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はじめに

破骨細胞は単球・マクロファージ系の細胞から分
化し，骨を吸収する多核の細胞である１－３）。生体内
で破骨細胞は活発に骨を吸収しており，骨芽細胞が
担う骨形成と共役することにより古い骨を常に新し
い物へと置き換えている４）。他方，骨と並ぶもう一
つの硬組織である歯を吸収する細胞は“破歯細胞”
と呼ばれる５－１３）。骨と比べて歯の吸収は，その発生
の頻度が低く，乳歯の脱落時，う蝕，外傷，そして
歯の矯正移動などに併発した炎症が起きた場合にの
み認められる１４）。歯の吸収は，発生した部位により
内部吸収と外部吸収に大別されるが，一般的に内部
吸収は無症状であるため潜在的に進行してしまう。
内部吸収の発症メカニズムは未だ明確ではなく，破
歯細胞の分化機構の全容解明が，その予防および治
療法の確立に繋がると期待される。破歯細胞と破骨
細胞は共に硬組織を吸収する細胞であるが，その生
体内での動態は大きく異なる。この違いが生ずる理
由として，それぞれの細胞が置かれた組織の微小環
境（ニッチ）が異なることが考えられる。したがっ
て，内部吸収の発症メカニズムを理解するには破歯
細胞が出現する病的な歯髄環境の理解を深めること
が必要である。

本稿では，最初に破歯細胞と破骨細胞の性状およ

び動態を解析した過去の報告について概説する。そ
して，我々が顎骨疾患プロジェクトの一環として進
めている「破歯細胞の分化調節メカニズムの解明」
に関する取り組みと，そこから得られた所見につい
てご紹介する。

破歯細胞の生体内における存在様式

破歯細胞は，破骨細胞と比べてサイズが小さく核
数も少ないといった形態的な特徴を持つ１４－１６）。しか
しながら，破歯細胞も破骨細胞のマーカータンパク
質である V-ATPase（vacuolar type H+-ATPase），
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRAP : tartrate-
resistant acid phosphatase），カテプシン－K，MMP
－９（matrix metalloprotease－９）を発現するこ
とに加え，双方の微細構造も類似している１０，１２）。し
たがって，これら２つの細胞は同一であり，前駆細
胞や分化機構に大きな違いはないとの考え方が一般
的となっている。その一方で，破骨細胞と破歯細胞
の生体内における存在様式は大きく異なる。破骨細
胞は骨の代謝に寄与する。すなわち，骨は静寂な組
織に見えるが破骨細胞による活発な吸収を受けてい
る。骨の吸収と形成は共役しており，吸収された骨
は骨芽細胞により速やかに補塡され，常に新しい組
織に置き換わる。これを「骨のリモデリング」と呼
ぶ４）。一方，正常な歯髄には破歯細胞は存在しない
ため，象牙芽細胞が形成した象牙質はリモデリング
を受けない。しかしながら，永久歯に生え変わる時
期の乳歯では，歯の歯根膜側および歯髄腔の象牙質
壁面に破歯細胞が出現し，いわゆる生理的な歯の吸
収が進行する１４）。この過程において，破歯細胞が吸
収した領域にはセメント質様の硬組織による修復が
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観察される１７，１８）。したがって，歯も骨と同様に吸収
と形成が共役することが推察される。また，歯髄の
病的な環境も破歯細胞を誘導する。すなわち，う蝕
や外傷などによる慢性的な炎症にさらされた組織環
境では，破歯細胞の分化誘導に伴う歯の吸収が惹起
される１４）。このことに関連して，前述した乳歯の脱
落過程の歯髄においても炎症性細胞の出現が確認さ
れており，それが破歯細胞の分化誘導の要因として
考えられている９，１７）。

しかしながら，病的な歯の内部吸収は歯根膜側か
ら起こる外部吸収と比較すると，その発症頻度は低
い１４）。以上は，歯髄組織には破歯細胞の形成を負に
調節するメカニズムが存在することを示唆する。そ
の詳細についてはよくわかっておらず，考えられる
可能性として歯髄組織では，⑴破歯細胞分化を誘導
する因子の発現レベルが低いこと，⑵破歯細胞の分
化を抑制する因子が多く発現していることなどがあ
げられる。

破歯細胞の分化調節機構

１９９８年に，日米２つの研究グループが破骨細胞分
化誘導因子である RANKL［receptor activator of

NF-kB（RNAK）ligand］の同定に成功して以来，
破骨細胞の分化調節に関する理解は飛躍的に向上し
た１９，２０）。骨芽細胞および骨細胞といった骨の形成を
担う細胞（以下，骨形成細胞）が，破骨細胞分化誘
導因子の M-CSF（macrophage colony-stimulating
factor）や RANKL を発現する２１）。破骨細胞前駆細
胞である単球・マクロファージ系の細胞は，その膜
表面上に M-CSF の受容体 CSF１R（colony-stimu-
lating factor－１ receptor）と RANKL の 受 容 体
RANK を発現し，リガンドの結合に伴い破骨細胞
へと分化する（図１）。また，骨形成細胞は RANKL
のデコイ受容体である OPG（osteoprotegerin）を
発現し，破骨細胞分化を負にも調節する（図１）。
すなわち，破骨細胞分化は，組織の微小環境に存在
する RANKL と OPG の相対比率により厳密に調節
されている。

以前，歯髄組織が OPG の発現を介して内部吸収
を抑制し，歯の恒常性維持に働くとの報告がなされ
た２２）。この論文では，破歯細胞が存在しない歯髄組
織は，吸収活性が活発な歯槽骨と比較すると OPG
の発現量が顕著に高いことを見出した。また，歯髄
細胞を除去した歯では破歯細胞が誘導されることか

図１ 破骨細胞の分化調節機構
単球・マクロファージ系の破骨細胞前駆細胞は，M－CSF の受容体 CSF
１R と RANKL の受容体 RANK を発現する。骨芽細胞および骨細胞など
の骨形成細胞は，M－CSF と RANKL を発現することにより，破骨細胞
の分化を誘導する。一方，骨形成細胞は RANKL のデコイ受容体である
OPG の発現を介して，破骨細胞分化を負にも制御する。破骨細胞前駆細
胞は TRAP 陽性の単核前破骨細胞に分化し，さらに互いに融合して多核
化することにより成熟破骨細胞に分化する。
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ら，歯髄細胞が OPG の発現を介して破歯細胞の分
化を抑制していると推察した。しかしながら，この
報告で実施された in vivo実験では，すべての歯髄
細胞における破歯細胞分化に対する抑制効果の検討
に留まり，歯髄に由来する OPG が単独で破歯細胞
分化の抑制に寄与するか否かについては結論が出て
いない。そこで我々は，OPG 欠損マウスを活用す
ることにより歯髄組織における OPG の破歯細胞分
化に対する抑制効果を検討した。

破歯細胞の分化調節機構の解明を目指した
我々の取り組み

１．歯髄組織における破歯細胞分化調節因子の発
現

最初に我々は，歯髄環境における破歯細胞の分化
調節因子の発現を調べた。マウスの上顎第一臼歯の
パラフィン切片を作製し，破歯細胞分化調節因子
RANKL および OPG の抗体を用いた免疫染色を
行った。その結果，髄角に位置する象牙芽細胞に
RANKL の発現が認められた。また，OPG は歯髄
全体の間葉系細胞で発現が確認された（図２）。次
に，マウスの第一臼歯および大腿骨から total RNA
を抽出し，Real－Time PCR を用いて破歯細胞分化
調節因子の発現レベルを比較した。その結果，歯は
骨と比較して M－CSF の発現レベルが高く，そし
て RANKL レベルは低い傾向が認められた。一
方，過去の報告と一致して２２），歯は骨よりも OPG
レベルが高く，RANKL/OPG の相対比は低値を示

した。以上の結果より，正常な歯髄組織は M－CSF
と RANKL といった破歯細胞の分化誘導因子の発
現は認められるものの，高い OPG 発現により破歯
細胞分化が負に制御された環境であることが示唆さ
れた。

２．OPG欠損マウスの歯髄組織における破歯細
胞の観察

歯髄組織の OPG 発現が破歯細胞の分化に及ぼす
影響を，OPG 欠損マウスを用いて検討した。OPG
欠損マウスでは，OPG を介した RANKL と RANK
との結合抑制が解除される。その結果，RANKL/
RANK シグナルが亢進して破骨細胞の分化および
骨吸収活性が上昇するため，骨粗鬆症を呈す
る２３，２４）。また，破骨細胞と骨芽細胞は共役するため，
OPG 欠損マウスでは破骨細胞だけでなく骨芽細胞
の数も上昇する（図３）２５）。我々は，野生型および
OPG 欠損マウスの上顎第一臼歯のパラフィン切片
を作製し，TRAP 染色，および抗カテプシン K 抗
体を用いた免疫染色により破歯細胞の検出を試み
た。その結果，OPG 欠損マウスの歯槽骨では，破
骨細胞数の顕著な上昇が認められた。しかしなが
ら，野生型マウスと同様に，OPG 欠損マウスの歯
髄組織においても破歯細胞が全く存在しなかった。

さらに我々は，OPG 欠損が及ぼす象牙芽細胞に
対する影響を調べた。そのために，象牙芽細胞マー
カータンパク質の一つである Nestin のエンハン
サー，およびプロモーターの制御下で GFP（green

図２ マウス歯髄組織における OPG の発現
抗 OPG 抗体によるマウス歯髄組織の免疫染色。歯髄間葉系細胞で OPG の発現が認めら
れる。右の写真は四角で囲われた領域の拡大像。矢印：OPG 陽性細胞。

歯科学報 Vol．１２０，No．４（２０２１） ３８３

― ３ ―



fluorescent protein）を発現するマウス（Nes-GFP）
と OPG 欠損マウスとを交配させ，Nes-GFP ; OPG
欠損マウスを作製した。Nes-GFP および Nes-GFP
; OPG 欠損マウスの第一臼歯の凍結切片を作製し，
共焦点レーザー顕微鏡により観察した。その結果，
OPG 欠損による象牙芽細胞の形態的および細胞数
に対する影響は認められなかった（図４）。以上よ
り，正常マウスの歯髄組織において，OPG は高い
レベルで発現するが，それは破歯細胞の分化抑制に
は寄与しないこと，加えて象牙芽細胞の動態にも影
響しないことが明らかになった。

３．歯の外傷に伴う破歯細胞分化誘導に対する
OPGの作用

前述したように，歯に対する外傷は破歯細胞が歯
髄に出現する要因の一つである。歯の外傷モデルと
して，歯の再移植実験が知られている。すなわち，
歯を引き抜いた直後に再び抜歯窩に戻して生着させ

ると，多核の TRAP 陽性細胞が歯髄組織に出現す
る。この TRAP 陽性細胞は，象牙質を吸収するこ
とが報告される一方で２６），吸収像が得られ無いとの
所見もある２７，２８）。そのため，一般的には“破歯細胞
様細胞”と定義される。我々は，歯の再移植モデル
を用いて野生型および OPG 欠損マウスの第一臼歯
に外傷を与え，破歯細胞様細胞の出現に対する OPG
の作用を調べた。内部吸収が起こる象牙質表面では
象牙芽細胞が消失することが知られている２９）。今回
我々が実施した歯の外傷モデルにおいても，象牙芽
細胞の消失が確認された（図５）。また，外傷を与
えた野生型マウスの歯髄組織に TRAP＋破歯細胞様
細胞の出現が確認された（図６）。さらに，OPG 欠
損マウスの歯髄組織でも同様に，外傷による
TRAP＋破歯細胞様細胞が認められたが，その数は
野生型マウスよりも有意に高値を示した。これまで
の報告通り，我々が実施した臼歯の再移植モデルで
も TRAP＋破歯細胞様細胞による象牙質の吸収像は

図３ OPG 欠損マウスの大腿骨における骨芽細胞の観察
Ⅰ型コラーゲンのプロモーター制御下で GFP を発現するマウス［Col１
（２．３）－GFP］では，骨芽細胞を GFP の発現により検出できる。骨組織
では吸収と形成が共役しているため，OPG 欠損マウスでは，破骨細胞数
の増加に伴い骨芽細胞（GFP 陽性細胞）の数も上昇する。
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確認できなかった。しかし，破歯細胞のマーカータ
ンパク質である CSF１R およびカテプシン K の発
現が確認された。以上より，歯髄組織で高い発現を
示す OPG は，外傷に伴う破歯細胞の分化誘導に対
する抑制効果を発揮することが明らかになった。

４．歯の外傷に伴う破歯細胞前駆細胞の動態解析
歯髄に破歯細胞が出現するメカニズムを明らかに

するために，外傷を与えた歯髄組織における破歯細
胞前駆細胞（マクロファージ系細胞）の挙動を調べ
た。野生型マウスの上顎第一臼歯を再移植すること
により外傷を与え，マクロファージ系細胞のマー
カータンパク質である CSF１R および F４／８０に対
する抗体を用いて免疫染色を行った。正常な歯髄組
織 に は，CSF１R+F４／８０＋，CSF１R+F４／８０－お よ
び CSF１R－F４／８０＋に分類されるマクロファージ

図４ OPG 欠損マウスの象牙芽細胞の観察
Nestin のエンハンサーおよびプロモーターの制御下で GFP を発現するマ
ウス（Nes－GFP）では，象牙芽細胞を GFP の発現により観察できる。OPG
を欠損することによる象牙芽細胞への影響は認められない。D : dentin, P
: pulp.

図５ マウス臼歯再移植モデルにおける象牙芽細胞の消
失

マウス上顎第一臼歯を引き抜いた場所に再び移植
した。再移植の２週間後に象牙芽細胞の消失が確認
された。
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系細胞が認められた（図７）。統計解析の結果，外
傷によるこれらの細胞画分に対する有意な変化は認
められなかった。また，第一臼歯から抽出した total
RNA を用いた Real－Time PCR 解析の結果では，
外傷により CSF１R と F４／８０の発現は共に減少傾
向を示したが，コントロールとの有意差は見られな
かった。さらに，歯髄細胞のフローサイトメーター
解析でも，外傷を与えた歯髄に存在する CSF１R+F
４／８０＋細胞の絶対数，および全血液系細胞に対する
割合は，コントロールと比較すると低下傾向を示す
ものの有意差は認められなかった。以上の結果よ
り，歯髄組織には CSF１R および F４／８０陽性のマ
クロファージ系細胞が存在するが，その細胞画分は
外傷による大きな影響を受けないことが示された。

５．歯の外傷が及ぼす破歯細胞分化調節因子に対
する影響

破歯細胞が出現する歯髄環境を解析するために，
外傷を与えたマウスの上顎第一臼歯から total RNA
を抽出し，Real－Time PCR により破歯細胞分化調
節因子 M－CSF，RANKL，OPG の発現を調べた。
その結果，外傷を与えた歯では RANKL の発現が
有意に上昇していた。その一方で，OPG の発現が
低下し，RANKL/OPG の相対比率は有意に上昇し
ていた。M－CSF に関しては有意差はないもの
の，外傷による減少が認められた。前述したよう
に，歯髄組織の CSF１R および F４／８０といったマ
クロファージ系細胞のマーカー蛋白質の発現は外傷

により低下する傾向を示す。これはマクロファージ
系細胞の誘導因子である M－CSF の発現低下に起
因するのかもしれない。以上より，病的な内部吸収
が起こる原因は，外傷が歯髄の RANKL/OPG の相
対比を上昇させる結果，歯髄が破歯細胞の分化が誘
導される環境にシフトするためであることが推察さ
れた。

図６ マウス臼歯再移植モデルで検出された TRAP 陽性の破歯細胞様細胞
マウス上顎第一臼歯を引き抜いた場所に再び移植した。再移植の２週間後に TRAP 陽性
の破歯細胞様細胞の出現が確認された。右の写真は，四角で囲われた領域の拡大像。矢
印：TRAP＋破歯細胞様細胞

図７ 正常な歯髄組織における CSF１R 陽性
細胞

野生型マウスの上顎第一臼歯の凍結切片
を作製した。抗 CSF１R 抗体による免疫
染色像。
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６．我々の取り組みから解明された破歯細胞の調
節メカニズム

我々は，OPG 欠損マウスを用いて歯髄組織で発
現する OPG における破歯細胞分化に対する抑制効
果についての検討を行った。その結果，OPG は正
常な歯髄では破歯細胞の抑制に必要ではないが，歯
の外傷に伴い誘導される破歯細胞形成を負に調節す
る役割を持つことがわかった。一連の解析から見出
された破歯細胞の調節メカニズムを図８に示す。

正常な歯髄組織には破歯細胞は存在しないが，M
－CSF や RANKL といった破歯細胞分化誘導因子
の発現は認められた。また，これまでの報告と一致
して，歯髄組織には OPG が豊富に存在しており，
その発現は歯髄間葉系細胞に由来した。しかしなが
ら，OPG が欠損した歯髄環境下でも破歯細胞の出
現は認められなかった。このことは，正常な歯髄組
織の RANKL の発現レベルは破歯細胞の分化誘導
には不十分であることを示唆する。あるいは，正常
な歯髄組織には破歯細胞の前駆細胞が存在しないた
め，M－CSF と RANKL の存在下でも破歯細胞が
出現しない可能性も考えられる。我々が行った免疫

染色，Real－Time PCR そしてフローサイトメー
ターによる解析結果では，歯髄には少なくとも CSF
１R や F４／８０で検出されるマクロファージ系の細
胞が局在した（図７）。しかしながら，歯髄で F４／
８０を発現する細胞が樹状細胞であるとの報告もあ
り，歯髄における破歯細胞前駆細胞の有無について
の結論は出ていない３０）。

近年，破骨細胞前駆細胞が血流中に存在し，血流
を介して骨組織に遊走して骨吸収に寄与するとの報
告が散見される。ラットの抜去歯を皮下に移植する
と歯髄組織の石灰化が進み，そこに TRAP 陽性の
破骨細胞が出現するが，この前駆細胞は歯髄外から
遊走した造血系前駆細胞に由来していた３１）。また，
BMP（bone morphogenetic protein）を添加したコ
ラーゲン担体をマウス皮下に移植すると異所性骨が
形成されるが，そこに出現する破骨細胞は血流中の
破骨細胞前駆細胞に由来していた３２，３３）。さらに，マ
ウス脾臓の赤脾髄には破骨細胞前駆細胞が局在し，
骨損傷が起こると血流を介して欠損部位に遊走して
骨吸収に寄与することが，マウスの Cre/loxP 遺伝
子情報改変技術を活用した細胞系譜解析により証明

図８ 歯髄組織における破歯細胞の分化調節メカニズム（仮説）
⑴ 歯髄は破骨細胞分化調節因子 RANKL と OPG が発現するが，豊富な

OPG により破歯細胞分化は負に制御された環境である。
⑵ OPG が欠損した環境下でも，正常な歯髄組織には破歯細胞が出現し

ない。考えられる理由として，①RANKL の発現量が十分でないこと，
②破歯細胞前駆細胞が存在しないことが示唆される。

⑶ 外傷は歯髄環境の RANKL/OPG の相対比率を上昇させ，破歯細胞分
化を誘導する。

⑷ 歯髄の OPG は，外傷誘導性の破歯細胞の分化を負に制御する。
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された３４）。我々はこの報告を基に，外傷誘導性の破
歯細胞様細胞の出現に対する脾臓摘出手術の影響に
ついて検討したが，偽手術との有意な差は認められ
なかった（未発表データ）。以上の結果は，破歯細
胞の歯髄への前駆細胞の供給は，脾臓だけに依存し
ないことを示唆しており，その動態については今後
のさらなる検討が必要である。

外傷を与えた歯髄組織では，RANKL の有意な上
昇と OPG の低下が認められ，RANKL/OPG の相
対比率が上昇することにより破歯細胞の分化が進行
することが示唆された。関節リウマチにおける骨破
壊では IL－１，IL－６，TNF－α などの炎症性サ
イトカイン，そして CD４＋T 細胞のサブセットであ
る Th１７由来の IL－１７が滑膜線維芽細胞に作用して
RANKL の発現を上昇させ，破骨細胞の分化および
活性化を惹起する４，３５，３６）。したがって，歯においても
外傷により上昇したこれらの因子が，歯髄環境を構
成する細胞に作用して RANKL の発現誘導を引き
起こすことが予想されるが，その詳細については未
だ不明である。これまでの報告によると，歯および
歯周組織での RANKL 発現は，象牙芽細胞，歯髄
および歯根膜の線維芽細胞，そして破歯細胞自身で
認められるとの報告がある１０－１２，３７－３９）。一方，我々の
用いた抗 RANKL 抗体による免疫染色では象牙芽
細胞でのみ，その発現が確認された。しかしなが
ら，内部吸収の発現は象牙芽細胞の消失を伴うた
め，象牙芽細胞に由来する RANKL は破歯細胞の
分化誘導に寄与しないことが予想される（図５）２９）。
他方，ヒト由来の歯髄間葉系細胞は，in vitro培養
系にて破骨細胞分化を誘導できることが報告されて
いる３９）。以上の結果を踏まえると，in vivoの破歯細
胞の出現過程においても歯髄間葉系細胞が RANKL
の供給源として働くことが予想されるが，その実証
には更なる検討が必要である。

おわりに

内部吸収の発症メカニズムの全容を解明するに
は，細胞の動態および歯髄組織の多細胞連関を生体
内で観察する必要がある。我々は，OPG 欠損マウ
スにおける歯の外傷モデルを活用し，歯髄組織で豊
富に発現する OPG が内部吸収の発症を負に制御す
ることを生体内で証明することに成功した。しか

し，発症に伴う破歯前駆細胞の動態や，歯髄の
RANKL 発現細胞の性状についてなど未だ不明な事
も多く，その全容解明にはさらなる取り組みが必要
である。

本学で推進する「顎骨疾患プロジェクト」では，
世界初の顎骨疾患における集学的研究拠点を形成
し，病態と発症メカニズム，そして治療および予防
法などの研究を総括的に進め，次世代医療への貢献
を目指している。本稿でご紹介した知見が疾患の予
防・治療法の開発に繋がることを期待する。

本研究は「文部科学省私立大学研究ブランディング事
業」および「JSPS 科研費 ２０H０３８５３，１９K２４１５６」の助成
を受けて行われた。

利益相反：本稿に関連し，開示すべき利益相反はな
い。
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