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緒 言

心臓の細胞内活動電位（以下，細胞内電位と略す）と

心電図（Electrocardiogram以下ECGと略す）との関連に

ついては，あまり報告されていない．この関係をより明

にするために，今迄に報告された論文を参考にして，考

察を試みた．

まず，細胞内電位の導出については，Hecht（１９５７）

が報告し，同時に彼はECGのQRS群とT波との関係につ

いても報告している．しかしP波については記述がな

〔総説〕

心電図と細胞内活動電位及び細胞外活動電位との関係

猪股孝四郎

北海道医療大学歯学部

Relationship between electrocardiogram and intracellular action potential
or extracellular action potential

Koshiro INOMATA＊

＊Professor emeritus (Health Sciences University of Hokkaido)

Abstract

An analysis of the relation between electrocardiogram (ECG) and intracellular action potential in heart cells was

performed using two considerations, that is, with the extracellular action potential induced from the differentiated in-

tracellular action potential (Inomata et al (2005)), and the size of the extracellular action potential dependent upon

the number of synchronized cells. The following results were obtained :

(1) The extracellular action potential from Ventricular muscles was larger than such potentials from other parts, and

this potential from the Atrial muscles was secondary (1/5~1/10 potential from Ventricular muscles), but this potential

from other parts (Atrioventricular node, Common bundle, Purkinje fibers etc.) was small, so this small potential dis-

appeared from the record of ECG, then these two extracellular action potentials (Ventricular and Atrial muscles)

were applied for an analysis of the ECG.

(2) Similar patterns for the P wave and QRS complex in ECG was found in the course of the differentiated intracel-

lular action potential in Atrial and Ventricular muscles (Fig.4,A’+V’).

(3) The peak of the T wave usually showed positive (same direction for R wave), but sometimes it showed negative

(Goldman, M.J. [Intermediate Heart Position]), the cause for this discrepancy was as follows : a) the relationship be-

tween electrode and heart position in the thorax. b) the existence of afterhyper−polarization (intracellular action po-

tential) on Ventricular muscle fibres or absence of this afterhyper−polarization. c) the electrical effects of muscle fi-

bres in the Vortex of the Heart.

(4) Sometimes the U wave disappeared in ECG, so that, more investigation for this wave is necessary for an analy-

sis of this wave.

Key words：Intracellular action potential, Differentiated intracellular action potential, Extracellular action potential, Electro-

cardiogram (ECG), Synchronized cells.

受付：平成１９年１０月３１日
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い．またGanong（１９９３）は心臓の解剖図譜と心臓の各

部位から導出した細胞内電位の変動経過を併示し，さら

にECGを示している．しかし細胞内電位とECGの関係に

ついては記載がない．一方，猪股ら（２００５）は海産軟体

動物（アメフラシ（Aplysia））の単一細胞について，神

経の活動時にみられる細胞内電位と細胞外活動電位（以

下，細胞外電位と略す）の同時記録を行ない，この両者

の関係を検討し，その結果，細胞内電位の変動経過の微

分波形は細胞外電位の変動経過を示していると結論して

いる．また，多数の細胞が同期して活動すれば，このと

きに起こる細胞外電位は同期して活動する細胞の数に応

じた強い電位が得られるのは当然である．この様な考え

を基にして心臓の細胞内電位とECGの関係の解析を試み

た．

方 法

Ganong（１９９３）は心臓の解剖譜図と各部位から導出

した細胞内電位とECGの３つを同じ図に示している，こ

れを図１に示す．この図の特徴は細胞内電位とECGを同

じ時間軸をもちいて表わしている．しかし，この図から

各部位の細胞内電位とECGの各波との関係を理解するこ

とは難かしい．この各部の細胞内電位とECGの関係を理

解するために，まず心臓各部位の細胞外電位の大きさを

知る必要がある．そのためには，心臓各部の同期して作

動する細胞数を知る必要がある．それには，手もとにあ

る心臓の解剖図譜（Bell et al.，１９７２；杉ら，１９８５；平

沢，岡本，１９７４；Kahle et al.，１９８２；真島，１９８６）を参

考にして各部位の細胞数を推計した，この数と猪股ら

（２００５）の報告の細胞内電位と細胞外電位の関係を併せ

て勘案した．この結果，心室の細胞（筋線維）数を基準

とすれば，心房の細胞（筋線維）数は心室細胞の１／５

～１／１０（以後，これを約１／７とする）とみなすこと

が出来る．即ち，このことから，心室で発生する細胞外

電位を１とすれば，心房に発生する細胞外電位は約１／

７の電位となる．同様にして他の部位（Atrioventricular

node, Bundle of His, Purkinje system 等）では心房の細

胞数よりも，さらに少ないので，此れらの部位で発生す

猪股孝四郎／心電図と細胞内活動電位及び細胞外活動電位との関係

図１ ECGと心臓の各部位より導出した細胞内電位。
Ganong,W.F. Review of medical physiology 16th edition（p４９５）より。

図２ ECGの解析にもちいられる細胞内電位。
細胞外電位の大きさを考慮するとこの２つの細胞内電位でよいことになる。

１２
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る電位は，心房で発生する電位よりもさらに微弱な電位

となり，この微弱な電位は普通に用いる心電計では記録

出来ないほど小さいと考えられる．これらのことから

ECGと比較検討するには，心房筋（Atrial muscle）と心

室（Ventricular muscle）の細胞内電位から発生する細胞

外電位と比較すれば良いことになる．この関係を図２に

示す．

結 果

前述のごとく，ECGと心室及び心房の細胞内電位とを

比較検討するには，この両方の細胞内電位の微分波形が

必要となる，しかし，図１，２に示してある細胞内電位

の波形は必ずしも生体の細胞から導出した波形でなく，

多少図式化した部分もあるので（細胞内電位が変化する

とき，活動の始から頂点に至るまでの電位変化が直線状

を示すことは生物体の細胞ではみられない現象であ

る），Hecht（１９５７）の報告を参考にして，細胞内電位の

微分波形を描いた．また前述のごとく心室の筋線維の数

を基準とし，このときの細胞外電位を基本とし比較すれ

ば，心房の細胞外電位はその約１／７となる（但し，心

房，心室のそれぞれの細胞内電位は図１，２が示すごと

く，ほぼ同じ電位である）．これらのことを基にして描

いたのが図３である．この図の曲線A’及びV’は心房，

心室の細胞内電位の微分波形であって，各々の細胞外電

位の大きさに相当する波形である．これ等をECGと比較

するためには，ECGの記録と同じ時間軸を用いて示さ，

なければならないし，またこのA’及びV’を加算して示

さ，なければならない．この曲線をA’+V’曲線とし，

ECG曲線と比較して示したのが図４である．この図によ

ってECGと心房と心室の細胞内電位の微分波，即ち心房

と心室の細胞外電位とECGの比較が可能となった．ま

た，この図によりA’+V’曲線にはECGのP波及びQRS群

相当する波形がみられるが，T波に相当する波は逆転波

形（陰性T波）を示しU波に相当する波形は見当たらな

い．

考 察

猪股ら（２００５）はアメフラシ（海産軟体動物）の腹部

神経節内で自発放電を繰り返す神経細胞をもちいて，細

胞内電位の変動経過と細胞外電位の変動経過を同時記録

し，これを比較検討した．その結果，細胞内電位の微分

波形が細胞外電位の波形と一致すると報告している．但

し，猪股ら（２００５）の報告では細胞内の微分波形よりも

The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido 26� 2007

図３ 図２の細胞内電位とそれぞれの部位で同期して作動する細胞の数
量を勘案したときの微分波形。
A’曲線：Atrial muscleの細胞内電位とその筋線維の数量を勘案し
て描いた微分波形（心房の細胞外電位に相当）。
V’曲線：Ventricular muscleの細胞内電位とその筋線維の数量を勘
案して描いた微分波形（心室の細胞外電位に相当）

図４ 図３の２つの微分波形（A’曲線とV’曲線）をA’+V’曲線としてま
とめ、これとECGを比較した。

１３
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細胞外電位の波形の方が約０．３ms遅れて現われると報告

している．しかし普通のECG記録では，０．３msを表現す

ることは困難である．したがってこの遅れについては今

回はふれないで，細胞内電位の微分波形と細胞外電位

（又はECG）とは遅れがないものとして考察する．

ECGと細胞外電位の微分波形の関係については図４が

示しているが，この図からも明らかなように，ECGのP

波及びQRS群は細胞内電位の微分波形（A’+V’曲線）上

に表われているので，心房及び心室の細胞外電位がECG

のP波及びQRS群の源であることは明らかである．

しかしT波及びU波については問題が残る．図１の被

検動物の種類についてはGanong（１９９３）は何の説明も

ない．そこで著者は次のように推定した．この図１にあ

るECGは，おそらく正常なヒトの標準肢導出から得られ

た記録と推定した．しかし，心臓各部から導出された細

胞内電位はヒトからの導出でないことは確であり，おそ

らくは，カエル等の心臓から導出した細胞内電位であろ

うと推定した．要するにヒトのT波とU波が図４のA’+V’

曲線上に見られないのは，異種動物（カエル等）とヒト

のECGとを比較したために起きた現象なのかも知れな

い．

また，ヒトのECGのT波及びU波について，今迄に報

告された正常なECGにもT波が逆転し陰性を示している

場合もあるし，U波がまったく見出すことが出来ない記

録も多くみられる．これらのことを勘案すると，T波と

U波を別々に検討する必要もあると考えた．

まずT波について検討すれば，Goldman（１９６４）はヒ

トのECGについては，心臓の位置がIntermediate Hart Po-

sitionの第Ⅲ導出には陰性T波の出現を明記している．こ

のことは導出電極と心臓の位置関係で起こる現象である

ことを示唆している．また正常な犬や猫について（ヒト

の標準肢導出に相当する記録）みると，中村ら（１９９７）

は犬の第Ⅰ導出ではT波は陰性を示している．また前出

ら（２００４）の猫については第Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ導出のいずれも

T波は陰性を示している．しかし，この犬，猫について

の他の多くの報告では陽性を示すT波の記述がある．要

するに，これらの現象は上述の心臓の位置と導出電極と

の関係によっても陰性T波が記録される可能性があるこ

とを示唆している．

一方，Hecht（１９５７）の報告のように，カエルの心室

筋が活動するとき，その活動が終了する時期に細胞内電

位に過分極電位がみられる場合には，このような細胞内

電位の微分波形には陽性T波のような経過を示すのは当

然である．このような一時的な過分極電位を示す細胞が

多く存在する場合には陽性T波は当然出現する．

次に，ヒトの心臓の解剖譜図によれば，心尖部の心筋

の走行は渦状を呈している．これがT波の波形に影響を

及ぼしている可能性は十分にあると考えられる．しかし

この渦状の程度とECGの波形については不明のことが多

い．

U波については，Hecht（１９５７）が示すように，心室

の心筋の細胞内電位の回復時に過分極が見られ，さらに

心筋細胞が長いので時間的な差が生じた場合にはU波の

出現となるのは当然である．また心尖部の筋線維（細

胞）の渦状走行がU波の出現に大きく影響しているのか

も知れない．いずれにしてもECGにU波の出現が明確で

ない理由を含めて，今後のこのU波の解明に期待した

い．

結 語

ECGと心臓の細胞内電位との関係を理解するのに２つ

の考えをもとにして行なった．１つは猪股ら（２００５）が

報告しているように，細胞内電位の微分波形は細胞外電

位と同じ形を示している．次は，細胞外電位の大きさは

同期する細胞の数に依存しているとする，この２つの考

えである．これにより下記のような結論を得た．

１．心室筋群に発生する細胞外電位は心臓の他の部位に

みられる細胞外電位より大きい，また心房筋群ではこ

の細胞外電位は心室筋群に次で大きい（心室筋群の電

位の約１／７位である）．しかしその他の部位（Atrio-

ventricular node, Bundle of His, Purkinje fibers 等）に

おけるこの電位はさらに小さく，この小さな電位は普

通のECGの記録紙には記録されない．それでECGと比

較検討する対照の電位は心室筋群と心房筋群の細胞外

電位の２つの電位で良いことになる．

２．ECGにみられるP波やQRS群と類似している波は，

心房と心室筋群の細胞内電位の微分波形（細胞外電

位）上の経過にもみられる（図４，A’+V’曲線）．

３．ECGのT波は一般には陽性（P波と同側）を示す

が，時には陰性も示す（Goldman，１９６４），この矛盾

は次のような理由によって起ると考える，a）導出電

極と心臓の位置との関係の差異，b）心室筋線維に於

て後過分極電位が在存するかどうか，c）心臓の渦部

に於ける筋線維の走行が及ぼす電気的効果等による単

独，又は筋線維間の相互的作用の結果みられる現象と

考えることも出来る．

４．ECGにはU波は時に記録されないことがある．その

理由や，その他，U波の特徴についてさらなる研索を

行なわないと，U波の発生の解明は出来ない．

Koshiro INOMATA／Relationship between electrcardiogram and intracellular action potential or extracellular action poteutial１４
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Ⅰ．緒 言

近年の計測技術の発展により，歯科においては歯列模

型の三次元計測データからCAD／CAM技術を応用した

補綴物の作成が精度良く行なえるようになってきた（疋

田ら，２００２）．歯科矯正学においても歯列模型の三次元

計測から得られたデータは非常に有効であり，模型分

析，セットアップモデルの作成，さらには治療計画の立

案などにも応用されてきた（Negishi and Ishiki，２０００）．

しかしながら，基本的な歯の形態に関する三次元的な情

報化は確立されておらず，また個々の歯の三次元形態と

歯列弓形態との関係にはいまだ不明な点が多い．

第一大臼歯は最初に萌出する永久歯であり，しばしば

最初に喪失する．そして，口腔機能にはとても重要な歯

である．二次元的な形態解析において第一大臼歯の近遠

心的幅径とその他の永久歯もしくは乳歯において高い相

関関係は見出されていない（Bishara et al. ，１９８８；

Moorrees and Reed，１９６４）．従来，歯の計測はノギスに

より行われてきたが，ノギス自体の方向が計測値に大き

く影響し，また計測可能な方向にも制限がある．二次元

的投影による計測も，投影の向きによって似たような制

限が存在する．モアレ法は三次元計測に応用されている

が，垂直的な深さのみ計測可能であり，方向的な制限が

存在する（Sekikawa et al.，１９８６）．

三次元スキャナとデータ解析用ソフトウェアの発展は

目覚しく，正確な歯科構造の仮想モデルを提供すること

ができる（Brosky et al.，２００３；DeLong et al.，２００３；

Hayashi et al.，２００３；Sohmura et al.，２０００）．従来の手

法では不可能であった複雑で洗練された計測が，仮想モ

デル上では可能となる．従来型のノギスによる模型計測

〔原著〕

仮想歯列モデルを用いた歯と歯列弓形態の評価

林 一夫，溝口 到

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野

Three-dimensional analysis of dental morphology using virtual model
of dental arches

Kazuo HAYASHI, Itaru MIZOGUCHI

Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Abstract

The aim of this study was to clarify the three−dimensional (3D) morphological characteristics of dentition using a

virtual model of dental arches. Full−mouth dental cast sets were prepared from 217 volunteers (121 male and 96 fe-

male). Dental casts were scanned by optTOP−HE scanner. The 3D models were measured and analyzed with Rapid-

form 2004 software. For the measurements of four morphological parameters(maxillary and mandibular arch lengths,

width and first molar width), linear regressions were performed using each variable as the predictor and each other

variable as the outcome. In all parameters, the male group showed higher values than the female groups. In the case

of the combined and male groups, correlation coefficients of all items were statistically significant (P<0.01). The ap-

proach used in this study provides a reliable reference point definition and may provide basic information for den-

tistry.

Key words：Three−dimensional analysis, virtual model, dental casts
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には，さまざまな定義が存在し（Proffit，１９８９），これ

ら特有の定義を三次元計測に適用することも可能であ

る．しかしながら，仮想モデルからより詳細で有効なデ

ジタル情報を得るためには新たな定義を提唱することが

効果的であり，それによってノギスでは計測不可能な仮

想点や仮想平面間の計測が可能となると考えられる．

よって本研究では，仮想モデルからより効果的に三次

元情報を抽出できる新しい計測項目を提案し，得られた

計測データから歯（第一大臼歯）と歯列弓形態の関係性

を明らかにすることを目的とする．

Ⅱ．材料および方法

１．歯列模型の準備と三次元形態計測

本研究では歯科補綴および矯正治療を経験していない

２１７名の上下顎歯列石膏模型を解析対象とした（男性：

１２１名，女性：９６名）．また，重度の負のアーチレングス

ディスクレパンシー（６mm以上）を有する被験者は除

外された．その内，１６７名は，韓国ソウル大学歯学部学

生ボランティアから採得された．残りの５０名は北海道医

療大学附属歯科衛生士専門学校の学生ボランティアから

採得された．各歯列模型は非接触三次元形状計測器

（optoTOP−HE３－D scanner, Breuckmann）で計測され

た．計測器の精度は±０．００１mmであり，解像度はXY方

向で０．０４mm，Z方向で０．００２mmであった．非計測領域

を最小にする目的で，各歯列模型は異なった角度から１０

回計測され，データ処理ソフトウェア（Rapidform XO,

INUS Technology）を用いて１つのデータに統合し三次

元の仮想歯列模型を構築した．各三次元仮想歯列モデル

の解析は，三次元データ解析ソフトウェア（Rapidform

２００４，INUS Technology）を用いて行った．

２．計測項目

本研究では，以下の計測項目を設定し，三次元仮想歯

列モデルの計測を行った．

①Second molar arch length（SMAL）：左右第二大臼歯の

最遠心点を結ぶ直線から，左右中切歯近心隅角を結ん

だ直線の中点までの最短距離．

②First molar arch length（FMAL）：左右第一大臼歯頬側

窩直下の点を結ぶ直線から，左右中切歯近心隅角を結

んだ直線の中点までの最短距離．

③First molar arch width（FMAW）：左右第一大臼歯頬

側窩直下の点の二点間距離．

④First molar width（FMW）：第一大臼歯遠心面から最近

心点までの距離．

図１は，SMAL,FMALそしてFMAWを示す．図２は，第

一大臼歯頬側窩直下の点を示す．図３は，上下顎におけ

るFMWを示す．

３．統計処理

計測された項目（SMAL，FMAL，FMAW，FMW）

に関し，一つの計測項目を独立変数としその他の計測項

目を従属変数とした線形回帰分析を行った．Intra−ob-

server reproducibilityは，intra−class correlation（ICC）と

計測誤差の標準偏差（SDME）で評価した．

Ⅲ．結 果

表１は，今回計測された項目の平均値を群毎に示す．

すべての計測値において男性群の値が女性群の値より大

きく，下顎のFMAL以外の計測項目で男性群の計測値が

統計的に有意に大きかった．図４は，上顎における相関

係数と散布図を示す．図５は，下顎における相関係数と

散布図を示す．男性群と女性群を合わせた全体群での解

析ではすべての項目において有意な相関が認められた

林 一夫 等／仮想歯列モデルを用いた歯と歯列弓形態の評価

図１：本研究で用いた計測点（特徴点）と計測項目．AおよびB点は，第二
大臼歯最遠心点を示す．C点は，中切歯近心隅角を結んだ直線の
中点を示す．DおよびE点は，第一大臼歯頬側窩直下の点を示す．
A,BおよびC点から仮想の平面を設定し，水平基準平面とした．

図２：第一大臼歯頬側窩直下の点を示す．
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（P＜０．０１）．しかしながら，女性群においてFMAWに関

する相関はあまり認められなかった．上下顎において相

関係数と散布図は類似していた．

Intra−observer errorを評価する目的でICCおよびSDME

の解析を行った．SMAL，FMALおよびFMAWのICCは

上下顎において０．９９以上であった．またFMWでは上顎

で０．９２，下顎で０．９６であった．SDMEは，０．１１－０．２１

mmの間であった．

Ⅳ．考 察

信頼性があり再現性のある計測点（特徴点）を定義す

ることは歯列模型の計測に非常に重要である．しかしな

がら，計測点（特徴点）の位置は模型の位置づけにより

影響を受ける（ Hillson et al. ，２００５； Robinson et

al.，２００２）．三次元解析においてもその定義づけは重要

であり，多くの提案が行われている．咬頭頂（Burris

and Harris，２０００）や前歯切縁（Braun et al.，１９９８）は

特徴的な計測点として歯列弓長径や幅径の計測に用いら

れてきた．しかしながら，これらの計測点は機能的な咬

耗などにより影響を大きく受け，正確な計測を行うには

困難を要する場合がある．よって本研究では，この問題

を解決する目的で，咬耗の影響を受けにくい解剖学的な

計測点を選択した．またそれらの計測点は，計測の主観

性を減少させる目的で，数学的な概念を用いて定義し

た．すべての計測点は，仮想歯列模型上の三次元空間で

定義された．これは，模型の位置づけなど二次元的な投

影による計測の問題点（Braun et al.，１９９８；Kook et

上顎 下顎 上下顎
全体群 男性群 女性群 全体群 男性群 女性群

SMAL ４８．６０±２．６０４９．０８±２．６５＊＊ ４７．２７±２．３０４４．４９±２．６６４４．７６±２．７６＊ ４３．７５±２．２０ ４６．４６

FMAL ３２．２０±２．９７３２．４５±２．３０＊＊ ３１．２９±２．２０２５．５５±２．３８２５．６０±２．２８２５．２９±２．４６ ２８．７３

FMW １０．６４±０．６６１０．５９±０．５６＊ １０．４８±０．５５１１．６０±０．５６１１．６６±０．５５＊＊ １１．６２±０．８２ １１．１０

FMAW ６０．１１±２．５０６０．４７±２．５７＊＊ ５８．９６±２．３６５５．７７±２．５１５６．０４±２．６２５５．１５±２．３４ ５７．８３
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図５：下顎における計測項目と各項目の相関係数および散布図を示す．
左下半分は計測項目間の散布図を示す．右上半分は全体群（C），
男性群（M）および女性群（F）の相関係数をそれぞれ示す．図３：本研究で用いた計測点を示す．FおよびJ点は第一大臼歯の最近心

点を示す．GおよびH点は，上顎第一大臼歯の遠心面と平行であ
り基準水平面と垂直な平面を設定し，その平面が大臼歯遠心面と
接する二点を示す．K点は，下顎第一大臼歯の中心溝と平行な直
線を設定し，その直線および基準水平面と垂直な平面が大臼歯遠
心面と接する点を示す．

表１．本研究で計測された計測項目を示す。男性群と女性群とを比較して有意差を検討した。

＊：P＜０．０５，＊＊：P＜０．０１

図４：上顎における計測項目と各項目の相関係数および散布図を示す．
左下半分は計測項目間の散布図を示す．右上半分は全体群（C），
男性群（M）および女性群（F）の相関係数をそれぞれ示す．

１９
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al.，２００４；Nojima et al.，２００１）をキャンセルすること

ができる．また，二次元的な計測では，空間上に仮想平

面を設定することは不可能であるが，仮想歯列模型を用

いることによって，仮想的な基準平面を自由に規定する

ことができる．一般的に計測されることの多い第一大臼

歯の近遠心的幅径（FMW）は，ノギスで計測した場合

その方向や位置づけが非常に重要であり，計測者が異な

れば値も大きく変化する（Kieser，１９９０）．本研究で用

いた仮想歯列模型上ではより客観的な計測結果を導くこ

とができる．

ICC の 範 囲 は ，０．９２～０．９９， ま た SDME の 範 囲

は，０．１１～０．２１mmであり，計測の再現性は非常に良い

と判断できた．Zilberman（２００３）らはFMWにおけるin-

tra−observer reproducibilityを計測している．用いた計測

機，ソフトウェア，計測点は違うものの，本研究におけ

る結果とほぼ同様であった．

今回の計測結果において，下顎のFMAL以外のすべて

の計測値において性差が認められた（表１， P ＜

０．０５）．アメリカ人を被験者とする研究において，今回

の結果と同様の性差が上顎歯列弓長径と幅径において認

められた（Burris and Harris，２０００）．上下顎の歯列弓幅

径においてもクロアチア人の被験者で性差が認められて

いる（Legovic et al.，２００３）．本研究において最も高い

相関を示した計測項目は，上下顎におけるSMALと

FMALとの関係であった（０．９３）．この２つの計測項目

が近い関係にあることは驚くべきことではない．SMAL

とその他の計測項目において認められる相関は，FMAL

との場合と比較して高い相関が認められた．このこと

は，今回用いた計測点である第一大臼歯頬側窩直下点が

有効な特徴点ではないことを示唆している．本研究で用

いた特徴点をより遠心方向に定義するほうが整合性のあ

る結果が得られたと考えられる．第一大臼歯の近遠心的

幅径と歯列弓長径とに認められた中等度からやや高めの

相関関係は予想された結果であった．なぜなら，歯列弓

長径は歯の近遠心的な幅径を斜め方向に総和したものと

考えることができるからである．歯列弓幅径における相

関は低く，特に女性群において低かった．この結果も第

一大臼歯において設定した特徴点の影響かもしれない．

本研究におけるSMALの平均値がアメリカ人の被験者に

おける結果と比較して約４mm大きかった（Braun et

al.，１９９８）．これは今回より遠心の特徴点が計測点として

用いられたためと考えられる．上下顎第一大臼歯の近遠

心幅径（FMW）は，過去の報告（アメリカ人，クロア

チア人）と比較してやや大きかった（Brace and Na-

gai，１９８２；Legovic et al.，２００３；Kieser，１９９０）．人種以

外にも設定された基準点や模型の位置づけなど多くの要

素がこの違いに影響していると考えられ，今回得られた

大きさの違いが正確なものかどうかは重要に検討する必

要がある．また，本研究では韓国人と日本人を同一の人

種とみなして解析を行ったが，両国間においても歯およ

び歯列弓に形態的な違いが存在すると考えられ，今後の

解析課題としたい．

Ⅴ．まとめ

１．本研究で用いた仮想歯列モデルは，歯および歯列弓

の新しい解析方法を提案し，従来の二次元的な模型

計測と比較してより信頼性の高いデータを提供する

ことが可能となった．

２．第一大臼歯の近遠心幅径，歯列弓長径，歯列弓幅径

に明確な男女差が認められた．またそれぞれの項目

で相関関係が認められた．

３．第一大臼歯の近遠心的幅径は，過去の報告と比較し

て大きかった．
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図１ 生後１日齢のマウス下顎切歯歯胚（A）と酵素処理を行っ
た後，下顎切歯歯胚より剥離したapical bud（矢印）とエナメル
上皮（＊）Bars＝５００µm（A），５０µm（B）

マウス切歯は形成端部に組織型幹細胞が維持されてい

る常生歯である．切歯では切縁側での咬耗を補償する様

に，エナメル芽細胞に分化する上皮細胞と，象牙芽細胞

に分化する間葉細胞が絶えず形成端部より供給され，切

縁の方向に向かって順次分化することでエナメル質，象

牙質を形成し続けている．切歯の形成端部は直径約５０

µmの球状の上皮細胞塊（apical bud，図１）からなる上

皮領域と上皮に接する間葉組織から形成されている

［１］．両者は生物の初期発生時における器官形成で見ら

れる現象である上皮－間葉相互作用によって維持されて

いることが示唆されている．これまでFgf10欠損マウス

の切歯ではapical budが消失することから間葉細胞に発

現するFgf10（Fibroblast growth factor－１０；線維芽細胞

増殖因子－１０）が上皮系幹細胞の維持に重要な役割を示

していることが明らかであったが［２］，上皮側から間

葉側へ働きかけるシグナル分子については不明であっ

た．我々はapical budで発現している成長因子について

網羅的解析を行い，apical budを含む切歯の形成端上皮

領域で発現するFgf9が隣接する間葉細胞に働くことで，

Fgf10の発現維持に重要な役割を示すことを見いだした

（論文投稿中）．

組織型幹細胞は常生歯の他にも表皮，小腸，毛胞，骨

髄など生涯にわたって細胞のターンオーバーを繰り返す

器官での存在が確認されており，組織型幹細胞は幹細胞

nicheとよばれる特殊な微小環境においてのみ，未分化

性を維持した状態で自己複製を行っている［３］．マウ

スの切歯形成端ではFgf10の他にNotchやHES ，Lunatic

fringeなどのシグナル分子や転写因子が局所的に発現

し，他の組織と同様に幹細胞nicheで働く分子機構を形

成していると考えられている．しかしその他の成長因

子，転写因子，細胞外マトリックスなどの発現や機能に

ついては不明な点が多い．我々は今後apical budで発現

している遺伝子の発現パターンや機能について解析を行

い，歯の幹細胞nicheの構成についてさらに考察を行う

予定である．またこれらの研究から得られた知見を利用

し，歯の組織型幹細胞を利用した歯の再生医療への応用

を検討したいと考えている．
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メッケル軟骨は胎生期下顎の支持組織として形成さ

れ，前方の近位部で癒合しV字形を呈する．マウスなど

のげっ歯類のメッケル軟骨は近位部，中部，後部，遠位

部で特異的な運命をたどる．特に中部では，切歯歯胚に

面した外側面で軟骨膜細胞が骨芽細胞に分化し骨基質を

形成すると同時に，軟骨細胞は肥大化する．やがてその

骨基質と軟骨基質は石灰化し，破（軟）骨細胞により吸

収される．この過程は軟骨内骨化に酷似することから，

メッケル軟骨中部は軟骨内骨化により下顎骨の形成に寄

与するという見解もある．この論点について最近得られ

た知見をもとに考察する．

１． Receptor Activator of Nuclear Factor-KB Ligand

（RANKL）とOsteoprotegerin（OPG）の関与１）

破骨細胞分化関連因子であるRANKLとOPGはマウス

胎生１５日の切歯歯小嚢で発現した．しかし，メッケル軟

骨外側面の骨芽細胞はともに陰性で，中手骨bone collar

でみられる骨芽細胞の両陽性反応と異なっていた．これ

は切歯歯小嚢が破（軟）骨細胞の誘導や活性化の調節を

介してメッケル軟骨の吸収開始に関わることを示す．メ

ッケル軟骨細胞はRANKL，OPGとも発現し，胎生１６日

の破軟骨細胞はRANKL陽性軟骨細胞に隣接し，またそ

のdebrisを貪食していた．これは，膜結合型RANKLは可

溶性のものより破骨細胞を強く活性化するころから，メ

ッケル軟骨細胞は自ら基質吸収に貢献するを示してい

る．一方，大腿骨骨端ではRANKLは肥大軟骨細胞のみ

に強い反応を示しOPGを示さなかった．メッケル軟骨細

胞は軟骨内骨化での骨芽細胞の役割，特にOPG分泌も担

うものと推察される．

２．Matrix Metalloproteinases（MMPs）の関与２，３）

Tissue inhibitor of metalloproteinase－２（TIMP－２）

を中心としてgelatinase（MMP－２，MMP－９），colla-

genase（MMP－１３）とmembrane type１－MMP（MMP－

１４）は活性化カスケードを構成する．胎生１５日でメッケ

ル軟骨外側面を被う骨芽細胞とメッケル軟骨の辺縁軟骨

細胞のcross−talkによる活性化カスケードがメッケル軟

骨の吸収開始に関与することを示した．また，胎生１６日

のメッケル軟骨の吸収には，破軟骨細胞に発現する

MMP－９とMMP－１４，軟骨細胞のMMP－１３および吸収

領域を埋める結合組織由来のMMP－２の活性化カスケ

ードが貢献することを示した．これは中手骨でみられた

軟骨内骨化でのMMPsの活性化カスケードと異なってい

た．またin situ zymographyによる検討から，gelatinase，

他のMMPsおよびMMPs以外の酵素のゼラチン分解活性

がメッケル軟骨基質の改造と吸収に貢献することも明ら

かとなった．これら軟骨内骨化と異なる基質吸収機構に

加え，メッケル軟骨の吸収領域には，１）アルカリ性ホ

スファターゼ活性を持つ骨芽細胞が出現しないこ

と，２）骨梁が認められないことから，メッケル軟骨は

下顎骨の形成に寄与しないと結論づけられる．

１）Sakakura Y et al. J. Anat. 207 : 325−337, 2005

２）Sakakura Y. et al. Cell Tissue Res. 328:137−151, 2007

３）Sakakura Y. et al. Eur. J. Oral Sci. 115:212−223, 2007

［最近のトピックス］メッケル軟骨の吸収機構

メッケル軟骨は下顎骨の形成に寄与するか？
―軟骨内骨化における基質吸収機構との比較
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腫瘍性疾患の病理診断を行う場合，各種臓器において

多少の違いはあるが，概ねWHO分類を基準に診断を行

っている．唾液腺腫瘍のWHO分類は，１９７２年（第１

版）１），１９９１年（第２版）２）と変遷を得て，２００５年に新し

い分類が発刊された．今回の分類ではPathology and Ge-

netics of Head and Neck Tumours３）の中のひとつとして，

唾液腺腫瘍分類も編纂されている．第１版から第２版へ

の改定時にみられたダイナミックな変化は，今回の分類

改定ではみられないが，いくつかの追加や変更点があっ

た．その中の一つに，多形腺腫（多形性腺腫）の悪性型

について変更があった．多形腺腫は唾液腺腫瘍を代表す

る良性腫瘍であるが，その悪性型に関しては第２版では

多形腺腫内癌（悪性混合性腫瘍）として分類がなされて

おり，その中には，①多形腺腫の良性成分の一部が悪性

転化することで生じる多形腺腫内癌carcinoma in pleo-

morphic adenomaのほかに，②組織学的に混合性の悪性

腫瘍の像を呈する，いわゆる癌肉腫（悪性混合性腫瘍）

carcinosarcoma，および③組織学的には悪性像をとらな

いが遠隔転移をきたす転移性多形腺腫metastasizing pleo-

morphic adenomaが含まれていた２）．しかしこれらは，生

物学的な見地からも同列に括るのには種々の相違点があ

り，今回の改訂ではそれぞれを独立疾患として併記する

こととなった（多形腺腫内癌は多形腺腫由来癌carci-

noma ex pleomorphic adenomaと変更）３）．多形腺腫由来

癌の癌腫成分に関しては，従来腺癌adenocarcinoma（と

いう漠然とした名称）が多いとされてきたが，再検討に

おいて近年では，鑑別困難な腺癌NOS（not otherwise

specified）のほか，唾液腺導管癌の組織像を呈する癌腫

成分が相当数含まれていることがわかってきている４）．

また多形腺腫由来癌の悪性化パターンとしては，多形腺

腫の腺上皮－筋上皮から構成される２層性腺管のうち，

内腔側に相当する腺上皮が悪性化するものが多い（唾液

腺導管癌はこの様式で悪性化する）．しかし，周囲の筋

上皮細胞が悪性化する場合も稀に認められる．長期間多

形腺腫として存在することが，悪性化のリスクを高める

一因とされるが，その機序や詳細な理由には解明されて

いない点も多い．

また，多形腺腫は比較的再発例も多く，なかでも耳下

腺症例での再発例が多いとされる．これには，顔面神経

温存などが原因で，術中に被膜を損傷し腫瘍細胞を術野

に播種させてしまうことが一因ともされる．多形腺腫由

来癌に比して癌肉腫（悪性混合性腫瘍）の発生頻度は非

常に低く，診断上も肉腫様癌腫などとの鑑別の困難な例

が少なくない．

『再発』は良性腫瘍でも少なからず見られるが，『転

移』は，病理総論的には悪性腫瘍の特徴である．転移性

多形腺腫という病名は病理学的には矛盾を抱えた病名で

あるが，非常に稀ではあるものの，悪性腫瘍と診断しう

る構造異型，細胞異型，増殖能，浸潤増殖様式を呈さな

い多形腺腫が遠隔転移をきたす場合がある．Ikedaら５）

は，原発病変の処置４４年後に遠隔骨病変の摘出術を施行

し，遺伝子解析により転移性病変の可能性を示唆し得た

症例を報告している．患者は５０歳代の男性で，歩行時の

股関節痛が１０ヶ月ほど続いた後，歩行不能となり精査に

て，右腸骨部と肋骨に骨腫瘍を指摘された．いずれも摘

出手術が施行され，腸骨部は広範な骨破壊が認められた

ため，人工関節置換術が施行された．組織学的には腸骨

部，肋骨部とも比較的境界明瞭な多形腺腫様の所見であ

った．多形腺腫は腺組織に生じる上皮性腫瘍であり，唾

液腺組織以外にも，皮膚附属器や各種腺組織に発生する

ことがあるが，骨内に生じることはない．当初，特記す

べき既往歴なしとのことであったが，再確認したところ
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顎下部に手術創様の瘢痕があり，４４年前に処置を受けた

（本人は腫瘍性疾患の手術を受けた認識なし）ことが判

明した．病理標本を含め当時の資料は残っていなかった

が，摘出手術材料を用いたPCR（Polymerase Chain Reac-

tion）法による検索で，多形腺腫で認められるCTNNB１

とPLAG１キメラ遺伝子が確認されたため，腸骨病変，

肋骨病変ともに唾液腺（おそらく顎下腺）原発の多形腺

腫の転移であることが確認された．４０数年という非常に

長期間を経ているが，病変内に悪性所見は認められなか

った．どのような経緯で，転移巣の成立，維持および緩

徐な増殖をなし得たのか，現状では解明されない点もあ

るが，またそれ故に非常に興味深い症例でもある．
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全反射蛍光顕微鏡法TIRF−M（Total Internal Reflection

Fluorescence−Microscopy）は， evanescent wave micros-

copyとも呼ばれ，使い方によっては１分子のイメージン

グが可能となる高感度な顕微鏡技術である．その原理を

図に示す（図１）．光が屈折率の大きい透明物体（この

場合はカバーグラス）から屈折率の小さい物質（培養

液）に入射するとき，入射角がある角度以上になると光

は全反射する．ところで，この現象は全反射と呼ばれて

いるにもかかわらず，光は１００％反射されるわけではな

く，エヴァネッセント波と呼ばれる極めて微弱な光が境

界面から反対側に漏れ出す．エヴァネッセント波は，境

界面からの距離に比例して指数関数的に減弱するため，

蛍光物質を励起しうる範囲は境界面から１００ nm前後と

いわれている．このため，細胞全体にGFP融合タンパク

質を発現させた場合でも，観察可能な蛍光タンパク質は

カバーグラスに接した細胞膜近傍に存在するものに限ら

れる．TIRF−Mのこの特性は，開口分泌の最終ステップ

である分泌顆粒と細胞膜の融合過程や分泌物の放出を観

察するのに極めて都合がよい．開口分泌をTIRFの動画

として撮影すると，分泌物の蛍光は，一瞬，暗黒の夜空

に花火が広がるように見える．

私たちは，最近，開口分泌をTIRF−M観察することに

よりSNAREタンパク質の機能を解析する研究をはじめ

た．この分野では杏林大学の研究グループからインスリ

ンの分泌機構に関する独創的な報告が続いている（１－

３）．膵臓のβ細胞からのインスリン分泌は，迅速で多

量の分泌が起こる第１相と，少量の分泌が持続する第２

相の二相性を示すことが知られている．TIRF−M観察の

結果，第１相はあらかじめ細胞膜にドッキング状態で待

機している分泌顆粒からの分泌で，第２相は細胞中心部

から新に移動してきた顆粒のドッキング・融合によるこ

とが証明された．I型糖尿病では第１相の分泌が障害さ

れるが，炎症性のサイトカインであるIL‐１βは，SNAP‐

２５の合成と細胞膜への発現を抑制することで細胞膜への

分泌顆粒のドッキングを減少させることが明らかとなっ

た（１）．Syntaxin１はSNAP‐２５とSNARE複合体を形成

することから，分泌には必須の役割を果たしていると認

識されていた．しかし，Syntaxin１Aをノックアウトした

マウスのβ細胞では，細胞膜とドッキングした分泌顆粒

がほとんど存在しないため，第１相の分泌は強く障害さ

れたが，第２相の分泌には全く影響が見られなかった

（３）．この発見は，SNAREタンパク質の役割が分泌相

によって著しく異なることを示しており，今後の展開が

注目される．

蛇足ながら，我々はHeLa細胞の構成的な分泌にSNAP

‐２３が必ずしも必須ではないという結果を得ている

（４）．
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図１．全反射蛍光顕微鏡の原理．カバーグラス側から培養液に向
かって鈍な角度で入射する光が全反射するとき，エヴァネ
ッセント波と呼ばれる微弱な光が培養液側に漏れ出す．蛍
光物質を励起し得る強度のエヴァネッセント波は，カバー
グラスの表面から１００ nm前後しか届かない．そのため，
カバーグラス近傍に存在する蛍光物質だけを，極めて暗い
背景光の中で観察することが可能となる．

705.

４．Okayama M, Arakawa T, Mizoguchi I, Tajima Y, Takuma

T. SNAP－２３is not essential for constitutive exocytosis in

HeLa cells. FEBS Lett. 2007 ; 581(24) : 4583−4588.
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タンパク質の蛍光標識技術は，発現したタンパク質の

細胞内分布だけでなく，その細胞内動態や相互作用を解

析する研究分野において極めて有用である．現在，この

ような技術としてGFPをはじめとした種々の蛍光タンパ

ク質が多くの分野で使用されている．しかし，蛍光タン

パク質は分子量が大きすぎるため（２２０～２５０個のアミノ

酸），蛍光標識されたタンパク質が立体障害などによっ

て本来の挙動や機能を示さない可能性がある．１９９８年に

Tsienらによって新しい蛍光色素FlAsHが報告された

（１）．このFlAsHは無蛍光性の化合物で高い膜透過性を

有し，目的タンパク質に付加したテトラシステイン

（Tc）配列に特異的に結合して錯体を形成すると強い蛍

光を発する（図１）．このTc配列は構成アミノ酸数が６

個と少なく，分子量が蛍光タンパク質と比べて極めて小

さいことから蛍光標識による立体障害を大幅に軽減する

事が可能である．彼らはこのFlAsH標識法により，膜タ

ンパク質の細胞内での挙動のイメージングに成功してい

る（２）．またFlAsHは単なる蛍光標識プローブとして

だけでなく，蛍光共鳴エネルギー転移（FRET）技術に

応用され，YFPなどに変わる効率の良いアクセプターと

しても使用されている（３）．またFlAsH技術を応用し

た色素には，赤い蛍光を放つReAsHがあり，これらは現

在市販されている．

最近，Tsienらのグループは，目的タンパク質に付加

されたヒスチジンタグ（His６）配列に特異的に結合する

膜非透過性の蛍光色素HisZiFiTを発表した（４）．HisZi-

FiTはFlAsHとは異なり細胞膜を透過しない化合物であ

るため，細胞膜上に発現する目的タンパク質のみを蛍光

標識することが可能である．HisZiFiTは，亜鉛（Zn２＋）

存在下でHis６配列と特異的に結合する蛍光色素である

（図２）．

現在，我々は細胞内のCa２＋放出あるいは流入機構を明

らかにするため，蛍光タンパク質を付加したイノシトー

ル三リン酸受容体やStim‐１などを作成し，これらの分子

の動態のリアルタイム観察を行っている．今後，これら

のタンパク質だけでなく，プロテインキナーゼCやNa‐

K‐２Cl共輸送体などをFlAsHにより蛍光標識し，これら

の分子の細胞内動態や分子間の相互作用を調べる予定で

ある．今回紹介した新しい蛍光標識技術は，生きた細胞

においてタンパク質の挙動や機能を解析することができ

る魅力的な実験ツールとなることが期待される．
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我々の生体には，ホルモンや神経伝達物質の様な化学

物質に加えて，圧力・伸展刺激やずり応力といった物理

的な刺激をも受容し，これらの刺激を化学的な信号に変

換して様々な機能を誘発する細胞が存在する．例えば，

血管内皮細胞・骨細胞や神経細胞などが多くの研究者の

研究対象となっている．

これらの細胞の機械刺激受容応答（メカノトランスダ

クション）に関して，まず疑問に思うのは，どのような

分子（メカノセンサー）がどのようなメカニズムで物理

刺激を化学シグナルに変換しているのだろうか？という

ことである．

これまでに，数種類のMechano Sensitive（MS）チャ

ネルと呼ばれるイオンチャネル（Levina N et al.，１９９９，

EMBO J，１８：１７３０－１７３７，Li Y et al.，２００２，EMBO

J，２１：５３２３－５３３０，Zhou XL et al.，２００３，Proc Natl

Acad Sci USA，１００：７１０５－７１１０）や一部の細胞内分子

（Sawada Y et al.，２００６，Cell，１２７：１０１５－１０２６）がメ

カノセンサーとして報告されているが，メカノトランス

ダクションのレギュレーターに関する報告は少なく，現

在でもメカノトランスダクションの大部分が謎に包まれ

た状態である．

本トピックスでは，メカノトランスダクションのレギ

ュレーターとして作用するリゾホスファチジン酸の影響

に関しての知見を紹介する．

リゾホスファチジン酸（Lysophosphatidic acid：LPA）

は，以前は，アラキドン酸などが生成される際の副産物

という認識にすぎなかったが，現在は，endothelial dif-

ferentiation gene（EDG）ファミリー等のLPA受容体を介

して様々な細胞で多様な生理機能を誘発する物質として

注目されている．

近年Ohata H et al．は，生体内で，血流による機械的

な刺激を絶えず受容している血管内皮の培養細胞におい

て，LPAが内皮細胞の機械刺激受容応答をLPA濃度・機

械刺激強度依存的に増強した結果，特徴的なCa２＋流入現

象（Ca２＋ spot）が誘発されることを報告している（図

１，Ohata H et al.，２００１，Circ Res，８８：９２５－９３２）．ま

た，LPAによるメカノトランスダクションの増強作用と

それに引き続くCa２＋応答は，内皮細胞以外にも水晶体上

皮細胞（Ohata H et al.，１９９７，Cell Signal，９：６０９－

６１６）や平滑筋細胞（Ohata H et al.，１９９７，Life Sci，６０：

１２８７－１２９５）でも認められている．更に著者は最近，ラ

ットから単離・培養した三叉神経細胞においても，LPA

が血管内皮細胞や水晶体上皮細胞と同様に，水流負荷刺

激による機械刺激感受性を亢進させた結果，Ca２＋流入を

誘発することを明らかにした．これらの知見は，LPAが

様々な細胞種において共通のメカニズムでメカノトラン

スダクションのレギュレーターとして作用していること

を示唆するものである．

現状では，内皮細胞等でLPAがどの分子に作用してメ

カノトランスダクションを制御しているのかは明らかと

なっていないが，あらゆる細胞における「LPA」の共通

点として，LPAが細胞膜の脂質二重層を形成する構成成

分の一つであるということがあげられる．すなわち，外

因性のLPAが細胞膜の構成に影響を与えて細胞膜の流動

性や整合性に影響を与え，Ca２＋流入を初期応答とした

様々な細胞応答が誘発されることが考えられる．このこ

とを考慮に入れると，細胞のメカノトランスダクション

には，細胞膜上の分子（タンパク質）のみが関わるので

はなく，細胞膜全体として複雑な制御をしていることが

予想されるが，その証明には今後の研究の更なる発展が

期待される（図２）．

［最近のトピックス］口腔生物学系生理学分野

細胞の機械刺激受容応答制御物質としてのリゾホスファチジン酸に関する知見

新岡 丈治

北海道医療大学歯学部口腔生物学系生理学分野

Takeharu NIIOKA

Department of Oral Biology, Division of Physiology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
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図１ LPA存在下，水流刺激により誘発される培養内皮細胞の
Ca２＋応答（Ohata H et al.，２００１，Circ Res，８８：９２５－９３２
より抜粋）Aは，Ca２＋蛍光指示薬であるFluo‐４／AMを負荷
させた培養内皮細胞にLPAと水流刺激を加えた時に認めら
れる蛍光強度変化（Ca２＋応答）の経時変化を画像で示し
ている．Bは，それぞれの細胞における相対蛍光強度変化
の経時変化をグラフで表している．

LPA

内皮細胞
水晶体上皮細胞
三叉神経細胞
その他

細胞膜

機械刺激

Ca2+

MS Channel
？

？

？
？

拡大

LPA受容体

図２ 機械刺激受容応答のレギュレーターとして作用するLPAの
作用の予想メカニズムを模式図で示した．

３２
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図１ TTO，LS-TTOならびにグルコン酸クロルヘキシジンの歯
肉線維芽細胞への影響

図２ 各条件下における根管内スメア層処理後の走査電子顕微鏡
観察像

ａ）German chamomile抽出物
ｂ）Tea Tree Oil

ａ）蒸留水
ｂ）２．５％次亜塩素酸ナトリウム＋１７％EDTA
ｃ）２．５％次亜塩素酸ナトリウム

近年，グルコン酸クロルヘキシジンに対する過敏症な

らびに耐性菌の発現などが報告されており，今後の口腔

ケア製品の安全性が危惧される．我々は，より生体に為

害性の低い安全な抗菌性を有する成分としてTea Tree

Oil（TTO）ならびにLemon scented Tea Tree Oil（LS−

TTO）の歯科臨床応用を目的とし，その有効性を検討し

てきた．

TTOは，オーストラリアの湿地に生息するフトモモ科

の植物から水蒸気抽出した抗菌性を有する天然精油であ

り，アロマセラピーに用いられる一方，創傷治癒効果，

抗真菌効果，抗MRSA効果など，さまざまな生理活性が

明らかにされている．TTOは多種多様な成分から構成さ

れ，含有成分中でもっとも抗菌性の高い成分はテルピネ

ン－４－オールであるが，α－テルピネン，α－テルピ

ネオール， γ －テルピネンなどのその他の抗菌性成分の

存在により耐性菌が出現しにくいという利点を有してい

る．また，LS−TTOは，同じくフトモモ科の植物由来の

柑橘系の芳香性を特徴とする精油であり，主にシトラー

ルとシトロネラールから構成される．現在までに強い抗

菌作用が示唆されているが，その詳細は明らかにされて

いない．

これまで我々がう蝕ならびに歯周病関連細菌について

検討した結果，可溶化TTOならびにLS−TTOで５分間処

理することによって，これらすべての口腔細菌に対して

優れた抗菌効果が認められた．また，各可溶化精油の最

小発育阻止濃度（ MIC ）ならびに最小殺菌 濃 度

（MBC）を明らかにし，それらの濃度以下においてもバ

イオフィルム形成抑制効果があることを確認した．さら

に，グルコン酸クロルヘキシジンと比較し，それらの可

溶化精油の歯肉線維芽細胞に対する為害性は顕著に低い

（図１）ことを確認しており，今後の口腔内への応用が

可能であることが明らかとなった．

歯科領域における天然成分の応用は，マウスウォッシ

ュ，歯磨剤への応用が主流であるが，近年Sadr Lahijani

MS（Int Endod J．２００６；３９（３）：１９０－５）らは，根管

拡大形成の際に形成されるスメア層の除去においてGer-

man chamomile（Marticaria recutita L.）の抽出物が効果

的に作用するが，TTOでは顕著なスメア層除去作用は認

められなかったことを報告している（図２）．これらの

報告は，天然成分の歯科分野における応用範囲の多様性

を示唆していると思われる．

現在，TTO以外にも，マヌカオイル，ユーカリプタス

オイルの抗菌効果，ならびにラベンダーオイル，カモミ

ールオイルの創傷治癒効果についても多数の研究が進め

られており，材料への添加を含む今後の歯内・歯周治療

領域への応用が期待される．

［最近のトピックス］微生物学分野

近年の植物由来天然成分の口腔内応用における知見

藤田 真理

北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

Department of Oral Biology, Division of Miobiology, Health Sciences University of Hokkaido
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消化管粘膜上皮が共生細菌にさらされることは，消化

管の恒常性維持に必須である．腸管は特に膨大な密度の

細菌フローラに対して寛容状態にあるが，いったん病原

細菌が侵入すると迅速にこれらを排除するための能力を

発揮する．近年，研究が進んでいる Toll 様受容体

（TLR）やNod様受容体（NLR）のようなパターン認

識，抗菌ペプチドをはじめとする液性エフェクター機

構，好中球，マクロファージ，血管内皮細胞などの細胞

性エフェクター機構がそれぞれが多様な組み合わせでシ

グナルネットワークを構成し，恒常性維持に重要な役割

を演じている．

消化管フローラはかならずしも常に健全な状態を保つ

わけではない．たとえば，クローン病や潰瘍性大腸炎で

は異常なフローラ構成となる．歯科領域でもう蝕や歯周

病ではフローラ構成が病的状態に移行している．プロバ

イオティクスはフローラを病的状態に移行させないため

に乳酸菌などを投与することによってその正常化を目指

すものである．乳酸菌がヒトに摂取され腸内に定着する

ためには，いくつかの関門がある．ひとつは，定着のた

めに粘膜上皮細胞表層に付着できるかどうかである．細

胞に付着できなければ，増殖の場を持つことができない

ので，排出されてしまう．消化管内の他の菌との競合に

勝てるかということも大きな問題である．消化管内には

極めて多くの細菌がフローラを形成している．それらの

菌に対抗して生き残らなければ定着することができな

い．また，宿主には病原細菌を排除するために上皮細胞

から抗菌ペプチドが分泌されている．こうした自然免疫

系の宿主防御機構とのクロストークは共生か排除かを決

定するためのファクターとなる．

Lactobacillus属の細菌はバクテリオシンを産生するこ

とが知られている．乳酸菌が産生するバクテリオシンの

ような抗菌タンパクはこうした生き残りのための武器と

しても機能していると考えられる．Lactobacillus属の細

菌による他の菌に対する抗菌作用としては，L. acidophi-

lus LB の摂取がマウスのCampylobacter jejuni感染に抵抗

作用を示した実験，L. casei GG がマウスのサルモネラ

感染に防御的に働いたという実験などがある．これらの

感染防御あるいは感染抵抗作用がバクテリオシンの効果

のみによって導き出されたものか否かは明らかではなっ

た．

乳酸菌が産生する抗菌ペプチドは現在までに様々なも

のが知られている．この中に，乳酸菌L. johnsonii由来の

Lactacin Fがある．Lactacin FはLafAとLafXの２つのペプ

チドから成り，グラム陰性及び陽性菌の細胞膜を特異的

に破壊して抗菌効果を発揮することが示されている．

我々はペプチド配列から抗菌活性を有すると考えられる

LafAの３種類の合成ペプチドを作製した．これらは，

Porphyromonas gingivalisに対して抗菌活性を示すだけで

なく，腫瘍細胞に対しても濃度依存性に腫瘍細胞にアポ

トーシスを誘導した（図１）．同様の活性はカセリシジ

ンファミリーの抗菌ペプチドであるCAP１８／LL－３７に

も認められる（１，２）．たとえば，P.gingivalisに対す

る抗菌活性を調べると濃度依存性に殺菌活性を示すこと

がわかる（図２）．さらに，ペプチドのアミノ酸を置換

することでより強い作用を示すようになった（図２）．

それでは，乳酸菌由来の抗菌ペプチドとヒト由来の抗

菌ペプチドは相乗効果を示すのだろうか？CAP１８／LL

－３７が抗菌活性を示さない濃度で乳酸菌由来抗菌ペプチ

ドをさらに加えると，相乗効果としての抗菌活性が現れ

る．また，図１に示したように腫瘍細胞の培養系にLac-

tacin FとCAP１８／LL－３７の両者を加えて培養すると生細

胞数の減少が顕著に認められ，併用することでより強い

抗腫瘍作用を発揮するようになることが明らかになっ

た．

乳酸菌はヒト抗菌ペプチドの産生を誘導し，自ら産生

する抗菌ペプチドの直接の抗菌作用とともに，病原細菌

に対して宿主を防御する．抗菌ペプチドによる腫瘍細胞

のアポトーシス誘導作用は，乳酸菌摂取による癌の予防

効果を示唆するものであり，プロバイオティクスによる

癌の予防効果として注目される．バクテリオシンである

［最近のトピックス］

共生細菌と宿主自然免疫系とのクロストーク
抗菌ペプチドを介した制御機構

磯貝 恵美子１，奥村 一彦２，広瀬 公治３，磯貝 浩４

１北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野，２同生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野，
３奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，４札幌医科大学医学部実験動物学施設
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図１ Lactacin FとCAP１８／LL－３７の併用による抗腫瘍作用

図２ CAP１８／LL－３７のP.gingivalis に対する抗菌活性 ●：
hCAP１８１０９－１３５，▲：アミノ酸置換LL/CAP１８，■：アミノ酸
置換FF/CAP１８

Lactacin Fも抗腫瘍作用を持ち，CAP１８／LL－３７との相

乗効果が認められることは，乳酸菌の摂取がヒト消化管

内における抗菌および抗腫瘍の両作用とって有用である

ことを示している．さらに，このことは乳酸菌にとって

も抗生物質などによる人為的な排除作用を受けにくく

し，消化管内での生存の確保という面で有益であるとい

える．

１．Isogai E, Isogai H, Matsuo K, Hirose K, Kowashi Y,

Okumura K, Hirata M. Sensitivity of genera Porphy-

romonas and Prevotella to the bactericidal action of C−

terminal domain of human CAP 18 and its analogues.

Oral Microbiol. Immunol. 18 : 329−332, 2003

２．Okumura K, Itoh A, Isogai E, Hirose K, Hosokawa Y,

Abiko Y, Hirata M, Isogai H. C−terminal domain of hu-

man CAP18antimicrobial peptide induces apoptosis in oral

squamous cell carcinoma SAS−H1cells. Cancer Letter 212

(2), 185−194, 2004
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レミフェンタニル（Remifentanil；商品名，アルチ

バ）は超短時間作用性オピオイド鎮痛薬であり，全身麻

酔時に使用する麻薬としては，本邦ではフェンタニル

（Fentanyl；商品名，フェンタニル）以来実に３５年ぶりに

発売になった薬剤である．本薬剤は，既存のオピオイド

鎮痛薬の問題点である鎮痛作用の調節性，蓄積性，肝臓

での代謝などを解決することを目的に開発された．海外

では１９９６年に承認され，現在約６９か国で臨床使用されて

いる．本邦では２００７年１月から発売開始となった．

作用機序は，他のオピオイド鎮痛薬と同様に脊髄後

根，大縫線核，中脳水道周囲灰白質および視床等に局在

するµオピオイド受容体に作用することにより，痛覚伝

導路の抑制，痛覚伝達の遮断並びに痛覚抑制系の増強を

介して鎮痛作用を発現する．鎮痛作用はフェンタニルと

ほぼ同等とされる．薬物動態はフェンタニルのそれとは

大きく異なり，作用発現時間，作用消失時間ともにレミ

フェンタニルが速やかであり，調節性に富む．代謝は血

液中および組織内の非特異性エステラーゼにより，体内

からの消失は速やかで蓄積性がなく，代謝速度は投与時

間の影響を受けない．よって持続静注が可能である．さ

らに，肝臓・腎臓機能障害を有する患者でも代謝は影響

を受けないとされており，これらの症例にも使用可能で

ある．また，吸入麻酔薬使用量が減少することも報告さ

れている．

国内臨床試験における副作用は３３５例中２２４例

（６６．９％）に認められ，主なものは血圧低下，悪心，除

脈，嘔吐，悪寒等であった．発売開始から約１年がた

ち，使用経験の増加とともに利点・欠点が明らかになっ

てきている．レミフェンタニルの特長を生かすには，そ

の基本的性質を熟知する必要がある．

本学大学病院でも本年７月よりレミフェンタニルを臨

床麻酔に用いている．麻酔導入時から投与することで気

管挿管時の血行動態変動をほぼ完全に抑制することが可

能であり，鎮痛作用はフェンタニルよりも強力との印象

を持っている．一方，特に高齢者に用いた場合に予想以

上の血圧低下を来すことがあり，これは循環抑制作用が

ほとんどないフェンタニルとは大きく異なる点である．

また，フェンタニルには術後鎮痛作用を期待できるが，

レミフェンタニルの鎮痛作用は投与中止後速やかに消失

してしまうため，全身麻酔終了前からの適切な鎮痛処置

が必須である．このように，臨床使用上注意すべき点は

あるものの持続静注可能な麻薬という利点は大きく，顎

変形症に対する外科矯正術等，大手術の際の術中鎮痛薬

として特に有用であろうと考えている．今後臨床経験を

重ねてレミフェンタニルの使用に習熟し，麻酔管理の質

をさらに向上させていきたいと考えている．
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図１ プラーク採取部位

齲蝕の発生には，唾液，プラーク，エナメル質が相互

に関係している．唾液，プラーク，エナメル質に関する

研究は，我々を含めた研究グループが様々な角度から長

年に渡って研究を行っている．特に我々の研究グループ

は，齲蝕の発生において個人差や部位特異性があること

に着目し，なぜ差が生じるのかを解明するため様々な生

化学的研究を行ってきた．今回はプラークに関する研究

の中からプラークの酸産生能における部位特異性につい

て紹介する．

本研究は，プラーク酸産生能の部位特異性を明らかに

することを目的として，上下顎前歯部唇舌側面および上

下顎臼歯部頬舌側面の８部位（図１）から採取したプラ

ークに１０％スクロース溶液を添加し，経時的にpHを測

定した（図２）．その後，pHをH＋濃度に変換し（１０－pH）

（図３），Area under the curves（以下，AUC）を算出・

比較した．このAUCは，値が大きいほど酸産生能が高

いことを示す．本研究の結果では，統計学的に有意差が

認められ，上顎前歯部唇側面（以下，UAB）が最も大

きく，下顎前歯部舌側面（以下，LAL）が最も小さい値

を示した（図４）．これはUABが最も酸産生能の高いこ

とを示している．

このような結果を示した要因としてUABは唾液腺開

口部から最も遠いため，唾液の影響が最も少ない部位で

あることが推察された．この部位のプラークは，唾液に

よる浄化作用，すなわち唾液クリアランスが悪いため，

他の部位に比較してプラークpHは低くなるものと思わ

れる．高橋（Tohoku Univ. Dent. J. 21 : 18−32, 2002）に

よると，この酸性側に傾いたプラーク環境は，酸性環境

下での生存が有利なmutans streptococciや乳酸桿菌の定着

を促進し，これらの菌の比率を高くするとしている．ス

クロース摂取後の口腔内においては，pHが急速に低下

し，高い酸産生能と耐酸性能を持つ細菌が多い部位，す

なわち唾液クリアランスの悪い部位では，プラークの酸

産生能が高いことを表している．反対に唾液クリアラン

スの高い部位のプラークではpHが高い状態となるた

め，酸性環境下での生存が有利なmutans streptococciや乳

酸桿菌の比率が少なくなると推察された．これらのこと

から，唾液クリアランスの良い部位のプラークはスクロ

ース添加後，酸性下の環境になるため，プラーク中の細

菌の代謝活性が妨げられ，酸産生能が低いものと思われ

る．一方，唾液クリアランスの悪い部位では，mutans

streptococciが多く，酸性下になっても代謝活性が下がり

づらく，酸産生能が高いと考えられる．

本研究の結果より，プラークの酸産生能はプラーク中

のpHをコントロールする唾液クリアランスの影響が大

きいことが示唆され，唾液クリアランスの高い部位であ

るLALでは酸産生能（齲蝕誘発能）が低く，反対に唾液

クリアランスの悪い部位であるUABでは酸産生能（齲

蝕誘発能）が高いことが明らかとなった（投稿準備

中）．
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図２ １０％スクロース添加後プラークのpH曲線

図３ １０％スクロース添加後プラークのH＋濃度曲線

*  p<0.01

*

p Scheffé’s test

図４ プラークの部位別AUC
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閉塞型睡眠時無呼吸症候群（Obstructive Sleep Apnea

Syndrome，以下OSASと略す）は１）肥満であるこ

と，２）男性であること，３）６５歳以上の高年齢である

ことが主な発症の危険因子であるとされている．そのう

ち欧米ではとくに肥満の因子が重要視されてきた（Fer-

ini − Strambi et al.，２００４，Guilleminault, and Bassiri，

２００５）．しかし，日本人OSAS患者では非肥満型が多

い．さらに日本人OSAS患者の特徴として，顔面骨格の

形態が欧米の肥満OSAS患者とは異なっていることが指

摘されるようになり，欧米人においても肥満OSAS患者

と非肥満OSAS患者では顔面骨格の形態差が報告されて

いる．一方，OSASの発症率の性差については，男性対

女性の発症比は２－３：１であるとの報告があり，男性

に優位な疾患と考えられている．

このような状況の中で，Esakiは日本人を対象とした

研究において，睡眠時無呼吸患者における中－下顔面の

上気道を構成する骨組織と軟組織の形態および量を健常

対照群と比較し，骨格が上気道の閉塞を起こしやすい

（下顎骨後退傾向など）形態の場合は，軽度の肥満傾向

などによるわずかな軟組織量の増加がOSAS発症にいた

るが，骨格が上気道の閉塞を起こしやすい状況ではない

場合は高度の肥満などによる軟組織量の増大が著明な場

合にのみOSASが発症するのではないかと考察した

（Esaki，１９９５）．Sakakibaraらも同様に日本人のOSAS発

症には上気道部分の骨組織形態と軟組織形態の因子が，

肥満程度に応じて異なる寄与率を示すと述べている

（Sakakibara et al.，１９９９）．

そこで，日本人におけるOSAS患者と健常者の骨格形

態と咽頭腔軟組織形態の差を明らかにすることを目的

に，OSAS発症の危険因子に差がないOSAS患者４０名

（患者群）とOSASの症状を呈さない健常者５０名（対照

群）の顔面骨格形態および口腔咽頭部軟組織形態を頭部

X線規格写真分析により分析した（関ら，２００７）．両群

間でマッチングさせた因子は，１）日本人，２）男

性，３）６５歳未満，４）BMIの４項目である．また，軟

組織の分析においては，体格による計測値のばらつきを

補正するために鼻棘間距離（前鼻棘と後鼻棘の間の距

離）を指標に軟組織形態の計測値を補正して比較した．

顔面骨格形態についてはRicketts法により顔面軸角，顔

面深さ角，および下顎下縁平面角を計測した（図１）．

咽頭軟組織形態については軟口蓋の長さ，厚さ，面積，

および咽頭腔の長さと面積を計測した（図２）．また，

体格補正として鼻棘間距離により補正した咽頭軟組織形

態の補正値も求めた．そして各計測値の患者群と対照群

間の差をunpaired t検定で有意差検定した．

その結果，顔面骨格形態については，顔面軸角と顔面

深さ角は，対照群に比べ患者群が有意に小さく，下顎下

縁平面角は，対照群に対し患者群が有意に大きかった

（表１）．以上より，対照群に比べ患者群の顔面は長顔傾

向が著明であることが示唆された．

軟組織の形態については，日本人OSAS患者の軟口蓋

長，軟口蓋面積は対照群と比べ有意に大きかった．さら

に患者の体格補正後の軟口蓋長比および軟口蓋面積比も

また有意に大きかった．咽頭腔長は対照群と比べ有意に

大きく，体格補正後の咽頭腔長比もまた有意に大きかっ

た（表２）．

以上より，対照群に比べ患者群では軟口蓋が大きく，

咽頭腔が長いことが示唆された．結論として，日本人

OSAS患者は健常者に比べ顔面骨格と咽頭軟組織形態に

差があり，それらがOSAS発症に関与している可能性が

示唆された．

OSASの治療法のひとつに口腔内装具による気道の拡

大法があり，歯科医学がこの疾患の医療に貢献してい

る．また小児においてもOSASは増大しており，しかも

歯科的処置によっても発症の可能性があることが指摘さ

れており，小児歯科，矯正歯科，口腔外科での診療に関

連する状況になってきた（Paoli JR et al．，２００７）．しか

し各歯科医学教育機関でのこの疾患とその歯科的対応に

関する教育が十分行われていない状況が指摘されてお

り，各医療機関における今後の課題と考えられる．

Esaki K. Morphological analysis by lateral cephalography of
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患者群 対照群 P値＊

顔面軸角 ８３．０（４．５） ８５．７（３．８） ０．００２

顔面深さ角 ８４．３（３．４） ８６．６（３．３） ０．００２

下顎下縁平面角 ２９．１（７．０） ２４．３（６．５） ０．００１

表１ 患者群と対照群の顔面骨格の計測結果（関ら，２００７）

＊：Unpaired t test，数字は角度（°）を表す．（ ）：標準編偏差

患者群 対照群 P値＊

軟口蓋長（�） ４４．２（４．８） ４０．７（５．２） ０．００１

軟口蓋厚（�） １０．４（１．６） １０．２（１．４） NS

軟口蓋面積（�） ３．６０（０．７２） ３．１９（０．５６） ０．００３

咽頭腔長（�） ５５．２（５．６） ５１．８（５．２） ０．００４

咽頭腔面積（�） ９．９３（１．３８） ９．７４（１．５８） NS

鼻棘間長（�） ５２．８（３．２） ５３．５（２．９） NS

軟口蓋長比 ０．８４（０．１１） ０．７６（０．１１） ０．００１

軟口蓋厚比 ０．２０（０．３６） ０．１９（０．２８） NS

軟口蓋面積比 ０．１３（０．０４） ０．１１（０．０２） ０．００３

咽頭腔長比 ０．１１（０．０１） ０．１０（０．０１） ０．００４

咽頭腔面積比 ０．３６（０．０７） ０．３４（０．０７） NS

表２ 患者群と対照群の咽頭軟組織計測結果（関ら，２００７）

＊：Unpaired t test，NS：not significant，（ ）：標準編偏差
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図１：頭部X線規格写真上の基準点，基準平面ならびに顔面骨格
の計測角度（関ら，２００７）
a：顔面軸角，b：顔面深さ角，c：下顎下縁平面角
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図２：頭部X線規格写真上の基準点，基準平面ならびに咽頭軟組
織の計測部位（関ら，２００７）
U：口蓋垂の下端がFH平面の平行線と交わる点，TV：喉頭蓋の
上端がFH平面の平行線と交わる点，CS：PNSとUを結ぶ線分の
中点
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図１ 遊走に対する走化性因子の影響
横軸には下部チャンバーウェルに加えた走化性因子，縦軸
には遊走細胞数（個／ml）を示す．白色のバーは走化性
因子を各々単独で加えたもの，黒色のバーは走化性因子と
同時にhLF（２００ µg/ml）を加えたものを示す．
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図２ 遊走に対するLPS濃度の影響
横軸には下部チャンバーウェル内のLPSの濃度（ng/ml），
縦軸には遊走細胞数（個／ml）を示す．白色のバーは下
部チャンバーウェルにhLFを加えなかったもの（培地の
み），黒色のバーは下部チャンバーウェルにhLF（２００ µg/
ml）を加えたものを示す．

歯周病は，歯の表面に付着した細菌性プラークが歯肉

溝内に入り込み，歯周組織に炎症と破壊を引き起こす病

気である．歯肉溝内にはこの他に，歯周組織から遊走し

てきた好中球，組織液（歯肉溝滲出液；GCF）等が存在

している．歯周病患者のGCF中にはプラークの主体であ

るグラム陰性菌由来のLPSが多量に存在し，これが歯肉

溝内に露出した歯面に浸透することで炎症を慢性化させ

ている．我々はこれまでヒト歯肉溝周辺におけるヒトラ

クトフェリン（hLF）分布を検討し，GCFおよび歯肉溝

内に露出した歯根面に好中球由来のhLFが存在すること

を明らかにした．本研究では，hLFが単球系細胞のケモ

タキシスに影響を与えるかどうかをin vitroの実験系で

明らかにすることを目的とした．

THP‐１細胞をビタミンD３存在下で活性化させた後，

下部チャンバーウェルにリポ多糖（LPS；１０ ng/ml），

リポタイコ酸（１０ ng/ml），fMLP（１０ nM），C５a（１０

nM），LTB４（１０ nM）を各々単独，あるいはhLF（２００

µg/ml）と共に加えた．その後，上部チャンバーウェル

に細胞懸濁液を加え，下部チャンバー内へ遊走した細胞

数を算定した．LPSを除くいずれの走化性因子を加えて

も遊走細胞数は増加したが培地のみでも認められたこと

から，この遊走はケモタキシスではなくランダムマイグ

レーションだと考えられた．また，加えるLPS濃度を変

化させたところ，１０ ng/ml以上のLPSでは遊走細胞数は

減少した．しかし，同時にhLFを加えるとLPSの影響は

低減された．過去の多くの研究により，LPSによるTHP

‐１細胞からのTNF−α産生はhLFの添加により抑制され

ることが確認されている．活性型ビタミンD３によって活

性化されたTHP‐１細胞の結果がヒト歯周組織内にその

まま適用できるかは不明だが，hLFはLPSによるランダ

ムマイグレーション阻害に対して防御的な役割を担つこ

とが示唆された．
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健全な歯髄組織が偶発的に露髄した際，安易に抜髄は

せず極力歯髄を保護する目的で歯髄保存療法を行うのが

望ましい．これは，歯髄喪失が機械的脆弱化による歯の

破折，根管治療の不確実性による根尖性歯周炎の罹患，

歯の感覚機能の喪失，う蝕抵抗性の低下や修復組織形成

能の喪失などに繋がるためである．したがって，歯髄保

存療法が歯を口腔内に永く保存するためには重要である

ことに異論の余地はない．

深在性う蝕に対して古くから覆髄治療が試みられ，主

にDycalなどの水酸化カルシウム製剤が使用されてき

た．しかし水酸化カルシウムは高アルカリ性であるた

め，歯髄に持続的な炎症反応を引き起こす．さらには不

均一な修復象牙質が形成されるため再感染の危険性が懸

念されている．実際に水酸化カルシウム製剤を用いた覆

髄の臨床成績は必ずしも満足できるものではないため，

改善する余地は多い．こうした背景のもと，象牙質・歯

髄複合体の自己修復能力を最大限に利用して積極的に象

牙質形成を誘導し，かつ生体親和性の高い歯髄保存療法

剤の開発が望まれる．

アディポネクチンは脂肪細胞に特異的に発現している

ホルモンで，インスリン感受性を亢進させることで血糖

値の調節において重要な役割を果たす１）．その作用は，

筋肉と肝臓にそれぞれ著明に発現しているアディポネク

チン受容体１（AR１）および２（AR２）を介して，

AMP−activated protein kinase（AMPK）やPeroxisome pro-

liferators−activated receptor alpha（PPARα）を活性化し脂

肪酸の酸化やグルコースの取り込みを促進することによ

る２）．近年，アディポネクチンとAR１が骨芽細胞にも発

現し，その増殖や分化を促進することが報告された３，４）．

そこでわれわれは，アディポネクチンの細胞分化促進作

用に着目し，新規の歯髄保存療法剤としての有用性を検

討する上で，象牙芽細胞前駆細胞（MDPC‐２３）におけ

るアディポネクチンの機能を調べた５）．結果，アディポ

ネクチン，AR１とAR２のいずれの発現もMDPC‐２３に

おいて認められた（図）．培地中へのアディポネクチン

（１０µg/ml）添加によりMDPC‐２３の細胞増殖およびALP

活性はコントロールに比べて有意に促進され，また骨形

成関連遺伝子であるオステオカルシンやオステオポンチ

ンの発現の増加がみられた．さらに，アディポネクチン

（１０µg/ml）添加により８日後の石灰化結節の形成も有意

に促進された．アディポネクチンによる細胞分化促進作

用は，Mitogen−activated protein（MAP）キナーゼ阻害剤

であるSB２０３５８やSP６００１２５の前処理により抑制されたこ

とから，p３８とJNKのシグナル伝達系が関与することが

明らかとなった．以上の知見より，アディポネクチンは

MAPキナーゼカスケードを介して象牙芽細胞への分化

を亢進する働きがあり，将来的に歯髄保存療法剤として

の臨床応用が期待できる．
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図 マウス象牙芽細胞様細胞（MDPC‐２３）におけるアディポネ
クチンとその受容体であるAR１とAR２の遺伝子発現（A），AR
１のタンパク質発現（B）
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近年の高齢者人口の増加に伴い，摂食嚥下機能障害が

注目されており，特に，嚥下反射と咳反射の低下による

不顕性誤嚥と老人性肺炎との関連が問題とされている．

通常「摂食嚥下障害」とは「食物を口腔から胃まで送り

込むことの障害」と定義されているが，最近では，これ

よりも広い意味で使用さている．すなわち，これまでは

嚥下動作の準備と位置づけられていた前動作や知覚およ

び運動神経の働きの障害をも含めて「摂食嚥下障害」と

されている．そして，摂食嚥下運動は以前の「口腔期」

「咽頭期」「食道期」の３期から，「認知期」「準備期」「口

腔期」「咽頭期」「食道期」の５期に分けられている．

歯科領域においては従来から，咀嚼機能の観点から

「口腔期」に関しての多くの報告がなされてきた．しか

し，「口腔期」での咀嚼を終えた後の「咽頭期」につい

ては殆ど検討がされていない．一方，医科領域において

は，嚥下機能に問題があるか否かをスクリーニングする

ための問診や質問用紙の使用，水飲みテストなどが行わ

れ，また確定診断を行う検査としては，嚥下造影法

（Videofluorography：以下，VF法とする）がゴールドス

タンダードとされている．しかし，これらは誤嚥の有無

の評価であり，嚥下機能の客観的な評価法とは言い難

い．特に，「口腔期」から「咽頭期」にかけては，口腔

から咽頭がその機能の発現の場であることから，歯科医

学的見地からのアプローチが嚥下機能の改善をもたらし

うる可能性が高いことは容易に想像される．事実，臨床

報告として，口腔内補助装置の装着による嚥下機能の改

善や，パラタルリフトの装着による構音機能の改善は知

られているところである．しかし，医科，歯科の両領域

において，嚥下に関する機能評価を客観的に実施できる

方法は欠如していると言わざるを得ない．すなわち，嚥

下運動の進行を示す嚥下の「stage（期）」と，食塊の動

態を示す「phase（相）」との両者の観点から嚥下機能を

評価できる方法の確立を目指すことが，摂食嚥下機能障

害患者への診断・治療法の確立に不可欠であると考え

る．

そこで，われわれは放射線被曝が無く，チェアーサイ

ドで実施できる超音波画像診断による嚥下機能の客観的

評価法（以下，US法とする）を検討してきた．これ

は，嚥下機能評価用に新たに調整した試験食品嚥下時

に，超音波診断装置による舌運動軌跡と心音マイクによ

る嚥下音とを同時記録し，摂食時の舌運動を介した食塊

の動態と嚥下時の喉頭蓋の閉鎖時点との関係を分析する

方法である（図１，２）．なお，US法における各測定点

の正確性を確認するために，VF法によるVF画像を連動

させ，嚥下動態の経時的関係を把握した（図３）．

上記の方法による嚥下機能評価の一例を示す．無歯顎

患者における義歯装着時と非装着時の嚥下動態を比較・

分析したところ，全部床義歯を装着した場合には，舌が

食塊の送り出しを行っている時間である「舌接触時間」

（T３～T４），および喉頭蓋閉鎖時点に対する食塊の送り出

し完了時点の比である「誤嚥指数」（S１／T４）が共に健常

有歯顎者のそれらに近似していることから，義歯の装着

が正常な嚥下機能の保持に有効であること，未装着の場

合には誤嚥を引き起こし易い状態であることが示され

た．なお，この他に本法を用いて，嚥下時の体位や口腔

内補助装置装着の有効性などに関する報告を行ってい

る．

現在，このUS法に内視鏡検査を併用し，チェアーサ

イドで実施可能なさらに有効な嚥下機能評価法を検討し

ている．
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Evaluation of Swallowing Function Using Ultrasound

Diagnostic Methods, Prosthodontic Research & Practice
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図１：超音波診断装置B/M画像の一例

図２：舌運動軌跡と嚥下音の測定点

図３：US画像とVF画像の同時記録の一例
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図 IGIシステム

本学歯科内科クリニックインプラント外来では，現在

のインプラント治療で求められている厳密な治療計画

と，正確なインプラント埋入を行うことを目的に，コン

ピュータ支援手術システムを導入しました．

歯科領域に応用されているコンピュータ支援手術には

CT画像データより製作した外科用ステントを使用し

て，術前の治療計画に沿って埋入手術を行う「静的なも

の」と，手術中にリアルタイムに位置情報が提供され，

しかも手術中の状況により治療計画を変更できる「動的

なもの」に分類されています．

今回は動的な手術支援システムのIGIシステム（DenX

Ltd., Israel）について報告いたします（図）．IGIシステ

ムはインプラント埋入手術におけるリアルタイム・ナビ

ゲーションシステムです．CT撮像から得られたDICOM

データをIGIシステムに取り込み，本体付属のCTビュー

ワーソフトを利用して三次元画像を構築し，インプラン

ト埋入位置を決定し，術中のインプラント床形成時はイ

ンプラントドリルの位置・深さ・角度についてリアルタ

イムで埋入位置をナビゲーションすることが可能となり

ます．

従来からインプラント外来で行われていた，外科用ス

テントを使用した埋入手術では，埋入部位や患者の開口

量により外科用ステントを使用した状態でインプラント

ドリルを口腔内へ挿入することが困難な症例をいくつか

経験してきました．IGIの導入により「動的な」コンピ

ュータ支援手術が可能となり，インプラント治療用具の

口腔内への挿入が困難な症例においても，手術中にコン

ピュータ画面上で治療計画の変更が可能となり，変更し

た埋入位置へリアルタイムにコンピュータがインプラン

トドリルを誘導します．従来の治療法に比較すると，術

中に起きた不具合による治療計画の変更へもその場で対

応できるため，適応範囲の拡大が期待されております．

「動的なもの」と「静的なもの」に関わらずコンピュ

ータ支援手術に必要なことは，CTの使用が必須なこと

と，ステントが患者の口腔内で正確に装着されていなけ

ればならないということです．また，すべてのシステム

には誤差があることにも注意しなければなりません．平

均的には１mm程度あるようです．本学クリニックでコ

ンピュータ支援手術システムを使用する場合，誤差に関

しては治療計画の時点で考慮しており，現在のところ偶

発症は報告されておりません．また，両システムでは骨

形態と埋入位置をCTデータにより事前に把握できるた

め，粘膜骨膜切開，粘膜骨膜剥離，および縫合のステッ

プを省略して行うことが可能となる症例もあります．そ

のため，患者に対する手術時間と手術侵襲による負担の

軽減や補綴物を即日に装着できるなど，インプラント治

療がより患者にとって身近なものになってきたのではな

いかと思われます．

IGIに関する参考文献
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北海道医療大学歯学雑誌 ２６� 平成１９年４６

（１０６）
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歯髄組織は，歯の形成・維持にきわめて重要な働きを

している．また，歯髄組織は加齢や咬合圧などの間接刺

激により第二象牙質を形成し，齲蝕などの直接刺激によ

りdentin bridgeのような第三象牙質を形成する．他方，

イヌやウサギの歯髄を用いた異所性移植実験において，

骨や骨様象牙質が形成されること１，２），さらにラット歯髄

を象牙質・歯髄複合体として，あるいはシリコンチュー

ブに入れた状態で筋肉内に自家移植すると，象牙細管を

有する象牙質が形成されることが報告された３）．こうし

た歯髄組織の硬組織誘導現象には，骨形成タンパク質

（Bone morphogenetic proteins：BMPs）の関与が示唆され

ている．

歯髄のBMP研究では，１９９４年ヒト歯髄由来の培養細胞

にBMP－２，BMP－４，BMP－６のmRNA発現がはじ

めて報告された４）．１９９６年培養していないヒト歯髄組織

においてもBMP－２，BMP－４，BMP－７（OP－１）

のmRNA発現が確認された５）．しかし，タンパク質レベ

ルでの研究はほとんどおこなわれていない．

年齢２０歳から３０歳までの男女上下顎第三大臼歯の健全

歯およびC１の齲歯からヒト歯髄組織を採取して，ヒト歯

髄組織におけるBMP－２タンパク質の発現を解析し

た．歯髄組織のSDS溶解液を電気泳動後，抗BMP－２抗

体を用いてウェスタンブロッティング解析をおこなった

結果，強いシグナルを示すバンドが５０kDaの位置に（図

１A‐a），弱いバンドが３２kDa，２５kDa，１６kDaの位置に検

出された（図１A‐bはポジティブコントロールに用いた

rhBMP－２）．ウェスタンブロッティングで検出された５

０kDaのバンドがBMP－２の前駆体であること確認する

ため，FLAG−BMP－２融合タンパク質をCOS－７細胞

に発現させ，抗BMP－２抗体の特異性を検討した．ウ

ェスタンブロッティングの結果，抗BMP－２，抗FLAGと

もに６２kDaの位置に強いシグナルが検出された（図１B‐

a）．この結果は，今回用いた抗BMP－２抗体がBMP－

２に対して高い特異性を有することを示すものであり，

歯髄で検出された５０kDaのバンドは，BMP－２の前駆体

であることが強く示唆された．

本研究の結果から，ヒト歯髄組織のBMP－２タンパ

ク質は主に前駆体の状態で存在しており，生理的状態の

歯髄組織は石灰化に関して休眠状態にあることが示唆さ

れた．また，ヒト歯髄組織におけるBMP前駆体のプロ

セッシングならびに機能発現の制御機構を解明すること

は，歯髄生物学領域で重要であり，歯髄の恒常性維持機

構の解明につながる可能性が示唆された．

文献

１．Yamamura T, Shimono M, Koike H, Terao M, Tanaka

Y, Sakai T, Inoue T, Yoshiki S, Tachikawa T, Kawa-

hara H, Watanabe O : Differentiation and induction of

undifferentiated mesenchymal cells in tooth and peri-

odontal tissue during wound healing andregeneraruin.

Bull Tokyo dent Coll : 21, 181−221, 1980

２．Inoue T, Tanaka Y, Shimono M, Yamamura T : Osteo-

genic activity of transplanted dental pulp. JPN J Oral

Biol : 26, 1344−1346, 1984

３．下野正基：象牙質様硬組織の誘導．歯医学誌：１５：

１２８－１３５，１９９６

４．Takeda K, Oida S, Ichijo H, Iimura T, Maruoka Y,

Amagasa T, Sasaki S : Expression of bone morphoge-

netic protein genes in the human dental pulp cells.

Bone 15 : 467−470, 1994

５．Gu G, Smoke RH, Rutherford RB： Expression of

genes for bone morphogenetic proteins and receptors in

human dental pulp. Arch Oral Bio l41 : 919−923, 1996

［最近のトピックス］

ヒト歯髄組織の再利用

伊藤 勝敏

生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学

北海道医療大学歯学雑誌 ２６� 平成１９年４８
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図１A ウェスタンブロッティング法によるBMP－２の検出
ヒト歯髄組織では（lane１，２），抗BMP抗体と反応するメイ

ンバンドが５０kDa（矢印a）に，弱いシグナルが３４kDa，２５
kDa，１６kDaの位置に検出された．一方，リコンビナントヒト
BMP－２は，還元条件により二量体のs−s結合が切れるため，シ
グナルは１６kDa（矢印b）の位置に存在していた．

B FLAG−BMP－２融合タンパク質の発現と抗BMP－２抗
体の特異性の検証

ヒトBMP－２の全コーデイング領域を組込んだpIRES−hrGFP－
１aベクターをCOS７細胞に導入し，FLAGとの融合タンパクを発
現させた．発現した融合タンパク質に，抗BMP－２抗体を用い
てウェスタンブロッティングをおこなった．融合タンパクに対し
ては６２kDa（矢印a），ヒト歯髄組織に対しては５０kDa（矢印b）の
バンドがそれぞれ検出された．

図１

４９

（１０９）
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*

(n=20) (n=20)

*P<0.001

口腔は重層扁平上皮で覆われており，常に曝される細

菌などの刺激に対し物理的バリアーとして内部環境を守

っている．さらに上皮細胞自身が産生し，歯肉溝滲出液

や唾液にも含まれる抗細菌性ぺプチドが化学的バリアー

として細菌感染を防御している．抗細菌性ぺプチドは，

細菌やウイルスの認識機構であるToll様受容体，NODタ

ンパク質そしてRIG−Iなどと供に生体の原始的な免疫機

構，すなわち自然免疫機構を担っている．抗細菌性ペプ

チドのひとつ，ディフェンシンはαとβディフェンシン

の２種類に分類されている．αディフェンシンは好中球

での発現が確認されており，広範囲スペクトラムをもっ

た強力な抗菌活性や抗ウイルス作用，特にHIVへの効果

などが報告されている．一方，βディフェンシンは主に

上皮細胞で発現が認められ，自然免疫機構以外に抗原提

示細胞の分化や動員など，獲得免疫への関与も明らかに

なってきている．

歯肉溝滲出液と唾液中のαディフェンシン１～３発現

量をELISA法により解析した結果，両者ともαディフェ

ンシンを含有しているが，有意に歯肉溝滲出液由来のほ

うが高い値を示している結果を得た．口腔内の抗細菌作

用は唾液によるところが大きいが，歯面に付着したプラ

ークの影響を受けるのは，歯肉溝上皮や付着上皮であ

り，歯肉溝滲出液による抗細菌作用がより関与している

と考えられる．歯肉溝滲出液は歯肉溝基底部から外部に

流出しているため，それによる自浄作用が期待できる．

さらに付着上皮の細胞間隙には，炎症の有無にかかわら

ず好中球が存在している．好中球からはαディフェンシ

ン，LL３７，カルプロテクチンなどの抗細菌性ペプチド

が発現しており，う蝕誘発を抑制している可能性があ

る．最近，１１歳から１５歳の小児約１５０名において，歯肉

溝滲出液由来のαディフェンシン１～３の発現量が多い

ほど有意にう蝕数が少ないとの報告がなされた（Dale

BA et al. BMC Oral Health. 2006）．また唾液由来のβディ

フェンシンもう蝕抑制に密接にかかわっているとの報告

がなされている（Tao R et al. Antimicrob Agents Che-

mother. 2005）．

以上の結果は小児のう蝕に関し新たな見解を与えるも

のであり，これらの研究をふまえ，より多くの人数や，

幼児からの幅広い年齢層さらに各種抗細菌性ペプチドの

変化を詳細に観察し，う蝕予防の一助とする必要があ

る．

（参考文献）

Abiko Y and Saitoh M：Salivary defensins and their impor-

tance in oral health and disease. Curr Pharm Design, 2007,

13 : 3065−3072.

歯肉溝滲出液と唾液中のαディフェンシン１～３

（HNP１－３）発現量をELISA法により解析した結果，

有意に歯肉溝滲出液で高い値を示した．

［最近のトピックス］

抗細菌性ぺプチド・ディフェンシンによるう蝕の抑制

齊藤 正人

北海道医療大学個体差医療科学センター

Masato SAITOH

Institute of Personalized Medical Sciences, Health Sciences University of Hokkaido

北海道医療大学歯学雑誌 ２６� 平成１９年５０

（１１０）
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北海道医療大学歯学会会則（２００６年１２月１５日現在）

第１章 総 則

（名 称）
第１条 本会は北海道医療大学歯学会（The Dental Society of Health Sciences University of Hokkaido）と称する．
（目 的）
第２条 本会は北海道医療大学歯学部（以下本学部と略す）を中心に，会員相互の緊密な協力により，学術研究の推進

・専門技術の錬磨を計り，歯学の進歩・発展に寄与するとともに，会員の親睦を図ることを目的とする．

第２章 会 員

（会 員）
第３条 本会は以下の会員よりなる．

１．正会員
歯学の研究に従事し，本会の目的に賛同する者，本学部教職員・大学院生・研究生・臨床研究生・歯科臨
床研修医・卒業生および本学部元教育関係者で理事会の承認を得た者．

２．名誉会員
本会の設立または発展に，特に功労のあった者で，常任理事会が推挙し，理事会，評議員会の議を経た
者．なお，名誉会員には名誉会員証を贈るほか会員の権利を保有し，年会費一切の費用を徴収しない．

３．準会員
歯学教育・診療関係者で理事会の承認を得た者．

４．学生会員
本学部専門課程の学生で理事会の承認を得た者．ただし，学生会員は卒業後正会員に移行するものとす
る．

５．賛助会員
本会の目的および事業に賛同し，協力・支援する個人・団体等で，理事会の承認を得た者．

（入 会）
第４条 本会に入会を希望する者は，所定の申し込み書に必要事項を記入の上本会事務局に申し込むものとする．

（退 会）
第５条 会員で退会を希望する者は，速やかにその旨を本会事務局に通知すること．ただし，納入済み会費の返還はこ

れを行わない．
（会員資格喪失）

第６条 会員は以下の事由によりその資格を喪失する．
１．２年以上会費の未納，所在不明または連絡のつかいない者．
２．本会の名誉に反する言動のあった者については，会長は理事会，評議員会の議を経て退会を勧告または除

名することがある．
（再入会）

第７条 会費未納により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は，２年分の未納会費を納入後入会手続きをとる
ものとする．

第３章 役員および運営

（役 員）
第８条 本会に以下の役員をおく．

会長１名，専務理事１名，常任理事 若干名，理事 若干名， 監事２名，評議員 若干名，および常任委員若干
名
１．会長は本学部教授の中より，理事会が推薦し，評議員会の議を経てこれを決める．会長は本会を代表し，

会務を統括する．
２．専務理事は理事会の議を経て会長が委嘱する．専務理事は会務の運営処理を推進する．
３．常務理事は理事の中より選出し，会長が委嘱する．常任理事は常任理事会を組織し，会務を分担し，執行

する．分担する会務は，庶務，会計，編集，企画，その他とする．
４．理事は本学部教授，ならびに３名以上の理事の推薦を受け理事会の承認を得た者とする．理事は，理事会

を組織し，役員の推薦など会務に関する重要事項を審議する．
５．監事は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する．監事は会計およびその他の会務を監査する．また必要に

５１

（１１１）
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応じ，理事会に出席する．
６．評議員は本学部教授，助教授，専任講師で構成するほか，会長の推薦により理事会の承認を得た者とす

る．評議員は評議員会を組織し，会長の諮問に応じて必要事項を審議する．
７．常任委員は理事会の議を経て，会長がこれを委嘱する．常任委員は常任理事を補佐し，会務の分掌処理

にあたる．
（会議の成立条件）

第９条 理事会，評議員会は構成員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立し，議事は出席者の過半数
によりこれを決する．

（任 期）
第１０条 各役員の任期は２年を原則とする．ただし，再任を妨げない．

第４章 事 業

第１１条 本会は第２条の目的を達成するために以下の事業を行う．
１．総 会

総会は会長の召集により年１回学術大会を開催し，会務等について報告する．また，必要に応じ会長は
臨時総会を開催することがある．

２．学術大会
学術大会は年１回以上開催し，会員の研究発表，その他学術発展に関する行事を行う．

３．学術講演会，研修会
４．会 誌

本会は機関誌“北海道医療大学歯学雑誌（The Dental Journal of Health Sciences University of Hok-
kaido）”を年２回発行し，会員に配布する．会誌は逐次増刊することが出来る．北海道医療大学歯学雑
誌の投稿規定ならびに論文査読規定については別に定める．

５．その他
本会の目的達成に必要と認めた事業．

第５章 会 計

（運営経費，会計）
第１２条 本会の運営経費は会員の納入する会費，寄付金，その他の収入をもってこれにあてる．

２ 各会員の会費は以下の通りとする．
イ 正会員 入会金 ３，０００円 年会費 ５，０００円
ロ 準会員，学生会員 年会費 ３，０００円
ハ 賛助会員 入会金 １０，０００円 年会費 ３０，０００円

ただし新入会員（正会員，賛助会員）で，会費３年以上を前納した者に対しては入会金を免除する．
なお事業の目的に応じ，臨時会費を徴収することがある．

３ 本会の会計年度は１月１日より１２月３１日とする．
（会計報告）

第１３条 本会の収支決算については，理事会，評議員会の承認を得て，総会において会員に報告しなければならな
い．

第６章 雑 則

（事務局）
第１４条 本会の事務局は本学部内におく．

（会則の改廃）
第１５条 この会則に定めるもののほか，本会則の実施に必要な内規は理事会の議を経て別に定めるものとする．
第１６条 本会則の改廃は理事会，評議員会の承認を得て，会長は会員に報告しなければならない．

附 則

１．本会則は昭和６１年８月１日より施行する．
２．本会則は平成７年３月１日より施行する．
３．本会則は平成８年４月１日より施行する．
４．本会則は平成１７年４月１日より施行する．

５２

（１１２）
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「北海道医療大学歯学雑誌」投稿規程（２００６年１２月１５日現在）

１．投稿資格
著者は，原則として共著者を含め，本会会員に限る．ただし，非会員が共著者となる場合には，１年分の会費を
徴収する．

２．生命倫理への配慮
１）臨床研究は，ヘルシンキ宣言の主旨にそったもので，「北海道医療大学倫理委員会」の承認を得たものとする．
２）人の遺伝子解析を含む場合は，本学の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究の計画および実施に関する倫理規程」に

基づき，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会」の審査をへて学長の許可を得たものとする．
３）動物実験は，「北海道医療大学動物実験の指針」に基づき，「動物実験センター管理運営委員会」の承認を得た

ものとする．
なお，本学以外の研究機関等で行われた研究については，当該研究機関等の倫理委員会等で承認を得たものとする．

３．論文の種類及び内容
１）論文の種類は，原著論文（Original），症例報告（Clinical report），総説（Review），解説（Comment），システ

マティックレビュー（Systematic review），臨床統計（Clinical statistical survey）とする．
２）論文の内容は，他の刊行物に未発表のものに限る．
３）本誌はその他に，歯学情報，本学会講演抄録，学会関係記事，学位論文などを掲載する．

４．査読および採否
１）投稿論文は，編集委員会および編集委員会の依頼する専門家により査読される．
２）採否については，査読の結果に基づき編集委員会が決定する．

５．投稿論文の作成
１）投稿論文は，投稿規程ならびに別に定める「投稿の手引き」に準拠して作成すること．
２）投稿論文は，表紙，チェックリストシート，英文抄録（３００語以内），本文，表，図および図表説明文の順番に

まとめる．
３）投稿原稿は，２部（正１部，コピー１部）とする．最終的に論文掲載を認められた際には投稿原稿とともにフ

ラッシュメモリーまたはCD−R/RW（フラッシュメモリーが望ましい，印刷終了後にお返しします）を提出す
ること．なおデスクには，使用したOS，ワードプロセッサーのソフト名とファイル名を記載する．さらに論
文投稿者は論文投稿時にメールにて表紙（タイトル名，投稿者名，所属を記載されている箇所）と要約（ab-
stract）を編集委員会まで送信すること．

メールアドレス：dentalj@hoku-iryo-u.ac.jp
件名：北海道医療大学歯学雑誌

４）和文論文の本文については，原則として，緒論（緒言），方法（材料および方法），結果，考察，結論（結
語），謝辞（必要な場合のみ），文献の順に記載するものとする．

５）英文論文の本文については，原則として，Abstract（３００語以内），Introduction，Materials and Methods，Re-
sults， Discussion，Conclusion，Acknowledgment（必要な場合のみ），Referencesの順に記載するものとする．

６）投稿論文のヘッダーに右詰めで，名前，所属さらに初稿なのか修正論文なのかがわかるように記載する．
７）投稿時，著書全員が編集委員会（dentalj@hoku-iryo-u.ac.jp）に当該論文の共著者である旨の承諾許可をメール

で送信するものとする．
６．投稿論文の校正

１）投稿論文に対する著者校正は２回までとする．
２）修正論文は，特別な事情がない以外は一週間以内，校正は４８時間以内に返却しするものとする（返却，連絡が

無い場合は，投稿を取り下げたものと判断する）．
７．証明書等の発行

１）投稿原稿の受付日は，編集委員会に到着した日付とする．
２）受理証明が必要な場合には，掲載が決定した後に受理証明書を発行する．

８．掲載料および別刷料
１）掲載料は，刷り上がり１０頁まで無料とする．これを超過した場合には，編集委員会が依頼したものを除き，１

頁１万円の著者負担とする．
２）カラー頁については２ページまで無料，３ページ以降は有料とする，著者の実費負担とする．
３）別刷料については，５０部まで無料とし，これを超過する場合（５０部単位）には著者の実費負担とする．

９．著作権の帰属
本誌に掲載された著作物の著作権は北海道医療大学歯学会に帰属する．本会はこれら著作物の全部または一部
を，ネットワーク媒体を含む媒体に掲載・出版することが出来る．ただし，論文の内容については，著者が全て
の責任を負う．

１０．著者のプロフィール
巻末に著者のプロフィールを記すので，著者のスナップ写真と経歴を提出すること．

１１．原稿の送付および本誌に関する問い合わせ
住所：〒０６１－０２９３ 北海道石狩郡当別町宇金沢１７５７番地

北海道医療大学歯学部・口腔生理学講座
北海道医療大学歯学雑誌編集委員会（和泉 博之）

Tel；０１３３－２３－１２３９
e−mail；dentalj@hoku−iryo−u.ac.jp

５３
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「北海道医療大学歯学雑誌」投稿の手引き（２００６年１２月１５日現在）

本学会誌の体裁を統一するために，「投稿の手引き」に準拠して，ご執筆下さいますようお願い致します．

原稿はすべてＡ４版とし，下記の項目１）－８）のすべてを，２部提出して下さい．和文抄録と英文抄録を投稿原

稿とともに提出して下さい．

１）投稿原稿表紙 ５）図表説明文

２）チェックリストシート（著者全員分のサインと連絡先を記載） ６）表

３）英文抄録（ABSTRACT，英文表題を含む） ７）図

４）本文

１．投稿原稿表紙

表紙には以下の事項を和文および英文で記入する．

１）原稿の種類 ５）著者の所属および所在地

２）表題 ６）別刷数（５０部単位）

３）著者名 ７）連絡先（郵便番号，住所，電話，Fax，e−mail）

４）キーワード（５語以内）

１）表題

� 一般固有名詞として通用していない商品名は用いない．

� 和文表題には，原則として略号以外の英文字を用いない．スペースも含めて３５字以内のランニングタイトル

を付ける．

� 英文表題は和文表題の内容と一致させる．文頭のみ大文字とし，他は小文字とする．また，スペースも含め

て４５字以内のランニングタイトルを付ける．

� 副題はできる限り用いない．ただし，必要な場合は次の例に準拠する．続報，第２報などの表記は認めな

い．

和文・英文：－□□□□□□□□□－

２）キーワード

５語以内のキーワードを付ける．英文の場合は，キーワードの先頭のみを大文字とし，他は

小文字とする（例：Impression materials, Bone morphogenetic proteins）．

３）氏名および所属

� 英文氏名（和文）は，姓は大文字，名は先頭のみを大文字とする（例：Akira Yamada（山田 昭）and Taro

Hokkai（北海太郎））．

� 著者の所属が２ヶ所以上の場合には，所属の著者に １），２），３） を付ける．

２．チェックリストシート

チェックリストの指示に従い，投稿原稿を確認する．

著者全員分のサインを取り，連絡先を記載する．

３．抄録

３００語以内の英文抄録を付ける．

４．本文

１）原稿はＡ４判用紙にワードプロセッサなどによる横書きとする．原則として１２ポイント文字を使用し，１頁３５

文字×３０行とする．句読点は「．」と「，」を用いる．英文の場合は，ダブルスペースとする．

� 提出メディアに，使用機種名，OS名，ソフト名，所属，著者名を明記する．

� 著者がテキストファイルヘ変換できる場合は，変換したファイルを提出する．

２）原稿の下段中央にページ番号を記す．

３）論文の原則的な構成は，緒論（緒言），方法（材料および方法），結果，考察（結果および考察），結論（結

語），謝辞，文献，図の説明，図表とする．

４）見出しを用いるときは次の順に項目をたてる．

５４
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３ → ３）→ � → a → a）→ �
５）文章は，専門用語を除いて，常用漢字，新かなづかい，ひらがなは口語体とする．

６）数字はアラビア数字とし，単位の記号はJIS・Z8202およびZ8203に準じ，国際単位系（Sl）を使用するよう努

める．また単位にピリオドをつけない．（例：GHz，MPa，kW，cm，mV，µm，nA，pF，mL，mmol，N（kgf），

K，℃，min）

７）学術用語は，原則として「文部省学術用語集」に準拠する．

８）商品名，器械名などは，可能な限り一般化されている「カタカナ書き」とする．英文字で表す場合は，かしら

文字のみ大文字にする．

９）外国の人名などの固有名詞は原則として原綴とする．

１０）連続した数値は「，」でつなぎ，最後に単位をつける．（例：１０，２０，３０℃）

１１）製造社の表記法は（ ）内に会社名のみを記し，社製および製作所，工業社製，株式会社などを入れない．

例：（型式名，製造会社名），（略号，製造会社名）

（X−3010，日立） （EPMA，日本電子）

１２）図表の挿入場所を本文右欄外に朱書きする．

５．文献

１）文献リストは，アルファベット順（A, B…Z順）で作成する．また本文中の引用箇所に以下の体裁に従い，文

献内容を記載する．

例：単著者（Izumi, 1999）（和泉，１９９９），２名（Izumi and Ito, 1998）（和泉，伊藤，１９９８），３名以上

（Izumi et al., 1970）（和泉ら，１９７０）

２）文献として不適当なもの，例えば未公表のデータや私信などは文献として引用しない．

３）文献の著者または編集者が複数の場合にはet al., 他などとせず，その全部を記載する．

４）著者名が欧字綴の場合は姓の後に名前の頭文字をつけ，また著者が複数の場合は最後の著者の前にandを入れ

る．

５）文献の記載方法の基本は次のとおりとする．

� 雑誌の場合

著者名（複数の場合，氏名を「，」で区切る．）．表題－サブタイトル－．雑誌名 巻：引用ページの始めと

終わり，発行年．

例：Izumi H. Functional roles played by the sympathetic supply to lip blood vessels in the cat. Am J Physiol

Regulatory Integrative Comp Physiol 277 : R682−R689, 1999.

Izumi H and Ito Y. Sympathetic attenuation of parasympathetic vasodilatation in oro−facial areas in the cat. J

Physiol (Lond) 510 : 915−921, 1998.

Izumi H, Ito Y, Sato M, Karita K and Iwatsuki N. The effects of inhalation anesthetics on the parasympa-

thetic reflex vasodilatation in the lower lip and palate of the cat. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp

Physiol 273 : R168−R174, 1997.

� 単行本の場合

�）章を参考にしたとき

例：Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms.

In：Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology : mechanisms of disease. Philadelphia :

Saunders, 1974, p457−472.

�）個人または複数の著者の場合

例：Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London : S. Paul ; 1986.

�）編集者，監修者が著者の場合

例：Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug−induced headache. New York : Springer−Verlag ; 1988.

�）団体，組織が著者で，かつ出版社の場合

例：Virginia Law Foundation. The medical and leagal implications of AIDS. Charlottesville : The Founda-

５５
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tion ; 1987.

�）会議録全体を参考にした場合

例：Vivian VL, editor. Child abuse and neglect : a medical community response. Proceedings of the First

AMA National Conference on Child Abuse and Neglect ; 1984 Mar 30−31 ; Chicago. Chicago : Ameri-

can Medical Association ; 1985.

� 分担執筆の場合

分担執筆者名：分担執筆の表題．書名巻など，発行所名：発行年，引用ページの始めと終わり．

例：山田早苗：橋義歯の力学－傾斜歯ブリッジの形成と設計について－．新臨床歯科学講座３，医歯薬出

版：１９７８，１５７－１６５．

� 翻訳書の場合

著者（翻訳者）：書名（原著書名）．発行所名：発行年，引用ページの始めと終わり．

例：Davidge RW（鈴木弘茂，井関孝善）：セラミックスの強度と破壊（Mechanical behavior of ceramics）．

共立出版：1982，34−55．

６．図

１）用紙はＡ４版とし，１枚ずつ別葉にする．

２）各葉杖に，図の番号，著者名，片段あるいは両段の指定，カラー印刷の有無を明記する．

３）図の大きさは，片段か両段一杯になることがのぞましい．刷り上がりを想定して，図の大きさが片段で横幅４５

－６８mm，両段で１００－１５０mmになるように縮小コピーし，文字，記号の大きさ，線の太さなどをチェックす

る，棒グラフなどのハッチングは識別可能なものにする．

４）図中の文字は，刷り上がりで本文とほぼ同じ１０－１３級（７－９ポイント），線の太さは０．１５－０．３mmになるよ

う原図を作成する．

５）図のタイトルおよび説明は，まとめて，文献の後につける．

６）組図の原稿は，貼込み間隔や角度を正確にする．

７）写真は，Ａ４判の用紙に貼り，必要な文字，記号などを記入する．写真の拡大率は，単位長さのバーで表す．

８）患者の顔や特徴ある身体の一部の写真を使用する場合は，目隠し等により個人が特定できないように配慮する

とともに，患者本人あるいは後見人から文書により許可を得ること．

９）記号は中心の明確な○●□■◇◆などを使用する．

１０）記号を使用する場合の凡例は，脚注に置かずに図中に入れる．

７．表

１）罫線はできる限り入れない．

２）標準偏差は，（ ）もしくは±とし，信頼区間との混同を避けるために説明を入れる．

３）表題が英文字の場合は書き出しのみを大文字にし，それ以後は小文字とする．しかし略号はこの限りではな

い．

４）単位などの表記は同一言語に統一する．単位（unit），平均（mean），標準偏差（SD）

（例：）

８．その他

本規定ならびに「投稿の手引き」に規定されていない事項については，編集委員会にお尋ね下さい．

投稿の手引き，投稿規定，チェックリストのファイルは，ホームページ（http : //www.hoku-iryo-u.ac.jp/�physiol/）

からダウンロード出来ます．

Table1 Mechanical properties of specimen

specimen
Tensile

strength Mpa
Elongation

％

A ５００（２０） １０．２（３．３）

B ３００（１５） ５．４（２．３）

（ ）：SD

表１ 試料の力学的性質

試料
引張強さ

Mpa
伸び
％

A ５００±２０ １０．２±３．３

B ３００±１５ ５．４±２．３

平均±標準偏差

５６
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北海道医療大学歯学会第２６回学術大会一般演題募集要領

平成１９年度北海道医療大学歯学会総会・第２６回学術大会ならびに北海道医療大学歯学会定例講演会を合同で開催い

たします．下記の要領で学術大会の一般演題を募集いたしますので，多数の皆様のご発表をお願い申し上げます．

開催日：平成２０年３月１日�午前９時・午後５時頃

会場：北海道医療大学 札幌サテライトキャンパス（Tel．０１１－２２３－０２０５）

（日本生命札幌ビル５F：札幌市中央区北３条西４丁目１）

定例講演会：「夕張の再生・再構築を目指して―社長から市長への新たなる挑戦―」

講師：夕張市長 藤倉 肇

経歴：１９４１年 ４月７日生まれ

１９９１年 十勝ヨコハマタイヤ社長就任

２００１年 北海道ヨコハマタイヤ販売社長就任

２００６年 退任

２００７年 ４月 夕張市長就任

［演題・抄録申込み要領］

・演題・抄録申込み期限：平成２０年１月２５日�必着

・演題・抄録申込み方法：

裏面の原稿作成要領を参照してB５用紙に演題名・所属・発表者全員の氏名（演者には○印）とともに抄録を

記載し，抄録とCD−R（抄録を焼き込んだもの）を下記の住所までご郵送ください．その際，申込み封筒に赤字

で「北海道医療大学歯学会演題・抄録申込み」とご記入ください．なお，CD−Rの代わりに電子メールにて抄録

ファイル（MS Word）をお送り頂いても構いませんが，その場合でも印刷された抄録はご郵送ください．原則

として，同一講座・機関からは２演題までとします．発表者（共同発表者も含む）はすべて北海道医療大学歯学

会会員及び凖会員に限ります．なお当該年会員制度（５，０００円）もあります．

［発表形式］

一般演題は原則として発表７分，討論３分の予定です．ただし，演題数により増減する場合がございますので

ご了承ください．液晶プロジェクター１台にて発表していただきます．発表される方は当日パソコンをご持参

し，１時間前（午前９時から１０時までに発表される方は３０分前）までに会場にて試写をお願いいたします．発表

はプレゼンテーションソフト（PowerPoint ２００３）を用いて発表してください．なお，パソコンをご持参できな

い方は，フラッシュメモリなどに発表内容を入れてご持参ください．その際はPowerPoint（WindowsXPのみ）を

用いての発表をお願い致します．

※歯科医師生涯研修カードをお持ちの方は，ご持参ください．

発表・抄録に関するお問い合わせ・申込み先：

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野

大会準備委員長 廣瀬 弥奈

〒０６１－０２９３ 石狩郡当別町金沢１７５７番地

Tel&Fax ０１３３－２３－１４１２

e−mail：26sigaku@hoku−iryo−u.ac.jp
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北海道医療大学歯学会抄録原稿作成要領

B５版の用紙を用い，タテ１９cm・ヨコ１３cmに納まるようにパソコンを使って作成してください．文字は明朝体で

１２ポイントを使用してください．

なお，抄録は以下の例にしたがって，

１．演題名

２．発表者氏名：演者の前に○印をつけてください．

３．所属：発表者の所属が２つ以上の場合は，アスタリスク（＊）で所属を区別してください．

４．本文：一般発表の場合は，【目的】，【方法】，【結果および考察】，【結論】の順で，症例発表の場合は【目的】，

【症例】，【結果および考察】あるいは【経過および考察】，【結論】の順で記載してください．

４日目歯垢における緩衝能の口腔内部位特異性について

○福田 敦史，広瀬 弥奈，八幡 祥子，松本 大輔，五十嵐清治

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系・小児歯科学分野

【目的】齲蝕の発生には部位特異性が認められていることは疫学的に明らかである．その

原因の…

【方法】実験に先立ち，本研究への理解と同意の得られた成人被験者１５名に対し，PMTC

後に４日間口腔清掃を…

【結果および考察】歯垢の初期pHには有意差が認められ，危険率０．０１％でLALが最も高

く，UABとLPBが…

【結論】齲蝕の発生には部位特異性が認められていることが科学的に証明され，LPBが最

も齲蝕誘発能が高く，…

５８
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編 集 後 記

紅葉の時期が過ぎると，もう北海道は冬到来です．今年も世界で，日本で，そして北海道でもいろいろありまし
た．宇宙関係では日本の“かぐや”は快挙ですね．月から地球を写した映像を見ると，地球はなんと美しい惑星なん
だと感激するばかりです．もし月で生活しているヒトがいたら，絶対に何とかして地球に行ってみたくなるでしょう
ね．我々地球人が，他の惑星に行ってみたいと思う比ではないような感じがします．しかし来てみてがっかりさせな
いような地球であってほしいものです．まだまだ戦争，人種差別，貧困，教育，宗教など，人間の英知で解決できな
い問題が多く，とても住みよい地球になっていないようです．我々は精 １々００年が一生ですが，ここ５０年は爆発的に
人口が増加し，人類としての遺伝子の継承は間違いなく行われているようです．しかし人類としての遺伝子継承は行
われても世界がより良い方向に向かっていなければ食料不足，貧富の差が増大して人類としては決して“Happy”な方
向に向かっていないのではないでしょうか？

身近なところでは，団塊の世代（私らの時代）は一年で３００万人のうち２５％が大学に進学（７０万人），現在は１５０万
のうち４５％が進学（６７万人）ですから，進学者数は殆ど同じです．さらに大学数が増加していますから，進学したい
学生は誰でも大学に入れる時代です．しかし国家試験は昔より厳しい状況ですから，合格率は下がってしまいます．
大学の生き残りをかけた教育戦争となってきているようです．国家試験を受ける受験生も大変そうです．頑張ってく
ださい．

我々教員にも“教員評価”なるものが今年度（２００７年）から本格的に開始されました．これが給料にも反映される
ようですが，すべて自己申告です．これでは公正中立性はなかなか難しいシステムではないでしょうか．もっともっ
と議論をして大多数の教員が納得できる方法で遂行していかなければ，そのうち頓挫してしまうのではないかと危惧
しています．

今号の総説は生体機能病態学系・歯科放射線学分野の中山英二教授に御願いして書いて頂きました．中山先生は九
州大学より北海道医療大学に来られた新進気鋭の大変親しみのある先生です．紙面をお借りして御礼申し上げます．

こんな事を徒然に思いながら今年一年を振り返ってみました．来年度も益々，北海道医療大学雑誌の発展に御協力
を賜りますようお願い申し上げます．

次号（第２７巻，第１号）の発行は平成２０年６月３０日です．

会員各位の投稿原稿募集の締め切りは平成２０年３月３１日必着と致します．期日厳守の上，ご投稿をお願いしま

す．本誌投稿規定（２００７年第２６巻，第２号の巻末あるいは歯学部生理学教室のホームページ；http : //www.

hoku−iryo−u.ac.jp/～physiol/）をご参照の上，投稿してください．

６０

（１２０）
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