北海道医療大学学術リポジトリ

顎関節への荷重負荷の改変が下顎頭軟骨X型コラー
ゲン，オステオポンチン，オステオカルシンの発現
及び局在に与える影響
著者
学位名
学位授与機関
学位授与年度
学位授与番号
URL

尾立 卓弥
博士（歯学）
北海道医療大学
平成30年度
30110甲第308号
http://id.nii.ac.jp/1145/00064678/

関節荷重の改変が下顎頭軟骨の
細胞外基質タンパク質に及ぼす影響

平成 30 年度
北海道医療大学大学院歯学研究科
尾立卓弥

【要旨】
下顎頭軟骨は頭蓋の中で最も旺盛な成長を示す場，growth site の一つであり，3 つの細
胞層が存在し，生体力学的環境の変化に対して複雑な反応を示すことが知られている．矯
正臨床では整形装置や機能的矯正装置などを用いて，顎顔面形態と咬合形成に大きな影響
を及ぼす下顎骨の成長を制御している．したがって，下顎頭軟骨の生体力学的力に対する
適応反応のメカニズムを知ることは矯正臨床の領域で咬合形成を考えるうえで重要な課題
の一つであるといえる．本研究では，下顎頭軟骨の生体力学的力に対する細胞外基質の反
応性を明らかにすることを目的とし，成長期ラット切歯部咬合挙上モデルを用いて，関節
負荷により下顎頭軟骨に生じる細胞外基質の変化を検討し，以下の結果を得た．
1. 下顎頭軟骨における咬合挙上群のⅩ型コラーゲン発現の変化
未処置群，咬合挙上群ともに下顎頭の肥大軟骨細胞層でのⅩ型コラーゲンの局在が 認 め
られた．また線維層，増殖細胞層，骨組織では反応はみられなかった．
2. 下顎頭軟骨における咬合挙上群のアルカリフォスファターゼ酵素活性の変化
肥大軟骨細胞層や骨基質表面の骨芽細胞でアルカリフォスタファーゼ活性が認められた．
また線維層，増殖細胞層，骨基質での反応はみられなかった．
3. 下顎頭軟骨における咬合挙上群のオステオポンチンの変化
咬合挙上 4 週後では，オステオポンチン mRNA の発現量が有意に上昇した．また免疫組
織化学染色では，咬合挙上群の肥大軟骨細胞の細胞質，軟骨小腔周囲の基質で陽性反応が
みられた．
4. 下顎頭軟骨における咬合挙上群のオステオカルシンの変化
咬合挙上 4 週後では，オステオカルシン mRNA の発現量が有意に上昇した．また免疫組
織化学染色では，咬合挙上群の肥大軟骨細胞の細胞質，軟骨小腔周囲の基質で陽性反応が
みられた．
以上のことから，切歯咬合挙上により成長期ラットの下顎頭軟骨にかかる力学的負 荷 を
長期間与えることにより，軟骨細胞が発現するアルカリフォスファターゼやⅩ型コラーゲ
ンに変化はないが，肥大軟骨細胞において骨基質タンパク質であるオステオポンチンやオ
ステオカルシンの発現が上昇し，軟骨と骨の両方の機能をあわせもった組織に変化するこ
とが示唆された．
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【緒論】
歯科矯正治療では整形装置や機能的矯正装置などを用いて直接的，または間接的に
顎関節の生力学環境を改変することで，顎顔面形態と咬合形成に大きな影響を及ぼす
下顎骨の成長を制御している．しかし咬合改変によって顎関節にどのような影響を及
ぼすのか不明な点も多く見られる．
顎関節は，側頭骨と下顎骨を連結する関節であり，生体の関節の中でも最も複雑な
形態と機能を有する．解剖学的に顎関節は，側頭骨下顎窩・関節結節と下顎骨下顎頭，
関 節円板 ，円 板後部 組織 ，滑膜 ，靱 帯等か ら構 成され る（ Bell， 1990） ．顎関 節は，
側頭骨と円板間の上関節，および円板と下顎頭間の下関節からなる複合関節とみなす
ことができ，機能的にみると，上関節は主に滑走運動を，下関節は回転運動を営むこ
とから，ginglymo-arthrodial joint に分類される．また，顎関節の複雑な形態と運動
機能によって下顎頭の関節面では圧縮，剪断，引張応力が生じ，下顎頭は複雑な力学
的 環 境 を 受 容 す る 荷 重 負 荷 関 節 （ load-bearing joint） で も あ る こ と が 知 ら れ て い る
（Brehnan et al., 1981; Boyd et al., 1990; Hylander 1984, 1985; Kimura, 1990;
Kopp, 1978; Nitzan, 1994; Tanaka et al., 1994）．そして，成長段階において下顎頭
軟骨は軟骨内骨化を生じることで，下顎骨の主要な成長の場としても機能する
（Symons, 1951）．一方で長管骨などのその他の軟骨組織では，2 つの役割をそれぞ
れ 2 つの組織，関節軟骨と成長板で担っている．
組織学的にみると下顎頭軟骨は線維層，静止層，増殖細胞層および肥大軟骨細胞層
から構成され，それぞれの細胞層は線維芽細胞，未分化間葉系細胞および軟骨細胞の
3 つの細胞集団が存在する（Chen et al., 2012; Copray et al., 1986; Folke & Stallard,
1967; Luder et al., 1988; McNamara，1979; Oberg et al., 1967; Silbermann & von
der Mark, 1990; Strauss et al., 1990; Stutzmann & Petrovic, 1982）．
軟骨細胞層の細胞外基質は，主にⅡ型コラーゲンであり，成熟に従い軟骨細胞の大
きさが増大，肥大化し，肥大軟骨細胞となり主要な生合成産物の 1 つであるⅩ型コラ
ーゲンの合成を開始し，最終的に骨化前面で石灰化する（Schmid et al., 1985; Lammi
et al., 2002; Nishida et al., 2002）．Ⅹ型コラーゲンの生物学的機能は，組織変化によ
って石灰化のプロセスを促進すると考えられている（Kwan et al., 1991）．また石灰
化軟骨基質に付随する肥大軟骨細胞が骨芽細胞と同様の特性を獲得し得るという可
能性を報告した研究もある（Moore et al., 1991; Owen et al., 1990, 1992）． in vitro
1

の研究では，石灰化誘導培地において肥大軟骨細胞によるオステオポンチンやオステ
オカルシンの発現が上昇することが明らかになっている（Lian et al., 1993）．
オステオポンチンやオステオカルシンは，免疫組織化学において鶏（McKee et al.,
1992）やラット（Boivin et al., 1987; Mark et al., 1988）の肥大軟骨細胞の無機化さ
れた細胞外基質に局在している．対照的に，成長板の無機化していない領域では，オ
ステオポンチンもオステオカルシンも軟骨基質で検出することができない．また，そ
れらの成長板の軟骨細胞は，オステオポンチンに対して免疫反応性があるが，オステ
オカルシンに対して免疫反応性はない（Takashi et al., 1992）
下顎頭の成長メカニズムを知るために，外力や咬合の変化などの外的刺激が下顎頭
の 成 長 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 し た 研 究 は ， こ れ ま で に 多 く 報 告 さ れ て い る ． in

vivo における研究において，片側咬合挙上は，ラット顎関節におけるプロテオグリカ
ン発現を増加させることが示されている（Mao et al，1998）．また臼歯部の咬合の変
化は，ラット下顎頭軟骨におけるⅠ型，Ⅱ型およびⅩ型コラーゲンおよびコンドロイ
チン 4 硫酸の発現活性を増加させた（Sasaki,1998）．さらにラットにおける下顎運
動の制限は，軟骨の厚さおよび軟骨の肥大領域におけるメタクロマジー反応を減少さ
せた（Ogawa,1999）．一方，圧縮力を加えた場合においても，下顎頭軟骨の細胞増殖
および細胞外基質合成に変化を引き起こすことが報告された（Copray,1985）．in vitro
ではラット下顎頭軟骨細胞への伸展負荷によりⅡ型コラーゲンやアグリカンの
mRNA 発現の増加することが明らかにされている（Huang et al., 2007）．このよう
に下顎等の環境変化は軟骨細胞の機能に影響を与える．しかし，生体力学的環境によ
る細胞外基質の組成変化ならびに調節機構についてはいまだ不明な点が多い．
そこで，本研究ではラットの咬合改変モデルを使用して，in vivo の実験系により生
体力学的環境と細胞外基質，特に軟骨細胞の細胞外基質タンパク発現の変化を調べた．
これまで顎関節部への影響を調べた研究はいくつか存在するが，そのほとんどは外科
的処置を加え，侵襲が非常に大きな方法が採用されている．本研究では侵襲が比較的
少なく，咬合改変を容易に行うことが可能な方法として，切歯部にレジン製の咬合挙
上 板 を 装 着 し 咬 合 挙 上 の み が 行 え る 中 尾 ら の ラ ッ ト 咬 合 改 変 モ デ ル （ Nakao et al.,
2015）を用い，解析した．
本研究では関節荷重による細胞外基質の反応性を明らかにすることを目的とし，成
長期ラットに咬合挙上板を装着した咬合改変モデルを用い，下顎頭軟骨における組織
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学的変化およびⅩ型コラーゲン，オステオポンチンやオステオカルシンの mRNA 発
現ならびにタンパク局在変化を検討した．
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【実験動物および方法】
1. 実験動物
実験動物には，生後 7 週齢の Wistar 系雄性ラット 90 匹を用い，対照群と実験群の
2 群に分けた．すべての実験動物は通常のラット用固形飼料と水道水を十分に与え，
自由摂食とした．なお，本研究における動物実験は，北海道医療大学動物実験規定に
基づき承認を得た（承認番号：128）．

2. 咬合挙上装置の作製
本研究で用いた咬合挙上装置は，7 週齢ラットの上顎歯列を印象採得し，歯科用超
硬石こうで上顎歯列模型を作製後，歯科充填用コンポジットレジン（BEAUTIFIL II,
SHOFU INC.）を用いて作製した．咬合挙上装置の設計は，幅径(D):5.0 mm，前後径
(W):7.0 mm，高径(H):3.0 mm とした（図 1）．

3. 下顎頭軟骨への関節負荷
顎 関 節 部への 関 節 負荷を 増 大 させる た め ，イソ フ ル ラン（ フ ァ イザー ， マ イラ ン ）
による吸入深麻酔下にて，上顎切歯にエッチング・ボンディング処理後，歯科充填用
コンポジットレジン（BEAUTIFIL Flow, SHOFU INC.）を用いて咬合挙上装置を装
着し，咬合改変モデルを作製した．また，咬合挙上装置を装着した際の臼歯部の離開
度は上下顎第一臼歯間で 3.0 mm となるように調整した．なお，実験期間中に咬合挙
上装置の咬耗，下顎切歯の咬耗および臼歯の挺出により，臼歯部離開度の減少が認め
られた場合は，ラットの上顎前歯部に直接法によりコンポジットレジンを築盛し，実
験期間を通して臼歯部離開度がほぼ一定となるよう調整した．実験期間は，1，2，3，
および 4 週とし，装置未装着同週齢ラットを未処置群として用いた．

4. 試料の固定とパラフィン切片の作製
各実験期間終了後，ラットはイソフルラン（ファイザー，マイラン）吸入深麻酔下
に て ， 二 酸化 炭 素 （ CO₂） 吸 入 法 に よ り 安楽 死 を 施 行し ， そ の 後頸 椎 脱 臼 を行 っ た ．
頭部を離断後，顎関節部組織を摘出し，4% paraformaldehyde / 0.1 M リン酸緩衝液
（pH 7.4）で 24 時間浸漬固定した．その後，4℃下で 10％EDTA（pH 7.4）脱灰液を
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用いて 4 週間脱灰し，通法に従い脱水処理し，パラフィンに包埋した．包埋試料から
は厚さ 7 µm の連続切片を作製した．

5. 下顎頭軟骨におけるⅩ型コラーゲンの mRNA 発現（n=5）
採取した下顎頭軟骨から，RNeasy mini Kit（Qiagen）を用いて total RNA を抽出
した．Omniscript reverse transcriptase protocol（Qiagen）を用いて RT 法により，
total RNA から cDNA の調整を行った．Ⅹ型コラーゲンおよび GAPDH（内的標準）
に対し，連続希釈系の試料を作製し，それぞれの cDNA 定量のための外的標準とした．
Ⅹ型コラーゲンに対する exonuclease probe（TaqMan probe）を作製し（表 1），Step
One Real Time PCR System（Thermo Fisher Scientific Inc.）を用い，RT-PCR 法に
よる mRNA 発現量の定量を行った．

6. 下顎頭軟骨におけるⅩ型コラーゲンのタンパク局在
薄切切片を通法に従い脱パラフィン後，0.5%ヒアルロニダーゼにより 37℃で 1 時間
処理を行った．内因性ペルオキシダーゼを不活化する目的で，0.3%過酸化水素にて 30
分間処理した．その後，3%Bovine serum albumin (BSA) で 30 分間ブロッキングし
た．抗体は，Ⅹ型コラーゲンを認識する一次抗体として抗Ⅹ型コラーゲン抗体（LB0092，LSL）を選択した．抗体は 1%BSA を含む Phosphate buffered salts（PBS）
（pH7.4）で 1000 倍に希釈調整し，これを切片上で室温，2 時間反応させた．反応終
了後 PBS で洗浄し，二次抗体（ヒストファイン

シンプルステインラット MAX-PO

（MULTI），ニチレイバイオサイエンス）を室温で 1 時間反応させ，Diaminobenzidine
（Envision kit, DAKO）法で発色した．免疫組織化学染色した切片はメチルグリーン
で核染色を行った．

7. 下顎頭軟骨におけるアルカリフォスファターゼ活性の検出
薄切切片を通法に従い脱パラフィン後，Alkaline phosphatase staining kit (Merck)
を用いて室温で 2 時間反応させ，アルカリフォスタファーゼの酵素活性を検出した．
PBS による洗浄後，メチルグリーンで核染色を行った．

8. 下顎頭軟骨におけるオステオポンチン，オステオカルシンの mRNA 発現（n=5）
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採取した下顎頭軟骨から，RNeasy mini Kit（Qiagen）を用いて total RNA を抽出
した．Omniscript reverse transcriptase protocol（Qiagen）を用いて RT 法により，
total RNA から cDNA の調整を行った．オステオカルシンやオステオポンチンに対
し，連続希釈系の試料を作製し，それぞれの cDNA 定量のための外的標準とした．オ
ス テ オ カ ル シ ン や オ ス テ オ ポ ン チ ン に 対 す る primer お よ び exonuclease probe
（TaqMan probe）を作製し（表 1, 2），Step One Real Time PCR System（Thermo
Fisher Scientific Inc.）を用い，RT-PCR 法による mRNA 発現量の定量を行った．

9. 下顎頭軟骨におけるオステオポンチン，オステオカルシンのタンパク局在
薄切切片を通法に従い脱パラフィン後，0.5%ヒアルロニダーゼにより 37℃で 1 時
間処理を行った．内因性ペルオキシダーゼを不活化する目的で，0.3%過酸化水素にて
30 分間処理した．その後，3%BSA で 30 分間ブロッキングした．抗体は，オステオ
カルシン，オステオカルシンを認識する一次抗体として抗オステオカルシン抗体
（clone OCG3, abcam），抗オステオポンチン抗体（松本歯科大学）を選択した．抗体
は 1%BSA を含む PBS (pH7.4) で 1000 倍に希釈調整し，これを切片上で室温，2 時
間反応させた．反応終了後 PBS で洗浄し，二次抗体（ヒストファイン

シンプルステ

インラット MAX-PO（MULTI），ニチレイバイオサイエンス）を室温で 1 時間反応さ
せ，Diaminobenzidine（Envision kit, DAKO）法で発色した．免疫組織化学染色した
切片はメチルグリーンで核染色を行った．

10. 統計学的処理
各実験により得られた値は，単変量 F 検定と Student’s t test により解析した．各
群における有意差は，危険率 5%未満（P＜0.05）をもって統計的有意差とした．
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【結果】
1. 下顎頭軟骨におけるⅩ型コラーゲンの mRNA 発現
未処置群では，実験期間を通してⅩ型コラーゲン mRNA 発現量に有意な変化はみ
られなかった．咬合挙上群においても未処置群と同様に術後 4 週までⅩ型コラーゲン
の mRNA 発現量に有意な変化はみられなかった（図 2）．また，すべての週において，
未処置群と咬合挙上群で同様のⅩ型コラーゲン mRNA の発現が認められた．

2. 下顎頭軟骨におけるⅩ型コラーゲンのタンパク局在
未処置群における下顎骨でのⅩ型コラーゲン免疫組織化学染色の低倍率像では，肥
大 軟 骨細 胞層 で のⅩ 型コ ラ ーゲ ンの 局 在が 認め ら れた ．一 方 ，線 維層 と 増殖 細胞 層 ，
および骨組織では反応はみられなかった（図 3a）．下顎頭表層の拡大像では，肥大軟
骨細胞層においてⅩ型コラーゲンのタンパク局在が認められたが，線維層，増殖細胞
層においてタンパク局在は認められなかった（図 3b）．軟骨組織直下の骨組織におい
ても，タンパク局在はみられなかった．また骨表面に配列する骨芽細胞も陰性であっ
た（図 3c）．
咬合挙上 4 週後におけるⅩ型コラーゲンのタンパク局在は未処置群と同様に，肥大
軟骨細胞層で陽性反応が認められた（図 4a）．下顎頭表層では，線維層と増殖細胞層
においてⅩ型コラーゲンのタンパク局在は認められなかった（図 4b）．肥大軟骨細胞
層では，Ⅹ型コラーゲンのタンパク局在を認める．軟骨組織直下の骨組織においても，
骨表面に配列する骨芽細胞はタンパク局在がみられなかった（図 4c）．

3. 下顎頭軟骨におけるアルカリフォスファターゼ活性の検出
未処置群における下顎骨でのアルカリフォスファターゼ染色は，肥大軟骨細胞層や
骨基質表面の骨芽細胞でアルカリフォスタファーゼの酵素活性が認められた．また線
維層と増殖細胞層では，反応はみられなかった（図 5a,b）．骨組織では，骨表面に配
列する骨芽細胞は陽性だが，骨基質ならびに骨髄の細胞は陰性だった（図 5c）．
咬合挙上 4 週後における下顎骨でのアルカリフォスファターゼ染色は，未処置群と
同様に，肥大軟骨細胞層でのアルカリフォスファターゼ活性が認められた（図 6a）．
一方，下顎頭表層の線維層，増殖細胞層は，ほとんど染色性は認められなかった（図
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6b）．骨組織においても未処置群と同様に，骨表面に配列する骨芽細胞が陽性であっ
た（図 6c）．

4. 下顎頭軟骨におけるオステオポンチン，オステオカルシンの mRNA 発現（n=5）
未処置群では，実験期間を通してオステオポンチン mRNA の発現量に変化はほと
んどみられなかった（図 7）．しかし咬合挙上群では，1，2 および 3 週後まではオス
テオポンチン mRNA の発現量に変化はほとんどみられなかったが，4 週後では，この
群において発現量が有意に上昇した（図 7）．
オステオカルシンの mRNA 発現量も同様に，未処置群では実験期間を通して変化
がほとんどみられなかったが，咬合挙上群では咬合挙上 4 週後でオステオカルシンの
mRNA 発現が有意に増加した（図 7）．

5. 下顎頭軟骨におけるオステオポンチン，オステオカルシンのタンパク局在
未処置群において，下顎頭の骨組織に特異的にオステポンチンの陽性反応が認めら
れた（図 8a）．この反応は，石灰化軟骨基質と接する骨組織で線状に強い陽性反応が
みられた（図 8c）．骨芽細胞には，強い陽性反応がみられた（図 8c，矢印）．これらの
反応は，下顎頭の軟骨細胞ならびに基質では陰性であった（図 8b）．
咬合挙上 4 週後における下顎骨でのオステオポンチン免疫組織化学染色の低倍率像
では，骨基質においてオステオポンチンの陽性反応が線状に認められた（図 9a，c）．
また矢頭で示すように肥大軟骨細胞の細胞質，軟骨小腔周囲の基質にも陽性反応がみ
られた．一方この反応は，線維層や増殖細胞層では陰性であった（図 9b）．
未処置群において，下顎頭の骨組織にオステオカルシンの強い陽性反応が認められ
た（図 10a）．一方，骨髄や軟骨組織では陽性反応はみられなかった．軟骨直下の海綿
骨の内部における石灰化軟骨組織は陰性であるが，その外側にみられる骨基質は陽性
であった（図 10c）．また骨表面に配列する骨芽細胞も陽性であった．下顎頭表層の軟
骨細胞ならびに基質においては，オステオカルシンのタンパク局在はほとんどみられ
なかった（図 10b）．
咬合挙上 4 週後においても骨基質や骨芽細胞に強い染色性を認めた（図 11a, c）．
これらの反応に加えて矢頭で示すように下顎頭軟骨の肥大軟骨細胞や軟骨小腔周囲
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の基質で陽性反応がみられた（図 11b）．一方この反応は，線維層や増殖細胞層では陰
性であった．
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【考察】
1. 咬合挙上による顎関節の力学的環境の変化
本研究で用いた咬合改変モデルは，臼歯部咀嚼ストロークを排除し，より大きな関
節荷重が関節組織に負荷される切歯部切断ストロークの頻度の増加と持続時間を延
長させるよう設計されている（図 1）
（Nakao et al., 2015）．ヒト顎関節をモデルとし
た生体力学研究（Hart et al., 1992; Haskell et al., 1986; Hylander，1985; Kimura，
1990）では，顎関節には機能時に圧縮応力と引っ張り応力が複雑に作用すること，お
よび領域によって異なる力学的環境を示すことが示唆されている．また，凸面形態を
有する関節組織表面に荷重が負荷された場合，中央部には圧縮応力が集中する接触面
を生じるが，その辺縁部には逆に引っ張り応力が分布することが知られており（O’
Connor & Johnson, 1993），いずれの関節組織も複雑な力学的環境下にあることがわ
かる．本装置の装着により，咬合挙上群では未処置群に対してラット顎関節部への食
事時の荷重負荷は増大しているものと考えられる．また未処置群と咬合挙上群の間で
実験期間を通して体重に有意差はみられなかった．従って本研究で行った咬合挙上は，
外 科 的処 置を 加 えな いで 顎 関節 に荷 重 負荷 する 方 法と して 有 用で ある と 考え られ る ．

2. 咬合改変によるⅩ型コラーゲン，アルカリフォスファターゼの変化
Ⅹ型コラーゲンは結合組織の細胞外基質の主要な構成要素であり，組織の機械特性
に重要な役割を担っている（Merrilees & Flint, 1980）．コラーゲンは，現在 30 近く
の型が発見されているが，下顎頭軟骨では，Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅵ型，Ⅸ型，Ⅹ型 collagen
の 存 在 が 明 ら か に さ れ て い る （ Ali ＆ Sharawy， 1995; 1996; Chen et al., 2012;
Fukuda et al., 1999; Luder et al., 1988; Milam et al., 1991; Mizoguchi et al., 1990;
1996; 1997a; 1997b; Silbermann et al., 1987; 1990; Strauss et al., 1990）．本研究で
は，軟骨に特異的であり，肥大性軟骨細胞によって合成される（Schmid et al., 1985）
Ⅹ型コラーゲンについて検討した．Ⅹ型コラーゲンの発現は，軟骨内骨化において重
要であり，基質石灰化および軟骨内骨化におけるⅩ型コラーゲンの役割について多く
の議論がなされている（Kwan et al., 1989; Poole at al., 1989; Schmid et al., 1990）．
Ⅹ型コラーゲンは，肥大軟骨細胞表現型のマーカーとして機能し，Ⅹ型コラーゲン遺
伝子転写物および翻訳産物の検出は，軟骨細胞の成長および分化の研究に有用である
（Bohme et al., 1992）．本研究では，未処置群，咬合挙上群ともにⅩ型コラーゲンの
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発現量に有意な変化みられなかった．軟骨細胞外基質の主要成分は，軟骨特異的なⅡ
型コラーゲンであり，軟骨特異的プロテオグリカンアグリカンとのヒアルロン酸の大
きな凝集体である．軟骨細胞が肥大化することによりⅡ型コラーゲンの合成が制御さ
れ，その段階でⅩ型コラーゲンの合成が開始される（Eerden et al., 2003）．本研究の
下顎頭軟骨において，軟骨細胞の多くはⅩ型コラーゲンを発現している（図 3b, 4b）．
軟骨細胞が肥大化することにより，Ⅱ型コラーゲンの発現が抑制され，相対的にⅩ型
コラーゲンの発現が増加した可能性がある．したがって下顎頭軟骨への荷重負荷によ
るⅩ型コラーゲン発現の変化はわずかなものである可能性がある．
ア ル カ リフォ ス フ ァター ゼ は ，骨お よ び 石灰化 軟 骨 におい て 発 達初期 に 発 現さ れ ，
骨芽細胞細胞膜および基質小胞で観察される．骨芽細胞分化，軟骨形成およびアルカ
リ フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 発 現 を 制 御 す る 主 な 調 節 経 路 は ， 互 い に 相 互 作 用 す る BMP /
Runx2
（ Cbfa1，AML3）/ Osterix 系および WNT シグナル伝達カスケードである（Gaur
et al, 2005, 2006; Golub et al, 2007）．本研究では，アルカリフォスファターゼ染色
により，未処置群と咬合挙上群ともに肥大軟骨細胞層，骨芽細胞においてアルカリフ
ォスファターゼ活性がみられた．増殖細胞層における軟骨細胞および石灰化基質はア
ルカリフォスファターゼ活性を示さないが，成熟および肥大軟骨細胞層は高度に反応
性である．いくらかの弱い反応性も，増殖細胞層の軟骨細胞によって示される．この
アルカリフォスファターゼが軟骨細胞中で合成され，石灰化開始時に細胞外基質に輸
送されるという観察は，石灰化の過程において特定の役割を果たしている．
（Bernard
et al., 1986）本研究では，咬合挙上群は未処置群と同様に肥大軟骨細胞層，骨基質表
面の骨芽細胞でアルカリフォスファターゼ活性がみられた．アルカリフォスファター
ゼは軟骨細胞では石灰化初期に観察されるため，関節荷重負荷により石灰化に変化は
起きなかったと考えられる．
本研究において，関節荷重負荷によるⅩ型コラーゲン発現やアルカリフォスファタ
ーゼ活性への影響はほとんどみられなかった．したがって顎関節に荷重負荷しても肥
大軟骨細胞の石灰化にほとんど影響がないことが示唆された．

3. 咬合改変によるオステオポンチン，オステオカルシンの変化
オステオポンチンは，骨，象牙質，セメント質，軟骨および，これら硬組織の形成細
胞で局在が認められる（Butler et al., 1996; Denhardt and Noda, 1998）．この局在
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は硬組織以外の腎臓，脳，骨髄由来の子宮筋層腺細胞，子宮内の絨毛膜絨毛の血管組
織 お よ び 細 胞 栄 養 芽 層 を 含 む 様 々 な 組 織 に 認 め ら れ る （ Giachelli et al., 1995;
Patarca et al., 1989, 1993; Rittling and Denhardt, 1999; Sodek et al., 2000, Weber
and Cantor, 1996）．またオステオカルシンは石灰化硬組織とその形成細胞に特異的
に局在する（Boivin et al., 1987）．さらにヒドロキシアパタイトに関連する肥大軟骨
細胞の石灰化部位におけるオステオカルシンの免疫化学的局在を報告している
（Bronckers et al., 1985; Groot et al., 1986）．
本研究では，咬合挙上 4 週後の下顎頭軟骨においてオステオポンチンやオステオカ
ルシンの mRNA 発現が未処置群と比較して有意に上昇した．また免疫組織化学染色
では肥大軟骨細胞や軟骨小腔周囲の基質でオステオポンチンやオステオカルシンの
陽性反応がみられた．過去の研究では， in vitro において関節軟骨の軟骨細胞を石灰
化誘導培地で培養すると，オステオポンチンやオステオカルシンの発現が上昇したと
いう報告がある（Lian et al., 1993）．軟骨細胞は，Noggin，BMP，IHH などの骨形
成 を 制 御 す る い く つ か の 重 要 な 分 子 を 分 泌 す る こ と が で き る (Datta et al., 2008;
Karsenty, 2008)．さらに下顎頭の軟骨細胞は．BMP 受容体を発現する（Miyazono et
al., 2005）．BMP シグナリングは骨芽細胞分化に必須の転写因子である Runx2 の発
現を誘導する（Renny and Guozhi et al., 2003）．Runx2 は特定のエンハンサー領域
に結合することにより，オステオカルシン，I 型コラーゲン，オステオポンチンなど
の骨芽細胞関連遺伝子の転写を直接刺激することができる（Ducy et al., 1997; Kern
et al., 2000; Selvamurugan et al., 1998）．荷重負荷が軟骨細胞における BMP シグナ
リングを促進させ，通常の軟骨細胞での基質産生とは異なるオステオポンチンやオス
テオカルシン等の骨基質タンパク質の発現を上昇させたと考えられる．このように軟
骨基質において骨基質タンパクの局在が認められたことは荷重負荷に対して，軟骨の
強度を上げる防御反応として働いているかもしれない．

4. 咬合改変と歯科矯正治療
歯科矯正治療では整形装置や機能的矯正装置などを用いて直接的，または間接的に
顎関節の生力学環境を改変することで，顎顔面形態と咬合形成に大きな影響を及ぼす
下顎骨の成長を制御している．整形装置や機能的矯正装置は，患者の筋肉組織に由来
する力学的システムの改変および歯列矯正を可能にし、筋肉機能の障害および筋肉の
12

伸展を介して作用し、筋肉緊張を増加させると考えられている（Hasund, 1975）．し
かしそのような装置を用いることで，顕著な歯科矯正副作用を経験する可能性がある
（Marklund et al., 2001）．本研究において，下顎頭軟骨におけるオステオポンチン
とオステオカルシンの mRNA 発現が，咬合挙上 1, 2 および 3 週後では変化はほとん
どみられなかったが，咬合挙上 4 週後で有意に増加した．したがって，咬合改変を短
期間行っても，オステオポンチンとオステオカルシンの発現に変化はないが，長期間
行うことで発現が増加した．咬合改変を行うような歯科矯正装置を長期間装着するこ
とは，下顎頭軟骨に予期せぬ影響を及ぼす可能性がある．
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【結論】
切歯咬合挙上により成長期ラットの下顎頭軟骨にかかる力学的負荷を長期間与え
ることにより，軟骨細胞が発現するアルカリフォスファターゼやⅩ型コラーゲンに変
化はないが，肥大軟骨細胞において骨基質タンパク質であるオステオポンチンやオス
テオカルシンの発現が上昇し，軟骨と骨の両方の機能をあわせもった組織に変化する
ことが示唆された．
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