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研究成果の概要（和文）：細胞移植群において、後肢の経時的変化で肢の開きが非細胞移植群よりも著名に認め
られ、坐骨神経の中枢側1/2の範囲における炎症性細胞数は、対照群と比較して少ない傾向が観察された。次
に、抗Myelin basic protein抗体による解析において、細胞移植群では中枢側1/2の範囲で抗体陽性を示す領域
が対照群と比較して広かった。前脛骨筋の湿重量（患側の前脛骨筋湿重量/健側の前脛骨筋湿重量×100）におい
て、細胞移植群は対照群と比較して有意に高値を示した。本実験から歯髄細胞移植の効果が示唆される結果が得
られたと考えているが、今後さらなる解析が必要であると考えている。

研究成果の概要（英文）：In the cell transplant group, the opening of the limb was noticed more 
prominently than the non-cell transplant group due to the temporal change of the hind paw, and the 
number of inflammatory cells in the range of the central side 1/2 of the sciatic nerve was smaller 
than that of the control group. Next, in analysis by anti-Myelin basic protein antibody, in the cell
 transplant group, the region showing antibody positive in the range of the central side was broad 
compared with the control group. In the wet weight of the tibialis anterior muscle (wet tibialis 
anterior muscle weight on the affected side / wet tibialis muscle weight on the unaffected side × 
100), the cell transplant group showed a significantly higher value than the control group. We 
believe that the results suggesting the effect of dental pulp cell transplantation were obtained 
from this experiment, but we believe further analysis is necessary in the future.
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１． 研究開始当初の背景 

間葉系幹細胞は自己複製能および多分化能を

有し、近年では、抗炎症効果・血管誘導能およ

び免疫寛容能等の新しい機能を備えることが明

らかになってきたので、各種疾患への臨床応用

が始まってきた。その間葉系幹細胞の細胞源と

して、医科領域では骨髄から採取されることが最

も多いが、骨髄液を得るために骨髄穿刺が必要

である。2000 年にヒト歯髄にも間葉系幹細胞の

存在が報告され歯髄幹細胞と名付けられた。こ

の歯髄幹細胞は、骨髄由来の間葉系幹細胞よ

りも増殖能が高く、本学においては、すでに糖

尿病性神経障害に対する歯髄幹細胞移植療法

の有効性が明らかになっている。その治療メカ

ニズムは、歯髄幹細胞から分泌される血管新生

因子や神経栄養因子による血管新生および神

経伸長・保護効果とされている。 

口腔外科手術において、下顎埋伏智歯抜歯、

外科的矯正術や口腔インプラント植立術など、

下歯槽神経に近接した部位の手術は、術後に

下歯槽神経知覚麻痺を併発することがある。知

覚麻痺が誘発した場合には、根治的治療法が

ないことから、薬物療法や理学療法などの保存

的治療を選択することになり、末梢神経障害に

おける根治的治療法の開発は急務である。 

そこで、われわれは、ラット坐骨神経切除モデル

を作製し、コラーゲンチューブ内に歯髄幹細胞

を播種して、切患部に留置したところ、中枢側よ

り軸索が再生、神経線維が再生することを報告

した。さらに、その軸索再生機構を検討すると、

歯髄幹細胞が分泌する BDNF,GDNF, IGF, 

NGF, VEGF などの神経・血管栄養因子による

パラクライン効果であることが示唆された。したが

って、これまでにわれわれが示してきた研究成

果から、下歯槽神経麻痺後の機能回復にも歯

髄幹細胞の投与が有効であり、将来には、根治

知的治療法の開発に繋がると考えた。しかしな

がら、智歯抜歯時の下歯槽神経損傷病態は挫

滅の頻度が高く､本研究ではより実態に合った

末梢神経挫滅モデルにおける歯髄幹細胞移植

の有効性を検討する着想に至った。 

 
２．研究の目的 
ラットの坐骨神経挫滅モデルを用い歯髄幹細胞
移植し、人工的に麻痺を引き起こさせたものが
早期治癒するのかの検討を行う。また細胞移植
を行う際スキャホールドに酸化セルロースを用い
ることに問題がないのか検討を行う。 
 
３．研究の方法 

（１）ヒト歯髄幹細胞の培養方法 

愛知学院大学歯学部附属病院にて治療計画を

説明し同意を得られた患者さんの抜去歯から歯

髄を採取する。次に，クリーンベンチ内にて歯髄

から酵素消化法にて歯髄細胞を分散させて、コ

ロニー形成法を用いて歯髄幹細胞を分取し、実

験に必要となる 3.0×10５個まで細胞数を培養増

殖させる。 

 

（２）坐骨神経挫滅モデルの作製 

・末梢神経損傷の分類 

Herbert Seddon（1903〜1977）の分類 参考 

・neuropraxia（神経遮断、神経麻痺、一過性伝

導障害） ：末梢神経の軽度の挫傷、もしくは圧

迫をいい、軸索は保持された状態である。 一時

的、局所的に感覚伝達に異常を来し、伝達が生

理的に遮断されるが、数日もしくは数週間で回

復する。 

・axonotmesis（軸索断裂）：軸索が崩壊し、遠位

のワーラー変性を伴う損傷をいう。 シュワン細胞、

神経内膜管は保持される。 自然再生により機

能回復する。 

・neurotmesis（神経断裂、軸索離断）：神経が解

剖学的に完全に断裂、もしくは広範囲に裂離し、

圧挫損傷を伴う。軸索、シュワン細胞、神経内膜

鞘は完全に断裂され、神経周膜、神経上膜も断

裂される。 完全な断裂が認められない場合は

神経周膜もしくは神経上膜の断片により間隙が

埋められている可能性があり、自然回復は期待

できない。上記の分類から、抜歯による下歯槽

神 経 損 傷 の 程 度 は neuropraxia も し く は

axonotmesis であると考えた。そこで自然再生す

るモデルの作製に取り掛かった。 

http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/react-nervinj.html#waller
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-glia.html#shwann-cell
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-glia.html#shwann-cell
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-neuron.html#endoneurium
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-neuron.html#endoneurium
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-neuron.html#perineurium
http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/analgesia/basic-neuron.html#epineurium


方法としては 10 週齢、雄 Fischer ラットの左側坐

骨神経を Bear vascular clip M のクリップを用い

て 30 分挫滅させ挫滅モデルを作製。 

 

（３）歯髄幹細胞の移植 

移植前日より免疫抑制剤（0.05mg/kg/day）を腹

腔内投与。ラットを Sham operation 群、細胞移植

群、細胞非移植群の 3 群に分類。 

細胞を留置するためのスキャホールドにはサー

ジセル®を使用した。理由としては当院の口腔外

科で下顎の埋伏智歯を抜歯した際、止血剤とし

てサージセルを用いられているため、そこに細

胞を混ぜて留置することができれば、早期に臨

床応用につながると考えたからである。 

・Sham operation 群：皮膚切開を加えるが神経は

挫滅させない群 

・細胞移植群：神経を挫滅後、挫滅部位に 3.0×

105cells / 10μl とコラーゲン混

合液をスキャホールドのサージ

セル®可吸収性止血剤 素材：

酸 化 セ ル ロ ー ス ［ Cellulose, 

Oxidized］に混ぜ合わせ留置し

た群 

・細胞非移植群：神経挫滅後挫滅部位には何も

留置せずそのまま閉創した群 

Sham operation 群を比較に加えた理由としては 

坐骨神経を剖出するまでの過程で、皮膚に切開 

を加えたり組織隙を広げたりするためその部位 

に炎症が必ず起きてしまう。その炎症が細胞の 

効果を検討する際に影響がないのか確認する 

ためである。 

 

（４）解析 

術後 2 週で前脛骨筋を採取し湿重量を測定。ま

た神経のパラフィン標本を作製し、ヘマトキシリ

ン・エオジン染色、抗 Myelin basic protein 抗体

による染色を行い解析を行った。 

  
 
 
 
 

４．研究成果 
（1）術後の坐骨神経と後肢の指の開きにおける 
経時的変化 
 
・術後 1 日目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・術後 7 日目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・術後 14 日目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
術後 30 日目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患側の肢 患側と健側の足比較 

患側の肢 患側と健側の肢比較 

患側の足 患側と健側の肢の比較 

患側の足 健側の足 



挫滅後の坐骨神経のマクロ的変化と肢の指の
開き具合を経時的に追った結果、神経の見た目
はマクロで術後 14 日目になると、挫滅前の状態
と比較して変化を認めなくなるまで再生しており、
肢の指の開き方に関しては術後 14 日から徐々
に開き始め、術後 30 日経つとほぼ挫滅前の状
態と差はない傾向であった。 
 
 
（2）細胞移植を行った際の後肢の指の開きにお
ける継時的変化 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

細胞移植を行った際の後肢の指における経時

的変化をみた結果であるが、術後 14 日目の指

の開き方をみると細胞移植群は細胞非移植群と

比較して肢の開き方に明らかな差を認めた。つ

まり細胞移植を行うと自然治癒と比較して肢の

回復が早まったと考えられる。 

 

（3）ヘマトキシリン・エオジン染色の結果 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ヘマトキシリン・エオジン染色を行った結果では、

中枢側 1/2 の範囲における炎症性細胞数は、

細胞非移植群と比較して少ない傾向が観察され

た。 

 

（4）抗 MBP 抗体を用いた免疫染色の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

抗 Myelin basic protein 抗体による解析において、

細胞移植群では中枢側 1/2 の範囲で抗体陽性

を示す領域が対照群と比較して広かった。 

 

（5）前脛骨筋湿重量の測定結果 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

前脛骨筋湿重量を術後 2 週間後に健側と患側

を摘出し患側（ｇ）/健側（g）×100（％）し筋肉の

重量の回復率を細胞移植群と細胞非移植群を

比較した。細胞移植群は細胞非移植群と比較し

て有意に高値を示した。 
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