV 染色法，培養法により評価した．

【結果】1）表面処理条件の検討：CV 染色法では BSA

の濃度依存的に A. a の付着量が多くなり，培養法では

1％ BSAで A. a の付着量が多かった．2）A. a の付着

時間の検討：CV 染色法では経時的に A. a の付着量が

増加し，培養法では経時的に A. a の生菌の付着量が減

少した．3）除染実験：いずれの評価方法においてもパ

ウダーフローを使用した場合に高い除染効果を認めた．

培養法の結果からは，CHX で洗浄した場合に A. a の生

菌の残留が少なかった．

【考察】各評価方法によって除染効果に違いが見られた

ため，複数の評価方法により総合的に判断する必要があ

ると考えられた．パウダーフローは表面の付着物を物理

的に除去する能力が高い一方で，表面性状の変化や重曹

粉末の残留が生じた．また，本実験は in vitro において

A. a 単独菌種を付着させたため，実際に口腔内に形成

されるバイオフィルムや石灰化物の除去効果については

今後検討が必要であると考えられた．

【結論】試料を 1％ BSAで表面処理すると A. a の生菌

の付着量が多かった．パウダーフローの後に CHX によ

る洗浄を行なうと効果的な除染効果が得られた．

局部床義歯装着者の咬合状態と
身体動揺の関連について

宮澤 慶
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（環境生態免疫系歯科疫学研究群口腔衛生学）

【目的】健康づくりの一環として国民のスポーツ活動が

推進され，生涯スポーツ活動の重要性が指摘されてい

る．従って，スポーツ活動を推進するための口腔保健の

重要性を明らかすることが必要であると考え，本研究に

おいて，咬合と身体運動の関連性を検討する一環として

局部床義歯装着者の咬合状態と身体動揺との関係につい

て調査解析を行った．

【対象と方法】対象は，平成 14年に埼玉県下で実施され

た基本健康診査を受診した成人のうち，局部床義歯の装

着者で，本研究に協力を得られた 87名（平均年齢 66.1

歳±8.7 SD）とした．なお，被験者はあらかじめ研究目

的およびその内容について十分な説明を受け，同意した

うえで研究に参加した．なお，自治体から本研究の遂行

の了承を得ている．被験者に対して口腔診査を実施後，

咬合状態および身体動揺の評価を行った．咬合状態は，

GC社製「オクルーザー」を用い，総咬合力および咬合

接触面積を評価した．身体動揺についてはヤガミ社製

「オートスタビロメーター S 130」を用いて 1分間の身

体動揺について測定を行った．集計した結果から，被験

者を身体動揺距離・総咬合力・咬合接触面積の平均と標

準偏差を基にそれぞれ 3群に分類した．また，咬合支持

域を Eichner分類を基に，4群に分けて咬合状態の比較

を行った．統計学的検定に Tukeyの検定と t 検定を用

いた．

【結果】被験者の 1人平均喪失歯数は 9.6歯±6.1 SDで

あった．局部床義歯の装着状況については，上顎のみの

装着者は 20名（23.0％）であり，下顎のみの装着者は 25

名（28.7％），上下顎ともに装着している者は 42名

（48.3％）であった．また，咬合力別の身体動揺距離の

比較では，義歯未装着時において，高咬合力群では 61.7

cm±9.2 SD，低咬合力群では 70.6 cm±16.4 SDとなり

低咬合力群で動揺が大きかった．装着時は高咬合力群で

61.2 cm±8.8 SD，低咬合力群で 70.1 cm±15.6 SDとな

り義歯未装着時と同様に低咬合力群で動揺が大きかっ

た．接触面積別の比較では，義歯未装着時で広面積群が

61.1 cm±8.4 SD，狭面積群が 71.4 cm±15.8 SDで，狭

面積群で動揺が大きかった．装着時は広面積群が 61.1 cm

±8.1 SD，狭面積群が 70.9 cm±14.9 SDとなり，義歯未

装着時と同様に狭面積群で動揺が大きかった．支持域別

の比較では義歯未装着で両側支持において 63.6 cm±

11.7 SD，前歯部支持において 74.5 cm±17.9 SDとなり

前歯部支持で動揺が大きかった．装着時は両側支持にお

いて 62.8 cm±10.4 SD，片側支持において 62.6 cm±11.5

SD，前歯部支持において 74.8 cm±15.5 SDとなり前歯

部支持で有意に動揺が大きかった．義歯の装着による比

較では，身体動揺の大きな群では義歯未装着時が 84.5 cm

±9.7 SDであるのに対し，装着時で 81.1 cm±10.9 SD

となり有意に動揺が小さくなった．

【結論】漓咬合状態が悪い者ほど身体動揺が大きく，平

衡機能が低くなっていた．咬合の回復が重要であると考

えられた．滷身体動揺距離が長く不安定な者ほど，義歯

装着により身体動揺が安定する傾向がみられた．喪失歯

所有者に対する義歯装着の効果は，咀嚼機能回復だけで
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はなくスポーツ活動にも有用であることが示唆された．

マウス口蓋発生における
25 kDa 熱ショックタンパク質の
局在と変動

山田 亨
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群歯科矯正学）

口蓋裂は古くからよく知られた先天異常の一つであ

り，出現頻度の高い外表奇形で，機能的な障害があるこ

とから臨床上重要視されている．疫学的・病因病態学的

研究も進められ，その中から多くの仮説が出現し，それ

らを動物実験において確認するという形で基礎的研究と

しても発展している．しかし，口蓋裂の発生機序に関す

る研究も多くなされてはいるが，未だに不明な点が多

い．

ストレスによって誘導されるタンパク質（ストレスタ

ンパク質）に熱ショックタンパク質がある．この一つで

ある 25 kDa熱ショックタンパク質（Hsp 25）は熱ショ

ックタンパク質の共通した性質として，熱刺激や化学物

質により発現が誘導され，アポトーシスを阻止している

と考えられているが，口腔の重層扁平上皮には恒常的に

発現している．しかし，口蓋発生過程における口蓋突起

の組織発生から突起癒合の段階について，Hsp 25の役

割については全く解明されていない．そこで本研究で

は，二次口蓋発生の段階に焦点をしぼり，マウス胎仔に

おける Hsp 25の局在を時間的空間的に明らかにし，ま

たその基本的役割と考えられている抗アポトーシス機能

との関連を組織化学的に検索した．

【方法】胎生 12～16日齢の ddy系マウスを用い，固定

後，前頭断連続切片を作製し，Hsp 25およびケラチン

に対する免疫組織化学を施し，さらに隣接切片または同

一切片で TUNEL 法にてアポトーシスを検出し，比較，

検討した．器官培養：E 14.0の口蓋突起を摘出，口蓋突

起片側のみを BGJb培地：37℃，5％ CO2, 100％湿度の

環境下においてフィルター上で 4日間培養した．培地は

隔日交換した．4日後に 4％パラホルムアルデヒド溶液

で一晩浸漬固定後，パラフィン包埋厚さ 5 µmの連続切

片を作製し，HE 染色および Hsp 25に対する免疫組織

化学を行った．また，TUNEL 法を用いてアポトーシス

を検出した．

【結果】E 12.0：上顎突起から左右 1対の口蓋突起の発

生が認められ，Hsp 25免疫活性は口蓋突起の外側（口

腔側）の上皮全層および内側（鼻腔側）の上皮表層

（peridermal cell, PC）に認められた．突起先端部は上皮

全層に強い免疫陽性反応が認められた．E 13.0：突起部

の舌の側面に沿った下方伸長が認められ，Hsp 25免疫

活性は突起部の外側および内側の上皮の PCに認めら

れ，基底層は陰性であった．しかし，口蓋突起先端部で

は PCの Hsp 25免疫活性が消失した．内側上皮から連

続する鼻腔上皮は陰性であった．E 14.0：突起部先端か

ら口腔側の粘膜上皮周皮細胞から Hsp 25がより広範囲

で消失し，同部同士の癒合が起こるが，E 14.5の癒合部

では Hsp 25の発現が見られない部位で，多数の TUNEL

陽性細胞が観察された．E 15.0：さらに癒合が進み，上

皮索の基底側には強い Hsp 25免疫活性が認められた

が，断裂中の孤立した小さい上皮塊の細胞には認められ

なかった．TUNEL 陽性は，Hsp 25免疫陰性の上皮索部

に多数認められた．E 16.0：上皮索が完全に消失すると

Hsp 25も TUNEL 陽性も認められなくなった．器官培

養 E 14＋4日：口蓋突起先端部では表層細胞から Hsp

25免疫活性が認められなかったが，Hsp 25陰性領域に

TUNEL 陽性が認められた．

【結論】口蓋突起の癒合後の上皮索に強い Hsp 25の発現

がみられたが，発現が減弱または消失した後にアポトー

シスが顕著に認められるので，Hsp 25は上皮索のアポ

トーシスを制御することにより，口蓋突起の癒合の調節

に関与している可能性が示唆された．

マンノース結合レクチン遺伝子多型の
2型糖尿病および歯周疾患との関連性
に関する研究

秦泉寺 傑
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系病態機能研究群歯周病学）

【緒言】マンノース結合レクチン（mannose-binding

lectin ; MBL）は，血清レクチンの一種であり，補体の

第 3経路の活性化やオプソニン作用などに関与すること

で，自然免疫において重要な役割を担っている．MBL

遺伝子変異による MBL 欠損症は，若年期の易感染性，

および成人における重篤な感染症を引き起こすことが報

告されている．また，近年では，同遺伝子変異が侵襲性

歯周炎の発症あるいは進行に関与している可能性や，1

型糖尿病の発症や妊娠性糖尿病の重篤化にもマイナーリ
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スクファクターの一つとして関連している可能性が報告

されている．そこで本研究においては，遺伝的要因が強

いとされる 2型糖尿病の発症，および 2型糖尿病患者の

歯周疾患の進行に対する MBL 遺伝子多型および血清

MBL 濃度の影響を明らかにすることを目的として検討

を行った．

【材料および方法】実験群として 2型糖尿病患者 62人

（DM 群），対照群として健常者 62人（HS群）を被験

者とした．MBL 遺伝子エクソン‐1コドン 54部位にお

ける遺伝子多型は，被験者の末梢血より抽出した DNA

から制限酵素 Ban蠢を用いた PCR-RFLP法により決定

した．また，血清 MBL 濃度は分離した血清から，ELISA

法により測定した．DM 群の歯周疾患のパラメーターと

して，プロービング深さ（PD），プロービング時の出血

（BOP），および歯槽骨吸収率を測定した．統計学的な分

析には，χ 2検定，Kruskal-Wallis検定，Student-t 検定，

Spearmanの順位相関を用いた．

【結果】1）MBL コドン 54遺伝子多型出現頻度は，DM

群では 62人中，野生型 39人（62.9％），ヘテロ型 17人

（27.4％），ホモ型 6人（9.7％），HS群では 62人中，野

生型 41人（66.1％），ヘテロ型 19人（30.6％），ホモ型

2人（3.3％）であり，変異型（ヘテロ型，ホモ型）の出

現頻度に，HS群と DM 群とで有意な差はみられなかっ

た．

2）血清 MBL 濃度は，DM 群で平均 1541.6 ng/ml ,HS群

で平均 1577.1 ng/ml であり，両群間に有意差は認めら

れなかった．DM 群，HS群の両群において，変異を認

めた被験者の血清 MBL 濃度は，野生型の者と比較して

有意に低かった．3）DM 群の内で，遺伝子型別に歯周

疾患の臨床パラメーターを比較したところ，野生型群よ

りも変異型群において，BOP歯率が有意に高かった．

4）DM 群の野生型において，歯周疾患の臨床パラメー

ターとの相関関係を解析したところ，歯槽骨吸収率との

間に有意な正の相関がみられた．

【考察および結論】本研究より，野生型群よりも変異型

群において，BOP歯率が有意に高かったことから，MBL

遺伝子変異とそれに伴う血清 MBL 濃度の低下は，2型

糖尿病患者における歯周組織の炎症の増悪に関与してい

る可能性が示唆された．また，血清 MBL 濃度が高い被

験者ほど歯槽骨吸収率が高かったことから，血清 MBL

は，歯周炎に対して急性期反応タンパクとして産生が亢

進している可能性が示唆された．

各種コンポジットレジンの背景遮蔽効果
について

廣瀬 直子
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯材応用研究群保存修復学）

【緒言】近年，MI（Minimal Intervention）という概念に

基づき，健全な歯質を削除せずに，審美性を重視した成

形修復材料として光重合型コンポジットレジンを使用す

るようになってきた．患者側から審美性に対する要求が

高まってきていることからもコンポジットレジン修復に

対する期待は大きい．しかし，コンポジットレジン修復

で天然歯と一致した色調を得ることは困難である．半透

明性材料であるコンポジットレジンは着色歯に修復を行

うとき歯質の色が大きく影響する．臨床上，歯質の保護

を目的とし着色した歯質を残す事がある為，シェードガ

イドを用いて選択したコンポジットレジンの色が，周囲

の歯質の色と合わない場合がある．また，3級窩洞や 4

級窩洞修復の場合も色調が周囲歯質と不調和になりやす

い．このようにコンポジットレジンの色の適合性には，

色と同様に，材料の半透明性が重要な役割を果たしてい

る．以前我々は齲襍の除去前と除去後の象牙質の色の調

査を行い，齲襍除去後の象牙質と健全象牙質の L*値が

異なる事がわかった．そこで今回は，その結果より求め

られた L*値の範囲を背景色として使用し，フィラーの

形状が異なった 4種類のコンポジットレジンのオペーク

シェードとスタンダードシェードの背景色遮蔽効果につ

いて比較検討したので報告する．

【材料および方法】本実験に用いたコンポジットレジン

は，ビューティフィル蠡（松風），クリアフィルマジェ

スティ（クラレメディカル），パルフィークエステライ

ト Σ（トクヤマデンタル），ソラーレ（GC）のそれぞれ

A 3色，OA 3色を使用した．試料は内径 8 mmのプラ

スチックリングに頡入し，上下面をセルロイドストリッ

プスおよびガラススライドで圧接して，ハロゲンランプ

重合器（Astral）にて 40秒間光重合を行い，耐水研磨紙

（BUEHLER）♯600で即日研磨し，24時間後♯800，♯

1200の順に 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mmの厚さになるように

上下両面の研磨を行った．A3 1.5 mm単体，A3 1 mm

と AO3 0.5 mmを重ねた 1.5 mm, A3 0.5 mmと AO3 1

mmを重ねた 1.5 mm, AO3 1.5 mm単体の 4種類を試料

とした．A3と AO3の間には蒸留水を介在させた．試料

は各 5個製作した．標準白色板と黒色板，L *値が 75,

45, 15とした水性顔料無光沢色票に上記の試料を載せ
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て，2度視野，D 65光源，1000 lxの照度下で，分光測

色器 Spectra Scan PR 650（Photo research, USA）を用い

て，色の測定法（JIS Z 8722）に準拠し，試料の測定を

各 3回行った．色の表示には CIE 1976L*a*b*表色系を

用い，明度指数（L*），知覚色度指数による（a*b*）を

求めた．測色後，三次元変角光度計 Three Dimensional

Auto-Goniophotometer GP-200（MCRL）にて透過光分布

を測定した．

【結果と考察】各材料の透過光分布はソラーレでエナメ

ル質に似た長楕円型，ビューティフィル蠡ではしずく型

の形態，クリアフィルマジェスティとパルフィークエス

テライト Σ では象牙質に似た丸型の形態を示した．こ
の中では，ソラーレが最も光を透過しやすいことがわか

った．白色背景上をコントロールとし，色差を求めた．

シェードの組み合わせ別の結果からは，A3-1.5 mm, A3-

1 mmと AO3-0.5 mmを重ねた試料，A3-0.5 mmと AO

3-1 mmを重ねた試料の順に色差が下がり，A3-0.5 mm

と AO3-1 mmを重ねた試料と AO3-1.5 mmの色差はあ

まり変わらない値を示した．レジンの種類別ではビュー

ティフィル蠡が全ての背景，組み合わせにおいて色差が

最も低い値を示した．

また，背景別では L*値 75の時の背景で色差が小さい

値を示した．レジンの種類別ではビューティフィル蠡の

色差が小さい値を示した．これらの事より，ビューティ

フィル蠡が遮蔽効果に優れている事が示唆された．

酸化チタンの配合量を変化させた
レジンセメントが上部材料の色調に及ぼす影響

長谷川 義朗
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（理工系歯科器材研究群歯科材料学）

【緒言】

本実験は透明度を変化させた試作レジンセメントが修

復物の色調に与える影響を色彩学的に分析し検討した．

【材料と方法】

1．使用材料

本実験では，酸化チタンの配合量を変えた 5種類の透

明度の異なるレジンセメント［0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20

（wt％）］を使用した．上部材料には，2つの色調のセラ

マージュ（松風インサイザルカラー CM-59，ボディカ

ラー CM-A 3 B）を使用し，支台歯材料として 2つの

色調のダイカラーチェッカー［松風 DC-1（明色），DC-

7（暗色）］を使用した．

2．試料作製および測定方法

試料は直径 14 mm，厚さは上部材料で 1 mm，支台歯

材料で 2 mmの円板状とした．作製した試料にレジンセ

メントを介在させた場合（セメント層：100 µm）と介

在させない場合の 2条件で支台歯材料と上部材料を重ね

合わせ，背景に白色板（L *＝100.3, a *＝－1.3, b *＝

1.2）を用いて JIS Z 8722に従い試料の色調を測定し

た．得られた各試料の色調より色差（∆ E * ab）を算出

した．なお，測定は，分光測色器 PR 650（Photo Re-

search）を使用し，測定条件は光源 D 55, 2°視野，0°照

明，－45°受光，波長幅 4 nmとした．また，試料表面

の照度は 1000 lxとした．得られた結果は統計学的有意

差の検定（3 way-ANOVA/Scheffè，危険率 5％）を行い

比較した．

【結果】

上部材料に CM-59を用いた場合，支台歯材料が DC-

1（明色）の時に色差に有意差は認められなかった

（p＞0.05）．支台歯材料が DC-7（暗色）の時，酸化チタ

ンの配合量が 0.10％の試料は，0.05％の試料と比較し

て色差が有意に大きくなった（p＜0.05）．また，コント

ロールと 0.05％間，0.15％と 0.20％間の色差には有意

差が認められなかった（p＞0.05）．

上部材料に CM-A 3 B を用いた場合，支台歯材料が

DC-1（明色）の時，酸化チタンの配合量が 0.05％ の

時，コントロールと比較して色差は有意に低下した（p

＜0.05）．また，酸化チタンの配合量が 0.20％の時，ほ

かの配合量と比較して色差は有意に大きな値を示した

（p＜0.05）．支台歯材料に DC-7（暗色）を用いた場合，

酸化チタンの配合量を変化させても色差に有意差は認

められなかった（p＞0.05）．

【結論】

今回の実験条件で用いた厚さ（1 mm）の上部材料の

色調は，セメント層の透明度と暗い支台歯色に影響を受

けた．
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Keratocystic Odontogenic Tumour :
Study of 197 Cases

○Patricia GONZÁLEZ-ALVA1, 2, Akio TANAKA 2

and Kaoru KUSAMA2

1Meikai University Graduate School of Dentistry, and
2Division of Oral Pathology, Department of Diagnostic &

Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

The clinical behavior and the high recurrence of the

parakeratinizing variant of the former odontogenic keratocyst

（OKC）, the association with the basal cell nevous syndrome

（BCNS）, and the potential for budding epithelium from the

basal layer or daughter cysts in the cystic wall suggested

that the OKC was a cystic neoplasm. The discovery of chro-

mosomal abnormalities and geneticalterations such as muta-

tion of the PTCH gene appeared to confirm this concept.

Consequently, in 2005, the WHO Working Group consid-

ered the OKC to be a tumour and recommended the term

keratocystic odontogenic tumor（KCOT）, and separated it

from the orthokeratinizing variant which is considered as an

odontogenic cyst. The purpose of this study was to analyze

the clinicopathological features of the KCOTs over a period

of 28 years at the Division of Pathology, Department of Di-

agnostic and Therapeutic Sciences , Meikai University

School of Dentistry. Data were retrieved from cases notes,

histopathology records and follow-up reports, and reevalu-

ated based on the 2005 WHO Classification of Head and

Neck Tumours. Clinical history was also taken into consid-

eration in all cases ; the sex of the patient, age of the pa-

tient, KCOTs location, and histopathological findings were

analyzed. KCOTs occurred more frequently in men 53.3％,

than in women 46.7％ ; the male to female ratio was 1 to

0.87 ; patient age ranged from 8 to 87 years with a peak in-

cidence in the third decade of life. The mean age of the pa-

tients at the time of diagnosis was 34.7 years. With regard to

KCOTs location 76.7％ of the tumors occurred in the man-

dible, 20.2％ occurred in the maxilla, and 3.1％ in both.

Multiple tumours occurred in 3.0％ of the cases（including

three cases of BCNS）. The mandibular molar area was the

most common affected site 45.2％. Recurrence was found in

9.1％ of the cases, it ranged from 1 to 10 years. Twelve

cases recurred in 5 years or less, and 4 cases recurred more

than one time（ including 2 cases associated with the

BCNS）. Pathological examination of the KCOT is important

to separate this entity from other odontogenic cysts and to

avoid risk for clinical misdiagnosis, in order to provide an

appropriate treatment and follow-up.

口腔扁平上皮癌手術標本の切除断端部
における免疫組織化学的検討

○奥 結香1, 3，田中 章夫2，
Patricia GONZÁLEZ-ALVA1, 2，

草間 薫2，坂下 英明3

1明海大学大学院歯学研究科歯学専攻，
明海大学歯学部病態診断治療学講座

2病理学分野，3口腔顎顔面外科学分野蠡

【緒言】これまで，演者らは上皮性異形成における性状

の差異を明らかにする目的で，口腔扁平上皮癌手術時の

術中迅速病理診断標本を用い，上皮関連因子（CK 10/

13, CK 14, D 2-40, E-cadherin）および増殖関連因子（Ki-

67）の発現について検索をしてきた．その結果，CK 10/

13陽性細胞消失と，CK 14陽性細胞数の増加をみる症

例のうち，再発例にのみ D 2-40陽性細胞を認め，これ

らの上皮関連因子の発現様式が，癌の再発を予期する一

つの指標となる可能性が示唆された．今回演者らは，口

腔扁平上皮癌手術標本における切除断端部の上皮につい

て，免疫組織化学的検索を行ったので報告する．

【材料および方法】検索対象は 2000年から 2007年まで

の 8年間に，明海大学病態診断治療学講座口腔顎顔面外

科学分野第 2において取り扱った，未加療の口腔扁平上

皮癌で，H-E染色標本にて切除断端部に上皮性異形成ま

たは正常上皮を認めた 23例である．全例において臨床

病理学的事項を検討するとともに CK 10/13, CK 14, D 2-

40, E-cadherin, Ki-67に対する抗体を用いて免疫組織化

学的検索を行った．

【結果】全 23例における性別は，男性 12例，女性 11例

で，平均年齢は 70.9歳であった．部位別では，歯肉 8

例，舌 13例，騁粘膜および口底がそれぞれ 1例であっ

た．TNM 分類から病期は stage蠢および stage蠡がそれ

ぞれ 10例，stage蠱 1例，stage蠶A 2例であった．病理

組織学的分化度は，高分化型 12例，中分化型 9例，低

分化型 2例であった．転帰は生存 18例，死亡 4例，不

明 1例であった．病理組織学的検査の結果，切除断端部

で tumor cell negativeが 21例（mild epithelial dysplasia 20

例，moderate epithelial dysplasia 1例），上皮部 positive

が 1例，深部 positiveが 1例であった．moderate epithelial
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dysplasia 1例は，後に局所再発を認めた．上皮部 positive

の 1例については，追加切除を行った．深部 positiveの

1例は，術後，放射線治療を行なったが予後不良であっ

た．免疫組織化学的検索の結果，D 2-40は 15例におい

て基底層に陽性反応を認めた．また，死亡例 4例中 3例

において D 2-40陽性反応を示した．再発例にのみ，上

皮全層にわたる CK 10/13の陽性反応消失と CK 14の陽

性反応拡大，および D 2-40の強い陽性反応を認めた．

E-cadherinは基底膜側を除いた基底層，棘細胞層の細胞

膜に発現を認めた．しかし，11例で発現の減弱あるい

は消失を認め，そのうち 5例が転移症例であった．ま

た，転移症例 10例中 5例において発現の減弱あるいは

消失を認めた．Ki-67は基底層および傍基底層の一部に

陽性細胞を認めた．なお，免疫組織化学的検索結果と，

病期および分化度との相関性は認めなかった．

【考察】臨床病理学的事項および免疫組織化学的検索の

結果より，moderate epithelial dysplasiaを示す再発例に

のみ上皮全層にわたる CK 10/13の陽性細胞消失と CK

14陽性細胞拡大，および D 2-40の強い発現を認めた事

から，これらの上皮関連因子の発現様式は，口腔扁平上

皮癌の再発を予期する一つの指標となる可能性が示唆さ

れた．死亡例において高率に D 2-40の陽性反応を示し

たことから，D 2-40は予後の判定に有用な因子である

ことが考えられた．また，転移症例の一部で E-cadherin

の減弱を認めた事から，E-cadherinの発現様式は，腫瘍

細胞の転移に関与している可能性が考えられた．今後さ

らに症例を加え，検討する必要があると考えられた．

明海歯科医学会

第 3回学術大会抄録

日時：2007年 12月 6日（木） 10：00～

会場：明海大学歯学部第 1会議室

顎関節症に伴う関節雑音の発生メカニズム
に関する研究

佐々木 剛史
明海大学病態診断治療学講座歯科放射線学分野

【目的】顎関節症の診断をより定量的な方法で評価する

ことを目的に研究を行った．特に主要症候である関節雑

音の定量解析を行うことにより病状の判定や治療効果の

評価，ひいては顎関節症の病因を探ることができると思

われる．

関節雑音を解析しその発生が顎顔面頭蓋のどこの部位

の共振音であるか，そしてそこにはどの様な共振音が存

在するか，また関節雑音波形が発生時ごとに異なるのは

なぜか，という問題について追及することを目的に実験

を行った．その結果関節雑音発生のメカニズムに関して

興味ある知見が得られたので報告をする．

【実験項目】

1．関節雑音採取装置の作製と波形解析

2．関節雑音採取装置の音響学的諸特性

3．関節雑音の共振部位と共振周波数の測定

1）クリック音の共振部位と共振周波数

2）クレピタス音の共振部位と共振周波数

4．非接触型関節雑音採取装置によるクリック音採取と

波形解析

5．乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数の測定

1）乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数

2）乾燥下顎骨における共振周波数の変化

3）生体モデルによる共振部位と共振周波数

4）顎関節周辺における軟組織の振動

5）インパルスの入力位置と共振周波数

【結論】関節雑音を有する被検者の顎顔面頭蓋の各部位

にマイクロフォンを設置し，その部位の共振音を採取し

解析した．また乾燥頭蓋骨をモデルとして，各部位に設

置したマイクロフォンから共振波形の解析を行いシミュ

レーションを行った．

その結果，次のような結論を導くことができた．

1．関節雑音の発生に際しては，まず引き金となるイン

パルスが発生すること，このインパルスが発生と同

時に頭蓋内において各部の共振を惹起し，この共振

音が関節雑音として採取されることが明らかとなっ

た．

2．頭蓋内の共振音は 200 Hzから 1,500 Hzにわたり，

さまざまな共振周波数の存在することがわかた．

3．この共振周波数の範囲は，上顎骨も下顎骨も同一で

あった．

4．頭蓋内の各共振部位は，インパルスの大きさや方向

などによって，共振波形の振幅が異なる，共振が惹

起される場合とされない場合があり，また関節雑音

の波形は非常に不安定であることがわかった．

5．部位特有の周波数としては，顎関節部と下顎角部で

測定され 450 Hz前後と 900 Hz前後の周波数，騁骨

部の 350 Hz前後の周波数が特定できるものであっ
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た．その他の部位では部位特有の周波数は特定でき

なかった．

6．聴音器による関節雑音採取で得られる 200 Hz前後

の周波数は，顎関節近傍に存在する軟組織の振動で

あることがわかった．

7．各測定部位の共振周波数は，共振体の置かれた状態

や軟組織の状態，すなわち組成や厚さなどで，100

Hz前後変化することがわかった．

8．クリック音の発生では，下顎骨の振動が主体をなし

ていることがわかった．

9．クレピタス音の発生では，騁骨部が主たる共振部位

であることがわかった．

10．聴音器による関節雑音採取では，聴音器の近傍の共

振音を採取しているのに対し，ヘルメットタイプの

採取器では，顎顔面頭蓋の各部から発生している共

振音を採取していることがわかった．

11．下顎骨のモデル実験で，下顎頭を矢状方向に槌打す

るとき内側極と外側極では発生する共振周波数に違

いがみられた．このことは関節雑音の周波数分析か

ら有用な診断情報を得ることができることを示唆し

ていると考えられる．

CT 画像による副鼻腔発育に関する研究

倉林 宏考
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野

【目的】

本研究は副鼻腔成長発育過程において CT像より画像

解析を行い，最大面積，容積，楕円相当長短軸（ODL,

ODS），フェレ径（Fx, Fy），最大長（ML），最大周囲長

（PL）について一定の年齢系列により評価を行い，各副

鼻腔の成長発育傾向と咬合の発育段階に伴う変化につい

て検討し各副鼻腔の発育上の相互関係を比較することを

目的とした．

【材料および方法】

本研究は，本学所蔵のヒト乾操頭蓋骨使用し Hell-

man’s dental stageの各ステージ 10個体を選び合計 100

個体について研究を行った．各副鼻腔の測定は，CTス

キャナー SOMATOM Emotion 6（シーメンス）で撮影

を行い，フィルムにハードコピーしたものを原画像とし

た．撮影条件は管電圧 120 kV，管電流は骨モードで 110

mA，スキャン時間 2.7秒，スライス幅 2 mmで行っ

た．測定対象は，FH平面を基準とした部位で Axial 像

として CT像は，WW 300, WL 800に設定した．次に CT

像は，コンピュータ用 CCDTV カメラ TI-124 A

（NEC）により画像入力保存した．CT のスライス面

は，フランクフルト平面を基準として，頭頂部から上顎

咬合平面までのアキシャル像とした．入力画像は，A/D

変換後，画像解析装置 TVIP-4100エクセル（日本アビ

オニクス）にフレームメモリを行った．画像解析は前処

置としてシェーディング補正後 2値化処理を行った．次

に各副鼻腔の実面積，周囲長，X・Y 方向フェレ径，最

大長，短軸，長軸の測定を歯年齢ごとに行い，また上顎

洞，蝶形骨洞，前頭洞，篩骨洞の各副鼻腔容積を求め相

互関係を比較した．データの統計処理は T 検定，散布

図による相関係数を求めた．

【結果および結論】

1．副鼻腔最大面積は，前頭洞において蠡A 期から蠹A

期の間で変動範囲の大きい不規則な増加傾向を示し

た．

2．副鼻腔容積は上顎洞と蝶形骨洞の間で r＝0.53, p＝

0.02で弱い相関が有意にみられた．

3．長軸（ODL），短軸（ODS）は篩骨洞が蠡C期まで

に約 80％の成長を示し各副鼻腔は長軸の成長量が

大きかった．

4．X 方向フェレ径，Y 方向フェレ径はともに上顎洞

が蠡A 期までに約 75％の著しい増加傾向を示し前

後方向の成長量が大きかった．

5．最大長，周囲長の成長変化は，蠱C期から前頭洞の

著しい増加傾向を示したが蝶形骨洞，篩骨洞は緩や

かに類似した成長傾向を示した．

各副鼻腔の量的な発育傾向には低い相関性しか認めら

れず，発育要素による比較では咬合の発育段階に応じた

増加傾向および独自の発育傾向が示唆された．

マウス胎児顎下腺における HMG-CoA
還元酵素の局在と分枝形態形成に対する
その役割について

山闢 大輔
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（形態系病態形態研究群口腔外科学蠢）

【目的】マウス胎児顎下腺の発達過程に見られる分枝形

態形成には，上皮－間葉組織間での EGF, FGFなどの増

殖因子の関与が極めて重要であると考えられている．一

方，コレステロール合成制御タンパク質（Insig-1, 2）の
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欠損で蓄積したステロール中間代謝物が，マウス胎児に

顔面裂と口蓋裂を発生させるとの報告があり，胎児組織

の正常な分化発達にはステロール代謝物の適正量が重要

であることが示唆されている．そこでマウス胎児顎下腺

の発達過程におけるステロール中間代謝物の関与の可能

性を探るために，コレステロール生合成系の律速酵素で

ある HMG-CoA 還元酵素の顎下腺における局在と，分

枝形態形成におけるその役割について解析を行った．

【材料と方法】ICR系妊娠マウス（SLC）より胎生 13日

齢の顎下腺を摘出して用いた．10％ FBS添加 DMEM

培地に浮遊させた Anocell膜（Transwell clear filters）上

に摘出顎下腺を静置し，37℃，5％ CO 2，湿度 100％の

環境下にて，96時間まで培養を行った．培養開始 0, 24,

48, 72, 96時間後に，培養顎下腺を 4％ホルムアルデヒ

ドで固定し，パラフィン包埋を行って連続切片を作製し

た．HE染色および HMG-CoA還元酵素の免疫組織染色

を酵素抗体法（DAB）及び蛍光抗体法（Cy 2）によっ

て行った．また HMG-CoA 還元酵素活性を抑制する目

的で，HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン類）を作用

させ，各培養時点での形態を倒立型位相差顕微鏡で観察

して，写真撮影を行った．スタチン類処置後の作用が何

に起因しているかを明らかにするために，コレステロー

ル合成中間代謝物や farnesyl transferase阻害薬，geranyl-

geranyl transferase阻害薬の影響を調べた．

【結果】1）HMG-CoA還元酵素は，既に胎生 13日齢で

間葉組織内に顕著に存在が確認されたが，導管や腺房へ

と分化する上皮組織内にはほとんど認められなかった．

培養 24, 48, 72, 96時間後の分枝形態形成の進展ととも

に，占有比率の減少する間葉組織内にも残存が認められ

たが，上皮組織にはほとんど存在が認められないままで

あった． 2）HMG-CoA還元酵素の活性を阻害する sim-

vastatinは，培養マウス胎児顎下腺の分枝形態形成を濃

度依存的（0.1−10µM）に阻害した．HMG-CoA 還元酵

素によって生成されるメバロン酸を添加すると，simvas-

tatinの分枝形態形成阻害作用は顕著に防止されたこと

から，メバロン酸生成の抑制が分枝形態形成の阻害に起

因していることが示唆された． 3）脂質親和性の高い

simvastatin, fluvastatin, atrovastatinでは顕著な阻害作用が

認められるのに比して，親水性の高い pravastatin, rosu-

vastatinでは軽度な阻害作用であったことから，親水性

物質の生体膜通過に必要な輸送系である有機アニオント

ランスポーター（OATP 2）が顎下腺には存在していな

い可能性が示唆された． 4）コレステロールの前駆物質

である squaleneでは，simvastatinの分枝形態形成阻害

作用を防止できなかったことから，この作用はコレステ

ロール合成阻害以外の機序が関与している可能性が考え

られた． 5）Farnesolや geranylgeraniolでは simvastatin

の作用は防止できず， farnesyl transferase阻害薬や

geranylgeranyl transferase阻害薬でも simvastatinの様な

分枝形態形成阻害が認められなかったことから，低分子

量 GTP結合タンパク質（Ras, Rhoなど）のシグナルに

必須の farnesylationや geranylgeranylationが関与してい

ないことが示唆された． 6）Simvastatinの分枝形態形

成の阻害は，胎生 13日齢の時点から培養後 24時間まで

の処置の場合に阻害効果が顕著だったが，48時間以降

は効果が弱かった．

【考察】マウス胎児顎下腺では HMG-CoA還元酵素は間

葉組織に局在しており，胎生 13日齢の限定された時期

に，生成したメバロン酸代謝物もしくはその関連物質が

間葉組織から上皮組織へと作用することによって，分枝

形態形成に重要な役割を果たしている可能性が示唆され

た．

Cisplatin（CDDP），5-fluorouracil（5-FU）
単独及び併用投与によるヒト口腔扁平
上皮癌細胞死誘導の最適化の検討

岡村 正彦
明海大学病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

【目的】CDDPと 5-FUの併用化学療法は，Kish らの報

告以来広く施行され，すぐれた効果が報告されている．

しかし，CDDPと 5-FUの投与の順序に関しては様々な

報告があるものの，いまだ一定の見解が得られていな

い．さらに，口腔癌細胞に対する基礎的な報告も少な

い．効率的な薬物投与法の開発は，抗がん剤による副作

用の軽減，治療の効率化にもつながると考えられる．そ

のため，本研究では，ヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-

2, HSC-3, HSC-4）に対する CDDPと 5-FUの細胞傷害

活性，アポトーシスの誘導能，効率的な作用時間，CDDP

と 5-FUの併用時における投与順序と混合モル比を比較

し，CDDPと 5-FUの併用化学療法の最適化の検討を行

った．

【材料および方法】（1）ヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-

2, HSC-3, HSC-4）は，非働化した 10％ FBS を含む

DMEM 培地で培養した．（2）細胞傷害活性：MTT 法に

より相対的な生細胞数を測定し，用量依存曲線により 50

％細胞傷害濃度（CC50値）を求めた．（3）アポトーシ
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ス誘導能漓DNA の断片化（アガロース電気泳動法，

TUNEL 法：染色後，共焦点レーザー顕微鏡で観察）滷

caspase-3, -8, -9の活性化：特異的基質の pNA 切断によ

る発色をマイクロプレートリーダーで測定し，control

を 100％として計算した（％ of control）．

【結果および考察】（実験 1）CDDPおよび 5-FU単独投

与による細胞傷害活性とアポトーシス誘導：CDDPの細

胞傷害活性と caspase-3の活性化は，ともに HSC-3で最

大で HSC-2＞HSC-4の順に減少した．CDDPは HSC-2,

-3でヌクレオソーム単位の DNA 断片化を誘導し，

HSC-4では TUNEL 染色陽性を示した．一方，5-FUの

細胞傷害活性と caspase-3の活性化は，ともに HSC-4で

最大で HSC-2＞HSC-3の順に減少した．5-FUは，全て

の細胞で TUNEL 染色陽性を示した．以上より，CDDP

および 5-FU単独での CC50値の大小はアポトーシス誘

導能（caspase-3の活性化）を反映しているものと考え

られた．（実験 2）CDDPおよび 5-FU単独投与における

至適濃度及び処理時間の検討：CDDPは HSC-2, -3, -4

に対して，12時間処理と 48時間処理後，48時間の時点

において細胞傷害活性は同程度を示し，いずれも

caspase-3の活性化を誘導した．一方，5-FUの HSC-2,

-3, -4に対する細胞傷害活性は，濃度および時間依存的

に増加した．以上より，HSC-2, -3, -4において CDDP

は 12時間作用，5-FUは低濃度で長時間作用が効果的と

考えられた．（実験 3）CDDPと 5-FUの併用の最適化：

CDDPと 5-FUの投与順序は HSC-2, -3, -4を通じて，

CDDP＋5-FUの同時併用が効果的と考えられた．CDDP

＋5-FUの作用時間は，HSC-2, -3では 12時間作用で十

分な細胞傷害活性を示した．5-FUの比率を増やすと

HSC-4, CDDPの比率を増やすと HSC-3に対する傷害性

が増大した．そのため，CDDP＋5-FUの最適な混合比

は CDDPおよび 5-FU単独の細胞傷害活性（CC50値）

を反映しているものと考えられた．CDDP＋5-FUの併

用（48時間）は caspaseを相加的には活性化させなかっ

たが，HSC-2, -3では単独時より低濃度でヌクレオソー

ム単位の DNA 断片化を，HSC-4にはスメアー状の DNA

断片化を誘導した．

【結論】CDDP 及び 5-FU のヒト口腔扁平上皮細胞

（HSC-2, -3, -4）に対する細胞傷害活性は同時併用が効

果的と考えられ，HSC-2, -3においては処理時間を 12時

間に短縮できた．CDDPおよび 5-FU単独での CC50値

の大小はアポトーシス誘導能（caspase-3の活性化）に

反映しており，CDDP＋5-FUの最適な混合比を決定す

るうえで役立つものと考えられた．HSC-2, -3には CDDP

＋5-FUの併用は効率よくアポトーシスを誘導するが，

HSC-4には非アポトーシスを誘導すると考えられた．

単球様細胞への分化能を有する
マウス骨髄細胞 M 1細胞のアポトーシスを
Porphyromonas gingivalis 線毛は阻害する

江端 淳
明海大学社会健康科学講座口腔衛生学分野

【目的】歯周炎，リウマチ性関節炎，慢性肺炎などの慢

性炎症性疾患の病態が詳細に検討された結果，病態局所

に多量の単球・マクロファージなどの細胞の浸潤が認め

られ，さらに，それらの細胞が活性化状態にあり，炎症

性サイトカインである tumor necrosis factor-α （TNF-

α ）と interleukin-1（IL-1）を活発に産生していること

が報告されている．さらに，興味あることに，それらの

病態局所において，単球・マクロファージの細胞死（ア

ポトーシス）が著しく阻害され，それらの細胞が活性化

状態のまま，頑強に居座る状態が持続している可能性が

強く示されている．従って，これらの細胞に関するアポ

トーシス抑制機構を検討することは，慢性炎症性疾患の

病態を理解するうえで意義あることと思われる．

Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）は，成人性歯

周疾患の発症に，密接に関係するグラム陰性の歯周病原

性細菌であることが報告されている．近年，P. gingivalis

の病原性因子と病原性機構が詳細に検討された結果，成

人性歯周疾患の特徴的な病態である歯肉の炎症と歯槽骨

吸収は，本菌由来のリポ多糖（LPS）を中心とした様々

な物質が引き金となり，TNF-α と IL-1 を誘導すること

によって惹起されることが明らかにされている．

P. gingivalis fimbriae（線毛）は，分子量 43 kDaの fim-

brilin の重合体である．また，本菌線毛は，本菌の感染

の初期段階において，付着因子として重要な役割を担っ

ていることが報告されている．さらに，本菌線毛は，炎

症性サイトカイン誘導作用と骨吸収活性を有し，歯周炎

における感染成立のみならず，その病態形成にも，密接

に関係することが示されている．しかしながら，本菌線

毛が，単球・マクロファージのアポトーシスを制御する

か否かについて検討した報告は少ない．そこで，今回，

単球様細胞への分化能を有するマウス骨髄細胞 M 1細

胞を用いて，検討を行った結果，本菌線毛が，M 1細胞

のアポトーシスを強く抑制することを見出し，さらに，

この抑制作用の情報伝達機構についても研究を行った．
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【材料と方法】（1）細胞：M 1細胞を用いた．（2）細胞

死の検出：クリスタルバイオレット色素染色で求めた．

（3）細胞核の観察：hoechst 33258を用いて染色を行い

検討した．（4）アポトーシスの判定：DNA 電気泳動法

で DNA の断片化を調べた．（5）DNA 断片化率：diphen-

ylamine assayで検討した．（6）タンパク質の発現；West-

ern blot法で検討した．（7）遺伝子発現：Northern blot

法で検討した．（8）cytocrome cの測定：streptolysin O

と抗 cytocrome c抗体で求めた．（9）caspase-3と -9の

活性測定：蛍光標識された基質ペプチド鎖で検討した．

【結果】（1）M 1細胞を血清枯渇条件下で培養するとア

ポトーシスが誘導されるが，P. gingivalis 線毛を処理す

ると，強く抑制されることが，Hoechst 33258染色像と

DNA 断片化像から明らかとなった．（2）LPSの影響を

考え，本菌の LPSを本細胞に添加したところ，アポト

ーシスを抑制できなかった．（3）また，本菌線毛抗体

は，このアポトーシス抑制作用を阻害した．（4）本菌線

毛は，M 1 細胞の IL-1 の発現を誘導した．（5）しか

し，本菌線毛のアポトーシス抑制作用は，IL-1 中和抗

体になんら影響されなかった．（6）本細胞での本菌線毛

のレセプターである TRL 2と CD 11b, CD 18の発現を

検討したところ，CD 11b, CD 18のみの発現が認められ

た．（7）本菌線毛のアポトーシス抑制作用は，抗 CD 18

抗体で有意に抑制された．（8）本菌線毛のアポトーシス

抑制作用は，Herbimycin Aで消去された．（9）血清枯

渇条件下の caspase-9と -3の活性化は，本菌線毛で抑制

され，また，その抑制作用は，抗 CD 18抗体処理で有

意に，解除された．

【結論と考察】P. gingivalis 線毛は，M 1細胞のアポトー

シスを，強く抑制した．従って，本菌線毛が，単球細胞

の細胞死を抑制するにより，炎症反応の慢性化に貢献す

る可能性が示唆された．また，その情報伝達機構には，

β 2-integrin, CD 11b, CD 18がレセプターとして関与し，

さらに，誘導される tyrosine kinase情報伝達系を介し

て，caspase分子によるアポトーシス情報伝達機構を阻

害する可能性が示された．

上顎第一大臼歯に及ぼす耳下腺唾液の影響

小野 義晃
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【目的】耳下腺唾液は安静時では全唾液の約 30％，刺激

時では 50％以上の割合で口腔内に分泌されている．耳

下腺管開口部の位置は成人では上顎第一大臼歯近くの騁

粘膜に存在し，乳歯列，混合歯列，永久歯列と変化する

につれ，上後方へと変化していくことが知られている．

一方唾液クリアランス率は唾液腺開口部が最もよく影響

を受けることが知られている．本研究の目的は，漓耳下

腺唾液の上顎第一大臼歯に対する唾液クリアランスの影

響を明らかにし，滷上顎第一大臼歯萌出期における耳下

腺管開口部の位置を特定し，萌出期の上顎第一大臼歯に

対する唾液クリアランスの様相を明らかにすることであ

る．

【方法】漓アクリル製寒天ホルダー（横 30 mm，縦 10

mm，厚さ 2 mm）に円筒（直径 4 mm，深さ 1 mm）を 6

mm間隔で 3つ設け，1 mol/l の塩化カリウムを含む寒

天を充頡した．ホルダーを上顎の第二小臼歯，第一大臼

歯，第二大臼歯の騁側面中央に位置するように固定し，

安静時，刺激時，一定時間口腔内に放置した後，寒天を

ホルダーから取り出し，残留したカリウム濃度を原始吸

光分光光度計で測定し，初めのカリウム濃度が 1/2に減

少する時間（half time）を求めて比較した．滷付着型口

内炎治療薬アフタッチの中央に穴を開け耳下腺管開口部

がその穴に一致するように粘膜に付着させ，中心咬合位

でアフタッチ周囲の粘膜，歯面の印象を採得した．石膏

模型を作製し，基準平面を設けて規格写真を撮影し，耳

下腺管開口部の位置と第一大臼歯の位置関係を特定し

た．永久歯列では 15名を対象とし，耳下腺管開口部の

位置の平均値が X 軸，Y 軸とも±1 SD以内の被験者に

ついて耳下腺唾液クリアランスを測定した．上顎第一大

臼歯萌出期（IIC 期）の被験者の耳下腺管開口部は 16

名を対象として行った．

【結果】漓規格写真上で基準平面を X 軸とし，永久歯列

では上顎第一大臼歯遠心面，IIC 期では第二乳臼歯遠心

面に X 軸の垂線が重なる線を Y 軸とし，X 軸と Y 軸

の交点を基準点（0）として計測した結果，永久歯列の

耳下腺管開口部の位置は近遠心的には第一大臼歯遠心面

より約 0.3 mm近心に，咬合面より約 7 mm上方に位置

していた．滷開口部の位置が±1 SD以内の 8名につい

てクリアランス値を測定した結果，安静時の half time

は第一大臼歯が最も短く，次に第二小臼歯，第二大臼歯

の順であった．刺激時では第一大臼歯が最も短く，第二

小臼歯と第二大臼歯には有意な差は見られなかった．澆

IIC 期の耳下腺管開口部の位置は X 軸で左側が－2.4±

3.1 mm，右側が－2.5±3.5 mm, Y軸では左右とも約 5

mm咬合面より上方に位置していた．これらの結果は，

耳下腺唾液は開口部から近心方向に流れることが示さ
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れ，第一大臼歯より近心に開口部が位置している IIC 期

においては，第一大臼歯は耳下腺唾液クリアランスの影

響をほとんど受けていないことが明らかとなった．

QLF（光誘導蛍光定量）を用いた
フッ化物塗布製剤の石灰化能評価

掛川 達彦
明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野

【目的】

齲襍の軽症化が進んでいる今日，齲襍治療は従来の削

合・充頡から，脱灰歯面の再石灰化療法へと転換されつ

つある．エナメル質初期脱灰程度を診断する機器とし

て開発された QLF（Quantitative light induced fluores-

cence）については既に多くの研究論文が報告されてお

り，近未来の歯科臨床においてその応用が期待されてい

る．また再石灰化を促進する歯科医薬品の開発も進めら

れている．

本研究は，再石灰化療法の基礎を築くことを目的に，

漓牛歯脱灰切片における再石灰化の評価を QLF 法と

TMR 法とで行い，QLF法の信頼性について確認すると

ともに，滷フッ化物塗布製剤の牛歯脱灰切片および，実

際の口腔内における永久歯脱灰歯面に対する再石灰化促

進能を QLFで評価した．

【対象と方法】

漓牛歯切片に設けたウインドウを，乳酸ゲル（0.1 M乳

酸，pH 4.5）に 4日間浸漬して脱灰し，その後再石灰

化液に一定期間浸漬した後，QLF と TMR で脱灰深

度を比較した．

滷同様に牛歯切片を乳酸ゲルで脱灰後，コントロール

群：再石灰化液［20 mM, HEPES ; 1.5 mM, CaCl2 ; 0.9

mM, KH2PO4（pH 7）, 0 ppm F］と FV 群：再石灰化溶

液（A と同液，牛歯切片に Fバーニッシュ� Beブラ

ンド社製を塗布）に浸漬させ，両者の再石灰化度を

QLFにて ∆ F（％）：平均蛍光減少度（健全歯質の蛍

光度を 100としたときの差を％で表示．平均脱灰深

度），エリア（mm2）：病巣面積（（脱灰した歯面の面

積），∆ Q（％xmm2）：脱灰量（∆ Fx エリア，平均脱

灰量）について比較した．期間は 25日間で，毎日溶

液を変え，FV 群では Fバーニッシュを塗布し，再石

灰化程度の測定を 5日毎に行った．試料は 5サンプル

とした．同様に口腔内永久歯唇面に脱灰を認める歯牙

を有する患児に対し，就寝前歯垢清掃後，Fバーニッ

シュ� を塗布することを指示し，2週間ごとに QLF

にて脱灰唇面の診断を行った．

【結果】

漓QLF の ∆ F, TMR の ∆ Z（ミネラル喪失量 ％vol/

µm）を比較した結果両者には高い相関が認められた

（R＝－0.7702,p＜0.001）．

滷FV 群の脱灰直後（0日）から再石灰化溶液浸漬 25日

後の ∆ F，エリア，∆ Qの値はコントロール群に比べ

いずれも優っており，5週後の回復率もコントロール

群が約 7.6％を示したのに対し，FV 群は約 20％を示

し有意に高かった．また F群の ∆ F，エリア，∆ Qは

0日と 5日，10日，15日，20日，25後の値との間に

それぞれ有意差が認められ，再石灰化が経日的に進ん

だことを示していた．口腔内においても，同様に 3か

月後の QLF 値は再石灰化が進み，平均 79％ の回復

率が示された．以上の結果 F バーニッシュは初期齲

襍の再石灰化の向上に有効であることが示された．ま

た QLFの臨床応用も有効であることが示された．

コンポジットレジンの色調に下地の有彩色が
与える影響について

寺沼 浩
明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野

【緒言】近年，コンポジットレジンの接着性の向上や患

者の審美的要求の高まり，MI の概念等から，コンポジ

ットレジンを用いた審美修復が多用されるようになって

きている．より高度な審美修復を行うための 1つとし

て，周囲の色がコンポジットレジンに与える影響を考慮

した色調選択が重要であると思われる．審美的要求の高

まりから充頡に使用されるコンポジットレジンも積層し

て使用するものやカメレオン効果により，より天然歯の

色調に近い修復が可能になった．しかし，充頡物の色調

は被覆冠とは異なり，閉塞性の窩洞で壁に囲まれている

ため，歯質や裏層材等の色の影響を受け易く，実際に色

調を調和させるためには様々の条件を踏まえたシェード

の選択や形態の回復が必要であり，熟練が必要である．

そこで今回，コンポジットレジンの色調に有彩色が与え

る影響について調査したので報告する．

【材料および方法】本実験にはコンポジットレジンとし

てエステライト Σ（トクヤマデンタル），ビューティフ
ィル蠡（松風），フィルテック TM シュープリーム DL

（3 M ESPE），テトリック セラム（ivoclar vivadent）の
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A 3色，下地として標準白色版と低発泡塩ビ板（アクリ

サンデー）の白，黒，黄，赤，青，緑を使用した．各コ

ンポジットレジンを，内径 8 mm高さ 1 mmのプラスチ

ックリングに頡入し，上下面にセルロイドストリップス

を介したガラススライドで圧接し，ハロゲンランプ光重

合器にて 40秒間光重合した後，耐水研磨紙を用いて 1.0

mmの厚さになるように上下両面の研磨を行い，円盤状

試料を各 5個ずつ作製した．試料を各下地の上に載せ，

2度視野，D 65光源，1,000 lxの照度下で，分光測色器

Spectra Scan PR 650（Photo research）において，色の測

定法（JIS Z 8722）に準拠し作製した試料の測色を各 3

回行った．また，使用した下地の測色も各 3回行った．

波長 380～780 nmの 4 nmごとでの分光反射率を測定

し，色の表示法（JIS Z 8729）により CIELAB の数値を

算出した．表色系から CIE L*a*b*均等知覚色空間の L*

a*b*値を選択し，L*値，a*値，b*値の平均値，標準偏

差値を求めた．

【結果および考察】算出した結果から下地の L*値は，

黒，赤，青，緑，黄，白の順に高くなり，a*値は，赤

で最大，緑で最小，b*値は，黄で最大，青で最小であ

った．標準白色板と各下地との色差 ∆ E*ab は，白，

緑，青，黄，赤，黒の順に高くなった．各コンポジット

レジンにおいて，標準白色板上で測定した色調をコント

ロールとして各下地上で測定した色調から色差 ∆ E*ab

を比較すると，4種類のコンポジットレジン共に，白，

黄，赤，緑，黒，青の順に高くなった．下地の色差と異

なる色の下地上におけるコンポジットレジンの色差に差

を認めることから，下地の明度だけでなく彩度もコンポ

ジットレジンの色調に影響を与える事が示唆された．

明海歯科医学会

第 4回学術大会抄録

日時：2008年 1月 10日（木） 13：00～

会場：明海大学歯学部第 1会議室

QLF を用いた Er : YAG レーザー照射歯面の
観察とその石灰化能について

大橋 英夫
明海大学歯学部形態機能成育学講座小児科学分野

近年，初期齲襍の診断装置として開発された Quantita-

tive Light-induced Fluorescence（以下 QLF とする）は歯

面の詳細な変化も観察可能であり，その精度もマイクロ

ラジオグラムと同等であると報告されることより，臨床

での再石灰化療法の評価法として注目されている．QLF

の原理は健康歯質と脱灰歯質の光散乱現象による蛍光強

度の違いを観察し，コンピューターにて画像解析を行

う．QLFは初期う襍全体（深さ・面積・脱灰体積）の

動態を三次元的に捉える．3つの測定値が設定されてい

る．∆ Fはう襍の深さと関連がある．エリアは面積を表

す．∆ F×エリアでは ∆ Qが求められる．この数値はマ

イクロラジオグラムでの脱灰量と相関が高く，ミネラル

の溶出量を現すためう襍の進行と再石灰化の指標とされ

る．これらの測定値の定量的変化から病変の進行・停止

・回復を鑑別する．一方，Er : YAG レーザーを照射し

た歯面は耐酸性を表層下 10 µm まで有するとされ，形

態学的変化や組成変化が生じていることが数多く報告さ

れているが，その詳細は未だ不明な点が多い．加えて

QLF装置を用いた Er : YAG レーザー照射歯面の変化へ

の報告はなく，詳細な検討必要であった．今回，Er : YAG

レーザーの照射歯面が照射後どのような変化を生じるの

か，ならびに照射歯面の再石灰化療法が可能であるのか

を研究目的として以下の実験を行った．

実験蠢 Er : YAG レーザー出力別，照射歯面の QLF観

察

抜去永久歯の平滑面に出力 30, 50, 100, 200 mJ, 10 pps,

10秒間，注水下の条件にて照射した．各照射歯面を QLF

にて変化を観察したところ，出力増加に伴って ∆ F と

エリアの増加が観察され，再石灰化の指標とされる ∆ Q

も同様の傾向を示した．以上の結果より Er : YAG レー

ザー照射歯面の変化を評価する方法として QLFの有効

性が示された．

実験蠡 Er : YAG レーザー照射歯面の再石灰化療法へ

の影響

実験蠢の結論を踏まえ，次に Er : YAG レーザー照射

した歯面を再石灰化液に浸漬し再石灰化能の検討を行っ

た．同様に抜去永久歯平滑面に出力 50, 75, 100 mJ, 10

pps, 10秒間，注水下の条件で照射し，再石灰化液に浸

漬した．再石灰化液は 1週間毎に交換し，合計 5週間

QLFによる観察，測定を行った．結果は 50, 75, 100 mJ

のすべての出力において ∆ F，エリア，∆ Qは再石灰化

液の浸漬時間に依存して再石灰化方向へ変化した．また

全ての計測値は 1週目が最も大きく変化し，照射出力が

低いほど再石灰化が速い傾向が観察された．以上の結果

より，QLFを用いることにより Er : YAG レーザー照射
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後歯面の再石灰化実験に伴う微細な変化も解析可能であ

り，加えて，照射歯面は再石灰化療法に反応することが

明らかになった．

全部床義歯装着者における
［n］持続発音時の下顎位

大森 香都良
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【目的】

補綴臨床において適正な顎間垂直距離を決定すること

は，顎口腔機能を正常に保つ上で極めて重要である．従

来より，再現性の高い発音運動位を利用した顎間垂直距

離の決定法が試みられているが，被検音の発音時間が短

く，それを臨床的に応用することは困難であった．我々

は有歯顎者における［n］持続発音時の下顎位が咬頭嵌合

位に近接し，安定性の高い発音位であることを報告し

た．本研究では顎間垂直距離決定における基準下顎位と

しての有用性をさらに明らかにすることを目的として，

全部床義歯装着者における［n］持続発音時の下顎位につ

いて検討した．

【材料と方法】

実験 1：被験者は上下顎全部床義歯装着後 4か月以上経

過し，臨床的に予後良好と判断された無歯顎者 24名と

した．被検音は［n］とし，被検音を日常会話の強さおよ

び高さで計 4回，約 4秒間持続発音させた．発音を開始

する下顎位（発音開始位）は咬頭嵌合位ないし下顎安静

位とした．発音時の下顎位は歯科用下顎運動測定器（K

7エバリュエーションシステム，モリタ社製）を用いて

記録した．下顎位が発音開始位から変化した時点を起始

点とし，起始点から 1秒間隔で 4秒後までの 4ポイント

を計測点とした．記録された持続発音時の sweep波形

上で，発音開始位と各計測ポイントとの垂直方向におけ

る距離をノギスを用いて計測した．各計測ポイントにつ

いて，4回の計測により得た値の平均値を被験者ごとに

算出したのち，全被験者の平均値を求めた．統計処理に

は 2元配置分散分析後，Tukeyによる多重比較検定およ

び Paired-t検定を行った．なお，発音開始位を下顎安静

位とした場合の舌位をパラトグラムにより記録した．

実験 2：被験者は発音開始位を下顎安静位とした場合

に，［n］持続発音時の下顎位が下顎安静位と同程度の開

口量を示した者 7名とした．舌尖を義歯床研磨面の切歯

乳頭相当部に接触，保持させた状態での［n］持続発音時

の下顎位を計測した．なお，計測および分析は実験 1と

同様に行った．

実験 3：被験者は実験 1において発音開始位に関係な

く，［n］持続発音時の下顎位が咬頭嵌合位に近接した 6

名とした．被験者の下顎全部床義歯を複製する方法で製

作した咬合床とシリコーン咬合採得材を用いて，［n］持

続発音時の下顎位を採得し，現義歯の顎間垂直距離と比

較，検討した．

【結果と考察】

実験 1：発音開始位を咬頭嵌合位とした場合，計測ポイ

ント蠢～蠶にかけて顎間垂直距離は経時的な変化はほと

んど示さず，全ての計測ポイントにおいて平均 0.1 mm

と極めて小さい値を示した．発音開始位を下顎安静位と

した場合では，咬頭嵌合位に近接する群と下顎安静位と

同程度の開口量を示す群とに二分される傾向を示した．

実験 2：舌位を指示して［n］持続発音を行った結果，咬

頭嵌合位に近接する群 3名と下顎安静位と同程度の開口

量を示す群 4名とに二分される傾向を示した．

実験 3：［n］持続発音時の顎間垂直距離は現義歯の顎間

垂直距離より平均で 1.4 mm小さい値を示した．

全部床義歯装着者において，［n］持続発音時の下顎位

が下顎安静位に近接した群では，安静空隙量が 3.9 mm

以上と大きい値を示しており，安静空隙量が大きい症例

では［n］持続発音時の下顎位は咬頭嵌合位より下顎安静

位に近接する可能性が示唆された．また，［n］持続発音

を応用して採得した下顎位は，中心咬合位よりもやや低

位となる可能性が示唆された．

以上より，全部床義歯装着者における［n］持続発音時

の下顎位は，標準的な安静空隙量を有する場合において

は，顎間垂直距離決定の基準下顎位として有用である可

能性が示唆された．

左右不均衡な咬合が頭蓋に及ぼす
力学的影響について

櫻井 洋介
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

【緒言】近年コンピューター技術の進歩に伴い，歯科医

療分野においても様々な三次元有限要素法解析が行われ

ている．しかし，頭蓋骨および顔面骨は複雑な形態を示

すため，シミュレーションが困難となり，未だ解析が不

十分と考えられる．今回われわれは成人乾燥頭蓋から得

られた CT画像を元に，より再現性の高い上顎歯列，歯
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根膜，頭蓋および各頭蓋縫合を含む頭蓋モデルを作製し

た．このモデルを用いて，（1）左右均等で正常に咬合し

ている正常咬合モデルと，（2）右側が正常で左側が反対

咬合，すなわち片側性臼歯部交叉咬合で咬合し左右不均

衡な咬合力を示す交叉咬合モデルとで，咬合力の頭蓋骨

および顔面骨に及ぼす力系を明らかにし，交叉咬合モデ

ルが顎顔面頭蓋全体にどのような力学的影響を与えるの

かを調べることを目的とした．

【材料および方法】本学所蔵の正常咬合を有し，左右差

や著しい変形などがみられない，Hellmanの歯齢 VA 期

の成人乾燥頭蓋 1個を用い，骨格標本の頭部をスライス

幅 0.6 mmで撮影した CT 画像 DICOM データ（226

枚）を元に三次元有限要素モデルを作製した．構成要素

は各頭蓋縫合，頭蓋骨および下顎骨を除く顔面骨，歯お

よび歯根膜の合計 4種からなり，総節点数 126534個，

総要素数 623852個とした．モデルに付与した荷重は咬

合力を想定し，荷重方向は咬合平面に垂直，各歯におけ

る咬合荷重分布を荷重条件ごとに付与した．拘束条件は

咀嚼筋である咬筋および側頭筋の付着部を完全拘束し

た．解析は MECHANICAL FINDER version 5.2〔計算力

学研究センター，東京〕を用いて 2種類の荷重条件につ

いて解析を行った．

【結果】

1．正常咬合モデルにおいては key ridge周囲から上顎

骨前面から騁骨に向けて左右対称な応力分布が見られ，

これは鼻孔周囲，眼窩周囲にまでおよんでいた．変形に

おいては上顎骨の Z 方向への変位が見られた．

2．交叉咬合モデルにおいても左右共に key ridge周囲

から上顎骨前面に向けて応力分布が見られたが，左右で

比べると，交叉咬合側である左側に応力が集中する傾向

が見られた，また，左側においては騁骨上顎縫合部から

騁骨前頭縫合にまで及ぶ強い応力分布を認めたが，右側

においては騁骨にまで及ぶ応力分布はわずかであった．

変形においては上顎骨の Z 方向への変位に加えて X 方

向への変位も見られた．

【考察】正常咬合モデルと交叉咬合モデルを比較する

と，前者においては，頭蓋の骨が梁状構造をなし，咬合

力による荷重を左右均等に分散させて負担しているのに

対して，後者では騁骨に発生する応力の左右差が大きく

認められ，交叉咬合側である左側で強く見られた．これ

により騁骨上顎縫合において左右で異なる強さと方向の

力がかかり，上顎骨全体を左上がりの方向に変形させる

ような力系が存在することが明らかになった．

【結論】本研究の結果から，咬合時には頭蓋骨および顔

面骨に様々な応力分布が見られることが明らかとなっ

た．一般に応力の分布が不均衡な場合，特に成長期の小

児においては顔面骨において非対称な変形を引き起こす

可能性が考えられる．今回の研究で想定した片側性臼歯

部交叉咬合は左右非対称な咬合接触関係を作り出し，よ

り複雑な力系を発生することから，不正咬合により発生

する力のバイオメカニクスをさらに理解することは，矯

正治療を行なう上で重要な情報の 1つと考えられた．
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明海歯科医学 投稿規定
（2007年 2月 28日改定）

I．投稿の要件
1．本誌は年 2回，2月，9月に発行する．
2．本誌への投稿は明海歯科医学会会員に限る．ただし，編集委員会が認めた場合はその限りではない．
3．投稿論文は他誌に未発表のものに限る．
4．動物実験は学術審議会からの「大学等における動物実験の実施に関する基本的な考え方について」に準拠し，臨床
研究は「ヘルシンキ宣言」の趣旨にそったものであることとする．
倫理にかかわる研究の投稿論文は，明海大学歯学部倫理委員会の承認を得たものとする（本文中にその旨を明記す
ること）．

5．原稿は和文または英文とする．
6．未発表論文であること，および，著作権委譲に関する同意書を提出する．

II．原稿形式
1．原稿
原稿は A 4判で，上部余白を 30 mm，下左右の余白を 25 mm に設定し，文字の大きさを 12ポイントとする．和文

論文は横書きで，英文論文はダブルスペースで印字する．
2．表題ページ
表題，著者名，所属の順に，和文および英文で記載する．記載形式は記入例に従う．
［例］
和文 当科における遊離組織移植を用いた口腔顎顔面再建手術の検討

濱尾 綾1 加賀屋雅之1 重松 久夫1 鈴木 正二1

福田 正勝1 馬越 誠之1 相浦 靖治1 横塚 裕二2

猪野 照夫3 市岡 滋4 中塚 貴志4 坂下 英明1§

1明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野
2冨士ヶ丘病院リハビリテーション科

3明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
4埼玉医科大学形成外科学講座

英文 Clinical Evaluation of Reconstructive Procedures with Microvascular

Free Tissue Transfer for Oral and Maxillofacial Defects

Aya HAMAO1, Masayuki KAGAYA1, Hisao SHIGEMATSU1, Seiji SUZUKI1,

Masakatsu FUKUDA1, Seishi MAGOSHI1, Yasuharu AIURA1, Yuji YOKOZUKA2,

Teruo INO3, Shigeru ICHIOKA4, Takashi NAKATSUKA4 and Hideaki SAKASHITA1§

1Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2Rehabilitation Center, Fujigaoka Hospital

3Division of Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University School of Dentistry
4Department of Plastic Surgery, Saitama Medical College

（注） ⑴ 英文表題は，名詞・形容詞などの頭文字を大文字とする．
⑵ ローマ字または欧文による著者名表記は，ヘボン式とし，姓（ファミリー・ネイム）はすべて大文字にする．

⑶ 著者は，全員その所属機関を著者名の右肩にアラビア数字で表示し，記入する．

⑷ 所属名は，省略せず全部記入する．

⑸ 別刷請求先（Correspondence）は，著者名の右肩に§記号を付けて脚注で記入する．



3．和文要旨，英文要旨（Abstract）
約 450字の和文要旨と約 300 words の abstract を，和文および英文の表題，著者名，所属の下にそれぞれ記載す

る．
4．索引用語（Key words）
和文要旨および英文要旨の最後 1 行あけて，和文の場合，索引用語：◎◎◎◎，◎◎◎ 英文の場合，Key

words：◎◎◎◎，◎◎◎とし，両方とも 5 words 以内で付記する．
英文 Key words の頭文字は，学名，固有名詞など以外は小文字とする．

5．欄外表題（Running title）
和文論文は 20字以内，英文論文は 40 letters 以内で，索引用語の次行に，欄外表題（英文の場合，Running title）：

◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎と記入する．
（注） 上記 2.−4. までを和文記入と英文記入に，それぞれ別紙に分けて記載する．5．は論文言語により，どちらか一方だけに付

記する．

6．本文
1）投稿論文は原則として，緒言（Introduction），材料と方法（Materials and Methods），結果（Results），考察（Dis-

cussion），結論（Conclusions），謝辞（Acknowledgements）の順とする．
2）できるだけ簡潔に，分かりやすくまとめ，和文論文は学術用語以外は常用漢字で記入する．
3）外国語は原則として原綴りとし，数字はアラビア数字を使う．度量衡の単位はすべて，原則として国際単位系
（SI）を使用する．
4）動・植物等の学名は，イタリック体とする．
5）本文中の文献引用箇所には，その該当する箇所の右肩に片括弧で，引用順に番号を付ける．
［例］

Smith ら1）（3名以上の場合），佐藤と鈴木2−4）（2名の場合）
6）略号の設定は，本文中，該当する語が最初に出てきたところで，（ ）に入れて表示する．
7）研究の公表機関，日時，場所などは，本文末に記入する．
8）本文の通しページを，原稿の右上に記入する．

7．引用文献（References）
和文論文の場合は「引用文献」，英文論文の場合は「References」とし，本文中での順に番号を付し，別紙に番号順
にまとめて記載する．文献の記載形式は次の記入例による．
1）雑誌
文献番号）著者名：表題．雑誌名 巻，引用ページ（最初のページ－最後のページ），年（西暦）
［例］

1）Gerdes J, Schwab U, Lemke H and Stein H : Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human

nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J Cancer 31, 13−20, 1983

2）志賀 博，小林義典：咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究．日補綴歯会誌 34, 1112

−1126, 1990

2）単行本
文献番号）著者名：章のタイトル．In：書名．編集者名，発行所，発行地，引用ページ（最初のページ－最後の
ページ），年（西暦）
［例］

1）Powers, MP : Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In : Oral and maxillofacial trauma. Fonseca

RJ and Walker RV, eds, vol 1, Saunders, Philadelphia, pp323−417, 1991

2）吉木周作：歯周組織の病変．In：口腔病理学．鈴木鐘美編，第 2版，医歯薬出版，東京，pp93−97, 1997

（注）（1）著者名は，全員記入する．
（2）著者名が欧文の場合は，ファミリー・ネイムの後に，ファースト・ネイム，ミドル・ネイムの頭文字を付け，著者が複



数の場合，最後の著者の前に and を入れる．
（3） : , . − pp 等の使い方に注意する．
（4）雑誌名の省略は，和雑誌は「医学中央雑誌」等，洋雑誌は「Medline」の省略名による．
（5）英文論文の引用文献で，和雑誌から引用した場合はすべて英文で表記し，雑誌名はローマ字で記入する．引用文献が和

文論文の場合は，（in Japanese）と文末に記す．

8．脚注（Footnote）
1）別刷請求先（Correspondence）の著者の右肩に§記号を付け，脚注に著者および住所を記入する（本文が和文
の場合は日本語で記入し，英文の場合は英語で記入する）．
［例］
和文 §別刷請求先：坂下英明，〒350−0283埼玉県坂戸市けやき台 1−1 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科

学分野
英文 §Correspondence : Hideaki Sakashita, Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sci-

ences, Meikai University School of Dentistry, 1−1 Keyakidai, Sakado, Saitama 350−0283, Japan

2）研究補助費を使用している場合は，脚注に明記する．
［例］
本研究は学術振興会科学研究費補助金（課題番号）により支援された．

3）その他脚注が必要なときは，※記号を付けて表示する．
9．表（Table）・図の説明（Fig legends）・図（Fig）

1）表・図の説明・図は，すべて英文で記入する．
2）表の説明は，Table 1 ◎◎◎◎◎，Table 2 ◎◎◎◎◎として，表と同じページに記入し，著者名を右上に
朱書きする．

3）図の説明は，別紙に「Fig の説明」として，Fig 1 ◎◎◎◎◎，Fig 2 ◎◎◎◎◎と番号を付け，記入する．
4）図と台紙に貼った写真はその右上に，1枚ものの写真は裏面に，Fig 番号と著者名を朱書きし，天地の指示も
朱書きで付記する．

5）表・図の本文挿入箇所には，「Table 1挿入」，「Fig 1挿入」などと，原稿の右欄外に朱書きする．
6）表・図に台紙を用いる場合は，原則として A 4判以内の大きさにする．
7）表・図の大きさは，刷り上り時での片段か両段かを指示する．表・図は，大きさが片段の場合で横幅約 70

mm，両段の場合で約 160 mm になるように縮小コピーを作成し，文字，記号などが十分読み取れる大きさであ
ることを確認し，そのコピーと原図の両方を添付する．

8）表・図はそのまますぐに製版できるものとする．

III．投稿方法，その他
1．原稿の締め切り日は，5月，10月の各月末とする．
2．原稿は投稿票に指示された順にまとめ，正・副の 2部を所属と著者名を表記した封筒に入れ，明海歯科医学編集事
務室に提出する．
住所：350-0283 埼玉県坂戸市けやき台 1−1

明海大学歯学部メディアセンター内
明海歯科医学編集事務室

3．投稿の際は，必ずチェック済みの「明海歯科医学投稿票」および「同意書」を添付する．
4．別刷希望部数，論文種別等は投稿票所定欄に明記する．
5．不慮の事故に備えて，投稿者は原稿のコピーを保存しておく．
6．校正において，字句を著しく変更，追加，削除することは認めない．



7．電子媒体（FD, MO, CD）の添付
「表題と要旨（和文と英文はそれぞれ別にする）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」および「図」
の入力された電子媒体（FD, MO, CD）を，代表者名，論文表題，使用コンピュータ機種名，ソフト名（バージョ
ン）を明記の上，原稿に添付して提出する．
（注）電子媒体の入力・投稿時の留意事項

1．ファイル構成は「表題と要旨（和文，英文）」，「本文」，「引用文献」，「脚注」，「表」，「図の説明」，「図」をそれぞれ別
のファイルにして，各ファイル名を付けて下さい．

2．その他，次の事項にも留意して下さい．
1）数字，欧文はすべて半角で入力して下さい．
2）欧文では単語間のスペースは，半角スペースにして下さい．
3）改行マークは，段落の最後にのみ（行ごとではなく）入力して下さい．

8．投稿された原稿は返却しません．

IV．著作権の帰属
1．本誌に掲載された論文の著作権は，明海歯科医学会に帰属する．




