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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

はじめに
歯周治療の究極の目標は，歯周炎により破壊され

た組織を再生させることである１）。組織再生工学の
概念では，細胞，増殖因子，足場の３要素が必須と
されている（図１）２）。塩基性線維芽細胞増殖因子

（FGF-２）は線維芽細胞だけでなく，血管内皮細胞，
骨芽細胞などの増殖を誘導する（図２）３）。日本では
FGF-２を有効成分とする世界初の歯周組織再生剤
リグロスⓇ歯科用液キット（図３）が，２０１６年に臨
床応用されるようになり，我々の講座でも本製剤の
臨床上の有効性を報告している４）。本稿では，リグ
ロスⓇが誕生するまでに行われた，FGF-２を用いた
主要な歯周組織再生の基礎研究の成果を紹介する。
FGF-２を使用した歯周組織再生療法に関する

基礎研究
まず，高山らがヒト歯根膜由来細胞に対する FGF

-２の効果を in vitroで調べた結果，FGF-２には歯
根膜由来細胞を増強させる作用を有することが示さ
れた５）。また，歯根膜の細胞に発現している FGF
レセプター数は，他の種類の細胞と比べ，比較的多
く発現していることがわかった。これらの結果は，
歯周外科手術時に FGF-２を用いると，応用部位で
歯根膜由来細胞が活発に増殖する可能性を示した。
これらに加え，FGF-２は上皮細胞の増殖は促進し
ないこと６），FGF-２刺激により石灰化は抑制される
が，高分子ヒアルロン酸の合成が促進されるこ
と７），FGF-２投与により毛細血管の誘導が生じるこ
と８）が明らかになった。

以上のことから，リグロスⓇによる歯周組織再生
のメカニズムは次のように考えられている。まず，
リグロスⓇは創傷治癒の初期に，歯根膜中の硬組織
形成能を有する未分化な細胞の増殖を引き起こす。
その結果，骨欠損部で細胞数と細胞の密度が高まる
とともに，同部に数多くの毛細血管が誘導され，微
小循環が創出される。また高分子ヒアルロン酸の産
生が起こり，三次元的な組織再生を導く（図４）。

FGF-２が歯周組織再生を促進するかについて
は，in vivoでも検証されている９，１０）。現在までの動
物実験において，ビーグル犬の歯槽骨に作製した２
壁性，３壁性骨欠損，ビーグル犬やカニクイザルの
歯槽骨に作製した２級根分岐部病変に FGF-２を局
所投与することで，歯周組織再生が起こることが確
認されている。

当講座での FGF-２に関する基礎研究
本学歯周病学講座による，FGF-２に関する基礎

研究の中で主要なものは以下の通りである。
１．イヌの歯周組織欠損および露出根面におい

て，FGF-２と β-TCP の併用の効果を検討した。
その結果，併用群は FGF-２単独使用群と比較し，
歯周組織治癒を促した（表１）１１，１２）。

２．イヌの歯牙再植・移植において，FGF-２の
応用の効果を検討した。応用群は非応用群と比較
し，アンキローシスおよび歯根吸収を抑制した１３，１４）。

３．糖尿病ラットの歯周組織欠損において，FGF
-２応用の効果を検討した。研究方法は，ストレプ
トゾトシンを投与した Wistar ラット群を糖尿病
群，生理食塩水のみの群を非糖尿病群とした。両側
の上顎第一臼歯部に外科的に歯周組織欠損を作成
し，対照 側 に は hydroxypropyl cellulose（HPC）
を，実験側には０．３％ FGF-２＋HPC を応用した。
解析結果から，FGF-２応用は糖尿病ラットにおい

て新生結合組織中の細胞増殖を促進し，血管新生を
制御することにより歯周組織の治癒を促進する（図
５）ことが示唆された１５）。

現在も活発に行われている FGF-２製剤の研究結
果により，様々なケースにおけるリグロスⓇの効果
的な使用法について，明らかにされることが期待さ
れる。
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表１ 根面被覆時の各群の組織計測学的結果（Ishii ら２０１３１１）を改変）

FGF-２と β-TCP
の併用

FGF-２単独使用

上皮細胞の根尖側への侵入 ０．７６±０．１８ １．３１±０．２９ *P＜０．０５
新生セメント質の形成 ５．０９±０．３６ ４．４０±０．２４ P＜０．０５
新生骨の形成 ４．３２±０．２５ ２．９３±０．１８ P＜０．０１

Data expressed as mean±standard deviation（mm）．*Student’s t-test．
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図３ 歯周組織再生剤「リグロスⓇ歯科用液
キット」（科研製薬株式会社）

図１ 組織工学の３つの輪（Langer ら１９９３２）

をもとに作成）

図２ FGF-２の各種細胞に対する作用（村上ら ２００５３）を改変）

図５ 糖尿病ラットの歯周組織欠損における
FGF-２の応用効果（Bizenjima ら２０１５１５）を
もとに作成）
ラット歯周組織欠損部の H-E 染色像（術
後２週）
健常群，糖尿病群ともに FGF-２を応用す
ることで，新生骨様組織の形成量が増加し
た。

図４ リグロスⓇによる歯周組織再生のメカニズム（Murakami２０１１８）

を改変）
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