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歯学の進歩･現状一

健全乳歯および非生活乳歯の歯根吸収における免疫学的機構*

藤　居　弘　通

東京歯科大学小児歯科学講座

Humoral Immune Response to PhysiologlC and PathologlC

Root Resorption of Deciduous Teeth

Hiromichi FUJII

Department of Pediatric Dentistry,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

乳歯は後継永久歯の発育及び顎骨内萌出に伴い歯根が

吸収され,やがて脱落する｡このとき生ずる乳歯の生理

的歯板吸収は,小児の口腔内にみられる大きな特徴とし

て挙げることができる｡また乳歯の歯槙は,根璃性歯周

組織炎に魔患した場合に病的に吸収されることがあり,

塗理的歯根吸収が開始される以前の時期であっても病的

歯根吸収を来した症例に遭遇する機会は少なくない｡こ

のような生活乳歯あるいは非生活乳歯にみられる歯頼吸

収は,乳歯に対する処置方針を決定するに当って考慮す

べき重要な臨床所見であり,乳歯に対する処置方針は,

菌板吸収の有無あるいは吸収状態によって決定されるこ

ともしばしばある｡

乳歯の生理的歯根吸収に関しては古くから多くの研究

者によって研究,検討が重ねられている　　　その多く

は形態学的研究　　であるが,最近は電子顧微鏡などを

用いた放細構造の観察　　ト24)も行われ,詳細な観察結

果が報吾されている｡またさらに近年は生化学的な方面

からの検討　　も種々加えられており,乳歯の庄理的

歯根吸収の実体が明らかにされつつある｡

1.乳歯歯根吸収に関する従来の研究成果

表1は,現在までに報吾されている研究結果を基に健

全乳歯の生理的歯根吸収に関与する因子及び局所のメカ

ニズムについて,主なものを挙げたものである｡

*本稿は平成3年度東京歯科大学学長奨励研究報吾とし
て,第249回東京歯科大学学会例会(平成5年6月12日,
千葉)において発表したものである｡

生理的歯根吸収が発現するためには,菌根吸収が発現

する局所において破歯細胞を含み毛細血管に富む結合組

織の存在が必要である　　　　　　　　　表2は破歯

編胞を主体とした局所における菌根吸収メカニズムを簡

略に示したものである｡破歯細胞は歯根に隣接して存在

する血管に富む結合組織,いわゆる吸収組織において,

単核あるいは多核の前破歯細胞から分化し破歯綿胞にな

る　　　　といわれているo　そして破歯細胞は,象牙薯

面の石灰化基質に接触すると刷子縁あるいは波状縁とよ

ばれる突起物を象牙質内に侵入させ,象牙薯を脱灰させ

る　　　　　　　破菌細胞は破壊した象牙　の無機寛成

分を細胞内に取り込み吸収する　｡このとき,破壊さ

れた象牙鴛は,一部マクロファージによっても禽金され

る　　　破歯細胞は象牙質の有機質成分の主体をなすコ

ラーゲン線椎の吸収には関与せず　　線維芽細胞や白亜

薯芽(形成)細胞がコラゲナーゼを放出してコラーゲン線

経を破壊し,禽金する　　　といわれている｡

さらに,乳歯の歯根吸収には後継永久歯歯膝の発育,

萌出にともなう圧力が関与しているとの報吾がある

しかし,後継永久歯歯胚を摘出したイヌ乳歯におい

表1　健全乳歯の生理的歯板吸収に関与すると報吾

されている因子

○血管に富んだ結合組織の存在(被菌糸田胞の誘導)

○永久歯鷹の発育,萌出にともなう圧力

○局所産生性の化学物質(プロスタグランディン等)

○ホルモン,ビタミン等の全身的調節因子

○乳歯の生物学的特性
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表2　局所における歯根吸収機序

○破歯細胞による象牙薯の無機薯成分の脱灰

○破歯綿胞による破壊象牙　無機薯成分の吸収

○マクロファージによる一部破壊象牙質の賞金

〇線維芽細胞,白亜葉芽細胞によるコラゲナーゼの

放出,コラーゲン線経の吸収

て歯根吸収の発現が認められたとの報吾43)もある｡すな

わち,石倉43'は,歯隆を摘出した乳歯の吸収開始時期は

菌膝を有する場合に比べ遅延するが,ある時期以降は吸

収が急速に進行し,豪終的には脱落したと述べている｡

従って生理的歯根吸収における圧力の関与は未だ十分に

は解明されていない｡

このほか,プロスタグランディンなど局所における化

学物質の存在　　　　活性型ビタミンD等のホルモン,

ビタミン等の全身的調節園子の関与　　　が考えられて

いる｡これらは骨の代謝におけるメカニズムを当てはめ

た推測であるが　｢也に骨はカルシウム代謝のホメオス

タシスに関与し,骨の改造現象による吸収及び添加が活

発である｡しかし歯牙は乳歯において生理的歯椴吸収は

みられるが,吸収の代償としての硬組織添加はわずかで

ある.生理的歯根吸収に対する全身的調節園子の関与は

未だ不明な点が多く,今後の十分な検討が必要である｡

また乳歯の生物学的特性の関与,すなわち乳歯自身の

生活力が増麻とともに低下し,歯根吸収,脱落するとの

考え方がある39)｡

表3は,非生活乳歯における病的歯根吸収に関する因

子について示したものである｡すなわち,非生活乳歯に

おける病的歯根吸収は,細菌感染や外傷によって引き起

こされた歯根周囲の局所の炎症と,それに伴う歯取膜や

白亜　など歯根を取り囲む組織の損傷が誘因となって引

き起こされる　　　といわれている｡このとき破歯細胞

を主体とする吸収機序が発現するためには,血管に富む

結合組織の存在が必要である｡しかし,この組織が強度

の炎症などにより破壊されているような部位においては

破歯細胞を主体とする吸収機序が発現しない37)といわれ

表3　非生活乳歯の歯枢吸収に関与すると報吾され
ている園子

○纏薗感染,外傷などの炎症性刺激に伴う白亜賛,

歯板漠などの破壊

○血管に富んだ結合組織の存在(炎症性刺激により

破壊されることがある)

(○生理的歯根吸収と同様の園子)

ている｡

健全乳歯の生理的歯根吸収においては,まず歯格外表

面からの吸収が進行し,吸収組織が歯髄と接すると歯髄

は吸収組織に変化し,そして歯根内側の吸収を生じさせ

るようになる｡しかし非Li活乳歯における歯撮吸収は,

歯髄が存在しないため板管の内側からの吸収は困某に

なっており,そのため,非生活乳歯は健全乳歯の生理的

歯根吸収と比較すると吸収が遅れる傾向がある　　とい

われている｡イヌ乳歯を用いて同一個体における健全乳

歯根と感染乳歯根の吸収状態を比較した,柴田40)の実験

によれば,病的歯取吸収が活発な時期は健全乳歯の生理

的歯根吸収よりも進行した歯根吸収の様相を呈すること

があるが,生理的歯根吸収の様に均等で規則的に吸収さ

れることは少なく,結果的に吸収されない部分が生じ,

晩期残存する原因となることが多いと報害している｡

以上述べたように歯椴吸収に関与する囲予や,局所の

メカニズムに関しては多くの報吾があるが,これらがお

互いにどのように関わり合って歯取吸収を開始し,進行

するかは末だ不明な点が多く,今後とも引き続き検討が

必要であることはいうまでもない｡

2.歯根吸収に関与する免疫学的機構

歯根吸収機序に関する報吾が多くある中で　　　　と

は,従来殆ど検討されていない歯取吸収に

おける免疫機構の関与について検討することを試み,研

究結果を報害している｡この研究は,成犬を用いて実験

的に永久歯を再植し,歯根に病的吸収を発現させ,象牙

寛を抗体とした血清抗体価の経時的変化を測定したもの

である｡そして歯梶吸収が発現している問は象牙寛を抗

原とする血清抗体価に変化がみられ,歯根吸収が進行す

ると抗体価の減少傾向がみられたとの結果を得ており,

歯根吸収における体液性免疫の関与を示唆している｡

最近になって　　　　　らは,マウスに対し象牙覚

抗原を投与して象牙質抗原に対する抗体を予め産生さ

せ,歯根吸収を引き起こしうる程度の外傷性の刺激を歯

牙に加えた場合,その後に生ずる歯板吸収の発環が抑制

されることを確認しており,歯板吸収における象牙質に

対する抗体の関与を報害している｡

乳歯歯根射文過程における象牙掌に対する血斉抗体価の

測定

今回,健全乳歯の生理的歯板吸収及び非生活乳歯の歯

根吸収が生じている幼犬を対象として,象牙寛に対する

血清抗体価の変化について測定を行い,乳歯の歯根吸収

の過程において免疫反応が関与しているかどうかを検索
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した｡

1.実験材料

イヌ乳歯の生理的歯板吸収は,通常生後4ヵ月頃から

開始され,歯根吸収開始後約2ヵ月で全ての乳歯が脱落

する　｡そこで今回用いた実験材料は,生後約3ヵ月

の乳歯列期の幼犬10頭を被験対象とした｡

実験に先立ち,被験動物の歯牙に対し予めⅩ線撮影を

行い,乳歯に生理的歯根吸収が認められないことを確認

した｡なお,実験を開始するに当たっては,被験動物の

健全歯牙を予め抜去し,象牙質の抗原抽出に用いる材料

とした｡

2.実験条件

健全乳歯の歯椴吸収過程における血清抗体価の測定に

1下顎右側乳臼歯部

1　下顎右側乳臼歯部

865

際しては,被験動物の歯牙に対してなんら処置を施すこ

と無く飼育した｡

非生活乳歯の歯板吸収過程における血清抗体価の測定

に際しては,被験動物の片側の上顎乳切歯および下顎の

乳臼歯に対し,髄室開口の後歯髄を除去し,頼管を開放

放置した｡

乳歯の歯根吸収および脱落の過程は, Ⅹ線診査および

口腔内診査によって観察,確認した｡なおⅩ線写貢撮影

は2週間毎に行った｡

3.イヌ乳歯のⅩ線的歯根吸収過程

イヌ乳歯の歯根吸収過程をⅩ線写真で示し説明すると

以下の通りであるo

図1- 1は下顎右側乳臼歯部,図1 12は上顎乳前歯

図1生理的歯根吸収観察開始時のⅩ繰写真

2　上顎前歯部

図2　生理的歯根吸収観察開始後6過経過時のⅩ線写真
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1下顎右側乳臼歯郭

1下顎右側臼歯部

2　上顎前歯部

図3　生聾的歯根吸収観察開始後10週経過時のⅩ線写真

2　上顎前歯部

図4　生理的歯根吸収観察開始後12週経過時のⅩ線写真

部の,ともに生理的歯板吸収が開始される前の観察開始

時のⅩ線写真を示している｡図　　　　　　　は観察開

始後6週経過時のⅩ線写真を示している｡歯根吸収は乳

臼歯よりも乳前歯の方が早く開始されるのが確認でき

る｡図　　　　　　　は観察開始後10過経過時のⅩ線写

裏であり,乳臼歯は脱落直前の状態を示しており,乳前

歯はすでに脱落し,後継永久歯の出願を認める｡図4 -

は観察開始後12週経過時の乳臼歯が脱落した

直後のⅩ線写真を示している｡

次に,非生活乳歯における歯根吸収過程を示す｡すな

わち,図　　　　　は,下顎右側乳臼歯部のⅩ線写真

で,図5は処置前,図6は処置後6週経過時のものであ

る｡また図7は処置後10過経過時のもので,図8は処置

後12過経過時のものである｡

4.被検血斉の採取

被検血活の採取は,それぞれの被験動物に対し,予め

Ⅹ線詮査によって歯根吸収が生じていないことを確認し

た時期から開始し,すべての乳歯が脱落した時期まで,

その間1週毎に行った｡

採取した血液は,血液検査用試験管内に注入し4時間以

上静置させて血夜凝固反応を完了させ,その後遠心分離器

にかけて血活を採取し　　　にて凍結し保存した｡

5.抗原抽出法

抗原としての象牙質構成物の抽出方法は,表4に示す
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図5　処置前のⅩ線写真

通りである｡

被験対象のそれぞれの幼犬から予め抜去して待られた

両側の上顎第1乳臼歯及び上顎右側第2 ,第3乳切歯を

材料として用い,ま法自境界部より歯冠部を切断除去した

後,歯根部象牙賛表面の歯根膜及び白亜葉を除去したo

次いで歯根を分割し板管内歯髄を除去した後,リン酸緩

衝生理食塩夜　　　　を用いて4 ℃で24時間洗浄した｡

次いで歯板部象牙薯を粉砕し,糸田粒とし, 6Mのグア

ニジン塩酸塩と　　　　の溶液　　　　に4 ℃で40時間

浸し,象牙賛抗原の抽出を行った｡待られた抽出物はそ

の後遠心分離器にかけ,その上清を透析膜内に住人し,

蒸留水中に入れ,水を数回交換して4 ℃で12時間連過を

繰り返した｡そして再度遠心分離器にかけ,抽出した精

製物は使用するまで180℃で凍結させ保存した｡使用に

図6　処置後6週経過時のⅩ線写真

当っては,予め溶液中のタンパク成分の室を測定し,象

牙賛抗原の抽出液に　　　　　のタンパク成分が含ま

れるように希釈した｡

6.血清抗体価の測定

被検血清中の抗体価の定量的測定は,表5に示す通

り　　　　　法49)により行った｡

すなわち,まず歯根部象牙薯抽出物をマイクロタイ

タープレートの各ウェルに　　　達人し, 4℃.にて24

時間,湿潤環境下で吸着させた｡その後は

-20を加えたリン酸緩衝生理食塩液　　-T)を

用いて洗浄した.洗浄は　　　　を注入したマイクロ

タイタープレートをマイクロミキサーを用いて3分間振

塗させ,その後　　　　を廃棄し,これを3回繰り返

し行った｡その後1%ウシ血清アルブミン　　　　を庄
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表4　象牙質構成抗原の抽出方法

抜去歯牙の歯冠の切断除去及び

歯根肢,白亜葉の除去

1

歯取分割,歯髄の除去

ヽ

リン酸緩衝生理食塩液　　　　　による洗浄

(4｡　　時間)
▼

歯根部象牙質の粉砕

v

6Mグアニジン塩酷塩　　　　溶液

によるタンパク成分の抽出　　　　時間)

▼

遠心分離,透析

ヽ

タンパク鼻の測定

及び希釈

入しマスキングを施した｡

次いで適切な濃度に希釈した血清を,抗原の吸着した

各ウェルに100〃1加え,室温にて3時間反応させた｡

その後プレ-卜内に存在する,象牙質抗体と特異的な反

応を示さない免疫グロブリンは,先に述べた方法を繰り

返し洗浄した｡

特異的に反応した免疫グロブリンの存在についてはベ

ルオキシダーゼ標識抗イヌIgGヒツジ抗体　　　加

え, 4℃にて16時間反応させた｡

続いて各ウェルを洗浄させた後,クエン酸緩衝液に2

塩酸オルトーフェニレンジアミンを含む溶液を100〃1

分注し, 1時間発色反応させた後, 6N硫酸を50〃1ず

つ加え,反応を停止させた｡

各穴の発色濃度は吸光度分析を　　　の波長で行

い,酵素活性の程度を測定した｡それぞれの被検体中の

特異的反応を示す免疫グロブリンの量は,被検体を含ま

ないときの濃度と被検体の反応色濃度を比較することに

より行った｡

謝　是　結　果

乳歯の歯根吸収過程における象牙質に対する血活抗体価

の経時的変化を示す測定値は,吸収開始以前の血清抗体価

を蓋準値とし,これを1としてそれぞれの測定値を比率で

表わし,各被験動物から得られた測定値の全ての乳歯が脱

落した直後の時期を-致させ,平均値を算出したo

表　　　　　法によるIgG抗体価の測定

マイクロタイタープレートの各ウェル-の

象牙賛抗原の吸着　　　　時間)

J洗浄

1%ウシ血清アルブミンによるマスキング

〕洗浄　　-T)

希釈血清の各ウェル-の注入及び反応(室温, 3時間)

｣洗浄

ベルオキシダーゼ標識抗イヌIgGヒツジ抗体の

各ウェルへの達人及び反応(4℃, 16時間)

〕洗浄

酵素反応基質による発色(室温, 1時間)

1

6 N硫酸による発色停止

J

吸光度分析

図9は健全乳歯における生理的歯板吸収発現時の血清

抗体価の変化をグラフに示したものである｡

乳歯の生理的歯板吸収が発項中は,血清抗体価が低下

する傾向がみられた｡すなわち,最初に吸収が開始され

る乳切歯の歯根吸収の進行とともに,吸収開始後抗体価

は徐々に低下し始め,さらに6, 7週経過時,乳臼歯に

おける歯椴吸収が開始される頃になると抗体価はさらに

低卜し,その後最も低い値をとるようになる｡そして乳

切歯の脱落がみられ,乳臼歯が脱落するとともに抗体価

は上昇し始め,全ての乳歯が脱落した後さらに上昇がみ

られ,歯根吸収開始前の値に戻るのが確認された｡

図10は非生活乳歯における歯根吸収発現時の血清抗体

価の変化をグラフに示したものである｡

非生活乳歯においては,板端病巣形成による歯根吸収

が生じ,実験開始以後は徐々に抗体価が低下する傾向が

認められる｡実験開始後2週から12週までは,根靖病巣

を作成した歯牙以外の健全歯において生理的歯取吸収が

発現している｡すなわちこの期間には根端病巣形成によ

る歯根吸収と生理的歯根吸収が同時に生じていることに

なる｡従って得られた抗体価は両者の吸収による変化が

重複して示されている｡

血清抗体価は,歯根吸収が発現している間は低下する

傾向がみられ,乳歯の脱落とともに抗体価は上昇し,歯

板吸収開始前の値に戻るのが確認された｡

～38一
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図9　健全乳歯の生理的歯枢吸収における血清抗体価
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A:実験開始　B:吸収開始確認　C:脱落

図10　非生活乳歯の歯根吸収における血清抗体価

869

考　　　　　察　　　　　　　　　　　　はこれを自己ではないと認識し,この時異物を抗原とし

生体が有する免疫反応として一般的に考えられている　　　て生体内で抗体が産生されるoそして抗体は非自己であ

機序は,産休に非自己である異物が俊大したとき,生体　　　る異物と特異的に反応し,非自己の独自の活性を阻止
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し,最終的に非自己は禽金され吸収される経過をとる50)

51)｡この他に自己に対する免疫反応も存在し,自己抗体

はと卜血液中に正常な状態で現われると考えられている

この自己抗体は不要産物や細胞老廃物を体内から

輸送して排除し,生体内の恒常性を保っために働く機能

であるといわれている｡

非生活乳歯では,細菌感染や健康歯髄の喪失により象

牙要を構成する有磯要成分の変性を来し,その結果非自

己の性薯を備えることも推測され,変性象牙質に対する

抗体が産生されたと考えることが可能である｡

本研究の結果,幼犬を用いて測定した歯根象牙葉に対

する血清IgG抗体価は,活発な生理的歯取吸収が発現

している間に変化が認められた｡その変化はそれぞれの

被験動物において若干異なるものの,血清抗体価は,坐

理的歯般吸収が開始し活発な歯板吸収が継続していると

きは低下する傾向がみられ,すべての乳歯が脱落した後

には,生聖的歯板吸収が開始される前の抗体価に回復す

る傾向が認められた｡

歯根吸収における免疫機構の関与について検討を試み

た　　　と　　　　　　によれば,成犬永久歯を実験的

に再植し,歯根に病的吸収を発現させ,象牙寛を抗体と

した血活抗体価の経時的変化を測定したところ,歯板吸

収が発現している間は象牙薯を抗原とする血活抗体価に

変化がみられ,歯根吸収が進行すると抗体価の減少傾向

がみられたと報吾しており,歯根吸収における体夜性免

疫の関与を示唆している｡そしてこの実験結果から,自

己である象牙薯を構成するタンパクに対する免疫応答が

確認されたことから,この機構は自己免疫反応として解

釈するのが適切であろうと考案している｡

鼻近　　　　　　らは,象牙賛抗原をマウス腹腔内に

注射投与したところ,象牙賛抗原に対する血清抗体価の

上昇が認められたことを確認している｡さらに,連続し

て象牙質抗原をマウス腹腔内に注射投与し,マウスの象

牙質抗原に対する血清抗体を多室に産生させた状態で,

歯根吸収を引き起こしうる外傷性の刺激を歯牙に与えた

場合,その後に生ずる歯板吸収の発現が抑制されたこと

を確認しており,歯根吸収における象牙要に対する抗体

の関与を実証している｡

本実験においてみられた抗体は,自己である象牙薯を

抗原として特異的に反応したものと考えられ,いわゆる

自己抗体の存在を示したものである｡そして抗体価の低

下は,歯梶吸収が生じている局所においてその抗体が消

費されている結果を反映したものと考えられる.

ら54)づ6'は,歯周疾患に関連して認められる体

-40

液性及び細胞性免疫において自己免疫反応が関与してい

ることを報害している｡この中に,象牙窯の有機薯成分

の大部分を占めるコラーゲンタイプIに対する自己抗体

の存在が示されている｡これらの報吾をはじめ,従来の

研究報吾において,歯牙や歯周組織における病的変化に

際し体液性免疫や細胞性免疫などの免疫応答に自己免疫

反応が関与していることが明らかにされてきた｡しか

し,本研究の結果から生理的に生ずる乳歯の歯根吸収に

おいても自己免疫反応の関与が示唆された｡生体に対し

何らかの其物が侵入した場合や異常が生じた場合に働く

と考えられてきた免疫反応が,生体の生理的な変化にお

いても関与していることが明らかになった｡病的変化に

おける免疫反応の目的及びメカニズムは明確にされてい

るが,生理的変化における免疫反応に関しては未だ充分

検討はされておらず,その日的及びメカニズムについて

今後解明する必要がある｡

結　　　　　翰

本実験の結果,イヌ健全乳歯並びに歯髄を除去し根管

を開放放置した非生活乳歯の歯根吸収過程において,象

牙質の構成成分を抗原とする血清抗体価に経時的変化が

認められた｡このことは,歯根象牙薯に対する自己抗体

がイヌの生体内において循環していることが推測され,

免疫学的機構が乳歯の歯根吸収に対しある種の役割を演

じている可能性を示唆しているものと考えられた｡

今後は,免疫学的機構が歯根吸収に果たす役割に関

し,さらに詳細に検討を加えていく所存である｡
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