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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

１．サイトカイン療法とは
サイトカインとは，細胞間の情報伝達において局

所的仲介物質として作用し，細胞の増殖・分化など
の制御に関連する種々のシグナルを伝達するタンパ
クである。近年，遺伝子工学の進歩により，サイト
カインの大量生産が可能となり，各種疾病に対する
治療剤としてのサイトカインの応用が検討されてい
る。歯周組織再生療法においては，歯周病により破
壊された歯周組織欠損部への歯根膜細胞の遊走や，
細胞増殖および硬組織形成細胞への分化の過程を，
ある種サイトカインを局所投与することによって活
性化し，歯周組織再生を積極的に促進しようとする
サイトカイン療法の確立が試みられている。
２．歯周組織再生におけるサイトカイン療法

現在，研究が進められているサイトカインとして，
主に，１）血管新生や細胞増殖を期待する，①血小
板由来増殖因子（platelet-derived growth factor：
PDGF），②塩基性線維芽細胞増殖因子（basic fibro-
blast growth factor：FGF-２または bFGF），③脳
由来神経栄養因子（brain-derived neurotrophic fac-
tor：BDNF），２）骨形成能を期待する，①骨形成
タンパク（bone morphogenetic protein-２：BMP-
２），などが報告されている。米国では人工骨の β-
リン酸三カルシウム（β-tricalcium phosphate：β-
TCP）と PDGF を組み合わせた歯周組織再生材料

（GEM２１SⓇ）が商品化されている。
３．FGF-２を用いた歯周組織再生療法

FGF はウシ下垂体から線維芽細胞の増殖を著し
く促進するタンパクとして発見された。その後，類
似の構造をもつタンパクが発見され，FGF-１～
FGF-２３からなるファミリーを形成している。FGF-
２は，線維芽細胞の増殖を促進するのみならず，血
管内皮細胞，神経外胚葉系細胞，骨芽細胞，軟骨細
胞，血管平滑筋細胞，上皮細胞などの増殖を誘導す
ることが知られている。これまで，動物実験におい
て，２，３壁性骨欠損１）や２級根分岐部病変２）に
FGF-２を局所投与することによって，統計学的に
有意な歯周組織再生が誘導されることが報告されて
いる。そのメカニズムとしては，培養ヒト歯根膜由
来細胞を FGF-２で刺激すると分化能を保持したま
ま増殖を促進することや，強力な血管新生促進作用
を有すること，さらに，創傷治癒の促進に重要な高
分子型ヒアルロン酸の産生を促進することで歯周組
織欠損部に再生に適した環境をつくり，効果的な歯
周組織再生を促進するであろうと考えられている。
FGF-２の歯周組織再生効果は，現在，多施設参加
の臨床治験（第３相）が展開されている。
４．FGF-２と骨移植の併用による歯周組織再生効
果
われわれは，歯周組織再生において FGF-２と骨

伝導性の足場材である β-リン酸三カルシウム（β-
TCP）の併用効果を動物実験により病理組織学的に
検討した３）。

ビーグル犬の下顎第２前臼歯遠心と第４前臼歯近

心に頬舌幅５mm，近遠心幅５mm，深さ５mm の
２壁性骨欠損を作製後，ラバー印象材を充填し，慢
性骨欠損を作製した。４週後に印象材を除去し，骨
欠損部および露出歯根面の十分な掻把を行い，同骨
欠損底部を印記する目的でラウンドバーを用いて根
面にノッチを付与した（図１）。群分けとしては，①
０．３％ FGF-２（Scios Nova，Mountain View，CA，
USA）と β-TCP（気孔径１００－４００μm，粒径０．５－１．５
mm，気孔率７５％，OSferionⓇ，オリンパス光学，
東 京）併 用 群（FGF-２／β-TCP 併 用 群），②０．３％
FGF-２単独群，③フラップ手術群，とした（図２，
３）。８週間経過したのち，組織学的（H-E 染色）に
観察した。その結果，すべての群で新生歯槽骨，新
生セメント質，新生歯根膜が観察された（図４）。組
織計測結果では，FGF-２単独群はフラップ手術群
よりも新生骨形成率，新生セメント質形成率が高く
有意差が認められた。さらに，FGF-２／β-TCP 併
用群は，FGF-２単独群よりも新生骨形成率，新生
セメント質形成率が高く有意差が認められた（表
１）。FGF-２／β-TCP 併用群では，β-TCP（＊）は新
生骨に取り囲まれ，β-TCP の吸収と新生骨への置
換が認められた（図５）。さらに，新生骨（NB）と新
生セメント質（NC）間には両者を連絡するシャー
ピー線維からなる新生歯根膜が認められ，新付着が
形成されていた（図６）。歯根吸収や骨性癒着は認め
られなかった。これらの結果は，FGF-２の未分化
間葉細胞の増殖作用に加え，β-TCP がスペースメー
キングとして骨再生の足場となったこと，さらに，
FGF-２の強力な血管新生作用により，β-TCP の吸
収と骨への置換が活発に行われたことによると考え
られた。

今後，サイトカインを用いた歯周組織再生療法を
発展させるためには，効果的なスペースメーキング
能力や歯周組織欠損部に合うように適度な賦形性を
有する基剤の開発，さらに，時期特異的にサイトカ
インが溢出してくれるような drug delivery system

（DDS）としての応用法の検討が期待される。

文 献
１）Takayama S, Murakami S, Shimabukuro Y, Kitamura
M, Okada H. Periodontal regeneration by FGF-２（bFGF）
in primate models. J Dent Res ２００１ ８０⑿：２０７５～
２０７９．

２）Murakami S, Takayama S, Kitamura M, Shimabukuro
Y, Yanagi K, Ikezawa K, Saho T, Nozaki T, Okada H. Re-
combinant human basic fibroblast growth factor（bFGF）
stimulates periodontal regeneration in class Ⅱ furcation
defects created in beagle dogs．J Periodontal Res ２００３
３８：９７～１０３．

３）Oi Y, Ota M, Yamamoto S, Shibukawa Y, Yamada S. Oi
Y, Ota M, Yamamoto S, Shibukawa Y, Yamada S. Beta-
tricalcium phosphate and basic fibroblast growth factor
combination enhances periodontal regeneration in in-
trabony defects in dogs. Dent Mater J. ２００９ ２８⑵：１６２
～１６９．



東京歯科大学口腔健康臨床科学講座

澁 川 義 宏

サイトカインを用いた歯周組織再生療法

図１ ビーグル犬の下顎第２，第４前臼歯
に２壁性骨欠損（頬舌幅５mm，近遠
心幅５mm，深さ５mm）作製（↓）。

図２ FGF-2 単独群。骨欠損部に FGF-2
（↓）を応用。 FGF-2 は液状で，基
剤（ヒドロキシプロピルセルロース）で
濃度を０．３％に調製。

図３ FGF-2/β-TCP 併用群。骨欠損部に
０．３％FGF-2 と β-TCP を混合 し て 応
用。

図４ ビーグル犬２壁性骨欠損に認められた各群の歯周組織再生（術後８週）
A：FGF-2/β-TCP 併用群，B：FGF-2 単独群，C：フラップ手術群（矢印は根面上

のノッチ（＊）から歯冠側方向への新生骨を示す）

図５ FGF-2/β-TCP 併用群
の新生骨（術後８週）。

β-TCP（＊）は 新 生 骨
に取り囲まれ，吸収と
骨への置換が認められ
る。

図６ FGF-2/β-TCP 併用群の
新生歯根膜（術後８週）。

新生骨（NB）と新生セメ
ント質（NC）間には両者を
連絡するシャーピー線維か
らなる新生歯根膜が認めら
れる。

表１ ビーグル犬に作製した実験的２壁性骨欠損に対する
FGF-2/β-TCP 併用の歯周組織再生効果


