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1. 緒言 

歯周病により、歯周組織は喪失し歯の脱落にいたる症例は数多い。私自身歯学部に入学し、

歯周療法学の講義を受けるまで、歯周病の治癒は元の状態まで戻ると考えていた。また、登院期

間中に見学した患者の多くは、私と同様に歯周病の治療を受ければ歯周病に罹患する前の歯周

組織の状態まで回復すると考えていることがよくあった。 

 そのため、現在の歯科治療ではどのようにして歯周組織の再生を行っているのか、私は興味を

持った。歯周療法には、エナメルマトリックス蛋白（エムドゲインR）や GTR 法を用いた方法が存在

する。また、歯周組織は異なった複数の組織から構成されているため多分化能と再生能をもつ骨

髄間葉系幹細胞は歯周組織再生に適した細胞と考えられ、歯科においても骨髄間葉系幹細胞が

着目されている。 

 そこではじめに、口腔組織の発生、歯周組織の構造、創傷の治癒、一般的な再生の概念、歯周

組織の再生の現状、および幹細胞について概説する。 

 

2. 硬組織の発生 

 骨格系（skeletal system）は、中胚葉（mesoderm）および神経堤細胞（neural crest cell）から発生

する。脊索（notochord）と神経管（neural tube）が発達するにつれて、これらの構造の外側にある

胚内中胚葉（intraembryonic mesoderm）は肥厚して、沿軸中胚葉（paraxial mesoderm）と呼ばれる

一対の縦走細胞柱を形成する。発生第 3 週末には、沿軸中胚葉から体節（somite）と呼ばれる中

胚葉の組織塊が分離する。体節は胚子の背外側面に沿ったビーズ状の隆起として、胚子の外表

面から観察される。各体節は二つの部分に分化する。体節の腹内側部は椎板（sclerotome）とよ

ばれ、その細胞は椎骨と肋骨を形成する。体節の背外側は皮筋板（dermomyotome）とよばれ、そ

の筋板（myotome）の領域にある細胞は、原始筋細胞である筋芽細胞（myoblast）を形成し、皮板

（dermatome）にある細胞は、皮膚の真皮を形成する。 

 中胚葉細胞（mesodermal cell）からは、胚子の疎性結合組織である間葉（mesenchyme）が形成

される。頭部領域にある一部の間葉は神経堤由来である。神経堤細胞（neural crest cell）は咽頭

弓に移動して、頭部と顔面部の骨と結合組織を形成する。間葉細胞はその起源によらず、種々の

細胞に分化する能力を備えている（例えば、線維芽細胞、軟骨芽細胞あるいは骨芽細胞）。 

 

１） 骨・軟骨 細胞の種類 

 骨は初期においては、骨の原型を形成する間葉細胞の集合体として出現する。この細胞集合に

より、一部の遺伝子が活性化されて、間葉細胞が分化する。間葉細胞の集合における分子生物

学的研究については、Hall と Miyake（1995）がその詳細を報告している。形質転換成長因子β

(transforming growth factor-β)群に関与する遺伝子が、骨形成の諸過程で活性化される。多くの

扁平骨は、すでに存在する膜性の鞘の中にある間葉から発達する。このような骨形成を膜内骨形

成（intramembranous bone formation）という。多くの四肢の骨では、間葉性の骨の原型が軟骨製
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の骨の原型に代わり、それが軟骨内骨形成（endochondral bone formation）により骨化して骨にな

る。プロトオンコジーン（protooncogene）であるC-fosとC-myc は、骨や軟骨の発生に必須の遺伝

子であると考えられている。膜内骨形成と軟骨内骨形成では、石灰化（mineralization）の過程の

動態にかなりの違いが見られる。 

 

（１） 軟骨の組織発生と分類 

 軟骨は間葉から発生して、胚子期の第5 週の間に出現する。軟骨が発生する領域では、間葉が

凝集して、軟骨化中心（chondrification center）が形成される。間葉細胞は増殖して球形になる。

この軟骨形成細胞である軟骨芽細胞（chondroblast）が、膠原細線維と細胞間基質を分泌する。

その後、細胞間基質中に膠原線維と弾性線維、あるいはその一方が多量に沈着する。細胞間基

質の種類により、3 種類の軟骨が区別される。硝子軟骨（hyaline cartilage）は最も広く分布する軟

骨で関節などに存在する。線維軟骨（fibrocartilage）は椎間板などに分布する。弾性軟骨（elastic 

cartilage）は耳介などに分布する。 

 

（２） 骨の組織発生 

 骨は間葉と軟骨の２種類の結合組織から発生する。軟骨と同様に、骨は細胞と細胞間基質であ

る骨基質（bone matrix）から形成されている。骨基質は、無定形基質の中に包埋された膠原細線

維からなる。 

 

a. 膜内骨化 

 この型の骨形成は、一層の膜性鞘を形成する間葉で行われ、そのために膜内骨化

（inteamembranous ossification）とよばれる。間葉組織は凝集して、脈管系が発達する。一部の細

胞は、骨形成細胞である、骨芽細胞（osteoblast）に分化して、細胞間基質である類骨組織

（osteoid tissue）、あるいは前骨（prebone）とよばれる基質を分泌する。そのために骨芽細胞は互

いに隔離されるが、隣接する細胞は、互いに細い細胞突起により連結されている。その後リン酸

カルシウムが類骨組織に沈着することにより、骨が形成される。骨芽細胞は細胞間基質に埋没し

て孤立すると、骨細胞（osteocyte）になる。はじめは、新生された骨である骨梁（spicule of bone）

は組織学的な構造をもたないが、やがて組織化されて、互いに癒合しながら層状構造を形成する。

同心円状の層板（lamellae）が血管の周囲に形成されて、ハバース系（haversian system）になる。

発達中の骨の周囲に位置する一部の骨芽細胞は、層板を形成しながら、骨の表層部に緻密骨板

を形成する。その表層板の間には、骨梁状、あるいは海綿状構造の骨が介在して残存する。この

海綿状構造は、骨芽細胞とは起源を異にする細胞である破骨細胞により、一部の骨が吸収され

るために、海綿状構造がいくぶん顕著になる。海綿質骨（spongy bone）の間隙では、間葉が分化

して骨髄（bone marrow）になる。 

 胎児期と同様に、出生後においても破骨細胞と骨芽細胞が同様に作用して、たえず骨の再構築

が行われる。胚子期における骨形成の細胞生物学的および分子生物学的研究から、骨形成と軟
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骨形成は、発生の早期に予定された過程であるが、脈管性因子の影響下で、それらは独立した

発生過程であると考えられている。 

 

b. 軟骨内骨化 

 この型の骨形成は、すでに存在する軟骨性の骨の原基中で行われる。例えば長骨における一

次骨化中心（primary center of ossification）は、骨幹（diaphysis）に出現する。骨幹は長骨の両骨

端の間にある部分で、骨体（body of bone）あるいは骨シャフト（shaft of bone）ともよばれる。一次

骨化中心の領域では、軟骨細胞は肥厚して、細胞間基質を石灰化しながら死にいたる。同時に、

骨幹の周囲にある軟骨膜の下に、薄い一層の骨が形成されるために、軟骨膜は骨膜

（periosteum）になる。骨膜から血管を伴った結合組織が侵入して、軟骨を破壊する。軟骨組織へ

侵入した一部の細胞は、骨髄において血管細胞をつくる造血細胞（hematopoietic cell）に分化す

る。その他の細胞は骨芽細胞に分化して、石灰化した軟骨梁の表面に骨基質を沈着させる。この

ような軟骨から骨への変化は、骨幹から骨の末端部である骨端（epiphysis）に向かって進行する。

骨梁は破骨細胞と骨芽細胞の作用により再構築される。 

 長骨の伸長成長は、骨幹-骨端連結部の領域で行われる。骨の伸長は骨端軟骨板（epiphyseal 

cartilage plate）、又は成長板（growth plate）によるもので、骨端軟骨の軟骨細胞は増殖して、軟骨

内骨化に関与する。この部位の軟骨細胞は有糸分裂により増殖しながら、骨幹に向かって肥大し、

細胞間基質は石灰化する。次にこの基質は骨髄からの血管組織により浸蝕されて骨梁になる。こ

の骨梁は再び吸収されて、海綿質骨の長さは比較的一定に保たれるために骨髄腔は拡大する。 

 四肢の骨の骨化は胚子期末に始まるが、その後その骨化には、母体からカルシウムとリン酸が

供給される必要がある。したがって、妊婦は骨と歯を健全にたもつために、これらの無機質を十分

に摂取しなければならない。長骨の骨幹における骨形成領域は、一次骨化中心（primary 

ossification center）とよばれる。出生時には骨幹の大部分は骨化しているが、骨端は軟骨のまま

である。ほとんどの二次骨化中心（secondary ossification center）は、生後数年以内に骨端に形

成される。骨端の軟骨細胞が肥大した領域に、血管を伴った結合組織が侵入する。この二次骨化

中心からその周囲に骨化が拡がる。関節軟骨（articular cartilage）と横走する軟骨板である骨端

軟骨板（epiphyseal cartilage plate）だけが軟骨として残存する。骨の伸長成長が止まるのは、骨

端軟骨板が海綿質骨になり、骨端と骨幹が癒合するためである。 

 ほとんどの骨では、骨端と骨幹の癒合は、約20 歳までに完了する。骨の肥大成長は、骨膜下に

おける骨の沈着と、骨髄に接する骨表面の吸収のためである。このような骨の沈着速度と吸収速

度が平衡化されて、緻密質骨（compact bone）の厚さと骨髄腔の大きさが調整される。骨の内部

構造の再構築は、一生を通じて継続する。不規則骨の発生は、長骨の骨端の形成と同様に行わ

れる。すなわち骨化は中心部で始まり、周囲に向かって骨化が拡がる。膜内骨化と軟骨内骨化に

加えて、間葉から分化した軟骨様組織が、骨成長の重要な因子として今日では認められている。

（1） 
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（３） 骨髄（bone marrow） 

 成人の骨髄は重さ約 2.6kg で、体重の約 4.5％を占める。胎生後期には、すべての骨髄は造血

組織すなわち赤色骨髄（red bone marrow）でできているが、生後序々に脂肪組織に置換されて、

黄色骨髄に変わる。成人では、長骨の骨幹はほとんど黄色骨髄で占められ、赤色骨髄は椎骨・

肋骨・胸骨・頭蓋冠の板間層・短骨・長骨の骨端などの海綿骨中に見られるだけとなる。さらに高

齢に達すると、黄色骨髄の脂肪が減少し、無定形基質に富んだ膠様骨髄が現れる。 

 赤色骨髄を作る細網組織を骨髄組織という。骨髄組織は、血球を作る造血組織である。骨髄の

中で、造血組織が萎縮すると脂肪組織が増え、多量の造血が必要になって造血組織が増えると、

脂肪組織は減少する。 

 骨の栄養動脈は、骨髄に達すると細動脈にわかれ、ついで毛細血管性の洞様血管(類洞)に開く。

洞様血管は、一般の毛細血管よりも内腔が広く、骨髄組織の中に網状に広がり、骨髄の中軸を走

る太い中心洞様血管を経て静脈に注ぐ。洞様血管の壁は内皮様に排列する扁平な細胞で出来て

いて、これを洞様血管の内皮という。内皮細胞の外面には断続的に基底版が形成されている。洞

様血管激には、表面に多くの微絨毛をもった、丸みのある大食細胞も存在する。 

 洞様血管の間を埋める細網組織は、少量の脂肪細胞のほか、自由細胞として、造血の様々な

段階にある細胞を多量に含んでいる。これらの自由細胞は、同じ種類のもの同士が集まり、小さ

な集団をつくって分布する。その中で、成熟の進んだ細胞ほど洞様血管の壁に近く位置し、さらに

成熟をとげると、内皮を貫いて洞様血管の中に出て循環に加わる。一部の洞様血管は、成熟の

進んだ血球成分で満たされていて、閉鎖された状態にあり、時期がくれば開いて、中の血球を循

環血中に放出する。骨髄組織に含まれる様々な有核細胞の百分率比を骨髄像という。（2） 

 

２） 歯・歯周組織の発生について 

 歯と歯周組織の発生は歯胚に由来する。歯胚はエナメル器、歯乳頭、および歯小嚢からなる。

一方、歯はエナメル質、象牙質、歯髄からなる。歯周組織はセメント質、歯根膜、歯槽骨および歯

肉からなる。エナメル質はエナメル器に、象牙質と歯髄は歯乳頭に、そして、セメント質、歯根膜、

歯槽骨および歯肉は歯小嚢に由来する。 

 

（１）歯の発生 

a. 口腔粘膜上皮の肥厚（一次上皮帯の形成） 

 胎生６週ころ、将来の乳犬歯の位置において口腔粘膜上皮が深層の間葉領域へ向けて肥厚、

増殖する。これが歯の発生の、最初の兆候である。上皮の肥厚帯は、上顎では内側鼻突起と上

顎突起、下顎では下顎突起内を近遠心方向へ伸びて、全体として馬蹄形となる。これを一次上皮

帯という。 

b. 歯堤と唇溝堤の形成 

 胎生７週ころ、一次上皮帯の先端が唇（頬）側の唇溝堤と舌側の歯堤に分かれる。唇溝堤は表

層から細胞が変域、陥凹し、全体として馬蹄形の溝となって口腔前庭を形成する。 
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c. 歯胚の発生 

 胎生７～８週にかけて、歯堤の自由縁に指定の間隔で膨隆が生じる。これが初期のエナメル器

である。エナメル器の周囲には間葉細胞（神経堤由来の外胚葉性間葉）が凝集し、これが後に歯

乳頭になる。さらに、エナメル器と歯乳頭を共通に取り囲む線維性結合組織が形成される。これが

歯小嚢である。そして、これらの３者が歯胚を構成する。初期の歯胚は上･下顎に８個ずつ（つまり

第一乳臼歯まで）がほぼ同時に発生する。エナメル器はエナメル質を、歯乳頭は象牙質と歯髄を、

そして、歯小嚢はセメント質、歯根膜、歯槽骨および歯肉を形成する。歯胚の発生過程に見られる

形態分化と組織分化は、エナメル器の形態変化にしたがって、順に蕾状期、帽状期、鐘状期にわ

けられる。 

①蕾状期 

 胎生８～９週にかけて、エナメル器の形態は単純な蕾状ないし結節上を呈する。この時期を蕾

状期という。エナメル器と周囲の間葉組織は盛んに増殖する。 

②帽状期 

 胎生９～１０週にかけて、発生が進んでエナメル器の形態が蕾状から帽子状または杯状に変わ

る。この時期を帽状期という。エナメル器の形態分化に伴い、外面をおおう立方形の細胞からなる

外エナメル上皮と、くぼんだ底面の円柱形の細胞からなる内エナメル上皮が区別される。帽状期

の後期では内・外エナメル上皮に囲まれたエナメル器の中心部は、細胞間隙が拡張しエナメル髄

となる。この時期にエナメル器は組織分化を示すが、歯乳頭と歯小嚢には細胞増殖以外に目立っ

た分化はまだ見られない。 

③鐘状期 

 胎生１４週ころ、内・外エナメル上皮の移行部における盛んな増殖により、エナメル器の底面の

陥乳はいっそう深くなって釣り鐘状となる。この時期を鐘状期という。内エナメル上皮細胞は一段

と背丈を増して高円柱状となり、核は近位側に偏在する。内エナメル上皮細胞のさらに近位側に

は２～３層の扁平な細胞からなる中間細胞が出現する。これによりエナメル器の４つの構成要素

が全てそろうことになる。外エナメル上皮は凹凸が顕著になり、陥凹部には豊富な血管の分布が

認められる。帽状期から鐘状期のエナメル器にエナメル結節、エナメル索およびエナメル陥凹な

ど一過性の構造が現れる。歯乳頭には微細なコラーゲン線維が出現し、また、血管や神経線維も

見られるようになる。 

 歯乳頭を取り巻く歯小嚢は、この時期に成熟し、３層が区別されるようになる。内層は血管と細

胞に富むので血管層とも呼ばれ、歯乳頭とエナメル器に密接する。外層は線維に富むので線維

層とも呼ばれ骨表面に密接する。内層と外層にはさまれた部が介在層で、ここは疎線維性結合組

織からなっている。厳密には、セメント質、歯根膜および歯槽骨は歯小嚢の内層（血管層）に由来

する。したがって、内層は固有歯小嚢とも呼ばれる。これに対し、歯肉の結合組織成分は歯小嚢

の介在層および外層（線維層）に由来する。 

 胎生１６週ころで、鐘状期の後期になると、上皮と間葉の相互作用の結果、歯乳頭最表層の細

胞は象牙芽細胞に、内エナメル上皮細胞はエナメル芽細胞に分化する。そして象牙芽細胞が象
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牙質の形成を開始し、やや遅れてエナメル芽細胞がエナメル質の形成を開始する。硬組織の形

成が開始されると、その部のエナメル器のエナメル髄が著しく縮小して、外エナメル上皮とエナメ

ル芽細胞が近接する。これらの細胞分化や硬組織の形成は、切縁または咬頭頂に対応する部位

から始まる。 

d. 歯堤の変化 

 蕾状期から帽状期までの歯胚は、歯堤のほぼ先端に位置しているが、鐘状期になると歯堤の外

側、すなわち唇（頬）側に位置するようになる。同時に歯堤とエナメル器の間に間葉組織が進入す

ることによって歯胚と歯堤の結合が弱まり、歯胚は歯堤から外側に伸びだした上皮索（外側歯堤）

と結合するようになる。このとき、歯堤、外側歯堤および歯胚に囲まれた部は間葉組織で満たされ

ており、これをエナメル陥凹という。その後、外側歯堤が分断消失すると、歯胚はしばらくの間、結

合橋によって歯堤と結合している。 

 象牙質やエナメル質の形成が開始されるころ、歯堤は徐々に分断される。途切れた歯堤の断片

は扁平上皮に覆われ、一部が角質化してタマネギ様の層板構造を示すようになる。これを上皮真

珠という。多くは自然に吸収消失するが、一部が生後も残存し、肥大化して歯肉粘膜下に黄白色

の小腫瘤となることもある。 

e. 歯冠の形成 

 前述のごとく、胎生１６週ころで、鐘状期の後期になると、上皮と間葉の相互作用の結果、歯乳

頭最表層の細胞は象牙芽細胞に、内エナメル上皮細胞はエナメル芽細胞に分化する。そして、い

ずれも付加成長の様式で象牙芽細胞が象牙質の形成を開始し、やや遅れてエナメル芽細胞がエ

ナメル質の形成を開始する。両芽細胞による硬組織の厚さの増大に伴って、両芽細胞間の距離

は遠のく。したがって、歯胚の内エナメル上皮と歯乳頭の境界面は将来のエナメル・象牙境を示し

ている。硬組織の形成は、切縁または咬頭頂に対応する将来のエナメル・象牙境から将来の歯頚

部へと進展していく。 

f. 歯根の形成 

 歯冠の形成が将来のエナメルセメント境（歯頚線）まで到達すると、内・外エナメル上皮の２層か

らなる細胞層が根尖側へ伸長して歯乳頭を鞘状に取り囲む。これをヘルトヴィッヒの上皮鞘という。

歯乳頭最表層の細胞は、内エナメル上皮の延長である上皮鞘内層の細胞との相互作用の結果、

象牙芽細胞に分化して歯根象牙質の形成を開始する。歯根象牙質の形成過程は歯冠象牙質と

基本的には同じであるが、形成速度は歯冠象牙質のそれよりやや遅い。歯根象牙質が形成され

ていくと、基底膜が消失するとともに、上皮鞘を構成する細胞の細胞間結合が弱くなり、上皮鞘が

離断する。つづいて歯小嚢の細胞から分化したセメント芽細胞が、離断した部分の歯根象牙質表

面に接して、そこにセメント質を形成する。上皮鞘の離断は歯頚部から順次開始するが、先端部

の伸長は将来の根尖に達するまで続く。離断した上皮鞘は、少数の細胞が島状の集団を形成し

歯根膜中に長く残存する。これをマラッセの上皮遺残という。 

 単根歯の上皮鞘は根尖まで単一のスカート状を呈し、上皮鞘先端の孔（上皮孔）は１個のままで

歯根象牙質は歯冠象牙質の連続的延長部として形成される。しかし、多根歯の場合は上皮鞘の
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一部から将来の歯根の数に一致した数の上皮性根間突起が互いに接近する方向に伸び出す結

果、上皮孔が２個ないし３個となる。このように、ヘルトヴィッヒの上皮鞘は歯根の形態と数の決定

に重要な機能を果たす。 

 さらに、多根形成に際して、将来の根分岐部には上皮性根間突起によって誘導された象牙芽細

胞によって歯冠象牙質から独立した象牙質の島、すなわち、髄下葉が形成される。髄下葉は、そ

の後、歯冠象牙質と癒合して髄室床となるが、この領域の象牙細管の密度や走行などに特徴的

な微細構造が見られる。 

 

（２） 歯周組織の発生 

a. セメント質の発生 

①セメント芽細胞の分化 

 歯冠の形成を終了したエナメル器の内・外エナメル上皮は、歯乳頭と歯小嚢の間を将来の根尖

側へ向けて増殖し、ヘルトヴィッヒの上皮鞘を形成する。この上皮鞘細胞の内面で基底膜を介し

て接する歯乳頭の表層細胞は、象牙芽細胞に分化し、歯根象牙質の形成を開始するが、上皮鞘

は歯根象牙質の石灰化開始前に基底膜とともに断裂し、多数の孔を有する網状構造となって歯

根象牙質表面からわずかに分離する。網状構造となった上皮鞘の上皮細胞索はその後、長く歯

根膜中に残存し、マラッセの上皮遺残となる。上皮鞘の網目を通って線維芽細胞や未分化間葉細

胞とコラーゲン線維を主成分とする歯小嚢細胞が歯根象牙質表面に接触する。次いで、歯小嚢

細胞からセメント芽細胞が分化してセメント質の形成を開始する。 

②セメント質の形成 

 セメント芽細胞は、歯根象牙質の表面に接して配列しており、粗面小胞体、ゴルジ装置、ミトコン

ドリアの発達した典型的なタンパク質を合成、分泌する細胞である。このセメント芽細胞によって

形成されるコラーゲン線維は、セメント質の基質線維となり、歯根表面に平行な網状配列を示す。

一方、セメント芽細胞の細胞間隙を通って、歯小嚢の線維芽細胞によって形成されたコラーゲン

線維束が歯根象牙質に向かって直角に進入し、これが将来のシャーピー線維となる。基質線維と

シャーピー線維は、歯根象牙質最表層のコラーゲン線維と結合して、将来のセメント象牙境を形

成する。このようにして、まず未石灰化のセメント質であるセメント前質（類セメント質）が形成され、

次いで、セメント前質が一定の厚さに形成されると、ハイドロキシアパタイトの結晶が沈着して石灰

化が開始する。セメント質の石灰化は、象牙質の石灰化に続いて添加的石灰化として起こる。 

 セメント質の形成に際して、基質内に細胞が埋入されないセメント質を細胞セメント質といい、完

成した歯根の歯頚側 1/2～2/3 に分布する。これに対し、根尖側1/2～1/3 には基質内にセメント

芽細胞が埋入される。これを有細胞セメント質（細胞セメント質）といい、セメント芽細胞が埋入され

た小腔をセメント小腔という。なお、セメント小腔内に完全におさまったセメント芽細胞をセメント細

胞という。 

 セメント質の形成は歯頚側の無細胞セメント質で20～50μm、根尖側の有細胞セメント質で 150

～200μm の厚さまで進むと一応の完成をみるが、その後も微量ではあるが個体の一生を通じて
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形成され続ける。また、セメント質の形成には周期的に休止期が認められる。この領域は基質繊

維が少なく石灰化度が高いので、H-E 染色標本でヘマトキシリンに濃染する。これをセメント質の

成長線（休止線、層板間層）という。 

b. 歯根膜の発生 

 歯根膜は、セメント質および歯槽骨の形成と密接な関係のもとに、歯小嚢の内層（血管層）から

形成される。歯根膜主線維は、歯根の形成にともないセメント質側に現れ、次いで歯槽骨側にも

出現する。これらの主線維は歯根膜の線維芽細胞によって形成され、セメント質側のものはその

一端をセメント芽細胞の形成するセメント質中に、また、歯槽骨側のものはその一端を骨芽細胞

の形成する骨質中に、それぞれ埋入され、シャーピー線維となる。これらの主線維の他端は歯根

膜中央に向かって伸び、互いに接近する。歯 根膜の形成が進むにつれて、両者の末端は中央

で互いに接合するようになる。 

 セメント質と歯槽骨を結ぶ連続した主線維は、歯の萌出にともなって、まず歯頚部に現れ、その

後の萌出の進行につれて根尖側でも認められるようになる。萌出が完了すると、歯根膜の主線維

は次第に束が太くなり、①歯槽頂線維群 ②水平線維群 ③斜走線維群 ④根尖線維群 ⑤根

間線維群（多根歯のみ）の５群の特徴的な配列方向を示すようになる。さらに、主線維はセメント

質から発して歯槽骨に向かうにしたがって互いに合流するので太さを増す。また、近年では、歯槽

骨を貫通する歯槽骨通過線維が報告されている。 

 歯根膜にはコラーゲン線維のほかにオキシタラン線維の存在が認められている。これは歯根膜

の血管壁から起こり歯根膜中を縦に走りセメント質に進入して終わる。このことからオキシタラン

線維は歯の釘植の一端を担うとともに歯根膜の血管を支持すると考えられる。 

c. 歯槽骨の発生 

 歯槽骨の形成は上・下顎骨の基底骨の形成の延長として開始される。歯胚の発生が鐘状期に

達するころには、基底骨の形成は歯胚の基底部にまで達しており、そこから歯胚の唇(頬)側と舌

(口蓋)側に骨板が形成される。これらの骨板が初期の歯槽骨で、唇 (頬)側の骨板を外側歯槽板、

舌(口蓋)側の骨板を内側歯槽板という。この時期の骨質は、層板構造を持たない幼若な線維骨で

ある。また、歯槽骨は歯小嚢に由来し、基底骨は上・下顎突起の間葉組織に由来する。この後、

歯槽骨の形成は、歯根ならびに歯根膜の形成と密接な関係を保ちつつ、添加と吸収を繰り返しな

がら進行する。 

 歯が口腔内に萌出すると歯槽骨は、固有歯槽骨と支持歯槽骨の区別が明瞭になってくる。固有

歯槽骨では、歯根膜の主線維をシャーピー線維として受け入れる線維束骨（束状骨）と深層の層

板骨が区別されるようになる。 

d. 歯肉の発生 

 歯肉は歯肉上皮と歯肉固有層からなり、上皮性の部分はエナメル器および口腔粘膜上皮に由

来し、固有層は歯小嚢に由来する多起源性の組織である。萌出直前のエナメル質は退縮エナメ

ル上皮におおわれており、その最内層は退縮エナメル芽細胞層で、その外側はエナメル器のそ

の他の構成上皮からなる。また、歯胚と口腔粘膜との間は歯小嚢組織によって満たされている。 
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 萌出が始まると、対向する退縮エナメル上皮と口腔粘膜上皮の細胞が増殖、肥厚する。その結

果、両上皮が接触、癒合する。さらに萌出が進み歯根の一部が口腔内に露出すると、癒合した両

上皮のうち退縮エナメル上皮に由来する部分は接合上皮となり、口腔粘膜上皮に由来する部分

は歯肉溝上皮と外縁上皮（口腔歯肉上皮）となる。 

 歯肉固有層は、歯小嚢の介在層と外層（線維層）に由来し、内層（血管層）には由来しない。退

縮エナメル上皮と口腔粘膜上皮との間を満たしていた歯小嚢組織が、歯の萌出にともない歯肉上

皮の下層を埋める歯肉固有層となる。組織学的な構成要素は細胞が８％、線維が 57％、脈管お

よび神経が 35％である。このうち、線維成分は歯が萌出し咬合を営むようになると機能的配列を

示すようになる。（3） 

 

3. 歯周組織について 

 歯は特殊な支持装置で顎骨に固定されている。この支持組織は歯槽骨（alveolar bone）、歯根膜

（periodontal ligament）、セメント質（cementum）およびそれを保護している歯肉（gingiva）からなる。 

 

１） 歯根膜（periodontal ligament） 

 歯根膜は歯根のセメント質と歯槽骨との間に介在する繊維性結合組織であって、歯周靭帯とも

呼ばれる。歯根膜は、歯と歯槽骨の間に存在する厚さ約 0.2mm の高度に特殊化した結合組織で

ある。 

 歯根膜は次のような機能を持っている。 

①歯根を歯槽壁に結合させ歯を支持し、歯に加わる圧力（咬合圧）の緩衝作用を行う。 

②歯に加えられた力を圧覚や触覚として感受する。 

③セメント質に栄養分を供給し、セメント芽細胞によってセメント質の形成を行う。 

④骨芽細胞が固有歯槽骨を形成したり、刺激によって産生された破骨細胞が骨の吸収を行ったり

することによって歯の移動に関与する。 

 このうち、歯根膜の主な機能は歯を顎骨に結合することであり、咀嚼力に耐えうるように歯を歯

槽骨に固定する。この必要条件は、骨と歯の間隙に存在する靱帯のコラーゲン細線維束群とそ

の間を埋める基質によって満たされている。歯根膜線維の一端は骨に、もう一端はセメント質に埋

め込まれている。各コラーゲン線維束はひねり継ぎロープと全く同様で、線維全体にわたって構造

と機能を失うこと無く、常に個々のひねり糸は改造される。この方法で、コラーゲン細線維束は線

維にかかる力に適応できる。 

 ほかの重要な機能として、歯根膜は知覚機能をもっている。エナメル質は死んだ組織であり、知

覚はない。それにもかかわらず、われわれは歯が互いに接触した瞬間それを感じる。この知覚の

一部は、歯 根膜に存在する知覚受容器によるものである。 

 歯根膜は線維成分と細胞成分からなる。その線維の主体は膠原線維で、束を作り歯根膜主線

維またはシャーピー線維と呼ばれ、歯槽骨とセメント質を結合する。 

 歯根膜の厚さは個人により、また部位によっても異なるが、平均約0.18～0.38mm である。もっと



 14 

も薄いのは歯根中央部（約 0.18mm）で、次は根尖部（約 0.20mm）で、歯槽縁部はもっとも厚い。こ

れは歯が機能時に、前後左右に少し動揺するとき、歯根中央部が歯の支点となって働くからであ

る。一般に、歯根膜の厚さは近心側よりも遠心側が厚いが（歯の移動に伴う近心側歯根膜への圧

迫が起きるため）、年齢とともに薄くなる傾向がある。また石灰沈着をきたし、増齢的にその程度

は進行する（20～30 歳台で20％、40～50 歳台で31％、60 歳台で35％）。 

 一般に、機能していない歯や埋伏歯の歯根膜では薄く、咬合圧の大きい歯根膜では厚い。機能

していない歯をブリッジの支台歯にすると、ダミー部の歯に加えられる力の負担に耐えられないこ

とがある。 

 歯根膜主線維は歯を歯槽骨に固定するために機能的な配列方向をとり、歯槽骨辺縁には歯頚

部セメント質から走行する太い線維束が付着する。歯を抜歯する際には、この歯根膜周縁部の線

維群を切断することから始める。辺縁部の歯根膜線維群を切断すると歯の動きが大きくなり、容

易に抜歯することができる。 

 根尖の線維群は歯髄の炎症が進行すると、肉芽組織granulation tissue に置き換えられる。病変

がさらに進行すると、根尖の周囲に位置しているマラッセの上皮遺残（Malassez’s epithelial 

rest ）が炎症刺激やサイトカインにより増殖し、歯根嚢胞（radicular cyst）の壁の組織になるとい

われている。 

 歯根膜主線維は膠原線維の束（直径約 5μm）からなり、その一端を歯根のセメント質の中に、

他端を歯槽骨の中に侵入させ、歯根を歯槽の中に吊り下げている。主線維は歯の咬合機能に対

応して、加えられる圧力に適応した配列と走行方向を示し、歯槽辺縁部から根尖に至るまで特徴

的な線維群配列をとる（歯槽縁線維群、水平線維群、斜走線維群、根尖線維群、根間線維群）。 

 歯根膜には、この他に少量ながらオキシタラン線維（oxytalan fiber）および膠原線維が主線維直

交または交叉して走行する。 

 

① 線維芽細胞 

 線維芽細胞（fibroblast）は歯根膜の主な細胞であって、歯の機能に伴った主線維の新生や破壊

の両方の働きをする紡錘形の細胞で、細長い細胞突起を出す。 

② セメント芽細胞と骨芽細胞 

 セメント芽細胞（cementoblast）と骨芽細胞（osteoblast）はセメント質と歯槽骨（類セメント質と類

骨）の表面に存在する円形または扁平な細胞で、それぞれセメント質または骨質の形成を行う。こ

れらの細胞は活動期と休止期では形が異なる。形成途中で基質内に埋入されるとセメント細胞や

骨細胞になる。 

③ 破骨細胞 

 破骨細胞（osteoclast）は歯槽骨の表面で骨吸収の起こっているハウシップ窩（Howship’s 

lacuna）の中にみられる巨大で多核の細胞である。セメント質や象牙質の吸収窩にも破骨細胞と

類似した破歯細胞（odontclast）がみられる。 

④ Malassez 上皮残遺 
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 セメント質の表面付近で歯根膜主線維束の間に塊状に集まった上皮細胞群が存在する。この

細胞群が Malassez 上皮遺残であり、歯根の形成時に発生するヘルトウィッヒ上皮鞘（Hertwig’s 

epithelial sheath）の遺存物である。 

⑤ その他の細胞 

 円形細胞、組織球（大食細胞またはマクロファージ）、未分化間葉細胞などがある。未分化間葉

細胞は歯根膜の状況に対応して、歯根膜中の他の細胞に分化する。形質細胞、肥満細胞なども

脈管神経隙にみられる。 

⑥ 血管と神経 

 歯根膜の血管と神経は歯根膜主線維束の間に介在する脈管神経隙（interstitial space）中を通

過する。歯槽動脈の枝からの血管は、歯槽（窩）底（根尖孔）、歯槽壁、歯肉固有層の 3 方向から

歯根膜に入り、血管網を形成する。この血管網は歯根側よりも歯槽骨側のほうが発達がよい。 

 歯根膜の神経線維は上歯槽神経や下歯槽神経の分枝であり、血管と一致してほぼ同様に走行

する。無髄神経線維と有髄神経線維が存在する。歯根膜線維束の間で小球状の神経終末あるい

は無髄の自由神経終末を形成し、痛覚、圧覚、触覚などの受容器となる。 

 

２） セメント質（cementum） 

 セメント質は歯根を覆い、歯根の象牙質にしっかり結合している。セメント質は、脈管のない組織

であること以外は骨と非常に類似している石灰化している結合組織である。セメント質の 70％は

無機質（アパタイト結晶）であり、有機質の大部分はコラーゲンである。セメント質を形成する細胞

をセメント芽細胞（cementoblast）とよぶ。 

 セメント質には有細胞セメント質 （cellular cementum）と、無細胞セメント質 （acellular cementum）

の二つのタイプが存在する。歯根象牙質の歯頸部を覆っているセメント質には細胞がなく、無細

胞セメント質あるいは原生セメント質 （primary cenentum）とよばれている。歯根象牙質の根尖側

1/3 より根尖に向かって無細胞セメント質上に、有細胞セメント質あるいは第二セメント質

（secondary cementum）がある。 

 

① 有細胞セメント質 

 有細胞セメント質では、骨細胞（osteocyte）が骨小腔を占めているのと同様に、セメント質の形

成細胞であるセメント芽細胞はセメント小腔中に閉じ込められ、セメント細胞（cementocyte）とよば

れる。セメント小腔の周囲には多数のセメント細管（cementum canaliculi）が突出しているが、その

細管中には細胞突起が容れられている。セメント細管の多くは歯根膜側に向かって走っている。 

② 無細胞セメント質  

 無細胞セメント質の基質中には細胞がまったく含まれていない。その基質中には微細な膠原線

維が埋め込まれている。また、歯根膜（periodontal membrane）からはセメント質 の基質内へほぼ

直角に進入する結合組織性の太い線維束があり、これがシャーピー線維（Sharoey’s fiber）であ

る。セメント質内に認められるシャーピー線維をセメント質貫通線維（cemental perforating fiber）ま
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たはセメント質 シャーピー線維という。この線維は研磨標本では不明瞭であるが、脱灰切片では

明瞭に見られる。（５） 

 無細胞セメント質は歯根膜線維束を歯に固定し、有細胞セメント質は適応機能を果たしている。

矯正治療で歯の移動を行う時、骨、歯根膜およびセメント質が重要な機能単位となる。  

③ セメント層板 

 セメント質の成長線であるセメント層板（cement lamella）は、脱灰切片においてヘマトキシリンに

濃染して明瞭に見られ、不規則な感覚で歯根表面に平行あるいは湾曲したり波状に走ったり、多

層性を示している。 

④ セメント前質 

 歯根膜に接するセメント質の表面には、透明な薄層であるセメント前質（precementum）または類

セメント質（cementoid）が存在する。セメント前質の石灰化度は低いかまたは石灰化していないと

もいわれ、いまだ明瞭にはされていない。セメント前質がみられるときは、セメント質の形成が完了

し、静止状態（休止期）にあるとされ、その表面にはセメント芽細胞（cementoblast）あるいは破歯

細胞（odontoclast）はほとんど認められない。 

⑤ シャーピー線維 

 セメント質の割断面を走査電顕で観察すると、歯根膜から太い膠原線維束からなるシャーピー

線維が石灰化したセメント質中にまで進入しているのが明瞭にみられる。 

⑥ セメント・エナメル境 

 歯頚部においてエナメル質とセメント質とは接触していてセメント・エナメル境（cement-enamel 

junction）を形成する。その接触状態には 3 種類あって、①セメント質とエナメル質が互いに鈍角を

なして接触しているもの、②セメント質の一部がエナメル質をわずかにおおうもの、③セメント質と

エナメル質が接触しないで離れ、両者の間に象牙質が露出しているもの、に区別される。②の接

触状態がもっとも多く見られる。 

 

３） 歯槽骨（alveolar bone） 

 歯が歯根膜によって固定されている。この骨、すなわち歯槽骨は上顎体と下顎体に堅固に付着

した歯槽突起（alveolar process）を構成している。歯槽骨は歯と関連をもちつつ形成される。歯が

失われると歯槽骨もしだいに退縮し、顔面長の減少によって顎と鼻の近接した無歯顎者に特有な

顔貌となる。歯槽骨の組織構造は本質的には上顎体と下顎体と同じであるが、両者は個別に考

える必要がある。歯と歯槽骨を含む支持組織の位置は比較的容易に変えることができる。しかし、

通常では上顎体および下顎体を変化させることはかなり難しく、一般には成長に影響を及ぼすこ

とによってのみできる。したがって、これらの骨の成長状態は顎と歯の位置の決定に重要である。 

 上顎骨の一部である歯槽突起と、下顎骨の一部である歯槽部と呼ばれる部分を総括して歯槽

骨と呼ぶが、これらは形や範囲が定まったものではない。（従って歯槽骨は器官といえない） 

 歯槽骨には歯根の外形に対応した V字型の深い凹窩、すなわち歯槽（alveolar socket）があり歯

根が植立している。歯槽と歯槽との隔壁および多根歯の根の間に介在する隔壁を、それぞれ槽
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間中隔と根間中隔と呼ぶ。 

 歯槽骨は組織学的に固有歯槽骨（alveolar bone proper）と支持歯槽骨（supporting alveolar 

bone）とに区別される。歯槽骨は歯槽（骨）頂から歯根尖付近までの骨を指し、歯が抜歯されると、

その骨の大部分は吸収される。固有歯槽骨には、膠原線維からなる歯根膜線維が埋入される。

一般に、骨質内に埋入した膠原線維（束）をシャーピー線維と呼び、この部分の骨を線維骨

（bundle bone）という。固有歯槽骨は一般的にH－E 染色ではヘマトキシリンに濃染するが鍍銀染

色では染まりにくい骨であって、総合的に基質が緻密であると考えられている。この骨はX 線を透

過しにくく、X 線写真では、歯根膜の外側で歯根の周囲に比較的明瞭な白い線として見えるので、

歯槽硬線（白線）（lamina dura）といわれる。 

 固有歯槽骨を前庭側と口腔側（外側）から取り囲んで支持する骨を支持歯槽骨と呼び、皮質骨

（緻密骨）と海綿骨とからなる。この皮質骨の外表面には外環状層板が存在する。顎骨の表層で

は外環状層板をフォルクマン管が外表より垂直に内方へ侵入し、ハバース管と連結する。支持歯

槽骨の内部の海綿骨は歯槽（骨）頂部では比較的少なく、根尖部の周囲に細かくて多数の骨小材

が放射状に走行し、皮質骨や固有歯槽骨を力学的に補強するように配列し、咬合力に対する抵

抗性を示している。 

 海綿骨の内部には、骨梁間に骨髄組織が介在し、若い人では造血機能の旺盛な赤色骨髄で占

められているが、老人のそれは脂肪組織や結合組織が多くなり、黄色骨髄と呼ばれる。 

 多くの場合、前歯部の歯槽骨は口腔前庭側（唇側）よりも口腔側（舌側）の方が厚いが、下顎の

臼歯部だけは口腔前庭側（頬側）の方が厚い。特に第三大臼歯の頬側は外斜線との間に広い骨

質があり、これを通称、頬側棚と呼んでいる。また口腔前庭側（唇側）の歯槽骨は薄いため、老年

期に至ると吸収を受けて、歯根の露出をきたすことがある。 

 歯に対して矯正力またはその他の外力が強く加えられると、歯根膜および歯槽骨には組織構造

の改造が生ずる。 

 歯槽骨では、歯根膜が牽引されると、その部の骨が層状に形成され、分厚くなる。骨内部からの

骨吸収の開始部では血管中に原始型の破骨細胞とみられる細胞が出現し、やがて破骨細胞とな

って分厚い骨の内面に沿って配列し、骨吸収・破壊を行うようになる。 

 

４） 歯肉（gingiva） 

 歯肉は口腔粘膜の一部で、歯槽突起の辺縁または歯頚部をおおう粘膜部分をいう。 

 歯肉と歯槽粘膜（alveolar mucosa）とは線状にみえる粘膜・歯肉境（mucogingival junction）で境

されているが、上顎舌側部では明瞭な境界なしに口蓋粘膜に移行する。 

 歯肉は外胚葉性の粘膜上皮層と中胚葉性の粘膜固有層よりなる。歯肉の固有層は皮膚におけ

る真皮に相当する部分であるが、比較的固くて厚く、直接、歯槽骨の骨膜と接し、粘膜下組織は

存在しない。したがって歯肉には唾液腺や脂肪層がなく、太い血管もみられない。この口腔粘膜

はその機能をはたすために非常によく適応した組織である。 

 粘膜の主機能は被覆と保護作用であるとともに、また粘膜は口唇と頬の筋が自由に運動できる
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よう可動性の組織となっている。 

 口腔粘膜の特異な点は、上皮が歯によって貫かれていることである。この解剖学的特徴は、歯

周疾患の発症と密接な関係にある。人体のうちで上皮を貫いている組織は歯だけである。爪と毛

は皮膚の附属器であり、上皮との間の連続性は保たれている。歯が上皮を貫いていることは、歯

肉と歯の間になんらかの接着装置が存在しなければならないことを意味している。萌出歯を直接

取り囲んでいる粘膜が歯肉である。歯肉は機能的に二つの部分からなる。口腔に面する部分、す

なわち咀嚼粘膜と、歯に面している部分、すなわち歯肉の歯への付着部および歯周組織の一部

となっている部分である。歯槽頂と歯肉縁を結んだ線が歯肉の二構成成分の便宜的な境界であ

る。口腔粘膜と歯の結合は、それほどタイトなものではない。というのは、抗原は通過でき、歯肉

に炎症（辺縁性歯肉炎）をおこすからである。 

 歯肉とエナメル質との間には１mm 前後の浅い溝があり、歯肉溝（gingival sulcus or groove）と呼

ばれる。エナメル質に面している上皮を内縁上皮といい、口腔前庭および固有口腔に面している

上皮を外縁上皮という。両者が接続する頂上の部分（境界）が歯肉（辺）縁（gingival margin）である。

この歯肉（辺）縁から約１mm 下方の外縁上皮部で歯肉溝の底に相当するところに、遊離（辺縁）

歯肉溝（free gingival sulcus）がある。ここより高位（上方）の歯肉を遊離（自由・辺縁）歯肉（free 

gingiva）という。 

 粘膜歯肉境から遊離（辺縁）歯肉溝までの部分はエナメル質や歯槽骨に固く密着しているので、

付着歯肉（attached gingiva）と呼ばれている。 

 歯間隙（interdental space）の部分を満たしている歯肉は歯間乳頭（interdental papilla）と呼ばれ

る。この部分の隣接面は三角点との屋根のように細くなっており、歯肉コルまたは歯肉鞍部

（gingival col）と呼ばれる。コルの部分は角化していない。 

 健康な付着歯肉の表面には 0.1～0.2mm の点状の浅いくぼみがある。これをスティップリング

（stippling）またはスティップル（stipple）という。歯肉炎になるとスティップルは消失する。 

 外縁上皮では上皮層の細胞群が固有層に向かって長い杭を打ち込んだように固有層に伸びて

いる。これを上皮突起（epithelial peg）という。この上皮突起は乳頭といわれる固有層結合組織の

突出部と入り組んで接合している。 

 内縁上皮では一般に上皮突起がみられず、上皮と固有層とは直線状に接している。多く の実

習用の歯肉標本では、内縁上皮でも長い上皮突起がみられ、この付近には円形細胞の浸潤があ

り、外縁上皮のスティップリングは消失していることが多い。 

 

 口腔粘膜は組織学的に三つのタイプに分類することが出来る。①咀嚼粘膜（masticatory 

mucosa）、②被覆粘膜（lining mucosa）、③特殊粘膜（specialized mucosa）である。咀嚼粘膜は固

有層で骨と硬く結合しており、その上皮は咀嚼時に食物で傷つかないよう角化している。一方、被

覆粘膜はその保護機能を果たすためには、できるだけ柔軟でなければならない。被覆粘膜上皮

は角化せず、その固有層は可動性で、深層の組織とも強く結合していない。舌背は特殊粘膜で覆

われており、この特殊粘膜は乳頭（papilla）と味蕾（taste bud）をもった高度に伸展性のある粘膜で
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ある。 

① 歯肉外縁上皮 

 一般に歯肉は重層扁平上皮（stratified squamous epithelium）から構成されている。外縁上皮で

は表層部の上皮細胞が角化していることが多いが、皮膚に比べて角化の程度は弱く、大部分は

錯（類）角化または不完全角化（parakeratinization）と呼ばれている（75％）。完全角化上皮も15％

程度は認められるが、全く角化していない部分、非角化（nonkeratinization）も10％ぐらい認められ

る。 

 歯肉表層部の重層扁平上皮が細胞質内にケラチンを増加させ、ついには核がまったく消失する

まで充満して、細胞境界も不明瞭になる状態を（正）角化という。角化した上皮細胞はやがて剥離

脱落する。しかしながらケラチンは非常に硬いタンパク質から出来ているので、角化部分は酸・ア

ルカリや刺激に対しても強い。一般に外胚葉性の細胞がつくるタンパク質（爪、毛髪、皮質など）は

ケラチンである。角化部は刺激を受けやすい部分であり、この部分はブラッシングによってさらに

角化が促進される。 

 これらの重層扁平上皮は細胞間質が少なく、細胞同士が密接して、あたかも石垣やタイルが並

んでいるように配列している。したがって血管や神経の侵入はなく、わずかに自由神経終末（痛覚

の受容器）だけが認められる。 

 間葉に由来する歯肉の粘膜固有層は、細胞間質（基質と呼ぶ）が非常に多く、線維芽細胞、組

織球、リンパ球、肥満細胞、形質細胞などの細胞が存在している。この固有層は膠原線維を主と

した密線維性結合組織であって、歯根膜、歯槽骨膜、口腔粘膜中の膠原線維と密に結合する線

維束を作り、機能に対応して種々の方向に配列・走行し、歯と歯肉との結合を強くしている。細胞

間質には神経や血管が網目状に多数存在するので、この固有層を1 ㎜程度の深さに切創しても

血管が切断されて出血する。 

 動物の皮膚を手の力だけで剥ぎ取ると離れてくる部分が皮下組織であるが、一般の粘膜下組

織も皮下組織と同様に疎線維性結合組織から構成され、脂肪層や分泌腺などがそこに存在す

る。 

② 歯肉内縁上皮 

 内縁上皮のうち、セメント質に近い部分（付着上皮）では、2～5 個の上皮細胞から構成されるが、

歯肉（辺）縁に向かうと、上皮層の厚さは次第に増加する。固有層との境は直線状になって、乳頭

や上皮突起がないのが特徴である。しかしこの部分は食物による刺激を受けやすいので、加齢に

伴い炎症性細胞の集合（リンパ球浸潤という）がみられたり、長い上皮突起がみられたりする。 

 上皮層は最内層が立方形の基底層（胚芽層）、中間層（有棘細胞層）、表在層（扁平細胞層）か

らなる重層扁平上皮である。有棘細胞層の棘は細胞間橋とも呼ばれ、細胞相互を結合する接着

斑（desmosome）である。しかしながら、最表層の細胞は歯の表面のエナメル小皮と半接着斑

（hemidesmosome）で接着している。 

 内縁上皮の固有層は外縁上皮のそれと同様に密線維性結合組織から構成され、細胞成分は

少ないが、細胞間質とくに膠原線維が豊富である。 
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③ 歯肉粘膜上皮 

 歯頚部付近にあって歯槽骨をおおう歯槽粘膜は付着歯肉に続いているが、明らかな境界がな

いままで歯肉頬移行部（gingivo-buccal fold）から頬粘膜部に移行する。 

重層扁平上皮から構成される上皮は薄いが、基底層、中間層、表在層の数層の細胞からなる。

表在層の表層細胞は明瞭な核を持った非角化上皮であるので、固有層乳頭部の血管が赤く透け

て見えるのは、乳頭および上皮突起が短いからである。歯槽粘膜には疎な粘膜下組織が介在し、

歯槽骨膜とはゆるく接合し可動性がある。したがってこの部は麻酔注射の注入部として適してい

る。（4）（5） 

 

 

4. 創傷の治癒について 

 

１） 一般的な創傷の治癒  

 創傷の治癒は以下の各過程を経て行われている。治癒の中で、損傷部を完全に元通りの組織

により復興させ、正常に機能する細胞に置き換える反応を再生と呼ぶ。一方、修復(不完全治癒)

では一般的に炎症を伴い、損傷を受けた組織が瘢痕組織(硬化性骨)に置き換わる。その過程が

スムーズなら創痕は目立たないが、そうでないと過剰なコラーゲンの蓄積により瘢痕を残すことに

なる。 

 

（１） 生活反応期 

 初期反応では、組織は破壊され、出血によりそのイベントが開始する。ついで血液が創内に充

満し、細胞成分やフィブリノーゲンなどの血漿成分が滲出する。血液が固まる血餅期には毛細血

管の拡張、透過性亢進、新生血管の増殖が起こり、創部に限局性の浮腫がみられるようになる。

この時期の主役は赤血球と血小板である。血小板の働きは破壊された血管の流入口での血栓形

成、ならびにコラーゲンや他の物質に膠着して内部の顆粒を放出することである。放出された顆

粒中には血管内皮細胞増殖因子や線維芽細胞増殖因子が含まれ、次に続く修復過程を促進す

る。上皮の内創面はフィブリンに覆われている。 

 

（２） 創内浄化期 

 破壊された細胞からは、ヒスタミン、セロトニン、キニン、プロスタグランジンなどの組織刺激物質

が放出され、好中球が遊走し、マクロファージが組織破壊産物や死滅した雑菌などを貪食する。

血小板やリンパ球、血管内皮細胞などから出る物質により活性化されたマクロファージは、周辺

基質を刺激して線維芽細胞の増殖を促進し、組織修復への足がかりをつける。次に多機能を持

つ未分化間葉系細胞が増殖して、粗なコラーゲン繊維、フィブロネクチン、ヒアルロン酸を背景に、

線維芽細胞（骨芽細胞）と新生血管が出現して、肉芽組織を形成し始める。血漿中のフィブロネク

チン、ヒアルロン酸を背景に、線維芽細胞（骨芽細胞）と新生血管が出現して、肉芽組織を形成し
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始める。血漿中のフィブロネクチンは、創傷治癒の過程で創傷部に集積し、コラーゲン、フィブリン、

ヒアルロン酸などと接合して血小板の増殖・拡散、好中球、単球、線維芽細胞の肉芽組織内への

移動に関連する重要な非コラーゲン性タンパク質として知られている。また、この時期は、リンパ

球系細胞が出現して、免疫応答が関与しはじめる時期への移行期でもある。口腔粘膜では代謝

が早く、唾液などの影響もあり、皮膚の場合と違って痂皮が形成されることはまれである。 

 

（３） 修復期 

 形成された肉芽組織はやがて収縮を開始する。この現象には線維芽細胞と平滑筋細胞の両方

の特性を持つ筋線維芽細胞が関与することが知られている。開放創では筋線維芽細胞の数が少

ないので、創の閉鎖が遅れる。創面の痂皮は断端より伸びる上皮の侵入により自然脱落すること

になる。 

 

（４）再構築期 

 修復の最終過程では線維芽細胞が主役となる。線維芽細胞はⅠ型コラーゲン、筋線維芽細胞

はⅢ型コラーゲンを合成するといわれている。すなわち修復期の創部にはⅢ型コラーゲンが産生

蓄積され、再構築期になるとⅠ型に置き換えられ、治癒に伴いコラーゲン線維は成熟して太く密

になる。通常、間質がコラーゲン線維で満たされると線維芽細胞のコラーゲン分泌は減少し、静止

期になる。合成分泌されたコラーゲンには、しだいに共有結合の架橋が形成され、分子内・分子

間架橋が生じることによって安定し、コラーゲンの不溶化が起こり、しっかりした結合となって再構

築が完了する。 

 

２） 歯周組織の治癒   

抜歯創の治癒過程 

 抜歯創の治癒過程は二次創傷治癒の形式をとる。その治癒過程は、４期（凝血期、肉芽期、仮

骨期、治癒期（骨改造期））に分けられる。これらの時間的な過程は、抜歯創の大きさ（単根歯、複

根歯、難抜歯）、組織損傷の程度、開放創か閉鎖創か、細菌感染の有無などの局所的要因、ある

いは治癒にかかわる全身的要因（栄養不足、ビタミンC、D の欠乏、血液疾患、消耗性疾患、糖尿

病、抗凝固剤やステロイド剤の常用、高齢者など）によって左右される。 

（１） 凝血期（抜歯直後～8 日） 

 抜歯直後には抜歯窩は血液で充満され、数分後に血液凝固（フィブリン網形成）が開始される。

傷害組織には炎症性反応が起こり、好中球やマクロファージが周辺から凝血内へ侵入してくる。

この所見は２，３日後、抜歯窩周辺からの線維芽細胞および毛細血管の増殖と侵入によって凝血

部が肉芽組織に置換されるまで続く。4 日目には、創縁の歯肉上皮が伸展増殖し創縁閉鎖に向

かう。抜歯窩歯槽頂部の表面には、破骨細胞による骨吸収（歯槽骨の平坦化や廃用性萎縮機転

の開始）がみられる。 
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（２） 肉芽期（抜歯後8～14 日） 

 抜歯後約一週間には、肉芽組織の増殖が顕著になり、凝血塊はほとんど消失する。７日頃から

抜歯窩の底部より中央部に向け、また側壁からも中心部に向けて骨芽細胞が増殖し、未石灰化

新生骨（類骨）の形成がみられるようになる。１０日から１４日にかけては歯肉上皮の増殖による

創閉鎖が営まれる。歯槽頂部の骨吸収も活発に行われる。 

 

（３）仮骨期（抜歯後 14～35 日） 

 抜歯窩は類骨を伴う針状骨で満たされる。これらはのちに成熟骨へと置換改造されるため仮骨

（callus）と呼ばれる。創縁閉鎖した上皮には成熟化が進み、粘膜固有層のコラーゲン線維は量を

増す。歯槽頂の平坦化に向けての骨吸収は持続している。 

 

（４）治癒期（抜歯後 35～200 日） 

 抜歯後４週には、新生骨は骨梁の太さを増し石灰化も進行する。骨の改造現象が進行し、骨髄

形成もみられ、母床となる周囲骨との境界がしだいにわからなくなる。抜歯窩底や中央部は骨吸

収を主体とする改造機転を示し、窩口部は緻密骨化する。歯槽骨の平坦化はなおも続いている。

歯肉上皮および固有層の新生部分の境界が不明瞭となる。 

 その後２～３ヶ月の長期にわたり骨改造が行われて、抜歯創の治癒が得られる（6）。 

 

 

5. 再生について 

 再生（regeneration）とは生体内で、何らかの原因で失われた細胞が、もとの細胞・組織の増殖

によって補われる状態をいう。生体を構成する細胞には寿命があり、病的でない限り失われた細

胞はもとの細胞に絶えず置換される。例えば、表皮や粘膜細胞、造血細胞は消費されるがそのス

ピードとほぼ同じ程度に再生し、補充が繰り返される、このような再生を生理的再生（physiological 

regeneration）と呼んでいる。病的に、大量なまたは広範囲に細胞・組織が傷害を受けると、細胞

の再生能力のいかんにかかわらず、不完全な再生となる。これを不完全再生（incomplete 

regeneration）または病的再生（pathological regeneration）という。 

 欠損部位が本来の細胞・組織によって置換されないと、その部分はまず、血管および各種の遊

離細胞によって補填され（肉芽組織の形成）、やがて結合織に置き換わり、瘢痕（scar）となる。細

胞の再生能は細胞の増殖能、つまり細胞分裂能と関連する。 

 体細胞は再生能に従って不安定細胞（labile cell）、安定細胞（stable cell）、永久細胞（permanent 

cell）に分けることができる。 

 不安定細胞（labile cell または分裂細胞）とは個体が生き続ける限り、分裂を続ける細胞をいう。

表層上皮細胞（皮膚、口腔、子宮頸部扁平上皮など）、外分泌器官の導管腺細胞（唾液腺、膵管、

胆管）、消化管の円柱上皮、膀胱の移行上皮、骨髄の造血細胞などである。これらの細胞は障害

を受けると、制限なく増殖する幹細胞（stem cell）から分化した細胞によって再生される（7）。 
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 安定細胞（stable cell, quiescent cell）は正常の状態では G0 期に止まっているが、刺激によって

分裂を開始する細胞、すなわちG1 期に移行しうる細胞である。内・中胚葉由来の肝、膵、腎臓の

実質細胞の他、間葉系細胞である線維芽細胞、平滑筋細胞、血管内皮細胞がこの種の細胞に相

当する。部分肝切除や中毒性肝障害、ウイルス性肝炎時の肝細胞の再生はその例である。 

 不安定細胞、安定細胞も再生能力を保持しているが、組織障害に際して、必ずしも正常の構造

をとって再生するとはかぎらない。基底膜による枠組みが残存するような場合には正常構造をとり

再生するが、基底膜構造が破綻すると再生は正常の構造をとらず、不規則な塊状の再生を示す

か、または瘢痕となる。たとえば、急性ウイルス性肝炎の場合、肝細胞は障害されるが、間質細

胞や好銀線維網はそのまま残存する。このような場合には、肝細胞は正常構造をとりつつ再生す

る。しかし、大きな肝膿瘍や慢性活動性肝炎のような場合、間質細胞、好銀線維による枠組みも

肝細胞同様に破壊されてしまうので、正常の肝小葉再生は起こらず、瘢痕や偽小葉結節を形成

する。 

 永久細胞（permanent cells）には神経細胞が属しており、生後は分裂、増殖は起こらない。心筋

も同様である。中枢神経系の神経細胞が傷害されると、グリア細胞の増殖によって、欠損部位が

置換されるのみで、神経細胞の再生は起こらない。末梢神経の神経細胞の再生は中枢神経の神

経細胞とはやや異なっている。細胞が傷害されると、全体の構造は破壊されてしまうが、末梢の

軸索のみが傷害される場合には、細胞体から新たに軸索が再生されるか、または中枢側の軸索

から新しく軸 索が形成されていく。 

 間葉性組織（mesenchymal tissue）すなわち血管結合組織系統の再生はきわめて強く、以上の

各組織の欠損補充に当たっては常に豊富に再生してその欠損を補う。これに各種の遊走細胞を

交えて肉芽組織（granulation tissue）をつくり、欠損部補充に参加し、その目的達成によって、結合

組織以外の組織細胞は退縮し、結合組織だけが残って瘢痕組織（scar tissue）となる。瘢痕をつく

る結合組織は長期間後に収縮し、瘢痕収縮（cicatrical contraction）を起こす。 

 

１） 表皮･上皮・粘膜 

 全身の表皮、上皮、粘膜は絶えず分化、成熟、変性して、その表層から脱落するとともに、深層

の基底細胞の増殖によって次々と再生分化して補充される。月経後の子宮内膜の急激な再生、

腸粘膜の不断の再生も、上皮の強い再生能力を示すもので、これらは生理的再生で完全再生を

みる。 

 上皮細胞が傷害によって病的に欠損すると、周囲の基底部上皮細胞の再生分化癒合によって

完全再生をみる。これらの皮膚の真皮、粘膜下結合組織のような上皮下の支持組織の存在も再

生に必要である。傷害が深部に及ぶときには、まず深部欠損が補充された後に上皮が再生する。

増殖因子として EGF、TGFα、IGF、HGFなどが関与する。 

 

２） 結合組織 

 線維芽細胞（fibroblast）あるいはより原始的な間葉性細胞（mesenchymal cell）は各種の傷害に
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かなり抵抗性がある。生体の受ける各種傷害は実質細胞に強く、間質細胞には弱いことが多く、

かつ実質細胞の再生力が弱いために、生体に与えられた各種傷害の修復過程には線維芽細胞

の増殖と瘢痕形成が関与する。 

 骨髄由来の造血幹細胞は多能性増殖能をもつことによって、すべての血液細胞ばかりではなく、

各種の支持組織細胞へ分化し、骨芽細胞（osteoblast）あるいは軟骨芽細胞（chondroblast）に転

換し、骨、軟骨を形成する。また脂質の蓄積によって脂肪細胞に転換し、傷害された脂肪組織が

再生することもある。FGF、EGF、PDGF、TGFα、β、IL－1、TNF などの多彩な増殖因子が関与す

る。 

 

３） 血管 

 すべての組織の新生および再生に当たっては、常に結合組織とともに血管の新生および再生を

伴うものである。それほど血管の再生力は強く、また、この新生なくしては、すべての組織の広い

範囲の再生、新生に対して大きなエネルギーを与えることができない。血管新生 （angiogenesis）

には基底膜の変性分解、内皮細胞の移動、分裂、増殖、血管腔形成の４つのステップがあるが、

FGF はその各ステップに働いている。HGF、TNF、PDGF、ECGF などの増殖因子も造血管性に働

く。 

 

４） 骨 

 骨はⅠ形コラーゲンを基質蛋白質とし、これにカルシウムなどのミネラルが沈着した身体の構造

を支持する器官であり、ミネラルの貯蔵所として硬質代謝調整調節にかかわる内分泌系の標的

器官の一つである。骨の構成細胞は骨形成に働く骨芽細胞（osteoblast）や骨吸収に働く破骨細

胞（osteoclast）、間質細胞、造血系、血管系、神経系の細胞からなっている。細胞外基質

（extracellular matrix, ECM）の一つである骨の器質には TGFβ、PDGF、FGF、IGF-Ⅰ、IGF-Ⅱな

ど種々の増殖因子、サイトカインが含まれている。さらにLIF(leukemia inhibitory factor)、IL、TNF、

M-CSF、GM-CSF、PTH様ペプチド、β2 ミクログロブリンなど多彩な因子が骨代謝に関与すること

が示唆されている。 

 骨の再生は、とくに骨折（fracture of bone）において明らかにみることができる。骨欠損部の外骨

膜（periostium）の細胞、あるいはさらに内骨膜（endostium）の細胞が円形または楕円形の骨芽細

胞をつくり、これが集まって線維芽細胞によるものと同様の肉芽組織となる。この肉芽細胞中に骨

芽細胞の分泌による無構造硝子様の基質である類骨組織（osteoid tissue）ができる。骨芽細胞は

次第に胞体を縮小して多稜形となり、一方、類骨組織に石灰塩類が沈着し、細胞はその間に閉じ

込められて骨細胞になる。しかし、これらはまだ骨としては不完全なもので仮骨（callus）といわれ

る。仮骨には、やがて血管および破骨細胞が新生して過剰の骨質を吸収し、骨髄腔（bone 

marrow）が新生して真の骨質に変わっていき、骨稜やハバース管も見えてくるようになる。形成の

はじめに骨膜から骨芽細胞のほかに軟骨芽細胞（chondroblast）ができ、軟骨組織が骨組織に混

在して現れることが多い。軟骨ができるのは骨折断端の移動の激しい場合にとくに強い。この際、
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軟骨組織は結局仮骨に代わっていくが、軟骨が直接化生（direct metaplasia）によって骨化するの

ではなく、軟骨組織が吸収されて後に骨組織が出来るものと考えられている。 

 TGFβは骨芽細胞の増殖促進、走化性の亢進、ECM 合成、分泌の促進に働く。実際、骨折部で

は骨折直後には血小板由来のTGFβが、その後骨折部近傍の骨膜細胞にTGFβの産生が認め

られる。TGFβは骨芽細胞とその系列の細胞によって産生されるが、骨は身体の中で最大量の

TGFβを含有している。TGFβスーパーファミリーに属している BMPｓ（bone morphogenetic 

proteins）も造骨因子であるが、BMPｓが比較的未分化な細胞に作用し、軟骨、骨芽細胞への方

向付けを行うのに対し、TGFβは方向付けの終了した細胞の形質発現の程度を調節するなど、作

用点が異なるものと推定されている。 

 

５） 軟骨 

 軟骨の再生力は一般に弱く、軟骨の欠如のあるときは多くは結合組織の新生によって補われる。

しかし、ある程度は軟骨にも再生力があり、骨の場合と同様に軟骨膜（perichondrium）の細胞が

増殖して軟骨芽細胞（chondroblast）となり、その多数の分裂によって若い肉芽組織をつくり、ここ

に硝子様物質が沈着し、また線維化して硝子軟骨（hyaline cartilage）、線維軟骨（fibrocartilage）

ができる。軟骨の再生にはTGFβとFGFが相乗的に働くほか、BMPｓも未分化細胞から軟骨細胞

への分化作用を示す。 

 

６） 血液・造血 

 血液の成分は強い再生新生能力をもつ。生理的な不断の血球の消費はもちろん病的原因によ

る体内の血球破壊、外傷などによる出血、あるいは炎症などによる血球成分の体内移動、消費な

どに対して造血臓器（hematopoietic organs）が常に敏感に反応して容易に失われた部分を再生

する。各種の血液細胞が造血幹細胞から分化する際には多くの増殖分化因子が作用する。なか

には特定の血球系統にのみ働くものがあり、たとえば赤血球の産生を促進する顆粒球コロニー刺

激因子（granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF）などがそれにあたる。 

 そのほかの多くの因子は多様な作用を発揮し、作用する標的細胞も複数の血球系統に及ぶも

のが多い。顆粒球や単球、マクロファージの産生には顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子

（granulocyte-macrophage colony stimulating factor, GM-CSF）、IL-３、G-CSF、マクロファージコ

ロニー刺激因子（macrophage colony stimulating factor, M-CSF）など多くの増殖因子が関与して

いる。活性化 T 細胞、単球、マクロファージ、線維芽細胞、血管内被細胞などから産生される

GM-CSF は好中球、単球・マクロファージ、好酸球など広い範囲の血球系統に作用する。G-CSF

はエンドトキシン、IL-３、IL-４、GM-CSF の刺激によって単球・マクロファージから産生され、好中

球の産生を特異的に促進する。IL-１、TNFαなどの刺激によって線維芽細胞や血管内皮細胞も

G-CSF を産生する。M-CSF は単球・マクロファージに働き、G-CSF の産生を促し、好中球の産生

を間接的に促進する作用がある。活性化T 細胞によって産生されるIL-３は GM-CSF のように広

い範囲の血球系統に作用するが、より未熟な前駆細胞に対する作用が強い。IL-５も活性化 T 細
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胞によって産生され、好酸球前駆細胞に作用して分化増殖を促し、成熟好酸球を活性化させる。

IL-6 は多彩な生理活性をもっているが、造血系に対しては IL-３同様に未熟な多能性幹細胞の増

殖分化を促進する。巨核球・血小板系に対しては巨核球の成熟作用、血小板増加作用がある。

赤血球系細胞の分化は未熟な造血前駆細胞から前期赤芽球系前駆細胞（BFU-E）、後期赤芽球

系前駆細胞（CFU-E）を経て前赤芽球へ分化する。BFU-E に対しては IL-3 が主として働き、EPO

はCFU-Eの分化増殖を促進する。血小板は成熟巨核球の細胞質から分離し形成されるが、巨核

球・血小板系に対する造血促進作用は、①巨核球系前駆細胞の分化増殖を促進する作用、②巨

核球の成熟を促す作用、③巨核球の血小板産生を促進する作用、の３つのステップに分けること

ができる。第一のステップに働く因子は巨核球コロニー刺激因子（megakaryocyte colony 

stimulating factor, Meg-CSF）で、第２、第３のステップに働く因子はそれぞれMeg-POT（巨核球増

幅因子）および、トロンボポエチン（thrombopoietin, TPO）である。Meg-CSF の作用をもつものとし

て、IL-３、GM-CSF がありMeg-POT 作用をもつものとして、EPO、IL-6、IL-11 などがある。 

 流血中の赤血球（erythrocyte）の平均寿命は約100～120 日とされ、その消耗に対して成人では、

骨髄の赤芽球（erythroblast）の分裂によって常赤芽球（normoblast）を生じ、その核の崩壊

（karyorrhexis）によって赤血球となって血液中に現れる。強い貧血のある場合には、骨髄内の赤

血球形成が間に合わず、有核赤血球や破壊核を含む赤血球が現れ、また形態の大小不同、色

素量の不同の赤血球をみることがある。 

 白血球（leukocyte）の平均寿命は、6～10 日（リンパ球には長命、短命の二種類があり、そのlife 

span はそれぞれ数ヶ月、一週間前後）とされているが、白血球の再生が強く要求されるときは骨

髄が成熟白血球を血行中に送り出すひまがなく、後骨髄球あるいは骨髄球などが血漿中に現れ

ることがある。胎生期には骨髄細胞は骨髄で作られるばかりでなく、各種の組織特に肝、脾内で

多量に作られる。血液の液体成分である血漿（blood plasma）は、リンパ液（lymph）および組織液

（tissue fluid）の血液内移動によって容易に補われる。 

 幼年期の骨髄は赤く、骨髄細胞が多い赤色骨髄（red marrow）が、年とともに、特に長管状骨の

骨幹部では脂肪髄（fat marrow）に移行する。骨髄の物質欠損、多量の出血、血球崩壊、白血病

の場合には、この脂肪髄は再び骨髄細胞の再生によって赤色髄に移行する。さらに病的には骨

髄以外の肝や腎の組織において、髄外造血（extramedullary hematopoiesis）が起こることがある。 

 

７） 筋 

 筋の再生力は一般に弱く、横紋筋はわずかに再生力があるが、平滑筋は再生力が弱く、心筋

はほとんど再生力がない。したがって筋が欠損するか、断裂した場合には、その間隙に周囲の結

合組織が増殖して瘢痕を作り、あるいは脂肪組織の増殖で補われその間にわずかの筋再生を認

めるに過ぎない。しかし、再生力の弱いものは一般に肥大する傾向が強く、筋肉ももっぱら肥大に

よってその機能を補う。造血幹細胞由来の多能性間葉系幹細胞についてはすでに述べたが、近

年、この幹細胞を細胞転換系を用いて心筋細胞に分化させ、心筋梗塞の細胞治療の試みが行わ

れている。 
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８） 神経 

 末梢神経の再生力は強く、その切断や一部の切除によっても容易に再生する。神経線維が切

断されたときには切断端から末梢部は終末に至るまで変性を起こす。中心端は切断部の次にあ

るランビエ絞輪から、時として 3～4 の絞輪まで変性を起こしてくる（ワーラーの編成）。この切断さ

れた神経が直接に癒合することはない。再生現象は中心部の断端の軸索が縦に多数に分裂して

延長し、その大部分が切断された末梢部のシュワン鞘内に侵入していき、他の一部は内外神経

鞘結合組織に侵入延長していく。この再生した線維は、はじめは単に軸索からなるが、後に髄鞘

を生じ、しだいにその太さを増し、ついに末梢部は終末装置と連絡して再生を完成する。切断神経

の両断端の距離が遠い場合や、末端が全く切除されたときには、延長した再生線維は行き場を失

い、末端の瘢痕組織中で球形に増殖して腫瘤状に結節をつくることがある。これを切断神経腫と

いうが、真性の腫瘍ではない。 

 末梢神経の再生には NGF（神経成長因子）が働いている。末梢神経の軸索が破壊されると、そ

の損傷部位周辺でマクロファージから放出されるIL-１の刺激によって、NGF とそのレセプターの

合成が亢進する。神経終末からレセプターを介して取り込まれたNGFは逆行輸送によって細胞体

に運ばれ、神経機能を著しく賦活化させる。ニューロンの分化、神経突起の伸展延長を促進す

る。 

 中枢神経の再生については、ヒトや哺乳動物の神経細胞が胎生後において新生、再生をみるこ

とはない。中枢神経組織に傷害が加わった場合には、星状膠細胞がもっとも良く反応し、修復に

あずかる。細胞は肥大し、増殖する。肥大した細胞は核も肥大し、細胞質にはグリコーゲンやグリ

ア線維が豊富となる（hypertrophic astrocyte）。すなわち、gliosis が起こる。膠組織が多量に作ら

れたときは、結合組織性瘢痕の場合と同様に、局所は灰白色緻密となって硬度を増す。これを硬

化症（sclerosis）という。 

 中枢神経系にも NGF およびそのレセプターの局在が示されている。成熟ラットでは前脳基底野、

海馬、新皮質にNGFが局在するが、前脳基底野のNGFは海馬、新皮質で産生されたものが逆行

輸送によって運ばれたものである。中枢神経での NGF はニューロンの分化促進、シナプス形成、

生存維持に働いている。脳の老化過程で生じるニューロンの変性脱落にもNGF 産生が関係して

おり、老化ラットの海馬におけるNGF 含有量は成熟若年ラットに比べ約 40％減少していることが

示されている。NGF にその一次構造が極めて類似する脳由来神経栄養因子（brain-derived 

neurotropic factor, BDNF）も脳、脊髄に発現しており、NGF と類似の生理活性をもっている。その

ほか FGF、EGF、IGF-Ⅱ、IL-6 も神経栄養因子として働く。アストロサイトで産生されるグリア細胞

成長因子（glia maturation factor, GMF）はグリア細胞の増殖を促進し、分化を誘導するほか、ニュ

ーロンの生存維持にも働いている。 

 

９） 実質細胞 

 肝、脾、内分泌腺、唾液腺、腎尿細管、皮膚の細胞などは比較的安定な細胞である。しかし肝
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の部分的な破壊（切除）は、周辺部の肝細胞の完全な再生によって急速に修復される。しかし、支

持間質組織がなければ、実質細胞は不規則かつ原組織との類似性の乏しい組織をつくる。 

 動物実験では、肝切除を部分的に行うと、血中に肝細胞増殖因子（hepatocyte growth factor, 

HGF）が産生されて残存肝の分裂を刺激する。HGF の種々の上皮細胞に対する細胞活性につい

てはすでに述べた。 

 肺の肺胞上皮、気管支上皮もまた再生力の極めて旺盛な組織である（8）。 

 

 

6. 歯周組織の再生について  

１） 創傷治癒の原則と肉芽組織 

 創傷の治癒は、組織の損傷、炎症、壊死組織および異物の排除、修復、という連続的な過程を

経て、外見上損傷が補綴され、機能障害が除かれたときに完了する。創傷の治癒は一般に、完

全治癒（一次的治癒）と不完全治癒（二次的治癒）に分類されている。前者は肉芽組織がほとんど

関与せず、損傷を受けた局所が元の組織構造に完全に復旧する場合で、外科的無菌的な切創な

どの治癒である。後者は肉芽組織が関与し、多少とも瘢痕を残して治癒するもので、創傷が大きく、

また創面が露出したり、細菌の感染を合併したりした場合の治癒である。 

 肉芽組織は結合組織自体の欠損のみならず、他組織の再生が不十分な場合に、創傷治癒の

一機序として一時的または永久的組織補填のために出現する。肉芽組織は幼若な血管結合織で、

構成成分は毛細血管、線維芽細胞、好中球、リンパ球、形質細胞、組織球などの炎症性細胞の

ほかに、酸性ムコ多糖やコラーゲンなどである。肉芽組織は古くなるにつれ細胞成分が減少し、

相対的に線維成分が増加し、最終的には瘢痕組織となる。肉芽組織は創傷治癒の際に出現する

だけではなく、組織欠損の補充、外来性または内性の異物処理、および炎症にも関与する。 

 表皮や粘膜上皮は、生理的な状態でも生涯分裂を続ける細胞からなるため、更新性組織と呼

ばれている。骨、軟骨、結合組織などは、生理的再生は低下しているが、潜在的には強い増殖能

を有し、必要に応じて分裂、増殖するため、安定性組織と呼ばれている。脳の神経線維や心筋細

胞などは早期に分化を完了し、分裂能を失ったものは恒常性組織と呼ばれている。歯周組織のう

ち、歯肉上皮は更新性組織で、他の組織は間葉組織由来であり、安定性組織である。つまり、上

皮も間葉組織も、基本的には強い再生能力をもっているという事である。 

 治癒、再生、修復という用語は一般に同義語として用いることが多いが、厳密にはその意味は

若干異なる。「治癒（healing）」は包括的な術語で、手段が何であっても、障害が回復した組織の状

態を述べる場合に用いる。「再生（regeneration）」は組織損傷の原因が何であれ、失われた組織

が隣接の生きている細胞の増殖によって完全に元の状態に回復することをいう。換言すれば「再

生」は、細胞を支えている枠組みは傷害されることなしに、細胞だけが死んで抜けたあとに同一の

細胞が分裂して、抜けた後を埋めるというような微小なレベルで起こる事柄をいう。 

 このようなかたちの治癒がもっとも望ましいが、組織が損傷を受けた場合、一般に血管構築が乱

されるので、完全な再生は期待できない。多くの場合、不完全な再生が行われる。これを「修復
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repair」という。修復が起こる場合は必ず、結合組織の反応、すなわち肉芽組織の形成という反応

が起こる。この肉芽組織がなんらかの組織によって置換される。これを「置換による治癒（healing 

by replacement」」という（9）。 

 

２） 治癒過程における上皮の役割 

 被覆上皮が損傷を受けると、肉芽組織の反応と同時に残存上皮による修復が開始される。これ

が上皮化である。上皮化は、①上皮細胞の遊走と増殖、②上皮の分化という２つの段階を経て完

成される。気管粘膜の円柱上皮では、損傷を受けてから一時間以内に細胞遊走が始まり、それよ

りやや遅れて数時間後に細胞の増殖が起こるとされている。細胞が増殖し、ある一定の密度にな

ると増殖はストップして、細胞は分化を始める。 

 口腔粘膜における創傷治癒は、①創傷分泌物による被覆、②肉芽組織の形成、③上皮の修復

によって起こる。つまり、粘膜に損傷が加えられると、まず創面が凝血、血球、繊維素、組織破壊

産物などからなる創傷分泌物で覆われている。これらの分泌物は創面を保護し、感染防御の役

目をはたす。ついで既存の血管結合織から肉芽組織が生じ、欠損部を埋めるように増殖する。同

時に上皮の修復が起こるが、損傷を受けてから数時間後には上皮細胞の遊走が始まる。また、

創傷断端部は変性、壊死に陥るので、再生上皮の分裂、増殖は断端より0.2～0.3mm 離れた部に

起こる。この部の細胞は損傷をうけてから1～2 日後に細胞分裂はピークに達する。これは、損傷

に対して上皮細胞がきわめて迅速に修復するための反応を示すことを意味する。分裂、増殖した

再生細胞が創面すなわち肉芽組織や創傷分泌物の中を遊走し、創面をおおい、ついで分化、成

熟する。（10）（11）  

 細胞が遊走するメカニズムは、はっきりわかっていないが、細胞内のアクチンなどの収縮タンパ

クと細胞表面の接着タンパクが関与していると考えられる。また、上皮の再生は基底板に沿って

起こることから、結合組織からの情報が基底版を介して上皮細胞に伝えられ、上皮の極性と方向

性が決まると考えられている。 

 組織に傷害が加えられ、間質結合織が露出すると、上皮がその表面に遊走してきて、生体の内

部環境を保護しようとする。その際、上皮と結合組織には相互作用が働き、互いの分化、成熟を

助け合う仕組みになっている。 

 

３） 歯肉の再生 

 生体のどの場所を見ても、外部環境と内部環境の間には必ず上皮が存在する。正常では内部

環境、すなわち間質の血管結合織が直接外部に露出していることはない。ところが、歯は歯槽（内

部環境）から口腔上皮を貫通して、口腔内（外部環境）に突出している。このような特殊な構造を

示す組織は、身体のほかの部には見られない。このことが他の被覆上皮と異なる、歯肉の特殊性

といえる。この特殊性が、歯肉の再生を左右する重要な因子となっていると考えられている。 

（１） 歯肉切除術後の上皮の再生 

 歯肉を切除した後、歯肉が再生されることは良く知られており、その微細構造についても数多く
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報告されている。ここではラットを用いた歯肉の再生実験を紹介する。（12） 

 Sprague-Dawley系雄ラット臼歯部口蓋側の歯肉を切除し、切除後・切除後1 日・3 日・5 日・7 日

目に屠殺し、光顕的ならびに電顕的に検索した。歯肉切除直後の切断端には多量のフィブリンお

よび赤血球が存在し、電顕的には、切断端の上皮細胞は数層にわたって著しい変性を起こし、細

胞内小器官などは不明瞭となり、細胞内には大小の空胞を入れたものや、崩壊した細胞などが

認められる。 

 歯肉切除後 1 日目では上皮の再生が始まり、創面上にはフィブリンがもりあがるように付着して

おり、電顕的には、変性した細胞と細菌を貪食した好中球が多数認められる。 

 3 日目には、再生上皮は創面を被覆しながら歯の表面に向かって増殖し、その一部が歯と接触

するようになる。電顕的には、再生上皮の細胞間隙は対照群の付着上皮のそれよりやや広く、好

中球の数も多くなっている。再生上皮の直下には拡張した遊走性毛細血管が認められ、血管周

囲にも多数の好中球が存在している。再生上皮基底側の細胞は高円柱状を呈し、細胞内小器官

の発達は悪く、細胞質全体は高電子密度を呈している。 

 5 日目になると、再生上皮はほとんど創面を覆い、対照群の付着上皮と極めてよく類似してくる。

電顕的には細胞間隙は広く、その中に多数の好中球を入れている。エナメル側には明らかな基底

板と半接着斑が認められるが、上皮の結合組織側にはまだ完全な基底版の形成は見られない。 

 7 日目には、対照群の歯肉縁と比べてその形態が鈍角となっているものの、再生上皮は歯頚部

のセメント・エナメル境にまで達している。電顕的には、エナメル側の基底板は再生上皮の先端ま

で伸びているが、結合織側の基底板と半接着斑の形成は相変わらず不完全である。再生付着上

皮の基底板と半接着斑は、結合織側よりエナメル側においてより早く形成される。このことはエナ

メル側の基底板と半接着斑は上皮によって作られ、結合織側のそれらは上皮と結合組織の両者

によって形成されることを示唆している。 

 歯肉の再生で興味深いことは、再生してくる歯肉は、切除前と同様の形態に復することである。

付着上皮の歯との接着する位置も、歯肉の外形もほとんど元の状態に戻る。これは、再生に際し

て細胞や組織には元に戻ろうとする、いわゆる構造的恒常性が存在するためと考えられる。 

 

（２） 歯肉溝の環境と上皮の角化 

 このように歯肉を切除した後、歯肉口腔上皮、歯肉溝上皮および付着上皮は再生する。 再生

付着上皮は、口腔上皮由来の細胞で、口腔上皮が分裂、増殖、遊走して、付着上皮となったもの

と考えられている。つまり、付着上皮は形態学的にも口腔上皮とは異なるが、これは付着上皮が

歯と接着することによって、口腔上皮とは異なる環境である歯肉溝の環境（sulcular environment）

に置かれるとためと思われる。 

 この付着上皮の特徴と関連して Cffessse らは、歯肉弁を形成した後、これを伸展し、既存の付

着上皮と歯肉溝上皮を内側にたたみ込んで縫合することによって、口腔上皮が直接歯と接触する

ようにして上皮の形態的変化を検索した（13）。時間の経過に伴って、歯と接触している上皮はそ

の厚みを減じ、釘脚の延長も見られなくなり、非角化上皮の特徴を示し、付着上皮を歯から離すと
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角化上皮に変換することも知られている。 

 

（３） 長い付着上皮 

 歯周組織に炎症がない場合には、上記のように歯肉は再生し、付着上皮はセメント・エナメル境

部に付着するこの上皮の付着の位置は歯を挺出（extrusion）したり、圧下（intrusion）したりしても

変化しない。（14）(15)（16） 

 ところが、歯周炎に罹患した歯に対しては、フラップを作製し、ルートプレーニングを行っていても

結合組織性付着は得られず、多くの場合、歯の表面には長い付着上皮（long junctional 

epithelium）が形成され、いわゆる上皮性の付着が起こるとされている（16）（17）（18）。 

 

４） 歯槽骨、セメント質、歯周靭帯（歯根膜）の再生 

 種々の条件下における歯周組織の治癒過程において検索した研究は、数多く報告されている。

ここではまず、健康な歯周組織に外科的損傷を加えた場合の治癒について、特に歯槽骨、セメン

ト質および歯周靭帯は再生するかについて述べる。 

 

（１） 実験的な歯周組織再生 

 雑種成犬を用いて歯周組織の粘膜骨膜弁を弁状に剥離し、フィッシャーバーで歯根部の歯槽骨、

歯周靭帯およびセメント質を経て、象牙質にいたる窩洞（直径 2～3mm）を形成し、粘膜骨膜弁を

元に戻して、治癒の過程を経時的に検索した報告がある。（19）（20） 

 窩洞ははじめ滲出液で満たされ、ついで歯周靭帯断端、歯槽骨断端および骨膜から肉芽組織

が増殖してきて、窩洞は幼若な血管結合織で占められるようになる。そして、しだいに歯槽骨断端

に骨芽細胞が排列し、骨梁の形成が始まる。骨梁はしだいに伸張し、削除された歯槽骨部を橋渡

しするように結合する。骨梁は更に増殖し、象牙質窩洞の凸部に対応して凸形を呈するようにな

る。 

 一方、窩洞の象牙質露出面にはセメント芽細胞が排列し、類セメント質、ついでセメント質が形

成される。そして、新生骨と新生セメント質との間に歯周靭帯が形成される。歯周靭帯線維および

線維芽細胞の走行はしだいに規則正しくなり、血管の豊富な歯周靭帯中間叢も明瞭となる。新生

骨は改造現象によって層状を示すようになり、既存骨と新生骨の境界線も消失して、新生歯周靭

帯も既存の歯周靭帯とほぼ同様の構造を呈するようになる。 

 興味深いことに、新生した歯槽骨、セメント質、歯周靭帯によって構成される歯周靭帯腔は、既

存（窩洞を形成しなかった部）の歯周靭帯によって構成される歯周靭帯腔と同じ幅になっていた。

これは構造的恒常性が働いたためと考えられるが、損傷を受けた部がほぼもとの状態に復したこ

とから、この部分の治癒の形態は修復というより再生というべきであろう。 

 

（２） 歯周組織再生における歯周靭帯の重要性 

 このように歯周組織に再生が起きたのは、既存の歯周靭帯および骨膜から増殖してきた細胞の
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中に未分化間葉細胞が含まれており、これらが骨芽細胞、セメント芽細胞および歯周靭帯の線維

芽細胞に分化し、歯槽骨、セメント質および歯周靭帯がそれぞれ形成されたためと考えた。 

 歯周靭帯由来の細胞が歯周組織の再生に重要な役割を果たすことは、Isidor らの研究によって

も証明されている。彼らの実験では、サルを用い、歯冠部を除去したのち、人工的に楔状骨欠損

をつくり、その周囲の歯周靭帯、セメント質を除去した。結合織性の結合と歯周靭帯の増殖はどの

ような関連があるかを検索するため、実験群には弾力性の結紮糸を欠損底部に固く縛って、歯周

靭帯の上部増殖を抑えるようにした。一方、対照群には歯周靭帯の増殖を妨げないように欠損底

部に結紮糸をゆるく縛った。その結果、対照群では１４例中１０例に歯冠側の新付着があったのに

対し、実験群では１８例中わずか１例にしか付着は起きなかった。このことは、歯周組織の再生

（セメント質の新形成や結合織性付着の形成）のためには、歯周靭帯からの細胞の遊走が必須で

あることを意味している。 

 

（３）歯周組織の再生と細胞の動態 

 セメント質や骨を新生する細胞がどこから出現するのかを明らかにするために、オートラジオグ

ラフィーを用いて検索したが報告がある。術後何日目にどの細胞が増殖するかを調べるため、

3H-thymidine を歯根窩洞を形成した動物に経時的に投与し、投与後一時間で屠殺して観察した

報告がある。その結果、術後 3 日目の歯周靭帯断端部（血管周囲を含む）や外骨膜部の細胞が

高い標識率を示した。これは外科的侵襲に対して歯周靭帯断端や外骨膜の細胞が強く反応し、

増殖したことを示し、これらの細胞が近い将来、再生歯周組織を構成する細胞になることを示唆し

ている。 

 また、窩洞形成後3 日目に3H-thymidine を投与し、さらに 11 日後に動物を屠殺して検索したと

ころ、標識された細胞が新生セメント質中に存在していた。これは歯周靭帯断端あるいは骨膜由

来の細胞が象牙質表面に遊走していき、そこでセメント芽細胞に分化し、セメント質を形成した後、

セメント質中に埋入されたものと考えられた。 

 歯周組織がキュレッタージ、フラップオペレーション、ルートプレーニングなどの外科的侵襲を受

けると、組織はこの侵襲に対して再生性の応答を示す。歯周組織の再生という形で表現されるこ

の組織応答を解析、考察するために、Shimono らは歯周組織における細胞分化を、①既存の細

胞が直接歯周組織を構成する細胞に分化、成熟する場合（第一様式）と、②既存の細胞が一度

脱分化し、未分化間葉細胞を経由して歯周組織を構成する細胞に分化する場合（第二様式）とに

分類している（15）（21）（22）（23）。 

 第一様式は、歯周組織には胎生期よりセメント芽細胞、線維芽細胞および骨芽細胞にそれぞれ

分化、成熟するように遺伝子に規定されている細胞が存在している。外科的侵襲が加えられると、

これらの細胞が分裂、増殖して、骨芽細胞、線維芽細胞およびセメント芽細胞に分化するというも

のである。侵襲が比較的軽度の場合には、このような治癒が起こると考えられる。 

 第二様式は、既存の健康な歯周靭帯や骨膜の細胞が脱分化し、分化能、増殖能を獲得し、未

分化間葉細胞となる。術後 3 日目は細胞分裂が最も盛んな時期である。この未分化間葉細胞は
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組織欠損部を遊走していき、既存の歯槽骨と接触すると（歯槽骨の誘導によって）骨芽細胞に分

化し、骨を形成する。また、間葉細胞が象牙質に接触すると（それらの誘導により）セメント芽細胞

に分化し、セメント質を形成する。さらに、他の間葉細胞は骨とセメント質の間で線維芽細胞に分

化し、歯周靭帯線維を形成する。このような治癒機転は細胞分裂、増殖が強く起きた場合にみら

れる。 

 要するに、歯周組織は極めて強い修復能力を有し、歯周靭帯組織の中には骨、セメント質、歯

周靭帯を作る能力のある細胞が存在しているということが示唆される（11）（21）（22）（23.）（24） 

 

 

7. 組織工学・再生医学について 

 再生医学という言葉には二つの側面がある。臨床医学での応用を目指した再生医療、すなわち

臓器移植、人工臓器置換に代わるいわゆる‘Tissue Engineering’と、もう一つは生体再生のメカニ

ズムを研究する発生工学、分子生物学を包括する再生生物学である。後者は主に基礎的研究の

色彩が強く、「イモリの手足は再生するのに、なぜヒトの手足は再生しないのか？」と問う研究であ

る。二つの側面が有機的に発展することが最終的に全体の医療を向上させることは言うまでもな

い。 

 培養細胞を利用して使用可能な組織を作製するTissue Engineering という概念が発表されたの

は 1980 年代後半である。すでにTissue Engineering という言葉は米国では広く認知されるに至っ

ており、現在全世界に爆発的に普及し、様々な研究がなされている。わが国では当初、「組織工

学」と直訳されていたが、その言葉のイメージがなじまず、最近では「再生医療」、「再生医工学」

の言葉のほうが普及しているようである。ここでは再生医学という用語を用いる（25）。 

  

 腎移植、心臓移植、肝臓移植をはじめとする臓器移植は不可逆的な臓器障害に対する極めて

有効な治療法である。しかし、ドナーの絶対的不足があり、拒絶反応や手術による患者への肉体

的、経済的負担も大きい。近年の胚性幹細胞（embryonic stem cell）つまり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（26）。 
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１） 一般的な組織工学・再生医学について 

 再生医学とは体外において増幅した細胞、あるいは人工的に構築した組織を移植することによ

り成立する医学である。そのためには、増幅する細胞、そのための増殖因子、そして組織を形作

るための足場（scaffold）が必要であり、これら三つは再生医学の三要素と呼ばれることもある。 

 とりわけ体外において幹細胞をいかにして増幅させるかは、再生医学を成立させる上で大きな

キーポイントになる。幹細胞には、大人になってからもそれぞれの臓器に存在する臓器幹細胞と、

初期胚から樹立された胚性幹細胞がある。再生医学を理解するには、まず、幹細胞を再生医学

に利用できるように制御するためには、まず臓器幹細胞と胚性幹細胞がどのような細胞であるか

を知る必要がある。また、幹細胞を再生医学に利用できるように制御するためには、これらの細

胞がどのような分子基盤によって維持され、その増殖と分化が制御されているかを知らなければ

ならない。 

 

（１） 細胞 

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。血液細胞は消化管上

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とい

われている。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。 

  

②胚性幹細胞 
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 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（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。 

 

③幹細胞システムの維持機構 

 臓器幹細胞が維持されるには幹細胞だけでは不可能であり、それぞれの幹細胞が存在するニ

ッチ（niche）が必要である。ニッチからのシグナルが幹細胞の未分化性を維持していると考えられ

ている。ニッチの本態は長い間不明のままであったが、その研究はここ数年の間に非常な勢いで

進んでいる。それぞれの臓器幹細胞に特有な維持機構も存在するが、いくつもの幹細胞システム

に共通した分子基盤も存在することがわかってきている。複数の幹細胞システムにおいて重要な

シグナルとしては、Notch、Wnt、BMP、SCF/c-kit などが挙げられる。これらの分子の下流分子と

して、STAT、PI３K/Akt、あるいは、いろいろなｂHLH転写因子が重要な機能を果たしている。ほか

にも、細胞外シグナルとの関連は明らかではないが、Bmi-1 や Hox 遺伝子群など、ホメオボックス

遺伝子あるいは Polycomb の遺伝子も重要な機能を有していることが明らかにされつつある。幹

細胞の維持や幹細胞からの分化には、ゲノムのエピジェネティックな修飾も必要である。発生過

程におけるゲノムインプリンティング、および細胞分化におけるDNA のメチル化やヒストンの修飾

も、幹細胞システムを考えるうえで重要な因子である。おそらく、猛烈な勢いで研究が進められて

いるmiRNA（micro RNA）や siRNA（short interference RNA）なども幹細胞システムの制御に関与

していると考えられる（27）。 

 

④TA 細胞（transit amplifying/transient amplifying） 

一般的に、幹細胞はあまり分化しない細胞であるとされている。しかし、幹細胞から少し分化して

段階の細胞、TA細胞が盛んに増殖して、数多くの分化した細胞を作ると考えられている。TA細胞

は、分化のある段階において短期間だけ存在する細胞であり、幹細胞よりは分化段階が進んで

いるが、完全には成熟していない状態の細胞を指す。 
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⑤サテライト細胞 

 骨格筋には、骨格筋細胞と基底膜の間にサテライト細胞と呼ばれる細胞が存在している。サテ

ライト細胞は細胞周期が止まった状態で存在しており、外傷といったストレスに対する反応や成長

において、増殖し筋前駆細胞へと分化し、筋線維と融合する。このように、サテライト細胞は骨格

筋の前駆細胞として機能する。骨格筋の変性と再生を繰り返しても、サテライト細胞の数はあまり

変化しないので、前駆細胞というより幹細胞ではないかとも考えられているが、サテライト細胞自

体がヘテロな集団であり、自己複製能を持つかどうかなど含めて、幹細胞と断言できる証拠はな

い。また、サテライト細胞は、生体内では筋細胞にしか分化しないが、試験管内では脂肪細胞や

骨芽細胞に分化する能力を持つことも報告されている。 

 放射線照射した筋ジストロフィーモデルのmdxマウスに、正常マウスの骨格筋SP 細胞を移植す

ると、サテライト細胞、骨格筋細胞、さらに造血系の細胞に分化する。クローナルな解析が行われ

ていないので、血液細胞と骨格筋細胞の両方に分化する能力を持った幹細胞が骨格筋に存在す

るかどうかは確認されていない。一方、転写因子であるPax7 のノックアウトマウスではサテライト

細胞は存在しないが、造血幹細胞もSP 細胞も存在する。これらの結果から、骨格筋にはサテライ

ト細胞のほかに、別の種類の幹細胞が存在するのではないかとも推定されているが、詳細は不

明である（28）。 

 

（２） 足場（骨組み） 

 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たり組織内に組み込ま

せたりすることができる。 

 

（３）増殖因子（シグナル） 

 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-β、FGF、ホメオボックス、ヘ

ッジホッグやWNT がこれに相当する。（29） 

 

２） 歯周組織の tissues engineering について 

 組織工学とは、再生しようとする組織の細胞を成体外において足場上で増殖させ、成長因子を

用い分化の方向を誘導した上で生体内に移植することで組織を効率よく再生しようとする方法で

ある。歯周領域では、歯が口腔粘膜を貫通して萌出しているという物理的に極めて弱い、特殊な

構造を有すること、また口腔内というプラークなどの感染に絶えずさらされているという最悪の条
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件にあることから、この 3 要素以外に感染対策が極めて重要となる。 

 

（１） 細胞       

 臨床応用を念頭にした場合、骨髄幹細胞を用いるのが最適であると考えられる。 

 歯周組織を再生しようとする場合、一つの大きな問題が横たわっている。それは歯周組織が単

一な組織ではなく、セメント質、歯根膜そして歯槽骨の三種類の組織より構成されていることであ

る。すなわち歯周組織を組織工学的に再生しようとする場合、それぞれの組織に分化しうる細胞

を用いなければならない。セメント質の再生にはセメント芽細胞が直接的細胞であるが、この他に

歯根膜細胞、骨髄幹細胞もセメント芽細胞に分化できる可能性を有している。歯根膜は歯根膜細

胞であるが、骨髄幹細胞からも分化しうる。歯槽骨は骨芽細胞が直接的な細胞であるが、歯根膜

細胞や骨髄幹細胞からも分化する可能性がある。このように複数の組織を扱う場合、その組織を

直接的に構成する細胞を用いるのが最も有効であると思われるが、その取り扱いは極めて複雑

となる。そこで各組織に分化しうる能力を持った一種類の細胞を用いて、成長因子などで分化の

方向を変えてそれぞれ目的の組織を再生する方法が考えられる。このように考えると、歯周組織

再生に共通に働く細胞は歯根膜細胞と骨髄幹細胞ということになる。この他にES 細胞（胚性幹細

胞）も極めて有効な細胞と考えられるが、歯科では敷居の高い細胞であり、倫理的にも問題が残

る。臨床応用を念頭にした場合、歯根膜細胞を得るには歯を抜歯しなくてはならないことから、骨

髄幹細胞を用いるのが最も臨床的であると考えられる。 

 

（２） 足場 

足場としてはβ-TCP、ハイドロキシアパタイト（HAP）、コラーゲン、PLGA などが考えられている。

足場と細胞および成長因子との相性などがあることから、それぞれのマッチングを検討していくこ

とが必要である。 

 

（３） 増殖因子 

 歯周組織再生に使用可能な成長因子としては線維芽細胞増殖因子（b-FGF）、エナメルタンパク、

骨誘導タンパク質（BMP-7）などがある。エナメルタンパクはすでにエムドゲインゲルとして臨床に

応用され、セメント質再生を伴う新付着を獲得できることが確認されている。ｂ-FGF は 2005 年 5

月の段階で、臨床治験第2相が終了し、近い将来歯周領域においても使用可能となると思われる。

BMP-2 はヒトに応用すると強い炎症反応が生じることが示され、現在臨床治験は中止されている

が BMP-7 は欧米においてすでに臨床応用されている。（30） 

 

（４） 歯科における再生医療の歴史 

 近年、喪失あるいは機能の低下した組織や臓器を再生する再生医療が注目されている。従来

の材料で欠損部を補填する方法では、回復できる機能に限界があることから、21 世紀の新しい医

療として再生医療には大きな期待が寄せられている。ここでは、歯科領域における再生医療の歴
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史を概観し、歯科における細胞療法、歯の再生医療について述べる。 

 ドイツの Hermann が水酸化カルシウムを断髄に使用するとdentin bridge が形成されることを報

告した。その後、1982 年にNyman が歯周組織の再生法として GTR（Guided Tissue Regeneration）

を提唱した（31）。再生させたい組織に再生するためのスペースを与えるというアイデアは、1988

年に報告されたGBR（Guided Bone Regeneration）へと発展した（32）。 

 1960 年代にシベリアの整形外科医 Ilizarov により確立された仮骨延長法は、骨組織が本来もっ

ている治癒能力を骨増量に利用した方法である（33）。初期の仮骨延長法は長幹骨を長軸方向に

延長する方法であったが、その後様々な装置が開発され、1990 年代になると顎顔面領域での三

次元的な骨増量にも使用されるようになった。現在では仮骨延長法を用いて、無歯顎顎堤を垂直

方向あるいは水平方向へ増大させることが可能になっている。 

 1990 年代の後半には新たな歯科再生医療法が次々と登場した。1997 年には Emdogain をもちい

た歯周組織の再生（34）、骨誘導因子のBMP2 あるいはBMP7 を用いた歯科領域での骨造成が報

告された（35）（36）。さらに1998 年にはMarx によりPlatelet-rich Plasma（PRP）を用いた骨造成が

報告された（37）。 

 1960年代にUrist が脱灰した骨を皮下あるいは筋肉内に移植すると骨が形成される現象を発見

し、骨の中に存在する骨誘導因子をBone Morophogenetic Protein（BMP）と命名した（38）。長年

BMP の本体は不明であったが、1988 年に cDNA がクローニングされ（39）、1990 年代において

BMP のリコンビナントタンパクの整形外科や歯科領域での臨床応用が検討された。現状ではヒト

において骨造成を行うためには、mg 単位のリコンビナントBMP が必要であり、この点が克服され

ないと、歯科臨床での骨造成へのBMP の臨床応用は困難である。 

 患者の血液から種々の増殖因子を豊富に含む血小板を濃縮した PRP は、増殖因子のカクテル

である。PRP は自己血由来であるため、血小板製剤を使用した場合に危惧される感染の危険性

がない。PRP を骨造成に使用した場合、未使用に比べて最終的な骨の増加量に差が有るかにつ

いては明らかではないが、治癒過程を著しく促進することは明らかである。PRP単独ではスペース

の確保が困難なため、自家骨やリン酸カルシウム系の骨補填材と混合して使用されている。症例

の違いによるこれらの混合物の選択基準や混合比率については、今後明らかにされる必要があ

る。 

 現在 24 種類の FGF（Fibroblast Growth Factor）が存在することが知られているが、臨床応用に

関する研究では FGF2（塩基性 FGF、Basic FGF）に関するものが最も多い。ヒトリコンビナント

FGF2（ｒｈFGF2）は既に難治性潰瘍の治療薬として臨床応用されており、骨折の治癒促進作用を

示す（40）ことから整形外科領域での治験がおこなわれている。また、ｒｈFGF2 は歯周組織再生に

も有効であり（41）Murakami らを中心にｒｈFGF2 の歯周組織再生に対する有効性についての治験

が行われている。先にあげたように、近い将来ｒｈFGF2 が骨造成や歯周組織の再生の目的で臨

床応用される可能性は高いと考えられている。 

（５） 歯科における細胞治療 

 組織再生には「細胞」「増殖因子」「足場（Scaffold）」の 3 要素が必要とされている。組織の欠損
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が大きい場合には、欠損部周囲に存在する細胞のみに欠損部の再生を期待することは困難であ

り、組織の再生に必要な細胞を外部から供給する細胞治療は理にかなっている。 

 すでに臨床応用されている細胞を用いた再生医療として培養皮膚がある。アメリカでは

Dermagraft に代表される培養皮膚が製品として発売されている。Dermagraft はヒトの皮下結合組

織の線維芽細胞を培養し、それを吸収性の足場に組み込んだ製品であり、これは培養真皮とも

呼ばれる。Dermagraft を使用することは細胞の他家移植を行うことになる。このように培養線維芽

細胞を用いる方法の他に、培養上皮細胞の層を用いる方法、培養上皮細胞と培養線維芽細胞を

組み合わせて用いる方法がある。また細胞として、他人の細胞を用いる方法がある。自己の細胞

を培養して移植する自己細胞移植は、コストと手間がかかるが、わが国においては受け入れられ

やすいと考えられる。歯科領域では Ueda が培養粘膜の有効性を報告している（42）。 

 Friedenstein は骨髄組織中に軟骨細胞や骨芽細胞の前駆細胞が存在し、この細胞が軟骨細胞

や骨芽細胞に分化して、軟骨や骨を形成することを報告した（43）。先にあげたように最近、骨髄

中に胚性幹細胞（ES 細胞）に匹敵する多分化能を持った幹細胞が存在することが明らかにされた

（44）。骨髄の細胞を用いる場合には、ES 細胞を用いる場合のような倫理的問題がないこと、細胞

を得ることが容易であることが大きな利点である。 

 培養骨髄細胞とリン酸カルシウム系の生体材料を組み合わせ、それを大きな骨欠損部に埋入

することにより、その欠損部が治癒したという臨床報告がなされている（45）。わが国においても一

部の施設において、同様の手法を用いた骨の再建や骨の造成が試みられている。自家骨移植は

骨再建のゴールドスタンダードであるが、採取できる移植骨の量に限界があることや移植骨の採

取部位に侵襲があることが問題である。培養骨髄細胞を用いることで、このような問題を回避でき

る。一方、培養骨髄細胞は歯周組織の再生にも有効であり、Kurihara らは、培養骨髄細胞を用い

た歯周組織の再生の臨床試験を開始している（46）。 

 

各種方法の問題点 

①骨移植 

 骨移植は古くから歯周組織をこの骨移植によって X 線的には優れた骨の再生が生じたように思

われたが、組織学的に観察を行うと、歯肉上皮の深部増殖により長い上皮性付着（long epithelial 

attachment）が生じていることが多く（47）、新生セメント質 、歯根膜の再生による、いわゆる新付着

による歯周組織の回復は根尖側においてわずかに認められていたに過ぎない（48）。とくに人工

骨補填材では優れた組織親和性や骨伝導能はあるものの骨誘導能は認められない（49）ことから、

移植骨が歯肉結合組織中に迷入しているだけで生着していない場合も多く認められた（50）（51）。

現在でも骨の再生には自家骨移植に勝るものはなく、再生の場の確保のためなどに広く用いられ

ている方法である。 

②GTR 法 

 GTR 法すでに 20 年を超える歴史があり、現在においても比較的予知性の高い方法として広く臨

床において用いられているが、広範囲な骨欠損を有する症例の場合、十分な成果を上げることが
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難しいこと、適応症が限られていること、術式が複雑であること、そして手術後の感染が生じやす

いなどの問題点も多く指摘されている。 

③エムドゲインR 

 エナメルマトリックス蛋白を主成分にしたエムドゲインRは臨床において一定の効果が認められ

ている（52）（53）（54）が、エムドゲインR中に含まれる種々の成分のうち、どの成分が歯周組織の

再生に関与しているかについては不明であるばかりか、その作用機序についても推測の域を出

ていない。（55） 

 

 

8. 幹細胞について 

 

１） 骨髄の幹細胞について 

①間葉系幹細胞とは 

 成体の骨髄は造血の場として機能しており、造血幹細胞は骨髄という環境で自己複製しながら、

血球前駆細胞を次々と産生している。骨髄中の造血幹細胞の維持には、骨髄ストローマ細胞が

重要な働きをしている。骨髄間質細胞は、複雑な三次元網目構造を形成しており、造血幹細胞は

その構造の中で未分化状態を維持したり、分化したりしている。骨髄から細胞を分離して培養す

ると、培養皿に接着しない血球系細胞と、接着する線維芽細胞様のストローマ細胞が見られる。

モルモットの骨髄から単離したストローマ細胞を、培地は通過できるが細胞は通れないチャンバー

に詰め、皮膚科に移植すると、チャンバー内のストローマ細胞は骨に分化した。また、マウスのス

トローマ細胞をマウスに移植すると、骨、軟骨、および腱になるほか、脂肪細胞へと分化すること

が知られている。ストローマ細胞は培養条件によって骨芽細胞、脂肪細胞、および軟骨細胞など

の間葉系細胞へと分化することから、造血幹細胞とは異なった幹細胞として注目されており、間葉

系幹細胞（mesenchymal stemcell, marrow stromal cell）と呼ばれている。骨髄中のストローマ細胞

のすべてが間葉系幹細胞としての性質を示すわけではなく、多分化能をもった細胞は、ストローマ

細胞集団の一部であると考えられている。骨髄中に存在する間葉系幹細胞の割合は、成人では

骨髄に含まれる細胞の数十万分の一と考えられており、その割合は年齢とともに減少していく。現

在までに、間葉系幹細胞を特異的に識別するマーカーがないため、間葉系幹細胞の由来や性質

がはっきりわかっているわけではないが、ヒト骨髄ストローマ細胞の中でも、比較的小さい細胞が

間葉系幹細胞としての多分化能を示すことが知られている。 

 

②間葉系幹細胞から中胚葉系細胞への分化誘導 

 間葉系幹細胞は骨芽細胞や脂肪細胞などの細胞へと分化誘導できるので、分化した細胞を用

いた移植治療が考えられている。ヒト間葉系幹細胞を目的の細胞集団へと分化誘導するため、さ

まざまな培養条件が検討されている。間葉系幹細胞は、培地にデキサメタゾン、ビタミン D、およ

びBMP-２（Bone morphogenetic protein-2）を加えて培養すると、アルカリホスファターゼを発現す
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る骨芽細胞へ分化誘導される。また、培地に1-methyl-3-isobutylanthine、デキサメタゾン、インシ

ュリン、およびインドメタシンを加えて培養すると、95％以上の細胞が脂肪細胞に分化する。さらに、

間葉系幹細胞は細胞塊にして、無血清状態でTGF(transforming growth factor)-β3 を添加して培

養すると、軟骨細胞へ分化する。このように、ヒトの骨髄から分離した間葉系幹細胞は、培養条件

を変えることによって、骨芽細胞、軟骨細胞、および脂肪細胞へと自在に分化誘導できる。 

 

③間葉系幹細胞から神経系細胞への分化 

 間葉系幹細胞は骨髄の細胞であるから、骨芽細胞や軟骨細胞へと分化することは理解しやす

い。しかし、間葉系幹細胞はこのような間葉系の細胞だけではなく、外胚葉由来である神経系の

細胞にも分化することが知られている。間葉系幹細胞をマウス新生児の脳室に移植すると、移植

された間葉系幹細胞は大脳の広範囲に移動して、神経細胞とアストロサイトに分化した。また、間

葉系幹細胞を脊髄の損傷部位に移植すると、神経細胞へと分化し、脊髄機能の改善が認められ

た。さらに間葉系幹細胞はβ‐メルカプトエタノールを加えた無血清培地で培養すると、神経細胞

に分化誘導できる。 

 

④間葉系幹細胞から筋細胞への分化 

 遺伝子の発現は、転写因子による制御のほかに、DNA のメチル化により制御されている。DNA

のメチル化は、インプリンティングや X 染色体不活性化に関係するだけではなく、細胞分化にもか

かわっている。 

 メチル化は、DNAを構成するシトシンの５位に起こる。遺伝子のプロモーター領域などにはシトシ

ンとグアニンの繰り返し配列であるCpG アイランドが含まれ、CpG アイランドは組織特異的にメチ

ル化されることがある。プロモーター領域のメチル化により、多くの場合、転写は抑制される。また、

メチル化されたDNAには、メチル化DNA結合タンパク質が結合することが知られている。例えば、

メチル化 DNA にメチル化結合タンパク質 MeCP2 が結合すると、さらにヒストン脱アセチル化酵素

が結合する。するとヒストン脱アセチル化酵素によって、クロマチン構造が修飾され、転写活性が

抑制される機構が考えられている。このような、DNA のメチル化による遺伝子の修飾はエピジェネ

ティクな修飾(後成的修飾)と呼ばれ、細胞の分化や、細胞の可逆性との関連で注目されている。 

 メチル化による遺伝子修飾は、分化した細胞が分化した状態を保ち、別の種類の細胞へと容易

に性質が変わらない原因の1 つである。そのため細胞での DNA のメチル化を変化させることによ

り、細胞の分化状態が変化することが期待される。脱メチル化剤を用いてメチル化した DNA のメ

チル基を除くことが出来る。間葉系幹細胞を脱メチル化剤である 5‐アザシチジンやアンフォテリシ

ンB で処理すると、骨格筋細胞や心筋細胞に分化する。これは脱メチル化剤によって間葉系幹細

胞の遺伝子発現パターンがリセットされたため、ほかの種類の細胞への分化能を獲得ものと考え

られる。これら低分子の脱メチル化剤は、作用するDNA 配列の特異性はないが優位である。 

 間葉系幹細胞はヒトの骨髄から分離でき、培養条件を変えることによって骨芽細胞、軟骨細胞、

心筋細胞、骨格筋細胞、 神経細胞など種々の細胞に分化誘導できるから、細胞移植治療用細
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胞として注目されている。（56） 
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１． 背景 

 

 現在の歯科治療では、再生医療についてさまざまな研究や治療が行われている。 特に、歯周

療法では、エナメルマトリックス蛋白（エムドゲインR）や GTR 法を用いた方法がある。エムドゲイン

Rはブタの歯胚から抽出されたエナメルマトリックス蛋白で、歯周外科処置時に露出した歯根面に

塗布することにより、発生期に生じるようなセメント芽細胞の誘導から始まる無細胞セメント質の形

成、線維性結合の獲得そして歯槽骨の形成という一連の歯周組織形成の過程を模倣することに

より歯周組織の再生を得ようとする歯周組織再生療法である。また、GTR 法は、遮断膜を応用す

ることで上皮のダウングロースを防ぎ、歯肉由来細胞の進入増殖を抑え、歯根膜や歯槽骨組織

の再生を優位にさせる方法である。 

 しかし、広範囲な骨欠損を有する症例の場合、十分な成果を上げることが難しいこと、適応症が

限られていること、術式が複雑であること、そして手術後の感染が生じやすいなどの問題点も多く

指摘されている（55）。つまり、完全な歯周組織の再生にはいたっていない。 

 一方で、最近では多分化能と自己再生能を有する幹細胞を用いた研究が注目されている。骨髄

の中に間葉系幹細胞や造血幹細胞があることが知られている。間葉系幹細胞は、骨･軟骨･脂肪

組織に分化するほか、心筋細胞や神経細胞にも分化誘導させることが可能である（58）（59）（60）

（61）（62）（63）（64）。そのため、骨髄間葉系幹細胞は再生医療に有用な細胞であることが知られ

ている（65）（66）(67) 。また、歯周組織は異なった複数の間葉系細胞からなる組織から構成され

ているため骨髄間葉系幹細胞は歯周組織再生に適した細胞と考えられ、そのため骨髄間葉系幹

細胞が着目されている（68）。 

 そこで今回私は、ラット培養骨髄細胞を実験的歯周組織窩洞に移植した場合、創傷治癒にどの

ような影響が現れるのかを免疫組織学的染色をもちいて組織形態学的に観察することとした。 

 

 

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、右側大腿部の剃毛および皮膚切開を行い、大腿骨を露出させた。注水

下で 010 ラウンドバーにて大腿骨の両端に骨髄に達する窩洞を作成し、26G 針付シリンジを

同窩洞部に穿刺し、骨髄を採取した。採取された骨髄は 75mm フラスコ (Falcon, USA)に培

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 α-minimal essential medium (α-MEM, GIBCO?, USA)に 10 ％ Fetal bovine 

serum(FBS, GIBCO, USA)および gentamicin (SIGMA, USA)、β-glycerophoshate、Ascorbic 
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acid を添加したものを使用した。そして、3 日ごとに培養液の交換を行った。 

 

細胞移植 

 組織を採取した同ラットにラボナールにて全身麻酔を施した後、両側の口角から下顎角に

わたり剃毛および皮膚切開を行い、咬筋を翻転させ下顎骨を露出させた。その後、第１臼歯

近心根に向けて歯科用ラウンドバー（直径 1mm）にて注水下にて根端まで達する窩洞を作成

した。 その後、培養骨髄細胞を右側窩洞部に自家移植した。なお、対照群として左側可動

部に細胞の移植は行わなかった。窩洞は、周囲結合組織の侵入を隔てるためにゴアテックス

膜にて被覆し、4-0 縫合糸にて固定、および縫合を行った。 

 

評価法 

 観察期間は術後 3、7 および 14 日目に屠殺し、切り出した組織は10％中性緩衝ホルマリン

溶液にて 3 日間固定したのち、10％蟻酸にて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、ヘマトキシリン・エオジン(H-E)染

色を施した。また、細胞の増殖を見るために免疫組織化学的染色免疫抗体法を行った。1 次

抗体として Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA)用いた。各標本は VENTANA 社製の

Ventana HX System Discoverry?を使用し、抗体は100 倍に希釈したものを用いた。その後、

光学顕微鏡下にて観察した。 

 



 46 

 

３． 結果 

H-E 

骨髄移植群 

 3 日例  窩洞内部には好中球とリンパ球主体の炎症性細胞の軽度な浸潤および周囲歯根膜

からの細胞の侵入が、歯根膜付近には毛細血管の新生が認められた。歯槽骨の一部で小腔内

の骨細胞の消失が認められ、窩洞周囲の歯槽骨表面には骨芽細胞が認められた。歯根内部に

おいて、窩洞側の象牙芽細胞は排列の乱れ、あるいは象牙芽細胞の消失を認め、毛細血管の拡

張も認められた。（Ｆｉｇ．1,a） 

  

7 日例  窩洞内部は細胞成分に富む結合組織よりなり、象牙質に連続して梁状の新生骨が形

成され、歯根内部には骨様象牙質の新生が認められた。新生骨周囲には毛細血管の増生および

拡張が認められた。歯髄内の毛細血管も同様に拡張しているのが認められ、窩洞側の象牙芽細

胞は消失していた。また、歯槽骨から連続してわずかに新生骨の新生が認められた。（Ｆｉｇ．3,a） 

 

14 日例  歯根膜の修復は認められず、窩洞の大部分は新生骨あるいは骨様象牙質が形成さ

れた。また、メンブレン周囲にはわずかにリンパ球の浸潤が認められた。歯髄内部では硬組織形

成および象牙芽細胞の排列の乱れが認められた。（Ｆｉｇ．5,a） 
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骨髄移植群 

 窩洞内部 歯髄内部 歯根膜部・歯槽骨部 

3 日例 

 

 

 

・ 好中球とリンパ球の軽

度浸潤 

・ 歯髄断端から窩洞へ

歯根膜細胞の侵入、周囲

に毛細血管の新生 

・ 窩洞側の象牙芽細胞

の排列が乱れ、一部で消

失 

・ 毛細血管の拡張 

・ 周囲歯槽骨の一部で、

小腔内の骨細胞消失 

・ 骨周囲にわずかに骨

芽細胞の排列 

 

7 日例 

・ 細胞成分に富む結合

組織 

・ 梁状の新生骨形成、

表面に多数の骨芽細胞排

列 

・ 新生骨は象牙質と連

続 

 

・ 象牙芽細胞の排列の

乱れ 

・ 歯髄と歯根膜を隔てる

ように、象牙質に連続して

骨様象牙質の形成 

・ 窩洞付近の象牙芽細

胞の消失 

・ 歯槽骨と連続して窩洞

側の骨表面に骨芽細胞が

存在 

 

 

14 日例 

・ 歯槽骨および象牙質と

連続した新生骨もしくは骨

様象牙質の形成。 

・ わずかに象牙芽細胞

の排列の乱れ 

 

・ 歯槽骨と連続した硬組

織の形成 
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対照群 

3 日例  窩洞内部には好中球とリンパ球主体の炎症性細胞の軽度な浸潤および血液成分が

認められた。窩洞辺縁の歯根膜から細胞の侵入が認められ、歯根膜付近には毛細血管の新生

が認められた。歯根内部において、窩洞側の象牙芽細胞は排列の乱れ、あるいは象牙芽細胞の

消失を認め、毛細血管の拡張も認められた。また、一部歯髄に達した窩洞では、歯髄細胞が窩洞

内に侵入している部も観察された。（Ｆｉｇ．1,b） 

  

7 日例  窩洞内部は細胞成分に富む結合組織よりなり、象牙質に連続して梁状の新生骨が形

成され、歯根内部には骨様象牙質の新生が認められた。新生骨周囲には毛細血管の増生および

拡張が認められた。歯髄内の毛細血管も同様に拡張しているのが認められ、窩洞側の象牙芽細

胞は消失している。また、歯槽骨から連続してわずかに新生骨の新生が認められた。（Ｆｉｇ．3,b） 

 

14 日例  歯根膜の修復は認められず、窩洞の大部分に新生骨が形成された。歯髄内部では

硬組織形成および象牙芽細胞の排列の乱れが認められた。（Ｆｉｇ．5,b） 

 

対照群 

 窩洞内部 歯髄内部 歯根膜部・歯槽骨部 

3 日例 ・ 好中球とリンパ球の軽

度浸潤 

・ 歯髄断端、歯根膜から

窩洞へ歯根膜細胞の侵入 

・ 窩洞側の象牙芽細胞

の排列が乱れ、一部で消

失 

・ 毛細血管の拡張 

・ 周囲歯槽骨の一部で、

小腔内の骨細胞消失 

 

7 日例 

・ 細胞成分に富む結合

組織 

・ 毛細血管の増生と拡

張 

・ 象牙芽細胞の排列の

乱れおよび消失 

・ 歯槽骨と連続して窩洞

側の骨表面に骨芽細胞が

わずかに存在 

 

14 日例 

・ 歯槽骨および象牙質と

連続した新生骨の形成 

・ わずかに象牙芽細胞

の排列の乱れ、第 2 象牙

質の形成 

・ 歯槽骨と連続した硬組

織の形成 

 



 49 

PCNA 

骨髄移植群 

 窩洞内部 歯髄内部 歯根膜部・歯槽骨部 

3 日例 

（Ｆｉｇ．2, a） 

 

 

・歯髄断端から窩洞

へ歯根膜細胞の侵入

部、周囲の毛細血管

の新生部に陽性細胞

が認められた 

・毛細血管の拡張部に陽性

細胞は認められなかった 

・ 陽性細胞は認めら

れなかった 

 

7 日例 

（Ｆｉｇ．4,a） 

 

・梁状の新生骨形成、

表面に多数の骨芽細

胞排列部に陽性細胞

が認められた 

 

・ 象牙芽細胞相当部に陽

性細胞は認められなかった 

・ 象牙質に連続して骨様象

牙質の形成部に陽性細胞は

認められなかった 

・ 歯槽骨と連続して窩

洞側の骨表面の骨芽細

胞相当部に陽性細胞は

認められなかった 

 

 

14 日例 

（Ｆｉｇ． 6,a） 

・ 歯槽骨および象

牙質と連続した新生

骨もしくは骨様象牙質

の形成部に陽性細胞

が認められた 

・歯髄内に陽性細胞は認めら

れなかった 

・ 歯槽骨と連続した

硬組織の形成部に陽性

細胞は認められなかっ

た 
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対照群 

 窩洞内部 歯髄内部 歯根膜部・歯槽骨部 

3 日例 

（Ｆｉｇ．2, b） 

 

 

・ 窩洞内部に陽性細

胞は認められなかった 

・ 窩洞側の象牙芽細胞相

当部に陽性細胞は認められ

なかった 

・ 毛細血管の拡張部に陽

性細胞は認められなかった 

・ 周囲歯槽骨の一部

で、小腔内の骨細胞消

失部に陽性細胞は認め

られなかった 

 

7 日例 

（Ｆｉｇ．4,b） 

 

・ 細胞成分に富む結

合組織部に陽性細胞

が強く認められた 

・ 毛細血管の増生と

拡張部に強く陽性細胞

が認められた 

・ 歯髄腔内に陽性細胞は

認められなかった 

・ 歯槽骨と連続して窩

洞側の骨表面の骨芽細

胞相当部に陽性細胞が

認められた 

 

14 日例 

（Ｆｉｇ．6,b） 

・ 歯槽骨および象牙

質と連続した新生骨の

形成部に陽性細胞が

強く認められた 

・ 象牙芽細胞相当部に陽

性細胞は認められなかった 

・ 歯槽骨と連続した

硬組織の形成部に陽性

細胞が認められた 

 

 

 

 

結果まとめ 

 

・ 骨髄移植群では 7 日例から新生骨の形成が認められ、対照群では 14 日例から新生骨の形

成が認められた。 

・ 歯髄からの細胞侵入がある場合、骨様象牙質の形成が認められた。 

・ PCNAより骨髄移植群では3 日例から細胞増殖が認められ、対照群では 7 日例から細胞増殖

が認められた。 
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４． 実験に対する考察 

 今回の実験で、ラットの下顎骨より第１臼歯近心根に向けて根端まで達する窩洞を作製し、

培養骨髄細胞を自家移植したものと、窩洞部に細胞の移植は行わなかったものでどのような

差異が生ずるかを観察した。今回の結果から、骨髄移植群では 7 日例から新生骨の形成が認め

られ、対照群では 14 日例から新生骨の形成が認められた。また、歯髄からの細胞侵入がある場

合、骨様象牙質の形成が認められた。 PCNA は、核内増殖因子とされ主にＳ期の核内に多く存

在すると報告されている（57）。今回の実験では、ＰＣＮＡ陽性細胞は骨髄移植群において 3 日例

から多く観察された。また、対照群では 7 日例から陽性細胞が認められた。これより、骨髄移植群

は対照群に比べ早期に細胞増殖が起こったと考えられる。 

 なぜ骨髄移植群では新生骨の形成が対照群より促進したかについて考察する。 

 

 対照群に相当する、通常の歯周再生は以下の通りである 

 窩洞ははじめ滲出液で満たされ、ついで歯周靭帯断端、歯槽骨断端および骨膜から肉芽組織

が増殖してきて、窩洞は幼若な血管結合織で占められるようになる。そして、しだいに歯槽骨断端

に骨芽細胞が排列し、骨梁の形成が始まる。骨梁はしだいに伸張し、削除された歯槽骨部を橋渡

しするように結合する。骨梁は更に増殖し、象牙質窩洞の凸部に対応して凸形を呈するようにな

る。このように歯周組織に再生が起きるのは、既存の歯周靭帯および骨膜から増殖してきた細胞

の中に未分化間葉細胞が含まれており、これらが骨芽細胞、セメント芽細胞および歯周靭帯の線

維芽細胞に分化し、歯槽骨、セメント質および歯周靭帯がそれぞれ形成されたためと考えられる。 

 それに対し、実験群は自家の培養骨髄細胞を移植した。今回の培養条件として用いたβ

-glycerophoshate、Ascorbic acidは、骨芽細胞に分化させる働きがあるという報告がある（69）。 

そのため、今回の培養骨髄細胞の多くは、骨芽細胞様細胞であると思われる。その細胞を移植し

たことから、窩洞内には骨形成能を持つ骨芽細胞で満たされた状態であったと考えられる。 

 通常の歯周組織の治癒過程は未分化間葉経細胞から分化し骨芽細胞が出現するが、それに

対し実験群では、すでに骨芽細胞が窩洞内に存在するため、細胞の増殖や分化が早期に起こっ

たと考えられる。  

 よって培養骨髄細胞は骨の再生に適した細胞であると考えられる。 
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７． 附図説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. H-E染色 ３日例 
 実験群(a)                   対照群(b) 
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Fig.2  PCNA染色  ３日例 
 実験群(a)                  対照群(b) 
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Fig.3  H-E染色  ７日例 
 実験群(a)                 対照群(b) 
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Fig.4  PCNA染色  ７日例 
 実験群(a)                 対照群(b) 
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Fig.5  H-E染色  １４日
 実験群(a)                 対照群(b) 
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Fig.6  PCNA染色 １４日例 
 実験群(a)                 対照群(b) 


