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Abstract
Purpose : Intermittent parathyroid hormone (PTH) therapy

tochemically and histomorphometrically.

has been approved for the clinical treatment of osteoporosis.

Results and discussion : The distribution and intensity of

It also promotes the healing of tooth extraction socket. Al-

cathepsin K ( CathK ) and CD 68 immunoreactivity seems

veolar bone mass is maintained under the mechanical load-

similar in iPTH and were significantly greater than those of

ing due to mastication or occlusion. However, there are few

CONT at day 4. Tissue non−specific alkaline phosphatase

reports about the interaction of intermittent PTH administra-

(TNALP)−positive cells are prominent in iPTH and the cel-

tion and mechanical loading on alveolar bone. This study

lular layer of TNALP positive cells is significantly thicker

aimed to determine the effects of intermittent administration

than CONT at day 7. However, there were no significant

of PTH on alveolar bone and with or without mechanical

differences of CathK and CD68 positive cell number be-

loading.

tween any groups. The alveolar bone area in iPTH was sig-

Materials and methods : The left maxillary first molars
were extracted in 36 male SD rats (6 weeks old), and PTH

nificantly larger than CONT. In iPTH the alveolar bone in
nonEXT seems thicker than EXT at day 28.

was administered subcutaneously at every 2 days for 4,7

Conclusion : Intermittent PTH administration stimulates

and 28 days as PTH injection group (iPTH). Saline was

differentiation and activation of osteoblast in alveolar bone.

used as control group (CONT). The inter−radicular septum

Mechanical loading caused by mastication or occlusion

of mandibular right first molar group (nonEXT) and that of

might affect the effect of intermittent PTH administration.

left first molar group (EXT) were examined as immunohis-

緒

びにOsteoprotegerin（OPG）の産生抑制から破骨細胞の

言

分化と活性化を促進させる．その結果，骨芽細胞を介し

副甲状腺ホルモン（Parathyroid hormone；PTH）は，

て間接的に破骨細胞による骨吸収が促進する（Ma et al.,

つ

2001）．一方，近年PTHを骨芽細胞に間欠的に作用する

である．PTHの主な標的器官は骨と腎臓であり，どちら

と，骨形成が促進されることが報告された（Reeve et

においても血中カルシウム濃度を上昇させる．骨におい

al., 1980 ; Jilka, 2007）．骨折後にPTHを間欠投与する

ては，PTHは骨芽細胞に作用して Receptor activator of

と，骨折部に現れる骨芽細胞でTransforming growth fac-

nuclear factor kappa−B ligand（RANKL）の発現誘導なら

tor−beta（TGF−β）やInsulin−like growth factors（IGF）等

副甲状腺から分泌されるカルシウム調節ホルモンの

（ ）
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mg/kg，酒石酸ブトル

の成長因子の発現誘導とアポトーシスの抑制が生じるこ

（ドルミカム，アステラス）

とにより，骨形成促進が起こることが示されている

ファノール（ベトルファール，Meiji Seika

ファルマ）

（Luiz de Freitas PH et al., 2009 ; Crane & Cao, 2014 ; Lu

． mg/kgによる腹腔内注射から全身麻酔を施し，上顎

et al., 2014）．また医科では骨粗鬆症患者の骨量を維持

左側第一臼歯を抜去した．術後から，PTH（テリパラチ

する目的で，テリパラチドの間欠投与が臨床応用されて

ド，旭化成ファーマ）を投与するグループをPTH投与群

いる．テリパラチドは，PTHの生物活性を有するN端側

（iPTH）とし，

個のアミノ酸で組成されたポリペプチドで，骨粗鬆症
患者に

日

回皮下注射すると骨形成が促進し，骨量が

増加することが報告されている（北村，

）．テリパ

ラチドの投与実験では，骨芽細胞の増加，骨芽細胞のア

（Luiz de Freitas PH et al., 2009），最近では，骨芽細胞の

日に

回腹腔内投与した．

そして，非投与群（CONT）には同量の生理食塩水を
日に

回腹腔内投与した．投与後

を深麻酔下にて

，

，

日後，動物

％パラホルムアルデヒド・ ． Mリン

酸緩衝液（pH ．）で灌流固定した．iPTH，CONTには

ポトーシスの低下，休止期の骨芽細胞（ Bone − lining
cell）の活性が引き起こされることが報告されており

μg/kgを

匹ずつ（

日：

匹，

日：

匹， 日：

匹）使用

した．iPTH，CONTとも，左右下顎第一臼歯を含む歯槽
骨を切り出し，

％EDTA（pH ．，

℃）で脱灰後，

前駆細胞である未分化間葉細胞の数を増加させることも

通法に従いパラフィン包埋した．試料は矢状断面で，頰

明らかにされている（Balani et al., 2017）
．PTH間欠投与

側歯槽骨から舌側歯槽骨まで厚さ

は，歯科領域においても抜歯窩の骨形成が促進すること

た．下顎左側第一臼歯根間中隔部歯槽骨を抜歯側

が報告されている（Kuroshima et al., 2013）
．

μmの切片を作製し

（EXT）
，下顎右側第一臼歯根間中隔部歯槽骨を非抜歯側

歯槽骨は咬合や咀嚼によるメカニカルストレスを受け

（nonEXT）とした．

な が ら ， そ の 形 態 を 維 持 し て い る （ Enokida et al. ,

組織学的ならびに免疫組織化学的解析

2005）．メカニカルストレスは，骨芽細胞と骨細胞に発

解析に用いた切片は，頰側根と舌側根中央部に当たる
μm

現するメカノセンサーを介して，局所的に骨形成を促進

切片

させると考えられている（Nomura & Takano−Yamamoto,

の位置に相当する切片各

2000）．また，メカニカルストレスが加わらない部位で

形態や骨髄腔の観察にヘマトキシリン−エオジン（H−

は，骨吸収が進み，骨量が減少する．従って，歯を喪失

E）染色を施した．また，免疫組織化学的に

し，歯槽骨がメカニカルストレスを受けなくなると，歯

清 ア ル ブ ミ ン 含 有 ． M リ ン 酸 緩 衝 生 食 液 （ BSA −

槽骨吸収が起こり，歯槽骨における骨リモデリングに影

PBS）にて

響 を 与 え る （ Levy & Mailland, 1980 ; Enokida et al. ,

ギ抗ラットTNALP抗体（織田公光博士から供与），ウサ

枚と中央部の切片から頰側および，舌側へ
枚の合計

枚を用いた．骨梁
％ウシ血

分間室温でブロッキング処理した後，ウサ

2005 ; Shimomoto et al., 2007）．歯槽骨におけるPTH間欠

ギポリクローナル抗マウスOsterix抗体（ab

投与による骨形成促進作用とメカニカルストレスとの関

cam），ウサギポリクローナル抗ラットCathK抗体（ab

係はほとんど知られていない．本研究では，歯槽骨にお

，Abcam）および，マウスモノクローナル抗ラッ
R，Bio−Rad）と一晩

，Ab-

けるPTH間欠投与による骨形成促進作用のメカニズムと

トCD

メカニカルストレスとの関係についての検討を行った．

さ せ た ． 二 次 抗 体 と し て ウ サ ギ 抗 マ ウ ス 抗 体 （ ab

骨芽細胞分化マーカーの評価は，組織非特異的アルカリ

抗体（MCA

，Abcam），ヤギ抗ウサギ抗体（ab

℃で反応
，Abcam）

ホスファターゼ（TNALP）とOsterixを用い，破骨細胞

と 分間，室温で反応させた．PBSで洗浄後，ジアミノ

分化マーカーの評価は，カテプシンK（CathK）とCD

ベンジジン（DAB；

を用い，その局在を免疫組織化学的に解析した．

ス）にて発色させ，

，ニチレイバイオサイエン
％メチルグリーン（No．

−

，武藤化学）による核染色を施した．

材料および方法

形態計測学的解析

試料作製

下顎第一臼歯部の光学顕微鏡写真を撮影し，画像解析

本研究における動物実験は，北海道医療大学動物実験
委員会の承認を得て実施した（承認番号；第

号）．実

ソフト（ImageJ ver ． ，NIH）を用いて根間中隔部の
骨面積を測定した．測定範囲は歯槽骨頂から基底側

週齢雄性SDラット（Jcl：SD，ホクドー）

mmまでの範囲とし，各群間の比較を行った．さらに骨

匹を用いた．イソフルラン（イソフルラン吸入麻酔

面積測定範囲内のCathK，CD およびOsterix陽性細胞数

薬，ファイザー）による吸入麻酔および，塩酸メデトミ

とTNALP陽性の領域を測定した．測定結果について

ジン（ドミトール，オリオン） ． mg/kg，ミタゾラム

は，各群間の有意差をKruskal−Wallis検定による多重比

験動物は，

（ ）
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較検定で評価した．有意水準は

％とした．統計解析に

は統計解析ソフト（IBM SPSS Statistics ver

，IBM）を

骨梁が認められ，骨面積も有意に広かった．過去の報告
でも，PTH間欠投与により海綿骨の太さが太くなること
が示されている（Yamamoto et al., 2016）．以上から，

使用した．

結

PTH間欠投与は骨折や抜歯後の治癒促進だけでなく，近

果

年研究されている歯周外科治療や上顎洞底挙上術等の歯

日のH−E染色では，どの群にも多数の細い骨梁

槽骨増生（Vasconcelos et al., 2014 ; Takebe et al., 2014）

とその間に骨髄腔が観察され，各群間に明らかな違いは

にも応用できる可能性があることが示唆された．また，

実験

A−D）．また，TNALPはどの群

認められなかった（図

本研究では，実験

日でのiPTHのCathK陽性細胞数が

間においても骨表面に沿って陽性細胞層の局在が認めら

CONTに比べ，有意に多かったことから，PTH間欠投与

E−H,

初期には，PTHにより骨芽細胞でのRANKLを介した破

M）
．CathKの免疫組織化学においては，多核で大型の細

骨細胞の分化が誘導されたことが示唆される．このとき

I−L）．さらに

のTNALP陽性細胞層の厚さとOsterix陽性細胞数（デー

CathKとCD 陽性細胞数は，iPTHがCONTに比べて有意

タを示さず）はiPTHとCONT間で有意差が認められな

れたが，厚さに有意差は認められなかった（図
胞が骨表面に散在性にみられた（図
に多かった（図
実験

N, O）
．

かったことから，PTHの骨芽細胞分化への影響は少ない

日のiPTHではTNALP陽性を示す細胞層が厚

く，形態計測によっても有意差を認めた（図

ことが示唆された．さらにPTHの投与回数が重なる実験

A−D,

，

日 で は ， iPTH に お け る TNALP 陽 性 細 胞 層 が

M）．さらにOsterix陽性細胞は，骨表面から骨髄側に向

CONTに比べ，有意に厚かったことから，PTH間欠投与

かって広い範囲に局在が認められ，Osterix陽性細胞数も

によって前骨芽細胞が増殖し，骨芽細胞への分化が促進

iPTHがCONTに比べ有意に多かった（図

E−H, N）．

したと考察される．また，このときのOsterix陽性細胞数

TNALPとOsterix陽性反応は，CONTにおけるnonEXTと

（実験 日のデータを示さず）も，TNALP陽性細胞層の

EXTで差はほとんど認められないが，iPTHでは，non-

厚さ同様にCONTに比べて，iPTHの陽性細胞数が有意に

EXTがEXTと比較してTNALP陽性細胞層が厚く，Osterix

多かった．本研究の結果は，PTH間欠投与を行うと，

M, N）．一方，

ALPやOsterix発現が上昇するというLuらの報告とも一致

陽性細胞数が多い傾向を示した（図

CathKは骨表面で大型の細胞が陽性を示したが，その数
に各群間で有意差は認められなかった（図

I−L, O）
．

する（Lu et al., 2014）．また，実験

，

日における

iPTHとCONT間において，CathK陽性細胞数に有意差は

実験 日のH−E染色で，iPTHはCONTに比べて骨梁が

認められなかったことから，PTH間欠投与は破骨細胞形

A−D, M）．さらに iPTHにおい

成にほとんど影響せず，骨形成を促進することが示唆さ

有意に太かった（図

て，nonEXTはEXTに比べ骨梁が太かったが，形態計測

れた．また，実験

日におけるCD

陽性細胞数（デー

M）．iPTHで

タを示さず）もCathK陽性細胞数と同様にiPTHとCONT

は，骨表面に沿って厚い TNALP陽性細胞層が認めら

間に有意差が認められなかった．以上のことから，PTH

れ，CONTに比べ，TNALP陽性を示す細胞層が有意に厚

間欠投与による骨形成促進作用は，破骨細胞形成と骨吸

E−H, N）．また，iPTHではnonEXTがEXT

収を介したカップリングによるものより，骨芽細胞への

に比較して歯槽骨面積が広く，TNALP陽性細胞層が厚

分化を促進したことによる影響が大きいことが示唆され

学的に有意差は認められなかった（図

かった（図

い傾向を示した（図

M, N）．CathK陽性細胞は骨表面

た．

に認められたが，その数に各群間で有意差は認められな
かった（図

I−L, O）
．

考

メカニカルストレスとPTH間欠投与による骨形成促
進作用との関係について
メカニカルストレスが加わる局所では骨形成が促進

察

し，加わらない局所では，骨吸収が進むことにより外形

PTH間欠投与の骨組織への影響

や内部構造が変わることが知られている（Nomura &

実験動物を用いた研究では，骨折などの外傷や骨粗鬆

Takano−Yamamoto, 2000）．歯槽骨は咀嚼や咬合による

症などの疾患に対するPTH間欠投与で，骨量増加するこ

メカニカルストレスを受けながら形態を維持しており，

とが報告されている（Andreassen et al., 1980 ; Reeve et

抜歯によりメカニカルストレスが除去されると，対合歯

al., 1980）．本研究では，生理的な条件下のラットにテ

周囲の歯槽骨の破骨細胞数が増加し，骨芽細胞の活性が

リパラチドを間欠投与し，PTHの歯槽骨に対する作用を

低下することが報告されている（Enokida et al., 2005）．

評価した．実験 日におけるiPTHは，CONTに比べ太い

一方，骨組織に存在する骨細胞はメカニカルストレスが

（ ）
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図
実験 日の組織学的および統計学的解析
H−E染色（A−D）では，全ての群で多数の細い骨梁が認められたが，各群間で明らかな違いは認められ
なかった．TNALPの免疫組織化学（E−H）では骨表面に陽性細胞層が認められたが各群間で陽性細胞
層の厚さに差は認められなかった（M）
．
CathKの免疫組織化学（I−L）では多核で大型の陽性細胞（矢頭）が骨表面に散在性に認められた．
iPTH（K, L）はCONT（I, J）に比べ，より広い範囲で陽性細胞（矢頭）が認められた．さらに，CathK
および，CD 陽性細胞数は，iPTHがCONTに比べ，有意に多かった（N, O）．AB；歯槽骨，bar＝
μm．*P ＜ ． ．

（ ）
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図
実験 日の組織学的および統計学的解析
TNALPの免疫組織化学（A−D）では骨表面に陽性細胞層が広く分布した．iPTH（C, D）はCONT（A,
B）に比べて免疫陽性を示す細胞層（矢頭）が厚かった（M）．iPTH，CONTそれぞれの群でEXT（B,
D），nonEXT（A, C）間に有意差は認められなかった（M）．Osterixの免疫組織化学（E−H）では骨表面
に陽性細胞（矢頭）が広く分布した．iPTH（G, H）はCONT（E, F）に比べ，より広い範囲で陽性細胞が
認められた（N）
．iPTHでEXT（H）
，nonEXT（G）間に有意差は認められなかった（N）．CathKの免疫組
織化学（I−L）では全ての群で多核の細胞（矢頭）が骨表面に散在性に認められたが各群間で有意差は認
められなかった（O）
．AB；歯槽骨，bar＝ μm．*P ＜ ． ．

（ ）
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等／副甲状腺ホルモン間欠投与とメカニカルストレスが歯槽骨に及ぼす影響

図
実験 日の組織学的および統計学的解析
H−E染色（A−D）では，PTH投与群（C, D）はPTH非投与群（A, B）に比べて太い骨梁が認められた
（M）
．TNALPの免疫組織化学（E−H）では骨表面に陽性細胞層（矢頭）が広く分布した．PTH投与群（G,
H）はPTH非投与群（E, F）に比べ，より厚い陽性細胞層（矢頭）が認められた（N）．iPTHでEXT（H），
nonEXT（G）間に有意差は認められなかった（N）．CathKの免疫組織化学（I−L）では，骨表面に陽性細
胞（矢頭）が分布したが，各群間で陽性細胞数に有意差は認められなかった（O）．AB；歯槽骨，bar＝
μm．*P ＜ ． ．

（ ）
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