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１．緒言 

一般的な歯科治療では、主に感染源である口腔内細菌を機械的方法で取り除き、置換医療に

より修復または再生療法にて再生させることを試みている。例えば、齲蝕が歯牙の硬組織にと

どまる場合においては、齲蝕をタービンなどにて削去し、金属やレジンに置き換えて修復とす

る。歯周病の場合は、スケーリングルートプレーニングやフラップ手術によって外科的治療を

行う。そのとき、欠損した骨や歯周組織をなるべく正常な状態に近づけるために GTR やエム

ドゲインを応用し、再生に向かわせる努力をする。その際、骨の治癒が歯科治療の成功に大き

く関与していると思われる。口腔内では、上皮が骨よりも早く創傷治癒を迎える。そのため、

骨の治癒がきちんと起こることが難しい場合がある。また、高齢者の場合は再生能が低下し、

糖尿病や肝疾患などの基礎疾患を持っている場合は、治癒機転が阻害されることがある。 

そこで今回、私は組織工学の概念を用いて骨の治癒を補うことができないかと考え、治癒、

移植および再生医療について考察した。 
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２．治癒について 

 

１）一般的な創傷の治癒 

 

（１）創傷治癒の諸相 

欠損した組織は、その原因にかかわらず、一定の機序により組織の連続性を再構築する。

これがいわゆる創傷治癒である。創傷治癒の過程は大きく分けて炎症期、組織修復期、組織

再構築期の３つの段階に分かれる。(1)(2)(3) 

 

①炎症期 

炎症期は組織が損傷を受けると同時に始まり、炎症を長引かせるような問題がなければ３

～５日間で終わる。炎症期は細かく分けると血管相（生活反応期）と細胞相（創内浄化期）

の２相に分かれる。 

血管相は損傷血管の収縮により開始し、いわゆる出血、血液凝固を営む。具体的には創傷

部位に流入する血流を遅くし血液凝固を促進する。そして損傷から数分以内に白血球から合

成されたヒスタミンとプロスタグランジンが血管拡張を引き起こし血管内皮細胞間に微小な

スペースを開口させ血漿が滲出し白血球が間質組織に移動する。滲出した血漿からでたフィ

ブリンはリンパの流れを阻害し、その結果滲出血漿が創面に蓄積して汚染物質を希釈する作

用が生じる。この体液の蓄積が浮腫の正体である。細胞相は組織外傷による血清中補体の活

性化によって引き起こされ、炎症に代表される創内浄化を行う。炎症期は創傷の強さが大き

くならない期間なので遅滞相とも呼ばれる。理由はコラーゲンの沈着がほとんど生じないか

らである。創を閉鎖しておくために主役として働くのは、引張り強さが微弱なフィブリンで

ある。(1)(2)(3)(4)(5) 

 

②組織修復期 

組織修復期は、炎症期後２～３週間継続する。この時期に創内で血小板、リンパ球や血管

内皮細胞などにより最大限に活性化されたマクロファージは周辺の基質を刺激する。結果と

して線維芽細胞も活性化する。線維芽細胞の増殖が促進されると、肉芽組織の形成、組織の

修復への足がかりがつけられる。毛細血管の新生もこの時期に盛んになる。この時期は痂皮

の下方が創面の両端から再生してきた上皮で覆われる時期である。 

創傷後３～４日で線維芽細胞は多分化能性の間葉系細胞を分化させてトロポコラーゲンを

産生させる。トロポコラーゲンはコラーゲン線維を形成している基本単位である。線維芽細

胞はまたフィブロネクチンも分泌する。フィブロネクチンはいくつかの作用を持つタンパク

で、フィブリンを固定することや免疫系のシステムで除去するべき異物の認識に貢献し、線

維芽細胞の走化性因子として働く。そして最終的にはフィブリン索に沿ってマクロファージ

がフィブリンそのものを貪食することを誘導する役割を支える。このフィブリン索は、新生

毛細血管によっても利用される。すなわち、創傷部の縁端の既存血管からフィブリン索に沿

って毛細血管が新生していき、反対側の血管と吻合することで毛細血管の再生を行う。線維

増殖が続いて新生細胞が増殖することにより、線維素溶解も起こる。これは不要になったフ
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ィブリン索が新生毛細血管に運ばれてプラスミンにより生じる。細胞修復期は２～３週間続

き創傷が強度を急速に増す期間で、最後期における創傷は多量のコラーゲンにより創傷前の

７０～８０％の引っ張り強さを有するまでに強化される。(1)(2)(3)(4)(5) 

 

③細胞再構築期 

創傷治癒の最終段階は、細胞再構築あるいはリモデリング期と呼ばれる。また創傷成熟期

と定義付けされる場合もある。この時期は細胞修復期に張り巡らされたコラーゲン線維に置

き換えられる時期でもある。また、血管の新生も終了し、創傷の代謝が減じた結果、創傷初

期にみられる発赤も消失する。この期間の創傷の強度はなお増し続けるが、それは組織修復

期のような急速な変化ではない。再構築が進んでも、創傷が生じる前と比べてコラーゲン線

維の配列が劣っているため、創傷の強度は８０～８５％程度までしか回復しない。創傷は組

織修復期の末期からこの時期に収縮を生じる。(1)(2)(3)(4)(5) 

 

２）硬組織の治癒 

 

（１） 骨組織 

 

①骨の創傷治癒 

骨の創傷治癒も軟組織の治癒（炎症期、組織修復期、組織再構築期）と基本的に同様であ

る。しかし、軟組織と異なるところは損傷した骨の再生に骨芽細胞と破骨細胞がかかわる点

である。骨の創傷の治癒に重要な役割を持つ骨形成原細胞は外骨膜、内骨膜、循環多分化能

性間葉細胞の３つの由来を持つ細胞である。破骨細胞は単球前駆細胞由来で壊死した骨組織

とリモデリングする骨を吸収する機能を持つ。骨芽細胞は類骨を作り、治癒期間に骨が動揺

しない場合は石灰化していく。 

骨の治癒過程としてまず欠損部に出血が起きて血腫が形成される。血腫内に外骨膜、骨皮

質、内骨膜から肉芽組織が進入し、残存する骨破片は吸収されて類骨組織とよばれる均質化

した線維性結合組織となる。この類骨組織に石灰が沈着して仮骨となる。その後、過剰に添

加した骨の破骨細胞による吸収と骨芽細胞による骨の新生が繰り返されることによって正常

の骨に改造される。仮骨により両骨端がつながるために約６週間、完全な骨組織になるのに

数か月を要する。 (1)(6)(7) 

 

②抜歯窩における創傷の治癒 

抜歯窩における創傷治癒は、軟組織の創傷治癒と同様に生じる炎症、上皮の再生、組織修

復、組織再構築が順に行われていく。抜歯窩は二次治癒となる。抜歯窩は破損した歯根膜に

覆われた皮質骨からなり歯冠側上縁は口腔粘膜上皮である。抜歯窩は血液により満たされ、

それが凝固して口腔環境の汚染から隔離される。他の創傷治癒と同様に治癒機転の最初に炎

症期に始まり、白血球が抜歯窩に入り込んで細菌や汚染物質、あるいは壊死組織片を除去す

る。組織修復期は炎症期に続いて抜歯後第一週に始まり線維芽細胞と新生毛細血管の侵入増

殖が起こる。上皮は抜歯窩に沿って反対側から移動してくる上皮と接触抑制を生じるまで移
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動する。あるいは、線維芽細胞と新生血管により満たされた肉芽細胞の上で（痂皮の下方で）

接触するまで移動する。１週間ほど経つと抜歯窩の骨縁には破骨細胞が蓄積されてくる。抜

歯後２週目は多量の肉芽細胞により満たされる時期で類骨が抜歯窩に沿って沈着し始める。

小さな抜歯窩は上皮によって完全に覆われることもある。３～４週目に入ると上皮再生はほ

とんどのケースで終わる。抜歯窩内の皮質骨は骨頂と抜歯窩の壁から吸収が進み、海綿骨に

よって抜歯窩を横切るように置き換えられていく。こうした置換は４～６ヶ月間持続される。

X 線写真上でもはっきりした白線が消失するまで同様の時間を要する。骨が抜歯窩を満たし

ていくにつれ上皮は歯槽頂方向に移動し、最終的には隣接する歯槽頂と同じレベルまで回復

する。１年後にはわずかな瘢痕を除いて X 線写真上での抜歯窩の残遺はほぼなくなる。(1) 

 

（２）象牙質 

 

①歯髄の創傷治癒を規制している因子について 

歯髄は周囲を硬組織で囲まれている点で、特殊な結合組織である。このことが歯髄組織の

拡張面積を制限している。特に浮腫に対して、歯髄には傍側循環路がほとんどないために、

拡張制限が疼痛を惹起することになる。これも歯髄の治癒の治癒能力を制限している因子で

ある。歯髄には主要な血管が根尖孔から、また小血管が側枝や副根管から供給されているが、

これは他の組織の傍側循環と比較できないほど小さいものであり、創傷治癒の観点からもは

なはだ不利である。この２つが原因で、歯髄は組織内に生じた壊死組織や細胞、組織の残渣

をうまく処理ができないと考えられる。 

軟組織の歯髄は修復象牙質（硬組織）に化生を起こすことができる組織である。歯髄は刺

激や傷害からみずからの組織を守るため、歯髄自身と刺激（傷害）との間に存在する象牙質

壁をつねに一定に維持するように反応する。歯髄が持続的に第二象牙質を形成したり、修復

象牙質形成のために迅速に反応したりするのは、このためと考えられる。(8)(9) 

 

②刺激に対する歯髄の応答 

刺激に対する歯髄の応答は、実験的窩洞形成によって研究されてきた。それによると窩洞

形成を行ったあと、初期の傷害的変化としては好中球の浸潤、浮腫性の変化、局所の出血、

および象牙芽細胞の消失が起こる。刺激による歯髄組織の破壊はおもに象牙芽細胞層、細胞

希薄層（細胞の少ないワイル層）および細胞稠密層の細胞に認められる。滲出してくる好中

球の量が多く、局所に集簇すれば、膿瘍（微小膿瘍）が形成される。歯髄の病変や刺激が長

期にわたって存在すると、慢性炎症の特徴であるリンパ球や形質細胞が出現している。これ

からの変化は歯髄に与えられる刺激の種類、量、時間などによって変化する。軽度の刺激が

歯髄に短い時間作用すれば、可逆的変化となる。強度の刺激が長期にわたって作用した場合

には、前述のように非可逆的な変化となる。 

高橋は刺激に対する歯髄の応答を血管構築の見地から詳細に解析している。それによると 

ⅰ．歯冠部の歯髄のほうが外来刺激に対して応答しうる生活力を有している。 

ⅱ．切削によって惹起されて急性炎症の初期変化は、細静脈および毛細血管の損傷として

現れる。 



 10 

ⅲ．慢性炎症では急性の場合のように血管の損傷はなく、炎症は血管分布の優位なほうへ

先に波及する。 

ⅳ．毛細血管網の形態の違いから、第三象牙質と原生（第一）象牙質とでは形成機序が異

なる。 

などの点が明らかにされている。 

一方、修復性の変化は細胞の置換によって起こる。象牙芽細胞が消失しても、細胞稠密層

の未分化間葉細胞が増殖、遊走し、新生象牙芽細胞になる（細胞の置換）。また細胞稠密層の

細胞も傷害を受けると、それより深部の細胞の分化によって修復されるといわれている。歯

髄内における象牙質形成、炎症性反応および防御機構の最初の反応は細胞外から始まること

から、細胞外基質構成成分の物質代謝が高いことは組織内における活発な発育変化の反映で

あり、歯髄の周辺部だけが直接象牙質形成に関与しているという。(8)(9)(10) 

 

③象牙質橋形成のメカニズム 

市川はイヌの犬歯、前・後臼歯に生活歯髄切断を行い、創面に水酸化カルシウム製剤を覆

髄し、歯髄の治癒過程について検索した。彼は歯髄の創傷治癒過程をⅰ．滲出期ⅱ．増殖期

ⅲ．骨様象牙質形成期ⅳ．象牙質形成に分けた。 

ⅰ．滲出期 術後１～５日で切断面に赤血球とフィブリンが存在し、水酸化カルシウムと

接する歯髄組織の表層は壊死に陥っていた。また壊死層に接する歯髄には浮腫、出血

および好中球を主体とする炎症性細胞浸潤が認められた。 

ⅱ．増殖期 術後３～７日で、壊死層直下の歯髄断端部に著明な細胞の分裂、増殖がみら

れ、やや大型の細胞が存在していた。この細胞は電顕的には、大きな核が胞体の大部

分を占め、核のクロマチンは比較的少なく、１ないし２個の核小体を有していた。細

胞質には少数で、発達の悪い細胞小器官が認められた。この細胞は未分化間葉細胞と

いいうるものである。また、壊死物質や異物を貪食する大食細胞も認められた。 

ⅲ．骨様象牙質形成期 術後５～１４日で、切断端壊死層直下に、多角形あるいは短円柱

状の細胞（骨様象牙芽細胞）が１ないし３層に密に配列していた。この細胞は大きな

胞体、多数の細胞突起、偏在する核を有し、細胞の周囲にはコラーゲン線維と基質が

形成されていた。ついで、骨様象牙芽細胞は基質のなかに埋入され、時間の経過に伴

ってコラーゲン線維の周囲に石灰化が起こり、骨様象牙質が形成された。 

ⅳ．象牙質形成期 術後１４～２８日以降になると、骨様象牙質の薄い層が形成され、そ

の直下に象牙芽細胞の突起をいれた新生象牙質が存在し、さらにその歯髄側には円柱

状の新生象牙芽細胞が規則正しく配列するようになった。 

以上の結果から、壊死層に接して形成される骨様象牙質は、未分化間葉細胞が分化して象

牙芽細胞になる際に誘導因子として作用すると考えられている。また、水酸化カルシウム

が歯髄の創傷治癒にどのような影響を及ぼしているかについては、 

ⅰ．水酸化カルシウムが強アルカリ性であるため、歯髄の表層を壊死に陥らせ、この壊死

層が歯髄の断端部を保護する役目を果たしている。 

ⅱ．水酸化カルシウムが適度に残存歯髄組織を刺激し、これによって歯髄細胞、内皮細胞

などの分裂、増殖を促進させ、新生象牙芽細胞に分化しうる多数の未分化間葉細胞を
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つくりだし、象牙質橋形成をたすけていると考えられる。(8) 

 

④象牙質橋を形成する新生象牙芽細胞の起源について 

歯髄の創傷治癒過程で、象牙質橋形成に関与する象牙芽細胞はどこからくるのかを、オー

トラジオグラフィーを用いて検索した(11)。陳は成犬の歯髄に生活歯髄切断を施し、術後何

日目にどのような細胞が分裂するのかをみるために、術後１～１４日目にH-thymidineを投

与し、投与後１時間で屠殺して検索した。術後１日目では、血管内皮細胞と周皮細胞が標識

されていた。２日目では、壊死層に接した表層から１～１０層深部にある歯髄細胞、内皮細

胞、周皮細胞および未分化間葉細胞が高い標識率を示した。４日目では、前象牙芽細胞およ

び表層から１～１０層の歯髄細胞が標識されていた。分裂、増殖した細胞がどのような細胞

に分化するのか調べるために、歯髄切断後１、２、３日目にH-thymidineを投与し、投与後

２４、３６、７２、および９６時間目に屠殺して検索した。歯髄切断後２日目には、切断端

直下の歯髄細胞、内皮細胞および周皮細胞が標識されていた。切断後２日目に H-thymidine

を投与し、投与後４８時間目のオートラジオグラフでは、壊死層直下に規則的に配列した類

円形または円柱形の細胞（前象牙芽細胞）と新たに形成された線維芽細胞類似の細胞（歯髄

細胞）が標識されていた。H-thymidine投与後７２および９６時間目、歯髄切断後６ないし

７日目には、立方形または円柱形を呈し、象牙質橋のなかにその細胞突起を伸ばしている新

生象牙芽細胞が高い標識率を示した。このことは、歯髄深部に存在していた象牙芽細胞の前

駆細胞（主として歯髄細胞）が壊死層直下まで遊走してきたことを意味している。さらに彼

は象牙質橋の機序には２通りあると考察した。 

ⅰ．直接分化、成熟する。  

歯髄切断端に隣接した歯髄細胞は数回の細胞分裂のあと、脱分化の過程を経ないで直

接象牙芽細胞に分化、成熟して象牙質橋を形成する。 

ⅱ．未分化間葉細胞を経由する。   

歯髄細胞、内皮細胞、周皮細胞などの歯髄組織の細胞が、露髄または機械的刺激によ

って未分化間葉細胞になり（脱分化）、未分化間葉細胞は象牙質削片の残存や歯髄腔の

微小環境を含めた誘導因子によって象牙芽細胞や歯髄細胞になる（再分化）。再分化し

た象牙芽細胞が象牙質橋を形成する。(8)(10)(11)(12)(13) 

 

 

３．骨のリモデリングについて 

 

１）軟骨と骨を形成する細胞の起源 

軟骨と骨を形成する細胞は、いずれも多分化能を持った未分化間葉系細胞から分化する。

この未分化間葉系細胞は、骨や軟骨の細胞ばかりではなく、脂肪細胞、筋細胞、線維芽細胞

などと共通の前駆細胞であると考えられている。この前駆細胞の性状や組織特異的な細胞へ

の分化の振り分け機構は長い間不明であった。しかし、最近の細胞生物学と分子生物学の研

究の進歩によって制御されていることが明らかとなりつつある。すなわち、骨芽細胞では

Cbfa-1 軟骨細胞では SOX9 筋細胞ではMyoD ﾌｧﾐﾘｰ脂肪細胞では PPARγと呼ばれる転写調
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節因子が特に重要な役目を果たしていることが報告されている。たとえば Cbfa-1 をもたな

い動物では、骨芽細胞の分化が極度に抑制される。このような結果は、細胞の分化が転写調

節因子を介した遺伝子発現によって制御されていることを端的に示している。また、これら

の細胞の分化や転写因子の発現調節には、細胞外に分泌されて作用する種々の細胞成長因子

が深く関与していることも明らかになりつつある。(7) 

 

２）膜性骨化と軟骨性骨化 

骨組織の発生様式は、間葉系の組織の中に直接骨組織が形成される膜性骨化とはじめに軟

骨組織が形成され、その軟骨が骨組織に置換される軟骨性骨化の２つに大別される。(7) 

 

（１）膜性骨化 

膜性骨化の場合、骨形成予定域に密着した未分化の間葉細胞 (undifferentiated 

mesenchymal cell)が、直接、骨芽細胞へと分化する。分化成熟した骨芽細胞は、まずⅠ型コ

ラーゲンやその他の非コラーゲン性タンパク質を盛んに細胞外に分泌しながらオステオイド

（類骨）を形成する。その後、オステオイドの中にヒドロキシアパタイトの結晶が沈着し、

それが成長しながら骨組織の石灰化が進行する。骨組織の石灰化には、骨芽細胞に由来する

基質小胞や、骨基質中の種々な有機成分が深く関与している。形成初期の幼若な骨はコラー

ゲン線維の配列や血管の走行が不規則なので、規則的な線維配列を示す層板骨と区別して線

維性骨と呼んでいる。盛んに基質成分を分泌しながら骨を形成している骨芽細胞は、形態学

的に骨表面に一列に並ぶ立方形の細胞群として観察される。一部の骨芽細胞は、自らが分泌

した骨基質の中に包埋されて骨細胞となる。骨細胞は、骨基質の中でお互いの細胞突起を介

して網目状のネットワークを形成し、骨基質に包埋されたあとも骨組織の代謝に積極的に関

与する。(7) 

 

（２）軟骨性骨化 

軟骨性骨化は、四肢の長管骨を中心に内骨格で広範囲に認められる骨化様式である。軟骨

性骨化の場合も膜性骨化の場合と同様に、はじめに骨形成予定域で未分化の間葉系細胞が密

集するが、これらの細胞は軟骨細胞に分化する。軟骨細胞は軟骨基質であるプロテオグリカ

ンやⅡ型およびⅩ型コラーゲンなどを分泌しながら静止軟骨細胞から増殖軟骨細胞、肥大軟

骨細胞へ分化する。プロテオグリカンはトルイジンブルー染色のような塩基性色素により強

い異染性（メタクロマジー）を示す。骨組織に比べて軟骨組織が軽度にしか石灰化しないの

は、軟骨基質に多量に含まれるプロテオグリカンが石灰化を抑制するためと考えられている。

はじめに形成される軟骨組織の形は、最終的に形成される骨組織の形態ときわめて類似して

おり、軟骨組織が将来の骨組織の原基となっていることがわかる。長管骨の軟骨原基を観察

すると、長軸方向の両端から中央部に向かって順次分化した軟骨細胞が柱状に配列しており、

軟骨組織が細胞増殖によって長軸方向への両端に向かって成長していることがわかる（軟骨

の間質成長）。軟骨組織の中央部に最も分化した肥大軟骨細胞が出現すると、その外側には、

周囲を取り囲むように鞘状骨が形成される。さらに、肥大軟骨細胞層では基質中に存在する

基質小胞によって石灰化が開始する（一次骨化中心）。軟骨基質の石灰化が進行するとともに
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肥大軟骨細胞は自ら変性・死滅し、同時に破軟骨細胞が軟骨小胞や軟骨基質を吸収し、毛細

血管が進入して原始骨髄を形成する。このとき、血管とともに骨芽細胞の前駆細胞も進入し、

原始骨髄腔の内壁で石灰化した軟骨基質に骨基質を添加しはじめる。このため、形成された

ばかりの幼弱な骨の中心部には石灰化した軟骨組織が残存するが、骨形成が進行するととも

にやがて軟骨基質は消失する。このころになると、肥大軟骨細胞層と増殖細胞層の境界に石

灰化前線の存在を認める。軟骨性骨化は、このような一連の軟骨組織から骨組織へ置換によ

って進行する。さらに成長すると、骨端部でも軟骨細胞の肥大化と基質の石灰化が起こり、

二次骨化中心が形成される。その後、一次骨化中心の場合と同様に、血管や未熟な間葉系細

胞が進入する。未熟な間葉系細胞は、ここでも骨芽細胞に分化して軟骨内にまた新たな骨が

形成される。それぞれ骨幹部と骨端部から形成された骨組織は、性成熟期まで骨端線と呼ば

れる石灰化していない軟骨層によって隔てられており、その存在はレントゲン写真でもよく

判別できる。性成熟が完了すると骨端線が断裂・消失して骨端部と骨幹部の骨は１つになり、

骨の長軸方向への成長が終了する。骨の成長が終了したあとも、長管骨の両端には厚さ０．

２～０．６ｍｍの関節軟骨が残る。(7) 

 

３）骨芽細胞について 

 

（１）骨芽細胞の生化学的特徴 

骨形成期の成熟した骨芽細胞は分化に伴い高いアルカリホスファターゼ活性を有し、Ⅰ型

コラーゲン、オステオカルシン、オステオポンチン、骨シアロタンパクおよびオステオネク

チンなどの骨基質タンパク質を盛んに分泌する。これらのうち、Ⅰ型コラーゲンやオステオ

ネクチンなどの発現は、骨芽細胞に分化する前の前骨芽細胞に認められる。また、前骨芽細

胞は骨芽細胞には骨芽細胞より活性値が低いが、アルカリホスファターゼ活性が認められる。

一方、オステオポンチン、骨シアロタンパクおよびオステオカルシンなどの発現は、主に成

熟した骨芽細胞に認められる。このような骨基質タンパク発現の違いは、骨芽細胞の表現形

質が分化に伴って変化することを示している。 

骨芽細胞は、副甲状腺ホルモンや活性型ビタミンD などのカルシウム代謝を調節するホル

モンや、さまざまな細胞増殖因子に対する受容体を有している。特に、破骨細胞形成にかか

わる骨吸収促進因子の受容体は、骨芽細胞に存在することが報告されている。また、骨芽細

胞は in vitroで石灰化した骨様結節を形成することが知られており、デキサメタゾンやβ―

グリセロリン酸の添加によって、石灰化物形成能は一層促進される。(14) 

 

（２）骨芽細胞の分化 

現在、骨芽細胞の増殖、分化、そして機能の解析および骨代謝ホルモン、サイトカイン、

成長因子などによる調節機構が明らかにされてきている。骨芽細胞の分化は、間質幹細胞に

発する。間質幹細胞を起源とする間質細胞は骨芽細胞のほかに線維芽細胞、筋細胞、脂肪細

胞、軟骨細胞などがある。Bone morphogenetic protein(BMP)によって未分化間質細胞が骨

芽細胞と軟骨細胞へと分化が枝分かれし、逆に筋細胞への分化は抑制される。低酸素状態で

軟骨細胞へ、また高酸素状態、レチノイン酸、グルココルチコイドなどの作用で骨芽細胞へ
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の筋道が付けられ、骨原性細胞の増殖と続く。 

この増殖には、basic fibroblast growth factor(bFGF) PGs, transforming growth factor-

β(TGF-β), platelet-derived growth factor(PDGF), insulin-like growth factor(IGF)などの

多くの成長因子がオートクリン、パラクリン的に関与し促進する。また、その中でTGF-β、

IGF などの成長因子には分泌性の結合タンパクが存在し、それぞれの生理活性を正もしくは

負に制御している。増殖期から骨芽細胞の機能が発現するステージへの変換に際し、BMP, 

PGs, IGF などが大きく関与し、分化の進行の順にⅠ型コラーゲン、ALP、オステオポンチ

ン、オステオカルシンといった機能タンパクが盛んに合成される。 

さて、それらの骨芽細胞の機能発現に、Cbfa1 という転写因子が不可欠であることが最近

明らかにされた。Cbfa1 遺伝子をノックアウトしたマウスにおいて、軟骨形成はみられるの

に対して、まったく骨組織の形成が行われないのである。また、骨芽細胞の機能調節に、コ

ラーゲンをはじめとする細胞外基質の積極的な関与も大きい。骨芽細胞は自ら産生したコラ

ーゲンと細胞膜上のインテグリン（α２β１など）とが結合することにより、その刺激から

BMP への応答能が亢進し、相乗的に骨芽細胞の分化が高められることが示されてきた。この

ことは、コラーゲンが単に構造タンパクであるばかりでなく、骨芽細胞の分化を調節する生

理活性を有していることを意味する。また、コラーゲンをはじめとする骨基質中には、BMPs, 

TGF-β, IGF-I およびそれらの結合タンパクが多く蓄積し、骨リモデリングの際の骨吸収か

ら骨形成へのカップリング因子として働くことが提唱されている。やがて、骨芽細胞の一部

は自ら産生したコラーゲンに埋もれ、類骨骨細胞になる。そして、コラーゲン線維間に多数

存在する基質小胞から石灰化が始まり、ハイドロキシアパタイト結晶は成長し、コラーゲン

線維上に沈着し、骨形成が完了する。類骨表面にとどまった骨芽細胞は、やがて休止期の

lining cellとなる。(15) 

 

４）破骨細胞ついて 

 

（１）破骨細胞の特徴 

破骨細胞は骨芽細胞や骨細胞よりも大きく、多数の核を有するため、多核巨細胞と呼ばれ

る。破骨細胞は骨表面に沿って存在し、吸収窩（ハウシップの小腔）でさかんに骨の吸収を

行う。核の数は数十個から百個以上と変化に富み、そのかたちは不規則な外形を呈している。

また、核膜には多くの核孔がみられ、辺縁クロマチンが発達しており、刷子縁以外の細胞質

には多数のミトコンドリアが散在している。骨吸収面に接する破骨細胞の細胞質は、均質無

構造のヒダ状を示す明帯と、発達した刷子縁を形成する部分に分けられる。刷子縁は多数の

微絨毛からなり、波状縁ともよばれる。微絨毛は運動性を有し、活発なエンドサイト－シス

を行う。刷子縁をもたない休止期の破骨細胞は小さくなり、骨表面から離れる。刷子縁基部

には、骨基質成分の消化や吸収に伴う大小さまざまな多数の空胞が認められる。また、空胞

の周囲には多数の小胞あるいはリソソームが存在する。破骨細胞の空胞、リソソーム、細胞

膜および刷子縁などには、酸性プロテアーゼ、特に、カテプシンK や L など、骨基質の分解

を担う各種の酵素を含む。破骨細胞のマーカー酵素は酒石酸抵抗性酸ホスファタ－ゼである。

破骨細胞の細胞膜には骨吸収の調節に関与するホルモンやサイトカインなど、さまざまな液
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性因子に対する受容体が存在する。(16) 

 

（２）破骨細胞による骨吸収のしくみ 

破骨細胞は骨組織のみに存在し、石灰化した骨基質を破壊して吸収する。また、破骨細胞

の起源はマクロファージ系の造血細胞に由来する。そこで、マクロファージ系の造血細胞は

全身のいたる所に存在するのに、破骨細胞はなぜ骨組織にしか存在しないのかという疑問が

生じる。この疑問にたいして Rodan と Martin は、マウスの骨芽細胞と脾細胞を用いた破骨

細胞形成のための共存培養系の実験結果から、「破骨細胞を形成させるためには、骨芽細胞と

破骨細胞前駆細胞（脾細胞）の直接的な細胞間接触が必要である。」と結論づけた。ただし、

破骨細胞形成を促進させるためには、活性化ビタミンD や副甲状腺ホルモンなど、各種の骨

吸収促進因子の存在が不可欠である。破骨細胞が骨表面に接着する際に、破骨細胞の細胞膜

にある受容体（インテグリン）が、骨基質に含まれるオステオポンチンなどの細胞外マトリ

ックスタンパク質の RGD 配列を認識して骨表面に接着する。この接着面は明帯とよばれ、

明帯を介する細胞接着によって、周囲から閉鎖された微小環境が破骨細胞と骨表面間に形成

される。破骨細胞が明帯によって骨表面に接着し、閉鎖された微小環境に波状縁が形成され

ると、炭酸脱水酸素Ⅱ型によって H＋（プロトン）がつくられ、波状縁に局在する液胞型プ

ロトンポンプによってH＋が細胞外に排出される。それによって、微小環境内は pH4 程度の

酸性条件が持続的に保たれ、骨ミネラルの溶解が始まる。また、カテプシンK などのリソソ

ーム由来の酵素が分泌され、細胞外マトリックスタンパク質の分解が起こる。なお、カテプ

シン K は、酸性条件下でコラーゲンを分解することができる。骨組織は、骨吸収と骨形成の

バランスを保つことで正常な骨代謝を維持している。破骨細胞による骨吸収の亢進は、骨粗

鬆症や慢性関節リウマチなどの代謝性骨疾患にみられる骨の破壊を引き起こす。一方、破骨

細胞の形成不全あるいは機能不全は大理石病となり、骨髄腔の狭窄や閉鎖が起こる。(16) 

 

（３）ODF-RANK システムによる破骨細胞形成の分子メカニズム 

ODF-RANK システムは、破骨細胞の形成（分化）だけでなく、融合、延命および活性化

のなど、破骨細胞の誕生から細胞死に至るまで幅広く関与している。 

ODF-RANKシステムによる破骨細胞の分子メカニズムは、次のような過程で行われる。 

①骨芽細胞によって恒常的に合成分泌されている M-CSF が破骨細胞前駆細胞の細胞膜上

にある M-CSF 受容体(c -fms)に結合する。 

②骨吸収促進因子（活性化ビタミンD, PGE2, PTH, IL-1, IL-11 など）の刺激を受けた骨

芽細胞の細胞膜上にODF が発現誘導される。 

③骨芽細胞の細胞膜上の ODF と破骨細胞前駆細胞の細胞膜上の RANKとが結合する（骨

芽細胞と破骨細胞前駆細胞との細胞間接触が起こる。） 

④破骨細胞前駆細胞は破骨細胞に分化し、さらに融合、活性化されて成熟した破骨細胞が

形成される。(16) 
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５）骨芽細胞と破骨細胞の相互作用について 

 

（１）骨リモデリングのメカニズム 

骨は、その形態と強度を維持しつつ、血清カルシウム濃度を維持するために骨吸収と骨形

成による動的な平衡状態を保ちながらリモデリングを営んでいる。すなわち、古い骨組織が

破骨細胞によって吸収されたあと、骨芽細胞によって新しい骨組織が形成される。骨リモデ

リングは、組織学的にいくつかの時期（相）に分類されている。活発な骨吸収や骨形成を営

んでいない骨表面は lining cellとよばれる扁平な骨芽細胞によりおおわれている（静止期）。

PTHや IL-11 などの骨吸収を促進するホルモンやサイトカインなどが lining cellに作用する

と骨芽細胞は ODF を発現し、ODF-RANK システムによる破骨細胞前駆細胞との細胞間接

触によって破骨細胞の成熟が促進される（活性化期）。分化した破骨細胞は、酸やプロテアー

ゼを分泌してさかんに骨を吸収し始める（吸収期）。その後、骨吸収窩にマクロファージが出

現して古い骨組織の断片を除去し（逆転期）、この吸収窩に骨芽細胞が侵入して、新たに骨組

織を形成する（形成期）。骨形成が終了すると、骨表面は再び lining cell におおわれて静止

期に入る。(16) 

 

（２）骨吸収と骨形成のカップリング 

通常の骨リモデリングでは、骨吸収と骨形成量はほぼ等しく、骨リモデリングによる骨量

の変動は認められない。これを骨吸収と骨形成のカップリングという。このカップリングの

ためには、骨芽細胞と破骨細胞との間の密接な情報伝達が必要である。その１つは、骨芽細

胞から破骨細胞への情報伝達である。生理的な骨吸収のきっかけとなる骨吸収促進因子の受

容体は、成熟した破骨細胞には存在せず、骨芽細胞に存在する。したがって、骨吸収促進因

子は、まず骨芽細胞に作用し、ODF-RANK システムを介して破骨細胞の形成を促進して骨

吸収が行われる。もう１つは、破骨細胞から骨芽細胞への情報伝達であり、その手段として

は、骨基質中に埋め込まれた各種の細胞増殖因子が注目されている。すなわち、カップリン

グファクターとよばれる BMP,IGF および TGF-βなどの細胞増殖因子は骨基質中に高い濃

度で蓄積されており、破骨細胞による骨吸収の際に骨基質から遊離し、骨芽細胞を活性して

骨形成を促していると考えられている。(16) 

 

４．象牙質・歯髄複合体について 

 

歯髄は外胚葉性の間葉組織である歯乳頭に由来し、歯髄腔を満たす線維性結合組織である。

歯乳頭の最表層では、内エナメル上皮に誘導され象牙芽細胞が分化し、象牙質が形成される。

象牙芽細胞は、未石灰化基質である象牙前質を形成し、次に象牙前質の基質が石灰化して象

牙質となる。象牙質形成が進むと、歯乳頭は自らが産生した象牙質内に閉じ込められ、歯髄

と呼ばれる線維性結合組織になる。歯髄組織の密度は比較的疎であるが、疎性結合組織とは

あきらかに異なる。通常の疎性結合組織は組織・細胞の密度が低いばかりでなく、脂肪細胞

やマクロファージそして弾性線維が豊富に存在し、太い動脈・静脈の通り道である。しかし、

歯髄にはこれらの細胞や組織は存在しないか、あってもその数が極端に少ない。また、密性
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結合組織というには組織・細胞の密度が全体として低い。歯髄には、血管と神経が豊富にあ

る。しかし、歯髄組織は全体としては代謝が低く、線維芽細胞は不活性な状態にあり、遊走

細胞もあまり観察されない。従って歯髄は歯髄腔を満たし、細胞分化、組織修復、防御、栄

養供給、知覚の受容などさまざまな機能を持つ特殊な線維性結合織と定義される。歯髄は根

尖孔を除いて象牙質に囲まれ、根尖孔で歯根膜と連絡する。根尖部分に副根管も存在する。

歯髄の最表層には象牙質形成を行う象牙芽細胞が分布し、その細胞突起を象牙質の象牙細管

内に入れている。つまり象牙細管と歯髄は交通しており、歯髄は象牙質に栄養を供給すると

ともに、象牙質側からの刺激を受容して応答する。従って象牙質と歯髄は一体の組織として

機能し、これを象牙質・歯髄複合体という概念でとらえる考え方がある。(17) 

 

１）歯髄の解剖 

歯髄は周囲を象牙質に囲まれ、根尖孔（または根端孔）によって歯根膜と連絡する。歯髄

を収容するスペースは歯髄腔である。歯髄腔は歯髄あるいは歯髄腔の外形は、象牙質の外形

にほぼ一致する。歯髄は形態的に、歯冠部分に存在する歯冠部分に存在する冠部歯髄（歯冠

歯髄）と、歯根部分に存在する根部歯髄（歯根歯髄）に分けられる。その境界部分を歯頚部

という。冠部歯髄には、咬頭頂（臼歯の場合）または切縁（切歯の場合）の部分に一致して、

歯髄が象牙質方向に長く伸びた部分がある。これを髄角という。乳歯では髄角の伸長が特に

著しいため、臨床的にこの部位の窩洞形成では、露髄に注意する必要がある。根部歯髄を収

容するスペースを根管という。冠部歯髄から根管への入り口を根管孔という。また根管の先

端に位置する根尖口の径は、上顎では約０．４mm、下顎で約０．３mm である。根尖口中

央帯と辺縁帯があり、中央帯では根尖孔から侵入した動・静脈と神経線維束が、冠部歯髄に

向けて上昇する。辺縁帯には、象牙芽細胞層、細胞希薄層、細胞緻密層があり、ここに神経

叢と終末毛細血管網が分布する。歯髄および歯髄腔の外形は、加齢によって次第に狭窄し、

容積が縮小する。これは後述するように、（１）第二象牙質の持続的形成（２）補綴象牙質の

形成（３）象牙質粒（歯髄結石）の形成などによる。特に歯質の磨耗が起きやすい歯頚部で

は、補綴象牙質の形成によって根管孔が狭窄し、歯内療法における根管孔の明示を困難にす

ることがある。(17) 

 

２）歯髄の組織構造 

血管結合組織である歯髄は、大部分が線維芽細胞とⅠ型およびⅢ型コラーゲン線維を主体

とする基質で占められる。線維芽細胞とコラーゲン線維の分布密度は均一で、冠部歯髄とで

差異を認めない。歯髄の最表層（すなわち象牙前質との境界部）には、象牙芽細胞の層が位

置する。血管と神経は、根尖孔から歯髄に出入りする。血管・神経ともに根尖孔から歯髄に

入り、歯髄の長軸に沿って冠部歯髄に向かって上行する。この過程で分枝を繰り返し、終末

毛細血管（有窓型毛細血管）と求心性神経終末の多くは歯髄の最表層（象牙芽細胞）に分布

する。(17) 

 

３）歯髄の細胞 

血管と神経を除くと、歯髄には主に間葉細胞が分布する。歯髄の大部分に散在性に分布する
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細胞を、歯髄細胞あるいは歯髄固有細胞という。これは線維芽細胞あるいは未分化間葉細胞

に相当する。歯髄の線維芽細胞の構造と機能は、一般の線維芽細胞と変わらない。歯髄には、

最表層に象牙芽細胞層が位置する。未分化間葉細胞は、線維芽細胞のみならず象牙芽細胞に

も分化し傷害に対して、第二象牙質や補綴象牙質（第三象牙質）を形成する。象牙芽細胞は

細胞体を歯髄中におき、細胞突起を象牙前質と象牙質の象牙細管中に伸ばす特異的な細胞で

ある。象牙芽細胞は、径５～７μｍ、長さ２５～４０μｍの細胞体を有し、象牙前質側の細

胞体遠位部に複合結合装置、デスモゾーム（接着班）そして小型のタイト結合（閉鎖班）か

ら成る。象牙芽細胞は、細胞体の基底側（歯髄側）で、前象牙芽細胞様の歯髄細胞ともギャ

ップ結合で連結する。この他に歯髄には、生体の防御に関与する細胞が常在する。すなわち、

少数の組織球（マクロファージ）や白血球としては、顆粒白血球、リンパ球、形質細胞など

があるが、量的に少ない。また乳歯の歯根吸収では、破歯細胞（破骨細胞）も出現し、象牙

質を歯髄側から吸収することがある。しかし、通常は、歯髄内には破歯細胞はみられない。

(17) 

 

４）歯髄の細胞間質 

歯髄の細胞間質の成分は、線維と線維間の基質そして組織液である。線維の多くはⅠ型お

よびⅢ型のコラーゲン線維で、ほぼ同じ比率で存在している。これらのコラーゲン線維は歯

髄細胞（線維芽細胞）によって産生される。線維間の基質の多くは、ヒアルロン酸やコンド

ロイチン硫酸などのグリコサミノグリカンと、フィブロネクチンやオステオネクチンなどの

糖タンパクから構成され、歯髄細胞を支持するほか栄養素の移動に際しての媒体となる。(17) 

 

５）象牙質・歯髄複合体 

歯髄の最表層には、象牙芽細胞が位置している。象牙芽細胞は、その長い細胞突起を象牙

細管中に入れて、少なくともその一部はエナメル象牙境あるいはセメント象牙境にまで到達

すると考えられている。象牙細管内は、組織液に満たされている。象牙芽細胞は象牙質と歯

髄の境界に位置し、両者の局所的な微細環境を形成するが、実際にはむしろ両者を生物学的

に統合する役割を果たす。象牙芽細胞を軸とする、象牙質と歯髄の機能的な構造単位を、象

牙質・歯髄複合体(dental-pulp complex)という。象牙質・歯髄複合体は①持続的刺激あるい

は外来刺激に応じた象牙質形成による歯髄保護や、②知覚の受容に重要な機能を果たす。象

牙芽細胞層は緊密な細胞層を形成するため、原生象牙質の内側に均一な第二象牙質を形成ま

たは、局所的な刺激に応じて補綴象牙質を形成するのに都合が良い。しかし、象牙芽細胞の

複合結合装置には、閉鎖帯となるタイプのタイト結合を欠くため、象牙質と歯髄の境界には

液性物質の透過性関門が存在しない。従って歯髄内の組織液は、象牙細管内の栄養の供給源

になる。さらに歯髄の知覚性神経終末は、象牙芽細胞の細胞体あるいは象牙細管内の細胞突

起にシナプス結合している。ただし知覚神経線維の象牙質内での分布は、象牙前質から象牙

質の内層約１００～１５０μm の範囲の象牙細管内にとどまり、エナメル象牙境には達しな

い。これらの事実から、象牙質・歯髄複合体における知覚刺激の受容メカニズムは次のよう

に考えられる。象牙質への刺激は、象牙細管が齲蝕や咬耗・磨耗などの何らかの原因によっ

て開放することに始まる。象牙細管の開放によって、象牙芽細胞が直接的に障害を受けた場
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合は、象牙芽細胞の細胞死をもたらし、これが神経終末を機械的に刺激することになる。ま

た象牙芽細胞が直接的に障害を受けなくても、象牙細管の開放①象牙細管内の組織液の浸透

圧の変化②象牙細管内の組織液の乾燥③あるいは象牙細管内の組織液の対流を引き起こす。

これらの変化はそれぞれ①甘味水や薬剤などの化学的刺激②空気乾燥③温熱・冷刺激などに

よって生じ、いずれも象牙芽細胞お形態変化や移動（特に細管への吸引）そして細管内組織

液の移動を起こす。これが象牙芽細胞の細胞体あるいは象牙細管内の細胞突起にシナプス結

合している神経終末を機械的に刺激し、歯髄の知覚すなわち痛覚が発現する。このような知

覚刺激の受容メカニズムを、動水力学説(hydrodynamic theory)という。(17) 

 

６）歯髄表層の３層構造 

歯髄の表層には、３層の細胞層が区別される。象牙前質に接して、第１層の象牙芽細胞層

odontoblast layer、第２層の細胞希薄層 cell-free zoneあるいはワイル層 Weil’s layer、そし

て第 ３層の細胞稠密層 cell-rich zone である。細胞希薄層から細胞稠密層にかけては、ラ

シュコフの神経叢 Raschkow’s nerve plexus に一致する。象牙芽細胞層は、象牙芽細胞が規

則的に一層配列するもので、原生象牙質、第二象牙質、補綴象牙質の形成に必須の細胞層で

ある。また象牙質からの知覚の受容はこの細胞層で行われる。象牙芽細胞層には、分化した

象牙芽細胞のほかに、前象牙芽細胞に相当する未分化な間葉細胞が、象牙芽細胞の基底側に

分布する。象牙芽細胞層に続き、細胞密度の低い役３０µｍの幅の層がある。これを細胞希

薄層という。細胞希薄層に隣接して、歯髄細胞が凝集する４０～５０µｍの細胞層があり、

これを細胞稠密層という。ここには、傷害将来象牙芽細胞に分化する未分化間葉細胞や線維

芽細胞が分布する。これら３層を歯髄表層の３層構造といい、歯髄の機能上最も重要な領域

となっている。３層構造のうち、細胞希薄層と細胞稠密層は発生中の歯胚には明瞭に観察さ

れず、成人の歯髄で区別できる。そこでこれら２層は、象牙芽細胞層の交替組織とも考えら

れる。根尖孔から歯髄に入った動脈から派生した毛細血管の多くは、この３層構造、特に象

牙芽細胞層に分布する。これは歯髄中で最も代謝活性の高い象牙芽細胞に、酸素のほかの代

謝物質を供給するためである。またこれらの終末毛細血管は、象牙細管を介して象牙質に栄

養を供給する。歯髄に入った求心性知覚性神経は、細胞稠密層で一度密に凝集し、そこから

派生した神経終末が象牙芽細胞層に分布する。これらの神経終末は、象牙芽細胞を介して知

覚を受容する。このように歯髄表層の３層構造は、象牙質形成、象牙質への栄養供給、知覚

の受容などの歯髄機能に最も密接に関連する構造である。(17) 

 

７）歯髄の血管分布 

歯髄に分布する血管はすべて、歯根膜から根尖孔または副根管を経て歯髄内に入る。歯髄

には上・下顎ともに顎動脈の枝が分布する。すなわち後上歯槽動脈や前上歯動脈は歯槽管中

を、また下顎動脈の枝は下顎孔より顎骨に入って下顎管中を下歯槽動脈として走行し、根尖

部で分枝して歯髄あるいは歯根膜に分布する。これらの血管は冠部歯髄で分枝を繰り返し、

象牙芽細胞層あるいはその直下に終末毛細血管網を作って、象牙芽細胞ならびに象牙質に栄

養を供給する。象牙芽細胞層に分布する終末毛細血管は径８～１０µｍの有窓型毛細血管で、

象牙質形成後は歯髄側に引き込む。終末毛細血管は、続いて静脈性毛細血管となり、さらに



 20 

細静脈・小静脈を経て根尖より歯根膜に出て、最終的には動脈と同名の静脈に合流する。歯

髄の血管壁の特徴は、血管の内径に対して管壁が薄いことである。つまり細動脈の管壁の構

造を見ると、内膜は内皮細胞と基底膜から成り、中膜は 1～３層の平滑筋線維層、そして外

膜は少量のコラーゲン線維から成るに過ぎない。歯髄内の血管の血流は速く、細動脈では０．

３～１ｍｍ／秒、細静脈では０．５ｍｍ／秒、毛細血管では約０．０８ｍｍ／秒である。こ

のように歯髄の血管の血流が速いのは、歯髄組織の内圧が体組織のなかで、最も高いからで

ある。歯髄炎などの炎症によって血管から歯髄中に血漿成分が滲出するとさらに歯髄の内圧

が高まり、疼痛が著しく亢進する。歯髄内には、わずかではあるがリンパ管および毛細リン

パ管も存在するといわれている。(17) 

 

８）歯髄の神経分布 

歯髄には三叉神経の枝が分布する。上顎の歯の歯髄には、知覚性の上顎神経の枝である上

歯槽神経の前上歯槽枝、中上歯槽枝、後上歯槽枝が分布する。また下顎神経の枝である下歯

槽神経が分布する。これらの神経線維は、血管壁に分布する自律神経を除いて知覚神経線維

であり、その終末装置は求心性の自由神経終末となる。根尖孔から歯髄内に入った有髄神経

線維は歯冠に向かって上行し、その過程で無髄有鞘、無髄無鞘の神経線維となって自由神経

終末に終わる。これらの神経線維は、象牙芽細胞層下の細胞希薄層から細胞稠密層にかけて

ラシュコフの神経叢あるいは象牙芽細胞層下神経叢subodontoblast plexus を形成し、最終

的には象牙芽細胞あるいはその細胞突起に結合する。象牙芽細胞に結合する自由神経終末は

ギャップ結合を持たず、象牙芽細胞とは化学的シナプスを形成する。自由神経終末は、髄角

部分が多い。外部刺激に対する歯髄の自由神経終末の知覚反応は痛覚のみで、温熱、圧力、

接触、そして化学的刺激を区別する受容器を持たない。機能的には知覚に関係する有髄神経

線維は、伝導速度の速い Ad 線維と Aß 線維であり、無髄神経線維はC 線維である。量的には

Ad 線維が最も多く、Aß 線維が少ない。血管壁に分布するのは交感性の無髄神経線維で、血

管壁中膜の平滑筋細胞に神経終末（運動終板）を持ち、血管収縮を調節する。（17） 

 

９）歯髄の機能 

歯髄にはさまざまな機能、役割がある。また歯髄の機能には、歯乳頭の機能に引き続くも

のもある。歯髄になる以前に、歯乳頭の細胞、特に象牙芽細胞には（１）象牙前質と象牙質

の形成（２）上皮・間葉相互作用（３）エナメル芽細胞によるエナメル質形成の誘導などの

機能がある。歯髄の機能の第１は、象牙芽細胞による象牙質形成である。歯乳頭が歯髄とな

った後も、歯髄では持続的な第二象牙質の形成が行われる。また萌出直後の歯根未完成歯で

は、歯根の原生象牙質が象牙芽細胞によって形成される。また、小児歯科治療や保存修復治

療では、う蝕などで細菌感染した乳歯や幼弱永久歯の冠部歯髄を切断・除去する治療法があ

る（生活歯髄切断法）。この場合、創面には歯髄細胞から分化した象牙芽細胞によって象牙質

の保護層が作られる。これを象牙質橋 dentin bridgeという。象牙芽細胞による原生象牙質、

第二象牙質、第三象牙質（補綴象牙質）そして象牙質橋の形成は、歯髄の最も重要な機能で

ある。歯髄の機能の第２は、知覚性の神経線維による知覚の受容と伝導である。これらを整

理すると、歯髄の機能には次のようにまとめられる。 
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（１）象牙質形成：原生象牙質、第二象牙質、第三象牙質、象牙質橋の形成。 

（２）求心性神経終末による知覚の受容。 

（３）象牙細管を通じての組織液の栄養供給。 

（４）補綴象牙質の形成のよる外来刺激からの歯の防御。 

（５）マクロファージ・白血球による防御機能。(17) 

 

１０）象牙質形成 

象牙質は象牙芽細胞によって形成されることは周知の事実であるが、形成された象牙質の

名称に若干の混乱があるように思えるので、はじめに象牙質の名称について述べる。象牙芽

細胞によって形成される象牙質には（A）生理的条件下で形成される（１）外套象牙質（２）

原生象牙質（第一象牙質）（３）第二象牙質と（B）病的条件下で形成される（４）第三象牙

質（補綴象牙質、修復象牙質）（５）象牙質橋がある。(8) 

（１）外套象牙質は内エナメル上皮から分化した象牙芽細胞によって最初に形成される象牙

質で約２０μｍの幅を有している。間葉―上皮相互作用（誘導）に関与すると考えら

れている。 

（２）原生象牙質（第一象牙質）は外套象牙質が形成されたあと、歯根が完成し、歯が咬合

平面に達するまでに形成される象牙質である。 

（３）第二象牙質は、歯根が完成し、歯が咬合平面に達したあとに形成されるものをいう。 

この象牙質は歯根完成後加齢に伴って持続的に形成されるが、形成の速度は遅くなる。

成長線が存在する。第二象牙質は咬合を営まない歯でも形成され。 

（４）第三象牙質（補綴象牙質または修復象牙質）は、う蝕、咬耗、磨耗、歯ブラシなどの

刺激（傷害）によって形成されたものをいう。 

（５）象牙質橋は生活歯髄切断後の歯髄切断端に形成された象牙質をいう。象牙質橋は最初

に形成された骨様象牙質の薄い層と、こののちの形成される象牙質を有する象牙質の

２層からなる。(8)(9) 

 

１１）象牙芽細胞の分化 (Odontoblast differetiation) 

象牙芽細胞が、未分化外胚葉性間葉細胞からどのように分化するかということを、詳細に

理解することが大切である。それは正常な状態での形成だけではなく、象牙質修復の際の形

成をも理解することになる。正常な状態における歯乳頭からの象牙芽細胞への分化は、内エ

ナメル上皮細胞内の種々の成長因子が発現することによって起きる。象牙質形成には上皮の

誘導があることが長い間述べられてきた。その結果、象牙質形成は通常、内エナメル上皮細

胞内で生じる組織学的変化の記載で始まる。しかし、この誘導の影響は別として、象牙質形

成はすべて結合組織でなされるということを明記すべきである。象牙質形成前の内エナメル

上皮細胞は、短円柱形で、歯胚の成長に伴い急速に分裂を始め、歯乳頭と上皮を分けている

基底膜によって支持されている。この時期の歯乳頭細胞は、１層の無細胞層によって内エナ

メル上皮と分けられている。歯乳頭の細胞の核は細胞の中央に存在し、少量の細胞小器官を

もつ構造物の乏しい細胞である。この細胞は少数のコラーゲン原線維のみを含む比較的無構

造な基質に散在している。細胞分裂は内エナメル上皮細胞に限られている。内エナメル上皮
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細胞の形態は立方体から円柱形に変化し、核は歯乳頭側から離れて細胞の一方に移動する。

この核の位置の変化を極性という。内エナメル上皮内で起きるこれらの変化とほとんど同時

に、これに接した歯乳頭にも変化が生じる。無細胞層に存在する外胚葉性間葉細胞は、急速

に大きくなり前象牙芽細胞となる。その後粗面小胞体とゴルジ装置が増加し、細胞質が多い

象牙芽細胞となる。これらのあらたに分化した細胞には豊富な血液供給がなされ、核は内エ

ナメル上皮から離れた場所に移動し、分化が進む。歯乳頭と内エナメル上皮間の無細胞層は、

象牙芽細胞が分化し大きさを増すことにより徐々に消失していく。すべてのこれらの形態的

変化は通常のヘマトキシリン・エオジン染色切片で容易にみることができる。エナメル上皮

に起こる形態変化が、歯乳頭における象牙芽細胞への分化と関係していると考える理由は、

単に内エナメル上皮と歯乳頭の両者でみられる組織学的変化がよく一致していることと、象

牙芽細胞への誘導に上皮が必要であるという周知の事実による。しかし、実際はこれらの上

皮の形態変化は象牙芽細胞と関係していない。歯根形成でみられる象牙芽細胞の分化を誘導

するヘルトビッヒ上皮鞘では、このような形態変化は起こさない。内エナメル上皮で生じる

形態変化は、歯冠のエナメル質形成の機能を有するための前段階である。要約すると、上皮

細胞は象牙芽細胞の分化の開始に必要であるが、内エナメル上皮の形態変化はその後に続く

象牙芽細胞の形態変化とは関係していない。象牙芽細胞の分化の開始は誘導と反応の過程を

ともなっている。つまり内エナメル上皮細胞は誘導能力をもっており、TGF-β１、BMP2、

IGF などの成長因子を発現し分泌することが明らかとなった。これらの成長因子は基底膜に

存在するヘパラン硫酸と結合し、その結果、基底膜に誘導能力を移動させることになる。歯

乳頭の外胚葉性間葉細胞は一連の細胞分裂を行うだけでなく、多分その後に、その細胞表面

は基底膜に局在する成長因子をとらえることのできる適切なレセプターを持つと考えられる。

内エナメル上皮に接する外胚葉性間葉細胞は最後の細胞分裂の期間中、その染色体は基底膜

に垂直に位置しているので、結果として娘細胞は基底膜に対して縦方向に配列する。したが

って、基底膜に近い細胞のみが象牙芽細胞に分化する。その結果、象牙芽細胞層と下象牙芽

細胞層の２つの細胞群が区別できる。後者は最後の細胞分裂時に内エナメル上皮の影響下か

ら逃れた細胞群であるので、象牙芽細胞へ分化するために必要な一連の過程を、最終分化の

ステップを除いて全て終了した外胚葉性間葉細胞であるといえる。(13) 

 

１２）修復象牙質 

修復象牙質を形成する象牙芽細胞は、上皮細胞からの影響を受けなくても歯髄の細胞から

分化できることは明らかである。そのような細胞は、象牙芽細胞へ分化するために必要な一

連の過程を内エナメル上皮の影響による最終分化を除いて全て終了した外胚葉性間葉細胞で

あり、それらが修復象牙芽細胞に分化するてがかりとなる要因は、あるタイプの細胞表面を

形成することであると考えられている。(13) 

 

１３）象牙質細胞外基質蛋白の性質及び意義 

象牙前質の形成には象牙芽細胞は重要である。象牙前質はアパタイト結晶が生成されて線

維性マトリックスがミネラル化されるときに象牙質に変化する。象牙芽細胞は特殊な細胞で

あって、大部分がⅠ型コラーゲンからなるコラーゲン性マットリックスの外に、一群の特有
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な非コラーゲン性蛋白（NCPs）を合成してこれを分泌する。NPCs にはさまざまな組織に

みられるタンパク質もあるが、象牙質および石灰化組織に特有なタンパク質もある。３種類

の象牙質に特有な蛋白が今までに認められている。ホスホホリンとも呼ばれる象牙質ホスホ

プロテイン（DPP）、AG1（象牙質マトリックスプロテイン１、Dmp1）および象牙質シアロ

プロテイン（DSP）である。DPP は象牙芽細胞によって作られるらしく、短時間で石灰化前

線に現れる。それは象牙芽細胞突起を通って分泌される。DPP はコラーゲンと結合してアパ

タイト結晶の形成をおそらく開始するらしい。DPP の第２の機能は成長するアパタイト結晶

の１００面と結合してその成長を阻害したりまたは遅らせたりすることと思われる。よって

DPP は石灰化を開始し、それから結晶成長およびおそらく結晶外形に影響を及ぼすという２

つの役割を果たしているようである。AG1 と DSP の機能はわかっていないが、それらは象

牙芽細胞の表現型の重要なマーカーであることがわかっている。最近２つ別々の遺伝子が１

個以上の DSPmRNA をコードしているらしいことが発見された。複数の転写産物は異なる

スプライシングから生じるようである。骨芽細胞と共に象牙芽細胞によって発現される石灰

化組織に特有のタンパク質の例は骨シアロプロテイン（BPS）とオステオカルシンである。

骨芽細胞、象牙芽細胞およびいくつかの他の組織によって発現されるNCPs の中にはオステ

オポンチン（OPN）、およびコンドロイチン硫酸含有プロテオグリカン、デコリンおよびビ

グリカンがある。(13) 

 

５．移植について 

 

１）移植における拒絶反応 

拒絶反応は、同種同系移植では起こらず、同種異系移植あるいは異種移植の場合にのみ認

められる。Snellらはマウスの交配を繰り返して遺伝的背景が均質で組織適合遺伝子のみに多

型性をもつ系統を数多く樹立した。これら近交系マウス F1 とすると、F1 は親の移植片を受け

入れるが、親はF1 の移植片を常に拒絶する。これらのことから、移植における拒絶反応の機

構や程度は、ドナーとレシピエントの生物学的関係、すなわち、遺伝的にどの程度近縁であ

るかによって左右される。すなわち、移植片（臓器・組織）がレシピエントに受け入れられ

るか拒絶されるかは、レシピエントとは遺伝的に異なる移植片が持つドナー抗原に対して、

レシピエントの免疫系を介した排除機構が働くかどうかによって規定される。この拒絶反応

の標的となる移植抗原に関して免疫遺伝学的な解析が行われた結果、すべての脊椎動物に普

遍的に存在する強い移植抗原の存在が明らかになり、主要組織適合性複合体（major 

histocompatibility complex;MHC）抗原と呼ばれるようになった。 (18)(19)(20)(21)(22) 

 

２）移植の法則 

近交系を用いた移植実験から組織適合性の理論に基づいて作られた移植の理論は「移植の

理論」として次のように要約できる。 

（１）アイソグラフト（同種同系移植片）は受け入れられる。 

（２）アログラフト(同種異系移植片)は拒絶される。 

（３）両親系統の移植片はF1に受け入れられるが、反対は成り立たない。 
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（４）両親系列の一方からＦ２またはＦ１×他方の親系統への移植片はまれにしか受け入れら

れない。 

（５）Ｆ２またはその下の世代からの移植片はＦ１に受け入れられる。MHC の異なるマウス

同士で皮膚移植を行うと、７～１０日で移植片は拒絶される（一次拒絶反応：first set 

rejection）。ところが、一度移植片を拒絶したマウスに同じ系統のマウスの皮膚を移植する

と２～３日で拒絶が起こる（二次拒絶反応：second set rejection）。しかし、異なる系統の

マウスの皮膚片の拒絶には７～１０日を要する。さらに、一度感作したレシピエントから

採取したリンパ球を注射したマウスは、移植片を２～３日で拒絶する。以上の観察は、拒

絶反応は免疫学的に記憶されていること、移植抗原として MHC が主要な役割を果たすこ

と、活性化したリンパ球が拒絶に関与していることを示している。(23) 

 

６．Tissue Engineering について 

 

 １）細胞 

近年の胚性幹細胞 embryonic stem cell（ES 細胞）の樹立や成体幹細胞 somatic adult stem 

cell の発見から、傷害された組織・臓器を再生させる治療法、再生医学が究極の治療法とし

て注目されており、すでに臨床応用も始まっている。 

   ES 細胞は受精卵から作られるが、ほとんどすべての細胞系列に分化する多能性をもって

いる。しかし、ある特定の細胞系列のみに分化させる技術やある特定の臓器を形成させる技

術は確立されていない。さらには倫理的な問題や免疫学的拒絶反応を避けることはできない。 

これに対して、成熟個体に存在する成体幹細胞を再生医学に利用する場合は本来自己の細

胞であり、免疫学的拒絶反応を喚起しないという大きな利点があり、倫理面でも大きな障害

はない。なかでも特に注目されているのが骨髄由来間葉系幹細胞で、内胚葉、中胚葉、神経

外胚葉への分化、すなわち、骨芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、心筋細胞、骨格筋細胞、肝細

胞、神経細胞などへの分化が報告されている。現在、これらの細胞系を用いた再生医療が現

実のものとなりつつある。(24) 

 

 （１）臓器幹細胞 

 幹細胞とは、自己複製能と分化能をあわせもった未分化な細胞である。血液細胞消化管上

皮・皮膚上皮細胞など寿命が比較的短い細胞には幹細胞が存在し、これらの細胞を一生の間

供給し続けることは一世紀前から考えられていた。しかし、1990年代中ごろより以前から存

在が知られていた幹細胞だけでなく、神経や骨格筋といった通常は再生しない臓器・組織に

も幹細胞が存在することが明らかになってきた。さらに、骨髄に存在し、骨、軟骨、筋肉、

腱、脂肪などいろいろな間葉系組織に分化できる間葉系幹細胞のように、新たな幹細胞が発

見されてきた。これらの幹細胞は、臓器幹細胞あるいは組織幹細胞と総称される。また、成

体になってからも存在することから、成体幹細胞 adult stem cellと呼ばれることもある。 

それぞれの臓器において幹細胞の性質は異なってくるが、一般的に生体内において臓器幹

細胞はあまり活発に分裂していない。臓器幹細胞は G0 期にあり細胞周期から逸脱している

か、あるいは非常にゆっくりと細胞周期が動いていると考えられている。したがって、幹細
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胞を考える上において細胞周期は非常に重要な意味をもつ。また、ゆっくりとはいえ、分裂

を繰り返している幹細胞を老化した個体においても存続させ続けるために、幹細胞ではテロ

メラーゼ活性が高く、テロメア長が保たれていると考えられている。 

もう一つの特徴として、幹細胞は臓器全体からみると非常に頻度が低いことが挙げられる。

最もよく研究が進んでいる造血幹細胞では、骨髄細胞の約 10 万個に１個が幹細胞であるに

すぎな い。幹細胞と分化した細胞の中間にはTA細胞（transit amplifying cell）と呼ばれ

る非常によく分裂する細胞があり、この細胞の増殖により、多くの分化した細胞が産生され

る。すなわち、未分化な幹細胞はあまり分化しない一方で、分化の方向に向かった細胞は活

発に増殖・分化することにより、幹細胞システム全体が維持されているのである。(24) 

 

 （２）胚性幹細胞 

臓器幹細胞に対して、初期胚から樹立された多能性幹細胞が胚性幹細胞(embryonic stem 

cell)（ES 細胞）である。ES 細胞は、適切な培養条件下において長期間にわたって未分化性

を維持できる細胞である。多くの臓器幹細胞が未分化性を保って培養し続けることが困難で

あるのに対して、ES 細胞の未分化性維持能は際立っており、いくつかの未分化性維持に重

要な機能をもった遺伝子が知られている。 

マウス ES 細胞は、初期胚に戻されると正常な発生過程に組み込まれてキメラマウスの形

成に寄与し、すべての体細胞と生殖細胞に分化することができる。また、成体に移植される

と、内胚葉・中胚葉・外胚葉のいずれかの組織も含む奇形腫（テラトーマ、teratoma）を形

成する。ヒト ES 細胞は、マーカーや遺伝子の発現においてマウス ES 細胞と似た性質をも

っており、免疫不全マウスに移植されるとマウス ES 細胞と同様に奇形腫を形成する。ES

細胞は非常に多くの種類の細胞へと分化する能力をもっている多能性の幹細胞であり、再生

医学のリソースとして大きな期待が抱かれている。また、核移植クローン技術を用いて、徐

核した未受精卵に患者の細胞の核を移植し、そしてその核移植クローン胚からES 細胞を樹

立すれば、拒絶反応を受けない細胞を産生することができる。倫理的な問題も大きいが、こ

のような核移植によるリプログラミングを利用した治療用クローニング(therapeutic 

cloning)も研究が進められている。(24) 

 

２）足場 

結合組織による骨組みの主な構成要素はコラーゲンバイオポリマーで主に線維や原線維の

形で存在する。ポリマー組織のほかの形態（ゲル状、泡沫状、膜状）はまた、組織工学組織

の代用品として利用される。種々の形態のポリマーの特有な組織細胞との結合をはかり、培

養ポリマー組織として天然組織の模倣品を作り出す、ということが研究室において試みられ

ている。骨組みは増殖因子に富んだものにする事ができ、それらは人工組織と結合させ組織

内に組み込ませることができる。(24) 

 

３）成長因子 

遺伝子あるいは遺伝子カスケードの特異的な活性化を通じて機能し、その結果として分泌

および転写された産物は、組織の構築や分化の調整を行っている。TGF-ß、FGF、ホメオボ
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ックス、ヘッジホッグや WNT がこれに相当する。(24)                            

 

以上より治癒の過程で大きく３つの段階、炎症相、組織修復相、組織再構築相を経れば治

癒へいたる。一方、骨の治癒では血腫から肉芽組織、そして類骨組織の石灰化により仮骨、

骨組織となる。このように肉芽組織から類骨組織への置換が、治癒の過程を複雑にしている。

ここでは、当然硬組織を造る細胞である骨芽細胞と硬組織を吸収する破骨細胞の存在は不可

欠である。これらの細胞が正常に活性し機能するには骨芽細胞を誘導する成長因子と骨に置

換しやすい場が必要となる。 

ところで、Tissue Engineering の概念は細胞、足場および成長因子という３つの要素から

なる。このことから創傷治癒において細胞は上皮細胞、線維芽細胞、場はコラーゲン、成長

因子は FGF などであると考えられる。骨の治癒において、細胞は骨芽細胞、破骨細胞であ

り、場はコラーゲン、リン酸カルシウムを主体とする石灰物であり、成長因子は

BMP,TGF-ß,IGF-1 などである。一方で、同じ硬組織である象牙質・歯髄複合体にも硬組織

をつくる細胞が未分化な状態で存在する。また、象牙質・歯髄複合体には骨組織といくつか

の同じ成長因子をもっているが骨組織とは違った過程をたどって硬組織を形成する。これら

のことから歯髄の未分化線維芽細胞からなる間葉細胞や BMP, TGF-ß といった成長因子を

Tissue Engineering の概念を用いて骨の治癒に応用できる可能性を示唆できる。 
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１．緒言 

 

歯周病や抜歯により欠損した骨や歯周組織をなるべく正常な状態に近づけるために GTR(25)

やエムドゲイン(26)を用いて組織の再生を図ろうとしている。しかし、上皮の再生は骨組織の再

生より早いため(25)、欠損部が結合組織にみたされ骨組織の再生量は少ない(27)。 

 一方で、歯科治療において歯髄は痛みや感染の原因として治療によっては除去されてしまう。

しかし、歯髄細胞は、う蝕や咬耗による刺激によって第二象牙質と呼ばれる硬組織を造る能力が

ある。歯髄には、未分化細胞が存在するとされ、血管と神経を除くと、歯髄には間葉系細胞、少

数の組織球や白血球が分布する（17）。これら間葉系細胞は、未分化間葉細胞、線維芽細胞、象

牙芽細胞や不活性な状態にある成熟した線維芽細胞あると言われている。未分化間葉細胞は、線

維芽細胞のみならず象牙芽細胞にも分化し、傷害に応じて第二象牙質や補綴象牙質（第三象牙質）

を形成する。また、歯髄には硬組織をつくる細胞に必要な BMPs, TGF-ßといった成長因子が存

在するとも報告されている(24)。 

これらのことから歯周組織再生時における骨の再生を促進させるために、一般的に歯科治療で

除去される歯髄細胞を活かすことはできないかと考えた。そこで、培養歯髄細胞を骨欠損部に自

家移植することで骨の治癒にどのような影響を与えるか調べた。 
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２．材料及び方法 

 

細胞採取および細胞培養 

 今回のすべての実験は東京歯科大学実験動物施設指針に基づいて厳密に行われた。実験動物は、

体重約 150g の Sprague-Dawley 系雄性ラット15 匹を用いた。実験動物はチオペンタールナトリ

ウム（ラボナールR, 田辺製薬, 日本）を 0.2ml/100ｇ/bw の濃度で腹腔内注射にて全身麻酔を施

し、上顎右側切歯および同部位周囲の歯肉結合組織を採取した。抜去した歯牙は歯胚を除去する

ために根尖部を切除し、歯髄を機械的に採取した。歯髄および歯肉結合組織は 35mm Dish(Falcon, 

USA)上にて 15 号メス刃を用いて細断し、a-minimal essential medium (a-MEM, GIBCO™, 

USA)に 10％ Fetal bovine serum(FBS, GIBCO, USA)、ascorbic acid (50 µl/ml, Wako, Japan)

および gentamicin (SIGMA, USA)を添加した培養液にて5％ 二酸化炭素、37℃、100％湿潤の条

件下のもと、2 週間培養を行った。なお、培養液は3 日ごとに交換を行った。 

 

細胞移植 

 組織を採取したラットにラボナールにて全身麻酔を施した後、前頭部から側頭骨、頭頂部にか

けて剃毛を行い、メスにて正中切開し、骨膜を剥離して頭蓋骨を露出させた。 

同部位に歯科用ラウンドバー（直径1mm）を用いて注水下にて窩洞を左右3 箇所ずつ作製した。

その後、窩洞内を生理的食塩水にて洗浄した後、右側には培養歯髄細胞、左側に培養結合組織細

胞を自家移植した。また、窩洞は上皮の侵入を防ぐためにゴアテックス膜(ジャパンゴアテック

ス：ゴアテックス心膜シート SM01060)にて表面を覆い、その後、骨膜および皮膚をそれぞれ縫

合した。 

 

   

左から a)窩洞作製、b)保護膜の固定、c)手術終了 

 

評価法 

 観察期間は術後 3, 7 および 14 日に屠殺し、組織を摘出し10％中性緩衝ホルマリン溶液にて3

日間固定した。その後、10％蟻酸水溶液にて1 週間脱灰を行った。組織は通法に従いパラフィン

包埋し、ミクロトームにて厚さ約３μm の標本を作製した。標本をヘマトキシリン・エオジン
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(H-E)染色ならびに免疫組織化学的染色を施した。また、一次抗体として、細胞の増殖を観察す

るために Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)を用いた。免疫組織化学的染色は

VENTANA 社製の Ventana HX System Discovery™を使用し、抗体は PCNA（DAKO）を 100

倍に希釈したものを使用した。標本はともに光学顕微鏡下にて観察した。 

 

３．結果 

 

１）結果 H-E 

 

・結合組織移植群 

 3 日例：窩洞内は細胞成分に乏しく、窩洞の全体におよび好中球を主体とした炎症性細胞の著

明な浸潤や切削片が認められた。また、窩洞辺縁の骨は小腔内の骨細胞が消失してい

る部位も散見された。(Fig.1, a, b, c) 

 

 7 日例：窩洞内は細胞細分に乏しく、紡錘形の線維芽細胞様細胞が認められ、好中球を主体と

する炎症性細胞の軽度な浸潤が認められた。また、周囲の骨表面には新生骨の形成が

認められた。(Fig.2, a, b) 

  

14 日例：窩洞内に毛細血管の新生を認め、線維性結合組織が認められた。また、窩洞周囲の骨

組織に連続して新生骨の形成が認められた。(Fig.3, a, b) 

 

・ 歯髄移植群 

3 日例：窩洞内にはわずかにリンパ球を主体とする炎症性細胞の浸潤が認められ、窩洞周囲に

は血餅が認められた。また、窩洞周囲の骨髄からの細胞の移動も観察された。 

(Fig.1, d, e, f) 

 

7 日例：窩洞内は細胞成分に富む結合組織よりなり、軽度のリンパ球を主体とする炎症性細胞

の浸潤が認められた。(Fig.2, c, d) 

 

14 日例：窩洞内には全体を覆う新生骨が認められ、骨小腔内に骨細胞を容れた梁状の骨組織よ

りなっていた。骨の辺縁には骨芽細胞が認められた。周囲骨組織には表面に新生骨が

形成され、厚みが増していた。(Fig.3, c, d) 
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HE 

 3 日例 7 日例 14 日例 

結合組織 好中球が浸潤し、すうそ

な組織が認められた。 

すうそな組織と辺縁に

新生骨が認められた。 

窩洞内に結合組織増加

辺縁に新生骨認められ

た。 

歯髄移植 好中球軽度浸潤し、すう

そな組織が認められた。 

軽度にリンパ球浸潤と 

細胞に富む組織が認め

られた。 

窩洞内全体に新生骨が

観察された。 

 

２）結果 PCNA 

 

・ 結合組織移植群 

 

 3 日例：窩洞底部の骨辺縁にわずかな陽性細胞が認められた。(Fig.4, a, b, c) 

 

 7 日例：窩洞内および骨辺縁においても陽性細胞はほとんど認められなかった。 

(Fig.5, a, b, c) 

 

14 日例：骨腔内に陽性細胞がわずかに認められた。(Fig.6, a, b, c) 

 

・ 歯髄移植群 

 

3 日例：窩洞辺縁に沿って陽性細胞が認められた。(Fig.4, d, e, f) 

 

7 日例：窩洞内は全域にわたり陽性細胞が多数認められた。(Fig.5, d, e, f) 

                                                   

14 日例：骨小腔内の陽性細胞がわずかに認められた。（Fig.6, d, e, f） 

 

PCNA 

 3 日例 7 日例 14 日例 

結合組織 窩洞底部の骨辺縁にわ

ずかな陽性細胞が認め

られた。 

窩洞内および骨辺縁に

おいても陽性細胞はほ

とんど認められなかっ

た。 

骨腔内に陽性細胞がわ

ずかに認められた。 

歯髄移植 窩洞辺縁に沿って陽性

細胞が認められた。 

窩洞内は全域にわたり

陽性細胞が多数認めら

れた。 

骨小腔内の陽性細胞が

わずかに認められた。 
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４．実験に対する考察 

 

今回我々は、ラットの歯髄細胞を培養して移植した時にどのような骨形成能を有するかに着目

した。そのため、切歯の培養歯髄細胞を頭蓋骨に形成した窩洞に移植することで骨形成能につい

て観察した。 

ラットの頭蓋骨は、膜内骨化によって骨の再生が起こるため再生が遅いと言われている。その

ため、今回の実験の結果から対照群では一部にのみ骨様組織の再生が認められた。対照群におい

ては、骨欠損部辺縁から分泌される成長因子に反応し骨芽細胞様細胞に分化した可能性があげら

れる。BMP, IGF および TGF-ßなどの細胞増殖因子は骨基質中に高い濃度で蓄積されているとい

う報告がされている（16）。BMP は骨芽細胞の機能を亢進させるばかりでなく、未分化の間葉系

細胞を骨芽細胞や軟骨細胞に分化させる活性も見出されている。またTGF-ßは、骨の形成や吸収

の調節に関与していると考えられ、IGF は骨芽細胞の増殖に向かわせる作用があると考えられて

いる(7)。そのため、骨欠損部からこれら細胞増殖因子が移植した培養結合組織細胞に作用してい

ると考えられる。 

一方、培養歯髄細胞を移植した実験群では、対照群よりも骨様組織の再生が早期に認められた。

また、経時的にPCNA染色によって増生・再生していく様子が観察された。これは、骨欠損部辺

縁から分泌される成長因子だけではなく、歯髄にはBMP や TGF-ßの成長因子が発現していると

いう報告がある(24)。これらの細胞外基質蛋白や成長因子が骨窩洞内にはいることで骨窩洞内の

細胞に作用し骨芽細胞への分化を促進し、そのため実験群では骨様組織の再生が早期に起こった

と考えられる。 

以上の結果から、培養歯髄細胞は、骨様硬組織再生を促進するものと考えられる。 

また、硬組織再生において有用な細胞のひとつとして考えられる。 
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(Fig.1) 術後 3 日例 HE 染色  

培養結合組織移植群（a, b, c）培養歯髄移植群(d, e, f) 
 

窩洞内はフィブリンにて満たされ、一部に好中球を主体とした炎症性細胞の侵入が認

められた。また、窩洞辺縁では小腔内の骨細胞が消失している部位も認められた。（a, 

b,c） 
窩洞内にわずかに炎症性細胞が認められた。窩洞周囲の骨髄からの細胞の移動も観察

された。(d, e, f) 
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b 
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d 

e 
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(Fig.2) 術後７日例 HE 染色  

培養結合組織移植群（a, b）培養歯髄移植群（c, d） 

 
窩洞内は紡錘形の線維芽細胞様細胞がすうそに認められた。(a, b) 

窩洞内は細胞成分に富む結合組織に満たされ、類骨様の組織が認められた。(c, d) 
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(Fig.3) 術後 14 日例 HE 染色  

培養結合組織移植群（a, b）培養歯髄移植群（c, d） 

 
窩洞内は辺縁の骨組織に連続して新生骨が認められるが、新生骨と窩洞には大 

きな骨腔により隔たりが認められた。 (a, b) 

窩洞周囲骨組織と連続し、厚みが増し窩底とも連続が認められた。(c,ｄ) 

a 

b 

c 

d 
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(Fig.4) 術後３日例 PCNA 染色  
培養結合組織移植群（a, b, c）培養歯髄移植群（d, e, f） 

骨辺縁にわずかな陽性細胞が認められた。(a, b, c)  

窩洞内および骨辺縁に沿って陽性細胞が認められた。( d, e, f) 
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(Fig.5) 術後７日例 PCNA 染色  
培養結合組織移植群（a, b, c）培養歯髄移植群（d, e, f） 

窩洞内おいて陽性細胞はほとんど認められなかった。( a, b, c) 

窩洞内は全域にわたり陽性細胞が多数認められた。窩洞内中央と骨辺縁部の分

布に差は認めらなかった。( d, e, f) 
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(Fig.6) 術後１４日例 PCNA 染色  
培養結合組織移植群（a, b, c）培養歯髄移植群（d, e, f） 

窩洞内新生骨において陽性細胞はほとんど認められなかった。（a, b, c） 

窩洞内の骨小腔内に陽性細胞がわずかに認められた。(d, e, f) 
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