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盾　　　　著-

硬組織用超音波メスが末梢神経線経に及ぼす影響に関する実験的研究

-硬組織用避音波メスと回転切削器具との比較検討-

杉　山　紀　子　　野　間　弘　康　　佐々木　研

東京歯科大学口腔外科学第-講座

(主任:野間弘康教授)

年9月22日受付)

年9月27日受理)

抄　鼻:口腔外科領域においては,骨切りに際して骨内を走行する末梢神経に切削器臭が接触し,

末梢神経を損傷する可能性がある0本研究は超音波メス群(以下U S群)および回転切削器臭群(以

下BUR群)による下歯槽神経接触実験を行い,両者の神経損傷のタイプを明らかにすることとそ

れらの回復過程について検討することを目的として,家兎の下歯槽神経に両切削器呉を30秒間接触

させ,組織学的に比較検討した.その結果,指傷1過以後の有髄神経線維直径分布ヒストグラムに

おいてU S君羊では正規分布に近いヒストグラムが得られたのに対し　　　　群では細い線経が多い

左偏性のヒストグラムであった｡塊定面積あたりの有髄神経線碓数においてU S群では全週例を通

じて大きな増滅がなかったのに対し　　　　群では損傷直後から績傷4週後例までは著しい線稚

数の減少が認められ,損傷8週後例になり急激に増加した｡以上より組織学的所見と合わせUS

群の檀傷形態は　　　　　　または　　　　　　に類似していたが　　　群では実質欠損を

伴う　　　　　　が起きていた｡これらのことよりUS群では完全回復が可能であるのに対し,

BUR群では完全回復が歎しく恒久的な麻庫が生じる可能性が高いことが示唆されたo　また, US

群による末梢神経損傷の形態は　　　　　　または　　　　　　に奨似していたものの特異な

変性過程を示していたことから従来の末梢神経損傷分短では不充分であると考えられた｡

辛-ワード:骨切り術,硬組織用超音波メス,下歯槽神経也傷,神経回復過程,神経線維構成

緒　　　　　盲

口腔外科臨床において,埋伏歯の抜歯,顎骨内

裏抱の摘出や腫痕の切除,あるいは顎変形症の顎

矯正手術など,顎骨を切削したり切除する手術を

行う頻度は高い｡このような手術の際にしばしば

神経麻庫を経験することがある｡手術による末

梢神経麻庫の原因には末梢神経の圧迫1),伸展損

傷1),神経露出損傷2),下顎管内浮腫3)などがある

別刷請求先･. 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学口腔外科学第一講座

杉山紀子

が,これらのほかに骨の切削や骨切りによる直接

的な損傷があるO通常,骨切りには回転切削器具

が用いられるため,バーが誤って神経線経に接触

すると神経線経が巻き込まれ,神経の断裂などの

著しい神経損傷が生じるO神経損傷が生じると,

その程度にもよるが,神経移植などの神経修復手

術　が必要となるばかりか,麻庫や匪痛麻庫な

どの後遺症が残ることがあり　机　　　これらは

医事紛争の主因となっている｡

下歯槽神経は硬い下顎骨内の下顎管の中を走行

しているので,骨切りに際して予めこれを手術野
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杉山他：超音波メスが末梢神経に及ぼす影響  

から隔離したりプロテククーで保護するなどの手  

段を講じることは不可能である。したがって下顎  

骨を骨切りし，なおかつ下府柚神締に損傷を与え  

ないためには，新しい手術機械の開発が不可欠で  

ある。   

わたくLたちは件ベメディかレ株式会社と共同  

で超音波メスを開発しているが15），これは超音披  

によってチタン合金製のチップの先端を，200  

〃mの幅で前後に振動させて骨硬組織を破壊する  

もので，炊細続いこ与・える損傷ほ軽微であると期待  

されている。わたくしたちは超音波メスが単に神  

経線維束に接触したようなケースでは，臨床的に  

神経麻痺などの症状は起こらないか．起こっても  

短期間で神経機能が回復することを経験してい  

る■6－。この様なことから超音波メスでは軽度の神  

経損傷に留まるのではないかと期待しているが，  

超音妓メスの末梢神経障害について基礎的に詳細  

に検討Lた報告はみられない。   

そこでわたくしたちは回転切削器貝と超音波メ  

スを用いて家兎の卜顎骨骨切りを行う際，それぞ  

れ30秒間トー歯槽神経線維束に軽く接触させ，それ  

により生じる神経損傷のタイプ（粗宴）を判定し，  

さらに損傷後の神経変性ならびに再生過程につい  

ても繹時的に観察した。  

材料および方法  

1．実験動物   

体弔3．OkF前後の雄性l】本白色家ウサギ（以下  

ウサギと省l暗）46羽を実験に供した。ウサギは搬  

人後，同形飼料（オリエンクル酵母工業社製RC  

4翼）と水道水で一週間飼育し，異常のないも  

のを実験に供した。実験は東京歯科大学動物実験  

指針に基づいて行われた。  

2．研究器材   

件ペメディカル株式会社と共同開発した硬組織  

切削用超音波メス（SUMISONIC ME2400否）を  

使用した（図1）。これは木休とハンドピースから  

構成されており，本体において発した高固波でハ  

ンドピースに坤め込まれたチタン合金製のチップ  

に超音波を発生させるもので，使用周波数は24  

kHz，超音波出力は150Wである（阿2）。ハンド  

ピースの先端のホーン部分は．硬組織の切削に適  

するように細くかつ扁平な鋸状に形成されてお  

り，先細近くには切削部の洗浄と冷却のため，滅  

菌牛理食塩液を噴射するための′」ヽ孔が設けられて  

いる（図3）。   

本器は電歪式の超音波発牛機構を採用している  

ため，エネルギーの損失が少なく，ホーンの先端  

で軸方向の振幅が，最大2nO〃mに達するのが特  

徴である。このためチップの先端に接触した骨組   

図1 硬組織切削用超昔彼メス（スミソニック～IE   
2400永）の本体および周辺機器  

対ノ f根痛封丑判川品rrr7友ノ1りノ、ントヒー：ス二  

け【ン有畑のイりケーション孔より祐射に   
注水される〕  
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薫く象≠ 主ょ 

転さ   。，や ち   

jズ】豪兎ドJli卜紬二．1貢桁皮メスを廿いて下爾  
噂神絹ザ小二律のしづまで骨切りを行った所見。  

矢印：神経損傷郡（骨切り部），矢頭：下顎  

骨ド縁，1〕a！、：5mm  

図3 今回の実験に使用した超音波メスのホーン  
先端部と回転切削器貝（マイジンガ一社製ST  
38IIPO18、蓬のフィッシャーバー）先端。  

上段：超音波メスのホーン先端弧 下段：  
フィツシヤーバー，baT：5mm  

織は瞬時に粉末状となる。しかしながら粉末が  

チップと骨との問に介在すると，切削効率が著し  

く低下すると同時に高熱が発生するので，これ  

を防1l二するための洗浄機偶に工夫を要した。対  

照として通常の回転切削器異（株式会社ヨシダ製  

RIDO．F＠）を用い回転数20，000L叶転／分とし，  

バーはマイジンガー祉製S’r38HPO18⑪の  

フィッシャーバーをI羽いた（図3）。  

3．実験方法  

1％ベントバルビタール（0．5nュg／kg）静脈麻  

酔Fにウサギを仰臥位に固定し，顎下部を広く剃  

毛し．皮膚を消毒Lた後，両側の顎卜部に1／  

100，000エピネフリン添加1％リドカイン溶液で  

局所麻酔を行った。顎下部正ヰに矢状切開を加  

え，左右のF顎骨下縁巾央部を露山した。左側は  

超音波メスを用い出力100％で（岡4），右側は  

フィッシャーバーを用い（図5），それぞれ下歯槽  

神経に通するまで唱・切りを行った。この際の下顎  

管への到達度は下歯槽神経の直径の1／2までの探  

さとし，また下歯槽神経への接触時間は30抄と規  

定した（図6）。  

4．観察方法   

左右総頚動脈より1D％中性緩衝ホルマリン液を  

注入し港流出定を行った。その後さらに下顎骨を  

切り山し，10％中性緩衝ホルマリン液に浸横国定  

川・うこ（＝、1＝］にL章り削ぷし冬用いて下  
府情伸縮王Fll二洋上2までけ切りをけった所見。  

欠刊：神帽各魁佗津甘け封」り部），矢頭：卜顎  

骨下縁，l）ar：5mm  

した。ついで脱灰を行った後，神経損傷部を含む  

下顎管部を切り出した。続いて適法に従ってパラ  

フィン包埋後，神経損傷部における厚さ4〃mの  

横断切片を作成し，ラキソールファーストブルー  

（以下L．F．R．と略）染色を施し光′’羊鋸微鏡を用い  

て観察した。観察時期は損傷直後，1週後，2過  

後，4遇後，8退役とし，F歯槽神経幹損傷部横  

断面における神経線維構成の変化 特に有髄神経  

線維の変性，再生状態を検鏡した。   

また，定二塁的観察として規定面積仙07mm2）  

あたりの有髄神経線維数測定と，同部位における  

有髄神経線維直径（横断面における短径）分布ヒス   
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杉山,他:超音波メスが末梢神経に及ぼす影響

ト歯槽神経損傷部

(下顎骨下縁中央部)

下歯槽神経幹横断面

図6　神経線維計測部位

定室的観察として規定面積　　　　　　あた
りの有髄神経線維数測定と,同部位における
有髄神経線維直径(横断面における短径)分布

ヒストグラムを作製し形態計測を行った｡

トグラムを作製し形態計測を行った｡これらの形

態計刺部位は図6の如く,ド歯槽神経幹横断面に

おいて損傷側から4分の1の点を中心とした

mm2の範囲とした｡尚,神経線経が損傷により

脱落している場合には,残存した神経幹より,そ

の外形を予想し計測部位を設定した｡

結　　　　　果

1.組織学的所見の経時的変化

群

(1)損傷直後例(図7) : BUR接触部の神経上

月莫と神経線経が切断され消失したものや,非接触

部位をも含めた神経捻断所見が認められ下顎管内

の大部分は中空の状態であった｡神経切断部表面

はフイブリンにより覆われ,破砕した小骨片がド

顎管内に存在するものもあった｡また非接触部位

において一部残存した神経線経が認められるもの

もあり,これらは神経線維東単位で残存し正常に

近い構造を呈していたが,極僅かであった｡

(2)損傷1過後例(図　　　　　接触部付近に

は神経上膜や健常有髄神経線経は認められず,化

骨の増生と結合組織が認められた｡この部位から

残存神経線維部にかけて粗な結合組織様の構造が

認められ極めて細い再生神経線経が僅かに認めら

れた｡非接触部位に残存した神経線経の髄鞠変性

は軽微であり,ほぼ正常と同じ染色性と組織構造

を呈していた｡

(3)損傷2週後例(図9) :損傷1過後例におい

て粗な結合組織様構造が認められた部位に,小径

および中径の神経線経の再生が認められた｡再生

神経線維数の増加は著明でなかったが,これらの

周囲にはシュワン細胞が多数認められた｡非接

触部位の所見は損傷1週後例とはば同様であっ

た｡

(4)損傷4過後例(図　　　　　接触部の骨新

庄が認められたが,神経上膜の再ノ生は認められな

かった｡また粗な結合組織様構造部には小径およ

び中径の再生神経線経が認められたが,線維数の

増加は認められず｡小区画化された極めて少数の

再生神経線経が認められるのみであった｡

(5)損傷8過後例(図11) :未だに損傷部の神経

上膜が形成されていないものもあり,ここでは神

経線経が上膜外に逸脱している所見が認められ

た｡また上膜が形成されてはいても未熟でその中

に含まれる小区画化された小神経線維束の断面の

形態は類円形,卵円形など不定であった｡この中

には小径および小径の再生神経線経が多数存在

し,髄鞄の染色性は不良であった｡

群

(1)損傷置後例(図　　神経線維束の形態は良

く保たれ,チップ接触部に髄鞄の軽度の空胞変性

所見と神経上膜の損傷が認められるものと,上膜

の損傷が認められないものとが存在した｡神経上

膜の損傷が認められたものでは,損傷部位より神
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経線経が僅かに逸脱し,玉葱状の形態を皇してい

た｡また,殆どの神経線経に軸索の存在が認めら

れたが,損傷部付近では一部に膨化や染色性の低

下が観察された｡またチップ接触部以外の神経線

経はほぼ正常な染色性と形態を有しているのが観

察された｡

(2)損傷1週後例(図　　チップ接触部を*心

に神経上月英の欠損範囲は直後例より広くなり,そ

れに伴い神経線経の外方への逸脱が著明に認めら

れた｡この範囲は神経幹横断面の約1/3に及び,

神経線絶間の間除は拡大し線維密度は低下してい

た｡逸脱した神経線経の軸索や髄稗の膨化や染色

性の低下が見られた｡また,チップ接触部と反対

側の2/3の部位では神経線経はほぼ正常な形態を

有していたが,軽度の染色性の低下が認められ

た｡

(3)損傷2週後例(図14) :神経上膜欠損部には

上膜の再生が認められ,再庄部の上膜は肥厚した

形態を示していた｡逸脱した神経線経は認められ

ず,すべて上膜内に納まっていたが,チップの接

触部を中心に髄鞄の膨化や空砲変性が広く認めら

れた｡これらの所見は神経幹横断面約2/3の範囲

に認められたが,接触部から離れる程正常像に近

づき,チップ接触部と反対側の神経線経の大部分

は染色性および構造が良く保たれていた｡

(4)損傷4週後例(図　　再生した神経上膜は

チップ接触部のみが,やや肥厚した状態となり,

空胞変性を示す部分はほとんど認められなかっ

た｡チップ接触部の神経線経は髄鞘の染色性が低

下し,小中径の神経線経が多く認められた｡それ

以外の神経幹の大部分では,比較的太い神経線経

が大半を占め,正常に近い所見であった｡また軸

索の所見も正常と同様の染色性と構造を皇してい

た｡

(5)損傷8週後例(図　　厚い神経上膜により

覆われ内部には密に配列した神経線経が観察され

た｡神経線経の直径は大きく成熟した線経であ

り,染色性も良好で正常所見と同様であった｡ま

たシュワン細胞の数も少なくほば正常と思われる

神経線維束の状態を呈していた｡軸索の所見も正

987

常と同様であり,染色性ならびに配列ともに良好

であった｡

2.塊定面積あたりの有髄神経線維数ならびに有

髄神経線維直径分布の経時的変化

1 )塊定面積あたりの有髄神経線維数の経時的

変化

群(表1,図

損傷虐後例では0本であった｡損傷1過後例で

は　　本, 2過後例では　　本, 4過後例では

本に滅少していたが, 8週後例では

本と急激に増加した｡

群(表1,図17):

損傷置後例は　　　本, 1過後例では　　本

と減少した｡ 2過後例は　　　本, 4過後例が

本, 8週後例　　　本であった｡以上よ

り, US群では損傷2週後を境に徐々に回復に向

かって行った｡

2 )有髄神経線維直径分布の経時的変化

(1)健常例(表2,図18)

家兎下歯槽神経の横断面の神経線経の計測で

は　　　　　　の線経をピークとした正塊分布の

ヒストグラムパターンを示していた｡最も細い線

経は　　　　　　太いものでは8-9 pmが観察

された｡

群(表3,図19):

損傷直後例では計測できた神経線経はなかっ

た｡掲傷1過後例では1 pm未満の線椎が最も多

く線維直径が太くなるにつれその割合も減少し

た｡損傷2過後例では1 〃m未満の線経を除いた

4 〃m未満の線経が増加していた｡損傷4週後例

では4 pm以上の線経が滅少し　　　　未満の線

経が多く観察された｡損傷8週後例になると21

の線経をピークにはぼ正塊分布を皇した

が,若干左方に偏移していた｡

群(表4,図

損傷直後例では　　　　　の線経が最も多く,

最小　　　　　　最大　　　　　でほぼ正塊分布

をなしていた｡損傷1週後例では　　　　　の未

熟な線経が増加し　　　　〃mをピークにやや左

方へ偏移している｡損傷2週後例ではUS群中量

23　-
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b8rこ200JJm  
左 ‥弱拡太失町：8UR損傷方向．梓：考拡大罷  
＊ ‥破砕した〃、骨片，矢頭：下顎管，下顎管内側分球中空の状態であった。  
右：強拡大，一部残存した繊維は正常に近い構遵容量していた。  

図8′ 二BU琵群担栴1澗箪即⊥FB染色）  
b那：都8麒m  
左 三軍拡大袈申こぅUR増俸寿払粋：有徳拡木部  
看：強拡大，穏毎穂合無様練達申に細い再生機維が盗められた。  

－24 一   
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図9 B、UR群損傷2適役例（LFB染色）  
b8r：20紬m  
左：弱軽大矢印：BUR抱懐方向，粋：右強拡大帝  
石：強拡大．再生神経線維の周囲には多数の細胞が謎められた。  

図10 BUR群損傷4過後例（LF8染色）  
b8r：200JJm  
左：弱拡大．矢印：BUR損傷方向，枠：右強拡大部．e：神経上腕  
右：鼓拡太 小区画化された短めて少数の再生神経線維が認ぬられた（矢頭）、。  
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bllr：200I－m  
を：轟猿九条印：8¢鱒洩療方向，枠：考強故地 e，三強経雌  
右：強拡大；矢頑：句境画化きれたゆ神経瑚索  

図12 US、群拇傷直後例（LFli染色）  
b8f：200〝m  
左：弱拡太東印：BUR姐傷方向，枠：右強拡大率，e：神経上膜  
右：強拡丸損儒部位より神経線維の偉かな逸脱が藷められた。  

26   
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b且∫：創り〝m  

左：弱拡太朱印：BUR損傷方向，枠：右強拡大執神経線維の外方への逸脱が著  
明に認められた。e：神経上膜  

右：鹿丸  

園14 pS棚2′遷後例（もF8染色）  
b鮮：200甚m  
左 ；喝拡大，朱印；担ロR聯軋粋；事紺大隠神鮎膀の再生が認められ．  

神経線維はす彗て上膣内に納まこづてい払せ、：機上膀  
右：鱒鱒太先頭：盤鞄変喋部  

－27一  



杉山，他：超音波メスが釆椴神経に及ぼす桝  992   

bAr：200〟m  
砕：右強拡大軌 e：神経上勝  窟拡大．矢印  

強拡大，チッ  られるが．それ以外の  
神経線維はほぼ正常に近い所見でぁったム  

園16 ロS群損傷′8遥後例（LF適染色）  
b象ー：200〝血  

左：弱拡大，朱印：紺R舶考鱒．、砕：右強拡大弧 e：神経上朕  
右：琳丸ほぼ正常な神棒線維構造を示し，BUR群の様なノ1、区画化を示す新見は  

認められない。  

－28一   
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表1　規定面積あたりの神経線維数の経時的変化

993

U S群　　　　　直後例　　　　　1週後例　　　　　2過後例　　　　　4遇後例　　　　　8過後例

線維数

BUR群　　　　直後例　　　　　1過後例　　　　　2過後例　　　　　4週後例　　　　　8週後例
ヽ

線維数

BUR##&anh(/0.07mm2)

1旦換eI　　　　　　　2旦食肉　　　　　　　4ig改　　　　　　　　　　例

Us群#経線維数

表2　健常例の神経線維直径分布

健 常曹(本)

0 - 1 (P m ) 0

〃m ) ∴‖

2 l 3 ( P m ) 100

3 n J 〔〃m ) 297

4 〕 5 〔〃m ) 509

5 - 6 〔P m 一 267

6 一 54

7 ml8 ( P m ) ll

〃m ) 3

9 】10 ( 〃m ) 0

10 l 11 ( P m ) 0

計測線維数　　　　　　　　　　　木

も未熟な状態であった｡最大径線経は7 - 8 pm

であったが,その数はきわめて少ないものであっ

た｡損傷4過後例では1 〃m未満の未熟な線纏は

減少し　　　　　　の線経が増加

の線経は減少していた｡損傷8過後例では3 - 4

p mの線経が増加し　　　　　　の比較的成熟し

た線経が約半数を占めていた｡

考　　　　　察

超音波メスはすでに一部の施設で臨床に使用さ

れており　　　口腔外科領域においても神経,血

管が骨切り部付近を走行し,複雑かつデリケート

な骨切りが要求される場合には本装置を応用し良

好な成績を納めているとの報吾がある｡井出ら15)

は顎骨の骨切りについて,高崎ら16)は下歯槽神経

血管束掘り出し後の知覚障害回復過程について報
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健常例(測定線維数　　本)

.∈
…

】■

■
【
!

■
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　-日

神経線維直径
図18　健常例の神経線稚直径分布のヒストグラム

表　　　　　群の損傷部神経線維直径分布の経時
的変化

B U R つ亘後 B U R - 1 W k B U R l 2 W k B U R ll 4 W k B U R l 8 W k

( % ) (% ) (% ) (% ) (% )

〃m ) 0 4工7 4. 2 2 6. 6 5. 0

l ll 2 (P m ) 0 25 .6 32. 9 2 3. 6 19. 6

〃m ) 0 16 .4 2 3. 2 2 5. 9 言〔‖

3】4(仰 1) 0 ll .1 2 3. 9 14- 5 2 4- 0

〃m ) 0 工バ 12. 3 6. 9 〕言

〃m ) 0 0. 7 3. 5 工9 2▼4

〃m ) 0 0 0 0. 6 0. 2

7 J B ( P m ) 0 0 0 0 亘ご

8- 9 ( P m ) 0 0 0 0 0

9 l 10( P m ) 0 0 0 0 0

10l 1 1(P m ) 0 0 0 0 0

計測線維数　　　0本　　　434本　　　794本　　　808本　　　58鉢

害しており,その臨床的有用性は高く評価されて

いる｡しかしながら,超音波メスによる神経損傷

形態やその回復過程に関する蓋礎的研究はほとん

ど見られない｡そこで,本実験結果をもとにして

以下の考察を行う｡

1.下歯槽神経損傷形態について

従来より末梢神経損傷の分類については,いく

つかの方法が報吾されている　｡　　　　　は

末梢神経損傷を　　　　　　一過性局在性伝導

表4　US群の損傷部神経線稚虐径分布の経時的
変化

U S l凍 後 じ U S - 2 W k C S - 4 W k Lt S l 8 W k

(% ) (% ) (% ) (% ) ( % )

0 J 1 (P m ) 0 .2 4. 5 9. 9 7.4 1上4

1 2 (〃m ) 3 .6 lgl 4 21. 1 2 5.8 24 .3

2】3 (仰1) 17 .2 29. 3 2 5. 1 ごリj 30 .0

;｢ 4 (〃m ) 2 2. 3 2 3. 5 告 6 16l4 19 .4

∠｢ 5 (〃m ) 2 5. 5 15. 4 12. 7 1 0-0 9 .7

ト 18- 1 5. 9 5. 5 7.1 3 .8

〃m ) 8. 6 1. 5 1. 5 2.8 1 .2

仰 1) 3. 5 0. 4 0. 4 吊 0 .1

8 " 9 (P m ) 1. 0 0. 2 0 0.1 0

〃m ) 0 0 0 0 0

囲 1) 0. 1 0 0 0 0

計測線維数　　700本　　　　木　　　　本　　　　木　　　　本

障害　　　　　　　　軸索断裂

(神経断裂)の3型に分類し,これは下歯槽神経損

傷の蓋礎的研究における病態評価にも多く用いら

れている｡

しかしながら,これらの報吾は鋭利な-サミや

メスによる損傷後　　　　　　　の末梢神経変

性,再生過程を観察したものが大部分で　　　回

転切削器具による損傷形態を詳細に観察したもの

は見られない｡
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BUR群Iti後例(測ま線枕敗0本)
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神経♯枕TL径

BUR肝-1立後例(謝ま強壮敗434本)

沖潅額柁瓦径

BUR肝-2立社例(剥産額社数794本)

袖鹿棟枕瓦径

BUR群-4遇換例(調定額耗敢808本)

45

40

35

30

25

20

袖健康枕産後

逓換例(湘産額耗独583本)

袖鍾強姓直径

図　　　　　君羊の神経線維恵径分布ヒス
トグラム

31

直後例(謝定額珪敗700本)

袖鍾棟柁瓦経

US薪- l過食例(調定額正敏　　本)

神経線枕ii徒

US辞-2逮夜例(割烹頼経独　　本)

袖経線杜瓦径

US群-4通夜働(剥産額紙数　　本)

袖建線杜瓦径

US群-8立社例(剥慮優雅敗　　本)

沖建碑珪ti庄( FL ‖1)

図　　　　群の神経線維直径分布ヒスト
グラム
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本研究においてはBUR群の損傷形態は,バー

による神経線経の捻断がほとんどであった｡巻き

込まれる形態としては周膜単位の神経束全体が巻

き込まれる例が多く観察された｡また巻き込まれ

ない線碓束がある程度存在すれば,それらはほぼ

無傷であった｡これらのことより　　　　群の下

歯槽神経は損傷部において巻き込みによる部分的

あるいは全体的な実質欠損となっており,この様

な損傷形態は鋭利な刃物による損傷よりも神経再

生にとっては不利な状態である｡

これに対し,損傷直後のUS群ではチップ接触

部付近において,髄稗の軽度な変性所見が認めら

れるもののシュワン稗の断裂は認められず,神経

上膜には損傷が認められないか,認められたとし

ても軽微なものであった｡したがって,神経線維

束全体の形態はよく保たれていた｡また,本研究

で設定した計測郡位における規定面積あたりの神

経線維数をみると,測定線碓数の平均値は

本とほぼ正常範囲であり,神経線碓直径分布ヒス

トグラムでは直径　　　　　の線経が最も多く,

最小　　　　　　最大8 - 9 pmとほぼ正規分布

をなしており,健常例に近似した結果であった｡

これらのことから, US群においては,チップが

接触した部分のみが　　　　　　　となってお

り,神経幹の大部分は　　　　.xiaの状態と

なっていると考えられる｡この様な損傷状態は,

神経再ノ生の足場となるシュワン鞠が保持される

ため　　　　　群に比べ予後は良好であると考え

られる｡

2.神経線経の再生過程について

下歯槽神経損傷後の末梢側における神経線経の

変性と再生過程については,多くの報吾がある

が　　　これらの多くは鋭利な刃物で切断された

神経損傷を対象としたものである｡神経幹が鋭的

に切断されると,断端部は僅かに離間し,ここに

シュワン細胞と線維芽綿月包が増殖した後,中枢側

より発芽する再生軸索を末梢側へ導く細胞性架橋

が形成される42)｡この様に切断された断端が近接

しているか,神経縫合などにより吻合されている

神経断端の接合状態は　　　　　　　の中で最も

神経再生に有利な状態と言われている2上　　しか

しながら,下顎骨内を走行する下歯槽神経に起こ

る損傷は骨切削器頁に起因するものが多く,これ

らの損傷後の変性,再生過程を観察した報吾はみ

られない｡

本研究のBUR群における損傷形態は,荊述の

如く実質欠損を伴う　　　　　　　の状態であ

り,損傷産後の実質欠損部では神経線経は認めら

れなかった｡これらは損傷1過後例になると1

〟 m未満の極めて細く未熟な再生神経線経が観察

されるものの,塊定面積当たりの神経線維数は4

過後例までに大幅な増加はなく,損傷8過後に

なって急激な神経線経の増加が認められた｡町田

は家兎下歯槽神経を切断し,切断損傷部の神経再

生過程を報害している35)｡これによれば,術後2

週後より　　　　　帯が形成され　　　　過後に

再jji軸索の急速な増加が認められたと報害してい

るo　これは本研究の神経再生速度より早い結果で

あり,原因としてはBUR群損傷部の実賛欠損部

において神経再生の足場となるシュワン鞄が存在

しないため神経再生が遅れた結果ではないかと考

えられた｡徳田は-ツカネズミのオトガイ神経を

勇刀で鋭的に切断した場合と1 mm切除した場合

の,下唇粘膜部の神経終末の再生率を調べた結

果　　　　　　　　　　　　　　の30日後の再生

率は,切除例では　　　であり,単に切断した場

合の　　　に比べ低い再生率であったと報害して

いる｡これは離間した神経断端問に結合組織が入

り込み,この欠損郭を乗り越える再生神経線稚数

が減少したためと述べている26)｡本研究では欠損

部への結合組織の寝入は認められなかったが,術

後1適例において化骨の増生が認められたことよ

り,再生神経線経がこの部分を通過するのに時間

がかかったことも再生の遅れた-園ではないかと

考えられた　｡

また　　　　群におけるヒストグラムの推移を

見ると,神経線経の直径は経時的に増加し,損傷

8週後例において3 pm以上の線経を画し､とした

tE塊分布に近いパターンを示していた｡しかしな

がら,これらは健常例や同時期のUS群に比べヒ
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ストグラムのピ-クが神経線経の細い方向,すな

わち左方に偏移(侍)をしていた｡下歯槽神経切断

部の神経再生状態をヒストグラムにより検討した

報吾は認められないが,佐々木4)は顔面神経切断

縫合例　　　　　　　　において,切断部より45

mm遠位部での再生状態についてヒストグラムを

用いて検討している｡これによれば,切断後6週

例において2 pm以トの小径線経が　　　と大部

分を占めているが　　　　過例にかけて徐々に中

径線経が増加し,切断後1 2過例においては2

〃m以下の線維は　　　と減少し6- 7 〃mの大

径線経も認められる様になり,手術49週後例にお

いて3pmを乱頁とする　塊分布に近いヒストグ

ラムパターンを示す様になると報吾している｡し

かし,手術49週後例においてもいまだ細い線経が

多くヒストグラムパターンは左方偏移を示すと報

害している｡また　　　　はネコ下歯槽神経を10

mm切除した場合　　　　　　　　の下顎前歯歯

髄中の再生状態をヒストグラムにより観察した結

果を報害している｡これによれば,手術2ケ月後

例において2 pmを項点とする　　　　　の範囲

でヒストグラムパターンが認められるが

1ケ月にかけて　　　　　の線経が増加する,し

かし,ヒストグラムの頂点は2〃mのままであっ

たと報害している36)｡これは本実験のBUR群の

線稚苗径分布ヒストグラムに類似した所見であっ

たが,前述の損傷形態や神経再生速度より考える

と　　　　群の神経再生の予後は切断縫合例より

もさらに悪い｡

一方, U S群における組織学的所見の経時的変

化をみると,損傷産後例ではチップ接触部の髄鞘

に軽度の変性所見を認めるのみであったが,術後

1 -2週には損傷部を中心とした神経幹全域に渡

る軽度の染色性の低下が認められ,徐々に変性範

囲が広がっていく所見が認められた｡しかしなが

ら,これらは術後4-8過にかけてほぼ正常に近

い状態に回復していた｡

U S群の規定面積あたりの神経線維数,虐径分

布ヒストグラムは損傷重後では健常例に近似した

結果であったが,術後1過後例になると,直径分

99T

布ヒストグラムにおいて0-1 〃mの未熟な線経

が出現し　　　　　　をピークにやや左方偏移し

ており,神経線維数は直後例に比べ半分以下に減

少していた｡これは施術直後では形態を保ってい

た神経上膜が崩壊し神経線経が神経上膜外に逸脱

し,個々の線維間隙が拡大したためと考えられ

た｡これらの神経線維数は神経上膜が再生する損

傷2過後にはもとの状態に回復し,以後さらに増

加して4週後例では　　　本と全週例中の最大値

を示していた｡しかし,損傷8週後例では対照例

と同程度まで減少していた｡これは超音波メスの

接触郭付近における損傷が大きかった神経線経の

軸索から,多くの再生軸索が分枝したため, 2-

4遇後例において細い神経線糸佳数が増加したと考

えられた　　また,この様に再塗した神経線経は

末梢の受容器まで到達後,再支配が行われた神経

線稚以外は萎縮,消失すると言われている44)｡ 8

週後例において減少した理由としては以上の理由

によるものではないかと考えられた｡

またUS群における直径分布ヒストグラムは,

全過例を通じ左方偏移を示すものの,ヒストグラ

ムパターンは正雄分布に近い形態を示していた｡

これは松田2)が報害した家兎下歯槽神経を用いた

実験における下顎管開放や再閉鎖群のヒストグラ

ムパターン　　　　　　　　と酷似しいた｡しか

しながら,形態学的には　　　　　　　に類似

の所見も認められたため, US群の神経線経は

から　　　　　　　のきわめて軽微

な変性過程を示したのではないかと考えられた｡

さて超音波メスによる末梢神経損傷の報吾は極

めて少なく　　　　　ら45)の　　　⑪　　　上

を用いた報

吾がわずかに認められるのみである｡かれらは最

大出力の10%の出力で　　　⑪のチップをラッ

ト坐骨神経に瞬間的に接触させる実験を行い,電

気生理学的検索を行っている｡これによれば,手

術直後には伝導速度の神経活動電位が一時的に観

察されたが,これも5分後には消失したと述べて

いる｡しかし,これ以降の観察は行っていないた

め,神経再生過程については不明である｡おそら
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く　　　　らの実験でも坐骨神経に　　　　　　且

あるいは　　　　　　　が起きたのではないかと

推察された｡

以上のことより, US群においてはチップの接

触や超音波メスの振動により,損傷部より未棺に

変性が発現するが,シュワン鞘は保たれ

良好な神経再生過程が営なまれると考えられ,こ

れらはBUR群と比較して良好な再生過程を示す

と考えられた｡

3.神経周膜の再生過程について

ところで　　　　群損傷8過後例においては,

小区画化が多数認められ,これについては多くの

報吾が認められる｡小区画化は凍結融解神経移

植　　凍結乾燥神経移植　　　シリコーンチュー

ブ内の神経再生の様にシュワン稗を有しない神経

再生路や　づ3),神経切断部などのシュワン細胞

が損傷された部分に軸索が再生した場合に見られ

ると言われている　｡中尾らは,ラット坐骨神

経に遊離自家神経移植を行い透過型電子顕微鏡で

観察した結果,中枢と末梢の神経縫合部には小区

画化が認められたが,シュワン鞘の存在する移植

片内には認められず,再生神経線経が数本から1-

数木単位で結合織鞘につつまれる,いわゆる小区

画はシュワン細胞が健全に保たれている場合は起

こらなかったと報害し,再生神経束の小区画化に

関わる細胞は線維芽細胞由来で神経周膜細胞であ

り,神経周膜の形態維持や再生過程は軸索やシュ

ワン細胞の再生と強い関連があるのではないかと

述べている　　また,神経周膜は神経幹内血管と

ともに選択的透過性を有し,神経束内部の恒常性

を維持し,有毒物質,感染起因物質から神経線経

を防御すると同時に代謝上必要な物質を利用する

働きをすると言われている56づ8)｡この事より,本

研究のB U R群における神経損傷形態は実質欠損

を伴う　　　　　　　の状態であるため,中枢榊

より再焦してくる神経線経の再生環境を保つため

に,小区画が形成されたと考えられた｡

一方, US群においては全過例を通じ小区画化

は認められず,シュワン細胞の損傷が軽微であっ

た事が推察された｡しかしながら,本研究では光

学顕徴鏡を用いた観察しか行っていないため,今

後は透過型電子顕微鏡を用いた超微細構造や神経

周膜の透過性についての検索により超音波メスに

よる神経損傷の詳編について明らかにする必要が

あると考えた｡

4.超音波メスの臨床的応用について

本研究の結果より,臨床において超音波メスに

よる神糸封員傷を起こしても,神経支配低域の麻庫

の完全回復が期待できるものと考えられた｡しか

も通常の使用方法では30秒もの長時間にわたり神

経線経に超音波メスを接触させることは考えられ

ないため,本実験結果よりも年数な障害であり,

短時間のうちに神経麻庫が回復するものと思われ

る｡この点よりみて神経線維束が骨内に走行する

部位,例えば下顎骨のような骨切り手術には,特

に有用であると考える｡

結　　　　　論

以上の実験結果より以下の結論を得た｡

1.神経線経の損傷形態はBUR群では

であるのに対し, U S群では

または　　　　　　　が主体であると

考えられた｡ US群の神経線経では損傷4過後

から8過後にはほぼ正常に近い状態に復したが,

BUR群では損傷8週後になっても小区画化を皇

し,未熟な神経線経が多数存在した｡

2.規定面積あたりの線維数はBUR群の重後

例では著明に減少し, 4過後まで漸増したが, 8

過後例になって急激に増加した｡ US群では上膜

の欠損が発現する損傷1過後例で一時的に減少が

認められたが, 2過後には回復し成熟して行っ

た｡

3.有髄神経線維置径分布ヒストグラムでは

B UR群では細い再生神経線経が損傷1過後より

4過後例まで観察され,全過例を通じ再生状態が

悪く,左方偏移を示すのに対し, US群のヒスト

グラムパターンは初期より若干左方偏移を皇すも

のの,ほぼ正規分布に近い状態で推移した｡
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An Experimental Study on the Effect of Ultrasonic Osteotome

on Peripheral Nerve Fibers

: A Comparative Study betwccn an

Ultrasonic Osteotome and a Rotary Bur
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(Chairman : Prof. Hiroyasu Noma)
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The purpose of this study was to investigate the injury degree and regenerative process of

the peripheral nerves following contact either by an ultrasonic osteotome (US group) or by a

rotary cutting instrument (BUR group). The injury of the inferioralveolar nerves of rabbits

was inflicted for 30 s by one or the other instrument, and the regenerativc process was analyzed

histologlCally.

The results of the histologlCal examinations showed that injuries similar to neurapraxia

or axonotmesis were caused in the US group, whereas neurotmesis was caused in the BUR

group･ These findings show that a complete recovery lS expected in US group, but less expected

in the BUR group and the risk accompanied with permanent anesthesia is higher･ However,

damages of the peripheral nerve trunks in the US group were characterized by delayed dege-

nerations of the peripheral myelin sheath and the extensive eplneurium, despite the apparent

integrity Of the eplneurium and myelin sheath of nerve fibers in the contact area immediately

after coming ln contact With the ultrasonic osteotome･ In order to accurately analyze the severity

of damage on the nerve fibers, a new type of classification for such nerve injuries is required･

(The Shihwa Gahuho, 99 : 983-1001, 1999)
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