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学位論文内容の要旨

(紺言)骨粗紫症 は骨 強度 の低 下 を特徴 と し,骨折 リス クが増大 した骨格疾 患 と定義

され るDビス フォ ス フオネ- トは強力 な･m･吸収抑 制作用 を持 つ事 か ら第-選択 され る

治N.i薬 と して広 く臨床 の場 で使用 され てい るが ,ビス フォス フオネ - ト使用 患者 の 口

腔 内観血的処置 に よって ビス フォス フオネ- ト系薬剤 関連顎骨凍 死 (BRONJ)の発

症 が報告 され てい る｡骨粗 軒症 の管理 と治療 のガイ ドライ ンでは第 二選択薬 と しては

ビタ ミンD, カル シ ウム, ビタ ミンK敷剤 が有効 とされ てい るD 骨 - のカル シ ウム定

･irr'･1'.17強作用 を持つ ビタ ミンK2は微 生物 か ら産 生 され る ビタ ミンだが,ナ フ トキノン

骨格 とい う構 造 を持 つ｡ 同 じ骨格 を持つ物 質 に 1,4idihydroxyl2･naphthoicacid (D
HNA)が あ り､松 原 らは免 疫 抑制剤 (FX506)を投 与 して作製 した骨組黙症モデル

マ ウスにDHNAを投与 す る事 で骨吸収が抑 制 され る事 を見申 した｡今 回 の研 究では卵
Tĵi嫡 出マ ウス を対象 と して ,DHNA, ビタ ミンE2, リセ ドロネ- トを経 口投与 し,

･H･l.JR収抑制効果 を比較検討 した｡

(材料ならびに方法)実験動物には､8適齢にて卵巣摘出術および偽手術を施 した 9適齢ICR雌

性-;,ウスを使用 したo術後 4週間後に 10個体ずつ投与頻剤別に Sh主Im群.OVX群,DHNA群,

ⅤK2群,Ri.q群の 5群に分類 し,DHNA及びビタミンK2(VK2)はミグリオール,リセ ドロネ

一･一卜 (Rib)は生理食塩水に溶解 して 8週間連 日経口投与 したB投与終了後,血液を採取 し血満

LTlのエス トロゲン (17B･ELqtradio】),アルカリフォスフアタ-ゼ (AlJP),Bonemorphogenetic

pI･Ul･ein･2(BMP･2),オステオカルシン (OC),ReceptorActivatorofNF.kBLigand(R̂ NKL),
lnJ.ぐ'rleukin･16(lLllB),Inter)etlkin-6(IL･6),Tumornecrosi.sfnctor･cl(TNF･cL)の計測を行

ったD屠殺後に左右大腿骨及び第五腰椎を採取 し,左側大腿骨遠位骨端部 と第五腰柵のマイクロ

CT撮解を行い,BoneMineralDensity(BMD)､BoneVo一umeFl･action(BVnV:%),Trabecular

Thicknc.qs(Tb,Th:pm),Trabecu】.･lrNumL)cr(Tb,N:1/1111n),Trabecu)arSeparation(Tb.Sp:

pm)を洲定 したOまた右側大腿骨は組織切片を作刺 し,-マ トキシリン･エオジン牡色 (I-1･E染

色),破骨細胞の観察のために酒石酸抵抗性酸性フォスフアクーゼ染色 (TRAP染色)を行いTRAf

陽性細Ill包数の計測を行った｡

(粁果)178･EStradiolはOVX 群,DHNA群,VK2群,Ris群で低下 した｡A⊥Pは DHNA群,

ⅤⅩ2群,RiS群で上昇 し,中でもDrrNA畔が最 も-i:;値を示 したoBMP12は DHNA群,Ⅵく2群

で上昇､OCは DHNA群で上昇 しRj.q群で低下 した｡RANKLはOVX群で上昇 し,IL･18,IL･6,

TNF･cLは OVX群,ⅤⅩ2群で上昇 したo大J腿冊iii位骨&,ll'.精巧H-E染也の結果,OVX群は Sham群

と比較 し骨髄腔の拡大により骨}'li･の減少及び骨梁の連続性の消失を認めた｡DIINA肝 と Ri8群

では Sham肺と同粒度まで骨量の回榎をE.LJ.めた｡OVX群では多数のTRAP陽性細胞を認めたが,

DHNA群とRiS群ではOVX 群 と比較 しTM Pi),･性細胞が減少 していたO 大腿骨遠位骨端部の

3D画像より,OVX 群では Sham群 と比較 して皮質骨の非薄化や海面骨の減少に伴 う1'j･梁構造

の消失及び空洞化を認めたが,DHNA群 とRis群では Sham群 と同程度までの骨量の回復を認

めた｡



■▲

大JJ3@骨遠位JFl･端部及び第五雌川::の骨冊 引斤の縮北,BMD,BV〃V,Tb.Th,Tb.NではOVX畔と

比較 しDHNA群,Ris群において上II'･したoTb.SpではOVX群 と比較 しDHNA群,Rj.3群において

低下したoまたそれぞれの結瓜において,Sham群,DHNA群,Ris畔の3群間では差を認めなか

った｡

(考Le:;,.'t)骨組淋r'J.'Eけ円･)E3JJ仁と･f●J.･峨収によるバランスが崩れ児･r'Tiするが,骨t.lRJLVを担 う舷･l'3･細胞を

活性化するサイ トカインとしてIL11β,IL-6,TNF-αなどが･'榊ずられる｡松原 らはドJ(.5O6収と与
により作ril'iした骨粗旭寺症モデルマウスにDHN̂ kurJl1年することで,BMDの低下及び･r'l･''止の減少

を仰.'I'iJJできた事を報告 しているoこれはI･1く506JJ生JJ-によりJl;''l加したILl1β,IL･6,TNF-(tなど

の･I'JH,JRJは十IJ三サイ トカインをDHNAが低下させたlJt:で破竹g:JIJJJLdf.r.･件を抑Hiりしたと考えられているo

今回の尖験では仰JRJJ父性サイ トカインのJ)'F.･;生はD打NA肝とRit州1･:で減少 した｡DrINA肺では【L･1
β,lL16,TNF･tt,TtANKLが低下し,ALP,BMP･2,OCが上界 したoこれはDfIN̂ が骨卿l.V

を柵.'IilJL,骨形成をIhi辿 したと:9,-えられる｡一方で,Ris肺ではTL･1β,lL-6,TNF-α,R∧Nh'
L,OCが低下し,ALP,BMP･2には変化がJrl.C･かったo Lたがって,リセ ドロネ- トは･JI'_J･l別.Vも

fl･Jr.iFJ妃もqrI''I-ilJしたと考えられる.ど,I/.フォ_-/tフォネ- トは･H･の リモデ リングを細目.ilJL,低I.rrJlIii':JR
骨代.伽を･jrき起こし･FJ鳩 の低下を抑制するo Lかし.DHNAはALP,BMP･2.OCの低下を引き

起こさなかったため,･1!1･リモデリングを抑制する作)11は,4削 ､と考えられるO.閉練後･け机掛 li:-.モデ

ルマウスにDHNAを投Jj･したことで仰馴 父性サイ トカインが低下 した串から,DHNAの･日･似l州J
制効火は炎症性サイ トカインを介する効果であることがIg･J'らかとなったOまた,その仰IRJJ州1.'l叫
効.ql･はリセ ドロネ- トと同槌JiFであったOこれらの'J1-･からDHNAは閉経後骨組iIi･)a:-_に利す る析糠

法となりうる可■稚性があると考えられる｡

(絶倫)DHNAが免疫抑;lilJマウスに対 しでr--]･峻収抑''RPJ効果を有 していたため,一般的に骨粗擬症

モデルマウスと執政されているOVXマウスに対 して,既存の的糠非との比較を蹄まえて検.付を行

った｡その結火,同様に･r!J･l汲収抑制効果を示し,またその効兄は既存の第一選択非であるt:I:スフ
オスフォネ- トと同程度であったcDHNAは骨組黙柘の新たな治療燕 となりうる可能性が示唆さ

れた｡
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学位論文審査結果の要旨

骨'粗解症は､閉経期以後の女性に多く発症し､易骨折性により著しくQOLを低下させる疾患である｡

本状瓜にはいくつかの給紙薬があるが､ビスフォスフオネ.- トiPHJJ(BP製剤)は､骨に対する高い有効性

から広く臨月三のJ.1%で使用されている｡しかし､消化管Pl'lC'･.3';:や野i･F'r･伸髄炎の発症が報告されているため､

より安全な治柵薬の開発が望まれるOビタミンlく2(VT(2)も骨租掛.ii推r癖燕であり骨-のカルシウム沈着

土LL.rJ地作用を持つことが知られている｡これまでVK2と同じ骨格をもち､食品として認征されている

DHNA (1,41dihydroxyl2･naphthoicacid)が免疫抑制剤投与による骨組鮎症モデルにおいて良好な骨吸

収抑制効果を示すことについて報告を行ってきた｡しかし､最も傾度が高く生理的変化によって生じる

閉経後u)･円･粗瀬症に対する効果は明らかとされていないoそこで本JUT･究では卵典摘出による骨粗穀症マ

ウス(OVXマウス)を用いて､DHNAの骨吸収抑制効果を血清中の骨代謝マーカーと炎症性サイ トカイン

の凝視､ならびに大腿骨と腰椎の組織学的､形噛学的分析を用いて､既存の頻剤の効果を指七㌍とし､そ

の骨吸収抑制効果を比較検討した｡

材料および方法

骨粗解析やクスの作製は8週齢,雌のICRマウスを用い､卵巣摘出を行い実験モデルとしたO卵巣棉

出後 4週目より各薬剤 (DHNA､VX2､リセ ドロネ- ト･,RiB)を毎日経口にて授与し､投与後 12週目

に血約千の骨代謝マーカー (ALP､BMP12､OC､RANKL)､炎症性マーカー (ILllB､正L-6､TNF･cL)
を計洲し､また､摘出した大腿骨､腰椎について組純学的ならびにマイクロ CTによる形態的観察を行

った｡

結果_

1)血柵中の骨代謝マーカー及び炎症性サイ トカインの変化

Ri8群ではIL-18､IL･6､TNF･cL､RANKL､OCが低下したが､ALP､BM.P･2には変化が無かったo

DHNA畔ではIL･18､IL･6､TNF-Q､RANKLが低下したが､ALP､BMP･2､OCが上昇していた｡

2)粗糖学的所見及びエックス線学的所見

薬剤を授与しないOVX秤では皮質･Fl･の非薄化や連続性の消失を認めたが､DHNA群とRis群では諦

めず､TRAP陸別生細胞敬は OVX畔と比映して DHNA群とRi8群では有意に減少していた｡マイクロ

cT所見より､OVX群では骨梁の消失を認めたがDHNA群とRiS群では認めず､卵巣摘出を行っていな

いSham群と同程度であった｡

3)BMD及び三次元的･r')･形態計測

ovx群ではSham群と比較しBMD及び骨董減少を'.姶めたが､DfINA群とRis群ではgham群と同

程度であった｡

以上の結果からRiSは炎症性サイ トカインを介した骨吸収抑制に作用する非剤であるが､DHNAはそ

の効果に加え､骨芽細胞による骨形成を促進し､結果して､閉経iUl以後に生じる骨粗紫症に対して効果

を示したものと考えられ､その骨吸収抑制効果はリセ ドロネ- トと同等であった｡

本研究の成果は DHNAの閉経後骨粗潔症に対し､･-1丁効な治療薬となりうる可能性を示したものであ

り､以上の点から審査担当者は一致して､本申鮒翰文に博士 (歯学)の学位論文としての価値を認めるo


