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研究成果の概要（和文）：本研究では、卵巣摘出サルの臼歯に絹糸を結紮し歯周病を誘発するモデルを作成し、高齢女
性の歯槽骨喪失メカニズムにおいて骨粗鬆症と歯周病がどのように係わり合っているかを検索するとともに、カテプシ
ンKに対する阻害剤の投与効果を検索した。
その結果、高齢女性の歯槽骨では歯周病による局所の炎症とエストロゲン欠乏という全身性のホルモン動態変化が、歯
槽骨の骨吸収活性を相乗的に亢進させている可能性が示された。またカテプシンKに対する阻害剤は歯槽骨の骨吸収を
抑制し、骨形成を促進する可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：In order to elucidate the relationship between post-menopausal osteoporosis and 
periodontitis, as involved in the mechanism of alveolar bone loss in elderly women, our study 
investigated microstructural alveolar bone changes occurring in ovariectomized monkeys with and without 
ligature-induced periodontitis, and also examined the effects of Cathepsin K inhibitor as an anti-bone 
loss agent in these animals.
Our findings suggest that the local inflammation induced by periodontitis, together with systemic 
hormonal changes such as estrogen deficiency, may synergistically accelerate alveolar bone loss in 
elderly women. Furthermore, the results suggest that Cathepsin K inhibitor may also be useful for 
suppressing bone loss and accelerating alveolar bone formation in elderly women.

研究分野： 口腔解剖学
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１． 研究開始当初の背景 

近年、歯の喪失が認知症と関連している

こと等が報告され、歯が脳や全身の状態に

深く関わっていることが明らかとなって

きた。一方、骨粗鬆症は、罹患率の高い疾

患であり、骨折や寝たきりが深刻な社会問

題となっている。米国の疫学調査では、骨

粗鬆症と歯の喪失が関連していることを

示唆する結果が導かれた(Gur A, et al. J 

Bone Miner Metab 21: 43-7. 2003)。すな

わち、閉経後骨粗鬆症患者に対してエスト

ロゲン補充を行ったところ、歯の喪失が抑

制された。これはエストロゲン欠乏が歯の

喪失に少なからず影響を与えていること

を示唆している。しかし、歯槽骨の骨量減

少メカニズムを明らかにするには、エスト

ロゲン欠乏単独の影響だけでなく、そこに

歯周病による炎症性の骨破壊がオーバー

ラップしていることも考慮しなければな

らない。また将来的に、歯槽骨の喪失を予

防し、高齢者の認知症や全身状態の悪化を

抑止できるようにするためにも、エストロ

ゲン欠乏といった全身的な影響と、歯周病

による炎症性骨吸収が、それぞれどのよう

に高齢女性の歯槽骨喪失メカニズムに関

与しているのかを明らかにすることは必

須である。 

 

２．研究の目的 

本研究では、高齢女性の歯槽骨喪失メカニ

ズムをエストロゲン欠乏に起因する骨粗鬆

症と歯周病による炎症性骨破壊の両方の観

点から解明する。そこでヒトに最も近い動物

であるサルを用い、高齢女性の歯槽骨喪失メ

カニズムにおいて骨粗鬆症と歯周病がどの

ように係わり合っているか、またそのメカニ

ズムを明らかにすることを目的とした。さら

に破骨細胞が分泌する骨基質消化酵素カテ

プシンKの阻害剤により歯槽骨喪失を抑止で

きるかどうかも検証することとした。 

 

 

３．研究の方法 

（１）卵巣摘出サル歯周病モデル動物作成  

ヒトの中年以上に相当する年齢である 18 歳

以上のカニクイザル 8匹を用い、動物を無作

為に 2群に分け、全身麻酔下、１群には卵巣

摘出術(ovariectomy:OVX)を行い、残りの群

には卵巣摘出の疑似手術(Sham operation)

を行った。 

 術後４ヶ月経過時点で、歯周炎を生じさせ

る目的で、各群ともに下顎右側の大臼歯の歯

頚部に絹糸を結紮。 絹糸結紮後４ヶ月目に、

動物に苦痛を与えないよう配慮した上、全身

麻酔下にて屠殺した。下顎骨を摘出後、各群

とも下顎骨大臼歯部歯槽骨について左側（コ

ントロール郡）と右側（絹糸結紮側）を比較

した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）歯周組織検査 

 日常歯科臨床で行っている歯周病診断

にもとづき、ポケット深度測定、歯肉付

着喪失度(ＬＡ)検査を行った。各群の値

について一元配置分散分析（ANOVA）にて

優位さの検定を行った。 

 

（３）微細骨梁構造、骨梁骨密度の解析  

高解像度マイクロ CT（Elescan:日鉄エレック

ス社製）を用いて３次元的に微細骨梁構造構

築し骨梁構造を観察するとともに、歯槽骨高

さの減少度を測定した。 

 

（４）カテプシンKに対する阻害剤（NC-2300）

の投与効果 

Sham 溶媒群、OVX 溶媒群、OVX 低用量

(3mg/Kg)群、OVX 高用量(10mg/Kg)群の 4

群を設定し、16 ヶ月（64 週間）経口投与し

図 1：絹糸を結紮された臼歯部 



図３ マイクロ CT による 3D 再構築画像    
各群の大臼歯部矢状断面 

Sham Sham＋歯周病

OVX OVX＋歯周病

た。4, 8, 12 ヶ月および解剖時に血清・尿を

採取し、（尿中 CTx 値）（尿中 NTx 値）（血清

中 NTx 値）を測定した。 

 

４．研究成果 

（１）歯周組織検査の結果 

第 2大臼歯について、歯科臨床で一般的に行

われている歯周組織検査を行った結果 

（図２）、 

 

第 2大臼歯のポケット深度については、Sham

群と OVX 群での有意差は認められず、それぞ

れ群において、糸を巻いた歯周病誘発群にお

いて有意にポケットが深化していた。 

一方、X 線写真で測定した第 2 大臼歯遠心歯

間部の骨吸収度（CEJ から骨頂までの距離）

では、OVX 群の値が Sham 群よりも有意に高か

った。 

 

（２）微細骨梁構造の観察結果 

Sham 群、OVX 群ともに歯周病を誘発すること

で、歯間部の歯槽骨高さが減少した。また歯

頸部に絹糸を結紮した歯周病誘発群におい

ては、歯石の付着が認められた 

（図３：矢印） 

歯槽骨内部の骨梁構造を観察した結果、Sham

群においては、歯周病誘発するとしないに関

わらず、Sham 群よりも OVX 群において根分岐

部における骨量の減少が認められ、骨梁の連

結性の喪失が認められた。また、OVX 群では、

根分岐部の病変が重篤化している個体も認

められた（矢頭）。 

 

（３）NC-2300 投与効果 

（尿中 CTx 値）OVX 対照群で卵巣摘出による

骨吸収の亢進が継続してみられた。NC-2300

投与群においても8カ月目に比して増加がみ

られたが、OVX 対照群より低値を示し特に

NC-2300の10mg/kg投与群ではSham群レベル

まで uCTx 排泄は抑制された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（尿中 NTx 値）Sham 群を含む全群で増加が認

められたが、１日排泄量について Pre 値から

の増加率をみると NC-2300 の 3mg/kg 投与群

では OVX 対照群に比して低い傾向を示した。

（血清中 NTx 値）NC-2300 投与群で明らかな

増加が認められたが、NC-2300 投与後 24 時間

目では骨吸収抑制作用が減弱すると考えら

れる。以上の結果より、OVX 群では骨密度、

骨代謝への影響、特に骨吸収の亢進が生じて

いたが、NC-2300 は骨吸収を抑制し、骨形成

を促進していたと考えられる。 

 

 本研究では、絹糸を結紮して歯周病を誘

発することで、有意な歯周ポケットの深化

と、有意な歯槽骨の高さ減少が認められた。

このことから、歯頸への絹糸の結紮は、歯

周病を誘発するモデルとして有効であるこ

とが改めて示された。 

 また、卵巣摘出、すなわちエストロゲン

欠乏の影響は、歯周病の影響に比べて顕著

ではなかったものの、X線写真による骨吸収

度計測においては、OVX 群の歯槽骨が Sham

群よりも有意に吸収していることが明らか

となった。また、OVX 群の絹糸結紮側では、

根分岐部における歯槽骨の吸収が著明であ

り、ヒトで高頻度に認められる歯周病によ

る根分岐部病変と同様の骨吸収動態を呈す

る個体が認められた。これにより、局所の

歯周病による炎症とエストロゲン欠乏とい

う全身のホルモン動態の変化が、歯槽骨の

骨吸収活性を相加的に亢進させた可能性が

考えられ、特に根分岐部については、注意

深く検索する必要があると考えられる。 

また、今回の研究結果から、高齢者の女性

の歯槽骨ではエストロゲン欠乏と歯周病に

よる炎症の相乗効果で骨吸収の亢進が生じ

ていることが示唆されたが、カテプシン K

に対する阻害剤（NC-2300）の投与は歯槽

骨の骨吸収を抑制し、骨形成を促進する可

能性が示された。 
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