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緒 言

顎顔面領域における骨および軟骨の研究は極め

て多いが，その主体は下顎骨の成長中心である下

顎頭軟骨に関するものである。これは下顎頭軟骨

が一次軟骨とは無関係に遅れて分化・発育する二

次軟骨であり１），興味深い形成機構を示すからで

あると推測される。下顎頭軟骨において，�型コ

ラーゲンおよび�型コラーゲンの発現を免疫組織

化学的に検索した結果２）～６）では，軟骨細胞におけ

る両コラーゲンの同時産生が確認されており５），

さらに�型コラーゲンおよび�型コラーゲン遺伝

子の発現も明らかにされ７），これらの研究結果に

ついては一般的な軟骨内骨化の様相とは異なる知

見が集積されつつある。しかし，下顎骨は膜内骨

化の様式によって形成するとされている代表的な

骨組織であるものの，この形成過程に関して免疫

組織化学的に基質蛋白質の産生やその遺伝子の発

現について検索した報告は極めて少なく，オステ

オカルシンの局在やその遺伝子発現に関する研究

がわずかに散見できる程度に留まっている８）９）。ま

た，ヒトの下顎骨の発生過程で時によりchondroid

bone の出現する事実が古くから成書１０）に記載さ

れているのにも関わらず，その過程における骨形

成細胞の性格についても殆ど明らかにされていな

いのが現状である。

そこで，本研究ではマウス胎仔の発生過程にあ

る下顎骨を用いて，とくにその骨形成近位端を形

態学的に検討した。すなわち，骨形成細胞である

骨芽細胞および骨細胞がその初期から産生する�
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抄 録：下顎骨は膜内骨化で形成され，その過程で chondroid bone が出現すること知られてい
る。しかし，その性状は未だ明らかにされていない。そこで，胎生１５日から生後７日のマウス下顎
骨近心端の骨形成領域に着目し検索した。

組織学的には胎生１５日より未熟な骨形成が認められ，生後２日例の一部には chondroid bone の
出現があった。免疫組織化学的には，一部の骨形成細胞に�型コラーゲンやオステオカルシンの
他，Ｘ型コラーゲンの産生を，胎生１８日以降では�型コラーゲンの産生もみられた。また chondroid
bone には�型および�型コラーゲンが共に発現していた。ISH 法では，胎生１５日より骨梁辺縁の
骨形成細胞および chondroid bone 内の封入細胞に上記タンパク遺伝子の全てが発現していた。

以上より下顎骨形成初期の骨形成細胞と chondroid bone 内の封入細胞は，骨細胞と軟骨細胞の
両者の性格を併せ持つ事を明らかした。

キーワード：下顎骨，chondroid bone，骨形成細胞，�型コラーゲン，Ｘ型コラーゲン
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型コラーゲンとこれよりやや遅れて産生するとさ

れるオステオカルシン１１），さらに軟骨に特徴的な

�型コラーゲンと成熟した肥大軟骨細胞領域に限

局して存在すると言われているＸ型コラーゲンの

局在を免疫組織化学的に検索するとともに，�型

コラーゲン，オステオカルシン，�型コラーゲ

ン，Ｘ型コラーゲンの遺伝子発現についても比較

検討し，下顎骨形成過程に出現する骨形成細胞の

性格を明確にすることを目的とした。

材料および方法

１．実験動物ならびに実験材料

実験には，交配確認された２０匹の ddY 系妊娠

マウス（日本エスエルシー株式会社，浜松）を購入

し，それらから得られた幼若なマウスを１４０匹使

用した。親マウスは，室温２３±２℃に設定された

飼育室にて，ソフトチップ（日本エスエルシー株

式会社，浜松）を敷き詰めたプラスチック製の

ケージ内で飼育し，固形食（サンフレーク，中日

本メディカルリンク株式会社，長野）と十分な水

道水を与えた。なお，得られた幼若マウスは，親

マウスからの哺乳により飼育した。胎生１４日，１５

日，１６日，１８日，さらに生後２日および７日を検

索材料として採取した。胎生マウスは，親マウス

と共にジエチルエーテル（ナカライテスク株式会

社，京都）を過剰吸入させて屠殺した。また，幼

若マウスも同様にジエチルエーテルを過剰吸入さ

せて屠殺後，背部および腹部の正中部分の皮膚に

メスにて切開を加え，直ちに４％パラホルムアル

デヒドりん酸緩衝液（pH７．４）で浸漬固定した。な

お本実験は，松本歯科大学動物実験指針に則って

行われた。

２．軟エックス線写真撮影

固定した材料を，軟エックス線撮影装置（Softex

type CMB，ソフテックス，東京）にて，軟エッ

クス線写真撮影を行った。撮影条件は管電圧３０

kV，管電流５mA，照射時間９０秒，管球・焦点間

距離４５cm で，フィルムは IX FR（富士フィルム，

東京）を使用した。

３．組織学的検索

胎生１４日より，経時的に胎生１５日，１６日および

１８日，生後２日，７日に浸漬固定した材料の頭部

組織を，正中矢状断で左右に２分割した。同組織

を１０％EDTA 溶液にて室温で２週間脱灰後，通

法に従ってパラフィンに包埋した。薄切は，図１

（下顎骨の軸位軟エックス線写真）で示した様に，

形成された下顎骨先端部分の標本を作成する為，

正中側より外側方向に向かって４μm 厚の連続

切片（頭部片側で約４００～６００枚）を作製した。パラ

フィン切片は，シランコーティング処理スライド

グラス（武藤化学薬品株式会社，東京）に貼付し

た。得られた切片にヘマトキシリン－エオシン

（H－E）染色およびトルイジンブルー染色（TB，pH

７．０）を施し，光学顕微鏡にて観察した。なお，以

下の検索に用いた切片は，連続切片の正中側から

�５から�２０までの約１５枚である。

４．免疫組織化学的検索

一次抗体には，抗マウス�型コラーゲンウサギ

ポリクローナル抗体（CN Biosciences Inc., Califor-

図１ 下顎骨片側部分の軸位軟エックス線写真像で，
実線は顎骨正中部から外側方向に連続切片を作製
した方向を示している。検索には，概ね実線と点
線で示した範囲内の約５～２０枚（２０～８０μｍ）の切
片を用いている
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nia, USA），抗マウス�型コラーゲンマウスモノ

クローナル抗体（Chemicon International Inc., Cali-

fornia, USA），抗マウスＸ型コラーゲンウサギポ

リクローナル抗体，抗マウスオステオカルシンウ

サギポリクローナル抗体（株式会社エルエスエ

ル，東京）である。なお，これらの抗体は，PBS

（１％BSA・０．０２％チメロサール含有）にて各々

４００倍に希釈して使用した。

切片を脱パラフィンした後，下降アルコール系

列から蒸留水を通し，室温にて２％BSA による

ブロッキング処理（室温，一晩）を施した後，PBS

（０．１M りん酸緩衝液 pH７．４）で洗浄した。次いで

３％過酸化水素加メタノール（室温，３０分間）を作

用させ，内因性ペルオキシターゼ活性の除去を

行った。その後，１．３％ペプシン溶液にて３７℃で

１時間の前処理を施した後，PBS にて洗浄し

た。各種一次抗体を４℃で一晩反応させ，十分に

PBS で洗浄した後，ヒストマウスプラスキット

（Zymed Laboratories Inc., California, USA）を用

い染色した。なお，陰性コントロールには，一次

抗体の代わりに PBS を使用した。

５．In situ ハイブリダイゼーション法（ISH 法）に

よる検索

＜プローブの調整＞

今回の実験に使用したプローブは，岡山大学大

学院医歯学総合研究科病態機構学講座口腔病理病

態学分野の永井教之教授より供与されたジゴギシ

ゲニン（DIG）－１１－UTP 標識�，�，Ｘ型コラー

ゲン７）およびオステオカルシン１２）である。

テンプレートとして，�型コラーゲンには３重

らせん領域の一部と全テロペプチドおよび C－プ

ロペプチドの一部をコードする約０．９kb のα１

（�）cDNA 断片を使用した。�型コラーゲンに

はＣ－プロペプチドの一部と３’非翻訳領域の一

部をコードする約０．２kb のα１（�）cDNA 断片を

使用した。Ｘ型コラーゲンにはコラーゲン性領域

の一部と C 末端の非コラーゲン性領域の全部お

よび３’非翻訳領域の一部をコードする約１．２kb

のα１（Ｘ）cDNA 断片を（以上の cDNA は岡山大

学大学院医歯学総合研究科機能制御学講座分子医

科学分野の二宮善文教授より供与）使用した。オ

ステオカルシンには C 末端領域と３’非翻訳領域

の一部をコードする約０．４７kb の cDNA 断片を使

用した。これら各 cDNA 断片をテンプレートと

して DIG RNA ラベリングキット（ロシュ・ダイア

グノスティックス，東京）にて生体外転写を行い，

作製した。転写終了後，RNase free DNase を反

応溶液に加えてさらに３７℃で加温した。転写産物

を２５μｇの RNase free glycogen を担体とし，エ

タノール沈澱を行って回収した。

＜ハイブリダイゼーション＞

mRNA の検出は川上ら１３）の方法に準じて行

い，プローブを添加したハイブリダイゼーション

溶液に５０℃，１８時間ハイブリダイズした。

＜プローブの検出＞

プローブの検出には，DIG 核酸検出キット（ロ

シュ・ダイアグノスティックス，東京）を用いた。

なお，この検索ではハイブリダイゼーション時

にプローブを添加しない溶液を用いたものを陰性

コントロールとした。

結 果

１．エックス線写真所見

胎生１４日例では，いずれの部位においても骨化

を思わせる不透過像はみられなかった。胎生１５日

例の下顎骨相当部には小さな骨様の不透過像が出

現し（図２），生後７日まで日数の経過とともに骨

格形成の進行が認められた。

２．組織学的所見

胎生１４日例では，メッケル軟骨周囲に紡錘形細

胞が密集していたが，明らかな骨基質の形成はみ

られなかった（図３）。

胎生１５日例では，H－E で好酸性に強く染色さ

れた細い骨梁がメッケル軟骨の上下ならびに前後

方向に形成され，その骨梁は TB に弱く異染性を

示した（図４）。骨梁辺縁に増殖する細胞は，細胞

質が大きく楕円形を呈していた。また，骨梁内の

封入細胞は未だ極めて少数であった（図５）。これ

らの近傍には多数の紡錘形細胞や毛細血管が存在

していた。
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胎生１６日例では，骨梁がメッケル軟骨の主に前

方および上下方向にほぼ同程度形成されていた

が，後方への形成は少なかった。前方部に形成さ

れた骨梁の辺縁には，細胞質が大きく楕円形の細

胞が密に存在し，骨梁内には大きな細胞質をもつ

円形または楕円形を呈する封入細胞が散見され

た。胎生１５日例に比べ骨梁は増加していた。

胎生１８日例では，胎生１６日例と比較して，上下

方向に形成された骨梁に大きな違いは認められな

かったが，後方への骨梁形成が増え，複雑な形態

を呈していた。この骨梁は TB に対して不均一に

染まっており，前方の骨梁内に存在する封入細胞

の細胞質は大きく楕円形を呈していた。骨梁辺縁

の細胞の中には扁平な形態のものもあった。

生後２日例では，前方に形成された骨梁内の封

入細胞の一部は豊富な細胞質を有し，楕円形の肥

大軟骨細胞様を呈す細胞集団を形成しているもの

もあった。この細胞の周囲骨梁は TB で明らかな

異染性を示した（図６）が，それ以外では骨梁に明

瞭な異染性を示す部位はなかった。

生後７日例になると，胎生期のものと比べて骨

梁も全体的に太さや長さが増加し，一定になりつ

つあった。これらの骨梁は，エオシンに均一に染

まり，TB に対する異染性はわずかに認められた

にすぎなかった。

２．免疫組織化学的所見

胎生日例では，骨基質形成がみられず，メッケ

ル軟骨付近に密集する紡錘形細胞に，今回検索し

た抗体に対するいずれの陽性反応も検出されな

かった。

胎生１５日例に形成された骨梁には�型コラーゲ

ン，オステオカルシン，Ｘ型コラーゲンの弱陽性

反応がみられた。また，骨梁辺縁に存在する楕円

形を呈する骨形成細胞の細胞質には�型コラーゲ

ンのみならず，オステオカルシンやＸ型コラーゲ

ン（図７）も陽性であった。しかし，骨梁辺縁に配
図２ 骨様の不透過像が上・下顎（矢印）および背部に

認められる（胎生１５日，軟エックス線写真，×４．０）

図３ メッケル軟骨（Ｍ）の周囲に紡錘形細胞が密集し
ている（胎生１４日，TB，×２００）

図４ メッケル軟骨（Ｍ）の周囲に弱い異染性を示す骨
梁（矢印）がみられる（胎生１５日，TB，×１００）
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図５ 骨梁辺縁の骨形成細胞（矢印）は楕円形を呈して
おり，骨梁内の封入細胞（矢尻）は未だ少数である

（胎生１５日，TB，×２００）

図６ 骨梁内（矢印）に，TB 強異染性を示す楕円形の
肥大軟骨様細胞集団（矢尻），chondroid bone の
形成がある（生後２日，TB，×２００）

図７ 形成された骨梁とその辺縁にある骨形成細胞（矢
印）および骨梁内の封入細胞（矢尻）に弱陽性反応を
認める（胎生１５日，免疫染色：Ｘ型コラーゲン，×４００）

図８ 肥大軟骨細胞様細胞の細胞質（矢印）とその周囲
骨梁（矢尻）は陽性反応を呈する（生後２日，免疫
染色：�型コラーゲン，×４００）

図９ 図８の隣接切片における同様細胞の細胞質（矢
印）およびその周囲骨梁（矢尻）は弱陽性を示して
いる（生後２日，免疫染色：�型コラーゲン，×４００）

図１０ シグナルは骨梁辺縁の骨形成細胞（矢印）に発現
している。（胎生１５日，ISH：�型コラーゲン
mRNA，×４００）
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列する豊富な細胞質を有する楕円形の骨形成細胞

の一部には陰性のものも存在していた。骨梁内の

封入細胞には�型コラーゲンとオステオカルシン

が弱陽性を示したがＸ型コラーゲンは陰性であっ

た。一方，�型コラーゲン陽性の骨梁や細胞は全

くなかった。

胎生１６日例では，形成された骨梁に�型コラー

ゲンが陽性であったが，オステオカルシンおよび

Ｘ型コラーゲンの反応は減弱していた。しかし，

骨梁辺縁の細胞質の大きな骨形成細胞では�型コ

ラーゲン，オステオカルシンおよびＸ型コラーゲ

ンが陽性を示した。骨梁内の封入細胞は，�型コ

ラーゲンとＸ型コラーゲンが陽性で，オステオカ

ルシンは弱陽性であった。この時期においても�
型コラーゲンは陰性であった。

胎生１８日例では，形成された骨梁は�型コラー

ゲンに陽性，オステオカルシンおよびＸ型コラー

ゲンには弱陽性であった。骨梁辺縁に存在する細

胞質の豊富な楕円形の骨形成細胞は，�型コラー

ゲン，オステオカルシンおよびＸ型コラーゲンが

陽性であった。さらにこれらの細胞の多くが�型

コラーゲンにも陽性反応を呈した。しかし，扁平

な形態を示す骨梁辺縁の細胞は�型コラーゲンお

よびオステオカルシン以外は陰性であった。封入

細胞については�，�，Ｘ型コラーゲンとオステ

オカルシンの全てが陽性を示した。

生後２日例では，形成された骨梁には�型コ

ラーゲンが陽性，オステオカルシンは弱陽性を示

したが，Ｘ型コラーゲンは陰性であった。骨梁辺

縁の骨形成細胞と封入細胞は，�型コラーゲンが

陽性で，オステオカルシンとＸ型コラーゲンが弱

陽性であった。一方，骨梁内に封入された肥大軟

骨細胞様細胞集団の細胞質において�型コラーゲ

ンが陽性を示し，その細胞の周囲骨梁にも限局し

た陽性反応があった（図８）。Ｘ型コラーゲンは，

肥大軟骨細胞様細胞の細胞質に弱陽性反応を認め

たが，その周囲骨梁には陰性であった。同部の�
型コラーゲンについては，肥大軟骨細胞様細胞の

細胞質が弱陽性で，その周囲骨梁も弱陽性反応を

示した（図９）。オステオカルシンは肥大軟骨細胞

様細胞とその周囲骨梁の両者に弱陽性反応を示し

た。

生後７日例の骨梁と骨形成細胞，封入細胞のい

ずれにも�型コラーゲンは陽性，オステオカルシ

ンは弱陽性であったが，�型およびＸ型コラーゲ

ンはいずれの部位も陰性であった。

以上の部位別の免疫組織化学的染色結果につい

ては陰性，弱陽性，陽性，強陽性（陰性：－，弱

陽性：＋，陽性：＋＋，強陽性：＋＋＋）の４段

階に評価し，表１に示した。

表１ 免疫染色結果

部 位 胎生１５日例 胎生１６日例 胎生１８日例 生後２日例 生後７日例

Type�
collagen

基質
辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

－
－／－

－

－
－／－

－

－
＋＋／－

－

（軟骨様部＋＋）
－／－

（軟骨様細胞＋＋）

－
－／－

－

Type X
collagen

基質
辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋
＋／－

＋

＋
＋＋／－

＋＋

＋
＋＋／－

＋＋

－（軟骨様部－）
＋／＋

＋（軟骨様細胞＋）

－
－／－

－

Type�
collagen

基質
辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋
＋＋／＋＋

＋＋

＋＋
＋＋／＋＋

＋＋

＋＋
＋＋／＋＋

＋＋

＋＋（軟骨様部＋）
＋＋／＋

＋＋（軟骨様細胞＋）

＋
＋／＋

＋

Osteo－
calcin

基質
辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋
＋＋／－

＋

＋
＋＋／－

＋

＋
＋＋／＋＋

＋＋

＋（軟骨様部＋）
＋／＋

＋（軟骨細胞＋）

＋
＋／＋

＋

＋＋＋：強陽性 ＋＋：陽性 ＋：弱陽性 －：陰性
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４．In situ ハイブリダイゼーションの所見

胎生１４日例では，密集する紡錘形細胞の細胞質

に，�型コラーゲン mRNA，�型コラーゲン

mRNA，Ｘ型コラーゲン mRNA，オステオカル

シン mRNA の明らかなシグナルは検出されな

かった。

胎生１５日例では，骨梁辺縁に位置する細胞質の

大きな楕円形の骨形成細胞にＸ型コラーゲンmRNA

（図１０）および�型コラーゲン mRNA のシグナル

が発現していた。しかし，�型コラーゲンとオス

テオカルシンのシグナルは弱く，一部の細胞にの

み発現していた。

胎生１６日例では，骨梁辺縁の細胞質の大きな楕

円形の骨形成細胞に�型コラーゲン，オステオカ

ルシンおよびＸ型コラーゲン mRNA の強い発現

を示すシグナルがあった。しかし，�型コラーゲ

ンの mRNA 発現は弱かった。骨梁内の封入細胞

については，�型コラーゲン，オステオカルシン

およびＸ型コラーゲンの mRNA シグナルが認め

られたが，�型コラーゲン mRNA は検出できな

かった。

胎生１８日例では，骨梁辺縁の細胞質の大きい骨

形成細胞に�型コラーゲン，オステオカルシンお

よびＸ型コラーゲン mRNA の強い陽性反応がみ

られた。しかし，�型コラーゲンの mRNA 弱陽

性細胞はごく少数であった。一方，骨梁辺縁の扁

平な骨形成細胞と骨梁内の封入細胞には，�型コ

ラーゲンとオステオカルシン mRNA の反応はと

もに陽性であったが，�型コラーゲンとＸ型コ

ラーゲン mRNA のシグナルは検出されなかっ

た。

生後２日例では，骨梁辺縁の楕円形の骨形成細

胞には，今回検索した全ての mRNA が陽性を示

した。中でもＸ型コラーゲン mRNA が強く反応

したが，�型コラーゲン mRNA のシグナルは，

非常に弱かった。骨梁辺縁の扁平な骨形成細胞と

封入細胞についても同様に全て検出されたが，細

胞質の大きな骨形成細胞と比較するとその発現は

弱かった。とくに，�型コラーゲン mRNA にお

いては，非常に弱い反応が検出された。

生後７日例では，骨梁辺縁の楕円形の骨形成細

胞には全てのシグナルが検出されたが，�型コ

ラーゲン mRNA のシグナルは，極めて弱いもの

であった。骨梁辺縁の扁平な骨形成細胞には，Ｘ

型コラーゲンとオステオカルシン mRNA の陽性

反応がみられ，�型コラーゲンおよび�型コラー

ゲン mRNA のシグナルは検出できなかった。骨

梁内の封入細胞にはＸ型，�型コラーゲンmRNA

とオステオカルシン mRNA のシグナルが検出さ

れた。

以上の部位別の ISH 法を用いた染色結果につ

いては陰性，弱陽性，陽性，強陽性（陰性：－，

弱陽性＋，陽性：＋＋，強陽性：＋＋＋）の４段

階に評価して表２に示した。

考 察

まず今回の実験系について，同一切片を用いて

の二重染色法は行っていない。しかし図１で示し

たように，染色に用いた切片は得られた４００～６００

枚の中から，下顎骨の形成の近位端を検索しよう

としたので，可能なかぎり正中よりの切片を用い

ることとした。その結果，検索したのは正中から

約５～２０枚の連続切片で，形成中の下顎骨近位端

部のおよそ８０μｍの範囲を検索したものである。

従って，複数のタンパクやその遺伝子が同一の細

胞に発現している確証はないが，この隣接する連

続切片を用いた結果であることから，得られた結

果は二重染色に準じたものと考えられる。

組織学的ならびに組織化学的には，胎生１５日例

にみられた幼若な下顎骨は好酸性に強く染色さ

れ，TB では弱い異染色を示した。一般的に骨基

質におけるプロテオグリカンの含有量は極めて少

量で，骨基質は異染性を示さず青染される。従っ

て幼若な骨組織には成熟骨組織１４）のものと比較し

て，コンドロイチン硫酸などのプロテオグリカン

の相対的含有量が多く，その差が染色性に反映さ

れていると考えられる。

骨基質タンパクである�型コラーゲンやオステ

オカルシンとともに，軟骨に特徴的とされる�
型１５）１６）とＸ型コラーゲン３）４）の局在およびその遺伝

歯科学報 Vol．１０３，No．５（２００３） ３４１

― 29 ―



子発現は以下のように非常に興味深いものであっ

た。すなわち，胎生１５日例で既に�型コラーゲン

やオステオカルシンばかりでなく，軟骨に特徴的

とされる�型コラーゲンなども発現している細胞

が確認された。従って，形成途上の下顎骨近位端

部には，骨と軟骨の性格を持つ細胞が少なくとも

混在することは確かで，連続切片であることを考

慮すれば，同一細胞である可能性も否定できな

い。このことは従来から成書１０）に記載されている

骨芽細胞および骨細胞の性格に加え，一部軟骨細

胞の特徴を併せ持つ性格の細胞の存在，あるいは

軟骨細胞の性格を有する細胞の混在を示唆してい

る。

�型コラーゲンについては，遺伝子レベルでの

発現はかなり弱いものの胎生１５日例の骨形成細胞

に既に認められ，そのシグナル発現は胎生１８日例

で一番強かった（陽性：＋＋）。これに対し，免疫

組織化学的検索によるタンパクレベルの検索で

は，胎生１８日例および生後２日例のchondroid bone

以外の部位のいずれの時期においても�型コラー

ゲンを検出することができなかった。遺伝子発現

とタンパク産生にこのような相違が生じた大きな

理由の一つとして，産生されるタンパクは極少量

であり，免疫染色による検出限界以下であったこ

とが考えられる。一方，Ｘ型コラーゲンの遺伝子

発現は，胎生１５日例から全期間を通じて（強陽

性：＋＋＋）とかなり強く，かつ免疫組織化学的

に行った蛋白レベルでも生後２日例までは明確に

検出することができた（陽性：＋＋～弱陽性：

＋）。軟骨内骨化時におけるこれら両タンパクの

動態について，�型コラーゲン遺伝子発現は軟骨

細胞の肥大化の時点で消失し，その後にＸ型コ

ラーゲン遺伝子が発現する７）。そしてこのＸ型コ

ラーゲン遺伝子は関節軟骨の石灰化層にも分布し

ていることから，石灰化に関与すると考えられて

いる７）。本研究において，初期の骨形成細胞にＸ

型コラーゲン遺伝子が�型コラーゲン遺伝子と関

連してみられたことは極めて興味深い。今回の観

察におけるＸ型コラーゲンの遺伝子発現の意義に

ついては今後の追究課題である。

また，骨梁辺縁に配列した骨形成細胞で，ほぼ

同時期に�型と�型コラーゲン mRNA の発現が

あった点も極めて興味深い。今回のように骨形成

細胞が両コラーゲン遺伝子の発現を記載した報告

はみられない。しかし，下顎頭軟骨５）や実験的仮

骨延長術１７）時における免疫組織化学的検索で，成

熟細胞層と肥大細胞層に相当する細胞に�型コ

ラーゲンと�型コラーゲンの反応が得られたと報

告されている。これらは下顎骨における部位もそ

の出現状況も異なるが，�型および�型コラーゲ

表２ ISH 染色結果

部 位 胎生１５日例 胎生１６日例 胎生１８日例 生後２日例 生後７日例

Type�
collagen

辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋／－
－

＋／－
－

＋＋／－
－

＋／＋
＋

（軟骨様細胞＋）

＋／－
－

Type X
collagen

辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋＋＋／－
＋＋＋

＋＋＋／－
＋＋＋

＋＋＋／－
＋＋

＋＋＋／＋＋
＋＋＋

（軟骨様細胞＋＋＋）

＋＋／－
＋＋

Type�
collagen

辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋＋＋／＋＋
＋＋

＋＋＋／＋＋
＋＋＋

＋＋＋／＋＋
＋＋＋

＋＋／＋＋
＋＋

（軟骨様細胞＋＋）

＋＋／－
＋＋

Osteo－
calcin

辺縁細胞：楕円／扁平型
封入細胞

＋／＋＋
－

＋＋＋／＋＋
＋＋＋

＋＋＋／＋＋
＋＋

＋＋／＋＋
＋＋

（軟骨様細胞＋＋）

＋＋／＋＋
＋＋

＋＋＋：強陽性 ＋＋：陽性 ＋：弱陽性 －：陰性
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ンが同時発現する細胞と言う点では，本実験と同

様である。既に述べたように，従来から膜内骨化

と言われている下顎骨の形成過程においては骨芽

細胞と軟骨細胞の特徴を併せ持つ骨形成細胞が存

在する可能性が示唆された。このような細胞は，

骨形成因子（BMP）による異所性骨組織形成１８）や腫

瘍性病変１９），あるいは仮骨延長術の過程でも確認

されている２０）。これらの報告では，骨端軟骨の肥

大軟骨細胞に類似した細胞において，�型コラー

ゲンと�型コラーゲンの共発現を認めることか

ら，その細胞を類軟骨（形成）細胞と呼んでいる。

今回確認された細胞も同じ範疇に入る細胞と考え

られる。

さらに生後２日例では，形成された骨梁の幅が

拡大した部分の基質中に，肥大軟骨細胞を思わせ

る豊富な細胞質を有する形態の細胞集団が観察さ

れた。同部においては，その細胞周囲基質が TB

に異染性を示す事も確認された。これは従来から

chondroid bone と呼ばれているものであり，一

般に急激に骨化が起こった場合などに出現すると

されている１０）。今回の観察部位は下顎骨の前方部

における成長端であり，急激な骨形成が進んでい

る部分と考えられる。また，chondroid bone の

出現部位の骨梁は幅径が広く，骨形成細胞が集団

のまま骨基質内に封入されてしまっている。以上

を考慮すると，骨形成細胞の増殖が激しい為に，

同部の局所酸素分圧の低下が生じ，骨形成細胞が

骨芽細胞の性質ばかりでなく軟骨細胞の形質発現

した可能性が考えられる。今回の研究では遺伝子

レベルでも軟骨細胞の性格を有する細胞であるこ

とを証明した。以上から chondroid bone の出現

は，骨と軟骨の分化が局所環境で容易に変わり得

る可能性を示しているとも考えられる。

ところで，免疫組織化学的検索の結果，骨基質

タンパクの�型コラーゲンとオステオカルシンが

下顎骨形成初期に同時発現していた。一般に，�
型コラーゲンの産生を抑制する時期にオステオカ

ルシンが発現するとされている１１）２１）２２）。このこと

は，今回の結果が明らかに骨形成細胞の形質発現

の従来から言われている過程と異なることを示し

ている。�型コラーゲン遺伝子の転写を促進する

因子として TGF－βが強力に働くとされている

が，反対にオステオカルシンに対しては，その発

現を抑制すると考えられている２３）。今後，�型コ

ラーゲンおよびオステオカルシンの同時発現した

骨形成細胞における TGF－βの発現を検討する

必要があると思われる。

下顎骨前方部近位端部の形成過程において，活

発に骨組織を形成する骨形成細胞の少なくとも一

部は，骨に特徴的なタンパクだけでなく軟骨に特

有とされるタンパクの産生や遺伝子の発現が行わ

れている事が明らかになった。しかしこれらの骨

形成細胞について，さらにその細胞性格を明らか

にするとともに，軟骨細胞の形質発現を制御する

分子機構を追究する必要がある。

結 論

マウス下顎骨形成過程において，とくにその形

成近位端部分を中心として骨形成細胞と形成され

た基質に着目し，組織学的，組織化学的，免疫組

織化学的ならびに ISH により検討したところ以

下の結果を得た。すなわち，胎生期から増殖する

骨形成細胞群には軟骨に特徴的とされた基質蛋白

質遺伝子と骨に特徴的とされた基質蛋白質遺伝子

を共発現する細胞が存在した。さらに，形成され

た chondroid bone の基質内に肥大軟骨細胞様の

形態を示し，骨と軟骨の両蛋白質と遺伝子を同時

に発現している細胞が存在する可能性を示した。

以上の結果から，従来下顎骨は骨芽細胞による

膜内骨化の過程を経て形成されると言われていた

が，その一部で，ある時期においては分子生物学

的に骨と軟骨の性格を持つ細胞をともなって下顎

骨が形成されることを明らかにした。

本論文の要旨の一部は，第４０回歯科基礎医学会総会
（１９９８年１０月１７日，名古屋），第８８回日本病理学会総会
（１９９９年４月８日，東京）および第５１回松本歯科大学学
会例会（２０００年１２月２日，長野）において発表した。
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It is well known that mandibular bone is formed by intramembranous ossification mode, and that chon-

droid bone occurs during the course. To clarify the nature of chondroid bone, matrix protein production

and gene expression were investigated in the anterior ends of developing mandibular bone of mice from

the１５th fetal day to the７th neonatal day.

Immature bone formation occurred in fetal day１５specimens and chondroid bone was observed his-

tologically in２nd day neonatal specimens. Immunohistochemically, bone forming cells showed positive re-

action for type� collagen, osteocalcin and type X collagen. Type� collagen production was detected in

fetal day１８specimens. Both type� and type� collagen co－existing in chondroid bone was already formed

in neonatal day２specimens. Some embedded cells in chondroid bone matrix, as well as bone forming

cells, expressed type�, �and X collagen and osteocalcin mRNA signals from the１５th fetal day to the

７th neonatal day.

These results indicate that some bone forming cells have characteristics of cartilage cells, and that

chondroid bone formation intermingles with osteogenesis in the early phase of mandibular formation.

（The Shikwa Gakuho，１０３：３３５～３４５，２００３）
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