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研究成果の概要（和文）：乳歯の生理的歯根吸収は、破骨細胞が選択的に乳歯歯根を吸収するこ

とで進行する。しかし、乳歯では進行性の非生理的な異常歯根吸収を起こす場合があり、どの

様なメカニズムが働いているのかは未だ不明である。そこで本研究は、非生理的な歯根吸収の

原因ついて検索した。分化中の破骨細胞前駆細胞に対する免疫担当細胞の作用を調べた結果、

免疫担当細胞は破骨細胞前駆細胞に直接作用し、破骨細胞への分化成熟過程を抑制しているこ

とが判明した。 

 
研究成果の概要（英文）： Normal root resorption of deciduous teeth is physiological process 
and caused by osteoclasts. However, non-physiological root resorption of deciduous teeth is 
sometimes occurred for several reasons. The mechanism of non-physiological resorption is 
unknown. In this study, I searched for the cause of non-physiological root resorption in the 
interaction of osteoclast precursor cells and T cells. As a result, it was found that T cells 
acted directly on osteoclast precursor cells and suppressed differentiation into osteoclasts. 
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１．研究開始当初の背景 
 正常の乳歯の生理的歯根吸収は、後継永

久歯との位置関係および後継永久歯の萌出程

度と関連して厳密に制御されている。一般臨

床において、外傷による損傷や齲蝕・修復物

などによる一次的ならびに二次的な原因によ

って、歯根に非生理的な異常吸収を生じてい

る症例に遭遇する機会は多い。歯根吸収は、

破骨細胞が選択的に歯根を吸収することで進

行するが、異常吸収を起こしている歯根では
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吸収活動中の破骨細胞が多く観察される。破

骨細胞は、骨芽細胞が発現するreceptor 

activator of NF-κB ligand（RANKL）因子に

よって分化が誘導されるが、分化後の破骨細

胞がどのようなメカニズムで活性が制御され

ているかは不明である。つまり、非生理的な

歯根吸収においては、破骨細胞の活性亢進を

指示している因子が存在している可能性が考

えられる。 

 
２．研究の目的 
 破骨細胞は、免疫系細胞と同じ骨髄由来の

前駆細胞から分化し、多くの制御因子を共有

している。例えば、破骨細胞分化誘導因子で

ある RANKLは、T細胞上に発現する樹状細胞活

性因子と同一の分子である。このことから、

破骨細胞の活性化はT細胞によって制御され

ている可能性がある事が推測される。そこで

本研究では、非生理的歯根吸収における破骨

細胞の吸収活性が、免疫担当細胞によってど

のように制御されているかについて検索を行

った。 

 

３．研究の方法 

(1)培養細胞を用いた実験 

マウスマクロファージ様細胞 RAW264.7 細

胞を sRANKL刺激により破骨細胞に誘導した。

また、C3H/HeJ マウスの胸腺から磁気ビーズ

を用いて特異的に Treg 細胞を分離し、破骨

細胞に誘導中の RAW264.7 細胞と Treg 細胞と

の共存培養を行った。培養６日後に細胞群を

固定、TRAP 染色を行い、誘導された破骨細胞

数を測定した。次に、同じ共存培養条件にお

いて、RAW264.7 細胞と Treg 細胞とをインサ

ートメンブレンで隔離し細胞同士の接触を

防ぎ、誘導された破骨細胞の数を測定した。

また、培養後の培養液を回収し、培養液中に

存在している各種サイトカイン量を ELISAキ

ットにて定量した。 

(2)マウスを用いた実験 

３週齢雌の C3H/HeJ マウスに対し、非生理

的異常吸収を増悪させるためにマウスの尾

静脈に炎症誘導物質の静注を行った。静注１

週間後に全身麻酔下にて上顎第一臼歯に外

傷を与え、脱臼させた。また免疫担当細胞作

用群として、別の C3H/HeJ マウスの胸腺から

分離した Treg 細胞を脱臼したマウスの尾静

脈に静注を行った。脱臼３週後にマウスの屠

殺を行い、上顎骨を取り出し固定、EDTA で

脱灰、薄切片を作成して、脱臼歯歯根部の組

織学的検索を行った。 

 

４．研究成果 

(1)培養細胞を用いた実験  

RAW264.7 細胞を sRANKL によって誘導した

破骨細胞像を下に示す。 

 

図 1-a RAW264.7 細胞のみの単独培養 6日後

の TRAP 染色 

 

 

図 1-b RAW264.7 細胞と Treg 細胞の共存培

養 6日後の TRAP 染色 

 



 

 

 

図 1-c RAW 細胞と Treg 細胞の共存培養 6日

後TRAP染色。インサート膜を用いてRAW264.7

細胞と Treg 細胞との接触を阻害している 

 

図 1-a は、RAW264.7 細胞単独培養において

誘導された破骨細胞である。誘導された破骨

細胞の多くは、10 核以上の複数の核を有した

巨大な円形状の形態をした細胞であった。一

方、RAW264.7 細胞と Treg 細胞との共存培養

群において誘導された破骨細胞の典型像は、

図 1-b に示した通り複数の核を有しているが

その数は 10 個以下と少なく、細胞の大きさ

も RAW264.7 細胞単独培養において誘導され

た破骨細胞と比較して明らかに小さかった。

図 1-c は、RAW 細胞と Treg 細胞との間にイン

サート膜を挿入して RAW 細胞と Treg 細胞と

の接触を阻害し、誘導した破骨細胞の典型像

である。数個の核を有した複数の破骨細胞同

士が偽足を通じて繋がって一つの細胞を形

成している。以上の結果から、RAW 細胞単独

培養下において誘導された破骨細胞は典型

的な成熟した破骨細胞であるのに対し、Treg

細胞との共存培養下において誘導した破骨

細胞はその形態から未成熟な破骨細胞像を

示した。一方、RAW264.7 細胞と Treg 細胞と

の接触を遮断した場合に観察された破骨細

胞は、未成熟破骨細胞同士の融合過程と推測

された。 

下グラフに well あたりに誘導された破骨

細胞数について示した。 

 

 

図 2 誘導された破骨細胞数（bar 間には統

計学的に有意差がある） 
 
 Treg 細胞との共存培養条件下では、培養し

た Treg 細胞数に依存して誘導された破骨細

胞の数は減少した。しかし、インサート膜に

よって RAW264.7 細胞と Treg 細胞との直接の

接触を阻害したところ、誘導された破骨細胞

数は RAW264.7 細胞単独培養と比較して有意

差はなかった。Treg 細胞による破骨細胞の分

化抑制作用は、Treg 細胞が RAW26.47 細胞に

直接接触することが必須条件であると示唆

された。 

 培養後の培養液中に存在するする、破骨細

胞形成抑制因子であるオステオプロテグリ

ン（OPG）の量を ELISA キットで測定したが、

実験をおこなったすべての培養群において、

検出されなかった。 

(2)マウスを用いた実験 

 外傷３週間後、上顎骨の臼歯部における前

頭断面の HE 染色像を下に示す。 

 

  

図3-a, b 歯根先端部の象牙質側面が凹凸に

吸収されている（＊）。また、歯槽骨の一部

＊ 



 

 

が陥没状に吸収されている（→）。 
 

  

図 3-c, d 脱臼後に尾静脈から Treg 細胞を

注入したマウスの脱臼歯部分の HE 染色像。

根先部の象牙質の表面は円滑な曲線を示し、

非生理的な歯根吸収を起こしていないこと

が判明した。 

 
 以上の結果から、Treg 細胞は破骨細胞へ直

接作用し、歯根の吸収を抑制している事が判

明した。乳歯の非生理的吸収においても、

Treg 細胞の正常に作用しないことから発現

している可能性があることが示唆された。 
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