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原　　　　著-

Invivoにおけるラット歯髄,歯根膜および

骨髄の硬組織形成に関する研究*

-特に移植実験とアルカリフオスファクーゼ活性の検索一

長　日　　　7,二
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(指導:下野正基教授)

(指導補佐:井上孝助教授)

(1992年7月1日受付)

(1992年7月9 E]受聾)

A Study of Hard Tissue Formation in Rat Dental Pulp, Periodontal Ligament,

and Bone Marrow in vivo.

-Transplantation and alkaline phosphatase activity-

Kazuhiro OsADA

Department of Pathology, Tokyo Dental College

(Director : Prof. Masaki, SHIMONO)

(Assist. Director : Associate Prof. Takashi INOUE)

緒　　　　　言

歯敵を除く歯牙および歯周組織を構成する軟組織の細

胞は,創傷の治癒や再生過程において化生を起こし,痩

組織を形成することが知られている｡歯髄は象牙賛ない

し骨様象牙寛を,歯根膜は白亜薯または骨組織を,そし

て骨髄や骨麓は骨組織または軟骨組織を形成するという

報吾は枚挙にいとまがない1)5)-8)10)-16)24)25)29)30)32)-35)41)44)

Yamamura et al(1980)z　は綿胞分化と誘導の

観点から,この化生現象には2通りのパターンがあると

提唱した.第-の様式は,すでに硬組織に分化する潜在

能を持つ,ある程度分化した線維芽細胞様細胞群が存在

し,種々なる刺激に対してこれらの細胞が直接硬組織形

成細胞に分化後,硬組織を形成するというものである｡

第二の様式は,組織に分布する非特異的線維芽細胞が刺

*本論文の要旨の一部は第244回東京歯科大学学会総会
(平成3年11月10日,千葉)において発表した｡

激により一度脱分化し,未分化間葉舶包として増殖し,

っいで再分化を起こして硬組織形成細胞になり,義終的

に硬組織を作るというものであるo特に近年では,第一

様式で近接分化できるような細胞群を骨原性線維芽舶包

(osteogenic fibroblast)と呼び,他の非特異約線維芽

綿胞とは機能的に区別している研究者も多い5)7)ll)13)14)19)
20)28)30)31)37)

○

歯髄の硬組織形成能に関しては,市川(1976)10¥　陳

(1978)eが,生活歯髄切断後の象牙質橋(脂)形成過程を

電子顔微鐘ならびにアイソトープを用いて詳細に検索し

ている｡また,歯髄組織を移植した後や培養条件下にお

ける歯髄細胞の硬組織形成能に関しては井上(1992)12¥

Inoue et al(1984)15¥　大島(1984)'など多数の報吾が

あり,歯髄の硬組織形成を伴う強い再生力が報菖されて

いるo歯根膜に関しては, Yamamura et al(1980)43),

吉田(寺尾X1976)46'および酒井(1979)33)が成犬を用いて
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歯槽骨,歯根膜,白亜寛に至る嵩渦を形成した後の再生

力に関する研究を報害している｡また,岡本(1987)3　は歯

根漠を塗体内に自家移植した場合,抜歯嵩や大腿骨骨嵩

洞などの骨性環境下では歯根麓の再生が起こるが,皮下

や筋肉内などの線維性環境下ではその再生が起こらない

ことから,環境要素が重要であると報吾している.骨髄

や骨膜に関しても,生体における創傷の治癒実験,移植

実験および培養実験においてもその高い硬組織形成能が

知られている1)5)7)8)ll)13)25)44)｡

近年では,陳(1991)5¥　井上ら(1991)n), Inoue etal

(1992)13)は特にin vitroにおける培養実験において,

著者と同様に歯髄綿胞,歯根膜および骨髄細胞を比較

し,これら3種寿の細月包が高いアルカリフオスファクー

ゼ活性を示すことを報吾し,その中でも特に歯髄編胞に

最も強い活性が認められることを報吾した｡しかしなが

ら,各編胞の硬組織形成能がどの程度のものなのか,ま

た何が硬組織への分化を調節しているのかなどはいまだ

不明な点が多い｡

そこで今回著者は, in vivoにおける異所的骨形成と

いう観点から同一動物の歯髄,歯根膜および骨髄組織の

自家移植を行い,それぞれの組織の生体内における硬組

織形成について検索した｡加えてこれらの組織のinsitu

におけるアルがJフオスファクーゼの局在ならびにその

活性を検索することによって,硬組織形成能および細胞

分化について考察した｡

材料および方法

1)自家移植実験

A :実験動物

自家移植実験のために,実験動物は体重約200　の

Sprague-Dawley系雄ラット18匹を用いたo実験期間

中,動物管理は約24-Cの恒温室にて金属ケージを用い,

1ケージに2匹づっ入れて飼育した｡飼料はオリエンタ

ル社製固塑MF飼料と飲料水は自動給水により水道水を

十分に与え飼育した｡

B :移植片作製方法

移植片作製のためにチオペンタールナトリウム(ラボ

ナール⑪,'田辺製薬)を). 5mg/kgbwの割合で腹腔内

投与による全身麻酔を行い,上下顎片側切歯を脱臼させ

抜歯し,滅菌生理食塩水中に室温で保存した｡抜歯嵩は

直ちに縫合した｡抜去歯牙は眼科用ピンセットを用いて

可及的に歯蘭を漬傷させることなく髄腔より摘出した｡

歯髄を摘出後,板端側1/3に存在する歯膝を先刃刀に

て除去したものを歯髄移植片とし,移植時まで再び滅菌

生壁食塩水の中に保存したO次いで歯髄を取り出したあ

との歯牙硬組織の唇側に付着する未成熟玉髄賛ならびに

克郵芽細胞層を尖刃刀にて機械的に除去し,舌側に歯根

麓組織のみが付着する状態にして,これを歯根膜移植片

(正確には歯根膜付着歯牙)とし,歯髄移植片と同様に移

植時まで滅菌生理食塩水の中に保存した｡骨髄移植片

は,切歯の抜歯を行った同一ラットの片側腔骨を離断

後,付着する筋群や軟櫨織を除去し,滅菌生理食塩水の

浅水下にて,歯科用エンジン･ジスクを用いて両骨端を

切断した.次いで5ml淫射用シリンジ内に滅菌庄理食

塩水を入れ,骨幹内の骨髄組織を洗い出した｡その後約

2000rpmの回転速度で遠心分離し,上活を除去後ペ

レット状になった骨髄組織を骨髄移植片とした｡なお,

腰骨離断部の大腿筋啓と皮膚は縫合した｡

C :移植実験方法

移植片採取後のラットの腹部を剃毛し,皮膚用ヨード

にて消毒を行い,正中部に約2cmの皮膚切開を入れ腹

直筋を霧出させた｡次に眼科用小-サミにて左右腹産筋

内に上下2か所づっ,合計4か所の小ポケットを形成

し,その中に歯髄,歯根膜および骨髄の各移植片を自家

移植したoな革-か所は対照群として何も入れず筋肉内

ポケット形成のみとした｡切開部の筋肉縫合は行わず皮

膚縫合のみを行い,移植実験を終了した｡

実験動物は1か月例10匹および2か月例8匹とし義椎

脱臼により屠殺した｡屠殺後直ちに移植片と周囲組織を

摘出後,適法に従いフォルモメタノール(37%ホルムア

ルデヒド:100%メタノール:蒸留水-1 : 1 :2)にて

室温で約48時間固定し, 2.5mA, 70V, 1分40秒の条

件でソフテックス軟レントゲンを撮影した｡その後プラ

ンクリュクロ液(7%塩化アルミニウム, 8%塩酸およ

び5 %蟻酸を含む)にて室温で約12時間脱灰の後,流水

下で水洗し,次いで上昇エタノールにて脱水を行った｡

その後適法に従いパラフィンに包埋し,連続切片を作製

後,へマトキシリン･エオジン重染色,鉄泉染色, pH

4.0トルイジンブルー染色およびPAS染色を施し病聾

組織学的に検索した｡

2)硬組織形成率の計測方法

形成率を算出するにあたり,連続切片中に1つでも硬

組織の形成が観察されれば,その移植片には硬組織が形

成されたと考え,母集団中の形成数を形成率とした｡

3)凍結乾燥組織のアルカリフオスファクーゼ活性の測

定

歯髄,歯椴膜および骨髄組織のアルカリフオスファ

クーゼ活性を測定するために,体重約200gのSprague

-　30　-
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一Dawley系雄ラット10匹を用い，移植実験と同方法に  

て各組織を採取した。対照群としては大腿筋の一部を採  

取し．検索対象とした。次いで各組織ほ氷水中で冷却し  

ながらウルトラソニケ一夕ーにてホモジナイズした。そ  

の後凍結乾燥し．蒸留水100皿1中に11ngとなるように  

溶解したものを酵素液とした。瑚定はまず用OmMP－  

NPP加．0．7M2⊥アミノー2－メチルートプロパノールよ  

りなる反応液に酵素液を加えて．87℃にて80分反応させ  

た後．D．か‖侮OHにて酵素反応を停止させた。その反  

応生成物に対して波長410nm吸光度を測定した。宿性  

値は平均値と標準偏差で示した．  

3）1n与ittlにおけるアルカリフォスファターゼの局在   

歯髄．歯根膜および骨髄組織の生体内におけるアルカ  

リフォスファターゼの局在を形態学的に検索する目的  
で，体重約200gのSpr8糾e－D8Wley系饉ラット5匹  

を頚椎脱臼により屠殺後．顎骨と脛骨を摘出し速やかに  

4℃．p壬Ⅰ亨．2のホルマリン・かレシウム液にそ24時間固  

定した．次いで10％EDTAにて2週間脱灰した。その  

後アゾ色素法ならびに抗アルカリフォスファターゼ抗体  
を用いた酵素抗体法にてその局在を光学顔鐘学的に検  
索した。   

アゾ色素法のために試料lも左側の顎骨と断をガム  

・サッカロースに約48時間挙透させた後，一2陀でクラ  

イオトームにて約5ミクロンの厚さで凍結切片を作製し  

た。切片はナフトールAS－BIフォ不フェート10mgに  

0．25mlのN，N一ジメチルホルムアミド（DMF）を溶か  

し，これを0．鵬M2→アミノー2一メチルーL 8－プロパネ  

ディオル（pH9．75）で28血1に希釈しファーストブルー  

RR塩20mgを溶解し濾過したものを基質液とし約  

1時間作用させた。次いで帝留水にて水洗後，0．1Mベ  

ロナール・アセテート緩衝1％メチルグリーンで核染色  

を行い．グリセリンにて封入後検鏡した。   

酵素抗体法のためには．右側の顎骨と脛骨を摘出し，  

前述のごとく固定．脱灰し，適法に従いパラフイ′ン切片  

を作製．脱パラフィン後，内因性ペルオキシダーゼを不  

活化させるために8％H温0まを作用きせた。掛lて非特  

異反応の阻害のため燐酸緩衝生理食塩水にて卵倍に希釈  
した正常ヤギ血鱒でさ○分間処理した。その後1次抗体と  

して，抗アルカリフォスフナターゼをき7℃で1時間作用  

させ．次いで2次抗体としてビオチン標識ヤギ抗ウサギ  

IgG（H＋L）を室温で約20分間作用させた。次いでペル  

オキシダーゼ標識ネトレプトアビジン酵素試薬を室温で  
約5分間作用させた。呈色反応は，0．05％3－ 3－ジア  

ミノベンチジン4塩酸および，0．qO5タ‘H202にておこ  

－31  

テックス軟レントゲン写真。右上の類円形  
の不透過像が歯髄移植郭で右下歯牙様不透  
過像が歯牙に付着した歯根膜を移植した部Q  
左下の点状の不透過像は骨髄を移植した部。   

なった。その後マイヤーのヘマトキシリンにて核染色を  

施し検鎖した。  

実 験 結 果  
1）自家移植実験結果  

A：ソフテックス軟レントゲン所見（図1）   

対照群として筋肉内に小ポケットのみを形成した部位  
は，1か月例および2か月例ともにレントゲン不透過像  

ほ見られなかった。   

歯悩移植部は，移植後1か月例およぴ2か月例では．  

移植都に→致して，類円形の石灰化を思わせる不透過像  

が見られた。   

歯根膜の付着した移植片周囲には1か月例および2か  

月例でも明らかな石灰化を思わせる不透過像は見られな  
かった。   

骨髄ペレットを移植した部では1か月例に1例．2か  

月例では半数例に点状の不透過像を認めたd  

B：硬組織の形成率   

組織切片上で移植部にみられた硬組織の形成率を衷1  

に示した。   

対照群として筋肉内に小ポケットのみの形成した部位  
では1か月例およぴ2か月例のいずれでも硬組織の形成  

は見られなかった。   

歯髄移植1か月例およぴ2か月例では－ ともに100％  

の新生硬組織の形靡が見られた○   
歯根膜移植例では1か月で如％に，2か月例では5け％  

に新生硬組織が移植歯牙に連続して形成されていた。   

骨髄ペレットの移植後1か月例では20タ‘，2か月例で  

は50％に新生硬組織の形成が観察された。   
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義1自家移植実掛こおける異所的硬組織形成率  

1264  

歯痴   歯根膜   骨 強   対照群   

1か月例   10／10（108％）   2／10（20タ名）   2／10（20％）   0／10（0タ石〉   

2か月例   8／8（100％）   4／8（50％）   4／8（印％）   0／8（0％）   

合 計   18／18（100％）   ¢／18（33％）   6／1畠（㍊％）   0／18（0％）   

C：組織学的観察結果   

対照群として筋肉内に小ポケットのみを形成した部位  
では．1か月例も2か月例も筋肉は完全に再生してお  

り，炎症性細胞もはとんど見られなかった。   

歯髄組織の移植1か月例では，歯腕移植片に相当する  

部位はすペて石灰化組織または硬組織に置き換わってお  
り．その主体は小石灰化粒といわゆる骨様象牙質であっ  

た（図2）。中でも移植歯髄片周囲でその形成ならびに石  

灰化が顕著であった。移植片の中央部付近には骨様組織  

（図3）や，メタクロマジーを呈する軟骨基質様構造も見  

られた。（園4）。2か月例では一部に非定型的な象牙質  

を思わせるような構造も観察され，1か月例に比べると  

石灰化の程度は増しており，封入細胞は減少する傾向を  

示していた（図博）。しかしながら．明らかな歯細管を持  

つ象牙質の形成はいずれの例でも見られなかった。   

歯根膜組織を移植後1か月例では，歯牙に付着した歯  

根膜組職の一部では．核が大型で紡錘形のいわゆる未分  

化間葉細胞様細胞の増殖と（図6），その周囲にわずかに  

骨様組織の形成が観察された（囲7）。また大型の破歯細  

胞による移植歯牙象牙質の吸収像が見られ（囲8）．その  

吸収裔の象牙質に接して骨様組織が形成されているもの  
も見られた。2か月例では，8例申4例に移植歯牙に遅  

疑する骨様組織の形成が観察された。   

骨髄ペレット移植1か月後の組織像では，移植部に一  

致して円形状の幼若な骨組織が観察され，多数の骨細胞  

を封入していた（囲9）。一部では類骨を思わせる像もみ  

られた（図9）。2か月例ではこれらの組織は層板状に発  

育した骨組織となり，封入細胞は乏しくなり．周囲には  

リンパ球の浸潤も認められた。さらにその周囲には線維  

性結合組織による被包俊が観察された（図10）。  

図2 歯髄移植後1か月例の組織俊。移植郡全体に  
石灰化ないし硬組織の形成が観察される。  
（ヘマトキシリン・エオジン染色横木・弱拡大）  

国3 図2の辺縁部拡大魚で，移植片周囲には骨様  
組織の形成が著明である。（ヘマトキシリン  
・エオジン染色横木・中拡大）  

囲4 歯髄移植後1か月例の組織像。中央部寄りに  
メタクロマジー陽性領域が見られる。（pH4  
トルイジンブルー染色標本・弱拡大）  
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図5 屈細睦鹿後2姦演劇の毒由級宗族柁組紺こ  
接し吏細胞成分を含まず，歯細管様句構造を  
韓わi骨様象牙質が観察される○（ヘマトキ   
おりン′・基針タン染色株泰・ヰ拡大）  

囲β 歯根膵拶聴後1か月例申轡鱒蝉；移樽帯環乍己   
放して，槻鱒細萱癖来寧風勢れる華雛鱒  
細胞の増殖が観察汲れる。熟年マ～トキシリン  
・主材タン染告栢葬十肇堺六  

固8 歯根膜移植後2か月例¢珊俊。移構蘭牙巷  
吸収する大型の多核巨細胞が親好きれる。  
（ヘマトキシリン・ネオジン染色標本・強拡  
大）  

図7 歯根膜移植後1か月例の棚。移植歯牙に  
壊して，骨様組織が形成されている。（ヘマ  
トキシリン・エオジン染色棟木・強拡大）  

図10 骨髄組織移植後2か月例の組織俊。層板骨の  
形成が観察され，周囲には細胞成分に乏しい  
線維性結合組織の奴包が見られる。（ヘマト  
キシリン・エオジン染色機本・強拡大）   

図9 骨髄組織移植後1か月例の組織俊。幼若な封  
入細胞に富む骨組織がみられる。周囲は細胞  
成分に富む線維性結合組備により披包され．  
一部には類骨の形成も観察される。（ヘマト  
キシリン・エオジン染色棟木・中拡大）  
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2：凍結乾燥租織のアルカリフォスファターゼ活性の検  

索   

凍結乾壌組織のアルカリフォスファクーゼ活性値を表  
2と図11に示した。歯髄組織が他のものに比べ有意差を  

もって著明に高い値を示し．次いで歯根険組織 骨髄組  

織の順で，対照として用いた筋肉組織ではほとんど活性  

を示さなかった。  

姦2 凍結乾燥組織のアルカリフォスファターゼ  
活性  

ALpmMp－NP／mg  

アルカリフォスファクーゼ活性値  
unit：mMp－NP／mg（dryweight）   

歯 髄   214．2±3．8   

歯根膜   7．1±0．2   

骨 髄   4．2±0．1   

筋 肉   0．1±0．1   

歯 髄 歯根膜 骨 髄 筋 肉  
図11表2を図示したもの  

さ：Insituにおけるアルか」フォスファクーゼの局在  

の検索   

歯髄内では，抗アルカリフォスファターゼを用いた酵  

素抗体故による組織標本でt歯髄の象牙芽細胞とその直  

下の細胞に強い活性が見られた（図12）。アゾ色素法によ  

る組織染色標本では．象牙芽細胞よりその直下の細晦膚  

に強い反応が見られた（固相〉。   

歯根膜部では，坑アルカリフォスファターゼを用いた  

酵素抗体法による組嬢標本で歯振暁全体にわたり線維芽  
細胞の多くが陽性を示した（園14）。アゾ色素法による組  

織染色唐本では．特に歯槽骨側で強い陽性像が観察され  

た（図15）。   

骨髄部では，抗アルカリフォスファターゼを用いた酵  

素銃体法ならびにアゾ色素法による組織標本で．造血性  

細胞にも間細胞にもほとんど陽性細胞が見られなかった  

ものの，骨に接する骨芽細胞に陽性像が見られた（図  

16）。   

なお，類骨に付着する筋群および脛骨に付着する筋群  

には．陽性僚は観察されなかった。  

図12 歯髄組織の標本で，象牙質直下の象牙芽細胞  
層と調密層の細胞に脂性が見られる。  

園12一園16まで，アルカリフォスファターゼの局在  
を示す染色棟木で，図12，14，16は免疫  
染色・図13，1引まアゾ色素法による染色。  の細胞層に掛＼－活性が見られ歯髄深部で  

は序々に弱まっている。  
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考  察   
創傷の治癒並びに再生時に．歯髄が象牙質や骨様象牙  

質を，歯根膜が白亜質をそして骨髄間細胞が骨を作るこ  

とが知られている。しかし，これらの組織はいずれも傷  

害性ゐ刺激が加わらなければ．硬組織を作ることはない  

り＆ト息‖0卜Ⅰ抽憫鼎即妙創皿瑚㈲m  尤も，生理的見地  

から考えれぼ，歯髄は象牙質を沈着し続け，歯髄腔を最  

終的には狭窄させる。また歯根膜は約aO伸m程度の幅  

を保ち，若干の退行性変化を起こすものの歯牙と歯槽骨  

の間に存在し続け恒常性の維持をはかっている。さらに  

骨髄は若年時の造血性の赤骨髄から，老年に至ると脂肪  

髄となり造血機能は減弱していく。しかしながらこれら  

のことを何が調節しているのかは未だ明確にはされてい  
ない。今回は同一ラットにおいて，硬組織形成髄を持っ  

これらの細胞群を筋肉内に移植し，その動態を検索する  

とともに，h5ituでこれらの細胞がどこに存在してい  

るのかを探ることにより細胞分化の機序を考察しようと  
試みた8なお，アルカリフォスファクーゼの局在を検索  

するために，凍結切片によるアゾ色素法とパラフィン切  

片による免疫組淵化学法を併用した結果，その局在に若  

干の差がみられた。これは後者では標本作製時に58℃前  

後の弛が加わり．酵素の抗原性が少なからずとも減弱し  

たためと考えられた。  

泉フ ＃慮について   

近年歯髄内には象牙質を作る潜在髄を持つ骨芽細胞横  
線椎芽細胞が備えられていると考えられている。歯軌ま  

発生過程で，歯根膜と同様神経堤由来の間葉系細胞より  

発生してくるが，やがて象牙質に囲まれ歯髄腔内に閉  

じ込められた特殊な環境下に存在すろためにdentin－  

pulpcomplexといケ概念で特殊に扱われるようになっ  

た12〉16）抑88） 。Insituにおいて歯髄は稲蝕をはじめとす  

る種々なる傷害佐刺激により，その儀善部歯細管を含む  

象牙質に相当する歯髄側に第三象牙質を添加し，生活歯  

髄切断後には切断面に象牙質橋を形成する。これら修復  

される象牙質の形成速度はヒトで1日約1．5′‘m程度で  

あるとの報告もあるき¢）。  

In vivoにおける移植実験でも，Inolユe et 81．  

（19別）ほ），大島（1984）29′，井上（1992）柑，は歯髄を腎臓被  

膜下，前腺房内．筋肉軋 皮下結合組織内，ミリポア  

フィルター応用のディフュージョン・チャンバー内など  
様々な組織に自家移植し．およそ14日以内に異所性の骨  

様組織の形成が観察されるものの，異所では歯細管を持  

つ象牙質の形成は起こらないと報告している。今回の著  

者の移植実験でも歯髄の移植片にはいくつかの種類の硬  

図14 歯根膜組織の横木で，歯根膜内全体に陽性反  
応が見られる。  

図15 歯根膜組織の模本で，特  
に歯槽骨表面の細胞で強  
い活性が観察きれる。  

図16 骨髄の細胞は造血細胞も間細胞もあまり強い  
反応を示さないが．骨表面の内骨膜細胞に反  
応が見られる。  
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組織が形成された｡中でも軟骨性の組織の出現頻度は低

く,かつ移植片の中央部に位置していたことから,酸素

分圧の影響が強く関係するものと思われた｡

また,仲居(1989)39¥ Inoue and Shimono(1992)1

は,ラットを用いて歯髄が歯髄腔内に存在したままの状

態での筋肉内自家移植を行い,象牙薯に囲まれた状態の

歯髄は口腔内を離れても,歯細管を持っ象牙質を形成す

ることを見出し,これは歯髄が微小環境下に存在してい

るために何らかの分子レベルでの園子が働いたものと考

察した｡さらに彼等は,数小環境は重要ではあるが,微

小環境を構成する組織は重要でないと仮定し,象牙質で

囲まれた歯髄腔の代わりにシリコンチューブを用い,シ

リコンチューブ内に歯髄を吸引して,歯髄を微小環境下

に閉じ込めた状態で同様に筋肉内に自家移植した｡その

結果,やはり歯細管を持っ象牙質の形成が起こり,環境

を構成している物質より微小環境そのものが重要である

ことを示した｡

成熟歯髄における細胞分化についてYamamura

(1985)43), Yamamura et al.(1980)42は,歯髄細胞の

分化には2通りの過程があると述べ,刺激により直ちに

歯髄細胞が応答し,直接象牙芽細胞に分化する過程(第

一様式)と,刺激により歯髄綿胞が一一度未分化間菓綿胞

に脱分化し,多潜能を有し,それが再分化して象牙芽編

胞に分化する過程(第二様式)があると考察している｡今

回の著者のアゾ色素法によるアルカリフオスファターゼ

の局在に関する検索結果から,象牙芽細胞貢下の綿胞に

強い局在がみられ,歯髄移植片作製時に,象牙芽細胞は

破壊されても,象牙芽細胞直下の細胞は残存し,移植部

周囲での石灰化や骨形成をひき起したものと考えられ

る｡直接歯髄豪軍法などでも,おそらく露髄面にこれら

の綿胞が残存しており,短期間のうちに第一様式により

近接象牙薯を形成する可能性が考えられる｡さらに歯髄

の損傷後の修復過程においてnerve growth factor

(NGF)の局在が細胞分化に重要であるとする研究者も多

いが2トー1)21)今回の著者の研究ではその相関について明

らかにすることは出来なかった｡

In vitroにおいてもInoue et al(1992)13¥　Chen et

d(1989)7)陳(1991)5)は培養条件下で歯髄,歯根膜お

よび骨髄の骨形成能を比較検討している｡彼らは歯嚢糸田

胞に最も強いアルカリフオスファクーゼ活性があること

を示し,さらに骨形成能が強い細胞の増殖能は低いと考

察している｡これらの結果と今回の著者のinvivoにお

ける結果,すなわち歯髄の移植群に義も多量にかつ高頻

度に硬組織の形成が見られ,凍結乾燥組織のアルカリ

フオスファクーゼ活性も最高値を示したことを考えあわ

せると,歯髄の細胞の多くは象牙芽細胞直下の細胞のみ

ならず,硬組織形成の潜在能が強く,分裂増殖後直ちに

硬組織を形成していく可能性のあることが示唆された｡

2.歯根廉について

歯根膜は歯牙と歯板の間に存在するわずかな幅の線維

性結合組織であるが,様々な合成綿胞や吸収細胞を含

み,白亜賛側,中央部,血管周薗および歯槽骨側でその

分布も性質も異なることが知られている｡ McCulloch

and Melcher(1987)< )はマウスを用いて歯根膜内の細

胞密度および分裂能を持つ細胞の分布に関して研究し,

白亜賛寄りで単位面積あたり編胞密度が最も高く,次い

で歯槽骨寄りと血管周囲の順で,中央部は余り高くない

と述べている｡分裂能については,逆に中央部の綿胞

群,特に血管周囲の細胞が高いことから,歯板膜の恒常

性を保つのには血管周囲の抽胞群が重要な働きをしてい

ると結論づけている｡今回の著者の結果から,アルカリ

フオスファクーゼ活性を示す細胞は歯頼膜内でも歯槽骨

表面の骨芽細胞において強く,白亜質側を含めた歯根漠

全体に弱陽性を示していたo　このことは,これらの細胞

が骨原性細胞ではあるものの,骨芽細胞のように完全に

は分化しておらず,必要に応じて分化できるため恒常性

が維持されていることを示唆していると思われる｡

また,白亜寛に歯根膜の恒常性を調節する蛋自賛が存

在すると主張する研究者も多く,この蛋自賛が歯根漠細

胞の接着や移動を制櫛するという報吾もある23)26)27)｡し

かし今のところ歯根膜の細胞を個々に分離検索する方法

はなく,確立された歯頼膜の培養法というものはない.

すなわち歯牙に付着するもの全てを歯根膜と称して検索

しているにすぎず,著者の実験でも白亜薯伽に付着する

菌根膜の細胞動態を調べる結果となった｡多くの研究者

も白亜賛寄りの歯根膜を対象に検索していると考えら

れ,ここに歯根膜研究の技術的困難性があると指摘され

ている｡

Kawase et al(1990)19¥　川瀬ら(1990)20)は生化学的

に歯根膜細胞の分析を行い歯槽骨由来骨細胞や歯敵線維

芽細胞と比較検討した｡その結果,ヒト歯根膜の線維芽

細胞はかなり骨系の細胞に幾似しているものの,オステ

オポンチンは骨芽細胞のみで合成され,歯根膜細胞では

m-RNAレベルでも合成はみられず,この点が骨芽細

胞と歯根膜細胞の重要な相違点であると結論している｡

また, Hasegawa et al(1985)sは歯根膜が唄境による

機械的外力を間欧的に受けていることに着目し,底面が

親水性で弾力性の培養皿で培養した歯根廉細胞に12時間
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にわたり1時間毎のストレッチングをかけて検索した｡

その結果,アルカリフオスファクーゼ活性の上昇ならび

に培養培地中に約5万の分子室をもつ細胞の接着,伸展

園子が存在することを明らかにした｡この園子は歯根膜

綿胞自身を遊走させる走化活性を持ち,生体内で重要な

働きをしていると考察している｡すなわち,生体におけ

る歯板膜の再塗は,歯根膜編胞により分泌された細胞接

着･伸展園子が白亜薯表面に吸着することにより,歯取

膜細胞が接着でき増殖が促進される｡次いで,アルカリ

フオスファクーゼ活性が上昇することにより,綿胞は機

能しはじめると考案している9)19)20)

移植実験に関しては,移植した歯根膜から骨や白亜賛

が作られたという報吾はきわめて少ないo岡本(1988)｣

もラットの切歯に付着する歯椴膜を筋肉内,皮下結合組

織内に移植しているが,一例も硬組織の形成を見ていな

いoただミリポアフィルター応用のディフュージョン･

チャンバー内に歯牙に付着した歯根膜を封入して移植

し,かつフィルターが何らかの原園で破接し,外部の血

管結合組織がチャンバー内に侵入した時にのみフィル

ターに接して骨の形成が見られたと述べている｡このこ

とから,異所の線維性環境下でも微小環境や酸素分圧の

条件によっては歯根膜組織は骨組織を形成することがで

きると考察している｡

今回の著者の実験では約33%に移植歯根膜が歯牙に接

して骨組織を形成していたが,これにはいくつかの理由

が考えられる｡まず移植歯としたラットの切歯は無根歯

で絶えず萌出を続けており,有根歯に比べ歯根膜細胞中

に骨原性細胞が多く,移植刺激に対して容易に糸田胞の増

殖と分化が起こったと考えられる｡第2の理由として,

アルカリフオスファクーゼの局在が示すように骨形成能

の高い歯槽骨寄りの骨芽綿胞が移植片作製時に同時に採

取された可能性が考えられる｡第3に,歯根膜とともに

移植した歯牙硬組織自体による誘導寛象が起き,歯根膜

細胞を骨性細胞に分化させた可能性も考えられる｡すな

わち,著者の実験でも歯板膜を付着した移植歯牙の吸収

像がしばしば観察され(図8),吸収面に骨誘導蛋白寛が

露出し,周囲の移植された歯根膜細胞を誘導して,その

部に骨形成を惹起した可能性が示唆された｡結論として

歯根膜細胞は,白亜質形成能を持つ骨原性線維芽細胞と

呼ぶべきで,歯髄に比べると実際には硬組織形成細胞へ

の分化は起こりにくく,今まで解明されてきたinvivo

およびin vitroのデータを考えあわせても実際に分化

が起こるためには多くの園子が必要であると考えられ

m
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3.骨髄について

骨髄には間細胞と造血細胞の2つがあり,前者はいわ

ゆる間細胞ならびに血管神経系の細胞で,後者はそれら

に支えられている血液幹細胞群である｡間綿胞にはさら

に2つの種華が存在し,その1つば線維芽細胞様細胞

で,他の1つがいわゆる骨原性線維芽細胞である｡歯髄

や歯根膜の細胞と同様に骨を形成する能力があると考え

られている｡培養ないし移植実験では,血液構成細胞も

存在しているが,寿命が短くかつ,生存しにくいとの報

吾が多い｡

移植実験では, Ashton et al(1980)-,Friedenstein

et ol(1987)'などの培養した骨髄細胞をミリポアフィル

ター応用のディフュージョン･チャンバー内に封入し,

腹腔内に移植して,骨組織,軟骨組織および線維性組織

など多くの化生寛象を観察した研究が報吾されているo

また矢崎(1992)'は骨髄と人工材品を一緒にミリポア

フィルター応用のディフュージョン･チャンバー内に封

入し硬組織の形成に及ぼす影響を検索している.その結

果,骨顔綿胞は多孔寛セラミックやアパタイトの存在に

より骨組織の形成が増強されるが,経時的には減少して

しまうと結論している｡

陳(1991)5), Chen et al(1989)'は歯髄,歯頼膜,骨

髄を培養比較し骨髄間組胞の中でも骨原性の編胞は線維

芽細胞様糸田胞に比べると室的に少ないと報害したo今回

の著者の移植実験でも骨形成率は低く,アルカリフオス

ファクーゼ活性も歯髄や歯根膜に比べると低く,骨髄の

間細胞中では非特異的な細胞が主体を占め,骨形成も起

こりにくいことが示唆されたo LかL Maniatopouros

et al(1987):は,ラットの骨髄から待られた細胞を

dexamethasonとβ -glycerophosphateの存在下で培

養すると,骨髄間細胞が活性を待て,骨性の結節を作る

と報害した.さらに井上ら(1991)u¥ Inoue et al

(1990)'は,歯髄,歯根膜,骨髄細胞および筋肉を骨基

質上でdexamethasonとβ -glycerophosphateの存在

下で培養し,やはり歯髄で最も多くの硬組織様結節の形

成を見ることができ,次いで歯根膜,骨髄細胞の帽で

あったが筋肉では結節の形成がみられなかったと報吾し

た｡結論として,骨髄に多く存在する非特異的細胞はあ

る程度骨原性の性格を持つものの,歯髄や歯板膜より,

その分化程度は低いことが示唆された｡

骨膜も歯髄,歯根膜および骨髄細胞と同様に骨魔性細

胞としての強い性格を持ち,その構造は骨付着面には骨

形成層が存在し,その外層には小血管を含む線推層から

成っていることが知られている44)前者の層に存在する
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編胞は,傷害性刺激に対して即座に反応し,軟骨性仮骨

の形成を司っているといわれている｡今回著者が対象と

した3種楽の細胞群では,歯髄移植中央部でのみわずか

な軟骨形成が見られたものの,外骨膜での軟骨分化能と

比べるとかなり低いものと考えられた44)｡

4.誘導源に対する各細胞の反応

近年種々なるサイトカインの発見により,細胞分

化の解明が進んでいる｡中でも内軟骨性化骨を誘導する

Bone Morphogenetic Protein (BMP)に関しての研究

が多く,その臨床応用も古くから試みられている｡

Inoue et al(1986)17¥ Inoue et al(1990)14¥　井上ら

(1991)1は脱灰骨ならびに象牙寛蓋堂内に存在する骨誘

導蛋白を利用し,歯髄細胞,歯取膜細胞,骨髄細胞およ

び筋肉細胞の軟骨組織形成能をin vitroおよびin vivo

で検索した.彼等は脱灰象牙薯または脱灰骨基葉上でこ

れらの細胞を培養し,その上に形成される軟骨組織の誘

導を観察した.その結果,一般に軟骨性化骨を惹起する

BMPの影響は,歯髄,歯根膜および骨髄糸田胞には及ば

ず,筋肉や非特異的な線椎性結合組織で軟骨性櫨織の形

成が盛んに見られたと報吾している｡さらにInoue et

alagse)1はラットの大腿骨を用いて,成長板に触れる

ことなく骨幹の中央部に骨嵩洞を,また下顎骨に歯根膜

に至る骨嵩渦を形成し観察した｡その結果,修復過程で

は欧骨の形成は見られないが,骨嵩洞内に骨誘導蛋白を

含む脱灰象牙寛基葉を移植すると,脱灰素質に接してわ

ずかながら軟骨の形成が観察されたとしている｡つまり

骨髄の間綿胞や歯根膜編胞などすでに骨原性という情報

を持つ細胞でも,脱灰象牙薯などの誘導蛋白にわずかで

はあるが反応することを明らかにした｡すなわちin

vivoならびにin vitroの結果から既に分化程度の進ん

でいるような編胞は, BMPが骨誘導園子として働くの

ではなく,増殖成長因子として働くものと考察している.

一方細胞の増殖や分化は,遺伝的にプログラムされた

特殊な場合以外は,細胞外のシグナルにより調節を受け

ていると考えられている｡この細胞外のシグナルを細胞

が受け叡るためには,細胞と細胞が直接接触し情報を交

換する場合(cell to cell contact, cell adhesion)とサイ

トカインと総称される一群のペプチドによって離れた細

胞間での伝達が行われる場合がある｡特に未分化な細胞

が細胞外のジグナルにより誘導されて特定の細胞に分化

していく過程は,シグナルの発現,細胞内伝達,それに

対応する特定遺伝子の発現というステップとして考える

ことができる18)｡結論として著者の対象とした歯髄,歯

撮膜,骨髄細胞の骨底性細胞は非特異的繰維芽細胞に比

ベると,これらの伝達も行われにくい細胞であると考え

望IBSi

結　　　　　論

In vivoにおける歯髄,菌根膜および骨髄組織の硬組

織形成能を検索するために,同一動物における移植実験

およびアルカリフオスファクーゼ活性について検索し

た.対照群には通常の創傷の治癒や再塗において,骨組

織を作らない筋肉組織を用いた｡

1 :移植実験

① :歯髄移植では1か月例でも2か月例でも全例(100

%)に硬組織の形成が見られ,その形態は小石灰化

像をはじめ,骨様組織,骨様象牙賛および軟骨様組

織など多彩な像を呈していた｡

②:歯根膜の移植では1か月例では20%に, 2か月例で

は50%,全体で33%に硬組織の形成が見られ,その

形態はいずれも骨様組織であった｡

③:骨髄の移植では1か月例では20%に, 2か月例では

50%,全体で33%に硬組織の形成が見られ,その形

態はいずれも骨様組織であった｡

④:対照群とした筋肉内小ポケット形成部では1か月例

および2か月例のいずれの例にも硬組織の形成は見

られなかった｡

2 :凍結乾燥組織のアルカリフオスファクーゼ活性は歯

商組織で最も高く,次いで歯根膜組織,骨髄組織の

服であった｡対麿群とした筋肉組織ではほとんど活

性を示さなかった｡

3 :アルカリフオスファクーゼの局在は,歯髄の象牙芽

拍胞直下の細胞群と歯根膜構成細胞および骨周園の

骨芽細胞啓にみられた｡対照欝とした筋組織には局

在は見られなかった｡

以上より,口腔を形成する歯牙および歯周組織の軟組

織のうち,歯敵結合組織以外の歯髄,歯根膜および骨髄

(骨漠)には潜在的に硬組織形成細胞としての能力があ

り,実験的には歯骸でその形成力が鼻も強いものの,坐

体内においては,種々なる刺激と環境によってその分化

が方向付けられ,その環境に適して種々なる硬組織を形

成するものと考察された｡
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The purpose of this study was to investigate hard-tissue formation in rat dental pulp,

periodontal ligament, and bone marrow autografted into muscle. Both the alkalin-phosphatase

activity of freeze-dried tissues and the localization of alkaline phosphatase on histological

sections were investigated.

Material and Methods

(1) Autograft study

Incisors and femurs were removed from Sprague-Dawley rats; and, from them,transplants

of dental pulp, periodontal ligament, and bone marrow were prepared and autografted into the

rectus abdominalmuscle. The animals were sacrificed after 1 or 2 months, and the transplants

and their surrounding tissues were removed and fixed in formo-methanol for 24 hours.

After specimens were embedded in paraffin, serial sections were cut and were examined

under an optical microscope.

(2) Localization of alkaline phosphatase on histological section

The Azo-dyeing system and immunohistochemistry entailing ABC methods with an anti-

body of alkaline phpsphatase were employed to investigate the localization of alkaline phos-

phatase on histological sections made from three kinds of experimental tissues.

(3) Assey of alkaline phosphatase activity

Alkaline phosphatase activity of the 3 tissues was assayed with p-nitrophenyl phosphate

(p-NPP) as a substrate. Tissues were collected with 0.2% NP-40 in lmM MgCl2 buffer and

homogenized for 60 seconds in a sonication machine. After the homogenate was centrifuged,

the upper suspension only was incubated for 60 minutes at 37-C. The optical density of the

reaction product was read spectrophotometrically at 410nm. Results were expressed as the

amount ofp-nitrophenol(p-NP) released.

Results

(1) Autograft study

Dental pulp ; Both 1 and 2 months after the operation, all the transplants exhibited hard

tissue that consisted mainly of bone or osteodentin and a small amount of cartilage in the

middle area of the transplants. There was no tubular dentin.

periodontal ligament ; All the transplants were encapsulated with fibrous connective

tissue. A month after the operation, a small amount of bone-like tissue was obsereved in 2 of

10 transplants. Two months after the operation, such tissue was found in 4 of 8 transplants.

These new hard tissues were deposited on the transplanted tooth, which was sometimes

resorpted by multinuclear giant cells.

Bone marrow : After the operation, the area of bone-marrow transplants grew indistinct.

A month after the operation, however, a small amount of fibrous bone was found in 2 of 10
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transplants. Two months after the operation, lamellar bone was found in 4 of 8 trasplants.

These newly formed hard tissues were encapsulated with fibrous connective tissue demon-

strating a few small round-cell infiltrations composed mainly of lymphocytes.

(2) Localization of alkaline phosphtase on histological sections.

When immunohistochemical methods were employed, odontoblast layers were strongly

positive. When Azo-dyeing methods were used,however, groups of cells immediately below the

odontoblast layers demonstrated a much stronger positive reaction in dental-pulp tissue. The

osteoblastic layer of the periodontal-ligament space and bone-marrow endosteal layer too

were strongly positive.

(3) Assey of alkaline phosphatase activity

Dental-pulp tissue demonstrated a higher alkaline phosphatase activity than the tissues of

the penodontal ligament and the bone marrow. Muscle tissue revealed practically no activity.

Conclusion

Dental-plup tissue demonstrated the highest percentage of osteogenesis and the greatest

in vivo alkaline phosphatase activity. The next two greatest degrees of this activity occurred ii

the periodontal ligament and the bone marrow. The cells of these three kinds of tissues can be

termed osteogenic-fibroblasts capable of generating proper new hard tissue when requisite

environment and stimuli are provided in vivo.
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