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IFN-ζ /limitin Inhibits Generation of Osteoclast Precursors

Takuya SATO1§, Masaaki MASUHARA1, Naoto HADA2,
Mari OKAYASU2 and Yoshiyuki HAKEDA1

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

Abstract : Interferon (IFN)-ζ /limitin, a type-I IFN, was originally cloned on the basis of selective inhibitory effect on

B-lineage cells. Ovariectomy of mice have been known to augment the number of osteoclast precursors and B220＋ pre-B

cells. Here, we examined whether estrogen deficiency decreases the production of IFN-ζ /limitin and whether IFN-ζ /limitin

inhibits osteoclast precursor generation. IFN-ζ /limitin mRNA expression was increased in ovariectomized-mouse femur.

IFN-ζ /limitin decreased osteoclastogenesis from B220＋ cells induced by 1,25-dihydroxyvitamin D3 in cocultures of B220＋

cells and stromal ST2 cells, which was attributed to inhibiting B220＋ cell proliferation. IFN-ζ /limitin also inhibited macro-

phage lineage osteoclast precursors without affecting macrophage generation. IFN-ζ /limitin had no effects on LPS-induced

NO production by mature macrophages. These data indicated that IFN-ζ /limitin inhibits osteoclast precursor generation

without affecting macrophage generation and functions.

Key words : type-I IFNs, IFN-ζ /limitin, osteoclasts, macrophages, B220＋

IFN-ζ /limitin の破骨細胞前駆細胞形成に対する抑制作用について

佐藤 卓也1§ 増原 正明1 羽田 直人2

岡安 麻里2 羽毛田慈之1

1明海大学形態機能成育学講座口腔解剖学分野
2明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

要旨：Interferon（IFN）-ζ /limitin は，新規にクローニングされた蠢型 IFN であり，B 細胞系細胞の増殖を選択的に抑制
する．卵巣摘出マウスでは，破骨細胞前駆細胞と B220陽性の B 細胞系細胞が増加することが知られている．今回私た
ちは，estrogen 減少が IFN-ζ /limitin の産生を抑制するのか否か，および IFN-ζ /limitin の破骨細胞前駆細胞形成に対する
作用について検討した．IFN-ζ /limitin mRNA は卵巣摘出マウス大腿骨で発現が増加していた．株化間質細胞 ST2と B220

陽性細胞の共存培養破骨細胞形成系に活性型 vitamin D3と共に IFN-ζ /limitin を作用させたところ，B220陽性細胞増殖が
強力に阻害され，その結果，破骨細胞形成が抑制された．IFN-ζ /limitin は，骨髄細胞培養系において macrophage-colony

stimulating factor（M-CSF）によって誘導されるマクロファージ様細胞の形成を抑制しなかった．一方，M-CSF および
IFN-ζ /limitin 存在下で形成されたマクロファージ様細胞は，破骨細胞への分化能を失っていた．また，IFN-ζ /limitin はマ
クロファージの LPS 誘導 NO 産生を抑制しなかった．以上の結果から，IFN-ζ /limitin はマクロファージ形成および機能
に影響を与えずに，破骨細胞前駆細胞の形成を抑制する可能性が示唆された．

索引用語：蠢型インターフェロン，IFN-ζ /limitin，破骨細胞，マクロファージ，B220＋

明海歯学（J Meikai Dent Med）38（1）, 1−8, 2009 1



Introduction

Osteoclasts are the primary cells responsible for
bone resorption and hematopoietic cells in origin1). Ex-
cessive osteoclastogenesis causes pathological bone re-
sorption as seen in estrogen deficient osteoporosis2, 3).
The homeostatic osteoclastogenesis is regulated by
controlling both the osteoclastogenesis-supporting mi-
croenvironment, such as receptor activator of NF-κB
ligand (RANKL)4, 5) and/or tumor necrosis factor
(TNF)-α 6), in bone and the number of osteoclast pre-
cursors7). It has been reported that the number of os-
teoclasts, but not production of RANKL, is increased
in ovariectomized (OVX)-mice, suggesting that the in-
creased osteoclast precursors play an important role in
the pathogenesis of excessive osteoclastogenesis in es-
trogen deficiency7, 8). The osteoclast precursors have
been believed to be monocyte-macrophage lineage,
however, it has been reported that B220＋ pre-B cells
are also capable of differentiating into bone resorbing
osteoclasts in vitro 7, 9, 10). Recent reports have shown
that B220＋ pre-B cells, but not macrophage lineage
cells, are augmented in OVX-mice7, 11). Therefore, it
has been suggested that increased B220＋ cells capable
of differentiating into osteoclasts contribute to the
augmented osteoclast precursors in OVX-mice. How-
ever, there also exists a controversial report demon-
strating the incapability of B220＋ cells to differentiate
into osteoclasts12). Taken together, although precise na-
ture of augmented osteoclast precursors in estrogen
deficient state is still unclear, specific inhibition of os-
teoclast precursor generation is one of the rational
strategies for prevention of excessive osteoclastogene-
sis in estrogen deficient osteoporosis.

IFN-ζ /limitin, a type-I IFN identified in mice, was
cloned on the basis of its ability to arrest the growth
or kill lympho-hematopoietic cells13). IFN-ζ /limitin
has ～30% amino acid sequence identity with IFN-α,
-β and -ω, and it has been reported to express its bio-
logical functions through the IFN-α /β receptor. IFN-

ζ /limitin suppresses the in vitro proliferation of pre-B
cells in response to IL-7, and administration of IFN-ζ
/limitin to newborn mice results in reduction of B220＋

pre-B cells in the bone marrow14, 15). However, in con-
trast to IFN-α and -β , IFN-ζ /limitin does not sup-
press the growth of myeloid or erythroid progenitors
either in vitro or in vivo 12−14). Given the facts that a
unique feature of IFN-ζ /limitin is its selective sup-
pression of B220＋ pre-B cell proliferation and that
ovariectomy selectively increases the number of osteo-
clast precursors and B220＋ cells, but not macrophage
lineage cells, it raises a possibility that estrogen defi-
ciency decreases production of IFN-ζ /limitin which
results in increase in the number of B220＋ osteoclast
precursors. Therefore, if IFN-ζ /limitin could inhibit
generation of osteoclast precursors without affecting
macrophage lineage cell generation and functions,
IFN-ζ /limitin is suitable for prevention of excessive
osteoclastogenesis in estrogen deficient osteoporosis.
However, it has been still unknown whether estrogen
deficiency induces decrease of IFN-ζ /limitin produc-
tion and whether IFN-ζ /limitin inhibits generation of
osteoclast precursors. In this study, we investigate the
effects of OVX on IFN-ζ /limitin mRNA expression
and the effects of IFN-ζ /limitin on generation of os-
teoclast precursors.

Materials and Methods

Real-time reverse transcription-polymerase chain re-
action (real-time RT-PCR) 6-7-week-ddy mice (Nip-
pon SLC, Shizuoka) were ovariectomized. One-week
after surgery, indicated organs were isolated and total
RNA was isolated by using an RNeasy RNA isolation
kit (Qiagen, Tokyo). cDNA was synthesized from the
total RNA (0.5 µg) of each sample using a QuantiTect
Reverse Transcription kit (Qiagen). Reaction mixtures
without the reverse transcriptase were also prepared
and used as negative controls. TaqMan probes/primers
for IFN-ζ /limitin mRNA (designed by using Primer
Express software according to the instruction manuals)
and 18S rRNA (part number, 4310893 E) were pur-
chased from Applied Biosystems Japan (Tokyo). The
PCR enzyme mix for real-time PCR was from Invitro-
gen (Invitrogen, Tokyo). The real-time PCR quantita-
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tion was performed in triplicate using GeneAmp SDS
5700 and GeneAmp SDS 5700 software (Applied Bio-
systems Japan) according to the instruction manuals.
The relative amount of each target mRNA was stan-
dardized by reference to 18S rRNA. Data were ex-
pressed as the mean ratio to the control value±SD.
These animal studies were carried out in accordance
with the ethical guidelines for animal care and ap-
proved by the Animal Care Committee of Meikai Uni-
versity.
Cocultures of isolated B220＋ cells and stromal ST2
cells Unfractionated bone cells were prepared as pre-
viously described7). Briefly, long bones of 12-day-old
ddy mice (Nippon SLC) were minced into small frag-
ments, and cells were released from the fragments into
α -modified minimum essential medium (α -MEM,
Sigma-Aldrich, Tokyo) containing 5% fetal bovine se-
rum (FBS, Invitrogen) by vigorous agitation. After
sedimentation of the bone fragments, the supernatant
was used as an unfractionated bone cell suspension.
B220＋ cells were isolated from the unfractionated
bone cells by using a magnetic cell-sorting system
(MACS ; Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Ger-
many), in accordance with the instruction manual.
Briefly, the unfractionated bone cells were labeled
with anti-B220 immunoglobulin G2a (IgG2a ; clone
RA 3-6B 2)-conjugated magnetic beads and FITC-
conjugated rat IgG2a (FITC-contIgG ; PharMingen,
San Diego, CA, USA), and were applied to a column
for magnetic separation. Magnetically trapped cells
were released from the column, and reapplied to the
column for the second round of magnetic separation.
After three rounds of separation, the trapped cells
were harvested and used as a B220＋ cell fraction. The
purity of B220＋ cells was confirmed to be >97% by
flow cytometric analysis. The isolated B220＋ cells
(500 cells) were seeded onto the ST2 cell layer in each
well of 96-well plates and cultured for 3 days in α -
MEM containing 10% FBS, 1×10−8 M of 1,25-
dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] and indicated con-
centration of IFN-ζ /limitin. Then the medium was
changed for fresh medium containing the same factors
and further cultured for 4 days, followed by evaluation
of osteoclastogenesis.

Bone marrow cell cultures Bone marrow cells were
collected by flushing femoral shafts of 4-6-week-old
ddy mice with a 26G needle. The cells (1×105 cells)
were seed into each well of 96-well plates and cul-
tured in α -MEM containing 10% FBS and 10 ng/ml

of macrophage-colony stimulating factor (M-CSF, R
& D Systems, Minneapolis, MN, USA) and the indi-
cated concentration of IFN-ζ /limitin for 3 days. Then,
the cells were washed with α -MEM 3 times and fur-
ther cultured in α -MEM containing 10% FBS, 10 ng/
ml of M-CSF, 10 ng/ml of soluble RANKL
(sRANKL, R & D Systems) for 3 days, followed by
evaluation of osteoclastogenesis.
Colony formation assays The bone marrow cells (1
×104) isolated as described above were cultured in 1
ml of α -MEM containing 1.2% methylcellulose
(Stem Cell Technologies, Vancouver, BC, Canada),
30% FBS, 1% BSA (Sigma-Aldrich), 10 ng/ml of M-
CSF and indicated concentration of IFN-ζ /limitin for
7 days. The number of colonies was counted under an
inverted microscope.
Liquid cultures of isolated colonies Each colony
formed as described above was picked up using a mi-
cropipetter and suspended in 1 ml of α -MEM. After
washing by centrifugation, the cells from each colony
were individually seeded into each well of 96-well
plates and cultured in α -MEM containing 10 ng/ml

of M-CSF and 10 ng/ml of sRANKL for 3 days, fol-
lowed by evaluation of osteoclastogenesis.
Frequency analysis of clonogenic osteoclast precur-
sors Frequency analysis of clonogenic osteoclast pre-
cursors in bone marrow cell cultures pretreated with
test factors was performed based on a limiting dilution
assay with some modification7, 16). The bone marrow
cells were seeded into each well of 96-well plates at
1, 15 or 50 cells per well and precultured for 4 days in
α -MEM containing 10% FBS and 10 ng/ml of M-
CSF with or without 10 ng/ml of IFN-ζ /limitin. Then
the cells were washed with α -MEM, further cultured
for 3 days in α -MEM containing 10% FBS, 5 ng/ml

of M-CSF and 5 ng/ml of sRANKL, and then stained
for tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity
by using a leukocyte acid phosphatase kit (Sigma-
Aldrich). The wells containing TRAP＋ multinucleated

IFN-ζ /limitin and osteoclast precursors 3



osteoclasts were counted as osteoclast-positive ones.
Plates with appropriate numbers of osteoclast-positive
wells (6−20 wells in 96 wells) from each experimental
group were selected, and 1/frequency of osteoclast
precursors was calculated according to the formula 1/
frequency ＝ N /{ln[T /(T -P )]}, where N is the num-
ber of cells seeded in a well (1, 15 or 50 cells), T is
the number of wells per group (96 wells), and P is the
number of osteoclast-positive wells. In preliminary ex-
periments, we observed that no osteoclasts were
formed when cells were precultured in the absence of
M-CSF and found no effects of treatment with higher
doses of sRANKL (10 ng/ml ) and M-CSF (10 ng/ml )
on the frequency.
Evaluation of osteoclastogenesis After cultivation,
TRAP activity in the culture medium was measured in
the presence of 50 mM tartaric acid, as previously de-
scribed7). The cells were fixed with methanol and
stained for TRAP activity, and formation of TRAP＋

multinucleated osteoclasts was confirmed under an in-
verted microscope.
NO assays RAW 264.7 cells (1×104) were seeded in
each well of 6-well plates and cultured in α -MEM
containing 10% FBS and indicated doses of LPS with
or without 10 ng/ml of IFN-ζ /limitin for 2 days. In
case of pretreatment experiments, RAW 264.7 cells (2
×103) were seeded into each well of 6-well plates and
cultured for 3 days in α -MEM containing 10% FBS.
During this culture period, the cells were treated or
not with 10 ng/ml of IFN-ζ /limitin for the last 0.5, 2
and 48 h. After IFN-ζ /limitin treatment, the cells were
washed with α -MEM and further cultured for 2 days
in α -MEM containing 10% FBS and 100 ng/ml of
LPS. After cultivation, the culture medium was har-
vested and NO production in the medium was evalu-
ated by measuring nitrite concentration with Griess re-
agent system (Promega, Madison, WI, USA). The cell
viability was evaluated by using WST-1 reagent
(Roche Diagnostics, Tokyo).
Statistical analysis Statistical significance was deter-
mined by 1-way analysis of variance (ANOVA) and
Fisher’s probable least squares difference test. A value
of p<0.05 was considered statistically significant. Data
shown here were repeated at least 3 times with similar

results.

Results

Ovariectomy stimulated IFN-ζ /limitin mRNA expres-
sion in bone

Although IFN-ζ /limitin cDNA was cloned from
bone marrow-derived stromal cell cDNA library, it has
been unknown whether IFN-ζ /limitin is produced in
bone. Therefore, we first examined tissue distribution
of IFN-ζ /limitin mRNA expression by real-time RT-
PCR. As shown in Fig 1A, IFN-ζ /limitin mRNA was
highly expressed in spleen, lung, thymus and femur
compared to liver, kidney, brain and intestin. In fe-
mur, epiphysis is the major site of osteoclastogenesis,
therefore, we examined whether IFN-ζ /limitin mRNA

Fig 1 Expression level of IFN-ζ /limitin mRNA in various or-
gans. (A) and vaious parts of femur (B ). Total RNAs of inid-
cated organs and parts were isolated, revese transcribed and
IFN-ζ /limitin mRNA was quantified by using real-time PCR.
Exprssion levels were standardized by reference to 18S rRNA.
Data were expressed as the mean ratio to the control value±SD
of 4 independent measurements. C , Femurs were isolated from
ovariectomized (OXX) or sham-operated (Sham) and expression
levels of IFN-ζ /limitin mRNA were measured by using real-
time RT-PCR. Exprssion levels were standardized by reference
to 18S rRNA. Data were expressed as the mean ratio to the con-
trol value±SD of 4 mice. *p<0.05 (vs Sham)
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is expressed in epiphysis. Femur was divided into
epiphysis, flushed-out bone marrow and diaphysis, and
IFN-ζ /limitin mRNA levels were measured. The re-
sults showed that IFN-ζ /limitin mRNA was expressed
mainly in epiphysis compared to bone marrow and
diaphysis (Fig 1B), indicating a possibility that IFN-ζ
/limitin produced in bone affects osteoclastogenesis.
When examined the effect of ovariectomy on the IFN-
ζ /limitin mRNA level 1-week after surgery, femur of
OVX-mice expressed significantly higher level of
IFN-ζ /limitin mRNA compared to that of sham-
operated mice (Fig 1C). These data suggest that the
increase in the number of B220＋ cells in bone marrow
of OVX-mice is not due to decreased expression of
IFN-ζ /limitin.

IFN-ζ /limitin inhibited proliferation of B220＋ cells
seeded on stromal ST2 cells, thereby inhibiting osteo-
clastogenesis from B220＋ cells

Next we examined whether IFN-ζ /limitin is capable
of inhibiting osteoclastogenesis from B220＋ cells us-
ing a coculture of stromal ST2 cells and B220＋ cells
isolated from the unfractionated bone cells. When
B220＋ cells (500 cells/well) was cultured on confluent
ST2 cells, the number of B220＋ cells was increased
and addition of 1,25(OH)2D3 induces the differentia-
tion of B220＋ cells into bone resorbing osteoclasts7).
Simultaneous addition of IFN-ζ /limitin with 1,25
(OH)2D3 inhibited the proliferation of B220＋ cells on
ST2 cells, resulting in the inhibition of osteoclasto-
genesis (Fig 2A, B). These data suggest that IFN-ζ /
limitin inhibits osteoclastogenesis from B220＋ cells by
inhibiting B220＋ cell proliferation.

IFN-ζ /limitin decreased a frequency of clonogenic
osteoclast precursors generated by M-CSF, but had
no significant effect on macrophage lineage cell for-
mation

Next we examined the effects of IFN-ζ /limitin on
generation of macrophage osteoclast precursors using
bone marrow cell cultures. In this culture macrophage
osteoclast precursors were first induced from bone
marrow cells by the treatment of M-CSF for 3 days,
followed by the treatment of an osteoclastogenic cy-

tokine, sRANKL in combination with M-CSF to in-
duce their osteoclastic differentiation. Simultaneous
treatment of IFN-ζ /limitin together with M-CSF dur-
ing the generation of macrophage osteoclast precursors
significantly inhibited osteoclastogenesis, even in the
absence of IFN-ζ /limitin during a period of
sRANKL-induced osteoclastic differentiation (Fig 3A),
suggesting that IFN-ζ /limitin inhibits M-CSF-induced
generation of osteoclast precursors. To examine the
possibility that IFN-ζ /limitin inhibits osteoclast pre-
cursor generation, we carried out colony formation as-
says of bone marrow cells in the presence of M-CSF
with or without IFN-ζ /limitin. As shown in Fig 3B,
IFN-ζ /limitin caused no significant change in the
number of M-CSF-induced colonies, and the colonies
formed in the presence or absence of IFN-ζ /limitin
were morphologically indistinguishable, suggesting no
significant effect of IFN-ζ /limitin on generation of
monocyte-macrophage lineage cells. To evaluate os-
teoclastogenic activities of the cells of each colony,
each colony was transferred into liquid culture and os-
teoclastogenic activities of the cells were examined by
treating with M-CSF and sRANKL. Although the

Fig 2 Effect of IFN-ζ /limitin on 1,25(OH)2D3-induced osteo-
clastogenesis in coculture of stromal ST2 cells and isolated
B220＋ cells. A , Osteoclastogenesis was evaluated by measuring
TRAP activities in culture medium after 7 days treatment of
1,25(OH)2D3 and indicated concentration of IFN-ζ /limitin. Data
were expressed as the mean±SD of 6 wells. *p<0.05 [vs IFN-ζ
/limitin (−)]. B , The cells were stained for TRAP activity and
microphographs were taken under light microscope. (Bar, 50
µm)

IFN-ζ /limitin and osteoclast precursors 5



numbers of osteoclasts formed from each colony were
highly varied presumably due to the heterogeneity of
osteoclastogenic activity of each cell and the differ-
ence in the cell number of each colony, as revealed by
microscopic inspection, the results showed that colo-
nies formed in the presence of IFN-ζ /limitin have a
tendency of lower osteoclastogenic activities compared

with those formed in the absence of IFN-ζ /limitin
(Fig 3B). To confirm monocyte-macrophage lineage
cells generated in the presence of IFN-ζ /limitin have
a decreased capability of osteoclastic differentiation,
we performed a frequency analysis. Pretreatment with
M-CSF alone induced approximately 0.4% of bone
marrow cells to differentiate into osteoclast precursors
(Fig 3C) while the absence of M-CSF did virtually no
cells (not shown). IFN-ζ /limitin pretreatment with M-
CSF significantly lowered the frequency to nearly un-

Fig 3 Effect of IFN-ζ /limitin on M-CSF-induced generation
of osteoclast precursors in bone marrow cell cultures. A , The
bone marrow cells were treated with M-CSF (10 ng/ml ) and in-
dicated concentration of IFN-ζ /limitin for 3 days, washed and
further treated with M-CSF (10 ng/ml ) and sRANKL (10 ng/ml )
for 3 days. Osteoclastogenesis was evaluated by measuring
TRAP activities in culture medium at the end of the culture.
Data were expressed as the mean±SD of 6 wells. *p<0.05 [vs
IFN-ζ /limitin (−)]. B , The bone marrow cells were cultuerd in
semi-solid medium in the presence of M-CSF (10 ng/ml ) with
or without IFN-ζ /limitin (10 ng/ml ) for 7 days. Macrophage
colonies were counted under microscope (open column). Then,
macrophage colonies were picked up, washed and transfered
into liquid medium and cultured in the presence of M-CSF (10
ng/ml ) and sRANKL (10 ng/ml ) for 3 days. Osteoclastogenesis
was evaluated by measuring TRAP activities in culture medium
at the end of the culture. Each TRAP activity of individual well
was plotted. Median value of each group was expressed black
circle (●). C , Frequency analysis of clonogenic osteoclast pre-
cursors in bone marrow cells pretreated with M-CSF (10 ng/ml )
in the presence or absence of IFN-ζ /limitin (10 ng/ml ) prior to
sRANKL-treatment for 3 days. Data were expressed as the mean
±SD from 3 experiments. *p<0.05 [vs IFN-ζ /limitin (−)]

Fig 4 Effects of IFN-ζ /limitin on macrophage NO production.
A , Macrophage cell line RAW 264.7 cells were treated with in-
dicated concentration of LPS in the absence (open column) or
presence (hatchet column) of IFN-ζ /limitin (10 ng/ml ) for 2
days. After treatment, nitrite concentrations of culture mediums
were measured by using Griess reagent system. Data were ex-
pressed as the mean±SD of 3 wells. B , RAW 264.7 cells were
cultured for 3 days in α -MEM containing 10% FBS. During
this culture period, the cells were pretreated or not with IFN-ζ /
limitin (10 ng/ml ) for the last 0.5, 2 and 48 h. Then, pretreated
RAW 264.7 cells were washed and stimulated with LPS (100 ng/
ml ) for 2 days. After stimulation, nitrite concentrations (hatched
column) were measured by using Griess reagent system. Cell vi-
abilities were evaluated by using WST-1 reagent and relative
cell viabilities (open column) were calculated based on OD val-
ues. Data were expressed as the mean±SD of 3 wells.
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detectable level, showing that simultaneous treatment
of IFN-ζ /limitin decreases the potential of M-CSF to
generate cells capable of differentiating into osteo-
clasts (Fig 3C). Taken together, these data suggest
that IFN-ζ /limitin has no significant effect on M-
CSF-dependent monocyte-macrophage lineage cell
generation, but decreases the formation of osteoclast
precursors in the macrophage lineage cells.

IFN-ζ /limitin had no significant effects on LPS-
induced NO production

Macrophage lineage cells differentiate into osteo-
clasts under osteoclastogenic conditions but primarily
function as immune cells. One such function is to pro-
duce NO, an important regulatory molecule in im-
mune systems. Therefore, other than the inhibition of
osteoclastic differentiation, we investigated whether
IFN-ζ /limitin has any influence on LPS-stimulated
production of NO by macrophages. As shown in
Fig 4A, LPS treatment dose-dependently stimulated
NO production by RAW 264.7 cells, and the presence
of IFN-ζ /limitin did not significantly change the pro-
duction. When RAW 264.7 cells were pretreated (0.5 h
−48 h) with IFN-ζ /limitin followed by LPS treatment,
IFN-ζ /limitin pretreatment did not significantly alter
cell number as well as LPS-induced NO production
(Fig 4B). These data suggest that IFN-ζ /limitin does
not affect significantly production of LPS-induced NO
by macrophages.

Discussion

In this study, we found that ovariectomy does not
decrease the expression of IFN-ζ /limitin mRNA in
bone and that IFN-ζ /limitin inhibits generation of
B220＋ or macrophage osteoclast precursors. In addi-
tion, IFN-ζ /limitin did not significantly affected the
generation of macrophages and their responsiveness to
LPS.

Our initial hypothesis is that decreased production
of IFN-ζ /limitin in estrogen deficient state causes in-
crease of B220＋ cells capable of differentiating into
osteoclasts, however, our results showed that IFN-ζ /
limitin mRNA expression was increased in OVX-
mouse bone. Although the mechanism(s) to increase

B220＋ cell number in OVX-mice has been unclear, it
is concluded that the increase of B220＋ cells in OVX-
mice is not due to decreased production of IFN-ζ /lim-
itin. Since a predominant biological effect of IFN-ζ /
limitin is the suppression of B220＋ cell proliferation13),
our results suggested a possibility that IFN-ζ /limitin
production is increased as a negative feed back
mechanism due to augmented B220＋ cells in OVX-
mice.

The presence of IFN-ζ /limitin had no influence on
M-CSF-induced macrophage-colony formation in
semi-solid medium. However, macrophage lineage
cells in the macrophage-colonies generated in the
presence of IFN-ζ /limitin had reduced capability of
differentiating into osteoclasts. These data suggest that
IFN-ζ /limitin does not influence M-CSF-induced
macrophage generation but reduces potentiality of the
generated cells to differntiate into osteoclasts. In addi-
tion, pretreatment of RAW 264.7 cells with IFN-ζ /
limitin did not affect capability of NO production fol-
lowing LPS treatment. These data suggested that IFN-
ζ /limitin has no effects on macrophage generation
and the generated macrophages have normal activities
in terms of NO production against bacterial infection.
Although other aspects of macrophage function such
as phagocytosis, cytokine production and antigen pres-
entation remained to be examined, IFN-ζ /limitin may
inhibit specifically osteoclast precursor generation, but
not functional macrophages in terms of host defense
against bacterial infection.

Inhibition of osteoclastogenesis is desired for treat-
ment of not only osteoporosis but also periodontitis. It
has been revealed that regulation of bone metabolism,
especially bone resorption and immune function is
closely related17). Recent report showed that IFN-β is
a physiological regulator of osteoclastogenesis18).
Regulation of IFN-γ production is involved in bone
destruction in rheumatoid arthritis19). We have previ-
ously reported the stimulatory effects of IL-7 on os-
teoclast precursors generation in OVX-mice20). Osteo-
protegerin, a decoy receptor of RANKL, is involved
not only in regulation of osteoclastogenesis but also in
B cell differentiation21). These cytokines and factors
regulate both osteoclastogenesis and immune systems,

IFN-ζ /limitin and osteoclast precursors 7



therefore, application of these osteoclastogenesis-
inhibitory factors or inhibition of the stimulatory fac-
tors against excess osteoclastogenesis has a possibility
to cause adverse effects on self-defense systems. As
we showed in this report, the inhibitory effect of IFN-
ζ /limitin on osteoclast precursor generation is rela-
tively specific, therefore, IFN-ζ /limitin or IFN-ζ /
limitin-like ligand might be a useful agent for inhibi-
tion of excess bone resorption.
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顎間垂直距離決定の基準下顎位に関する研究
－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§ 山本 裕信 栗原 美詠 下川原 忍
曽根 峰世 屋嘉 智彦 中里 浩之 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：本研究は上下顎全部床義歯装着者を対象として，［n］持続発音時の下顎位の安定性について検討し，［n］持続発音

時の下顎位の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検討した．

実験 1として 24名の全部床義歯装着者を対象に［n］持続発音時の下顎位の安定性，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検討した．実験 2として，実験 1で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顎間垂直距離を示した 10名から無作為に抽出した全部床義歯装着者 7名

を対象に，舌位が［n］持続発音時の下顎位に及ぼす影響について検討した．実験 3として，実験 1で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咬頭嵌合位に近接した 14名から無作為に抽出した全部床義歯装着者 6名を対

象に，［n］持続発音時の下顎位を応用した顎間垂直距離決定法の確立とその有用性について検討した．下顎位の計測には

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）［n］持続発音時の下顎位は発音開始位を咬頭嵌合位とした場合では，咬頭嵌合位に近接するとともに安定した位置を

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グループ α と下顎安静位に近接するグルー
プ β に二分される傾向を示した．

2）［n］持続発音時の下顎位が，下顎安静位と同程度の顎間垂直距離を示すグループ β に対して，舌尖を切歯乳頭相当部
に接触，保持するように指示し［n］持続発音を行わせた結果，安静空隙量が標準的な症例では咬頭嵌合位に近接する

が，安静空隙量が 4.0 mm 以上の症例では下顎安静位に近接する傾向を示した．

3）［n］持続発音時の下顎位を応用した方法で採得した顎間垂直距離は，現義歯の顎間垂直距離よりも前歯部において平

均で 1.4 mm 小さい値を示した．

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，発音開始位，舌位および安静空隙量により影響を受

ける可能性があるものの，無歯顎者の顎間垂直距離決定における基準下顎位として臨床上有用であることが示唆された．

索引用語：持続発音，下顎位，顎間垂直距離，［n］音，全部床義歯装着者

Studies on Mandibular Reference Position for
Determining Occlusal Vertical Dimension
－Mandibular Position in Complete Denture Wearers during

Continuous Phonation of the Sound [n]－

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

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

Abstract : This study evaluated the stability of the mandibular position during continuous phonation of the sound［n］
and investigated the applicability of the mandibular position during continuous phonation of［n］for determining the oc-
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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，再現性の高い発音位を利用した顎間

垂直距離の決定法が報告されている7−19）が，それらの方

法は調音時間が極めて短く16−19），臨床応用上難点を有し

ているといわれている．森本ら20）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を報告している．しかし，下顎

安静位に比較すると下顎位の安定性に難点を有してい

た．これに対して，山本ら21, 22）は有歯顎者における［n］

持続発音時の下顎位を計測した結果，［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，安定性の高い

発音位であることを報告した．しかし，全部床義歯装着

者における［n］持続発音時の下顎位の動態に関しては明

らかにされていない．本研究は上下顎全部床義歯装着者

を対象として，［n］持続発音時の下顎位の安定性につい

て検討し，［n］持続発音時の下顎位の顎間垂直距離決定

における基準下顎位としての有用性を検討した．

材料と方法

［実験 1］

1．被験者

上下顎全部床義歯装着後 4か月以上が経過し，臨床的

に予後良好と判断された無歯顎者である男性 7名，女性

17名，計 24名（平均年齢 71.6歳）を選択した（以下，

装着している義歯を現義歯と略す）．なお，被験者は自

覚的発音障害，あるいは聴覚障害を有していない．本研

究の遂行にあたっては明海大学歯学部倫理委員会にて承

認を受けた（承認番号，A-0603）．

clusal vertical dimension. In the first part of the study, we investigated the stability of the mandibular position during the

continuous phonation of［n］and determined the effect of 2 different starting positions prior to phonation（the physiologic

rest position or rest position and the intercuspal position）on this stability in 24 upper and lower complete denture wearers.

In the second part of the study, we investigated the stability of the mandibular position during continuous phonation of

［n］effects on the tongue position in 7 subjects randomly sampled from 10 subjects in the first part of the study who had a

mandibular position during the continuous phonation of［n］that started from the rest position when this position was closer

to the rest position. In the last part, we investigated the applicability of the mandibular position during continuous phona-

tion of［n］for establishing the occlusal vertical dimension in 6 subjects randomly sampled from 14 subjects in the first

part of the study who had a mandibular position during the continuous phonation of［n］that started from the rest position

when this position was closer to the intercuspal position.

The following results were obtained :

1. The mandibular position during the［n］continuous phonation was found to be more stable and closer to the intercuspal

position when the phonation was started from the intercuspal position. The mandibular position during the［n］continu-

ous phonation started from the rest position could be divided into 2 typical groups : group α , in which the mandibular

position during the［n］continuous phonation was closer to the intercuspal position, and group β , in which it was closer

to the rest position.

2. When the subjects in group β were instructed to assure that their tongue position was at the incisive papilla, the mandi-

bular position during the［n］continuous phonation was closer to the intercuspal position in the case of the standard free

way space, but it was closer to the rest position when the free way space was more than 4.0 mm.

3. The interocclusal distance recorded by use of the mandibular position during continuous phonation of［n］indicated a

smaller value, 1.4 mm（average），than that of the complete dentures at the anterior teeth.

These results suggest that the mandibular position during continuous phonation of［n］is valuable for determining the oc-

clusal vertical dimension in edentulous patients, but is affected by the starting positions, tongue position, and free way

space.

Key words : continuous phonation, mandibular occlusal position, interocclusal distance,［n］phonation, complete denture

wearers

─────────────────────────────
§別冊請求先：大森香都良，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
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2．被検音および下顎位の記録

被検音は［n］とし，被検音を日常会話時の大きさ，高

さで各 4回，約 4秒間持続発音させた．なお，疲労によ

る影響を排除するため佐古の方法23）に準じて 1回の持続

発音後，リラックスするよう被験者に指示したのち約 3

分間の休憩をとらせた．発音を開始する下顎位（以下，

発音開始位と略す）は咬頭嵌合位ないし下顎安静位の 2

下顎位とした．発音時の下顎位は下顎運動計測装置（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）．

下顎運動計測装置を被験者頭部に装着した状態を Fig

2に，計測用マグネットを下顎現義歯に設置した状態を

Fig 3に示す．計測用マグネットの設置部位は切歯点部

とし上顎中切歯との咬合干渉が無い位置とした．なお，

下顎位の記録時には被験者のフランクフルト平面が床と

平行となるよう安頭台で頭部を支持し実験を行った．

3．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［n］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 4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）を計測点とした．

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，顎間垂直距離と略す）をノギス（1/20 mm

単位，松井精密工業，新潟）を用いて計測した．計測時

には，スケールを実寸の 10倍に拡大し，0.05 mm を最

小単位とするノギスを使用した．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顎間垂直距離の

平均値を被験者ごとに算出した後，24名の平均値およ

Fig 1 Mandibular kinesiograph（K-7 Evaluation system）.

Fig 2 Subject with sensor array frame of the mandibular kine-
siograph in place.

Fig 3 The magnet mounted on the incisors of the lower com-
plete denture.

Fig 4 Typical recording and measurement of the interocclusal
distance at various time points during continuous phonation of
［n］（starting from the intercuspal position）.

義歯装着者の［n］持続発音時の下顎位 11



び標準偏差を求めた．

Fig 5に下顎安静位を発音開始位とした場合の［n］持続

発音時における典型的な sweep 波形の模式図を示す．

下顎安静位における顎間垂直距離は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約 4秒間被検音を発音し，その後

咬頭嵌合位で閉口するよう指示することにより計測し

た．なお，顎間垂直距離は発音開始位を咬頭嵌合位にし

た場合と同様にノギスを用いて計測した．

4．［n］持続発音時のパラトグラム

小平らの方法24）に準じて［n］持続発音時のパラトグラ

ムを記録し，［n］持続発音時の舌位について検討を加え

た．

5．統計解析

下記の 1）～3）に統計学的有意差が存在するか否かに

ついて，1），2）では二元配置分散分析後，Tukey によ

る多重比較検定を，3）では一元配置分散分析後，Tukey

による多重比較検定を行い，p 値が 0.05未満の場合に

有意差が存在するとした．

1）各発音開始位における計測ポイント間

2）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の同一計測ポイント間

3）各計測ポイントと下顎安静位との間

計測の結果，発音開始位を下顎安静位とした場合，

被験者 24名は［n］持続発音時の下顎位が咬頭嵌合位に

近接するグループ（被験者 14名）（以下，グループ

α）と下顎安静位と同程度の顎間垂直距離を示すグル
ープ（被験者 10名）（以下，グループ β）に二分さ

れる傾向を示したため，さらに以下の統計解析を行っ

た．

4）グループ α とグループ β の間
5）各グループにおける各計測ポイントと下顎安静位と

の間

6）各グループにおける計測ポイント間

上記の 4）～6）に統計学的有意差が存在するか否かに

ついて，4）では重複測定分散分析後，Tukey による多

重比較検定を，5），6）では一元配置分散分析後，Tukey

による多重比較検定を行い，p 値が 0.05未満の場合に

有意差が存在するとした．

［実験 2］

1．被験者

実験 1のグループ β に属する被験者 10名の中から無

作為に抽出した 7名を被験者とした．

2．被検音および下顎位の記録

被検音は［n］とし，発音開始位は下顎安静位とした．

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，この時の下顎位を実験 1と同様に記録し

た．

3．舌位の指示

舌尖を上顎現義歯研磨面の切歯乳頭相当部へ接触，保

持させた状態にて［n］持続発音を行わせた．

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）を計測点と

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顎間垂直距

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顎間垂直距離の平均値を被験者

ごとに算出した後，7名の平均値および標準偏差を求め

た．

5．統計解析

被験者 7名は咬頭嵌合位に近接する 3名（以下，グル

ープ β -IP）と下顎安静位とほぼ同程度の顎間垂直距離

を示す 4名（以下，グループ β -RP）とに二分される傾

向を示したため，以下の統計解析を行った．

1）グループ β -IP とグループ β -RP の間

2）各グループにおける各計測ポイントと下顎安静位と

の間

3）各グループにおける計測ポイント間

上記の 1）～3）に統計学的有意差が存在するか否かに

Fig 5 Typical recording and measurement of the interocclusal
distance at various time points during continuous phonation of
［n］（starting from the rest position）.
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ついて，1）では重複測定分散分析後，Tukey による多

重比較検定を，2），3）では一元配置分散分析後，Tukey

による多重比較検定を行い，p 値が 0.05未満の場合に

有意差が存在するとした．

［実験 3］

1．被験者

実験 3では，実験 1のグループ α に属する被験者 14

名の中から無作為に抽出した 6名を被験者とした．

2．咬合床の製作

被験者の下顎現義歯の複製にはシリコーンゴムパテ

（エグザファインパテタイプ，ジーシー，東京）および

シリコーンゴム印象材（エグザミックスファイン，ジー

シー）を用いた．硬化後のシリコーンゴム印象材より下

顎現義歯を撤去後（Fig 6），凹状の印象面へ常温重合レ

ジン（オーソクリスタル，ニッシン，京都）をふりかけ

法にて頡入することにより製作した．基礎床上（Fig

7）にパラフィンワックス（ジーシー）を用いて蝋堤を

付与し，咬合床（以下，実験用咬合床と略す）を完成し

た（Fig 8）．

3．［n］持続発音時の下顎位を応用した顎間関係記録

実験用咬合床を被験者口腔内に試適後，蝋堤の高さが

下顎現義歯の臼歯咬合平面より 2 mm から 3 mm 低位と

なる状態に蝋堤を調整した．被験者口腔内に実験用咬合

床を装着後，シリコーンゴム咬合採得材（エグザバイト

蠡，ジーシー；咬合採得材と略す）を蝋堤上に築盛し，

発音開始位を下顎安静位として咬合採得材が硬化するま

で［n］持続発音を間歇的に行わせた（Fig 9）．なお，咬

合採得材が硬化するまでの約 30秒間においては，［n］持

続発音の機能運動のみとし，嚥下や［n］以外の発音は行

わないよう指示した．上記の方法により，［n］持続発音

時の下顎位を計 4回採得した（以下，採得された顎間関

係記録を咬合高径と略す）．

Fig 6 Impression for reproducing the tissue surface of the sub-
ject’s lower complete denture.

Fig 7 Occlusal view（upper）and denture base view（lower）
of fabricated base plate.

Fig 8 Fabricated occlusal rims and lower denture（left : oc-
clusal view, right : denture base view）.
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4．［n］持続発音を応用した場合の咬合高径の計測およ

び分析

咬合高径の計測は上顎現義歯の上唇小帯の裂溝と実験

用咬合床の下唇小帯の裂溝との間（以下，ポイント A と

略す），上顎現義歯の上顎左側第一小臼歯騁側咬頭頂と

実験用咬合床の下顎左側騁小帯の裂溝との間（以下，ポ

イント B と略す），上顎現義歯の上顎右側第一小臼歯騁

側咬頭頂と実験用咬合床の下顎右側騁小帯の裂溝との間

（以下，ポイント C と略す）の計 3ポイントとした（Fig

10）．咬合高径の測定にはノギスを用い，各計測ポイン

トにおける 4回の平均値を求めた．さらに，［n］持続発

音を応用して採得した場合の咬合高径および現義歯にお

ける咬合高径をこれら 3ポイントで計測し，両者の差の

平均値と標準偏差を各計測ポイントにおいて求めた．

5．統計解析

［n］持続発音を応用した場合の咬合高径と現義歯にお

ける咬合高径との間に統計学的有意差が存在するか否か

について，重複測定分散分析後，Tukey による多重比較

検定を行った．p 値が 0.05未満の場合に有意差が存在

するとした．

結 果

［実験 1］

Fig 11に発音開始位を咬頭嵌合位とした場合の［n］持

続発音時における顎間垂直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，顎間垂直距離はポイン

ト蠢では 0.1±0.1 mm，ポイント蠡，蠱，蠶では 0.1±

0.2 mm と極めて小さい平均値と標準偏差を示し，いず

れの計測ポイントにおいても下顎安静位の値と比較して

顎間垂直距離は有意に小さい値を示した．また，各計測

ポイント間での有意差は認められなかった．

Fig 12に発音開始位を下顎安静位とした場合の［n］持

続発音時における顎間垂直距離の測定結果を示す．発音

開始位を下顎安静位とした場合では，計測ポイント蠢か

ら蠶にかけて顎間垂直距離は経時的に小さくなる傾向を

示したが，各計測ポイント間での有意差は認められなか

った．計測ポイント蠢から蠶にかけて平均 2.2 mm から

1.6 mm の顎間垂直距離を示し，いずれの計測ポイント

においても下顎安静位の値と比較して有意差は認められ

なかった．また，発音開始位を下顎安静位とした場合で

は，発音開始位を咬頭嵌合位とした場合と比較して，全

ての同一計測ポイント間で有意に大きい顎間垂直距離を

示した．

発音開始位を下顎安静位とした場合，各被験者の計測

Fig 9 Interocclusal registration during continuous phonation of
［n］.

Fig 11 Interocclusal distance at the rest position and 4 points
during continuous phonation of［n］starting from the intercuspal
position.

Fig 10 Measuring points for determining occlusal vertical di-
mension.
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ポイント蠶における咬頭嵌合位と下顎安静位との中点で

の顎間垂直距離をカットオフ値とすると，被験者 24名

はこのカットオフ値より小さい顎間垂直距離を示すとと

もに，咬頭嵌合位に近接するグループ α（14名）と，

このカットオフ値より大きい顎間垂直距離を示すととも

に，下顎安静位と同程度の顎間垂直距離となるグループ

β（10名）に二分される傾向を示した．Fig 13に被験

者 24名をグループ α とグループ β に分類した結果を
示す．グループ α では，顎間垂直距離は経時的に小さ
くなる傾向を示し，計測ポイント蠶では平均 0.4 mm と

咬頭嵌合位に極めて近接した．下顎安静位と比較して計

測ポイント蠡，蠱，蠶では有意に小さい値を示したが，

計測ポイント蠢では有意差は認められなかった．各計測

ポイント間での比較では，計測ポイント蠢と比較して計

測ポイント蠡，蠱，蠶では有意に小さい値を示したが，

計測ポイント蠡，蠱，蠶の間では有意差は認められなか

った．

グループ β では経時的変化はほとんど示さず，計測
ポイント蠢から蠶にかけて平均 3.4 mm から 3.2 mm と

下顎安静位と同程度の顎間垂直距離を示した．全ての計

測ポイントと下顎安静位との間および各計測ポイント間

の比較では有意差は認められなかった．また，グループ

β と比較してグループ α の顎間垂直距離は有意に小さ
い値を示した．

Fig 14にグループ α の被験者における典型的な［n］

Fig 12 Interocclusal distance at the rest position and 4 points
during continuous phonation of［n］starting from the rest posi-
tion.

Fig 14 Representative palatogram during continuous phonation
of［n］in group α .

Fig 13 Interocclusal distance at the rest position and 4 points
during continuous phonation of［n］starting from the rest posi-
tion in groups α and β .

Fig 15 Representative palatogram during continuous phonation
of［n］in group β .
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持続発音時のパラトグラムを示す．口蓋部全面もしくは

口蓋中央部を除いた口蓋部全面に舌の接触が認められ

た．

Fig 15にグループ β の被験者における典型的な［n］持

続発音時のパラトグラムを示す．口蓋後方部のみに舌の

接触を認める状態，または口蓋部に舌の接触を全く認め

ない状態を示した．

［実験 2］

Fig 16に舌位を指示した場合の［n］持続発音時におけ

る被験者 7名（実験 1におけるグループ β の 10名から

無作為に抽出）の結果を示す．

グループ β -IP では計測ポイント蠢において下顎安静

位と同程度または下顎安静位よりやや大きい値を示した

が，計測ポイント蠡，蠱，蠶と移行するとともに下顎安

静位の値より小さくなる傾向を示した．計測ポイント蠶

での値は，グループ β -RP の同一ポイントと比較して

ばらつきが小さく，高い安定性を示した．また，グルー

プ β -IP における安静空隙量は平均 1.8 mm であり標準

的な値を示した．各計測ポイントと下顎安静位との比較

では計測ポイント蠡，蠱，蠶では有意に小さい値を示し

たが，計測ポイント蠢では有意差は認められなかった．

各計測ポイント間での比較では，計測ポイント蠢と比較

して計測ポイント蠡，蠱，蠶では有意に小さい値を示し

たが，計測ポイント蠡，蠱，蠶の間では有意差は認めら

れなかった．

グループ β -RP では計測ポイント蠢から蠶において

下顎安静位と同程度または下顎安静位よりやや大きい顎

間垂直距離を示したが，全ての計測ポイントと下顎安静

位との間および各計測ポイント間の比較では有意差は認

められなかった．また，グループ β -RP における安静

空隙量は平均 5.2 mm であり，標準値より約 2倍大きい

値を示すとともに，グループ β -IP の安静空隙量より有

意に大きい値を示した．さらに，グループ β -RP と比

較してグループ β -IP の顎間垂直距離は有意に小さい値

を示した．

［実験 3］

Fig 17に上下顎現義歯および［n］持続発音を応用して

採得した場合の計測ポイント A, B, C 3か所における測

定値の結果を示す．Fig 18に計測ポイント A, B, C にお

Fig 16 Interocclusal distance at the rest position and 4 points
during continuous phonation of［n］starting from the rest posi-
tion in 7 subjects.

Fig 17 Occlusal vertical dimension of the occlusal rim re-
corded during the continuous phonation of［n］and occlusal ver-
tical dimension of the complete dentures.

Fig 18 Difference between occlusal vertical dimension of the
occlusal rim recorded during continuous phonation of［n］and
occlusal vertical dimension of the complete dentures（n＝6）.
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ける［n］持続発音を応用して採得した場合の咬合高径と

現義歯の場合との咬合高径の差（前者から後者を減ず

る）を平均値と標準偏差で示す．計測ポイント A では

－1.4±0.75 mm，計測ポイント B では－1.2±0.78 mm，

計測ポイント C では－1.1±0.8 mm を示し，［n］持続発

音を応用した場合の咬合高径は，現義歯の値よりやや小

さくなる傾向を示した．［n］持続発音を応用した場合の

咬合高径と現義歯の咬合高径との比較では，すべての計

測ポイントで有意差は認められなかった．

考 察

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，

下記の 3項目について全部床義歯装着者における［n］持

続発音時の下顎位を検討した．

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）［n］持続発音時の下顎位への舌位の影響

3）［n］持続発音時の下顎位を応用した顎間垂直距離決

定法の確立と本法の有用性

1．研究方法について

1）被験者について

持続発音時の下顎位を記録する際，義歯に起因する発

音障害の有無を確認する必要がある．奥田25），小谷ら26）

は，全部床義歯装着後 1か月以上が経過すると生理学的

に，義歯に順応したといえると報告している．本研究で

は，通法に従い製作した上下顎全部床義歯装着後，4か

月以上が経過し，義歯の維持，安定が得られ，問診等に

より肉体的，精神的にも異常が認められず，予後の検

査27, 28）にて臨床上良好であると判断した無歯顎者を被験

者として選択した．したがって，本研究における被験者

24名は義歯に起因する発音障害はなく，本研究におけ

る被験者として実験を行う上で適切なものと考えられ

る．

2）持続発音について

顎間垂直距離を決定する上で，従来より再現性の高い

発音位を利用する方法が用いられてきた7−19）．しかし，

これらの方法は調音時間が短く16−19）臨床応用上難点を有

しているといえる．これに対して，持続発音の場合には

調音時間が長くなる．すなわち，持続発音を利用すれ

ば，その発音位を特定の下顎位として採得することが臨

床上容易になると考えられる．したがって，被検音とし

て持続発音を選択した．

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．さら

に山本らは，有歯顎者における［n］持続発音時の下顎位

は咬頭嵌合位に近接し，［i］，［∫i］，［mi］，［u］，［su］，

［mu］および下顎安静位のすべてと比較してバラツキが

少なく，極めて安定した下顎位を示したと報告してい

る21−22）．これらのことから，被検音として［n］を選択し

た．

4）被検音の発音条件について

被検音発音時の大きさおよび高さは，日常会話時と同

程度とした．Pound13）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17）は音声の大きさを口唇から約 30

cm の距離で約 60 phone および 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．また，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．一方，堀29）は通常の会話に

おける音声の大きさとは，1 m 離れたところで明確に聞

き取れる程度と規定している．可及的に日常会話時と同

程度の大きさおよび高さで発音することが，最適な音声

の大きさの規定であると考え，本研究では被検音を日常

会話時，すなわち，1 m 離れたところで明確に聞きとれ

る程度の大きさ，高さとなるように持続発音させること

とした．

持続発音時間は約 4秒間とした．全ての被験者が生理

的な状態での持続発音を維持し得る適切な時間は約 4秒

間であるとの報告20）より，約 4秒間に設定するのが最適

であると考えた．

5）下顎位の記録方法について

下顎位の記録には下顎運動測定器（K 7エバリュエー

ションシステム）を用いた（Fig 1）．下顎運動を記録す

る方法の中で，非接触型運動測定装置30−34）を用いる方法

は，下顎運動計測時の生体に対する生理的な侵略が少な

く，機能的な下顎運動が的確に記録されることから，臨

床的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下顎運動測定装置の

一つで，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使用することができ，また，下顎

位の動態を肉眼的にモニターで確認できるなどの利点を

有している．以上より下顎運動測定装置として K 7 エ
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バリュエーションシステムを選択した．

本研究において生じ得る誤差は K 7エバリュエーシ

ョンシステムの機械的誤差，ノギスによる計測時の誤差

および上下顎全部床義歯の動揺による誤差があると考え

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, Seatle, WA, USA，以下 MKG と略す）の計測誤差

は，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

であると井上ら35）は報告している．本研究における計測

値は全てこの範囲内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最大でも

3％以内であると考えられる．本研究での顎間垂直距離

は平均値で 5 mm 程度まで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 0.15

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 0.05 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 0.05 mm と極めて細いことから実際の誤差は 0.005

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
�

0.152＋0.0052≒0.15，すなわち±0.15 mm

程度と見積もられ，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．

本研究において上下顎現義歯の動揺には，咬合時にお

ける顎堤粘膜のひずみによる義歯の沈下が考えられる．

従って，上下顎現義歯の動揺を軽減する目的で，発音開

始前における咬頭嵌合位および［n］持続発音後の咬頭嵌

合位は強く咬合した状態とした．計測された sweep 波

形から，発音開始前における咬頭嵌合位と［n］持続発音

後の咬頭嵌合位のベースラインでのずれが 0.01 mm 以

内であることから，義歯の動揺による影響は無いと考え

られる．

4）咬合床について

顎間関係の記録には，維持，安定の良好な咬合床が不

可欠である．全部床義歯の良好な維持，安定には咬合

面，粘膜面，研磨面の 3面が関連しており36），亀田37）お

よび中尾38）は下顎全部床義歯の離脱には，舌，顎舌骨

筋，小帯が大きく関与していると報告している．本研究

では全ての被験者において下顎現義歯の維持，安定が良

好であることを確認している．すなわち，下顎現義歯と

同形態の基礎床を複製することにより，良好な維持，安

定を有する咬合床が製作できると考えた．そこで，シリ

コーンゴムパテおよびシリコーンゴム印象材を用いて下

顎現義歯と同形態の基礎床を複製し，咬合床を製作する

こととした．

全部床義歯の複製には，アルジネート印象材を用いる

方法39−42）が通法として用いられているが，義歯床粘膜面

部の凹凸，小帯等の細部再現性に劣っている．また，硬

化後のアルジネート印象材から義歯を撤去する際，研磨

面およびアンダーカット部の変形が生じ，研磨面の正確

な再現が困難となる可能性が高い．これに対してシリコ

ーンゴム印象材は，アルジネート印象材と比較し，細部

再現性が高く，弾性回復ならびに寸法安定性に優れてい

る43, 44）．そのため，本研究では下顎現義歯の複製にシリ

コーンゴム印象材を用いることとした．

2．結果について

1）発音開始位（咬頭嵌合位と下顎安静位）と舌位の影

響について

発音開始位を咬頭嵌合位とした場合，顎間垂直距離は

極めて小さい平均値と標準偏差を示し，下顎安静位の値

と比較して有意に小さい顎間垂直距離を示した．したが

って，発音開始位を咬頭嵌合位とした場合の［n］持続発

音時の下顎位は，有歯顎者と同様に全部床義歯装着者に

おいても咬頭嵌合位に近似した位置に存在することが示

唆された．

発音開始位を下顎安静位とした場合，［n］持続発音時

の下顎位は経時的に小さくなる傾向を示し，いずれの計

測ポイントにおいても下顎安静位の値と比較して有意差

は認められなかった．また，咬頭嵌合位に近接するグル

ープ α と下顎安静位に近接するグループ β とに二分
された．グループ α におけるパラトグラムでは口蓋部
全面もしくは口蓋中央部を除く口蓋全面に接触している

のが認められた．山本ら22）は有歯顎者を対象とした場

合，舌尖が［n］持続発音時に口蓋前方部（上顎前歯部舌

側の歯頸部）と接触することにより，下顎位は固定され

安定した位置を示したと考えられると報告している．す

なわち，舌を口蓋に接触させることにより発音時におけ

る下顎位の固定が図られ，グループ α における［n］持

続発音時の下顎位は発音開始位である下顎安静位の影響

を受けることなく，咬頭嵌合位に近接するとともに安定

した下顎位を示したと考えられる．

グループ β の下顎位が下顎安静位に近接した理由の
一つに，舌位の影響が考えられる．グループ β におけ
るパラトグラムでは，口蓋部への舌の接触を認めない

か，口蓋後方部のみへの舌の接触が認められた．すなわ

ち，舌が後方へ転位するとともに，舌の後方部で上顎義

歯を固定するように位置しており，そのため，舌による

下顎位の固定が図れず，顎間垂直距離が増加し，発音時
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の下顎位が不安定になったと考えられる．全ての被験者

において上下顎現義歯の維持安定は良好で，［n］持続発

音時に義歯の離脱は認めていない．しかし，グループ β
の舌位は明らかに上顎義歯の離脱を防止するものであ

り，旧義歯の悪習癖の残存が 2グループに分離された理

由と推察される．

実験 1の結果から，咬頭嵌合位を発音開始位とした場

合には，全部床義歯装着者においても有歯顎者と同様に

咬頭嵌合位に近接するとともに安定した下顎位を示すこ

とが明らかになった．しかし，下顎安静位を発音開始位

とした場合には，咬頭嵌合位もしくは下顎安静位に近似

するグループに二分され，発音開始位による影響を受け

る可能性も否定できないが，パラトグラムの結果から，

舌位による影響の存在が示唆された．

2）舌位の指示が［n］持続発音時の下顎位に及ぼす影響

について

有歯顎者を対象とした場合，舌尖が［n］持続発音時に

口蓋前方部（上顎前歯部舌側の歯頸部）と接触すること

により下顎位は安定した可能性があると山本らは報告し

ている22）．本研究におけるパラトグラムの結果において

も，グループ α における舌は口蓋部全面もしくは口蓋
中央部を除く口蓋全面に接触していたことから，グルー

プ β の被験者に対して，舌尖を上顎義歯床研磨面の切
歯乳頭相当部に接触させた状態で［n］持続発音を行うよ

うに指示した．

グループ β -IP では舌位の指示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に近接すると

ともに，安定した位置を示したと考えられる．しかし，

グループ β -RP では舌位の指示に関わらず，下顎安静

位と同程度の顎間垂直距離を示した．グループ β -RP

における被験者の安静空隙量は平均 5.2 mm と標準

値27, 45）の 2.0 mm 以上大きい値を示した．安静空隙量は

教科書的に平均 2.0 mm から 3.0 mm とされるが，Moisan

ら46）は range としては 0.5 mm から 8.0 mm であると報告

している．すなわち，発音開始位を下顎安静位とした場

合，安静空隙量が 2.0 mm から 3.0 mm と平均的な値を

示す症例では，舌尖を上顎全部床義歯研磨面の切歯乳頭

部に接触させて舌位の安定化を図ることにより［n］持続

発音時の下顎位は咬頭嵌合位に近接することが示唆され

た．しかし一方，安静空隙量として 4.0 mm 以上を有す

る症例では，舌尖を上顎全部床義歯研磨面の切歯乳頭部

に接触させて舌位の安定化を図ったとしても，発音開始

位としての下顎安静位に影響を受けて，その下顎安静位

に近接する可能性が示唆された．

3）［n］持続発音時の下顎位を応用した顎間垂直距離決

定法について

発音開始位が下顎安静位の場合において，舌位の指示

がなかったにもかかわらず，［n］持続発音時の下顎位が

有歯顎者と同様に咬頭嵌合位に近接した全部床義歯装着

者 6名を被験者として選択した．これら 6名を選択した

理由は，発音開始位にも舌位にも影響を受けることな

く，［n］持続発音時の下顎位が安定して，咬頭嵌合位に

近接すると推察されたことにある．発音機能，下顎位，

騁，舌など周囲組織からの影響が可及的に少なくなるよ

う，咬合採得材を上顎現義歯と下顎蝋堤間に介在させた

状態で，同材料が硬化するまで持続発音を間歇的に維持

させるという術式を採用した47）．その結果，［n］持続発

音時の下顎位を応用した方法で採得した咬合高径は，有

意差を認めなかったが，現義歯の咬頭嵌合位より前歯部

で平均 1.4 mm 低位となった．原因としては，咬合採得

材が介在したことで，この材料を咬合しようとする力が

作用したか，あるいは周囲筋組織がこの材料を支持しよ

うと緊張したなどの可能性が考えられる．山縣ら19, 48）

は，特定の被検音［s］，［m］では咬合高径の変化に応

じて，下顎位が変化すると報告している．本研究におい

ても上顎現義歯と下顎咬合床を装着した状態では咬頭嵌

合位の高さでの支持域が存在せず，低位咬合の状態に類

似していると考えられる．上下顎全部床義歯装着時とは

異なる口腔内状態に対して即座に発音動作の適応が生

じ，より発音しやすい下顎位を示したと考えられる．

本研究における［n］持続発音時の下顎位を応用した顎

間垂直距離決定法では，本法により採得された咬合高径

よりやや大きい咬合高径を設定することにより，適切な

咬合高径を決定し得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

の下顎位は発音開始位，舌位および安静空隙量により影

響を受ける可能性があるものの，顎間垂直距離決定にお

ける基準下顎位として有用であることが示唆された．

結 論

上下顎全部床義歯装着者を対象として，［n］持続発音

時の下顎位の安定性について検討するとともに，［n］持

続発音時の下顎位の顎間垂直距離決定における基準下顎

位としての有用性についても検討を加え以下の結論を得

た．

1．発音開始位を咬頭嵌合位とした場合では，［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，平

均 0.1 mm と極めて小さい顎間垂直距離を示し，安定
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した位置を示した．

2．発音開始位を下顎安静位とした場合では，［n］持続

発音時の下顎位が咬頭嵌合位に近接するグループと下

顎安静位と同程度の顎間垂直距離を示すグループとに

二分された．

3．［n］持続発音時の下顎位が下顎安静位と同程度の顎

間垂直距離を示すグループに対して，舌尖を切歯乳頭

相当部に接触，保持するよう指示し［n］持続発音を行

わせた結果，安静空隙量が標準的な症例では咬頭嵌合

位に近接するが，安静空隙量が 4.0 mm 以上の症例で

は下顎安静位に近接する傾向を示した．

4．［n］持続発音時の下顎位を応用した方法で採得した

咬合高径は，現義歯の咬合高径よりも前歯部において

平均で 1.4 mm 小さい値を示した．
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骨接合型インプラントに対する咬合力負荷時の応力解析の試み

正田 久直§

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

要旨：骨接合型インプラントによるボーンアンカードフルブリッジをヒト無歯下顎骨に装着した場合の，咬合力の負荷
による上部構造体，およびインプラント体の生体力学的特性について，実物構造試験を行ったところ，興味ある知見が得
られたので報告する．
調査対象は，下顎無歯顎の女性 2例であり，上部構造体およびインプラント体をその対象とした．上部構造体およびイ
ンプラント体に生じた変形の測定には，ストレイン・ゲージ法を採用した．
そして，以下の結論を得た．

1．上部構造体に生じるひずみについて
荷重部位直下では圧縮ひずみが計測され，荷重部から離れるにしたがい，順次引っ張りひずみへ移行していた．ひずみ
量の大きさは，前歯部咬合時での前歯相当部の圧縮ひずみが最も大きく，他部位での圧縮ひずみも，総じて引っ張りひず
みよりも優位であった．したがって，応力により上部構造体は荷重部が舌側に，荷重部から離れた部位では唇騁側に突彎
するような変形を生じると考えた．
2．アバットメントに生じるひずみについて
荷重点直下で最大の圧縮ひずみが生じ，そのひずみは近心側・遠心側・唇騁側・舌側の各面で均等でなく，アバットメ
ントには曲げが生じていることが明らかであり，荷重点直下のアバットメントには引き倒すような力が作用すると考え
た．他のアバットメントには引っ張りひずみが生じ，最遠心のアバットメントに引き抜き力が働くと考えた．
さらに，最もアバットメントに荷重が集中しやすいのは，最遠心部荷重時であり，中間のフィクスチャーへは咬合力が
分散されやすい．その最遠心部フィクスチャーへの咬合性外力集中は，フィクスチャーを引き倒すような作用をするため，
インプラント体最遠心部の破折を惹起しやすいと考えた．以上のことから，特に最遠心部のフィクスチャーを騁側傾斜さ
せることは，咬合力の負担上，近心方向への側方力が生じ，骨接合の維持に際しきわめて不利になることが示唆された．

索引用語：骨接合型インプラント，咬合力，応力解析，ストレインゲージ

The Experiment of Analysis of the Stress on
Osseointegrated Implants under the Occlusal Force

Hisanao SHODA§

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

Abstract : I investigated the biodynamic trait of the superstructure and the implants which were attached to human

edentulous mandibles under the load of the occlusal force. I tested two females with the edentulous mandibles and studied

the superstructures and the implants. Strain gauge was used to measure the deformation of the superstructures and the im-

plants under the load of the occlusal force.

The following results were obtained.

1. Force on the supersturucture

When the anterior tooth was occlusally forced, I recognized the largest compressive strain on the surface of the anterior
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緒 言

従来のいわゆる粘膜負担型の義歯にとってかわり，
�Branemark によって開発され，1965年 5月から臨床応用

が開始されたオッセオインテグレーテッドインプラント

（以下骨接合型インプラントとする）は，以来多くの研

究成績に裏付けられ1−7），信頼性の高い方法として評価

をえている．1988年より，本学においても本インプラ

ント法が臨床導入され，永峰ら8）が良好な臨床成績を示

すことを報告している．

いわゆるオッセオインテグレーション（以下骨接合と

する）の定義は，生活を営む骨組織とインプラント体と

が光学顕微鏡レベルで直接密着し，持続的な結合状態を

呈し，インプラント体に加わった力を直接，骨組織に伝

達する状態である1, 2, 9）．骨接合型義歯は，上部構造体

を，アバットメントを介して，顎骨内に埋入し骨接合し

たフィクスチャーにネジ止めする構造からなる．これを

構成するフィクスチャー，アバットメント，およびアバ

ットメントスクリューの各要素は，いずれも純度 99.75

％以上の高純度チタン製であり，フィクスチャーは周囲

骨組織と軟組織の介在なしに直接結合している．

このような構造を示す骨接合型インプラントは，咬合

圧の支持，負担様式が，歯根膜という緩衝機構をもつ天

然歯による場合とは基本的に異なることが，直感的に推

測できる．すなわち，緩衝組織を持たないインプラント

体に応力が集中することにより，骨接合の破錠をきた

す，あるいは上部構造を含めたインプラント体の各構成

要素が破折する可能性がある．

骨接合型インプラントの力学的特性については，動物

実験10−12），光弾性実験法や有限要素法などの手法による

研究13−18）が数多くみられるものの，生体力学的要素を加

味した報告は極めて少数であり，ヒトを対象とした研究

は，堀田19），Benzing ら20），Carr ら21）がモデル実験をおこ

なっているのみである．ヒトの生体の顎骨にフィクスチ

ャーを埋入し，骨接合が得られた患者について，咬合時

にインプラント上部構造およびアバットメントに生じる

ひずみ・応力の状況について実測した業績はほとんど見

あたらない．そこで，筆者は，骨接合型インプラントに

よるボーンアンカードフルブリッジを，ヒト無歯下顎骨

に装着した場合の，ヒトの咬合力の負荷による上部構造

体，およびインプラント体の生体力学的特性について明

らかにして，その長期的予後を推察する目的で，調査を

行った．本実験は，ヒトを対象とした実物構造試験であ

り，かつインプラント体の三次元的解析を行う目的で，

各アバットメントで近心，遠心，騁側，舌側の四面での

ひずみを計測した．かつて，Benzing ら20）がヒト口腔内

でのインプラント体のひずみを報告している．しかし，

一本のアバットメントについて，その四面でのひずみを

口腔内で計測し，インプラント体自体の詳細な動態を調

tooth, and a small tensile strain on the unloaded parts. On the other hand, when the molars were forced, I found compres-

sive strain on the loaded parts and the further it goes on the loaded parts, the more small tensil strain appeared. This means,

the superstructure deforms to the direction of the lingual side on the loaded parts, and when it goes further than the loaded

parts, it deforms to the direction of the buccal side.

2. Force on the abutment

When the abutment was loaded by the occlusal force, compressive strain appeared on the loading parts. The size of the

strain was up to the sides of the abutment. The largest compressive strain was recognized on the rightmost abutment（R2）
and the leftmost abutment（L2）under the occlusion at position R2. And the tensile strain appeared on the unloaded parts.

From this test, I believed that the strain can curve the surface of the abutments.

As I investigated I believe the occlusal forced loaded parts can produce the diastrophism which can curve the superstruc-

ture to the the direction of the lingual side, while the unloaded parts can curve to the direction of the buccal side. That

means, the surperstructure can be deformed three dimentionally. On the other hand, the abutment can can expand and con-

tract due to the force to the mesial side, because its stress concentrates the leftmost and rightmost sides.

The results obtained from this study suggest that the slanting implants toward the buccal side has disadvantage with

keeping osseointegration under the load of occlusal force.

Key words : osseointegrated implants, occlusal force, stress analysis, strain gauge
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査した実物構造試験は例が無く，その実施にあたって

は，生体におけるマイクロショックなどを防止するため

に，絶縁法などで工夫を用いた．その結果，上部構造体

およびアバットメントのひずみ・応力の分布状況を解明

することができたので報告することにした．

材料と方法

1．試験体

調査対象は，1988年 4月以降，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で骨接合型インプ

ラントを適用した症例のうち，下顎無歯顎の女性 2 例

で，対象症例の年齢は 60歳（case 1）（Fig 1）ならびに

50歳（case 2）（Fig 2）である．調査に先立ち，被験者

には実験の目的・方法・予想される不快感・危険性につ

いて十分に説明したうえで，本実験の主旨に賛同および

同意を頂き，文書による確認は行わなかったが，インフ

ォームドコンセントは得られたと考えた．症例の選択

は，左右オトガイ孔間に通法にしたがい埋入された各 5

本のフィクスチャーを有し，上部構造体装着後 5年以上

経過し，X 線像でフィクスチャー周囲に骨吸収像等の

異常がなく，十分な機能下にあるものとした．なお，対

合歯は症例 1が天然歯，症例 2が骨接合型インプラント

補綴物である．

2．インプラントの種類と上部構造体の作製
�下顎骨に植立したフィクスチャーは，Branemark シス

テムインプラントチタン製スクリュータイプ，直径 3.75

mm スタンダードタイプ（Nobel Biocare, Zurich, Switzer-
�land）（Fig 3）である．また，アバットメントは，Brane-

mark システムインプラントスタンダードアバットメン

ト（Nobel Biocare）（Fig 4）である．上部構造体は，そ

れまで使用していたブリッジを除去し，実験用に新たに

作製した．すなわち，アバットメント装着を X 線写真

Fig 1 The X-ray of case 1 patient.

Fig 2 The X-ray of case 2 patient.

Fig 3 The fixture.

Fig 4 The abutment.
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で確認したうえで，専用の印象用コーピングと個人トレ

ーを用いて，シリコン印象材（エグザフィン，ジーシ

ー，東京）で印象採得後，咬合採得を施行し，フェイス

ボーで顎位を決定して，作業用模型を作製した．その作

業用模型上で，メタルフレーム（歯科鋳造用金銀パラジ

ウム合金，松風，京都）のフルブリッジを複製した．な

お，人工歯の排列は，現在使用中のフルブリッジの咬合

を再現して，人工歯も同じ硬質レジン歯（エンデュラ・

アンテリオ，ポステリオ，松風）を使用した．咬合接触

関係は，使用中のブリッジと同様の咬合小面を付与し

た．

3．測定法

作製したフルブリッジを装着したインプラント体アバ

ットメント表面，および上部構造体表面に生じた，微小

ひずみの計測には，ストレインゲージ法を採用した．ス

トレインゲージ法は，通電により生じた電気抵抗値をパ

ラメーターとして微小変形を計測するものであるが，モ

デル実験では数多く応用されているものの，生体での実

験はほとんど施行されていない．ことに口腔内環境での

応用は，咬合力計を除いて，ほとんどみられない．本実

験は，単軸ゲージ 20枚，および集中応力測定用ゲージ

5枚を試験体に接着し，ひずみを計測した．実際には狭

い口腔内で，多くのリード線が密集して走行するため

に，絶縁の確保に十分留意した．すなわち，唾液の介在

による短絡，漏電に由来する刺激伝導系へのマイクロシ

ョックを防ぐために，ストレインゲージから生じるリー

ド線を仕分けし，たばね入出力系の混乱を防止した．ま

た，リード線間の絶縁については，市販のマニキュアで

リード線をコーティングし維持した．また，各計測器間

には等電位にアースを取った．さらに，被験者には，事

前に負荷心電図等で，刺激伝導系に異常がないことを確

認した．

1）使用したゲージの種類

測定に使用したストレインゲージは，アバットメント

表面には単軸ゲージ（KFG-02-120-C 1，共和電業，調

布，東京）（Fig 5）を，上部構造体表面には集中応力測

定用ゲージ（KFG-1-120-D 19，共和電業）（Fig 6）を貼

付した．使用したストレインゲージの特性は単軸ゲー

ジ，集中応力測定用ゲージ，ともにゲージ抵抗は 119.6

±0.4 Ω，ゲージ率は単軸ゲージが 2.19±1.0％，集中応

力測定用ゲージが 2.10±1.0％である．

2）ストレインゲージの貼付部位

単軸ゲージは，5本のアバットメントの表面中央部に

各 4枚の単軸ゲージを装着した．すなわち，各アバット

メントの唇騁側，舌側，近心側，遠心側の 4面に，アバ

ットメントの垂直軸と平行に貼付した．集中応力測定用

ゲージは上部構造体のメタルフレーム部分に，各アバッ

トメントの垂直軸を中心として，左右の小臼歯，前歯に

相当した領域に，5枚貼付した．そのゲージを判別する

コードは，単軸ゲージでは，右側から R2, R1, CE, L1, L2

とし，集中応力測定用ゲージでは，右側から No 1～25

とした．また，単軸ゲージは唇騁側，舌側，近心側，遠

心側の 4面に貼付したため，それぞれ B, L, M, D とし

た（Fig 7）．

ストレインゲージの接着は，被測定部位表面のサンド

ペーパーによる研磨，アセトンによる清拭を行ったの

ち，専用接着剤の CC-33 A（共和電業）を使用して行っ

た．さらに，重合収縮による応力を除去するため，24

時間以上放置し実験に備えた．

Fig 5 The strain gauge（the type of mono axis）.

Fig 6 The strain gauge（the type of concentration）.
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3）咬合力の負荷

実験は，まず単軸ゲージを貼付しておいたアバットメ

ントを，口腔内に既存するアバットメントと置換した後

（Fig 8），集中応力測定用ゲージを貼付しておいた上部

構造体を，このアバットメントに装着した（Fig 9）．

インプラント体への荷重負荷は，被験者自身の咬合力

で行い，その大きさは咬合力計（MPM-3000，日本光電

工業，東京）を使用して計測値を出力させながら決定し

た．すなわち，咬合力計のトランジューサーをアバット

メントの直上相当部の咬合面に介在させ，右側よりポジ

ション R2, R1, CE, L1, L2の 5か所で咬合させた．咬合

位は，中心咬合位としたが，計測時は咬合力計のトラン

ジューサーによる一点接触となった．なお，実験前に，

実験用のアバットメントおよび上部構造体を装着した被

験者の咬合力を，あらかじめ計測したところ，前歯で 3

～4 kgf，臼歯で 5～6 kgf 程度であった．そのために，

本実験では，咬合力は 2 kgf および 4 kgf を基本負荷荷

重としてひずみを計測した．

4）ひずみの解析ならびに処理法

ひずみの測定は，AT スキャナー（USB-51 A，共和電

業）とデータ収録システム（UCAM-10 A，共和電業）

を使用して行った．すなわち，ストレインゲージに生じ

る微小な抵抗変化をブリッジ回路で出力電圧に変換し，

増幅器でこの出力電圧を増幅後，パーソナルコンピュー

ター（PC 9801, NEC，東京）を CPU とするデータ収録

システムに取り込み，解析した．

さらに，測定されたアバットメントの唇騁側，舌側，

Fig 9 After inserting the superstructure into the oral cavity.

Fig 7 An application of strain gauges on the superstructure and abutments.

Fig 8 The strain gauges for the measurment of mono axial
strain attached onto the surfaces of abutments.

Fig 10 A formula for the calculation of the force on abutment
along to the longitudinal axis.
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近心側，遠心側，4面のひずみ量から，フックの法則に

より軸方向力を算出した（Fig 10）．この際，ヤング率

は純チタンのフィクスチャーの値である 10.85×103 kgf/

mm2を，断面積には，アバットメントの直径から 4 π mm2

を用いた．

結 果

1．上部構造体表面のひずみ量

1）咬合接触部位：ポジション R2（Fig 11）

Case 1, case 2ともに，ポジション R2直下の No 3付

近に咬合力 4 kgf, 2 kgf で大きな圧縮ひずみを計測し

た．他部位には，咬合力 4 kgf で全体的に引っ張りひず

みを計測した．

2）咬合接触部位：ポジション R1（Fig 12）

Case 1, case 2ともに，ポジション R1直下の No 8, 9,

10で，咬合力 4 kgf で大きな圧縮ひずみを計測した．ま

た，case 2で，前歯部．小臼歯部に相当する，No 12～19

に咬合力 2 kgf, 4 kgf で，比較的大きな引っ張りひずみ

を計測した．

Fig 11 A strain distribution on the superstructure un-
der the occlusion at posision R2.

Fig 13 A strain distribution on the superstructure un-
der the occlusion at posision L2.

Fig 12 A strain distribution on the superstructure un-
der the occlusion at posision R1.
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3）咬合接触部位：ポジション L2（Fig 13）

Case 1, case 2ともに，ポジション L2直下の No 23～

25に，咬合力 4 kgf で大きな圧縮ひずみを計測した．ま

た，正中付近の No 11～15に咬合力 2 kgf, 4 kgf で，比

較的大きな引っ張りひずみを計測した．他部位には，全

体的に引っ張りひずみを計測した．

4）咬合接触部位：ポジション L1（Fig 14）

Case 1, case 2ともに，ポジション L1直下の No 16～

20に，咬合力 4 kgf で大きな圧縮ひずみを，咬合力 2 kgf

で小さな圧縮ひずみを計測した．また，case 2では，No

1～10に，咬合力 4 kgf で比較的大きな引っ張りひずみ

を計測した．他部位には，全体的に引っ張りひずみを計

測した．

5）咬合接触部位：ポジション CE（Fig 15）

Case 1, case 2ともに，正中部に相当する No 13付近

に咬合力 2 kgf, 4 kgf で，大きな圧縮ひずみを計測し

た．また，他部位には全体的に小さな引っ張りひずみを

計測したが，左右最後方部の No 1と 25に小さな圧縮

ひずみを計測した．

Fig 14 A strain distribution on the superstructure un-
der the occlusion at posision L1.

Fig 16 A strain distribution on the abutment under the
occlusion at posision R2.

Fig 15 A strain distribution on the superstructure un-
der the occlusion at posision CE.
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2．アバットメント表面のひずみ量

1）咬合接触部位：ポジション R2（Fig 16）

Case 1, case 2ともに，R2アバットメントでは遠心，

近心，騁側面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で中等度から強度の

圧縮ひずみを計測した．さらに，case 2では R2アバッ

トメントの舌側面にも圧縮ひずみを計測した．また，case

1, case 2ともに，L2アバットメントで近心，遠心，騁

側，舌側面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で中等度の引っ張りひ

ずみを計測した．

2）咬合接触部位：ポジション R1（Fig 17）

Case 1, case 2ともに，R1アバットメントの近心，騁

側，舌側面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で，大きな圧縮ひずみ

を計測した．また，case 1では，L2アバットメントの

近心，舌側面に，case 2では近心面に咬合力 2 kgf, 4 kgf

で中等度の圧縮ひずみを計測した．

3）咬合接触部位：ポジション L2（Fig 18）

Case 1, case 2ともに，L2アバットメントの遠心，騁

側面に咬合力 4 kgf で大きな圧縮ひずみを計測した．ま

た，R2アバットメントの近心，騁側面に，咬合力 2 kgf,

4 kgf で中等度の引っ張りひずみを計測した．

Fig 17 A strain distribution on the abutment under the
occlusion at posision R1.

Fig 18 A strain distribution on the abutment under the
occlusion at posision L2.

Fig 19 A strain distribution on the abutment under the
occlusion at posision L1.
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4）咬合接触部位：ポジション L1（Fig 19）

Case 1, case 2ともに，L1アバットメントの遠心，騁

側面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で大きな圧縮ひずみを計測し

た．他部位には，総じて小さな圧縮ひずみまたは引っ張

りひずみを計測したが，case 2の R2アバットメントの

近心面に，大きな引っ張りひずみを計測した．

5）咬合接触部位：ポジション CE（Fig 20）

Case 1, case 2ともに，CE アバットメントの騁側面，

近心面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で大きな圧縮ひずみを計測

した．また，case 1 では R1 アバットメントの近心面

に，case 2では騁側面に咬合力 2 kgf, 4 kgf で中等度の

引っ張りひずみを計測した．

3．アバットメントに生じた軸方向力

1）咬合接触部位：ポジション R2（Fig 21）

Case 1, case 2ともに，R2アバットメントに，咬合力

2 kgf, 4 kgf で圧縮力を計測した．また，L2アバットメ

ントに，咬合力 2 kgf, 4 kgf で引っ張り力を計測した．

2）咬合接触部位：ポジション R1（Fig 22）

Case 1, case 2ともに，R1アバットメントに，咬合力

2 kgf, 4 kgf で大きな圧縮力を計測した．Case 1では，

Fig 21 A force on the abutment under the occlusion
at posision R2.

Fig 22 A force on the abutment under the occlusion
at posision R1.

Fig 20 A strain distribution on the abutment under the
occlusion at posision CE.
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総じて引っ張り力を計測したが，case 2では，L2アバ

ットメントに咬合力 2 kgf, 4 kgf ともに圧縮力を計測し

た．

3）咬合接触部位：ポジション L2（Fig 23）

Case 1, case 2ともに，L2アバットメントに，咬合力

4 kgf で大きな圧縮力を計測した．他部位には，すべて

小さな引っ張り力を計測した．

4）咬合接触部位：ポジション L1（Fig 24）

Case 1, case 2ともに，L1アバットメントに，咬合力

2 kgf, 4 kgf で圧縮力を計測した．また，R2, CE アバッ

トメントに，咬合力 4 kgf で中等度の引っ張り力を計測

した．

5）咬合接触部位：ポジション CE（Fig 25）

Case 1, case 2ともに，CE アバットメントに，咬合力

2 kgf, 4 kgf で大きな圧縮力を計測した．また，case 1で

は R1アバットメントに大きな引っ張り力を計測した．

Fig 23 A force on the abutment under the occlusion
at posision L2.

Fig 24 A force on the abutment under the occlusion
at posision L1.

Fig 25 A force on the abutment under the occlusion
at posision CE.
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考 察

これまでの骨接合型インプラントに関する力学的研究

は，主に有限要素法を用いたシミュレーションによる報

告13, 15, 17, 18）や，延長遊離端部分の存在がアバットメント

フィクスチャー周囲の骨に対して，どのような力学的影

響を与えるかについて検討したもの21, 22）が多い．実際

に，臨床に装着されているインプラントを被験対象とし

た生体力学的な研究は極めて少なく，特に骨接合型イン

プラントにおける力学的特性に関しては，ほとんど報告

がないのが現状である．そこで，実際に咬合することに

より生じた咬合力が，顎骨と骨接合を得たフィクスチャ

ーに伝播する間に，上部構造体，アバットメントでどの

ような力学的影響を与えるのか詳細に調査することは，

臨床において遭遇するインプラント体の破折や最遠心の

インプラント周囲に生じる骨吸収などを解明するといっ

た観点から，十分に意義があると考えた．実際には，被

験者の口腔内のアバットメントおよび上部構造体にひず

みゲージを貼付し微少電流が流れるため，被験者の同

意，賛同を得るのが困難で 2症例のみの施行となった．

本研究は，ヒト下顎骨で骨接合を得たフィクスチャー

に，アバットメントおよび上部構造体を装着し，実際に

口腔内で咬合させた，いわゆる実物構造試験である．

そして，負荷する外力は，被験者の咬合力である．咬

合力の発現に関して，Haraldson ら23）は，対合歯が固定

性補綴物あるいは骨接合型インプラントの症例について

調査を行い，咀嚼時に発現する咬合力は平均 41.1 N～

55.4 N（約 4.28 kgf～約 5.65 kgf）であったと報告してい

る．また，Falk ら24）は，上顎総義歯と咬合する下顎症例

では咀嚼時のトータルの咬合力は 42 N～263 N（約 4.28

kgf～約 26.82 kgf）の範囲であったと報告している．本

実験では，実験用の上部構造体，およびアバットメント

を装着した被験者の咬合力が前歯部で 2～4 kgf，臼歯部

で 2～6 kgf であったため，咬合力 2 kgf および 4 kgf 負

荷時の静的ひずみを計測したが，これは Haraldson らや

Falk らの計測結果と近似した咬合力を負荷したことに

なった．また，対合歯が case 1では天然歯，case 2では

インプラント体であったが，実際には咬合力計で接触し

ている部位での荷重であり咬合力計で計測しながらのひ

ずみ測定であったため，諸家の報告に近似した実際の咀

嚼時の力学的な数値条件を再現できたと考えられる．

得られた上部構造体のひずみ分布について総括する

と，荷重点付近では圧縮ひずみが出現し，その大きさは

荷重点付近で最大であった．また，荷重点以外では引っ

張りひずみが出現した．さらに，その引っ張りひずみは

漓R2荷重で CE に最大，滷R1荷重で CE に最大，澆L1

荷重で CE に最大，潺L2荷重で CE と R2付近で最大，

潸CE 荷重で R2と L2付近で最大であった．また，い

ずれの部位の咬合力によっても，最も変形しやすいのは

荷重点であるが，ついで馬蹄型をなす上部構造体の歯列

弓の頂点付近でも必ず大きな変形が生じていた．以上の

ことから，上部構造体は咬合力により荷重部が唇騁側

に，荷重点より離れた部位が舌側に彎曲するような変形

を来すと考えられた．すなわち，上部構造体には咬合力

が負荷されるたびに，その馬蹄型の歯列弓が騁舌的に伸

縮するような変形が生じると考えた．

堀田19）は，上部構造体の被圧変位量を計測し，フィク

スチャーがアーチ状に植立され，それらが上部構造体に

よって連結されている場合には，上部構造体の変位は無

視しうるほど小さいと報告している．また，Davis ら18）

は，有限要素法により上部構造体が 4個もしくは 5個の

フィクスチャーと連結されている場合には，上部構造体

のひずみは極めて小さいと報告している．しかし，実際

にヒト口腔内で実験した本研究では，得られた上部構造

体のひずみ分布から，その最大ひずみ量は圧縮ひずみが

－58 µ strain，引っ張りひずみが 27 µ strain に達してお

り，圧縮ひずみおよび引っ張りひずみが，瞬時に繰り返

し及ぶ咀嚼サイクルにおいては，絶対値としては無視で

きない値であると思われた．

上部構造体の基本構造であるメタルフレームはインプ

ラント義歯の咀嚼力に抵抗する重要な構成要素と考えら

れるが，決して不動体ではなく，咀嚼サイクルの中で，

絶えず圧縮と引っ張りとによる交互の変形を繰り返して

いる．この変形は，ゴールドスクリュー，アバットメン

ト，アバットメントスクリュー，および顎骨，フィクス

チャーが単一で，あるいは総合して変形することにより

生じると考えられる．メタルフレームは脆性破壊に近い

破断を生じると考えられるが，脆性破壊は主に引っ張り

力によって発生するとされている．咀嚼による交番荷重

は，引っ張り応力の集中が生じやすい正中部付近で，現

象論的には金属疲労による破壊を生じる可能性がある．

メタルフレームの作製にあたっては，特にこの部分の断

面強度を高めておく必要があると考えた．すなわち，メ

タルフレームの正中部分の断面の高さを十分にとって作

製することが，より長期的な上部構造体の剛性の保持と

破折防止に有用であると考えた．

次に，アバットメントの変形について，得られた各ア

バットメントのひずみ分布から，最後方臼歯部アバット
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メント荷重時は，必ず荷重部のアバットメント騁側面で

は圧縮ひずみを，反対側のアバットメント騁側面では引

っ張りひずみが得られた．また，この荷重部に生じた圧

縮ひずみは，近心側・遠心側・唇騁側・舌側の各面で均

等でなく，アバットメントには曲げが生じていることが

明らかであり，荷重点直下のアバットメントには騁側に

引き倒すような力が作用することが示唆された．

さらに，得られた軸方向力の結果を加味，総括する

と，前歯部アバットメント荷重時はほとんどのアバット

メントで圧縮力が生じていた．また，臼歯部アバットメ

ント荷重時では，荷重側のアバットメントで大きな圧縮

力が生じ，非荷重側のアバットメントで引っ張り力が生

じていて，前歯部荷重時よりいずれも大きな値であっ

た．総じて，荷重点直下のアバットメントで最大の圧縮

力が生じていて，荷重点直下のフィクスチャーには圧縮

力が伝達されていた．さらに，この圧縮力は最後方臼歯

部アバットメントで最大で，16 kgf に達していた．これ

は，Benzing ら20）が行った 4本と 6本のフィクスチャー

をもつ上部構造体に，荷重をかけた場合の，有限要素法

による各インプラントに生じる応力分布とほぼ近似した

様相を呈していた．しかし，臼歯部荷重時の非荷重側の

インプラント体に生じる応力分布は異なっていた．実際

に口腔内で咬合させた本実験では，ゴールド・スクリュ

ーで強固にアバットメントに連結した上部構造体に，上

部構造体自体の変形とともに，また，梃子の原理にもよ

り非負荷側で引っ張り力が生じていると考えた．一方，

非荷重部のアバットメントに生じた引っ張り力は，非荷

重側の最遠心のアバットメントで大きく，R2, R1, L2, L1

荷重では，最遠心のアバットメントに引き抜き力が働く

ことが示唆された．

以上のように，最もアバットメントに荷重が集中しや

すいのは，R2, L2荷重時であり，複数のフィクスチャ

ーが存在する場合，中間のフィクスチャーへは咬合力が

分散されやすいが，最遠心のフィクスチャーへの荷重は

同部に応力集中を招きやすく，さらに，その応力はフィ

クスチャーを騁側に引き倒すような作用をするため，イ

ンプラント体最遠心部での破折を惹起しやすいと考え

た．

現在，骨接合を破壊する具体的な限界の荷重条件等に

ついては，解明されていない．しかし，骨接合をえたフ

ィクスチャーには骨組織が直接接触し，フィクスチャー

と骨組織との界面には軟組織の介在は認められないこと

が，諸家らの報告25−29）で明らかである．さらに，河野30）

は，イヌ脛骨を用いた実験でフィクスチャー周囲に存在

する骨組織の剛性，位置，および量が，フィクスチャー

の被圧変位量の大きさを決定する因子であると報告して

いる．また，van Zyl ら13）はボーンアンカードフルブリ

ッジの場合，いわゆる片持ちばり（構造力学的には，は

ね出しばり）部分が存在するために，最遠心に埋入した

フィクスチャーに骨接合の喪失が起こりやすいと報告し

ている．これらのことから，インプラント体の最遠心部

に応力が集中しやすい形態，すなわちフィクスチャーを

騁側傾斜させることは，骨接合を喪失させる可能性が高

いと考えた．

結 論

著者は，骨接合型インプラントによるボーンアンカー

ドフルブリッジを無歯下顎骨に装着した場合の，咬合力

の負荷が上部構造体，および各アバットメントに与える

構造力学的影響を生体下で解明する目的で，その生体力

学的特性について実物構造試験を行い，検討したとこ

ろ，以下の結論をえた．

1．上部構造体については，荷重点直下では圧縮ひずみ

を計測し，そのひずみの大きさは荷重点付近で最大で

あった．また，荷重部から離れるにしたがい，引っ張

りひずみへ移行した．したがって，応力により上部構

造体は荷重部が唇騁側に，荷重点より離れた部位が舌

側に彎曲するような変形をすると考えた．また，正中

部付近での引っ張り応力によりメタルフレームが同部

で脆性破壊を起こす可能性があると考えた．

2．アバットメントの変形に関しては，荷重点直下で最

大の圧縮ひずみが生じ，そのひずみは近心側・遠心側

・唇騁側・舌側の各面で均等でなく，アバットメント

には曲げが生じていることが明らかであり，荷重点直

下のアバットメントには騁側に引き倒すような力が作

用すると考えた．他のアバットメントには引っ張りひ

ずみが生じ，最遠心のアバットメントに引き抜き力が

働くと考えた．

さらに，最もアバットメントに荷重が集中しやすいの

は，最遠心部アバットメント荷重時であり，中間のフィ

クスチャーへは咬合力が分散されやすい．その最遠心部

フィクスチャーへの咬合性外力集中は，フィクスチャー

を騁側に引き倒すような作用をするため，インプラント

体最遠心部の破折を惹起しやすいと考えた．以上のこと

から，特に最遠心部のフィクスチャーを騁側傾斜させる

ことは，咬合力の負担上，近心方向への側方力が生じ，

きわめて不利な状況になることが示唆された．
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顎関節雑音の発生メカニズム

花輪小百合1§ 池 真樹子2 篠原 勇輝2

山秋 史2 權 宅成1 奥村 泰彦1

1明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科放射線学分野
2明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

要旨：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．
実験項目を以下に示す．

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．乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数の測定
顎関節の関節雑音を採取するため，関節雑音採取装置を作製し，乾燥頭蓋骨をモデルとして各部位にマイクロフォンを
設置し，共振波形を採取し解析した．
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った．
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．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．
5．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．
6．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，すなわち組織の厚さなどで，100 Hz 前後変化
することがわかった．

7．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．

索引用語：顎関節雑音，顎関節雑音波形解析，マイクロフォン

The Generation Mechanism of Temporomandibular Joint Sounds

Sayuri HANAWA1§, Makiko IKE2, Yuki SHINOHARA2,
Fumi YAMAAKI2, Takusei GON1 and Yasuhiko OKUMURA1

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

Abstract : This study attempted a more quantitative approach in diagnosing temporomandibular joint（TMJ）arthorosis.

Particular emphasis was placed on quantitative analysis of one of the major symptoms of TMJ arthorosis, TMJ sounds. It is
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緒 言

顎関節症は，古代エジプト時代から見られた疾患とい

われている1）．しかし，この疾患に対する認識は低

く2, 3），1956年上野4）によって本疾患の病名が顎関節症と

命名されて以降広く認知されるようになってきた．

顎関節症の疾患概念は日本顎関節学会で「顎関節症と

は顎関節や咀嚼筋の疼痛，関節雑音，開口障害または顎

運動異常を主要症候とする慢性疾患の総括的診断名であ

り，その病態には咀嚼筋障害，関節包・靱帯障害，関節

円板障害，変形性関節症などが含まれる」と定義されて

いる5）．しかしこの概念には，病因に関する事項は記載

されなかった．また症型分類として蠢型から蠹型まで提

示されているが，この症型と治療法との関係もまだ確立

されていないのが現状である．

顎関節症の主たる臨床症状の関節雑音は大きく分ける

と，クリック音とクレピタス音に分類される6）．この主

たる臨床症状の関節雑音を詳細に分析することにより，

顎関節症の病態診断にとどまらず，病因の解明にもつな

がると思われる．また関節雑音は長期にわたる治療時の

予後判定に客観的評価として診断が可能になると考えら

れる．

関節雑音をマイクロフォンで採取し，それを解析する

方法は 1952年に Ekensten7）によって初めて行われた．そ

の後，音響学的な研究は 1963年の Watt8）から本格的に

なされ，多くの研究者によって報告されている9−13）．そ

れらの研究では関節雑音の周波数分析が主に行われてい

るが，その発生メカニズムに関する報告はまだ見られて

believed that this approach can help identify symptoms, assess effectiveness of treatments, and uncover the causes of TMJ

arthorosis.

TMJ sounds were analyzed to examine where in the craniofacial bone structure resonances occur, what kinds of reso-

nances occur, and why TMJ sounds generate different sound waves at each occurrence. Following are the interesting in-

sights regarding mechanism of TMJ sounds this research has provided.

Following points were covered in this experiment.

1. Fabricating sound collection devices and sound analysis

2. Assessing acoustic characteristics of the sound collecting devices

3. Measuring of locations and frequencies using dry human skulls

In order to extract temporomandiblar joint sounds of temporomandiblar joint arthrosis, the sound collecting devices was

produced, dried human skulls were also used with gnathosoundscope in similar manners to collect data for sound wave

analysis. The following conclusions were drawn.

1. Regarding the mechanism of TMJ sound occurrence, there was an initial impulse which triggered sympathetic vibrations

in various locations in the skull. The resonances resulting from the sympathetic vibrations were then collected as TMJ

sounds.

2. Resonances in the skull varied between 200 Hz and 1,500 Hz frequencies.

3. Resonances in maxilla and mandibular bones also showed variations within the 200 Hz−1,500 Hz range.

4. Frequencies at temporomandibular joint and mandibular angle showed characteristics of being around 450 Hz and 300

Hz. Frequencies in the malar bone area were around 350 Hz. Other areas did not show notable characteristics regarding

frequencies.

5. TMJ sounds of around 220 Hz collected by stethoscope were caused by vibrations in the soft tissues surrounding the

temporomandibular joint.

6. Resonant frequencies fluctuated about 100 Hz, depending on the structure of the resonating bodies and surrounding soft

tissues, including variations in composition or thickness.

7. In the experiment using human models, differences in resonant frequencies were observed between the medial and lateral

poles when the mandibular condyle was tapped with a mallet.

It is believed that TMJ frequency analysis may further provide useful data for TMJ diagnosis.

Key words : TMJ sounds, TMJ sounds wave analysis, microphone
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いない．

本研究は関節雑音の発生メカニズムについて乾燥頭蓋

骨を使用し，共振音の発生部位特定，あるいはどの様な

共振音が存在するか，また関節雑音波形が発生時ごとに

異なる原因について実験を行ったので報告する．

材料と方法

1．関節雑音採取装置の作製と波形解析

1）関節雑音採取装置の作製

本実験の擬似クリック音（以後クリック音とする）の

採取と解析には，以前著者ら14）が作製した関節雑音採取

装置を使用した．クリック音の採取には骨伝導マイクロ

フォン ECM-TL1（ソニー，東京，以後マイクロフォン

とする）を使用した．マイクロフォンで採取されたクリ

ック音をマルチミキサー AT-PMX 5 P（オーディオテク

ニカ，東京）を介して増幅し，デジタルオシロスコープ

DS-5100（岩崎通信機，東京）に入力してクリック音波

形を記録し波形解析を行った．

クリック音採取のサンプリングレートは，5 ms/div と

し，これをサンプリングピッチに変換すると，50 µs と

なる．また，サンプリング総数は 5,120点とした．

2）クリック音波形の解析

マイクロフォンから採取されたクリック音波形の解析

方法は，原波形に対し 5点スムージング処理を行い，次

に処理された波形に関心領域（Region of Interest，以後

ROI とする）を設定した．ROI のサイズは 1,024 点と

し，これをアウトプットして波形形状や振幅強度の解析

データとした．ROI として切り出されたデータはハミ

ング窓関数処理を行った後，高速フーリエ変換（Fast

Fourier Transform，以後 FFT とする）処理を行った．得

られた結果は FFT の絶対値（以後スペクトルとする）

で表示した．

2．関節雑音採取装置の音響学的諸特性

装置の音響学的な特性として入出力応答特性（以後入

出力特性とする）と周波数応答特性（以後周波数特性と

する）を計測した．周波数ジェネレーター MODEL 19

（WAVETEK, San Diego, CA, USA）から 300 Hz の正弦波

信号を発生させ，これをスピーカ FE 133（FOSTEX，

昭島，東京）から音として発生させた．この音を騒音計

2 chFFT ANALYZER（リオン，東京）のマイクロフォ

ンを同じ位置に設置し，スピーカからの音を採取した．

スピーカとの距離は 50 cm とした．

1）入出力特性

ジェネレーターから 300 Hz の正弦波信号を種々の音

圧レベル（Sound Pressure Level，以後 SPL とする）で

発生させ，マイクロフォンを介して採取し測定系の出力

レベルを測定した．SPL は騒音計で測定した．実験は 300

Hz の一定周波数における種々の SPL に対する出力レベ

ルの関係をみたものである．

2）周波数特性

本実験は実験 2−1）の入出力特性の測定と同じ装置を

用いて行った．周波数ジェネレーターから種々の周波数

の正弦波信号を一定の SPL で発生させ，その各周波数

に対する出力信号レベルを測定した．

測定した周波数の範囲は，100 Hz～2,100 Hz までとし

300 Hz 間隔で測定した．SPL は 50 dB で一定にした．

3．乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数の測定

乾燥頭蓋骨を用いて顎関節部を槌打してクリック音を

発生させ，顎顔面頭蓋各部の共振音測定を行った．また

乾燥頭蓋骨に粘性成分を付与して共振の変化を測定し，

生体から発生する関節雑音の特性を検討する目的で実験

を行った．

共振音の測定部位を Fig 1に示す．測定部位は，左右

側顎関節部（右側 A，左側 a），下顎角部（右側 B，左

側 b），騁骨部（右側 C，左側 c），乳様突起部（右側

D，左側 d），前頭部（右側 E，左側 e），側頭部（右側

F，左側 f），後頭部（右側 G，左側 g），頭頂部（右側

H，左側 h）で合計 16か所とした．測定に際しては，

上顎骨と下顎骨を分離して行い，条件によっては下顎骨

のみを用いる実験とした．

クリック音は，槌打器によって顎関節部を槌打するこ

Fig 1 Various microphone positions（Right and Left side）.
A , R-TMJ : B , R-mandible : C , R-zygomatic : D , R-mastoid :
E , R-frontal : F , R-temporal : G , R-occipital : H , R-parietal
a , L-TMJ : b , L-mandible : c, L-zygomatic : d , L-mastoid : e ,
L-frontal : f , L-temporal : g , L-occipital : h , L-parietal
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とによって発生させた．Fig 2に槌打に使用した槌打器

と槌打部位を示す．槌打にはビッグシリコンポイント

No 147 R2（松風，京都，以後ビッグポイントとする）

を用いて作製した槌打器を使用した．槌打部位は，上顎

骨では左側の関節結節，下顎骨では左側下顎頭のそれぞ

れ中央部とした．槌打方向は関節結節では，矢状面に平

行で頭軸に 45°の角度で後下方から前上方に，下顎頭で

は矢状面に平行で，前上方から後下方に 45°の角度で槌

打した．

1）乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数

各部位で共振波形を採取できるように，顎関節部から

大きなインパルスを入力して波形を採取し解析した．下

顎骨をウレタン樹脂シートの上に置き，測定部位にはマ

イクロフォンをユーティリティワックスで固定した．

2）乾燥下顎骨における共振周波数の変化

共振体の存在が共振周波数への影響を想定し実験を行

った．下顎骨を使用し，その固定条件 2種類を設定し

た．

条件 1は，乾燥下顎骨の槌打部位とは反対の下顎頭頸

部を，実験者の指で軽く固定して共振体の振動波形を測

定した．

条件 2は，下顎骨全体を粘性成分でできた物質で包ん

で，共振周波数の変化を測定した．粘性材質として「こ

んにゃく」を選定した．こんにゃくで乾燥下顎骨全体を

包むことによって，より生体に近いモデルを設定した．

この条件下で下顎骨の共振周波数をみた．下顎骨をそれ

ぞれの条件下に置いた写真と模式図を Fig 3に示す．

3）生体モデルによる共振部位と共振周波数

より生体に近いモデルとして乾燥頭蓋骨を水に沈めた

実験条件を設定し実験を行った．その実験の写真を Fig

4に示す．ただし，クリック音作成のため，上顎骨では

関節結節，下顎骨では下顎頭のみを水面上に出し，ここ

を槌打するようにした．

各部位へのマイクロフォンの固定方法は，ビニール袋

にマイクロフォンを入れて防水しワックスで固定した．

実験は下顎骨と上顎骨とを別々に分けて行った．

4）顎関節周辺における軟組織の振動

これまで聴音器を用いて被験者から得られたクリック

音のスペクトルでは，200 Hz 前後の周波数が大きなピ

ークとして出現した14）．また，水に乾燥頭蓋骨を浸した

実験でも，この周波数は大きなピークを示した．しか

し，乾燥頭蓋骨を用いた実験 3−1），2）のモデル実験で

Fig 2 Silicone head hammer and hitting point of upper and lower jaw.
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は，200 Hz の周波数を測定することができなかった．

この 200 Hz の周波数がどこに由来する振動音であるか

を解明することを目的に本実験を行った．

ウレタン樹脂シートの上にマイクロフォンを上向きに

置き，その上に軟組織として 5 cm×10 cm で厚さ 8 mm

の豚肉ブロックを置いた．この豚肉上に乾燥下顎骨の左

側下顎角部の外側を密着させた．すなわちマイクロフォ

ンと下顎骨角部の間に軟組織を介在させたもので，生体

の騁部に相当するモデルを作製した．その実験の配置を

Fig 5に模式図で示す．このモデルでインパルスを発生

させる槌打部位は下顎角内面とし，顎舌骨筋線上で左下

顎第二大臼歯の根尖部（漓）と内側翼突筋粗面（滷）の

2か所とした．

槌打材は種々試した結果，同じ乾燥下顎骨の下顎頭を

用いた．実験は軟組織を介在した場合と，軟組織を介在

させない場合とについて振動音を採取し比較した．

5）インパルスの入力位置と共振周波数

本実験は乾燥下顎骨を用いて，下顎頭の槌打位置を変

えた場合に共振周波数がどのように変化するかを測定し

た．下顎骨は実験 3−2）と同じように粘性成分であるこ

んにゃくに包んだ状態とした．

槌打位置と方向は，下顎頭の外側極と内側極の 2か所

とし，これらの位置で矢状面に平行に前上方から後下方

に 45°の角度で槌打した条件と，左側下顎頭の内側極を

Fig 3 Mandible holding between human thumb and forefinger, and holding condition of mandible packed konnyaku.

Fig 4 Upper and lower jaw soaked in the water.

Fig 5 Human soft tissue model.
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水平に槌打する 3条件とした．内側極と外側極の水平槌

打は，同じ共振を惹起することが確認されたので内側極

からの槌打のみとした．

結 果

1．関節雑音採取装置の作製と波形の解析

1）関節雑音採取装置の作製

Fig 6にマイクロフォンを介して記録された関節雑音

波形の 1例を示す．この波形は左側に関節雑音（クリッ

ク音）を有する被験者のもので，かろうじて外部から触

診できるような関節雑音を採取した波形である．

この関節雑音採取装置では，触診できる関節雑音を波

形として表すことが可能であった14）．しかし，左右側の

マイクロフォンから採取される波形が，左右どちらの顎

関節から発生しているかを特定することはできなかっ

た．

2）関節雑音波形の解析

Fig 7に，左側に関節雑音（クリック音）を有する被

験者の左右側の顎関節部に置いたマイクロフォンから採

取した波形とスペクトルを示す．この被験者の関節雑音

は 200 Hz と 600 Hz の共振周波数から成り立つ 2峰性で

あった．しかし，同被験者の右側顎関節部からの音は，

300 Hz の単峰性であった．

2．関節雑音採取装置の音響学的諸特性

1）入出力特性

Fig 8に本実験装置の入出力特性の結果を示す．34 dB

から 64 dB までの測定範囲内では，直線を示し線型性を

示していた．

2）周波数特性

Fig 9に，100 Hz～2,100 Hz までの周波数特性の結果

を示す．安定した特性を示し，測定範囲内の周波数帯域

では，実験に使用できる感度特性を有していることがわ

かった．

Fig 8 Characteristics of input output relation.

Fig 6 Clicking sound wave taken from microphone positions
on left and right TMJ area.
A , left side. B , right side.

Fig 7 Clicking sound waves and spectra taken from micro-
phone positions on left and right TMJ area.
A , clicking sound wave. B , clicking sound spectra.

Fig 9 Frequency characteristic of microphone.
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3．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

Fig 10に左側下顎頭を槌打して，下顎骨の各部から得

られた振動波形とそのスペクトルを示す．左側下顎頭部

（a）では 1,050 Hz に大きなピークを示し，その他に 450

Hz と 600 Hz のピークが見られた．右側下顎頭部（A）

では 1,050 Hz のピークが，左側と同様に大きな振幅成

分を示した．しかし，左側に見られた 600 Hz のピーク

はみられず，わずかに 450 Hz が僅かに確認された．左

右の下顎角部（b, B）では 450 Hz が顕著であり，1,050

Hz は左側（b）で観測されるものの，右側（B）ではほ

とんど確認されなかった．したがって，下顎骨の槌打に

よって 1,050 Hz と 450 Hz の振動モードで共振が起こる

ことがわかった．

Figs 11, 12に上顎骨の左側関節結節を槌打して，各部

から得られた振動波形を示す．それぞれの部位で大きな

振幅の波形が得られるように槌打を強くし，大きな共振

波形が得られた．それぞれの波形のスペクトルを求めた

ものを Figs 13, 14 に示す．左側顎関節部では 350 Hz,

500 Hz そして 900 Hz～1,100 Hz のピークが，ほぼ同じ

振幅強度で出現していた．また，左側の騁骨部に 350

Hz，前頭部に 550 Hz, 650 Hz, 850 Hz のピークがみられ

た．その他の部位では周波数のピークと思われるものは

確認されなかった．

右側では，顎関節部で 450 Hz, 900 Hz，前頭部で 500

Hz～600 Hz のピークが見られ，他の部位では共振と思

われるピークは観測されなかった．

上顎骨では種々な周波数が混在して発生していること

がわかった．

2）乾燥下顎骨における共振周波数の変化

Fig 15A に自由振動できるようにウレタン樹脂シート

上に置いた条件を示し，Fig 15B に，右側下顎頭頸部を

指で固定し下顎骨の振動を制限した条件顎関節部での共

振周波数を測定した結果を示す．

下顎骨の自由振動では振動波形の持続時間が 30 ms～

40 ms であり，大きな共振周波数は 500 Hz に存在し

た．一方，振動制限されたものでは，持続時間は 15 ms

程度と短くなった．この持続時間は生体で発生するクリ

ック音に等しいものとなった14）．共振周波数は振動制限

したものでは 400 Hz で，自由振動の場合の 500 Hz～100

Hz ほど低周波数域にシフトすることがわかった．しか

し，スペクトルをよくみると，400 Hz の右肩に 500 Hz

の周波数ピーク（矢印）の存在を確認することができ

た．すなわち，振動制限されることによって 500 Hz の

振動モード以外に 400 Hz の振動が発生し，より複雑な

振動を起こしていることがわかった．

Fig 16にこんにゃくで包んだ下顎骨を用い，左側下顎

頭を槌打して得られた各部の波形とスペクトルを示す．

槌打部の左側下顎頭（a）では 900 Hz に大きなピーク

が確認された．その他に 800 Hz 前後の周波数の存在が

推測されたが，その振幅は極めて小さいものと思われ

る．この共振は左側下顎角（b）でもより明瞭に単一周

波数として測定された．

反対側の右側下顎頭（A）では，振幅は小さいながら

900 Hz の単一の共振周波数を示した．しかし，右側下

顎角（B）では 900 Hz がメインの共振周波数として測

Fig 10 Artificial clicking sound waves and spectra of the mandible. a , b , A and B show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.
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Fig 12 Artificial clicking sound waves of the skull（left side）. a , c, d , e, f , g and h show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.

Fig 11 Artificial clicking sound waves of the skull（right side）. A , C , D , E , F , G and H show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.
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Fig 13 Artificial clicking spectra of the skull（right side）. A , C , D , E , F , G and H show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.

Fig 14 Artificial clicking spectra of the skull（left side）. a , c, d , e, f , g and h show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.
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定されたが，それ以外に 150 Hz, 250 Hz, 450 Hz, 700 Hz,

850 Hz など多くのピークが見られたが，これらの周波

数はピークを呈するというより 100 Hz～850 Hz までの

周波数が混在したホワイトノイズと思われるスペクトル

であった．

こんにゃくで下顎骨を包み粘性成分を付与した実験条

件でも，メインとなる共振周波数を検討すると，実験

1）乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数の自由振

動の場合，1,050 Hz であった周波数が，本実験では 900

Hz にシフトしていることが確認された．

3）生体モデルによる共振部位と共振周波数

Fig 17に槌打して下顎骨各部から得られた波形とスペ

クトルを示す．左側下顎頭（a）の振動は，100 Hz, 200

Hz, 350 Hz, 500 Hz に大きな共振のピークがみられた．

Fig 16 Artificial clicking sound waves of mandible packed by konnyaku. A , a , B and b show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.

Fig 17 Artifisial clicking sound waves of mandible soaked in the water. A , a , B and b show the positions demonstrated in Fig 1, respectively.

Fig 15 Comparison of artificial clicking waves form free vi-
bration（A）and neck holding（B）.
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Fig 18 Artifisial clicking sound waves of skull soaked in the water（right side）. A , C , D , E , F , G and H show the positions demonstrated
in Fig 1, respectively.

Fig 19 Artifisial clicking sound waves of skull soaked in the water（left side）. a , c, d , e, f , g and h show the positions demonstrated in Fig
1, respectively.

顎関節雑音の発生に関する研究 45



R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity
R

el
at

iv
e 

in
te

ns
ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity
R

el
at

iv
e 

in
te

ns
ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

Frequency [Hz] Frequency [Hz] Frequency [Hz]

Frequency [Hz]

Frequency [Hz] Frequency [Hz]Frequency [Hz]

G H E

F

D A C

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity
R

el
at

iv
e 

in
te

ns
ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity
R

el
at

iv
e 

in
te

ns
ity

R
el

at
iv

e 
in

te
ns

ity

Frequency [Hz]Frequency [Hz]Frequency [Hz]

Frequency [Hz]

Frequency [Hz]Frequency [Hz]Frequency [Hz]

e h g

f

c a d

左側下顎角（b）では 100 Hz と 350 Hz の周波数にピー

クが測定された．右側の下顎頭（A）では 150 Hz と 350

Hz，下顎角（B）では 100 Hz と 350 Hz が大きな共振を

示した．

この実験から，下顎骨は 350 Hz の周波数で共振して

いることが判明した．Figs 18−21に左側関節結節を槌打

して上顎骨各部から得られた波形とスペクトルを示す．

採取された波形から，それぞれ大きな振幅の波形が得

Fig 21 Spectra of clicking sound waves skull soaked in the water（left side）. a , c , d , e , f , g and h show the positions demonstrated in Fig
1, respectively.

Fig 20 Spectra of clicking sound waves skull soaked in the water（right side）. A , C , D , E , F , G and H show the positions demonstrated in
Fig 1, respectively.
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られていることがわかった．左側では側頭部（f）と頭

頂部（h）からの波形で後半部分が周期の大きな波形と

なり，特に右側では顕著にみられた．この波形の周波数

は 200 Hz 以下のピークであり，この周波数の出現につ

いては実験 3−5）インパルスの入力位置と共振周波数で

結果を求めた．

各部のスペクトルを見ると，槌打側の左側顎関節部

（a）では 450 Hz，乳様突起部（d）で 250 Hz と 350

Hz，側頭部（f）で 350 Hz，騁骨部（c）で 200 Hz, 400

Hz さらに 550 Hz，前頭部（e）や頭頂部（h）で 350 Hz

のピークが見られた．このうち顎関節部（a），騁骨部

（c）そして側頭部（f）でみられた 350 Hz～400 Hz の周

波数は，同部あたりの共振周波数と考えられる．

反対側の右側を見ると，顎関節部（A）では 350 Hz～

400 Hz の周波数が見られたが振幅は小さなものであ

り，この周波数は乳様突起部（D），騁骨部（C），側頭

部（F）などでも見られた．その他の周波数として 600

Hz 前後の周波数が左側側頭部（f）で測定された．この

周波数は小さな振幅であるが，左側側頭部（f）での明

らかな共振と考えられた．その他の部位では共振と思わ

れるピークは測定されなかった．

4）顎関節周辺における軟組織の振動

生体で聴音器を用いた実験14）や，水中に頭蓋骨を浸し

た実験から採取されたクリック音に現れる 100 Hz～200

Hz の周波数が，乾燥頭蓋骨では見られないのはなぜか

という疑問を解決するために本実験を計画した．

実験結果を Fig 22に示す．軟組織の存在しない条件

で下顎角部を槌打したときの振動は細かな周期の波形が

測定され，スペクトルでは 500 Hz と 1,100 Hz に共振の

ピークがみられた．しかし，軟組織が介在すると得られ

た波形は，周期の長い波形の上に細かな周期の波形が上

乗した形状を呈した．そのスペクトルは，500 Hz, 1,100

Hz 以外に 100 Hz～200 Hz の周波数に大きなピークの出

現が見られた．

5）インパルスの入力位置と共振周波数

下顎頭の外側極と内側極を前上方から後下方に，そし

て内側極を水平に槌打した 3つの槌打条件によって得ら

れた波形とスペクトルを Figs 23−25に示す．

内側極の槌打のスペクトルでは，メインの周波数は

900 Hz に存在しその他の周波数は測定されなかった．

ただ槌打側である左側に 450 Hz 前後の周波数が痕跡程

度に観測された．しかし右側では見られなかった．

外側極ではメインの周波数は，900 Hz で内側極と同

一であった．しかし，内側極と異なり 400 Hz～450 Hz

でも小さな振幅が確認された．

水平槌打では，スペクトルの様相は全く異なり 400 Hz

がメインとなり，900 Hz の周波数もみられたがその振

幅は 400 Hz より小さいものであった．

これらをまとめると，下顎骨の振動は下顎頭を上方か

ら槌打した場合には，900 Hz の振動モードで大きく共

振するようである．そこに 400 Hz の振動モードが槌打

位置によって加わることが判明した．この 400 Hz は下

Fig 22 Comparison of artificial clicking sound waves with and without between soft tissue lying and not lying.
A , without soft tissue lying. B , hitting point at 漓 by soft tissue lying. C , hitting point at 滷 by soft tissue lying.
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顎頭の内側より外側極を槌打したときに，また水平槌打

で大きく現れることがわかった．

考 察

顎関節症は痛み，関節雑音，運動障害のいずれか 1つ

以上を有する疾患とされている4）．このうち定量評価が

可能であるものは，関節雑音と運動障害である．運動障

害は治療の初期で治癒することがあり，最後まで残るの

が関節雑音である．著者は関節雑音を客観的に定量評価

することが，顎関節症の診断機としての意味を持つと考

えている．

関節雑音の研究はこれまで多数の研究者9−17）によって

行われてきた．しかし，関節雑音とはどのようなメカニ

ズムで発生するのかという発生の根本に踏み入った研究

は，今日まで見られない．著者らが以前行った研究14）に

より，関節雑音はクリック音であれ，クレピタス音であ

れ，その発生の初期段階で衝撃音に相当するインパルス

が発生し，その大きさや方向などによって顎顔面頭蓋の

種々の部位が共振し，その音が関節雑音として認識され

ることを明らかにした．

本研究は，さらに進めて顎顔面頭蓋にはどのような共

振周波数が存在するか，関節雑音を構成する種々の周波

数がどこの部位の共振音であるか，そして部位特有の周

波数は存在するのかなど，関節雑音発生のメカニズムの

解明を目的として実験を行った．

1．関節雑音採取装置の作製と波形解析

関節雑音採取に用いた関節雑音採取装置は以前著者

ら14）が開発したものであるが，本研究においてもデータ

採取に適した方法であることから実験に使用した．採取

したデータを解析すると，左右でスペクトルが異なるこ

とがわかった．この左右顎関節部の音が異なっている理

由，その音の由来はどこか，ということの解明を目的に

波形解析を行った．

Fig 23 Comparing of the artificial clicking sound waves of
various mandibular hitting points（ Inner pole of mandible
head）.
A , left side. B , right side. C , left side. D , right side.

Fig 24 Comparing of the artificial clicking sound waves of
various mandibular hitting points（External pole of mandible
head）.
A , left side. B , right side. C , left side. D , right side.

Fig 25 Comparing of the artificial clicking sound waves of
various mandibular hitting points（Horizontal hitting of mandi-
ble head）.
A , left side. B , right side. C , left side. D , right side.
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以前の実験14）では，聴音器の設置位置によって関節雑

音の波形が大きく異なっている．すなわち関節雑音の構

成周波数が違いがあることが報告されている．そこで本

実験においてマイクロフォンの固定位置に関しては，常

に同じ位置に設置するようにして実験を行った．本実験

により，マイクロフォンを用いて生体の関節雑音採取が

可能であると判断することができた．そこで，この結果

を以後の実験の指標として用いることとした．

2．関節雑音採取装置の音響学的諸特性

関節雑音採取装置の特性について，以前の実験では周

波数の測定範囲は 100 Hz～1,000 Hz であった14）．その後

の実験で関節雑音の周波数範囲は，1,000 Hz より広い範

囲にわたることがわかった18）．そこで，音響学的な周波

数の測定範囲を 100 Hz～2,000 Hz まで広げて検討し

た．本実験装置は，100 Hz～2,000 Hz の周波数の範囲内

において，入出力特性と周波数特性は問題のない結果で

あった．

3．乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数の測定

この実験を計画した理由は，乾燥頭蓋骨を用いたモデ

ル実験で，関節雑音の共振部位や周波数を測定し，ここ

から生体の共振周波数を推測することができると考えた

ためである．つまり漓振動体の振動は形状と弾性成分に

よって振動モードと周波数が決定される，滷減衰振動を

呈するのは粘性成分の働きであり生体では軟組織であ

る，澆乾燥頭蓋骨は生体の骨と弾性成分に変わりはなく

形状もほとんど同じである．したがって共振周波数が大

きく変わることはないと考え，乾燥頭蓋骨をモデルとす

ることができると考えた．

擬似クリック音の発生で，ビックポイントを槌打材に

使用した理由は，頭蓋骨を槌打して生体と同じようなク

リック音を発生させるためには，槌打時のインパルス形

状が重要と考えたためである．インパルスが急峻で鋭い

立ち上がりを示す場合は，そのインパルスの持つ周波数

特性は高周波数帯域まで広がっている．この場合，顎骨

の高周波数域の共振を惹起し，生体から得られるような

200 Hz～400 Hz の低周波数の共振が発生しなくなると

考えられる．そこで，低周波数帯域の特性しか持たない

槌打材が必要と考え，その特性にかなうものとして種々

の材質を試した結果，実験 1の生体から得られた波形と

最も類似したものとなったため，ビッグポイントが最適

と判断した．

槌打位置と方向は，下顎頭の外側極と内側極の 2か所

とし，これらの位置で矢状面に平行に前上方から後下方

に 45°の角度で槌打した条件と，左側下顎頭の内側極を

水平に槌打する 3条件とした．内側極と外側極の水平槌

打は，同じ共振を惹起することが確認されたので内側極

からの槌打とした．

この槌打方向に決定した理由は，生体から得られるク

リック音は 1横指前後の開口した位置で起こることが多

い．この位置を考えると下顎頭は下顎窩前壁の中央から

結節あたりの位置と考えられる．ここでクリック音が起

こると，その衝撃音いわゆるインパルスは，上顎骨では

関節結節部から前上方向に，下顎骨では下顎頭から後下

方向に向かうことになると考えたためである．

1）乾燥頭蓋骨を用いた共振部位と共振周波数

以前の佐々木ら18）の報告によると，聴音器を用いて関

節雑音を採取する場合には，顎関節から遠い部位の共振

波形は，ほとんど測定されていない．つまり，それらの

部位は顎関節から遠いため，インパルスの強度が小さく

なり共振が惹起されないことによると考えられる．しか

し，その部位で共振が起こらないとは言えず，大きなイ

ンパルスを発生する場合によっては遠隔部位で共振を起

こすことも考えられる．この実験で大きなインパルス入

力を行った結果，乾燥下顎骨の共振周波数は 350 Hz と

1,050 Hz，上顎骨では騁骨部で 350 Hz，前頭部あたりで

650 Hz が確認された．その他に上下顎骨とも多数の周

波数が測定されたが，その周波数は部位特有というよ

り，インパルスの状態によって共振がみられる場合とみ

られない場合が生じた．また，振幅も不安定なものであ

った．これはインパルスの大きさ，形状，方向などによ

って共振体の振動が変化するためと考えられた．

2）乾燥下顎骨における共振周波数の変化

共振体を置いた条件下で実験をすることによって，下

顎骨はウレタン樹脂シート上に置かれた自由振動とは異

なった振動条件となる．このとき下顎頭に付けられたマ

イクロフォンによって，下顎骨がどのように振動するか

を測定するものである．この実験条件は，乾燥下顎骨は

ほとんど弾性成分からなるが，その一部に振動を減衰さ

せる粘性成分が存在したり，頸部を固定したりして振動

モードを変えるような条件が存在すると，下顎骨の振動

がどう変化するかを観察した．また，この変化は生体に

おける共振周波数の変化と同等のものであろうと推測す

ることができ，ここから診断に関与する関節雑音の変化

を探ろうとするものである．

この実験に下顎骨を用いたのは，佐々木ら18）の報告か

ら関節雑音発生の主体は下顎骨にあると考えられたため
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である．したがって，関節雑音の共振周波数を決定する

のは下顎骨の振動であり，この下顎骨の共振に影響する

条件を設定し，共振周波数の変化を測定すれば，生体に

おいても関節雑音の周波数変動を推測することができ，

これが診断に通じるものと考えたためである．つまり制

限のない自由振動の条件下のスペクトルでは，500 Hz

に大きなピークがみられたのに，振動制限された条件で

はその周波数が 400 Hz に移動した．この 500 Hz は乾燥

下顎骨の共振による本来の固有振動であると考えられ

た19）．このことから共振体が振動制限によって 500 Hz

から 400 Hz に振動数を下げて共振していることが推測

された．下顎骨は粘性成分の有無，また置かれた条件に

よって共振周波数は，100 Hz 前後のシフトを起こすこ

とが判明した．

また，こんにゃくで包んだ条件下での左側下顎頭（a）

では 900 Hz のピークと 800 Hz 前後の小さな周波数を認

めたが，その振幅は極めて小さいものと思われ，左側下

顎頭（a）では主に 900 Hz で単一の共振が惹起されてい

るものと考えられた．

また，メインとなる共振周波数を検討すると，実験

1）の自由振動の周波数が 1,050 Hz であったのに対し，

本実験では 900 Hz にシフトしていた．したがって関節

雑音にはある一定の確たる周波数が存在するのではな

く，周波数は粘性成分と共振体の置かれた条件またクリ

ック音発生時のインパルスの状態などによって変動する

ことがわかった．

3）生体モデルによる共振部位と共振周波数

下顎骨では 350 Hz～400 Hz，上顎骨でも同様な周波

数の共振がみられた．ここでは自由振動を行った乾燥下

顎骨に見られたような 900 Hz 前後の共振周波数を測定

することはできなかった．また，この実験のデータは比

較的低周波数に限局した．顎骨にはこれより高次の振動

モードが存在するが，その出現が見られなかった原因

は，槌打材であるビッグポイントの周波数に起因するも

のと考えられた．

この実験結果から，上下顎骨に見られた 400 Hz 前後

の周波数は，下顎角部と騁骨部の共振であり，上顎骨や

下顎骨の基本周波数であろうと考えられた．そして上顎

骨も下顎骨も基本的には，ほぼ同じような周波数の共振

を示し，その周波数は 350 Hz～450 Hz の間に存在する

ことが明らかとなった．各部位に特有の共振周波数は，

下顎角部に見られる 400 Hz～500 Hz の周波数，上顎骨

の騁骨部に見られる 350 Hz 前後の周波数であることが

判明した．

これまで種々のモデル実験によって，擬似クリック音

の周波数測定を行った．しかし，そこから得られた周波

数と，佐々木らの報告18）の生体のクリック音から得られ

た周波数を比較すると，200 Hz 前後の周波数が両者で

全く異なる現れ方をしていた．この周波数は生体のクリ

ック音のスペクトルでは，大きなピークとして出現する

のに対し，乾燥骨のモデル実験では全く確認されない周

波数であった．それに対し，400 Hz 以上の周波数は，

ほとんど両スペクトルで確認され，それぞれの周波数は

スペクトル上で対応することができた．

この 200 Hz の周波数は槌打時の生体との反応で起き

るインパルス形状の差であろうと考えられる．つまりイ

ンパルス形状が急峻であれば，その周波数特性は高周波

数域までを包含するため，それによって高い振動数の共

振を惹起させることができる．もし下顎骨の最大共振が

高周波数にあると，高周波数の振動が優先され低周波数

の振動モードを有していても，これが共振しないと考え

られることである．そこで実験 3−1）乾燥頭蓋骨を用い

た共振部位と共振周波数のように，できるだけ低周波数

域の特性しか持たない種々の材質で槌打器を作製し槌打

実験を行った．その材質には鉄，骨（乾燥下顎頭），プ

ラスチック，床用レジン，パラフイン，石鹸，ユーティ

リティワックス，粘土，そしてビッグポイントなどであ

った．しかし，いずれの材質を用いても，乾燥頭蓋骨で

は 200 Hz の周波数を顕著とするスペクトルを得ること

はできなかった．

次に乾燥下顎骨に粘性成分を付与し，より生体に近づ

けた振動体として共振周波数を測定する実験を行った．

粘性成分に選んだのはこんにゃくである．こんにゃくで

下顎骨を包み，種々の材質の槌打器で試した．結果はメ

インとなる周波数は 400 Hz で，この周波数は乾燥骨の

共振の 500 Hz に対応する周波数であり，ここでも 200

Hz の共振は起こらなかった．

これらの実験結果からは，下顎骨には 200 Hz の振動

モードは存在しないという結論を得た．

下顎骨の振動では，振動の節が 2か所である音叉型の

400 Hz 前後の振動モード，節が 3か所や 4か所を有す

る 900 Hz～1,400 Hz の振動モードの周波数が，真の共

振周波数であろうと考えることができる19）．200 Hz の周

波数の出現の原因を考えると，この周波数の出現部位は

クリック音の発生側である左側顎関節部，両側下顎角，

そして左側騁骨や側頭部にみられ，他の部位では大きな

ピークの出現はなかった．その発生原因はクリック音の

インパルスによって頭蓋骨に共振が起こると同時に周囲
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の軟組織も振動することが考えられる．これは池に石を

投げ入れると衝撃のエネルギーは波紋となり，水中では

衝撃音が伝播されるのと同じ理由と考えられる．音の水

中の伝播スピードが 1,500 m/s であることからすると，

クリック音の軟組織内のスピードもそれに近い速さであ

ろうと考えられる．音のスピードから換算すると 200 Hz

の 1波長は 7.5 m であり，1,000 Hz では 1.5 m となる．

人の頭は 1波長に満たない小さいものである．波長より

小さな振動体では，音の伝播はなくその場で振動が起こ

る．その音は骨の振動と同時に軟組織も振動することに

なる．したがって，200 Hz の周波数は軟組織の振動と

推測した．この証明を実験 3−4）顎関節周辺における軟

組織の振動で検証を行った．

4）顎関節周辺における軟組織の振動

軟組織を介在させたモデルと，軟組織のないモデルと

では 100 Hz～200 Hz の周波数の出現に違いが見られ

た．この結果より，200 Hz 前後の周波数は，生体の軟

組織由来の音であることが判明した．しかし，実験結果

の周波数は生体で見られる周波数より少し低い方にシフ

トしていた．これは軟組織の厚さや成分の違いに原因し

ているものと考えられる．このことは，実験 3−3）生体

モデルによる共振部位と共振周波数の水に浸した上顎骨

や下顎骨の測定でも，100 Hz～200 Hz の周波数が測定

されている．この周波数も，インパルスによって起こさ

れた水の振動に由来するものと推測される．

5）インパルスの入力位置と共振周波数

実際の臨床において，顎関節の内側で発生するインパ

ルスは 900 Hz の高周波数のクリック音を発生させ，そ

の発生が外側になると 900 Hz 以外に 400 Hz の出現が見

られるようになる．そして内側や外側から下顎頭に水平

方向，といっても生体では純粋な水平方向のインパルス

はないと思われるが，もし水平方向に近いインパルスが

あると 400 Hz がメインとなるクリック音の発生がみら

れると考えられる．

この下顎頭の槌打位置によって発生する周波数が異な

るとすると，臨床診断にとって大きな情報を得ることが

できる．つまりクリック音の発生位置やその変化が，顎

関節症の病因解明や治療経過の判定，さらに治療法の確

立や難治性か否かという治療予測などと結びついている

と想定されるからである．このモデル実験の結果は，さ

らなる詳細な実験と臨床データを得て検討する必要があ

ると考えられる．

今後，臨床の場において関節雑音を採取し，初診時の

波形解析から発生部位や関節雑音の評価，そして治療経

過と関節雑音の変化などを通して治療法の評価や病態の

解明を行うことができる．さらに全治療経過の評価か

ら，顎関節症の病因の解明や治療法の確立が図れるもの

と考えている．

結 論

関節雑音の発生メカニズムの解明を目的に，乾燥頭蓋

骨の各部位にマイクロフォンを設置し，その部位の共振

波形を採取し解析した．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～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った．

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．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

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．

5．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．

6．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，すなわち組織や厚さなどで，100 Hz

前後変化することがわかった．

7．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．
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緒 言

下顎第一大臼歯の欠損に伴い，遠心支台歯が近心傾斜

し，支台歯相互の平行性を確保できない場合がある．傾

斜歯の歯質削除量をおさえ，生活歯のままでブリッジを

装着するためには，連結部の一方に key and keyway を

繰り返し荷重による半固定性ブリッジに生じるひずみの変化

猪野 照夫§ 岡本 和彦 岩瀬 直樹 清水栄太郎
佐藤 剛 野露 浩正 大川 周治 藤澤 政紀

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：半固定性ブリッジにおける繰り返し荷重の影響を模型上で調べた．下顎第一大臼歯欠損を想定し，第二小臼歯と
第二大臼歯の人工歯をシリコーン印象材を介して，超硬質石膏に植立した．そして，第二小臼歯の遠心側に可動性連結装
置である key and keyway を設置した半固定性ブリッジを金銀パラジウム合金で鋳造し装着した．ブリッジ表面に生じる
ひずみを測定するために単軸ひずみゲージを両支台装置の近遠心面に歯軸方向に，また，key 咬合面側に近遠心方向に貼
付した．そして，ポンティック咬合面中央に 100 N の荷重を 25,000回繰り返し加えた．
荷重回数とともに第二小臼歯遠心面の圧縮ひずみが減少，第二大臼歯近心面に圧縮ひずみが増加し，また，key 咬合面
側の圧縮ひずみが増加した．また，荷重後には key and keyway 咬合面側辺縁での間隙は増加していた．これらのことか
ら，半固定性ブリッジでは，key and keyway の可動性が変化することが，その程度変化とともにとらえることができた．

索引用語：半固定性ブリッジ，可動性連結装置，繰り返し荷重，ひずみ

Change in the Strain on a Semi-fixed Bridge with Repeated Loading

Teruo INO§, Kazuhiko OKAMOTO, Naoki IWASE,
Eitaro SHIMIZU, Goh SATOH, Hiromasa NORO,

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

Abstract : To study the change in a semi-fixed bridge with the loading time, we fabricated a model simulating the loss

of a lower first molar. Artificial teeth of the lower second premolar and second molar were fixed on a stone block by use

of silicone impression material. Then the semi-fixed bridge with a nonrigid connector on the distal side of the second bi-

cuspid was cast with silver-gold-palladium alloy and set on the abutment teeth by using adhesive resin cement. Strain

gauges were adhered onto the mesio-distal surfaces of both abutments and the occlusal surface of the key. A load of 100 N

was applied 25,000 times onto the center of the occlusal surface of the pontic.

The compressive strain on the distal side of the premolar and on the occlusal side of the key increased, but that on the

mesial side of the second molar decreased gradually with an increase in the loading time. Also the gap between the key and

the keyway became wider after the loading 25,000 times.

Because of these changes, the semi-fixed bridge might be loosened from its connector and increase its movement under

the loading.

Key words : semi-fixed bridge, nonrigid connector, repeated loading, distortion
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設定した半固定性ブリッジが用いられる1）．さらに，支

台歯間の保持力に差がある場合，支台歯間の動揺度に差

がある場合，中間支台歯が存在する場合なども半固定性

ブリッジの適応として挙げられる2）．このような臨床的

背景を踏まえ，傾斜歯を支台歯としたときの支持組織へ

の影響3, 4），半固定性ブリッジを装着した時の影響5, 6）に

関しての実験的報告がなされてきた．一般に固定性ブリ

ッジや半固定性ブリッジの影響に関する研究は模型実

験3−5）あるいは光弾性試験6）や有限要素法7）による応力解

析が行われてきたが，いずれも静荷重下において検討さ

れたものである．

そこで，下顎第一大臼歯欠損に対する半固定性ブリッ

ジを装着した模型上で，繰り返し荷重を加えた際の半固

定性ブリッジに生じるひずみの経時的変化を測定し，支

台装置および半固定性連結部に及ぼす影響を検討した．

材料と方法

1．半固定性ブリッジの作製

下顎第一大臼歯欠損を想定し，下顎第二小臼歯と第二

大臼歯を付加重合型シリコーン印象材（エグザミックス

ファイン レギュラータイプ，ジーシー，東京）を疑似

歯根膜として介在させ，超硬質石膏に植立した．植立方

向は超硬質石膏の台の基底面に対して，第二小臼歯の歯

軸を垂直に，また，第二大臼歯の歯軸を近心に 12°傾斜

した状態とした．

歯頸側辺縁形態をシャンファー型とした全部鋳造冠の

支台歯形態を付与したのち，第二小臼歯に金銀パラジウ

ム合金（キンパラエース 12 S，徳力，東京）で全部鋳

造冠を作製した．遠心面にはミリングマシーンにて key-

way を形成した．そして，第二大臼歯とともに近心に key

を付与したポンティックを金銀パラジウム合金で一塊鋳

造にて作製した．両支台装置は接着性レジンセメント

（スーパーボンド C&B，サンメディカル，守山，滋賀）

で支台歯に装着した．なお，ブリッジ咬合面は石膏台の

基底面に平行な平面とした．

2．ブリッジ表面のひずみの測定

ひずみの測定部位は第二小臼歯と第二大臼歯に装着し

た支台装置の近心面と遠心面，ポンティック基底面，さ

らに，key の咬合面側とし，支台装置の近遠心面には歯

軸方向に，ポンティック基底面には近遠心方向に，key

の咬合面側には近遠心方向に単軸ひずみゲージ（KFR-

02-N-120-C 1-11，共和電業，調布，東京）を瞬間接着剤

で貼付した（Fig 1）．ひずみゲージ貼付後に，静ひずみ

計（USB-21 A，共和電業）で荷重下におけるひずみを

測定した．オートグラフ（AGS-1000，島津製作所，京

都）で head spead 30 mm/min, 100 N の荷重をポンティ

ック咬合面中央に垂直に 2,500回ずつ繰り返し，合計で

25,000回行った．測定は，試料数 1個で行った．

結 果

1．ブリッジ表面のひずみ

荷重量 2,500 回ごとのひずみ量の変化を Fig 2 に示

す．第二小臼歯の近心面は引張ひずみ，遠心面は圧縮ひ

ずみを，また，第二大臼歯の近心面は圧縮ひずみ，遠心

─────────────────────────────
§別冊請求先：猪野照夫，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

Fig 1 The model simulating the semi-fixed bridge with the
nonrigid connector at the distal side of the premolar . Strain
gauges were adhered onto the mesio/distal surfaces of the each
abutment and on the occlusal surface of the key, and the oc-
clusal forces were loaded repeatedly on the occlusal surface of
the pontic.

Fig 2 Strain measured by each strain gauge adhered onto the
bridge.
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面は引張ひずみを示した．そして，ポンティック基底面

では近遠心方向の引張ひずみ，key 咬合面側は圧縮ひず

みを示した．そして，荷重回数とともに key 咬合面側

の圧縮ひずみは，徐々に増加傾向を示した．第二小臼歯

の遠心面の圧縮ひずみは，初期は減少傾向を示し，ま

た，近心面の引張ひずみは 15,000回まで減少したが，

その後，一定の値を示した．また第二大臼歯の近心面の

圧縮ひずみは，増加傾向を示した．ポンティック基底面

の近遠心方向の引張ひずみは 7,500回以降，減少傾向を

示した．

2．繰り返し荷重後の key and keyway

Key and keyway の繰り返し荷重前の嵌合状態を Fig

3a，荷重後における嵌合状態を Fig 3b に示す．また，key

and keyway の荷重前における keyway 表面を Fig

Fig 3 The gap between the key and the keyway observed be-
fore and after the loadings. a : the gap observed before the
loadings. b : the gap observed after the loadings.

Fig 4 The surface of the keyway observed before and after the
loadings. a : the surface observed before the loadings. b : the
surface observed after the loadings.
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4a に，荷重後の keyway 表面を Fig 4b に示した．

荷重前の key and keyway 咬合面側の界面は緊密に接

していたが，荷重後には key and keyway 咬合面側の縁

に破損あるいは摩耗によると思われる間隙を生じてい

た．また，荷重前の keyway の表面には Fig 4a のよう

にミリング用のバーで切削された条痕が全体にみられる

が，荷重後の keyway の表面には Fig 4b の矢印で示す

ように条痕の磨耗した滑沢な面がみられた．

考 察

支台歯相互の平行性を確保できない場合には連結部の

一方に key and keyway を設定した半固定性ブリッジを

用いる場合がある．支台歯間の平行性がとれない場合の

他に，半固定性ブリッジは，ロングスパンのブリッジを

分割し，ひずみを分散させ，生理的動揺を許容し，さら

に支台歯に加わる咬合圧を緩圧するなどの利点が挙げら

れている1, 2）．しかし，半固定性ブリッジの可動性が補

綴装置の動揺を増幅するため，ポンティックと連結固定

されている後方支台歯には支持骨の吸収を生じやすいと

もいわれている8）．

半固定性ブリッジに設定される可動性連結装置の設置

部位としては前方支台装置の遠心面が推奨されてい

る5, 7）．一般に半固定性ブリッジに用いられる可動性連

結装置の影響は，圧力計5）やひずみゲージ9）を用いた模型

実験あるいは光弾性試験6）や有限要素法による応力解析7）

が行われてきたが，静荷重下における影響をみたものが

多く，繰り返し荷重による経時的変化をみた報告はなか

った．しかし，実際の咀嚼では咀嚼圧が繰り返し加わっ

ている．そこで，より臨床に近い条件におけるブリッジ

のひずみを検討するため，ポンティック咬合面に繰り返

し荷重を負荷し，ブリッジ表面に生じるひずみを測定し

た．

Tylman10）は，支台歯の近心傾斜が 24°以上の場合，固

定性補綴物であるブリッジは予後不良であると述べてい

る．一方，富士川11）は，下顎第一大臼歯欠損後に平均 2

年経過した者では，第二小臼歯と第二大臼歯とで歯冠軸

の近遠心的傾斜度に 16°の差があることを報告してい

る．また岩瀬5）は第二大臼歯を近心に 15°傾斜させ，半

固定性ブリッジの支台歯の支持組織に生じる圧力につい

て報告している．さらに山下ら9）は，第二大臼歯の植立

方向を近心に 12°傾斜させた場合の半固定性ブリッジの

ひずみについて報告している．このように，支台歯の傾

斜に関する設定には定説がないことから，これまでの報

告と比較，検討が可能とするため，第二小臼歯に対して

第二大臼歯を近心に 12°傾斜させた条件で実験を行っ

た．また，支台歯を植立する疑似歯根膜として付加重合

型シリコーン印象材を用いたが，有限要素法を用いた解

析の報告では，歯根膜の物性として設定する値によって

解析で得られる歯の変位量が異なるといわれてい

る12, 13）．歯根膜部に与えるヤング率を応力値によって変

化させる非線形解析を行った報告のうち，野首ら12）は小

さい応力値のとき 9.8 Mpa，大きな応力値では 9.8×102

Mpa を，秋山ら13）は小さい応力値のとき 0.098 Mpa，大

きな応力値では 9.8 Mpa を与えている．このように歯根

膜の物性に関する設定値は報告者によって，またその歯

根膜内に生じる応力値によって大きく異なっている．そ

れに対して，付加重合型シリコーン印象材のヤング率に

ついて，斎藤14）は 1.89～4.16 Mpa であったと報告してい

る．したがって，歯根膜に大きな応力を生じる荷重下で

は，付加重合型シリコーン印象材を疑似歯根膜として用

いることができるものと思われる．

ポンティックに静荷重を加えたときの固定性ブリッジ

のひずみについて，松島15）は模型上では支台装置である

第二小臼歯の近心面と第二大臼歯の遠心面に引張ひずみ

が，また第二小臼歯の遠心面と第二大臼歯の近心面に圧

縮ひずみがみられたと報告している．半固定性ブリッジ

についても，山下ら9）は固定性ブリッジと同様に前方支

台装置の近心面へ引張ひずみ，欠損歯側である遠心面は

圧縮ひずみ，後方支台歯の欠損歯側である近心面は圧縮

ひずみ，遠心面では引張ひずみが生じることを報告して

いる．今回の測定においても，同様の傾向が認められ

た．そして，繰り返し荷重によって，第二小臼歯の近心

面の引張ひずみおよび遠心面の圧縮ひずみの減少，そし

て第二大臼歯近心面の圧縮ひずみと遠心面の引張ひずみ

が増加した．山下ら9）は，可動性連結装置の可動性が大

きい場合について，連結固定側である第二大臼歯の近遠

心面のひずみが増加すること，またポンティック基底面

のひずみの減少することを示し，今回の測定における繰

り返し回数の増加時と似た傾向を報告している．可動性

連結装置の作製法には，合金製の既製アタッチメントを

用いる方法とミリングによって形成した keyway に key

を鋳造して作製する方法があるが2）．今回の実験では，

一般的に臨床で行われている keyway をミリングで形成

したのちに，鋳造した key を as cast の状態で嵌合させ

る方法を用いた．そのため，key と keyway との接触面

には，作製直後にはバーによる切削痕と思われる凹凸が

みられたが，繰り返し荷重ののちには一部の凹凸が消失

し，表面に磨り合わせによって生じたと思われる滑沢な
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部位を生じていた．これらの結果から，荷重回数が増加

すると key and keyway 間の可動性が増加している可能

性が考えられる．しかし，可動部である key 咬合面側

に貼付したひずみゲージで測定される圧縮ひずみは，荷

重の繰り返しによって増加傾向を示した．key 咬合面側

のひずみゲージは，key の咬合面側に近遠心方向に貼付

してあるため，key and keyway の咬合面側に加わる近遠

心方向のひずみを検知する．この方向のひずみを生じる

応力としては，key and keyway 全体に加わる近遠心方向

の応力の他に，key and keyway の咬合面側の縁における

圧縮応力によっても生じる可能性が考えられる．このよ

うに key と keyway との間にすり合わせ，さらに key と

keyway との接触状態が変化したため，key 咬合面に貼

付したひずみゲージで測定された近遠心方向のひずみが

大きくなった可能性が考えられる．

繰り返し荷重という実際の咀嚼に近似した条件を設定

したことから，key and keyway の作製方法によっては，

実際の口腔内でもこのような現象が起こっている可能性

を示唆するものと考えられる．

斎藤16）はスパゲッティー，ハンバーグ，ポテトサラ

ダ，パンなどの現代食について健常な口腔状態を有する

学生を被験者として 1回の食事での咀嚼回数を測定し，

620回の咀嚼回数であったと述べている．1日に 3回の

食事を取るとすると，1日の咀嚼回数は 1,860回，左右

側で均等に咀嚼すれば片側の臼歯部での咀嚼回数は 930

回となる．この食品では野菜などが含まれておらず，か

なり咀嚼回数が少なめであると思われるが，それでも

25,000回の荷重回数は 26.9日分の食事に相当するにす

ぎない．

これらのことから，key and keyway によって連結され

た半固定性ブリッジでは，key and keyway の可動性が変

化する可能性があり，装着後に経過観察が重要であると

考えられる．

結 語

半固定性ブリッジでは，咬合力の分散という利点があ

るものの，可動性連結装置間の位置関係や可動性が変化

する可能性があり，装着後の経過観察が必要である．
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マウス胎仔の臼歯歯胚における熱ショックタンパク質 Hsp 27の局在

佐々木 会1, 2§ 山田 亨1, 2 土居 孝資1, 2 岡安 麻里2

徳永 寛司1 鐘ヶ江晴秀2 天野 修1

1
明海大学歯学部形態機能成育学講座解剖学分野

2
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

要旨：熱ショックタンパク質 Hsp 27は，発生における細胞増殖，分化，細胞死の調節機構に強く関与していると考え
られている．本研究では，マウス胎仔の各発生段階の臼歯歯胚における Hsp 27の発現を免疫組織化学的に検索すること
により，歯胚の成長における Hsp 27の機能的な意義を明らかにすることを目的とした．胎齢 13日の歯堤では，肥厚した
歯堤の中間層に Hsp 27免疫活性をもつ細胞が出現した．胎齢 14日の早期帽状期になると，エナメル器の星状網細胞が強
い Hsp 27免疫活性を呈するようになった．エナメル結節にも Hsp 27免疫陽性上皮細胞が認められた．エナメル結節には
BrdU 陽性増殖細胞も TUNEL 陽性アポトーシス細胞も全く認められなかった．胎齢 15日齢の後期帽状期歯胚ではエナメ
ル結節の Hsp 27免疫活性が消失し，同部に多数のアポトーシスが認められるようになった．胎齢 18日の帽状期歯胚で
は，星状網に加えて内エナメル上皮のうち，咬頭頂を形成する背の高いエナメル芽細胞に Hsp 27免疫活性が認められる
ようになったが，頸部ループを形成する内エナメル上皮と外エナメル上皮には全く Hsp 27活性は認められなかった．Hsp

27に対するアンチセンスオリゴヌクレオチドを投与した胎齢 10日の胎仔下顎の器官培養では，大きな星状網をもつ初期
蕾状期歯胚が生じた．以上の結果から，歯胚の初期発生から歯冠形成に至るエナメル上皮の増殖分化において，星状網の
増殖抑制，エナメル結節での増殖とアポトーシスの抑制，咬頭形成におけるエナメル芽細胞の分化に関連して Hsp 27が
発現していることが分かった．従って，胎生期歯胚上皮に発現する Hsp 27は，歯冠形成に重要な役割を果たしているこ
とが強く示唆された．

索引用語：Hsp 27，マウス胎仔，歯胚，BrdU，アポトーシス

Localization of 27 kDa Heat-Shock Protein（Hsp 27）in Molar Tooth
Germ of Mouse Embryos

Au SASAKI1, 2§, Tohru YAMADA1, 2, Takashi DOI1, 2, Mari OKAYASU2,
Hiroshi TOKUNAGA1, Haruhide KANEGAE2 and Osamu AMANO1

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

Abstract : Heat shock protein 27（Hsp 27）is considered to be involved in the regulatory mechanisms of cell prolifera-

tion, differentiation, and apoptosis during development. The present study aimed at revealing the functional roles of Hsp 27

in odontogenesis by examining immunohistochemistry Hsp 27 in tooth germs of embryonic mouse molars.

In 13-day mouse embryos , the intermediate layer of the thickened dental lamina expressed intense Hsp 27-

immunoreactivity. The tooth germ of the early cap stage at the 14th day of gestation expressed Hsp 27-immunoreactivity in

the enamel knot as well as in the stellate reticulum. No BrdU-positive proliferating or TUNEL-positive apoptotic cells were

found in the enamel knot or stellate reticulum at that time. In the tooth germ of the late cap stage at the 15th day of gesta-

tion, an accumulation of apoptotic cells was found but the enamel knot was now negative for Hsp 27-immunoreactivity.

The bell-stage tooth germ at the 18th day of gestation expressed Hsp 27-immunoreactivity in ameloblasts forming the tip of

the cusps. However, the inner and outer enamel epithelia of the cervical loop did not exhibit any immunoreactivity at all.
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緒 言

歯胚は口腔外胚葉が神経堤由来の外胚葉性間葉と接触

して肥厚し，歯堤が生じることによって発生が始まる．

肥厚した口腔外胚葉は間葉内に索状に伸びて先端が膨隆

し，蕾状期歯胚となる．さらにその遠位端が膨隆してエ

ナメル器を形成し，帽状期歯胚となる．エナメル器の直

下には神経堤由来の間葉細胞の集団である歯乳頭が生

じ，さらにエナメル器と歯乳頭を取り囲むように同じく

神経堤由来の歯小餒が生じる．歯乳頭に面する内エナメ

ル上皮は歯胚の発生成長に従って分化し，最終的にはエ

ナメル基質を分泌・吸収するエナメル芽細胞に分化す

る．また，内エナメル上皮に面する歯乳頭細胞からは象

牙芽細胞が分化する．最終的に鐘状期後期の歯胚におい

て，歯の硬組織を形成するこれらの細胞の分化とエナメ

ル基質および象牙質基質の分泌によってエナメル質，象

牙質，歯髄の基本構造が生じる1）．胎生期の歯胚発生の

過程では，大きく 4段階の分化段階があり，それに応じ

て上皮では外胚葉細胞から内エナメル上皮，さらにエナ

メル芽細胞への分化がおこる2）．このように歯胚という

微小な組織内において，短期間のうちに増殖，分化，細

胞死が生じて，基礎的な歯の硬組織形成が生じることか

ら，エナメル上皮の分化増殖に関わる分子機構の探求が

数多くなされてきた．その結果，多数の増殖因子や転写

因子などが関与することが明らかになってきた3）．しか

し，これらの因子や誘導されるシグナル伝達機構を調節

し，機能的に異なる状態へと移行させる仕組みについて

はほとんど解明されていない．

熱ショックタンパク質は，古代の細胞がおかれた地球

の過酷な環境下において生存のために獲得したタンパク

質で，熱やアルコール，重金属などの非生理的な刺激か

ら生じる細胞死から逃れる，抗アポトーシス機能をもっ

ている4）．分子シャペロンとして，刺激により 3次元構

造が壊れたタンパクと結合することにより，修復や正常

な分解処理機構へと移行させることによって細胞内での

異常なタンパク質の蓄積を防ぐことにより，細胞死に陥

るのを防いでいると考えられている5, 6）．熱ショックタ

ンパク質は分子量に応じて数種のサブタイプに分かれて

いるが，小分子量熱ショックタンパク質に属する 25～27

kDa の熱ショックタンパク質（Hsp 27）は，特に発生段

階で強く発現しており，発生段階で生理的に生じる増殖

や分化に関連した刺激から細胞を保護したり，アポトー

シスを抑制する役割があると考えられている7, 8）．ま

た，増殖から分化へ移行期に一過性に発現することや，

増殖中に生じる細胞死を抑制することから，増殖から分

化・アポトーシスへの移行のスイッチとして働きが示唆

されている9）．

著者らは，マウス胎仔の初期歯堤に一過性の Hsp 27

の発現を報告し10），重層扁平上皮の形成過程における分

化に関連して発現したとの仮説を提唱した．本研究で

は，マウス胎児の臼歯歯胚における Hsp 27の発現を免

疫組織化学的に明らかにし，さらに細胞増殖やアポトー

シスと比較することにより，歯冠形成における Hsp 27

の役割を考察した．

実験材料及び方法

1．実験動物

日本 SLC（浜松，静岡）より購入した妊娠 ddY マウ

スを用いた．膣垢が確認された日を胎齢 0日（E 0）と

し，E 12～E 18 に子宮を取り出して，冷 Hanks 培地

（ニッスイ，東京）に移し，実体顕微鏡下で胎仔を子宮

から摘出して羊膜を餝離した．胎仔は大きさにより，頭

部または下顎だけを実験に使用した．免疫組織化学に用

いる試料は，4％パラホルムアルデヒド／0.1 M リン酸緩

衝液（PB, pH 7.4）で一晩浸漬固定し，その後は 30％

スクロース含有 PB に移して，4℃で保存した．また，

細胞増殖活性の検出のため，5-bromo-2’ -deoxyuridine

（BrdU）（Zymed, South San Francisco, CA, USA）を 1 ml

Treatment of organ cultures of mandible from 10-day embryos with antisense oligodeoxyribonucleotide for Hsp 27 induced

tooth buds with a bigger stellate reticulum. These results demonstrate that Hsp 27 was expressed during inhibition of the

growth of the stellate reticulum and enamel knot, inhibition of apoptosis of enamel knot cells , and differentiation of

ameloblasts during tooth germ development. In conclusion, the expression of Hsp 27 in the embryonic tooth germ is sug-

gested to play important roles in the morphogenesis of the tooth crown.

Key words : Hsp 27, mouse embryo, tooth embryo, BrdU, apoptosis
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/100 g 体重で妊娠 14日に腹腔投与し，1時間後，子宮

から胎仔を摘出した．

実験動物の飼育および実験は，明海大学歯学部動物実

験ガイドラインに従った．

2．Hsp 27の免疫組織化学

クライオスタットを用いて厚さ 12 µm の連続凍結切

片を作製した．切片は室温で乾燥後，0.3％ Triton X-100

/0.1 M リン酸緩衝生理食塩水（pH 7.4, PBS）中で 60分

間処理し，PBS および蒸留水で洗浄後，内因性ペルオ

キシダーゼ活性阻止のために 0.3％ H2O2／メタノール溶

液中で 10分間処理した．蒸留水および PBS で洗浄後，

非特異的反応を阻止するため 10％ヤギ正常血清（ニチ

レイ，東京）中で室温で 30分間処理した．PBS で洗浄

後，一次抗体としてビオチン標識ウサギ抗マウス Hsp 27

ポリクローナル抗体（希釈倍率 1：1,000, Stressgen Biore-

agents, Victoria, Canada）を用い，室温で一晩反応させ

た．PBS で洗浄後，二次抗体にはビオチン標識ヤギ抗

ウサギ IgG 抗体（希釈倍率 1：500, Dako, Glostrup, Den-

mark）を室温で 60分間反応させ，PBS で洗浄後，ペル

オキシダーゼ標識ストレプトアビジン溶液（Dako）を

室温で 60 分反応させた．発色は 0.01％ H2O2 / 3,3 ’ -

diaminobenzidin tetrahydrochloride（DAB，同仁化学，益

城，熊本）溶液中で行った．水洗後，脱水・透徹し，封

入して光学顕微鏡で観察した．なお，陰性対照標本は一

次抗体の代わりに PBS を反応させ同様に染色し，非特

異的な免疫反応のないことを確認した．また，同抗体は

ウエスタンブロット法によりマウス組織に対して特異的

に反応することが既に確かめられている11）．

3．BrdU の免疫組織化学

凍結切片を乾燥後，内因性ペルオキシダーゼ活性阻止

のために 0.3％ H2O2／メタノール溶液中で 10分間処理し

た．マウス組織に対するマウス抗体の非特異的反応を除

去するため，Histomouse SP plus kit for broad spectrum

（Zymed）を用いた．一次抗体にはヒツジ抗 BrdU ポリ

クローナル抗体（希釈倍率 1：100, Abcam plc, Cam-

bridge, UK）を室温で一晩反応させた．PBS で洗浄後，

二次抗体にはビオチン標識ウサギ抗ヤギ IgG 抗体

（Dako）を室温で 60分間反応させ DAB で発色した．

4．TUNEL 法の免疫組織化学的染色

アポトーシスの検出法として，断片化した DNA の

3’-OH 末端に terminal deoxynucleotidyl transferase によ

り，ビオチン標識 dNTP を特異的に結合させ標識する

する TUNEL 法12）を用いた．切片乾燥後，1％ proteinase

K（コスモバイオ，東京）／PBS で 1分間処理した．PBS

で洗浄後，アポトーシスで断片化した DNA を Apop

Tag-Plus apoptosis in situ Detection Kit（Chemicon Interna-

tionals, Temecula, CA, USA）でビオチン標識処理した．

PBS にて洗浄後，ペルオキシダーゼ標識ストレプトア

ビジン溶液（Dako）を室温で 60分反応させ，DAB で

発色させた．発色後，Hematoxylin で核染色を行った．

5．マウス胎仔下顎の器官培養

器官培養には E 10の胎仔のうち，Theiler13）のステー

ジ 18の成長段階にある胎仔を体節数を指標に選別して

第一鰓弓を摘出し，Slavkin らの無血清培地を用いた方

法11, 14−17）により，37℃，湿度 100％，5％ CO2に調節され

たインキュベーター内で培養した．培地は 1日おきに交

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

NY, USA）を用い，加えた物質の種類や濃度により次

のような実験群に分けた．1）何も加えない対照群，2）

25 µM Hsp 27 アンチセンスオリゴヌクレオチド投与

群，3）25 µM Hsp 27 センスオリゴヌクレオチド投与

群．一つの実験グループには少なくとも 7個の培養片を

含み，同じ実験を 3度繰り返した．

投与したオリゴヌクレオチドは，特異性と器官培養系

での有効性が確認されている Shimada らの報告10）に従

い，マウス Hsp 27の mRNA18）に対する 15塩基対のアン

チセンス配列（5’ CAC GCG GCG CTC GGT 3’）および

同じ部分のセンス配列のオリゴヌクレオチドを外注（日

本バイオサービス，朝霞，埼玉）により合成した．

培養が終了した組織は 4％パラホルムアルデヒド溶液

で 4時間固定し，その後は通報に従ってパラフィン包埋

し，前頭断の連続切片を作製して Hematoxylin-Eosin 染

色を施した．

結 果

1．歯堤および蕾状期歯胚

E 13では歯堤が間葉内に陥入してその末端が膨隆し

た蕾状期歯胚となっていたが，基底膜と接しない星状網

の上皮細胞が，口腔上皮の周皮細胞層と連続して Hsp 27

免疫陽性を呈していた（Fig 1a）．しかし，凝集した間

葉細胞に接する上皮細胞には免疫活性は全く認められな

かった（Fig 1a）．この時期の歯胚に TUNEL 陽性はほ

とんど認められなかった（Fig 1b）．

2．帽状期歯胚

E 14では，歯胚は帽状期となり，歯乳頭と歯小餒の

間葉系組織が区別できた．蕾状期歯胚同様，歯堤の中間

層およびエナメル器の星状網の上皮細胞が強い Hsp 27

免疫活性を発現していた．Hsp 27免疫陽性の歯堤中間
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層と星状網は連続していた．内エナメル上皮に認められ

るエナメル結節では，同部のエナメル芽細胞にも Hsp 27

免疫活性が認められた（Fig 2a）．他の部位の内エナメ

ル上皮および外エナメル上皮に全く Hsp 27免疫活性は

認められなかった（Fig 2a）．BrdU 免疫組織化学では，

上皮性および間葉性歯胚の全体に強い BrdU 免疫活性を

有する増殖細胞が散在していたが，エナメル結節には

BrdU 免疫陽性細胞が全く認められなかった（Fig 2b）．

TUNEL 法では歯胚には TUNEL 陽性細胞はほとんど見

られなかった（Fig 2c）．

E 15の帽状期歯胚では，形態的な大きな変化は認め

られなかったが，エナメル結節での Hsp 27免疫活性が

消失した（Fig 3a）．また，同部に多数の TUNEL 陽性の

アポトーシス小体を有する細胞が認められた（Fig 3b）．

3．鐘状期歯胚

E 18の鐘状期歯胚では，エナメル器の星状網細胞と

内エナメル上皮の一部に Hsp 27免疫活性を有する細胞

が認められた（Fig 4a）．内エナメル上皮では，咬頭を

形成する背の高いエナメル芽細胞に Hsp 27免疫活性が

認められたが（Fig 4b），歯頸ループ付近の内・外エナ

メル上皮細胞には全く Hsp 27活性は認められなかった

（Fig 4c）．

4．Hsp 27遺伝発現抑制

E 10下顎の器官培養で Hsp 27の遺伝子発現をアンチ

センスオリゴヌクレオチド投与により抑制すると，大き

な蕾状期歯胚が認められた（Fig 5a）．内エナメル上皮

の陥凹や歯乳頭は認められないので，蕾状期であると考

えられた．正常の蕾状期歯胚（Fig 1）と比較して，星

状網の占める面積が大きかった．対照のセンスオリゴヌ

クレオチド投与群では歯堤または小さな蕾状期歯胚しか

認められなかった（Fig 5b）．培地にオリゴヌクレオチ

ドを加えない対照群の結果は，センスオリゴヌクレオチ

ド投与群対照と同じであった（結果を示さず）．

Fig 1 Micrographs of Hsp 27 immunohistochemistry（a）and TUNEL method（b）showing mouse tooth germ at bud stage
（12th day of gestation）. Intense immunoreactivity for anti-Hsp 27 antibody is localized in stellate reticulum（a）. TUNEL-

positive apoptotic cells are not found in tooth germ（b）. Scale bar＝100 µm.

Fig 2 Micrographs of Hsp 27（a）, BrdU（b）, and TUNEL method（c）immunohistochemistry showing mouse tooth germ
at early bell stage（14th day of gestation）. Intense immunoreactivity for anti-Hsp 27 antibody is localized in stellate reticulum
（�, a−c）as well as columnar epithelial cells of enamel knot（＊, a−c）. Note that no BrdU-positive proliferating cells（b）

or TUNEL-positive apoptotic cells（c）are found in enamel knot and stellate reticulum. Scale bar＝70 µm.

歯胚形成期における Hsp 27の局在 61



Fig 3 Micrographs of Hsp 27（a）and TUNEL method（b）immunohistochemistry showing mouse tooth germ at late bell stage
（15th day of gestation）. Hsp 27-immunoreactivity is found in stellate reticulum but not in enamel knot（arrowhead, a, b）. Spe-
cific accumulation of TUNEL-positive apoptotic cells is recognized in enamel knot（arrowhead, b）. Scale bar＝70 µm.

Fig 4 Lower（a）and higher（b, c）magnifications of Hsp 27 immunohistochemistry showing mouse tooth germ of early bell
stage（18th day of gestation）. Hsp 27-immunoreactive cells are found in ameloblasts forming the tip of cusp（white arrow-
head, c）in addition to the stellate reticulum. No Hsp 27-immunoreactivity are seen in the inner and outer enamel epithelia of
cervical loop（arrow, b）. Scale bar＝50（a）, 30（b, c）µm.

Fig 5 H-E stained micrographs of mandibular explants of 10th day of gestation cultured for 10 days supplemented with Hsp
27-antisense oligodeoxyribonucleotide（a）or -sense oligodeoxyribonucleotide（b）. Note that bigger tooth germ accompanying
expanded stellate reticulum is induced by inhibition of Hsp 27 expression. Scale bar＝50 µm.
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考 察

1．星状網の Hsp 27

星状網はエナメル器の体積のほとんどを占め，上皮組

織としては例外的に細胞外基質に富み，細胞密度の低い

組織である．グリコーゲンに富む細胞間質の性質から，

エナメル器の成長に必要な栄養を補給するなどの役割が

提唱されているが，機能的な役割の詳細はわかっていな

い19, 20）．本研究では，正常な胎仔期歯胚エナメル器の星

状網では，初期から鐘状期に至るまで星状網に Hsp 27

の局在が認められた．また，Fig 2b で示されたよう

に，早期帽状期歯胚における星状網の増殖活性は他のエ

ナメル器の組織に比べて顕著に低いことも示された．さ

らに，アンチセンス法による Hsp 27の遺伝子発現抑制

により星状網の過形成が生じた．Hsp 27の細胞増殖抑

制作用に関する具体的な分子機構は未だ解明されていな

いが，扁平上皮癌由来細胞株（A 431）21）やヒトリンパ

球22）で Hsp 27の導入によって腫瘍細胞の増殖抑制を誘

導することから，Hsp 27が細胞増殖を制御するシグナ

ル伝達機構に関与していることが示されている．正常組

織では，唾液腺の発生23），再生24），歯の象牙質形成25）に

おいて，細胞増殖活性の低下と Hsp 27の発現が同期し

て生じることが示されている．以上の結果を考え合わせ

ると，星状網に発現する Hsp 27は，星状網細胞の増殖

を抑制するシグナル伝達に関与し，エナメル器のサイズ

を制御していると考えらえる．また，星状網は，その細

胞増殖活性を抑え，細胞外基質を分泌することによっ

て，間葉系組織のような低細胞密度で基質豊富な組織構

築を作り出しているのかもしれない．

星状網では豊富な細胞外基質の中に上皮細胞が存在す

るが，上皮細胞同士はデスモゾームによって互いに結合

している19）．口腔粘膜や表皮の重層扁平上皮では，Hsp

27を強く発現している有棘層のケラチノサイトが互い

にデスモゾームにより結合して強固なバリアを形成して

いる11, 25−27）．有棘細胞の Hsp 27の役割については，増殖

抑制やケラチンタンパク質との結合が示唆されている

が，最近の研究により，有棘細胞のデスモゾームが自己

抗体により破壊される尋常性天疱瘡において Hsp 27と

の関連が指摘され，Hsp 27がデスモゾームのシグナル

伝達に関与していることが示された28, 29）．Hsp 27が歯胚

のデスモゾームの制御に関わっているかどうかはわから

ないが，本研究でのアンチセンス抑制実験で，星状網の

破壊や水疱形成などの所見は認められなかったので，星

状網 Hsp 27のデスモゾームに関する役割への関与は低

いと思われる．

2．エナメル結節の発生・消失と Hsp 27

星状網以外の歯胚エナメル器の組織では，帽状期のエ

ナメル結節において Hsp 27が一過性に発現し，その消

失と同期して顕著なアポトーシスが生じた．エナメル結

節は帽状期歯胚に特徴的な構造で，マウスの歯胚ではわ

ずか 2日だけ認められると報告されている30）．形態的に

はその存在は古くから報告されていたが，その役割は長

い間不明のままであったが，近年，エナメル結節は多く

の分化シグナルに関連した増殖因子や転写因子を発現

し，その後に生じるエナメル芽細胞分化と歯胚の成長に

重要な役割を果たすことが明らかとなった30）．肢芽の先

端に出現する apical ectodermal ridge は Fgf-4, Bmp-2, 4,

7, Shh 等を発現して四肢形成の司令塔的な役割を担って

いると考えられているが31），エナメル結節にも Msx-

2 32），Fgf-4 33），Bmp-2, 4, 7, Shh 34）が発現し，シグナルセ

ンター34）として間葉細胞との相互作用を通じて歯胚の形

態形成に重要な役割を果たしていると考えられるように

なった．エナメル結節に Hsp 27が発現している時はア

ポトーシスは認められず，Hsp 27の消失に伴ってアポ

トーシスが生じたことは，シグナルセンターであるエナ

メル結節を必要な期間，Hsp 27の発現によってアポト

ーシスを抑制してその存在を維持する役割を果たしてい

ると考えられる．また，そのエナメル結節の存在が一時

的で速やかにアポトーシスにより消失することが，Hsp

27の発現低下または停止によってもたらされたと考え

られる．

エナメル結節におけるアポトーシスの発現は現在まで

多くの研究者により報告されており35−37），本研究で示さ

れた結果も従来の所見と一致していた．歯胚に生じるア

ポトーシスは，歯胚の正常な発生に必須の現象36）である

ことから，アポトーシスの調節に関しても Hsp 27は，

歯の発生に重要であると考えられる．アポトーシスは単

に多種のシグナルを発現するエナメル結節の上皮細胞を

消滅させるだけでなく，周囲の細胞に貪食されることに

より，さらに何らかの情報伝達を行っているものと考え

られている35）．さらに，歯胚の発生段階の限局的な時期

に同部だけが歯胚で全く細胞増殖を示さなかったこと，

および Hsp 27の発現消失後にアポトーシスが生じてエ

ナメル結節が消失したことから，Hsp 27がエナメル結

節における内エナメル上皮細胞の細胞増殖にも強い関与

が示唆される．培養細胞を用いた実験では，アンチセン

ス法により Hsp 27の発現を抑制すると，ES 細胞の増殖

とアポトーシスが誘導され，Hsp 27遺伝子導入により
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発現を増加させると，増殖の抑制とともに，分化の進行

とアポトーシスの抑制が誘導される9）ので，エナメル結

節における細胞増殖とアポトーシスの抑制および Hsp

27発現停止とアポトーシスの誘導は一連の分子機構に

より生じたものと考えられる．しかし，この分子機構に

ついては glutathione の集積や酸化還元過程が関与して

いるといわれているが9），詳細はいまだ不明である．ア

ポトーシスの抑制に関しては，Hsp 27はアポトーシス

発生の caspase 依存性の内因性経路で，ミトコンドリア

から放出された cytochrome C と特異的に相互作用し，

caspase-9を介して caspase-3の活性化に至るシグナル伝

達を阻害する．また，Fas/Fas-Ligand に始まる外因性経

路で JNK の活性化に至る経路を起動する Daxx タンパ

ク質にリン酸化した Hsp 27が直接的に作用し，活性を

阻害すると考えられている38, 39）．エナメル結節のアポト

ーシスには caspase-340）の他，apaf-1と caspase-941）の関与

が報告されているので，エナメル結節では Hsp 27は少

なくとも内因性経路を抑制し，早期の帽状期歯胚のエナ

メル結節を維持していると推測される．

3．内エナメル上皮の分化と Hsp 27

初期鐘状期歯胚では，咬頭頂から始まる硬組織形成部

位に一致して，内エナメル上皮に Hsp 27の局在が見ら

れた．エナメル芽細胞の時間的場所的な分化段階に従っ

て免疫反応が陽性となっていたことから，エナメル芽細

胞の分化に関連して Hsp 27が発現したと推測される．

特に咬頭形成において咬頭頂付近の，エナメル基質分泌

が始まる部分から Hsp 27の免疫活性が強く生じたこと

から，特に分泌期への分化との関連が示唆される．その

後，エナメル質形成がほぼ完了した状態でも Hsp 27の

発現が見られる27）ことから，エナメル芽細胞の成熟期や

吸収期への機能的な変化においては Hsp 27は特に関与

せず，別の役割を担っているものと考えられる．本研究

で示したように，エナメル基質が分泌される以前の蕾状

期や帽状期歯胚では，エナメル結節を除くエナメル器全

体で細胞増殖が盛んに起こっているが，エナメル芽細胞

となるエナメル上皮の増殖は歯頸ループ近傍で起こって

いる37）．エナメル結節を除いて内エナメル上皮に Hsp 27

が発現しないことは，同部での増殖活性が高く，増殖抑

制の必要がないためであると考えられる．少なくとも硬

組織形成前の歯胚では，エナメル上皮の増殖活性とエナ

メル芽細胞の分化は相反的で，Hsp 27の発現の有無は

増殖抑制と分化の移行に一致して発現していると考えら

れる．

4．歯堤発生と Hsp 27

歯胚形成の第一段階である歯堤の発生では，同部位で

は，Msx-2, Bmp-4, Fgf-8, Shh などの転写因子や細胞増

殖因子が特異的に発現し，一般的な口腔粘膜から歯胚へ

の分化シグナルや間葉細胞との相互作用に関わるシグナ

ル伝達に関与していると考えられている42）．歯堤の初期

分化とエナメル結節の状況の類似性および両部位におけ

る一過性の Hsp 27の発現を考え合わせると，Hsp 27は

これらの因子の発現に関するシグナル伝達または，それ

らを発現する歯原性上皮細胞の分化への関与が疑われ

る．いずれにしろ，Hsp 27が歯堤という歯胚発生の第

一段階から段階的にその後の歯胚発生・成長に関与して

いることは，歯胚，特にエナメル質および歯冠の発生に

重要な役割を果たしていると結論される．

結 論

マウス胎仔の臼歯歯胚における Hsp 27の局在を免疫

組織化学的に明らかにした．その結果，Hsp 27は星状

網，エナメル結節，エナメル芽細胞に発現し，その増殖

抑制，アポトーシス抑制，分化進行に関連して発現し，

歯胚形成上皮の鍵的分化段階で重要な役割を担っている

ことが強く示唆された．
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Sjögren’s 症候群診断における抗 SS-A/Ro 抗体，抗 SS-B/La 抗体
および唾液流出試験の有用性についての臨床的検討

森 一将§ 飯田 諭 嶋田 淳 吉田 亜矢
田村 希 田村 暢章 並木 一郎 安田 治男

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：口腔乾燥を訴えて来院する症例は，さまざまな原因により発症していることから，その原因検索は治療にあたり
重要である．Sjögren’s 症候群（SjS）は原因の 1つとしてあげられる疾患で，その診断基準に抗 SS-A 抗体および抗 SS-B

抗体の検査が挙げられている．本検査は，唾液腺造影や口唇生検などと比較して患者に精神的負担が少なく，簡潔に行え
る検査である．今回著者らは，SjS 診断における抗 SS-A/Ro 抗体，抗 SS-B/La 抗体および唾液流出試験の有用性につい
ての臨床的検討をおこなったのでその概要について文献的考察を加え報告する．症例は 2005年 5月から 2008年 2月まで
の間に受診した 143例とした．抗 SS-A 抗体判定（＋）は 22例（15.4％），抗 SS-B 抗体判定（＋）は 8例（5.6％）であ
った．抗 SS-A 抗体判定（＋）は 22例のうち 18例（81.8％），抗 SS-B 抗体判定（＋）は 8例のうち全例（100％）が SjS

の診断を得ていた．一方，本両検査が（－）症例で，他の検査から SjS の診断を得ていた症例は，7例（5.8％）であっ
た．

索引用語：抗 SS-A/Ro 抗体，抗 SS-B/La 抗体，Sjögren’s 症候群，口腔乾燥症，ガム試験

Clinical Study of the Usefulness of Anti-SS-A/Ro Antibody,
Anti-SS-B/La Antibody, and the Salivary Test in Diagnosing
Sjögren’s Syndrome

Kazumasa MORI§, Satori IIDA, Jun SHIMADA,
Aya YOSHIDA, Nozomi TAMURA, Nobuaki TAMURA,

Ichiro NAMIKI and Haruo YASUDA
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic & Therapeutic Sciences,

Meikai University School of Dentistry

Abstract : Regarding patients who visit a hospital with complaints of oral dryness, their conditions are the result of various

causes, so it is important to investigate the cause before administering treatment. Disorders cited as causes include Sjögren’s syn-

drome（SjS）, for which the diagnostic criteria involve testing for anti-SS-A antibodies and anti-SS-B antibodies. Compared to

ptyalography, lip biopsy, and other tests, the present tests cause less psychological burden on patients and can also be performed

easily. In this study, we clinically studied the usefulness of anti-SS-A/Ro antibodies, anti-SS-B/La antibodies, and the salivary test

in diagnosing SjS, and we herein present a summary of our findings with a discussion of pertinent bibliographical considerations.

The subjects comprised 143 subjects who visited our hospital during the period from May 2005 to February 2008. A total of 22

subjects（15.4％）were positive（＋）for anti-SS-A antibodies and 8 subjects（5.6％）were positive（＋）for anti-SS-B antibodies.

In the anti-SS-A antibody determination（＋）, 18 of 22 cases（81.8％）, and in the anti-SS-B antibody determination（＋）, all 8

cases（100％）were diagnosed to have SjS. Conversely, 7 subjects（5.8％）were negative（－）for these tests and were diagnosed

to have SjS based on other tests.

Key words : anti-SS-A/Ro antibodies, anti-SS-B/La antibodies, Sjögren’s syndrome, oral dryness, gum tests
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Sjögren’s 症候群（以下 SjS）は，唾液流出量，眼症

状，血清学的検査，画像診断，生検法などの結果から診

断基準が定められている．診断基準には，抗 SS-A 抗体

および抗 SS-B 抗体（SjS 症例の血清中にヒト細胞抽出

物と反応する抗体群）の検査，唾液分泌量試験および眼

科検査が挙げられている．これらの検査は，唾液腺造

影，唾液腺シンチグラフィーや口唇生検などと比較して

患者に精神的負担が少なく簡潔に行える検査で唾液腺造

影や口唇生検といった検査が施行できない有病者や高齢

者あるいは施行を拒絶する症例に対して，診断において

重要な検査項目となる．この背景から唾液流出試験や抗

体検査（抗 SS-A 抗体，抗 SS-B 抗体）は SjS 診断にあ

たり，どの程度有用性があるのか検討することは意義が

あると考える．

今回著者らは，口腔乾燥を訴え来院した症例のうち，

抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体検査，唾液流出試験の

有効性について検討をおこない報告する．

対象および方法

2005年 5月から 2008年 2月までの間に口腔乾燥を訴

え受診した症例の内，ガム試験，抗 SS-A 抗体および抗

SS-B 抗体検査を施行した 143例とした．男性 17例，女

性 126 例で，19～91 歳（平均年齢 58.7 歳）であった

（Fig 1）．抗体検査は採血により，血中での抗 SS-A 抗

体，抗 SS-B 抗体量の値による判定結果を検索した．な

お本抗体については，国際的に用いられる標準血清がな

いことからわが国で広く用いられている酵素免疫法

（ELISA）キット（BML，東京）の基準値に準じた（Ta-

ble 1）．唾液流出能試験は，市販の同じ味のチューイン

グガムを 10分間鐓み，その間採取した唾液量について

測定した．

臨床所見については，漓口腔乾燥症状（のどが乾く，

夜のどが渇いて目が覚める，水をいつも飲んでいる）滷

眼症状（眼が乾く，まぶしい，点眼薬の使用）澆舌症状

（ヒリヒリ，疼痛，平滑舌，溝状舌，味覚異常）潺口腔

内違和感（違和感，口臭，ゴロゴロ，咽頭部違和感）に

ついての有無を問診および検査所見にて得た．

なお，SjS 診断基準は，1999年厚生省改定基準を採用

した．

結 果

1．抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体検査の結果

抗 SS-A 抗体（＋）は 143 例中 22 例（15.4％），抗

SS-B 抗体（＋）は 8 例（5.6％）であった．また，抗

SS-B 抗体（＋）の 8例はすべて，抗 SS-A 抗体（＋）

であった．抗 SS-A 抗体（＋）で SjS の診断を得ていた

のは 18例（81.8％）であった．抗 SS-B 抗体（＋）で SjS

の診断を得ていたのは 8例（100％）であった．一方，

抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体の両抗体値判定が

（－）で，他の検査から SjS の診断を得ていた症例は，

121例中 7例（5.8％）あった（Table 2）．

2．ガム試験結果

平均唾液流出量は抗 SS-A 抗体（＋）で SjS の診断を

得た症例は 4.6 ml /10 min，抗 SS-B 抗体（＋）で SjS の

診断を得た症例は 3.8 ml /10 min，抗 SS-A および SS-B

（－）で SjS の診断を得た症例は 5.5 ml /10 min，上記以

外の対象症例では 6.6 ml /10 min であった（Table 3）．

─────────────────────────────
§別刷請求先：森 一将，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

Fig 1 Age distribution of oral dryness total 143, male 18, fe-
male 125.

Table 1 Standard value to determine the positive or negative
for anti-SS-A/Ro and anti-SS-B/La antibody of a ELISA kit.

negative（－） gray zone（±） positive（＋）

anti-SS-A/
Ro antibody

10＜ 10＜30 ＜30

anti-SS-B/
La antibody

15＜ 15＜25 ＜25
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3．臨床症状

口腔乾燥症状については，全対象症例に認められた．

舌症状，口腔内違和感については，抗 SS-A 抗体および

抗 SS-B 抗体（＋）で SjS の診断を得た症例よりも抗

SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体（－）で SjS の診断を得

た症例のほうが症状を訴えることが多い結果となった．

眼症状は抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体（＋）で SjS

の診断を得た症例がわずかに多かった（Table 4）．

考 察

SjS は診断基準により診断がなされるが，有病者，高

齢者，その他検査に対し拒否症例などは診断基準にある

口唇生検，唾液腺造影，唾液腺シンチグラムといた検査

ができない場合，SjS 診断に苦慮することがある．その

際，SjS 診断基準にある抗 SS-A 抗体，抗 SS-B 抗体検

査，唾液流出試験および眼科試験は，患者の負担も軽く

SjS 診断に重要な検査となる．この背景から，抗 SS-A

抗体および抗 SS-B 抗体検査と唾液流出試験が本疾患に

おける診断にどの程度有効性があるのか検討した．

抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体は，SjS 症例の血清

中にヒト細胞抽出物と反応する抗体群が発見され，抗

SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体と名づけられた1）．抗 SS-

A 抗体は，SjS 患者血清中に見いだされた自己抗体であ

る．しかし，両抗体は SLE（systemic lupus erythemato-

sus）患者血清からも，またさらに他の膠原病からも検

出され，SjS に比較的検出頻度の高い自己抗体である

が，SjS に特異的な自己抗体ではない．しかし，乾燥症

状との関係が高く，特徴的であるとされることから標識

抗体としての臨床的意義がある2−3）．一方，抗 SS-B は，

抗 SS-A に比べ検出頻度は低いが，SjS に特徴的である

とされる2−3）．対象症例は口腔乾燥を訴える症例の 143

例中 22 例に抗 SS-A 抗体（＋）が得られた．また抗

SS-B 抗体（＋）は 8例認められた．しかし抗 SS-A 抗

体（＋）症例の内 4例が生検検査や眼症状から SjS の

診断基準からはずれた．抗 SS-B 抗体（＋）の結果を得

た症例の全例が SjS の診断を得た．また，抗体検査は

（－）であったが，その他の検査により 7例が SjS の診

断を得た．抗体検査が（－）を示した 121 例中 7 例

（5.8％）が SjS であった．この結果から本抗体検査が

（＋）の場合の約 80％，抗体が（－）の約 6％が SjS の

可能性を示唆し，高い感度を有する結果となった．この

結果は，木村ら2）や高屋ら3）のなかに報告されている結果

よりやや低い結果となった．本検査結果の精度をさらに

高めるには，抗核抗体や RA などの検査を組み合わせ

Table 2 Amount of anti-SS-A/Ro antibody and anti-SS-B/La an-
tibody in the serum of 143 cases, and diagnosis of Sjögren’s syn-
drome.

Sjögren’s
syndrome

Not Sjögren’s
syndrome

total

anti-SS-A/Ro antibody（＋）
anti-SS-B/La antibody（－）

10 4 14

anti-SS-A/Ro antibody（－）
anti-SS-B/La antibody（＋）

0 0 0

anti-SS-A/Ro antibody（＋）
anti-SS-B/La antibody（＋）

8 0 8

anti-SS-A/Ro antibody（－）
anti-SS-B/La antibody（－）

7 114 121

total 25 118 143

Table 4 Complaint of anti-SS-A/Ro, SS-B/La antibody（＋）SjS and anti-SS-A/Ro, anti-SS-B/La antibody（－）SjS.

oral dryness eye symptoms tongus symptoms oral incongruity

anti-SS-A/Ro or anti-SS-B/La antibody （＋）SjS 18/18（100％） 7/18（38.9％） 8/18（44.4％） 4/18（22.2％）

anti-SS-A/Ro and anti-SS-B/La antibody（－）SjS 7/7（100％） 2/7（28.6％） 4/7（57.1％） 4/7（57.1％）

not SjS 118/118（100％） 3/118（2.5％） 101/118（85.6％） 110/118（85.6％）

Table 3 Secrete saliva of gum tests

Gum tests

anti-SS-A/Ro antibody（＋）SjS : 4.6 ml /10 min

anti-SS-B/La antibody（＋）SjS : 3.8 ml /10 min

anti-SS-A/Ro antibody（－）
SjS : 5.5 ml /10 min

anti-SS-B/La antibody（－）

not SjS : 6.6 ml /10 min
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ることとされている4）．

唾液流出試験のガム試験結果については，ほぼ全例に

おいて正常値の 10 ml より低い唾液量だった．抗 SS-A

抗体については，（＋）症例より（－）症例のほうが 1.1

ml 多い結果となった．また抗 SS-B 抗体は，1.7 ml 多

かった．この結果は，抗 SS-A 抗体および抗 SS-B

（＋）症例は，（－）症例と比較して唾液分泌能の低下が

考えられた．抗 SS-A 抗体および抗 SS-B 抗体が本症主

症状である唾液および涙液流出にどのように生物学的機

能障害に関与しているかは不明とされているが，Matsu-

moto ら5）は，SjS 症例の口唇唾液腺と涙腺に浸潤した T

細胞の T 細胞レセプターを直接比較検討した結果，両

組織間において浸潤している T 細胞は 100％共通の核

酸塩基配列を呈していることを見出している．そして

Namekawa ら6）は，抗 SS-A 抗体自身が口唇局所におい

て自己反応性 T 細胞が認識する自己抗体として働いて

いる可能性をみいだしこれらが拘束性のヘルパー T 細

胞として機能している可能性を報告している．しかし，

これらの解析結果がなぜ口唇腺や涙腺に集積してくるの

か不明とされ，今後の本抗体の役割とその臨床的所見と

のかかわりについての分析が期待されている．SjS の抗

体検査や唾液流出量の測定検査は，本症診断に必要とさ

れる口唇生検や唾液腺造影法などが施行できない高齢

者，有病者および精神的苦痛などによって検査を拒否す

る症例に対して，診断の一助として十分期待ができるの

ではないかと思われた．

主訴および臨床症状について宮脇は4），抗 SS-A 抗体

および抗 SS-B 抗体の両抗体が（＋）の場合，耳下腺腫

脹や口腔乾燥症，乾燥性角結膜炎が多く発現するとして

いる．血清学的検査では抗核抗体（FANA），γ グロブ
リン，リウマトイド因子が発現しやすい．また，抗 SS-

A のみ（＋）症例は，口腔乾燥症，乾燥性角結膜炎が

多く，血清学的には，抗核抗体（FANA）の発現は低く

γ グロブリンも低値であると報告している．そして，こ
れらの抗体は乾燥病態と関連性が強い臨床像や血清学的

所見が発現するとし，本抗体が乾燥病態と強く結びつい

ているとしている．対象症例は，抗体（＋）SjS 症例お

よび抗体（－）SjS は全症例に口腔乾燥症状を訴えてい

た．同様に抗体（－）SjS の診断を得なかった症例も 100

％が口腔乾燥症状を訴えた．眼症状については，抗 SS-

A 抗体および抗 SS-B 抗体（＋）SjS 症例 38.9％，抗体

（－）SjS 症例 28.6％と宮脇の報告ほど差はなく，低い

発現率であった．しかし，SjS 以外の症例が 2.5％であ

ったことから，眼症状発現頻度は高いものと思われた．

舌症状については抗体（＋）SjS 症例より抗体（－）SjS

症例のほうが高発現であったのは興味深い所見であっ

た．このことから臨床症状と本抗体の発現率は，SjS 診

断の一助になるのではないかと考えた．
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上顎洞アスペルギルス症の既往症例にサイナスリフトを施行した
インプラント治療の 1例

森 一将§ 嶋田 淳 龍田 恒康
谷口 展子 田村 暢章

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：近年インプラント治療におけるサイナスリフト（上顎洞底挙上術）の確立に伴い，上顎洞の解剖学的制限により
インプラント治療が困難とされた症例に対して適応症が拡大した．しかし上顎洞炎を発症している症例に対しては，上顎
洞症状が骨移植やインプラント治療の予後を左右するといえる．今回著者らは，上顎洞アスペルギルス症の加療後，サイ
ナスリフトおよびインプラント治療を施行した症例を経験したのでその概要について報告する．
患者は 61歳，女性で，上顎臼歯欠損部のインプラント治療を希望し来院した．インプラント治療前の CT 精査から上
顎洞炎の診断を得た．そして上顎洞粘膜は温存し，上顎洞内の洗浄と自然孔の拡大を目的とした全身麻酔下の手術を施行
した．術中所見は上顎洞内に多量の菌塊形成を認め，病理組織学的にアスペルギルス症と診断した．術後上顎洞炎の軽減
を待ってサイナスリフト，インプラント治療を施行した．2年経過した現在，上顎洞症状の再発はなく，インプラントの
経過も良好である．

索引用語：アスペルギルス症，サイナスリフト（上顎洞底挙上術），上顎洞，インプラント

A Case of Implant Therapy for a Patient with
Maxillary Sinus Aspergillosis who Had Undergone
Maxillary Sinus Floor Augmentation

Kazumasa MORI§, Jun SHIMADA, Tsuneyasu TATSUTA,
Nobuko TANIGUCHI and Nobuaki TAMURA

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

Abstract : In recent years, as maxillary sinus floor augmentation has become an established practice in the field of im-

plant therapy, its applicability has expanded to include cases that were once considered difficult to treat with implant ther-

apy due to the anatomical limits of the maxillary sinus. For cases of maxillary sinusitis, however, it can be said that the

symptoms of the maxillary sinus will determine the prognosis of the implant therapy. We treated a case of maxillary sinus

aspergillosis in which both maxillary sinus floor augmentation and implant therapy were performed after treatment for max-

illary sinusitis, and we herein report an overview of this case.

A 61-year-old female patient visited our clinic requesting implant therapy for missing teeth in the upper molar region. A

diagnosis of maxillary sinusitis was made based on CT scans taken prior to the implant therapy, and surgery was performed

under general anesthesia for the purpose of cleaning the maxillary sinus and expanding the natural pores while preserving

the schneiderian membrane. The intraoperative findings included a large amount of plaque formation that was histopa-

thologically diagnosed to be aspergillosis. After the maxillary sinusitis improved, maxillary sinus floor augmentation and

implant therapy were performed. It has been two years since the procedure was performed and there has been no recurrence

of any maxillary sinus symptoms, and the implant has demonstrated a good clinical course.

Key words : aspergillus, maxillary sinus floor augmentation, maxillary sinus, implant
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緒 言

上顎臼歯部のインプラント治療は，解剖学的に骨質が

疎であることに加えて，上顎洞の存在によりインプラン

トを埋入するための骨量が得られにくいとされ1），その

適応症は狭かった．しかし，1996年のサイナス・コン

センサス会議以来，サイナスリフト（上顎洞底挙上術）

の急速な普及により，上顎臼歯部のインプラント治療の

適応症は拡大し，多くの症例で補綴主導型の理想的なイ

ンプラント治療が可能となった．一方，1990年以降ア

スペルギルス症（副鼻腔内真菌症）の増加傾向が報告さ

れていることから2, 3），日常臨床においてサイナスリフ

トの適応症例に本症の既往歴を有する症例が増加するこ

とも考えられる．しかし，サイナスリフトの禁忌症とし

て上顎洞炎やその既往歴を有する症例があげられている

ことから，このような症例はインプラント治療の非適応

症とされたが，上顎洞粘膜や上顎洞周辺骨組織の状態に

よっては適応症となりうるとの報告もある4, 5）．

今回，著者らは，61歳女性の上顎洞アスペルギルス

症の既往を有した症例に対しサイナスリフトを施行し，

その後インプラント治療を行い，良好に経過した症例を

経験したのでその概要を報告する．

症 例

患者：61歳 女性

初診：2006年 10月

主訴：歯牙欠損部のインプラント希望

現病歴：数ヶ月前より上顎両側臼歯部の動揺が気にな

っていたが放置していた．最近になり同部の疼痛を自覚

したため近歯科受診した．多数歯の抜歯の必要性を指摘

されたが，抜歯後の欠損部に対しインプラント治療を希

望し当科紹介来院となった．

既往歴：上顎洞炎（数年前より近耳鼻咽喉科で指摘さ

れているが加療していない）

現症：

全身所見：体格中等度，栄養状態良好

口腔外所見：両側鼻閉感を認める．

口腔内所見：５│４５６─┴───高度動揺歯を認める．

７６│７──┴─歯牙欠損

X 線所見：オルソパントモグラフィーにおいて両

側の上顎洞内にび慢性陰影を認めた（Fig 1）．CT 所見

より両側上顎洞はび慢性の陰影で満たされていた（Fig

2a, 2b）．

処置および経過：５│４５６─┴───動揺歯の抜歯術を施行し

た．その後欠損部に対しインプラント治療の希望があ

り，上顎の CT 検査を行ったところ，両側の上顎洞に不

透過像が認められた（Fig 2a, 2b）．耳鼻咽喉科対診の結

果，両側上顎洞炎の診断を得た．また CT 所見から残存

─────────────────────────────
§別刷請求先：森 一将，〒350-0283埼玉県坂戸市けやき台 1-1
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野

Fig 1 Orthopantomograph at the first examination.

Fig 2a Computed tomography（CT）：axial.

Fig 2b Computed tomography（CT）：coronal.
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歯槽骨量が乏しく，上顎洞内にサイナスリフトを要する

所見であったため，インプラント治療は非適応症と判断

した．しかし患者の強い希望があったため上顎洞炎の加

療を行い，その経過によりサイナスリフトおよびインプ

ラント治療の計画を立案した．まず上顎洞粘膜を保存的

に加療する目的で，全身麻酔下に上顎洞内洗浄および自

然孔の拡大を目的とした手術を施行した．上顎洞前壁骨

をブロック状に除去し洞粘膜を露出したのち一部上顎洞

粘膜を切開すると，乳白色泥状の膿汁と黒褐色の菌塊を

数個認めた．自然孔は洞粘膜肥厚により閉鎖状態であっ

た為，可及的に切除し自然孔の拡大を行った．生理食塩

水により菌塊を除去および洗浄し抗菌剤テラマイシ（テ

ラマイシン軟膏�，陽進堂，富山）を塗布したガーゼを

上顎洞内にタンポンとして留置し，自然孔より鼻孔へガ

ーゼを通した．両側の上顎洞について同様の手術を施行

したが，菌塊所見は右側上顎洞のみ認められた．上顎洞

前壁のブロック状骨片を元に戻し粘膜縫合の後手術を終

了した．術後感染予防目的にアンピシリン（2 g／日，ビ

クシリン�，明治製菓，東京）を 1 週間，点滴静注し

た．その後さらに予防的にクラリスロマイシン（400 mg

／日，クラリス�，大正製薬，東京）を 2週間経口投与し

た．洞内に留置したガーゼは術後 5日目で抜去した．抜

去翌日から生理食塩水により洞内洗浄を施行した．洗浄

初日，洗浄液にわずかな血液塊の混入を認めたが，菌塊

や膿汁の排出はなかった．術後 6か月，口腔外所見とし

て左側騁部に軽度の知覚麻痺を認めたが，鼻閉感やその

他上顎洞症状は認めなかった．術後の CT 画像検査から

も特記事項はなく経過良好と判断し，静脈内鎮静法とし

てミダゾラム（ドルミカム注�，アステラス，東京）を

併用した局所麻酔下にて，サイナスリフトを施行した．

移植材料は，自家骨（下顎枝前縁部より採取），β -リン

酸三カルシウム（β -TCP，オスフェリオン�，オリンパ

ス，東京）および多血小板血漿（PRP）を混和し作成，

両側に約 1.5 g ずつ使用した．術式としては，上顎洞外

側壁に骨窓を形成したのち，洞粘膜を露出，次いで洞粘

膜を洞底から餝離挙上することで洞粘膜と洞底骨面との

間に移植床を形成し，ここへ移植材料を充頡圧入した．

術中所見における上顎洞粘膜は比較的正常色を呈し粘膜

肥厚もほとんど認めず，周囲骨との癒着もなく異常所見

は得られなかった．サイナスリフト後約 8か月経過の

後，近歯科医院にて上顎臼歯部インプラントフィクスチ

ャーの埋入がなされた．その後，上部補綴物の装着が行

われた．術後 2年が経過しているが，上顎洞炎の再発は

なく，インプラントも経過良好で現在も外来経過観察中

であり，オルソパントモグラフィーでは上顎洞内の陰

影，インプラント周囲炎などは認めていない（Fig 3）．

Fig 3 Orthopantomograph 2 years after the surgical operation
of maxillary sinus lift procedure.

Fig 4 Histopathological examination showed the aspergillus
（HE）.

Fig 5 Histopathological examination showed the aspergillus
（PAS）.
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病理組織学的所見：HE 染色による組織像では，炎症

性細胞浸潤の著しい洞粘膜組織を認めた．真菌球を多数

認めたが粘膜組織内には認められず，真菌が粘膜の一部

に接している程度であった（Fig 4）．

PAS 染色による組織像では，菌糸に隔壁様構造と分

枝が認められ，形態学的にアスペルギルス症が強く疑わ

れた（Fig 5）．

考 察

サイナスリフトの普及6）は，上顎臼歯部欠損症例にお

いてインプラント治療の適応症を拡大することで補綴学

的に適した位置にインプラント埋入することを可能と

し，オッセオインテグレーションの概念に基づく予知性

のあるインプラント治療を高める結果となった．自験例

は，上顎臼歯部欠損症例にサイナスリフトを施行した

が，既往歴に上顎洞アスペルギルス症を認めた症例であ

る．一般に上顎洞炎や上顎洞粘膜の肥厚や隔壁が存在す

る症例に対するサイナスリフトは禁忌とされている7）．

臨床においてもインプラント治療前の CT 所見などから

上顎洞粘膜の肥厚症例や粘液餒胞像を認める症例は日常

散見され，サイナスリフトの適否の判断を迫られること

も少なくない．文献1）では，上顎洞粘膜病変が明らかに

なった場合，歯科的疾患由来のものであればサイナスリ

フト処置に先行して歯科治療を行い，その治癒を待つこ

とや耳鼻咽喉科医との連携により疾患の感染性や活動性

について確認し，適否を決定することもあるとされる．

佐藤ら4）はサイナスリフト時に上顎洞内粘液餒胞の同時

摘出について報告している．そのなかで，上顎洞内の病

変を適切に処置することで本来禁忌とされていた症例に

対してもその適応を拡大できる方法として有用としてい

る．川俣ら5）も同様の症例を経験したとしている．著者

らも，上顎洞粘膜の状態を観察し，上顎洞被覆上皮であ

る線毛上皮の線毛運動や杯細胞の分泌機能が正常に機能

する状態，画像診断などにおいて上顎洞粘膜下の骨破壊

像や周辺部組織における異常所見が存在しないことなど

を十分検討することで，サイナスリフトの適応症となり

うる症例があるのではないかと考えている8）．

Hora9）や McGill10）らによるとアスペルギルスの感染病

態は，寄生型，破壊型，電撃型に分類され，臨床的には

非破壊型は手術による病巣除去によりほとんど完治する

と報告されている．螺良11）は，肺アスペルギルス症の発

症形式について腐生的感染と侵襲的感染に大別してい

る．腐生的感染は局所的抵抗減弱部位に真菌が侵入し定

着，増殖したもので周囲組織への侵襲や全身疾患への移

行がみられない予後良好タイプとしている．一方，侵襲

的感染は，全身への散布をきたす予後不良タイプで他の

組織に対しても侵襲が起こるとされている．自験例は，

手術所見から菌塊を認めたが洗浄により比較的容易に取

り除くことが可能であった．また病理組織学的所見によ

る上顎洞炎の病態は，HE 染色および PAS 染色におい

て多量のアスペルギルスの菌糸を認めたが，上顎洞粘膜

内への進入は認められなかった．また，菌塊が認められ

たのは右側上顎洞内のみであった．このことから，感染

病態は寄生型，腐生的感染症例ではないかと考えてお

り，手術による菌塊の除去や洗浄が比較的簡潔に行えた

ために，予後良好でサイナスリフトが可能であったと考

えている．

犬山ら12）は，副鼻腔真菌症の X 線所見の特徴として

副鼻腔の片側性陰影や上顎洞内に fungus ball を思わせ

る陰影をあげている．自験例では，X 線画像所見から

本症の破壊型に特徴的である上顎洞周囲骨破壊像は認め

なかった．

副鼻腔アスペルギルス症の処置は，手術による病巣の

除去と薬物療法を併用することが最も有効とされてい

る13）．川上14）は抗真菌薬のうち amphotericin B の静脈内

投与が有効性を示すが，副作用も早期に発現すると報告

している．しかし局所への注入や噴霧療法では副作用を

認めないとしている．自験例は術後感染予防にペニシリ

ン系抗菌薬を点滴静注し，さらにクラリスロマイシンを

経口投与したのみであった．また術後，洞内洗浄も生理

食塩水のみにより施行されていた．結果的には再発や臨

床症状を発症しなかったが，本症に対するより良好な洞

粘膜加療法としては，抗真菌剤の局所的使用がより奏功

するものと思われた．
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半固定性連結の緩圧効果に関する力学的検討
－中間支台歯を含むブリッジについて－

清水 栄太郎
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【緒言】

欠損補綴処置を行う場合，ブリッジを使用する頻度は

高く，特に少数歯欠損においては第一選択となることが

多い．その中には連続欠損や中間支台歯を有する症例も

含まれ，さまざまな設計のブリッジが装着されている．

しかし，過重負担などによるトラブルも少なくない．中

間支台歯は，機能時に挺子の支点として働き，前方ある

いは後方の支台歯のクラウンを脱離させる可能性があ

る．そこで，緩圧効果を目的として可動性連結装置を付

与する場合がある．半固定性ブリッジの力学的挙動を検

討，解明することは歯科臨床上重要であるが，中間支台

歯を有する半固定性ブリッジの支台装置の力学的挙動に

ついての報告は少ない．そこで今回，下顎の第一小臼

歯，第一大臼歯の 2歯欠損に対し，犬歯，第二小臼歯と

第二大臼歯を支台歯とし，可動性連結装置を第二小臼歯

に設置した実験用模型を作製し，支台歯の歯根部に加わ

る圧力を測定した．さらに支台装置のひずみを測定し，

それぞれ固定性と比較し可動性連結装置の緩圧効果を検

討した．

【方法】

実験 1．歯根に加わる圧力

支台歯には天然歯大のエポキシ樹脂製の模型を使用

し，各支台歯に全部鋳造冠の支台形態を付与した．シリ

コーン印象材を疑似歯根膜とし，歯根の近心および遠心

側にフィルム状圧力センサを介在させ石膏ブロックに植

立固定した．その後，第二小臼歯の遠心面に鳩尾形のキ

ーアンドキーウェイを設置した半固定性ブリッジを作製

し，支台歯に合着した．犬歯は切端中央部に，第一小臼

歯，第二小臼歯，第一大臼歯および第二大臼歯は咬合面

中央部に垂直方向に 50 N の荷重を加え，歯根部に加わ

る圧力を測定した．そして，キーアンドキーウェイを接

着し，固定性ブリッジとし同様の荷重を加えて圧力を測

定し解析した．

実験 2．支台装置のひずみ

支台歯および支台装置は実験 1と同じものを使用し，

疑似歯根膜としてシリコーン印象材を介在させ，石膏ブ

ロックに植立固定した．その後，各支台装置の歯頸部の

近心および遠心に 3軸ひずみゲージを貼付し，ブリッジ

の咬合面に垂直および近心舌側より 15 度の方向から

100 N の荷重を加え，ひずみを測定し解析した．その

後，キーアンドキーウェイを接着し固定性ブリッジと

し，同様の荷重を加えてひずみを測定し解析した．

【結果】

実験 1

1．可動性連結装置の位置よりも前方の支台歯に荷重を

加えると，可動性連結装置により後方支台歯は緩圧され

た．

2．可動性連結装置を有する中間支台歯に荷重を加える

と，可動性連結装置を介して後方の歯を遠心側に押す力

が働いた．

3．可動性連結装置よりも後方の支台歯に荷重を加える

と，可動性連結装置により前方支台歯および中間支台歯

は緩圧された．しかし，可動性連結装置を介して前方の

支台歯を近心側に，後方の支台歯を遠心側に押す力が働

いた．

実験 2

1．前方支台歯荷重時において，後方支台歯のひずみは

小さくなり，力は伝達されにくくなった．

2．前方支台歯荷重時において，荷重方向の影響は認め

られなかった．

3．後方支台歯荷重時において，可動性連結と固定性連

結によるひずみの差は少なかった．

4．後方支台歯荷重時において，後方支台歯の遠心への

倒れこみが示された．

5．中間支台歯近心部に生じる引っ張りひずみは，前方

支台歯荷重時において水平方向であったが，中間支台歯

荷重時においては垂直方向へと変化し，荷重部位の違い

による挙動の変化が示された．

【考察】

以上のことから，半固定性ブリッジでは，可動性連結

装置よりも後方の支台歯に荷重を加えた場合，後方歯は

従来報告されていたように単純に近心に傾斜するだけで

はなく，複雑な挙動をとることが確認できた．
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口腔扁平上皮癌における増殖・進展に関する
研究 －IL-23の発現について－

田中 真
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

インターロイキン（IL）-23は IL-12に多くの類似性を

持つヘテロ二量体型サイトカインで，新しい IL-6ファ

ミリーとして発見された．IL-23は IL-12 p40サブユニ

ットとともに p19サブユニットからなり，これに対し

て IL-12は IL-12 p35と IL-12 p40の 2つのサブユニッ

トからなる．さらに IL-23 p19は，構造的に IL-6 だけ

でなく G-CSF および IL-12 p35にも関連した分子であ

る．IL-23 p19は，それ自体は生物学的活性を欠いてお

り，p40と複合体を形成したときのみ生物学的に活性化

する．IL-23複合体は通常活性化したマクロファージお

よび樹状細胞から分泌される．IL-23 は情報伝達に際

し，多くの IL-12と同じ構成成分を使用する．IL-12 Rβ
1と IL-23 R サブユニットからなる IL-23受容体もまた

樹状細胞，マクロファージおよび T 細胞に発現してい

る．このことは標的細胞における増殖応答や T 細胞か

らの IFN-γ 産生誘導による細胞性免疫を促進するとい
った IL-12と IL-23の働きの類似性を説明できるかもし

れない．加えて両サイトカインは抗原提示細胞の T ヘ

ルパー細胞 type 1（Th1）共刺激作用を促進する．しか

しながら IL-12は，naive CD 4＋T 細胞に作用するのに対

し IL-23は memory CD 4＋T 細胞に働く．IL-12は多様な

マウスの腫瘍モデルにおいて抗腫瘍活性を有し，腫瘍形

成の縮小，実験的および自発的転移形成を抑制すること

が報告されている．さらにマウスにおける遺伝子組み換

えによる IL-23 p19サブユニットの過剰発現は多臓器炎

症を誘導するが，IL-23欠損マウスはワクチン誘導性 T

細胞型関節リウマチや実験的アレルギー脳炎といった自

己免疫疾患に対して防御されることがわかった．近年，

IL-23の遺伝子欠失あるいは抗体による排除は，形質転

換した組織中への細胞障害性 T 細胞浸潤の増大を導

き，化学誘導性発癌に対する防御効果を表すことが報告

された．さらに移植腫瘍は IL-23の枯渇した宿主あるい

は IL-23レセプター欠損マウスにおいて成長が制限され

る．癌における免疫療法の大部分の戦略が，固形腫瘍に

対する免疫応答を賦活しようとする試みだが，腫瘍組織

へのエフェクター細胞の浸潤はしばしば重大な障害とな

っている．

本研究において，口腔癌における IL-23の発現とその

動態について in vitro および in vivo の検索を行ったの

で報告する．その結果，IL-23は口腔癌細胞において自

発的に発現しており，TNF-α の刺激によって発現増強
が認められた．また，rhIL-23の刺激によって口腔癌細

胞の著明な増殖活性の増強を認めた．さらに，IL-23の

抗体による中和は apoptosis の誘導こそしなかったが，

NF-κ B の活性抑制を誘導した．口腔扁平上皮癌の生検

組織を用いた免疫組織化学的検索において，IL-23の発

現している部分に特に NF-κ B の強発現が認められた．

以上の結果から，IL-23は口腔癌の増殖と進展において

重要な役割を担っていることが示唆された．

破骨細胞分化に対する lipid/raft の役割

羽田 直人
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻

（形態系正常形態研究群口腔解剖学蠢）

【目的】破骨細胞の分化や機能に関わる細胞内情報伝達

機構や制御機構は分子レベルで解明が進み，大まかな流

れは把握されている．即ち，monocyte/macrophage 系の

破骨細胞前駆細胞において，M-CSF 存在下で RANKL

が［RANKL→RANK→AP-1, NF-κ B, Ca signaling の活

性化→NFATc1の活性化］という経路を経て破骨細胞分

化を促進することが明らかにされている．現在までに，

破骨細胞の分化過程で発現する遺伝子の解析を行い，

RANKL 依存的に発現誘導される遺伝子の一つとして

caveolin-1 を同定した．Caveolin-1 は細胞膜の lipid/raft

を構成する主要なタンパクである．Lipid/raft は，choles-

terol に富む細胞膜マイクロドメインの一種で，界面活

性剤不溶性である．細胞膜の lipid/raft には，細胞内情

報伝達に関わる受容体やアダプタータンパク質の会合が

見られることが知られている．本研究では，破骨細胞分

化過程での caveolin-1の発現様式と lipid/raft の役割を明

らかにすることを目的とした．

【材料および方法】ICR マウスの骨髄細胞を M-CSF で

培養し，これを破骨細胞前駆細胞とし，M-CSF/RANKL

による破骨細胞形成系に用いた．RANKL 誘導遺伝子の

解析には fluorescence differential display 法で行った．

Lipid/raft の特定には，RANKL 存在もしくは非存在下で

2日間培養した破骨細胞前駆細胞を 0.5％ Brij 58で可溶

化しショ糖密度勾配超遠心分離法によって細胞膜での

Brij 58不溶画分（lipid/raft）と lipid/raft 以外の細胞膜画

分とに分離し，Immuno-blot 法を用いて行った．また，

細胞内シグナリング関連タンパクの活性化も Immuno-
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blot 法により解析した．遺伝子の発現状況の解析には

RT-PCR 法を用いた．細胞内での，caveolin-1の発現と

局在の解析には，共焦点レーザー顕微鏡を用いた．

【結果および考察】Fluorescence differential display 法で 64

個の RANKL 刺激誘導性の遺伝子断片を見出し，その

内の一つに caveolin-1 を同定した．そこで，caveolin-1

の詳細な発現様式を調べると，RANKL 刺激後，短時間

で caveolin-1遺伝子並びにタンパク質の発現が著明に誘

導されることが Immuno-blot 法並びに RT-PCR 法によ

り示された．次に RANKL/M-CSF の作用を相乗的に増

強すると云われる，TGF-β を添加すると，caveolin-1 発

現誘導もまた相乗的に増加した．RANKL の刺激により

発現した caveolin-1は速やかに細胞膜の界面活性剤不溶

画分に移行し，また，lipid/raft に存在するコレラ毒素受

容体（GM-1 ganglioside）と caveolin-1 は共局在したた

め，caveolin-1は RANKL 刺激後間も無く，lipid/raft 領

域に移行すると考えられる．次に methyl-β -cyclodextrin

で細胞膜から cholesterol を除去し lipid/raft を破壊する

と，lipid/raft 画分での caveolin-1の発現は見られなくな

った．また，RANKL 依存的な Erk および Iκ Bα の活
性化が RANKL 刺激と関係なく恒常的に進行し，逆に

RANKL による Akt の活性化が見られなくなった．同様

の結果が cholesterol を含まない血清（LPD-Serum）で培

養した破骨細胞前駆細胞より調整した細胞膜でも観察さ

れた．LPD-Serum で培養した群にあっては破骨細胞形

成も顕著に減少した．破骨細胞形成の減少は，LPD-Serum

で培養した破骨細胞前駆細胞の群に対して，LDL（low

density lipoprotein）を加えることで回復した．LPD-Serum

で培養した群では破骨細胞形成の減少と共に lipid/raft

画分での FcR-g の局在が減少した．また，NFATc1の発

現が正常血清で培養した群に対して遅く，発現量も減少

し，NFATc1の核移行は著しく抑制されていた．これら

の結果は，lipid/raft を破壊することにより破骨細胞の情

報伝達機構，特に分化に関する秩序だった情報伝達が出

来なくなることを示唆する．

ドセタキセルおよび血清不含培地での洗浄
により誘導されるヒト口腔扁平上皮癌細胞の
増殖抑制の解析

飯田 諭
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】癌とは，遺伝子の病気であり，遺伝子変異によ

る細胞の分化を誘導・制御する能力を失った状態であ

る．細胞の老化に伴い，アポトーシスによる生理的細胞

死と自己修復および免疫監視機構の低下により，遺伝子

に変異のある細胞が累積したものが癌である．

タキサン系抗悪性腫瘍薬のドセタキセルは頭頸部癌を

含む多くの癌治療に頻用されている．ドセタキセルはチ

ューブリンの重合を促進し，安定な微小管を形成すると

ともに，その脱重合を抑制する．その結果細胞の有糸分

裂を停止させ，異常な微小管束を形成し，細胞周期を

G 2/M 期で停止させて抗腫瘍作用を発揮することが報告

されている．しかしながら，ドセタキセルは他の抗癌剤

同様，正常細胞の増殖抑制を引き起こすため副作用は避

けられない．今回，臨床現場における副作用の軽減を目

標として，ドセタキセルの培養ヒト正常細胞および癌細

胞に対する細胞増殖抑制作用のキネティクスを詳細に検

討した．

【材料・方法】3種類のヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-

2, HSC-3, HSC-4）は理化学研究所（茨城）Cell Bank よ

り入手した．ヒト口腔正常細胞（歯肉線維芽細胞，

HGF；歯髄細胞，HPC；歯根膜線維芽細胞，HPLF）

は，明海大学倫理委員会（No 0206）のガイドラインに

従い，歯周組織から調製した．これらの細胞は 10％ FBS

を含む DMEM の中で培養した．相対的生細胞数は MTT

法で測定した．腫瘍選択係数（TS）は正常細胞に対す

る 50％細胞増殖抑制濃度（CC50）の平均値を癌細胞に

対する CC50の平均値で割り求めた．アポトーシスの指

標としては細胞膜表面へのホスファチジルセリンの反転

（アネキシン染色），ヌクレオソーム単位の DNA の断片

化（アガロースゲル電気泳動），およびカスパーゼ-3の

活性化（DEVD-pNA の切断活性）により測定した．ま

た FBS の分画は各種フィルターを用いた限外濾過によ

り行った．

【結果】ドセタキセルは正常細胞よりも癌細胞の増殖を

より強力に抑制し，高い腫瘍選択係数（TS＞1321.6）を

示した．ドセタキセルは癌細胞 3種のアポトーシスの初

期マーカー（アネキシン陽性細胞の出現），カスパーゼ-
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3の活性化を誘導したが，HSC-4にしかヌクレオソーム

単位の DNA 断片化を誘導しなかった．ドセタキセル処

理後の培養時間の延長とともに細胞増殖が抑制された．

ドセタキセルは 3～6時間接触後に新鮮培地で 45～42時

間培養した場合に 48時間連続接触させたものとほぼ同

等の細胞増殖抑制効果が得られた．口腔扁平上皮癌を

FBS を含まない培養液で洗浄すると，FBS を含む培地

で洗浄した場合に比べ生細胞数が減少した．この減少は

正常細胞では顕著ではなかった．FBS 中の癌細胞の増

殖を維持させる活性は分子量 10万以上の分画から回収

され，熱（100℃，5分）に安定であった．

【考察】ドセタキセルは他の代表的な抗癌剤であるドキ

ソルビシン（TS＝200）や，マイトマイシン（TS＝80）

よりも高い腫瘍選択性を示した．ドセタキセルは時間依

存性の抗腫瘍効果を示し半減期が短いことを考慮すると

短時間（3～6時間）のドセタキセル処理と，他の細胞

傷害性抗腫瘍薬との併用が最大治療効果を発揮するもの

と思われる．ドセタキセルは 3種の口腔扁平上皮癌細胞

に，アポトーシスの初期マーカーを誘導するが，すべて

の細胞にはヌクレオソーム単位の DNA の断片化を誘導

しなかったことは，口腔扁平上皮癌細胞間でドセタキセ

ルに対する反応性が異なることを示唆する．今後，癌細

胞の増殖を維持する血清成分の更なる解析により，ドセ

タキセルの増殖抑制効果の増強に血清成分が関わりをも

つか否かが明らかになるものと思われる．

デジタルエックス線撮影系に応用する
超解像理論とその画像構築アルゴリズム

池 真樹子
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】

今回，新しい超解像の 1技術として，従来のエックス

線画像の検出記録として開発された媒体を画像検出器と

して使用し，時々刻々送られてくるフレーム画像を画像

構築アルゴリズムによって超解像画像として描出する方

法を提示する．そして，この新しい技術を DEMOT 法

と命名する．本研究はまず DEMOT 法によって得られ

た画像が．超解像のカテゴリーに属すことを理論計算と

実験により検証し，さらに画像を二次元に拡張した際に

臨床応用としてどの程度の有効性があるか検討すること

を目的とした．

【材料と方法】

通常の画像検出記録媒体は，画像を検出する光電変換

と画像を記録する機能が一体化した媒体として開発され

ている．今回提示する DEMOT 法は検出器のみとして

使用し画像の記録は別の大容量メモリに構築する技術で

ある．実験を行うにあたり，エックス線発生装置にデン

トナビ口内法エックス線撮影装置 XD 33（吉田製作

所），記録媒体は FPD C 7943 CA−02（浜松フォトニク

ス）を使用した．この FPD の画像サイズは 120 mm×120

mm，画素サイズは 100 µm×100 µm，フレームレート

は 7 flames/sec である．焦点－FPD 間距離が 1145 mm

となるよう実験装置を作成した．FPD の微小移動に

は，ミクロン単位の微小移動が可能な X 軸スチールス

テージ TSD-801 C（シグマ光機）を使用し，微小移動

の距離計測にはマグネスケール LY 51 311513（ソニ

ー）を使用した．テストピースには矩形波テストチャー

ト，極光製 TYPE-7（化成オプトニクス，神奈川）の空

間周波数 0領域を使用し，テストピース－FPD 間距離

は 0−120 mm の間で自由に変えられるようにした．撮影

条件は管電圧 60 kV, 7 mA とし，一回の撮影は 0.4 sec

とした．データの処理は FPD からの信号を PC DEMEN-

SION 8200，（DELL, OS : Windous 2000）で二次元画像

に変換した．信号処理には LaboVIEW ver 7.0（National

Instrument）ソフトを使用した．その信号をフラッシュ

メモリ USB 2.0（BUFFALO）に落とし，PC FMV-830 NU

/L（富士通）によってエクセル内臓のソフト利用し種々

の演算処理を行った．これらの装置を使用し，従来の撮

影法と DEMOT 法の撮影から測定した MTF と理論計算

による MTF について，それぞれの解像力の周波数を比

較検討した．DEMOT 法の成立要件については，0 µm,

50 µm, 100 µm の 3種のボケ成分について，DEMOT 法

による撮影から MTF を測定し検討した．さらに DE-

MOT 法の二次元画像へ拡張では，ヒト乾燥下顎骨を用

いて実際に撮影される画像を得て，従来法で撮影した画

像と比較検討した．

【結果】

従来法と DEMOT 法の撮影から測定した MTF のカッ

トオフ周波数はそれぞれ 4.5 cycle/mm, 9.0 cycles/mm で

あった．DEMOT 法による解像力の向上は従来法の 2倍

であった．焦点のボケサイズとして 0 µm, 50 µm, 100

µm の条件下で測定された MTF はそれぞれ約 9 cycles/

mm，約 6 cycles/mm，約 5 cycles/mm となりボケサイズ

100 µm の条件下における DEMOT 法は，従来法と同じ

解像力を示す結果となった．ヒト乾燥下顎骨を用いて
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DEMOT 法で撮影した画像と従来法で撮影した画像とを

比較すると，DEMOT 法の方が，従来法に比べて鮮明に

細部の確認ができる画像が得られた．特に遠心根につい

てみると，従来法では 2根であることが判然としないの

に対し，超解像画像では，明瞭に 2根の分離が確認され

た．

【まとめ】

DEMOT 法による解像力をみると，理論値と実験値

は，ほぼ良い一致を見ることができた．従来法の解像力

に対して DEMOT 法の解像力は理論計算と一致して 2

倍の結果が得られ，DEMOT 法によって得られた画像

は，超解像のカテゴリーに入ることが明らかになった．

また DEMOT 法の成立要件は，拡大率で FPD 上に投影

される焦点の半影サイズが，画素サイズより小さい領域

で成立することが判明した．DEMOT 法によって得られ

た臨床画像は，従来法に比べ圧倒的な解像度を有するこ

とが確認された．この DEMOT 法が臨床に用いられれ

ば，従来のアナログ画像を凌駕する画質が得られること

から，臨床応用として極めて有効な技術であることが明

らかとなった．

篩骨洞における成長発育

沼田 真美
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科）

【目的】

本研究は篩骨洞の成長発育について CT 像より画像解

析を行い歯年齢を基準として評価した．特に矢状断面に

おける面積，成長率，また水平断面においての面積，成

長率，成長方向について評価を行い，篩骨洞の成長発育

傾向と咬合段階に伴う変化について検討することを目的

とした．

【材料および方法】

実験に使用した資料はヒト乾燥頭蓋骨を使用し，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．篩骨洞の CT 撮影は SOMA-

TOM Emotion 6（シーメンス）を使用した．撮影条件は

管電圧 130 kV，管電流は骨モード 63 mA，スキャン時

間 2.7秒，スライス間隔 2 mm で行った．測定対象とし

て sagittal 像は正中を基準とし，axial 像は FH 平面を基

準として，WW 3000, WL 480に設定した．画像解析は

高速 3 次元画像解析装置 Virtual Place Advance PLUS

（AZE）に転送し，計測画像の構築を行った．次に篩骨

洞の sagittal 像においての面積，成長率，また axial 像

においての面積，成長率，成長方向を計測し画像上で評

価を行った．

【結果および結論】

1．Sagittal 像の面積は蠢A 期で約 2 cm2～蠹A 期で約 9

cm2までの成長・発育がみられた．成長度は蠢A 期を基

準とすると蠹A 期で約 4.5倍の成長を示した．特に蠢A

期～蠢C 期までは約 2.5倍の成長度であり，蠹A 期の大

きさの約 50％をしめていた．蠢C 期以降は約 5.5 cm2～

9 cm2まで直線的な増加を示した．

2．Sagittal 像での成長距離は篩骨洞上方部，上方より

2/3部，下方部全て同じ結果を示した．蠢A 期で約 3.5 cm

～蠹A 期で約 6 cm までの成長・発育がみられた．成長

度は蠢A 期を基準とすると蠹A 期で約 1.7倍の成長を示

した．特に蠢A 期～蠢C 期までは約 1.45倍の成長度で

あり，蠹A 期の長さの約 85％をしめていた．蠢C 期以

降は約 5.04 cm～5.88 cm まで直線的な増加を示した．

また，篩骨洞上方 2/3部の成長角度は蠢A 期～蠶A 期ま

では約 14度～15度の角度であり蠶C 期～蠹A 期の角度

が 10度～16度と小さくなった．下方部 1/3の角度の成

長角度は蠢A 期～蠶A 期までは約 4度～5度の角度であ

り蠶C 期～蠹A 期は 6度～7度と少し大きくなった．

3．Axial 像の面積は蠢A 期で約 5.56 cm2～蠹A 期で約

19.89 cm2までの成長・発育がみられた．成長度は蠢A

期を基準とすると蠹A 期で約 3.5倍の成長を示した．特

に蠢A 期～蠢C 期までは約 2 倍の成長度であり，蠹A

期の大きさの約 55％をしめていた．蠢C 期以降は約 10

cm2～20 cm2まで直線的な増加を示した．

4．Axial 像での成長距離は前方壁においては蠢A 期で

約 1.2 cm～蠹A 期で約 2 cm の成長・発育がみられた．

成長度は蠢A 期を基準とすると蠹A 期で 2倍の成長を

示した．蠢A 期～蠢C 期までは約 1.5 倍の成長度であ

り，蠹A 期の長さの 80％をしめていた．後方壁におい

ては蠢A 期で約 2.3 cm～蠹A 期で約 3 cm の成長・発育

がみられた．成長度は蠢A 期を基準とすると蠹A 期で

約 1.36倍の成長を示した．蠢A 期～蠢C 期までは約 1.31

倍の成長度であり，蠹A 期の長さの 98％ をしめてい

た．外側壁においては蠢A 期で約 3.6 cm～蠹A 期で約

5.5 cm の成長・発育がみられた．成長度は蠢A 期を基

準とすると蠹A 期で約 1.5倍の成長を示した．蠢A 期～

蠢C 期までは約 1.2倍の成長度であり，蠹A 期の長さの

80％をしめていた．前方壁と外側のなす成長角度は左

右側篩骨洞ともに 7～11度，後方壁と外側壁のなす角度
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は右側篩骨洞が 6～8度左側篩骨洞が 7～9度を示し，い

ずれも蠢A 期～蠢C 期は角度が減少した．

5．Axial 像での成長方向においては前方壁は右側篩骨

洞は外側に約 0.3 cm～0.6 cm，左側篩骨洞は外側に約

0.4 cm～0.6 cm と移動し前方にはほとんど移動を示さな

かった．後方壁は右側篩骨洞は外側に約 0.3 cm～0.6

cm，左側篩骨洞は外側に 0.4 cm～0.8 cm と移動し前方

にはほとんど移動を示さなかった．外側壁においては右

側篩骨洞は外側に約 0.5 cm～1.3 cm，左側篩骨洞は外側

に約 0.4 cm～1.4 cm と移動を示した．前方方向へはほ

とんど移動を示さなかった．

Sagittal 像，axial 像の面積・成長率ともに蠢A 期～蠢

C 期で著名な成長を示し，axial 像においての成長方向

は前後方向へはほとんど変化を示さず，外側方向へ成長

を示した．

根管内で破折した NiTi ファイルを
除去するための基礎的研究

闍橋 哲哉
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内療法学）

【緒言】

NiTi ファイルは，応力が一定の割合で増加するため

に破断の予測がつき難く，根管内での破折が突然生じる

ことが問題とされている．しかし，NiTi ファイル破折

片の除去に関する報告は少なく，除去方法が確立されて

いるとは言い難い．そこで破折片を根管内から容易に除

去するために，薬剤の応用で破折片を腐食させ脆弱化さ

せることが可能であるかを明らかにし，さらに薬剤によ

り根管象牙質がどのような影響を受けるかを検索するた

めに本実験を試行した．

【材料および方法】

実験材料：

1．NiTi ファイル：実験に使用したファイルは，GT Ro-

tary file�，ProFile�，QuantecTM, K3TM, Lightspeed�，ProTa-

per�の 6種類である．これらのファイルは，#25,0.04テ

ーパーを用い，それぞれ先端から 5 mm の部位をバイス

で固定し，回転により破断させたものを試料とした．

2．浸漬薬剤：浸漬薬剤には，10％ NaClO＋19％ NaCl

溶液（以下 NCN）と pH 4.5に調整したリン酸酸性 2％

NaF 溶液（以下 APF）を，それぞれ 1試料当たり 5 ml

用いた．

3．ヒト新鮮抜去歯：矯正治療の目的のため抜去された

ヒト下顎第一小臼歯を用いた．通法により根管形成を行

い，根尖より 5 mm と 10 mm の部位で切断した中間部

分をさらに縦方向に 2分割した後，根管壁以外の面にエ

ナメルコーティングを施したものを試料とした．

実験方法：

実験 1．試料であるファイルを各種薬剤に浸漬した後，

1, 3, 6, 24時間後の重量を計量した．すなわち，薬剤浸

漬前と比較することで，ファイルの腐襍・溶解を重量変

化として表した．

実験 2．根管内の破折片に薬剤を作用させるためには，

根管象牙質も薬剤にさらされることとなる．そこで，実

験 2として根管象牙質を薬剤へ浸漬し，象牙質の経時的

な変化をマイクロビッカース硬さ試験により評価した．

いずれの実験においても，試料の表面変化をエックス線

マイクロアナライザーにより Secondary Electron Image

で観察および分析を行った．

【結果】

実験 1. NCN：各種ファイルは，1～3時間の浸漬により

腐食が始まり，これと同時に急速な重量の減少を示す傾

向が認められた．特に ProFile�は，3時間の浸漬で重量

が約 25％に減少し，著明な腐食を示した．重量の減少

に伴い，凹凸の著明な崩壊性溶解像と腐食生成物の付着

を示す形態像がそれぞれに認められた．24時間後，ほ

ぼ完全に各ファイルは溶解していた．APF : 3時間の浸

漬では全てのファイルにおいて，重量は約 5％程度の減

少が認められたのみであった．また，24時間の浸漬で

は重量が約 60～90％に減少し，形態像も連続した孔食

による溶解像を呈していた．

実験 2. NCN : 3時間の浸漬で，髄腔側面より 0.1 mm の

部位で約 60％に硬さが低下していた．しかし，0.2, 0.3

mm の部位では約 90％の硬さが保たれていた．APF : 3

時間の浸漬で，歯髄腔側面より 0.1 mm の部位において

も硬さはほとんど低下しなかった．また APF では NCN

に比べて硬さの変化が少なかった．

【考察および結論】

本実験により，NCN および APF を用いることで NiTi

ファイル破折片を腐食させることが明らかになった．さ

らに，NiTi ファイルを腐食させ，かつ象牙質への侵襲

を最小限に抑えられるような条件を模索したところ，

NCN においては 3 時間の浸漬が適していると思われ

た．今後は間欠的な浸漬や温度条件の影響などの実験を

行い，臨床応用に適した条件をさらに検討する必要があ

ると考えている．
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マークシートでのマークミスについて

三笠 建次
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

採点時間を短縮する目的で，5択のマークシートで数

値を直接解答させる方式で試験を実施した．通常，学内

で実施している多肢選択試験においては 5個の選択肢

（a～e）から任意の選択肢を選ぶことができる．そこ

で，a を 1, b を 2, c を 3, d を 4, e を 5, ab を 6, ac を 7,

ad を 8, ae を 9, bc を 0にそれぞれ対応させてマークし

なさいと指示すれば，現行の方式でも数値をマークシー

トで問うことができる．しかしながら，この方式だとマ

ークミスを犯す可能性がある．それで 2007年度の生物

学蠡で実施した試験で，マークミスの頻度を調べたので

報告する．

【対象と方法】

受験者：受験者は 2007年度 1年生 123名．2008年 2月

20日に 20番教室で試験を実施した．

試験問題：試験問題用紙にはマークシートのマーク例を

示した．また，マークミスが懸念されたので，「（ ）内

にも数値を書きなさい．」と指示した．該当する設問は

多肢選択試験問題用紙に印刷してあり，1～9の解答番

号の箇所にマークさせた．

採点：光学読み取り装置により，マーク結果がアルファ

ベットで次のように得られる．a～e はそれぞれ 1～5に

対応し，S は 6（ab），O は 7（ac），M は 8（ad），L は

9（ae），H は 0（bc）にそれぞれ対応するので，自作の

プログラムでマーク結果を数値に変換する方法とエクセ

ルに結果を読み込みで採点する 2方式で採点を行った．

また，答案に記入された数値を調べ，記録した．

【結果と結語】

数値の記入状況：設問では，2桁で小数点以下 1桁の数

値を 3個記入するように求めた．指示通りに 3個の数値

を記入したのは 123名中 89名（72％）で，21名は（17

％）は無記入だった．21名中 7名はマークシートにも

マークがなかった．残り 13名は数値に対応するアルフ

ァベットだけとかアルファベットと数値の混在であった

り，空白があったりした．

マーク状況：114名は 9か所すべてにマークを行ってい

た．2名，それぞれ 1個の数値分 3か所にマークがあっ

たが残りの 6か所にはマークがしてなかった．1名，解

答用紙には 3個の数値が記入されていたが，マークシー

トにはマークがしてなかった．残り 6名は，無記入，マ

ーク欄にもマークがなかった．

マークミス：マークミスをした受験者は 8名おり，その

内 7名は正解を求めていながらのミスであり，その内訳

は，次の通りである．ミス 1個 4名（12.06），2個は 3

名（0.89）．残りの 1名（0.002）は 4個のミス．この学

生は記入された数値は 3個とも不正解．2個の数値で各

2か所ミスをしていた．3個の数値全部でマークミスを

している受験者はいなかった．87名（82.01）はミスを

してなかった．マークミスの平均値は 0.125，分散は 0.273

であった．括弧内の数値はポアソン分布から期待される

頻度を示した．

マークミスと試験の点数との関係：同時に実施した他の

筆記試験と多肢選択試験で，マークミスをしたグループ

としなかったグループとの間で点数の比較を行った結

果，試験の点数には統計学的に有意な差はなかった．

マークミスを犯していた受験者の割合は多いと思われ

るが，ほとんどの受験生がマークミスを犯しておらず，

受験生は確実にマークを行っていたと考えてもよいので

はないか．なお，4名の受験者が 2個以上マークミスを

犯しており，これらの受験者は期待される以上にマーク

ミスを犯していたものと考えられた．
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明海歯科医学会

第 7回学術大会抄録

日時：2008年 12月 4日（木）10：00～

会場：明海大学歯学部第 1会議室

合着用グラスアイオノマーセメントの
機械的性質に及ぼす要因
－粉液比が圧縮強さと破壊靱性値に及ぼす影響－

尾松 純
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科生体材料学分野

【緒言】グラスアイオノマーセメントは歯質に接着性を

有することやセメント練和後の水素イオン濃度の上昇が

速やかなため歯髄刺激性が少ないといわれ，有髄歯，無

髄歯を問わず現在でも多用されている．これまで合着用

グラスアイオノマーセメントの機械的強さならびに接着

強さに関しては数多くの報告がある．ところで，破壊靱

性は材料が不安定破壊を生じる際の抵抗値をあらわした

もので脆性材料の機械的強さの評価法として有効であ

る．しかしながら，合着用グラスアイオノマーセメント

の破壊靱性値の報告はなく，明らかにされていないのが

現状である．そこで本研究では合着用グラスアイオノマ

ーセメントの破壊靱性値ならびに圧縮強さの測定をセメ

ントの粉液比を変化させ，セメント硬化体中のコア，マ

トリックス量の変化が破壊靱性値にどのような影響を与

えるかについて明らかにし，さらに圧縮強さとの関連性

などについて材料科学的知見より評価し比較検討を行っ

た．

【材料と方法】実験には市販の合着用グラスアイオノマ

ーセメントのうち，従来型セメントのフジ蠢（ジーシ

ー，以下 A），ハイボンドグラスアイオノマー CX（松

風，以下 B），レジン添加型セメントのフジリュート

（ジーシー，以下 C），ビトレマールーティングセメント

（3M ESPE，以下 D），ハイボンドレジグラス（松風，

以下 E）の計 5種類を使用し，圧縮強さならびに破壊靱

性値の測定を行った．各セメントの粉液比の影響を検討

するために，メーカー指定の粉液比を標準粉液比（標

準）とし，さらに液量に対して粉末を 30％増減（＋30

％，－30％）させた 3種類の粉液比を用いた．圧縮強さ

では円柱状試料を，破壊靱性値では正三角柱状試料を作

製した後，37℃イオン交換水中に浸漬した．圧縮強さ

ならびに破壊靱性値の測定はセメント練和開始 24時間

後ならびに 4週間後とし，試料数は各条件で 5 個とし

た．

【結果と考察】破壊靱性値：B は 24時間後各粉液比間で

有意差を示し，A は－30％が標準，＋30％よりも有意

に小さい値を示し，4週間後 A は粉液比間で有意差は

無く，B は－30％と＋30％間に有意差は認められなか

った．C, E は 24時間後＋30％は－30％と有意差が認

められ，D は粉液比間で有意差が認められなかった．

また，4週間後 E は－30％と＋30％に有意差が認めら

れたが，C, D は粉液比間で有意差は認められなかっ

た．圧縮強さ：従来型は B の 4週間後を除き－30％は

＋30％よりも有意に小さい値を示した．レジン添加型

C, D, E は 24時間，4週間後ともに，＋30％は－30％

よりも有意に大きい値を示した．破壊靱性値と圧縮強さ

は 24時間後の D を除き，相関が認められた．セメント

の粉液比が小さい場合，セメント硬化体中のマトリック

ス量が多くなることが予想されるためセメントの圧縮強

さは低下することが考えられ，この傾向は従来型で顕著

である．これは従来型が脆性材料様の性質を示すためと

考えられる．一方，レジン添加型ではレジン成分により

グラスアイオノマーセメントの脆性化の緩和が起こり，

粉液比の影響を打ち消す形になったと考えられた．これ

は，破壊靱性値に関しても同様なことが考えられる．

【結論】各粉液比において，従来型グラスアイオノマー

セメントはレジン添加型グラスアイオノマーセメントよ

り低い破壊靱性値を示した．また，レジン添加型グラス

アイオノマーセメントの破壊靱性値は粉液比の影響を受

けにくかった．圧縮強さと破壊靱性値の間には相関が認

められた．

顎関節症に伴う顎運動の定量的診断法の開発

權 宅成
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】顎関節症に伴う顎運動異常の定量解析を目的に

実験を行った．これまで主観的に行われていた顎運動診

断にかわって，客観的定量測定が可能な顎運動軌跡測定

装置（以後，顎運動測定装置とする）の開発を行った．

さらに，この装置を使用して顎運動軌跡の解析から，顎

運動異常の診断パラメータを抽出し，そこから顎運動の

診断法の確立，また顎関節症の病態や病因の解明を行う

ことを目標とした．

【材料と方法】開発した顎運動測定装置は，テレビカメ
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ラを用い，カメラを鏡の下縁に即時重合レジンで固定し

た．カメラから患者の口元までの距離を 30 cm とし，

固定を兼ねた装置をワイヤーで作製し規格撮影を行っ

た．カメラの固定は，患者がワイヤー固定の両端を鼻翼

下縁に固定し，患者が鏡に写る指定位置に自身の鼻尖を

合わせることによって，カメラと口腔とが常に一定の距

離と角度を保つことが可能であり，規格撮影ができるよ

うした．カメラからの信号は，30 fps のレートでパーソ

ナルコンピュター記録した．この装置の特徴は，患者に

マグネットなど計測点を接着することなく，全く非接触

で顎運動軌跡を描出できるものである．測定の基本原理

は，テンプレートマッチング法によって，下顎中切歯中

点の運動軌跡を描出した．

診断パラメータの設定は，顎運動計測のための座標

は，中心咬合位で下顎中切歯切端中点を原点とし，原点

を通り矢状平面に平行な軸を Y 軸，上顎中切歯切端を

連ね Y 軸に直交する軸を X 軸とし，2次元正面像にお

ける診断パラメータとして，基本的な検査項目を設定し

た．漓最大開口距離（DMO），滷右側シフト距離

（ SDR），左側シフト距離（ SDL），総シフト距離

（SDT）．実験項目は，漓顎運動測定装置の測定精度，滷

顎運動軌跡の測定時変動，澆顎運動軌跡の経日変化，潺

顎運動軌跡の臨床応用，潸顎運動時における顎関節の

MRI 解析．

【結論】この装置を用いて顎関節症に伴う顎の動きのデ

ータを採取し，そこから顎運動異常の診断パラメータを

抽出し，その診断的意義を追及することとした．実験の

結果，以下の結論を得ることができた．

1．開発した顎運動軌跡測定装置は，患者に全く接触せ

ずに顎運動軌跡を測定することができた．

2．顎運動装置の測定精度は，最大で 5％の測定誤差を

示した．この誤差範囲内ならば十分臨床で利用できるこ

とが判明した．

3．顎運動の不安定な動きを呈することがあり，顎関節

症の診断パラメータの 1つになることが示唆された．

4．顎運動の解析には，健常者，クリック音を呈する被

験者，クレピタス音を呈する被験者の 3グループを設定

した．各グループについて 3名を抽出し，顎運動の標準

的な軌跡ならびに検査項目について測定したが，グルー

プ間では有意の差は見られなかった．

5．クリック音やクレピタス音を発する側と顎の変位側

は関係のないことがわかった．

6．MRI 検査では，クリック音を呈する被験者グルー

プには，他のグループと比較して円板転位が多くみられ

た．クレピタスと健常者のグループでは違いが見られな

かった．

7．顎運動軌跡と MRI 画像から，非復位性の円板前方

転位は顎の動きに影響していることが示唆された．

8．すなわち，円板の前方転位は最大開口距離を制限す

ることが示唆された．

9．円板の前方転位がみられるものの，復位性の場合は

顎運動に異常のみられないことが示唆された．

10．また円板位置が正常でありながら顎変移を示す場合

がみられた．したがって円板の転位は，必ずしも顎運動

に障害を及ぼすものでないことが判明した．

レジンセメントの色調が審美修復材料の
色調に及ぼす影響
－透明性を変化させた試作セメントによる

上部材料の色調変化－

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】近年，人々の審美的要求の高まりから審美歯科

治療が注目を集めている．そのため，審美修復材料（コ

ンポジットレジンやセラミックスなど）の研究と開発が

行われ近年飛躍的な進化を遂げてきた．審美修復材料は

天然歯に近似した色調と光透過性を有しているため，背

景となる支台歯の色調や合着時に使用する接着性レジン

セメントなどの色調が影響し，修復物の期待した色調と

合着後の最終的な色調が異なることが知られている．ま

たコンポジットレジンは口腔内での長期間の使用により

劣化し，色調が変化するという報告もあり，最終的な色

調調整はレジンセメントにて行う必要があるといわれて

いる．そこで本実験は接着性レジンセメントの色調に着

目し，まず，透明度を変化させたレジンセメントをコン

ポジットレジンと支台歯材料の間に介在させ，その色調

を検討した．次に，実際の修復物を参考に積層充頡した

試料に劣化試験を行い，レジンセメントの透明度の違い

による劣化した上部材料の色調を検討した．このことに

より，レジンセメントの透明度の違いが審美修復材料の

色調に及ぼす影響について色彩学的に検討した．

【材料と方法】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試作レジンセメント［0.00,

0.05, 0.10, 0.15, 0.20（mass％）］を使用した．上部材料

として，審美修復材料であるセラマージュ［インサイザ
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ル色（CM-59），ボディ色（CM-A3B），松風］を使用

し，支台歯材料としてダイカラーチェッカー［DC-1

（明色），DC-7（暗色），松風］を使用した．作製した試

料はすべて円板状とした．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

に白色板を使用し，JIS Z 8722に従い試料の色調を測定

し，色差を算出した．なお，酸化チタンの配合量が 0 mass

％をコントロールとした（n＝3）．次に，インサイザル

色とボディ色を円板状に積層充頡した試料を作製した．

積層充頡した試料をサーマルサイクル試験機にて劣化さ

せた．条件はイオン交換水を使用し，冷水 5℃に 60秒

間浸漬，室温大気中に 30秒間，温水 55℃に 60秒間，

室温大気中に 30秒間の計 3分間を 1サイクルとした．

このサイクルを 1000回，5000 回，10000 回（以下 TC

1000, TC 5000, TC 10000と略す）行い劣化させた．劣化

試験後の試料は前述と同条件にて色調を測定し，色差を

算出した．なおサーマルサイクル前の試料をコントロー

ルとした（n＝5）．得られた結果は統計学的有意差の検

定（2 way-ANOVA/Scheffè，危険率 5％）を行い比較し

た．

【結果】支台歯材料に DC-1を用いた場合，上部材料に

CM-59を用いた時の色差は酸化チタンの配合量を変化

させても有意差は認められなかった（p＞0.05）．また

CM-A3B を用いたときの色差は酸化チタンの配合量が

0.05 mass％の時，コントロールと比較して有意に低い値

を示した（p＜0.05）．支台歯材料に DC-7 を用いた場

合，上部材料に CM-59を用いた時の色差は，酸化チタ

ンの配合量が 0.1 mass％以上の時コントロールと比較し

て有意に高い値を示した（p＜0.05）．また，CM-A3B を

用いた場合の色差は酸化チタンの配合量を変化させても

有意差は認められなかった（p＞0.05）．サーマルサイク

ル試験後の結果は，支台歯材料に DC-1を用いた場合，

酸化チタンの配合量が 0 mass％の時，TC 10000の色差

はコントロールと比較し有意に高い値を示した（p

＜0.05）．酸化チタンの配合量が 0.05 mass％の時，TC

1000の色差はコントロールと比較し有意に高い値を示

した（p＜0.05）．酸化チタンの配合量が 0.1 mass％以上

では色差に有意差がみられなかった（p＞0.05）．支台歯

材料に DC-7を用いた場合，酸化チタンの配合量が 0.2

mass％の時，TC 10000の色差はコントロールと比較し

有意に高い値を示した（p＜0.05）．

【結論】今回の実験条件においては，合着時に使用する

レジンセメントの透明度は，審美修復材料の色調に影響

を与える要因の一つであることが示唆された．

篩分法に画像解析を応用した
新しい咀嚼機能検査法の構築

栗原 美詠
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】

咀嚼は顎口腔機能の主要な部分を占めている．したが

って，咀嚼能力検査法の確立は歯科医学上極めて重要で

ある．Manly らが報告した篩分法は，咀嚼能力検査の一

方法として用いられているが，咀嚼試料の篩分，乾燥，

重量測定など，分析操作が煩雑で実用化されているとは

いえない．そこで，この Manly らの篩分法に画像解析

を応用することにより，チェアーサイドで実施可能な咀

嚼能力検査法の構築を試みた．

【材料と方法】

実験 1 被験者は顎口腔系に異常を認めない正常有歯顎

者 2名とした．咀嚼試料（ピーナッツ約 3 g）を習慣性

咀嚼側にて 20回咀嚼させた後，篩（10 mesh）で篩い分

け，篩上の試料（以下残留試料と略す）を咬合分析器

（オクルーザー FPD 707，ジーシー）にて撮影するとと

もに，Manly らの方法に従って残留試料を乾燥し同試料

の重量を計測した．残留試料における各粒子を球体と仮

定し，残留試料の二次元画像から，各粒子と同一面積を

有する円の半径から各粒子の体積を算出し，さらにピー

ナッツの密度（0.94 mg/mm3）を乗じることで，残留試

料の予測重量を算出した．以上の手順で得られた残留試

料の予測重量と実測重量との間における相関について分

析した．

実験 2 実験 2では粒子の面積から各粒子単位で重量を

算出し，残留試料全体の重量を予測する方法について検

討した．被験者は顎口腔系に異常を認めない正常有歯顎

者 6 名とした．咀嚼試料を習慣性咀嚼側にて 1 回，2

回，5回ないし 20回咀嚼させた後，篩い分けし，Manly

らの方法に従って残留試料を乾燥した．mesh 数を調整

することにより，粒子の大きさが可及的に均等となるよ

うに残留試料を篩分し，残留試料における各粒子の面積

から各粒子の重量を予測する三次近似式を求めた．被験

者 6名の中から 4名を無作為に抽出し，得られた三次近

似式を用いて，20回咀嚼時の残留試料に関する予測重

量を算出するとともに，実測重量との相関関係を分析し

た．
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実験 3 被験者は顎口腔系に異常を認めない正常有歯顎

者 22名とした．咀嚼試料を習慣性咀嚼側にて 20回咀嚼

させた後，篩（10 mesh）で篩い分け，篩上の残留試料

を咬合分析器にて撮影した．得られた二次元画像に対し

て実験 2で求めた三次近似式と一次近似式を応用して，

残留試料の予測重量を算出するとともに正常有歯顎者に

おける咀嚼値を算出した．

【結果と考察】

実験 1 残留試料の予測重量と Manly らの方法により

得られた実測重量との間には高い相関が認められた（一

次近似式：y＝0.299 x＋74.9, r＝0.986, p＜0.005）．

実験 2 残留試料の各粒子面積から重量を予測する三次

近似式は y＝－0.0001 x3＋0.0339 x2＋1.0987 x となっ

た．三次近似式を用いて算出した残留試料の予測重量

と，同残留試料の実測重量とはきわめて高い相関関係

（r＝0.981, p＜0.0001）を示し，一次近似式は y＝0.6354

x−28.689（r＝0.984, p＜0.0001）となった．

実験 3 正常有歯顎者 22名の咀嚼値の平均は 83.9±2.9

％であった．

本システムは Manly らが報告した篩分法に対して画

像解析を応用し，二次元画像から咀嚼値を算出すること

により，チェアーサイドで実施可能な咀嚼能力検査法を

新たに構築しようとするものである．本研究の結果から

残留試料の二次元画像に対して実験 2で得られた三次近

似式と一次近似式を応用することにより，残留試料の実

測重量を極めて高い確率で予測できることが示された．

以上より本システムはチェアーサイドで実施可能な咀

嚼能力検査法として有用である可能性が示唆された．

口腔粘膜上皮における熱ショックタンパク質，
Ki 67の局在と歯の萌出に伴う変化

佐々木 会
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）

口腔粘膜や表皮を構成する重層扁平上皮では，基底層

のケラチノサイトが増殖し，生じた細胞が表面側に移動

して，細胞間橋を発達させた有棘細胞となる．また口腔

内では特殊な粘膜である歯肉が歯の萌出に伴って分化す

る．

熱ショックタンパク質（Hsp）は，温熱ショックや他

の非生理的刺激により誘導され分子シャペロンとして細

胞死から保護する役割をもつが，非ストレス状態にある

細胞内にも発現し，抗アポトーシスの他，種々の役割を

担っていると考えられる．分子量 25～27 kDa の Hsp

（ヒトおよびラットは Hsp 27，マウスは Hsp 25）は，発

生過程における細胞の増殖，分化の調節に重要な役割を

担っていると考えられている．

本研究ではラット口腔粘膜，特に歯の萌出に伴う変化

を中心に Hsp 27の発現局在を時間的空間的に明らかに

することにより，口腔粘膜上皮の分化における役割と細

胞増殖および分化の調節機構の解明を試みた．

【方法】10日， 15日， 16日， 17日，18日， 19日，20

日齢，6週齢のウィスター系ラットの歯周組織を用い，

4％パラホルムアルデヒド溶液で一晩浸漬固定後，凍結

切片を作成した．さらに一部の標本ではパラフィン包埋

の連続切片を作製し，HE 染色，Hsp 27および keratin,

Ki 67, laminin に対する免疫組織化学染色を施し，比較

検討した．

【結果】臼歯未萌出期（生後 10日齢）：Hsp 27免疫活性

は，口腔粘膜では有棘層全体に強く認められたが，基底

層と表層または角質層には局在しなかった．歯胚では，

外エナメル上皮には比較的弱い活性しか認められなかっ

たが，内エナメル上皮には強い活性が認められた．歯堤

では，粘膜側では基底層から連続する部分は免疫陰性だ

が，有棘層から連続する芯の部分は免疫陽性を呈してい

た．しかし歯胚側の細い歯堤では，ほとんど免疫活性を

呈さず，そのまま外エナメル上皮に連続していた．萌出

直前期（15日齢）：太く短い歯堤は連続する内エナメル

上皮や粘膜上皮とともに強い Hsp 27免疫活性を呈して

いた．咬頭が歯肉と接近したところでも結合組織や上皮

の Hsp 27の発現は他の時期の口腔上皮と同様の所見で

あった．内エナメル上皮に隣接するエナメル髄細胞に

Hsp 27の活性が斑点状に出現していた．萌出期（16日

齢）：歯冠頂部で，口腔上皮と退縮エナメル上皮が接近

し融合していた．外縁上皮側では弱いながら Hsp 27陽

性を示し，歯冠側では薄い一層の上皮に Hsp 27免疫活

性が認められ，Ki 67の活性とは反転的で，両者の免疫

活性は共存しなかった．萌出直後期（20日齢）：内エナ

メル上皮由来の円柱状細胞層だけが Hsp 27免疫活性を

示し，口腔上皮由来の下層の扁平上皮は免疫陰性であっ

た．Ki 67免疫組織化学では，増殖細胞は口腔上皮由来

の部分に散在し退縮エナメル上皮由来部分には認められ

なかった．歯根完成期（6週齢）：他の口腔粘膜では基

底層は陰性であったのに対し，内縁上皮，付着上皮では

全層に Hsp 27の活性が見られたが，付着上皮の増殖部

では陰性であった．表層にも免疫活性が認められたのは
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口腔粘膜上皮では付着上皮だけであった．

【結論】歯肉上皮における Hsp 27の局在パターンは，他

の口腔上皮とは異なり，歯の萌出に伴う粘膜の分化によ

って生じることがわかった．付着上皮の発生過程では，

退縮エナメル上皮から重層上皮に置換された後で，特有

の Hsp 27の局在および細胞増殖パターンを示すことが

わかった．Hsp 27の局在と上皮細胞の増殖部とは反転

的で，Hsp 27は増殖パターンの調節に関与しているこ

とが示唆された．また，Hsp 27は付着上皮での局在か

ら，エナメル質との接着機構にも関与することが示唆さ

れた．

画像解析を併用した上顎歯列の
三次元有限要素解析
－上顎前歯口蓋側牽引時における歯根周囲での

応力分布－

神原 学
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）

【緒言】歯科矯正治療において，歯の移動は歯根膜での

圧迫側と牽引側により骨改造が起こり歯の移動が起こる

と考えられている．そのため矯正力を負荷した際に発生

する歯根および歯根膜での応力分布状態を理解しておく

ことは矯正治療を効率的に行うためには必要である．ま

た歯科矯正学では歯の移動速度が最も速くなる矯正力を

至適矯正力と呼び，この力の付近以外では歯の移動速度

は遅いと考えられている．すなわち矯正歯科臨床におい

て矯正力を負荷した際の歯根周囲の応力分布状態と同時

にその応力の大きさ，両者について理解しておくことが

重要である．そのため現在まで様々な工学的手法が応用

され，歯根周囲の応力解析が行なわれている．その中で

も有限要素解析は歯根周囲のような内部の応力分布やそ

の大きさの観察を行なう有効な手法とされている．しか

し，矯正臨床で多く用いられているマルチブラケット装

置を想定した解析ではワイヤー，ブラケットの摩擦の状

態や，歯と歯の接触状態（以下コンタクト）などの再現

が難しく十分な解析結果を得るに至っていない．そこで

本研究では，有限要素解析のみでは再現が難しい装置か

ら発生する摩擦やコンタクトの問題を考慮するため，画

像解析と有限要素解析を併用し，上顎前歯口蓋側牽引時

における歯根周囲での応力分布状態の観察を行なうこと

を目的とした．

【資料および方法】上顎前歯部の口蓋側牽引時を想定し

た歯，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，矯正力を負荷した際の歯の

変位量および変位方向をデジタル画像相関法により求め

た．三次元有限要素モデルは乾燥頭蓋モデルをスライス

幅 0.6 mm で撮影した CT 画像 DICOM データを元に作

製し，これを上顎前歯部の口蓋側牽引時を想定したモデ

ルへと変換した．このモデルに矯正力を想定した様々な

荷重を加えその変位量，変位方向が実験モデルでの変位

結果と近似する荷重を算出し，その際の歯根および歯根

膜での応力分布および応力の大きさを観察した．解析は

MECHANICAL FINDER version 5.2（計算力学研究セン

ター，東京）を用いた．

【結果】各歯について異なる応力分布状態が観察され

た．前歯部では中切歯に比べ側切歯で大きな応力の発生

が認められた．側切歯歯根の口蓋側面歯頸側 2/3と犬歯

歯根および第二小臼歯歯根の近心面，第一大臼歯近心騁

側根および遠心騁側根の騁側面に圧縮応力の集中を認め

た．一方，側切歯唇側面の歯頸側 2/3と犬歯騁側面の歯

頸側 1/3，第二小臼歯歯根遠心面，第一大臼歯口蓋根遠

心面に引っ張り応力の集中を認めた．

【考察】1．本研究では，まずマルチブラケット装置を装

着した歯列モデルによる変位解析を行い，得られた歯の

変位量を三次元有限要素解析に適用した．これによりコ

ンタクトおよびワイヤー，ブラケット間の摩擦の状態を

考慮した歯の移動時における応力解析が可能となった．

2．本システムを用いることにより上顎前歯口蓋側牽引

時における歯根周囲の応力分布の状態および応力の大き

さが明らかとなった．この結果を考慮したフォースシス

テムの作製を行なうことにより，矯正治療を効率的に行

うことが可能になると考えられる．

【結論】本研究で用いた方法にて，今後様々な矯正力を

想定した場合の歯根での応力分布を観察することが可能

となった．

歯周疾患関連細菌の発生する揮発性硫化物と
生理的口臭との関係

黒下 礼奈
明海大学大学院歯学研究科歯学専攻
（機能系正常機能研究群小児歯科学）

【緒言】生理的口臭の発生源として舌苔中の嫌気性菌が

関与しており，生理的口臭の原因物質はこの嫌気性菌が
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産生する揮発性硫化物（以下 VSCs）の 1つである硫化

水素（H2S）が主に関与していることが報告されてい

る．一方，舌苔中に歯周疾患関連細菌が存在しているこ

とが最近報告された．そこで本研究では，思春期の口腔

内に存在すると考えられている Prevotella intermedia

（P. intermedia）や Fusobacterium nucleatum（F. nuclea-

tum）に加え，歯周疾患関連細菌である Porphyromonas

gingivalis（P. gingivalis），Aggregatibacter actinomycetem-

comitans（A. actinomycetemcomitans）の生理的口臭への

関与を明らかにするために，これら 4菌種が発生する

VSCs［H2S, CH3SH，（CH3）2S］の産生量ならびにヒトの

舌苔中に含まれる 4菌種の菌量と VSCs の産生量との相

関関係について検討を行った．

【材料および方法】（実験 1）A. actinomycetemcomitans

（ATCC 29522, ATCC 29523, Y 4），P. intermedia（ATCC

25611），P. gingivalis（ATCC 33277），F. nucleatum（ATCC

31647）の 4菌種 6菌株の発生する VSCs 中の H2S, CH3

SH，（CH3）2S の産生量を調べるため，各菌をブルセラ

・ブロス培地に播種し，嫌気ボックス内で 3日間嫌気培

養した．その後，密閉容器内に溜まったガスをガスタイ

トシリンジで吸引し，ガスクロマトグラフィーにて 3種

類の VSCs ガス濃度を測定した．また，ガス採取後の 1

/10段階希釈した菌液を，GAM 血液寒天平板培地上で

培養し菌量を算出した．実験は 3回行い平均値±標準偏

差を求めた．

（実験 2）被験者は健康で過去 2週間服薬等の既往がな

く，歯周疾患に罹患していない平均 26.4歳の男女（男 26

人／女 25人）とし，口臭中に含まれる 3種類の VSCs ガ

ス濃度と，定量 PCR によって算出した舌苔 1白金耳あ

たりの全菌量，A. actinomycetemcomitans, P. intermedia,

P. gingivalis, F. nucleatum それぞれの菌量との関係を検

討した．なお，これらの実験は明海大学倫理委員会の承

認を得て行った（承認番号 A 0706）．

【結果】（実験 1）106個あたりの各菌の発生ガス濃度を

比較すると，H2S 産生量は P. intermedia が 154.79±28.17

ppb で一番多く，次いで P. gingivalis が 59.26±14.61

ppb, F. nucleatum が 47.71±35.31 ppb となった．その他

の菌ではほとんど検出されなかった．CH3SH 産生量は

F. nucleatum が 456.54±294.82 ppb で一番多く，次いで

P. gingivalis で 360.57±101.82 ppb , A . actinomycetem-

comitans 29523で 197.02±112.46 ppb となった．また，

A. actinomycetemcomitans 29523, P. intermedia でも中等

度の産生が検出され，A. actinomycetemcomitans Y 4に関

してはごく微量検出された．（CH3）2S 産生量は F. nuclea-

tum が 292.81±191.60 ppb で一番多く，次いで P. inter-

media で 42.42±20.86 ppb, A. actinomycetemcomitans Y 4

で 31.50±12.18 ppb となった．また，P. gingivalis は中

等度の産生が検出され，A. actinomycetemcomitans 29522

ではごく微量検出され，A. actinomycetemcomitans 29523

についてはほとんど検出されなかった．

（実験 2）口気中の VSCs（ppb）と舌苔中に含まれる

各菌量（1白金耳中の菌数）との関係において，ピアソ

ンの相関係数を求め F 分布を用いて危険率 5％以下で

検討した結果，H2S 濃度との正の相関が得られたのは

A. actinomycetemcomitans, P. intermedia, P. gingivalis, F.

nucleatum，全菌数の全てとなった．CH3SH 濃度との正

の相関が得られたのは P. gingivalis で，A. actinomycetem-

comitans, P. intermedia, F. nucleatum，全菌数では相関が

得られなかった．（CH3）2S 濃度との正の相関が得られた

のは A. actinomycetemcomitans , P . intermedia，全菌数

で，P. gingivalis, F. nucleatum では相関が得られなかっ

た．

【考察・結論】歯周ポケットや歯肉ポケットに存在して

いると考えられている歯周疾患関連細菌が舌苔中にも存

在しており，生理的口臭の原因になっている可能性が示

唆された．

チタン表面性状がマウス骨芽細胞機能
に及ぼす影響

小貫 裕之
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蠢）

【緒言】現在，金属材料は歯科材料として広く使用され

ており，歯冠修復材料や，矯正用材料，インプラント材

料として使用されている．特にインプラント材料に用い

られるチタンおよびチタン合金は，40年を超える歴史

をもち，表面性状の改良や臨床術式の進歩及び成熟によ

り，オッセオインテグレーションへの利用価値が評価さ

れつつある．しかし，インプラント体の脱落の問題も残

されている．本研究は，チタン合金との直接接触が骨芽

細胞機能に及ぼす影響を解析するために，先ず，株化マ

ウス骨芽細胞の増殖特性および薬剤感受性について検討

した．オートファジーの阻害によるアポトーシスの誘導

が報告されているので，オートファジー誘導による薬剤

感受性および銅板接触性細胞死への影響についても検討

した．次に，表面性状の異なる 4種チタン合金への接触

S13明海歯科医学会第 7回学術大会抄録



による株化骨芽細胞の増殖への影響を検討した．

【材料・方法】マウス骨芽細胞株（MC3T3-E1）は，10

％非働化牛胎仔血清（FBS）を含む α -MEM 中で，37

℃，5％ CO2インキュベーター内で培養した．付着細胞

の生細胞数は，トリプシンで餝離後，トリパンブルーで

染色されない細胞を血球計算板で測定するか，MTT 試

薬で染色後，細胞溶解液の吸光度をもとに測定した．細

胞機能は，培養液中のアミノ酸の消費速度により判定し

た．実際には，培養液中に同量の 10％トリクロロ酢酸

を加え，遠心後，上清中のアミノ酸をアミノ酸分析器に

かけて定量した．細胞内のアミノ酸プールは，細胞の 5

％トリクロロ酢酸可溶画分を分取し，同様にアミノ酸分

析器にかけることにより測定した．オートファジーの誘

導は，Hank’s balanced salt solution で 3～6時間インキュ

ベートすることにより行い，アクリジン染色により確認

した．薬剤感受性試験は，各種薬剤と 48時間培養し，

MTT 法による生細胞数の測定により行った．使用した

金属は，プラスティック板（対照），銅板，チタン合金

4種漓チタン合金研磨仕上げ，滷チタン合金ブラスト処

理，澆チタン合金ブラスト処理＋陽極酸化，潺チタン合

金ブラスト処理＋HA コーティング（各 20×20×0.5

mm）を使用した．チタン表面性状は，走査型電子顕微

鏡（100～1000倍率）にて観察した．チタン合金との接

触実験では，25×104個のトリプシンで餝離した MC3T

3-E1細胞を 0.5 ml の培養液に懸濁し，3.5 cm シャーレ

内に置かれた各金属板にマウントし 48時間培養した．

遠心分離後，生細胞数，培養上清中のアミノ酸濃度を測

定し，アミノ酸消費率を算定した．

【結果と考察】MC3T3-E1は，増殖旺盛な細胞であり，

血清非存在下でも，75 時間まで直線的に増殖した．

Hank’s 緩衝液中では，生細胞数の増加は観察されなか

ったが，75時間後での約 50％の細胞は生存していた．

対数増殖期では，Gln の消費量が最大であり，以下 Glu,

Asp, Ile の順に低下した．Asp と Glu, Arg は枯渇した．

細胞内アミノ酸プールでは，Glu が最大であり，Asp, Gly

の順に低下した．オートファジーを誘導すると，Gly と

Thr 以外のアミノ酸プールが低下したが，doxorubicin に

対する感受性が低下した．しかし，NaF, CDDP および

ビタミン C に対する感受性は変化しなかった．また，

銅板接触による細胞死からの回避も観察されなかった．

チタン合金への接触実験では，ブラスト処理後に HA

コーティングしたチタン合金を使用した場合にのみ，有

意に（p＜0.01），生細胞数の増加が観察された．チタン

合金研磨仕上げでは，ほとんど変化なく，チタン合金ブ

ラスト処理おとびチタン合金ブラスト処理＋陽極酸化で

は，細胞の回収率が低下した．これは，強固な細胞付着

のための回収率の低下か，あるいは実際の細胞機能の低

下かによるものと推測された．今回，骨芽細胞の増殖特

性を明らかにし，HA コーティングが骨芽細胞の増殖を

促進することが確認され，オステオインテグレーション

の可能性が確認された．

NaF が誘導するアポトーシスと
Bad タンパク質の関連

大槻 純子
明海大学歯学部病態診断治療学講座薬理学分野

【目的】我々は以前，フッ化ナトリウムが解糖系に関与

する酵素（エノラーゼ）を阻害することから，アポトー

シスと解糖系の関連を調べた．その研究では，フッ化ナ

トリウムが HL-60細胞にアポトーシスを誘導し，グル

コースの細胞への取り込みが阻害され Bcl-2ファミリー

タンパク質の一つである Bad の発現が確認された．今

回私は，同様な変化が口腔由来の細胞でも起こるのか

を，ヒト正常歯肉線維芽細胞（HGF）とヒト口腔扁平上

皮癌細胞（HSC-2）を用いて調べた．また，フッ化ナト

リウムが誘導するアポトーシスでの Bad の関与を

siRNA 導入した HSC-2 細胞を用いて実験した．さら

に，アポトーシス時に Bad と相互作用するタンパク質

を探索した．

【材料・方法】標的細胞は，ヒト口腔扁平上皮癌細胞

（HSC-2），ヒト口腔正常細胞（歯肉線維芽細胞；HGF）

を用いた．これらの細胞は DMEM に 10％ FBS を添加

した培地を用いて培養した．細胞障害活性は MTT 法で

測定した．アポトーシスの指標としてはアネキシン染

色，DNA のヌクレオソーム単位の断片化をみるアガロ

ース電気泳動，カスパーゼ 3 活性を DEVD-pNA（p-

nitroanilide）切断活性により測定した．細胞内の Bad タ

ンパク質を Western blot 法を用いて確認した．Bad の機

能を調べるため，Bad siRNA を導入した細胞を用いて

カスパーゼ活性を測定した．Bad に結合するタンパク質

の探索に免疫沈降を用いた．細胞内の Bad と炭酸脱水

素酵素（CA）の分布を，Bad-GFP を導入した HSC-2細

胞で免疫染色を用いて検鏡した．

【結果】NaF は濃度，時間依存的に HGF 細胞と HSC-2

細胞の生細胞数を減少させた．HSC-2 細胞ではアポト

ーシス初期マーカーであるアネキシンの染色，カスパー
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ゼ 3活性化，ヌクレオソーム単位の DNA 断片化が見ら

れたが，HGF 細胞についてはいずれも観察されなかっ

た．siRNA の導入により Bad 遺伝子が抑制された HSC-

2細胞では，NaF によって誘導されるアポトーシスが抑

制された．また，NaF 処理した HSC-2細胞内の Bad タ

ンパク質の量は，未処理の細胞群より増加した．一方，

NaF 処理で CA タンパク質量に変化はなかった．NaF

の培地中への添加量の増加に伴い，Bad-CA 結合量は減

少した．逆に，Bcl-2は NaF の濃度依存的にその結合量

は増加した．NaF が存在しない状態では HSC-2細胞内

の Bad と CA のタンパク質の局在が一致していたが，

NaF で処理すると離解するのが確認された．

【考察】各アポトーシスマーカーの発現から，NaF は

HSC-2細胞でもアポトーシスを引き起こすことを示し

た．また，NaF が誘導するアポトーシスには Bad が関

与していた．NaF を作用させたとき，HSC-2 細胞内の

Bad タンパク質は増加し Bcl-2と会合すること，NaF の

作用を受けていないとき，HSC-2細胞内の Bad タンパ

ク質の一部は CA と会合することを初めて明らかにし

た．このことから，HSC-2細胞において NaF による刺

激を受けると Bad は Bcl-2と結合してアポトーシスを

誘導するが，NaF のないときには CA が会合し，Bad

が関与するアポトーシスと関係している可能性が示唆さ

れた．

記述試験と多肢選択試験の関係について（2）

三笠 建次
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

第 1回学術大会で記述試験と多肢選択試験の関係につ

いて 1度の試験結果を元にして報告した．その中で記述

試験の偏差値と多肢選択試験の偏差値が 1：1の対応で

はなく，非常に変異に富んでいることを報告した．今回

は前回と同じ年度生と次の年度生を加えた 2グループで

2度のテストを行った結果で，記述試験と多肢選択試験

の関係で次の 2点，漓グループ間でそれらの関係に違い

があるか，滷個人により試験科目間で違いがあるかにつ

いて調べたので報告する．

【対象と方法】

1．受験者：2006年度入学生 118名と 2007年度入学生

110名．各学年の留年者の結果は省いて分析を行った．

2．試験形式：記述試験は単純再生形式（答えを 1語で

求める），完成形式（いわゆる穴埋め式）と説明形式で

行った．多肢選択試験は正答数を明示しない 4択の問題

がほとんどであった．問題は演者自身で作成した．

3．配点：配点は記述形式と多肢選択方式とも設問によ

り難易度は異なっていると思われるが等配点で採点を行

った．記述形式では設問により解答数が異なっていたの

で問により部分点を割合で与えた．

4．採点：マークシートの読み取りは学内の光学読み取

り装置を利用した．記述問題の採点は演者自身が行っ

た．

5．点数：素点の分布が正規分布をしているか検定を行

い，正規分布をしていなかった場合は変換を行って正規

分布に補正した後に，偏差値を求め，分析を行った．

【結果と結語】

1．分析に使用した科目と試験での問数：2006年度生

は生物学蠡と蠱，問数は 17～31題の範囲．2007年度生

は生物学蠢と蠡．問数は 20～28題の範囲だった．

2．テストの信頼性：各試験で α 係数を求め，平均の
信頼性係数を求めたところ，2006年度生の試験では 0.63

±0.07．2007年度生の試験では 0.79±0.06であり，2007

年度生の試験の信頼性はあるものと思われた．

3．記述試験と多肢選択試験の関係：記述試験の結果を

横軸に多肢選択試験の結果を縦軸にとり，両者の関係を

調べた．それで科目毎に直線回帰係数（b）を求めたと

ころ，2006年度生の生物学蠡では b＝0.55±0.08（標準

誤差），生物学蠱では b＝0.52±0.08であった．2007年

度生の生物学蠢では b＝0.81±0.05，生物学蠡では b＝

0.74±0.06であった．各値ともゼロから有意差があり，

かつ b＝1からも有意差があった．また，グループ間で

も回帰係数に有意差があった．b＝1から有意に減少し

ていることは，記述試験で高得点の学生は多肢選択試験

では記述試験よりも偏差値が減少し，記述試験で低得点

の学生は多肢選択試験では記述試験よりも偏差値が増加

する傾向にあったことを示しているものと思われた．こ

の傾向は 2006年度生のグループの方が有意に強いもの

と考えられた．

次に各学生で多肢選択試験と記述試験の偏差値の比が

科目間で同一の傾向を示すか調べたところ，2グループ

とも科目間で相関関係は認められなかったことから，記

述試験と多肢選択試験の関係は試験科目の違いによる影

響を受け易いものと思われた．
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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．




