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硬組織切削用避音波メスの骨創傷治癒に

およぽす影響に関する実験的研究

井　出　愛　周　　野　間　弘　康

東京歯科大学口腔外科学第一講座

(主任:野間弘康教授)

年6月29日受付)

年7月5E]受理)

盾　　　　著

抄　録:住ベメディカル株式会社と協力して開発した硬組織切削用超音波メス

の骨創傷治癒におよぼす影響について検索するため,脅切断面の形態学的観察,骨切削部の

治癒過程の組織学的観察と新生骨梁の形成妄測定を行い,リンデマンバーと比較検討したO

の切断面はリンデマンバーに比べ非常に平滑で,骨の基本構造が十分に保たれ,切断

面に近接した骨細胞の萎縮言肖矢が比較的少なく,骨基質の染色性も切断端まで均II-であったO

とリンデマンバーの治癒過程には大きな差はなかったが,初期の治癒速度,特に治癒の

立ち上がりは　　　　　のほうが速かった｡すなわち　　　　　　は脅切削5日後に頬骨, lo白後

に新生骨が形成されたが,リンデマンバーは骨切削10日後以降に幾骨,新生骨が形成された｡また,新

生脅栗の形成量は,全観察期間において　　　　　のほうがリンデマンバーより有意に多かったo

キーワード:硬組織切削用超音波メス,スミソニック,骨創傷治癒

緒　　　　　旨

従来,骨切りには電動,および気動切削機器が

用いられてきたが,これらはともすると神経,血

管をはじめとする周囲欧組織の損傷を起こすこと

が多い｡特に回転切削機器を用いた際の巻き込み

による軟組織の損傷は非常に大きい｡また口腔包

域では術野が狭いうえに,骨と神経,血管が隣接

しており,骨切り時にこれらを損傷する危険性は

特に大きい｡この電動,気動切削機器の欠点を補

うために放組振動による切削機器が考案された

が,その一つが超音波切削用呉である｡多くの先

達たちが種々の超音波切削用呉を開発し,多く

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　井出愛周
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の基礎実験と臨床実験が行われたがト　　切削

時の発熱が著しい,切削効率が悪い,装置の耐

久性,特にホーン先端の強度に問題があるなど

の点から臨床応用は限定されたものとなり,実用化

されて現在まで臨床に使用されているものはない｡

我々はこの超音波切削用臭に再度着目し,住ベ

メディカル株式会社と協力して　　　　　　開発

コード　　　　　　　　　　　　　　　　を開発し

た｡超音波の発振方式には磁歪式と電歪式の二つ

の方法があるが,本装置は適用対象が骨およびこ

れに幾似した硬度の組織であるため,電気機械変

換効率がよく,振動子の発熱が少なく強力な出力

が得られ,安定した振動がホーン先端まで滅弱す

ることなく確実に伝達され,骨の硬度による付加

変動に対して安定した出力が得られる電歪式を選
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択した｡また,効率よい冷却と切削片の洗浄除去

を行うため,ホ-ン先端にイリゲーション用の小

孔を設けてホーン内部より虞接先端に注水する方

式を考案するとともに,ホ-ン先端の形状をノコ

型にした｡これらの考案により,骨の変性や膏糸田

胞の壊死が起こらないまで切削時の発熱を抑制す

ることが可能となり,切削効率も著しく向上させ

ることができた｡

しかしながら　　　　　　の骨創傷治癒に及ぼ

す影響についての研究は少ないため,本実験で

は,骨切断面の形態学的観察と創傷の治癒過程の

経時的観察により　　　　　　の骨創傷治癒に及

ぼす影響について検索した｡

研　究　方　法

1.実験動物

実験には,体重3kg前後のウサギ(日本白色

秤)を使用したo搬入後,固塑飼料(オリエンタル

社製　　　　　と水道水により　-週間以上飼育

し,異常の認められなかったもの総数40羽を実験

に供した｡なお,本実験は東京歯科大学動物実験

指針に則って行った｡

2.実験装置,及び使用条件

は,発振器とホーンにイリゲーショ

ン用生理食塩液を供給するためのローラーポンプ

からなる装置本体(図1),振動子とその先端に接

続した着脱可能なホーンからなる-ンドピース

(図2),イリゲーションチューブ,フットスイッ

チで構成され,発振器の超音波周波数は公称24

超音波出力は　　　　　の問で出力の調節

が可能で,振幅は200〃m以上に達する(表1)｡

また周波数自動追尾式回路(振動帰還型発振器)を

採用している(図3)｡ローラーポンプによるイリ

ゲーション能力は　　　　　　　　の問で可変で

ある｡振動子にはチタン酸ジルコン酸鉛

振動子を,ホーンにはチタン合金を用いた(図4)｡

ホ-ン先端の形状はノコ型とし(図5),先端にイ

リゲーション用の小孔を設け(図6),先端のまっ

すぐなものと先端に約10度の角度を付けたものの

2種類を作製した(図7)｡

本実験ではホーン先端の厚みが　　　で,先

端がまっすぐのものを用いた｡そして使用条件を

-定とするため,最大出力　　で,振幅が最大

の200〃mとなるように設定し,イリゲーション

量は　　　　　　最大値)としたo　この条件で,

ウサギの前頭骨と腹骨において,切削時の骨温度

を強電対温度計を用いて測定したところ,前頭骨

では非注水時で約140℃あった切削時の骨濫度

が,注水時には約30℃まで下降していた｡また,

腹骨では約　　が約　　に下降していた｡骨の変

性や脅細胞の壊死が起こるのは50℃前後であるこ

とより,この温度では切削時の発熱による骨への

影響はないものと考えられた｡

対照として直径が　　　　　のホーン先端と同

じ直径のマイジンガー社製のリンデマンバーを用

い,これをヨシダ社製歯科用エンジンリドF型

図　　　　　　　の装置本体

図　　　　　　　のハンドピース

40
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表　　　　　　　の構成と定格

装
置
檎
成

装
　
　
置
　
　
定

棉

1.装置本体-発振器･ロ-ラーポンプ

2.ハンドピース　PZT振動子･ホーン

3.イリゲーションチューブ

4.フットスイッチ

1.発振方式･電歪式振動子
2.発　振　周　波　数
3.超　音　波　出　力　　　　　　白動負荷

追随回絡内蔵)
4.最　大　振　幅:200〃m
5. -ンドピース外形: ¢24×

6. -ンドピース重量　　　　ホーンを含む)

7.イリゲーション完

8∴電　　　　　　源
Hz, 400VA(max)

9.二段式フットスイッチ

左フットスイッチ:イリゲーションと超

音波発振

右フットスイッチ･.イリゲ-ションのみ

ローラーポンプ

怪理食塩刺

｢電力増幅回酎-画一→画一→ ⊂=コ==コ-
ハンドピース

帰還出力

I T幸匠堕｣

図　　　　　　　の動作原理

ハンドピ-ス　　イリゲ-シヨンチユ-ブ　　イリゲーシヨンニップル

(YR- 1型)に装着し,回転数　　　　で切削

した｡切削時の冷却には庄理食塩液を庄射器で外

部より注水したO往水量は　　　　　と同量の30

とした｡

3.実験方法,及び観察方法

1 )骨切断面の走査型電子顕徴鐘的観察

観察対象は敏密骨としてウサギの前頭骨,海綿

41

図5　ホーン先端の形状

図6　ホーン先端のイリゲーション用小孔

図7　ホーンの形態

骨として暢骨を選択し　　　　　　とリンデマン

バーを用いて, 5×5mmの骨片を摘出した｡す

なわち　　　　　　　　　　　　　　　静脈麻酔

トに,ウサギを背位に固定して,頭頭部と腸骨部
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を広く剃毛し,皮膚消毒後,前頭骨では,正中皮

膚の矢状切開より前頭骨を明示したのち,同部で

骨膜下剥離して,脳硬膜を残して仝層で摘出した

(図8)｡また腹骨では,腸骨稜且上の皮膚切開よ

り腸骨を明示したのち,同部で外側を骨膜下剥離

して,内側骨膜まで全層で摘出した(図9)｡そし

て,摘出した骨片の切断面を生理食塩液で愛護的

に注意深く洗浄し,血液や切削片などを士分に除

去した後,これを2%ホルムアルデヒド

ダルク-ルアルデヒド　　　カコジル酸緩衝液

で固定し,アルコール系列で脱水してか

ら,酢酸イソアミル置換した｡さらに,臨界点乾

燥装置　　　- 1 (日立製作所製)を用いて二酸化

炭素で臨界点乾燥した後,イオンコーク

3型(エイコ-･エンジニアリング製)を用いて金

のイオンスバッタコーティングを行い,電界放射

形走査電子顕徴鐘　　　形(日立製作所製)を用

いて切断面を観察した｡

図9　腸骨の標本採取方法

-- 42

2 )切削後の治癒過程の組織学的観察

静脈麻酔下に,

ウサギを腹位に固定して,顎下部を広く剃毛し,

皮膚消毒後,正中皮膚の矢状切開より下顎骨ド縁

を明示した｡同部で骨膜下剥離を行い, ME一

を用いて,左側下顎骨下縁の徹密首および骨

髄を削去して,約4 × 8mmの方形骨欠損を作っ

た(図10)｡また,対照として右側にリンデマン

バーを用いて同様の骨欠損を作った｡その後, 3

縫合糸で骨膜,箭肉　　　を三層縫

合し,さらに　　　ナイロン糸にて皮膚を縫合

した｡手術後　　　　　　　　　　　　　　と経

Ej的に屠殺し,屠殺時に頭部を　理食塩液およ

び　　　　　　　燐酸緩衝ホルマリン

-　で連流　　　　　　固定した｡さらに

骨欠損郭を周囲組織を含めてtl]り出し　　　中性

緩衝ホルマリン中に浸漬固定した｡その後,適法

に従って　　　ギ酸ホルマリンで脱灰した後,上

昇アルコール系列で脱水し,骨欠損の中央部付近の

厚さ4 〃mの前額断パラフィン薄切切片を作製し,

ヘマトキシリン･エオジン染色を施して鏡検した｡

3 )骨欠損部の新庄骨栗(類菅を含む)の形成量測定

無作為に抽出した手術後　　　　　　　臼のへ

マトキシリン･エオジン染色を施した前額断パラ

フィン薄切切片を,カメラにより濃淡(白窯)画

像でM工P.(画像処理ソフトイメージコマンド

に入力した(図　　そして,その画像ファ

イルをネットワーク　　　　　　　イーサネット)

薄切切片の作製方向

方形骨欠換(4×8×

図10　下顎骨下縁に作製した脅欠也と薄切切片の

作製方向
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により　　　　　　　　　　　　　　　　社製)に

転送したのち,画像編集用コンピューター･ソフ

ト　　　　　　アドビシステムズジャパン社製)

を用いて画像処理を行った｡まず画像を白黒反転

したのち(図　　形成された骨欠損部に,骨切断

端の内側端(骨髄側)同士,外側据(骨膜側)同士を

結ぶ線を由径とする円弧を描き,この二つの円と

骨切断端で囲まれる範囲を切除前の骨の形態と仮

想し(図　　その面積(ピクセル数)を測定した

図11カメラにより画像処理ソフトに入力した濃

淡(白黒)画像

図12　画像編集用ソフトにより白窯反転した画像

---　43
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(図14)｡また,骨切断端の延長線と骨切断端の内

側端(骨髄側)同士を結ぶ線より骨欠損都側に形成

されている新生骨契(類骨を含む)の面積(ピクセ

ル数)を測定し(図　　仮想した切除前の骨の面

積との比率を求め,これを新生骨梁(類骨を含む)

の形成量とした｡求められた　　　　　とリンデ

マンバーの新生骨梁の形成量を,コンピューター

･ソフト　　　南江堂社製)を用いて

に

図13　仮想する切除前の骨の外形線の設定方法

図14　仮想した切除前の骨の面積測定方法
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図15　新生骨梁(頬骨を含む)の面積の測定方法

より検定した｡

結　　　　　果

1.骨切断面の走査型電子顕微鏡的観察

1)前頭骨

ME一　　を使用した群(以下　　　　　群と

略す)の切断面は非常に平滑で,脅層板の損傷は

極めて軽度で,石灰化球の脱落はほとんどなく,

勝原線経の露出も見られない(図　　　｡

リンデマンバーを使用した群(以下リンデマン

バー群と略す)は層板の損傷が大きく,層板の切

断端に破折した小片が多数見られ,切断面の石灰

化球は多くが脱落し,走行の乱れた月参原線経が露

出している(図　　　｡

2)腸骨

群の切断面は前頭骨以上に極めて平

滑であり,日参原線維網の走行の乱れはほとんどな

く,石灰化球の脱落もほとんど見られない(図

20, 21)0

リンデマンバー群は　　　　君羊に比べ切断面

は非常に粗造で,鷹原線維綱は巻き込まれたよう

に著しく乱れており,乱れた線経に付着する石灰

化球はほとんど脱落しているo　これは前頭骨以上

に著明である(図　　　｡

図　　　　　　　の前頭骨厨断面のS EM像(×
1000)

図17　図16のI-部拡大像(×

44　-
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図18　リンデマンバーの前頭骨切断面のS EM像　　　　　図　　　　　　　の腰骨切断面のSEM像(×
(×

～45

図19　図18の一部拡大像(× 図21図20の一部拡大像(×
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図22　リンデマンバーの腸骨切断面のS EM像(×
300)

2. -切削後の治癒過程の組織学的観察

1)骨切削1日後

群の切断立釦ま比較的平滑であり,そ

の周囲には出血巣が見られるが,小円形細胞浸潤

は軽度である｡首切断端に近接した骨細胞の萎

柿,消失は比較的少なく,良好な染色性を保って

いるo　また,骨蓋質の染色性も切断端まで均-に

良好であり, -バース管も基本構造が保たれてい

る(図24)｡

リンデマンバー群も　　　　　群同様,切断端

は比較的平滑であり,その周囲には出血巣が見ら

れるが,小円形紬月包浸潤は軽度である｡しかし,

骨切断端に近接した骨細胞の萎縮,消失による骨

小腔の空砲化が　　　　　　群に比較して多く見

られる(図

2)骨切削5日後

ME一　　群は骨膜が膨化して不明瞭となり,

骨欠損部には小円形編砲浸潤がまだ軽度残存して

図　　　　　　の骨切削1日後のHE染色像(×



歯科学報

図25　リンデマンバーの骨切削I E]後のHE染色

像(×

いるものの,未分化問葉系細胞が多数出現し,そ

の中にはエオジンに淡染する骨基質が見られる

部位や,すでに骨芽細胞に分化し少量ではある

が類骨を形成しているものも見られる｡切断端

には少量ではあるが新生骨の添加が見られ,そ

れを取り囲むように骨芽細胞が集積している部

位も見られる｡破骨組胞の出場は少ない(図　　｡

リンデマンバー群は切断塊への新生骨の添加,

類骨を形成している部位はほとんどなく,破骨

細胞が出現し骨の吸収している部位が見られる

(図28)｡

3)骨切削10日後

群は切断端に新庄骨の形成が進み,

また骨膜に沿って切断端から離れた部位にも類骨

や新生骨が形成されている｡新生骨の周囲を数層

の骨芽細胞が取り囲んでいる(図29)｡

図　　　　一　　の骨切削5日後のIIE染色像(弱

拡大×50)

リンデマンバー欝でも,切断端に新庄骨の形成

が認められる｡また,骨膜に沿って新生骨が形

成されている部位も見られるが,いずれもME一

群より少ない(図30)｡

4)骨切削15日後

ME一　　群は骨膜に沿って新庄骨が多量に形

成され,骨欠損部は新生骨梁によって架橋されて

下顎骨の外形をほぼ回復している｡ II-部には-

バース管に幾似した構造も見られ,同部では1-

2層の骨芽細胞が新庄骨を取り囲んでいる｡新生

骨の骨膜側にも1-2層の骨芽綿胞がみられる

が,全体的に骨芽細胞の数は10日後例に比べ減少

しているように恩える｡切断端は新生骨が添加し

て完全に被覆され,切断端と新生骨の境界は不明

瞭になっている｡また,骨膜はまだ肥厚してい

るが,正常な構造に近い状態まで回復している
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図　　　　　　　の骨切削5 R後のHE染色像(強
拡大×

(図3上　32㌧.

リンデマンバー群でも,骨膜に沿って新年骨が

多量に形成され,骨欠損部は新生骨梁によって架

橋されて下顎骨の外形をほぼ回復している｡しか

し, ME一　　群に比べ,骨梁の密度と厚みは小

さく,新生骨の成熟度も劣っている｡骨膜の肥厚

も強く残存している(図　　　｡

5)骨切削30R後

群は新生骨栗の太さが増すとと

もに,成熟度も増し,一部に層板構造や-バー

ス管の形成が見られる｡骨髄側では新生骨を取

り囲んでいまだ1-2層の骨芽細胞がみられ

るが,破骨組胞も認められ,骨の新生と吸収が

同時に進行して改造機転が進んでいる像が見られ

る｡しかし,骨膜側では骨芽細胞や破骨細胞は少

なく,骨膜も正常な状態に回復している(図35)｡

図28　リンデマンバーの骨切削5日後のIIE染色

像(×50)

リンデマンバー群でも　　　　　　群同様,新

生骨梁の太さが増すとともに,成熟度も増してい

る(図36)｡

6)脅切削60日後

群は内基礎層板と外基礎層板に疑似

した構造が見られるまで新生骨は成熟し,切断部

はほとんどわからない(図37)｡

リンデマンバー群でも　　　　　　群同様,成

熟度が増している(図38)｡

3.骨欠損部の新生骨契(類骨を含む)の形成量測定

1)骨切削10日後

新生骨梁の形成室は　　　　　　群は　　±

リンデマンバー群は　　±　　　で,

前者が明らかに多く　　　　　　　　　　検定で

両者の問に有意差を認めた　　　　　　表2 ,

図391..､
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図　　　　　　　の骨切削10日後のII E染色像(×50)

2)骨切削15日後

新生骨梁の形成室は, ME一　　群は　　±

リンデマンバー群は　　　±　　　で,

両者とも実験期問を通じて最大であった｡ lo白後

例同様前者の方が多かったが,その差は10日後

例より少なかった　　　　　　　　　　　検定で

両者の間に有意差を認めた　　　　　　　表2 ,

図39)｡

3)骨切削30日後

新生骨梁の形成室は　　　　　　群は　　　±

リンデマンバー群は　　　±　　　で,や

はり前者が多かった｡しかし,両者とも15日後例よ

り滅少していた｡　　　　　　　　　検定で両者

の問に有意差を認めた　　　　　　表2,図39)｡

4)骨切削60日後

新生骨梁の形成室は　　　　　　　群は　　±

図30　リンデマンバーの膏切削10日後のHE染色
像(×50)

リンデマンバー群は　　±　　　で,わ

ずかに前者が多いが,その差は30日後例よりさら

に小なくなっていた｡　　　-　　　　　検定で

両者の問に有意差を認めた　　　　　　　表2,

図39)｡

考　　　　　察

1.骨切断面の形状について

骨の切削においては,切断面の骨の基本的構造

がいかに保たれているかが,切削後の治癒の立ち

上がりに大きな影響を与えるO骨切削用臭使用に

際しては,切削器臭による機械的な破壊と切削時

の発熱による損傷が大きな問題となる｡本研究で

は　　　　　　の切断面を電子顔微鏡を用いて観

察するとともに,切削　後の切断塩を組織学的に

観察し,回転切削用異のリンデマンバーとの比較

-49　-



井出,他:硬組織用超音波メスの骨創傷治癒の実験的研究

図　　　　　　　の骨切削15日後のfl E染色像(弱
拡大×20)

を行った｡

リンデマンバー群に比べ,前頭骨,腹骨とも

群の切断面のほうが明らかに平滑で,

切断面の層仮構造の損傷はきわめて少なく,勝原

線維網の走行の乱れや石灰化球の脱落もほとんど

見られず,骨の基本構造は十分に保たれていた｡

また　　　年のAroらが　　　　　　　を用いて

行った実験のように表層に壊死層は見られなかっ

た13'｡この　　　　　群の切断面は正常な骨の割

断面の構造とほぼ同じであった

回転切削用臭を用いた骨の切削の実態は十分に

は明らかでないが,蓋本となるのは曲げたり,

おったり,連続的に勇断したり,むしったりする

ことと考えられている33)｡リンデマンバーも同様

と考えられる｡これに対し　　　　　　はホーン

先端が非常に教組に長軸方向に振動するのみであ

-　50

図　　　　　　　の骨切削15日後のHE染色像(強
拡大×50)

るため,骨の切削の実態は回転切削翼とは巽なる

ものと考えられる｡このため　　　　　の切断面

とリンデマンバーの切断面とに大きな差異が生じ

たと考えられた｡

切削後1日の骨切断端は, ME一　　群とリン

デマンバー群の間に大きな差はなかったものの,

切断鋸に近接した骨綿胞の萎縮や消失はリンデマ

ンバー酷より少なく,脅基質の染色性も良好で

あった｡これらのことは　　　　　　や　　　　-

7 Nなどを用いた実験でも報害されており

すべての硬組織用超音波切削用貝に共通した特徴

であると考えられた｡

以外の硬組織用超音波切削用頁の切

断面を組織学的に観察した報吾は　　　　　と

らの　　　　　　　　　　らの

Nなどいくつか見られるが4甘　　　　　切断面
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図　　　ンデマンバーの骨切削15R後のIIE染色
像(弱拡大×20)

が不規則で粗造であったとの報害がほとんどで

ある　　　　その理由としては　　　　　　や

などはすべて磁歪式であること,

またホーン先端の形状が　　　　　の試行錆誤の

際と同じナイフ状やチゼル状のものであり,切削

効率が著しく悪く,切削時無理な力を加えてしま

う.また,外郭からの往水では十分な冷却は困兼

であり,機械的な破壊や熱による影響が年じ,切

断面は粗造になると考えられた｡

2.創傷治癒におよばす影響について

ME一　　の創傷治癒におよばす影響について

検討するため,切削部の治癒過程を経時的,組織

学的に観察するとともに,骨欠損部の新年骨梁

(蛮骨を含む)の形成量を経時的に測定し,回転切

削用臭のリンデマンバーと比較した｡

欝は5 Ejで骨芽細胞の出塊と一部に

51

図34　リンデマンバーの膏切削　　後のHE染色
像(強拡大×50)

類菅の形成を認め, 10日で切断鋸の内外側や骨膜

に沿って新生骨が形成され, 15日では新生骨の形

成が進んで欠損部は架橋され,切断端は完全に新

生骨で被覆されていた｡また,層板構造や-バー

ス管に類似した構造が一部に見られた｡ 30日では

新生骨の成熟度が増し,層板構造や-バース管が

-一部に見られ　　　では内外基礎層板に痩似した

構造が見られるほど新生骨は成熟し,既存骨との

境界もほとんど判別できなかった｡これは同じ

の治癒過程を観察した中嶋らの報吾と

ほぼ-致する23)｡なお, ME一　　の治癒速度

は　　　年に　　　　　らが　　　　　を用いた

実験とほぼ同じである6)｡一方,リンデマンバー

群は類骨,新生骨の形成は10日後以降で,その

後の経過はME一　　群とほぼ同じであった｡

すなわち初期の治癒速度,特に治癒の立ち上がりは
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図　　　　　　　の骨切削30日後のH E染色像(×20)

群がリンデマンバー群より速かったo

群の新年骨形成開始の時期は島田,

松下の抜歯嵩の治癒過程の観察とほぼ同じであ

り34･　　常な骨の治癒過程と同じであると考え

られた｡このように治癒過程が良好である理由

は,切断面の形態の観察で明らかにされたよう

に,骨の基本構造がf分に保たれていること,切

断端に非常に近接した部位まで骨細胞が生存して

いること,また骨切除部の治癒には骨膜と血管の

温存が重要であるとの諸家の報害があるが

中嶋らの報害に述べられているように

ではこの条件が満たされていることが大きな

要因であると考えられた｡

硬組織用超音波切削用臭の切削後の治癒過程

は　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　ら

ら　　　ら,岡田らが経時的,組織学的に観察

図　　　ンデマンバーの骨切削30日後のHE染色
像(×20)

している　　　　　｡これらのうち

ら　　　　ら　　　らは治癒は抑

制されるあるいは遅延すると述べている

その理由は,先にも述べたように,発振方式や

ホーン先端の形状,冷却方法に問題があるためと

考えられた｡

骨切除後の治癒過程を見るもう一つの手段とし

て,作成した骨欠損部の新生骨梁(類骨を含む)

の形成室を測定した｡新庄骨梁の形成量はME -

群,リンデマンバー群とも骨切削後15日で最

高値を示し　　　　日と徐々に減少していた｡こ

れは15日以降は,形成された新生骨の改造機転が

進み,新生骨梁の成熟に伴って余剰な骨は吸収さ

れ, 60日で改造機転は終荒し,外形がほぼ切削前

の形態に回復するためと考えられた｡また,両者

の比較では　　　　　　　　　臼すべてでME-
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図　　　　　　　の骨切削60ロ後のH E染色像(×20)

群がリンデマンバー群より多く　　　　一

検定で全観察期間において両者の間

にpく　　の有意差を認めた｡また両者の新生骨

梁の形成量の差は初期において大きく

冒, 30日と治癒が進むにつれ小さくなっていっ

た｡このことは,リンデマンバーに比較して,

のほうが初期の治癒速度,特に治癒の

立ち上がりが速く,新生骨梁の形成量も多く,治

癒過程は良好であると考えられた｡これらの結果

は本実験の治癒過程の経時的,組織学的観察と一

致する｡なお,両者とも　　　　で新生骨梁の形

成室が仮想した切除前の骨の面積より大きいの

は,骨の基本構造が保たれ,骨麓や血管などが温

存されていれば,ウサギの卜顎骨では剥離された

部位全体に新生骨梁の形成が起こるためである｡

53

リンデマンバーの骨切削60日後のIIE染色

像(×20)

結　　　　　論

超音波メスによる骨切削後の創傷治癒に及ぼす

影響を観察するため,ウサギの前頭骨と暢骨の切

断面を電子顕徴鐘的に観察するとともに,下顎膏

の治癒過程を経時的,組織学的に観察し,形成し

た骨欠損郭の新生骨梁(類骨を含む)の形成室を経

時的に測定した｡なお,従来の切削用貝と比較す

るため,義も用途が短似していると考えた回転切

削用貝のリンデマンバ-を用いて同様の実験を

行った｡

1.リンデマンバーに比べ,超音波メスによる切

断面は非常に平滑で,骨の蓋本構造が　　に保た

れていた｡

2.リンデマンバーに比べ,超音波メスによる切

断端に近接した骨細胞の萎縮,消失が比較的少な

く,骨基質の染色性も切断端まで均一であったo
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表2　新生骨梁(類骨を含む)の形成量

(単位: %)

日 数 (冒 )
M E - 2 4 0 0 リ ン デ マ ン バ M M 汗n n 一W h 五 十

鼻 大 値 最 小 値 平 均 値 標 準 偏 差 最 大 値 最 小 値 平 均 値 標 準 偏 差 P

1 0 8 0 . 5 4 7. 8 6 8 . 1 1 3 . 9 工 4 0 . 0 0 9 0

持 3 0 4 . 6 1 6 7. 0 2 2 5 . 9 5 5 . 3 16 3 . 5 13 7. 1 1 4 8 . 6 1 0 . 8 0 . 0 0 9 0

3 0 19 9 . 4 1 2 3. 1 1 5 3 . 2 2 5 . 2 12 上 0 . 0 0 0 2

6 0 8 7 . 2 7 5. 2 7 9 . 2 4 . 9 6 9 . 4 6 4 . 0 6 5 . 9 2 . 7 0 . 0 0 9 0

(%)

I
E
堪
　
　
　
　
画
母
垂
丑
　
　
垂
亜
轟

0　　　　　　0　　　　　　05　　　　　　　　0　　　　　　　5

0

+ M E -240 0

リンデマンバ〕

15

日　　数　(日)
30

切削後の新生骨梁(頚骨を含む)の形成量

3.超音波メスとリンデマンバーによる骨切削後

の治癒過程には大きな差はなかったが,初期の治

癒速度,特に治癒の立ち上がりは超音波メスのほ

うが速かった｡

すべてで,形成した骨欠損

部の新生骨栗(幾骨を含む)の形成量は,超音波メ

スがリンデマンバーより有意に多かった｡

超音波メスは切削時の振動や発熱による骨組織

への損傷が少なく,骨切削後の治癒過程は回転切

削用呉のリンデマンバ-より初期の治癒速度が速

く,正常な骨の治癒過程とほぼ同じであった｡以

上のことより,超音波メスは口腔外科を始めとし

て,整形外科,形成外科など様々な領域において

54

十分に有用な切削用臭であると考えられた0

本論文の要旨は,第229回東京歯科大学学会例会

年11月　　　東京),第41回日本口腔科学会総会

年4月5日,東京),第42回日本口腔科学会総会

年6月　　　札幌),第33回日本口腔外科学全線会

年10月1口,名古屋)において発表した｡
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Caused by Ultrasonic Osteotom
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The First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

(Chairman : Prof. Hiroyasu Noma)
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The purpose of this research was to elucidate the effects of Ultrasonic osteotom, SUMISONIC

MEl2400, 0n the wound healing of the bone defect.

We observed cut surfaces of the frontal bone and iliac bone of a rabbit with a scanning

electron microscope, and investlgated the healing process of the bone defect made in mandible

with light microscope at 5, 10, 15, 30, 60 days postoperatively. We measured the amounts of

newly synthesized osteoid and bone in the defect at 10, 15, 30, 60 days postoperatively. Comparing

with MIL2400, we performed similar experiments by using Lindemann bar.

Cut surfaces by MEl2400 were very smooth and the basic structures of the bone were

preserved sufficiently ln COmParison with that by Lindemann bar. The shrinkage and disappe-

arance of the bone cell close to the cut surface were comparatively few when ME-2400 was

employed. The dyeability of the bone matrix was uniform even in the cut end when ME-2400

was employed. The initial healing speed was slightly faster when MIL240O was used, though

there was no slgnificant difference in the healing process between ME-2400 and Lindemann

bar. The osteoid was formed at 5 days postoperatively and the new bone was produced at 10

days postoperatively, 1n Cases Of ME-2400. However both osteoid and the new bone were formed

at 10 days postoperatively when Lindemann bar was used. The amount of the bone formation

in ME1400 was larger than that in Lindemann bar in all observation periods.

(The Shihwa Gahuho, 99 I. 753-770, 1999)
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