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わが画における骨粗索症患者は,増加の一途にあり,

推計400-500万人が権患しており,加斬とともに増加

し, 55才を越える頃から,男性に比べて女性における発

生頻度が,急激に増加するといわれている.骨粗索症

は,腰背部痛を訴え,進行すると軽微な外力で大腿骨頚

部骨折や脊椎の圧迫骨折を起こし易くなり,これらに

よって生じた歩行困難や生活制限などから寝たきりの高

麻患者が増加しており,高齢化の進むわがEgにおいて,

きわめて重要な課題を持つ疾患となっている1.2)｡

なかでも退行期骨粗索症の発症が多く,閉経後の女性

に見られるものを閉経後骨粗索症,老人に見られるもの

を老人性骨粗餐症と呼び,これら2つのタイプを総称し

て退行親骨粗餐症(表1)と呼んでいる3.4)しかし,近

年,骨の舶包培養法5-7)が定着し,分子生物学8'や遺伝子

工学の進歩も手伝って,数多くのめざましい研究成果が

報吾されるようになり,骨粗餐症の成因の解明言台療法

や予防法の開発が進んでいる｡

本症は,全身性に現われる骨代謝異常疾患の一つで,

単位容積当たりの骨室が減少するが,骨の化学的組成の

変化を伴わない病態をいい, 4聾的加齢寛象に種々の因

子が加わって発症すると患われるが,とくにカルシウム

が重要なポイントを擾っている9,10)｡カルシウムは主と

*本稿は,平成元年度学長奨励研究報吾として,第243
回東京歯科大学学会(1991年6月8日,千葉)において,
特別講演した内容に一部加筆したものであるO

して骨組織中に蓄えられていることから,骨組織におけ

るカルシウムの動態を把擾することは,大変重要であ

る｡骨組織では,常に骨吸収と骨形成によるremodeling

という過程が行われており1ト15)血清中のカルシウム

濃度を恒常的に保つことに関与している｡この骨の

remodelingの主役は,間菓系の骨原性細胞由来の骨芽

細胞とその前掛田胞および骨捌包なJBびに造血幹細胞由

来の破骨舶包とその前掛田胞が演じている｡これら骨代

謝に蘭与する骨系の細胞の増殖,分化活性化に影響を

表1骨粗森症の分華

1.原発性骨粗餐症　　2.続発性骨粗餐症

1)退行斯骨粗索症　　1)甲状腺機能元進症

(1)閉経後骨粗宴症　　2)クッシング症候群,

(2)老人性骨粗餐症　　　ステロイド投与

2)若年性骨租褒症　　　3)末席肥大症
4)性機能低下症

(1)下垂体機能低下症

(2) Klinefelter症候群

(3). Turner症候群

5)骨形成禾全症

6)低フオスファクーゼ症

7)ホモシスチン尿症

8)不動性骨粗餐症

9)糖尿病

10)ヘパリン
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及ぼす全身性ホルモンとしては,副甲状腺ホルモン

(PTH)1Ml),活性型ビタミンD3 [la, 25(OH):

D3]　),カルシトニン25-27)が挙げられ,この他に,

性ホルモン28-31)甲状腺ホルモン32-34)成長ホルモン35･

¥　Glucocorticoid 37), P TH関連蛋白(PTHrP);

などが骨芽綿胞や被骨細胞の増殖,分化,活性化に関与

していることが知られている｡

一方,骨のremodelingは,局所的に生ずる寛象で

あることから,調節機構に関与する局所園子も重要な意

義を有している｡近年,骨組織において,多くの細胞成

長園子やサイトカインが発見されて,骨系の細胞の増

殖,分化,活性化,非活性化をコントロールしている可

能性が指摘されている39)さらに骨基賛中に含まれる細

胞成長園子が骨吸収から骨形成へのcoupling現象を誘

導することが指摘されている40,41)これらにはtransfo-

rming growth factor一β (T G F-β　　　insulin

like growth factor-1, 2(I GF-1, 2)妬　¥　bone

morphogenetic protein(BMP)'　があり,この他

にも, β 2-microgrobulin 48>, fibroblast growth

factor(F G F)49¥　osteoinductive factor(0 I F)1

が挙げられ,それぞれが骨芽細胞の増殖,分化に関与し

ている可舘睦が指摘されているo　また骨茎葉に含まれて

いる成長園子以外にもinterleukin-1( I L -I)5ト53)

tumor necrosis factor(T N F)54-- , interferon- γ

(I FN-γ)57)などのサイトカインが骨系細胞に影響を

およぼす局所園子として挙げられているo

臨床的には,本症発症原因として,副甲状腺ホルモン

の過剰,活性型ビタミンD3および女性ホルモンならび

にカルシトニンの不足,カルシウム摂取禾足,運動不足

などが挙げられ,この他に全身的園子として,糖尿病58-

62)や肝硬変63-66)などの重篤な肝臓障害や腎臓障害が挙げ

表2　骨粗暮症のリスクファクター

1日人女性

2　毛がうすい

3　早期閉経者

4　座りがちな人

5　蛋自賛の過剰摂取

6　アルコールの多飲

7　薬:ステロイド等

8　家族歴

9　小づくりの人

10　喫煙

11カルシウムの摂取禾足
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られるO　また骨粗宴症のリスクファクターとしては,義

2の事柄が挙げられ,本症の病態を論ずる事は容易では

ない67)｡

歯科領域における重要な研究課題の-つは,歯牙およ

びその周囲組織を健康に保ち, -塗を通じて自分の歯で

物を噛むことができるように唆合や硯境などの口腔機能

を維持することである.今回,骨粗宴症が顎骨等にどの

様な影響をおよぼすか,骨粗餐症モデルを用いた実験的

研究および顎･口腔厘域における骨粗索症による影響の

臨床的研究について検索し報吾する｡

骨粗餐症モデルを用いた実験的研究

1.遠行XEI骨粗餐症について一加廉による影響一

退行斯骨粗索症とくに閉経後骨粗索症と老人性骨粗産

症は,エストロゲンの欠乏とカルシウム摂取不足を特徴

としているので,卵巣摘出･低カルシウム金飼育による

骨粗索症モデルを用いて検討した68調)0

骨粗餐症の動物実験モデル作成には,生後8, 30, 50

過-齢のSD系雌性ラットを用い, 1群5匹ずつ使用し

たO生後8週麻は生殖可能な時斯を,生後30過酷は成熟

期を,生後50週齢は初老斯を想定してグループ分けし

た｡実験的骨粗索症は,両側卵巣摘出後,低カルシウム

食(CaO.02%, PO.35%含有飼料)を3カ月間与えて,

自由運動下に飼育し誘発させた｡

対照群(非手術群)には,正常カルシウム食を3ヵ月間

与えて,自由運動下に飼育した｡

血液生化学的検索として,血清カルシウム,リン,ア

ルカリフオスファクーゼ, -イドロキシプロリン,エス

トロゲン3分画などを測定し,血波生化学面での石灰化

の指標としたo屠殺後,上顎骨,下顎骨および大髄骨を

摘出し,下顎骨の特徴ある部位として切歯部,第一臼歯

那,切歯根端部,顎関節頭部を通る4蓋準面にて,一価

の下顎骨は適法にしたがい, 70〃m前頭断非脱灰研磨

切片を作成し, contact microradiograph(CMRと略

す)を撮影した｡反対側の下顎骨は,適法にしたがい,

脱灰パラフィン切片,ヘマトキシリン,エオジン重染色

標本を作成し鏡検した｡ CMRによる骨形態計測学的分

析として4基準面の皮質骨密度,骨梁密度,皮質骨幅,

骨栗幅,骨契配分比を画像解析装置を用いて計測し70)

これらを統計学的に処理して,各実験君間の有意差を

Studentのt検定(1%または5%水準)で求めた｡

1)血液生化学的検索

血清カルシウム値(図1)は,すべての週齢において,

対照群と比較して,骨粗索症群が有意差をもって低値を
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示し,著明に滅少していることが認められた｡

血清リン値および血清ハイドロキシプロリン値は,両

群の間には有意差はなく,また-定の傾向は認められな

図3　切歯根端部下顎孔付近のCMR像

8週献対照群(左: ×5,右: ×20)

かった｡

血清アルカリフオスファクーゼ値(図2)は,有意差が

認められなかったが,すべての週麻において,骨粗索症

群が高値を示し,骨吸収および骨形成が活発に行われて

いることが推測された｡

2)　CMR所見

(1)生後8過齢

切歯根端部のCMR所見によると,対照群(図3)の外

形は, Ⅹ線不透過性の高い散密で厚い皮質骨で形成され

ており,その最外層は表面に平行なⅩ線透過性を示す数

条の外基礎層坂で構成されていたoまた皮賛骨には,

Havers管を中心に同心円状に配列したHavers骨層板

が認められた｡下顎骨の内部には, Ⅹ線不透過性の高い

骨梁が認められ,また大小不同の多数の骨髄腔がみられ

たが,骨内面に,吸収嵩は認められなかった｡また,管

表面に対してほぼ直角に侵入するⅩ線透過性を示す

Volkman管が多数観察された｡これらの所見は,下顎

骨のほぼ全体の部位で共通に認められた｡

一方,骨粗産症群(図4)において,外形は,対照群と

尭似の構造を室していたが,内側より高度に吸収を受け

て,内蓋礎層板およびHavers骨層板がところどころで

消失し,皮繋骨の幅が減少して弄薄化していた｡下顎骨

の内部には,樹枝状の骨梁が認められたが,高度に吸収

を受けて幅が滅少し,弄薄になり,多くの部位で消失し

て連続性がなくなり,その数も減少していた｡さらに対

照群と比較して, Ⅹ線不透過性が滅少して石灰化の低下

が認められた｡また拡大した大小不同の多数の骨髄腔が

みられ,骨表面には多数の吸収高が認められた｡

顎関節頭部のCMR所見によると,関節軟骨面を除

き,対照群(図5)では,外形は,他の部位において観察

-109　-
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図4　切歯根端部下顎孔付近のCMR像
8週齢骨粗宴症群(左: ×5,右: ×20)

された所見と寿似の皮質骨で形成されていた｡内部は,

骨組織で占められており,わずかに関節頭の軸方面に走

向する骨翼があり,大小不同の少数の骨髄腔がみられた｡

顎関節軟骨層表面にみられるPrimary spongiosaで

は, Ⅹ線不透過性のやや低い粒状構造を呈した骨翼が擦

密に縦方向に配列していた｡その下層にあるSecondary

spongiosaでは, Ⅹ棟木透過性の高い骨翼は鋭縁をな

し,敏密で太く縦方向に走向していた｡

一方骨粗餐症群(図5 )では,対照群と類似の構造を皇

していたが,皮質骨は,内側より高度に吸収を受けて,

内蓋礎層板およびHavers骨層板が消失し,皮薯骨幅が

減少して高度に葬薄化していた｡内部においては,関節

頭の軸方向に走向する骨梁が観案されたが,対照群と比

較してその数は増加していた｡しかし骨梁が高度に吸収

を受けて幅が減少して弄薄となり,ところどころで消

失して連続性が失われていた｡顎関節軟骨層表面の

Primary spongiosaでは, Ⅹ線不透過性のやや低い粒

状構造を呈した骨翼が縦方向に配列していたが,対照帯

と比較して,吸収を受けて額粒状構造は小さくまた粗と

なっていた.その下層のSecondary spongiosaでは,

Ⅹ線不透過性の骨梁は鋭縁をなしていたが,吸収を受け

て幅が葬薄となって縦方向に走行していた｡

(2) ^.後30週齢

生後30過麻の成熟期においては, 8過麻で観察された

所見と戴似の形態を呈していたが,皮膚骨および骨梁と

もに厚さならびに擦密度が増して,より成熟していたo

骨粗餐症群では,対照群と比べて　Haversian system

が消失し,皮質骨および骨梁がわずかに吸収を受けて弄

薄となり,粗産化の傾向を示したo
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図5　顎関節頭部のCMR像(×5)
左: 8週麻対照群,右: 8週齢骨粗餐症群

(3)生後50過齢

生後50週麻の初老期においては, 30過麻で観察された

所見よりも,さらに成熟度を増していた｡骨粗索症薪で

は,ところどころで骨の吸収がみられたが, Haversian

systemが形成されており,層坂構造が保たれて,わず

かに粗索化の傾向が認められた｡

3)骨形態計測学的分析

CMRより,画像解析装置を用いて皮賛骨密度,骨梁

密度,皮薯骨幅,骨栗幅を計測して,各グループ間にお

ける差を比較検討した｡

皮質骨密度(図6)および皮質骨幅は,対照群と比べ

て,骨粗索症群が低値を示し,とくに8週麻では,有意

差をもって,低値を示した｡骨粗索症群では,吸収を受

けて葬薄となり,皮質骨の総量が減少していることが認

められ,またこの減少は,若い群において,より政著で

あった｡

骨梁密度(図7 )および骨栗幅は,対照群と比べて骨粗

餐症群が骨梁の多い第1臼歯部,切歯根端部,顎関節頭

部において,低値を示し,骨翼の総量が減少しているこ

とが認められたo　この減少は,骨梁の多い部分におい

て,また若い群において,より顔著であった｡

4)病理組織学的所見

(1)　週歯令

対照群(図8)においては,外形は,敏密で厚い皮賛骨

で形成されており, Havers管を中心に骨小腔を同心円

状に配列したHavers骨層板がみられ,下顎骨の内部に

は,樹枝状に良く発達した骨翼が認められたO　また大小

不同の多数の骨髄腔がみられ,骨髄は,わずかに月旨肪を

含む赤色骨髄であり,骨内面に接して,骨芽細胞が配列
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下顎骨切歯部 下顎骨第一臼歯部 下顎骨切歯額端部　　　下顎関節頭部

715

下顎骨切歯碩端部

していたが,吸収雷は認められなかった｡

一方,骨粗餐症群(図9)においては,外形は,敏密な

皮質骨で形成されていたが,内側より吸収を受けて内基

礎層板およびHavers骨層板が消失し,高度に葬酎ヒし

ていた｡下顎骨の内部には,樹枝状の骨翼が認められた

が,高度に吸収を受けて,ところどころで消失し,きわ

めて脆弱化していた｡対照群と比較して,拡大した骨髄

腔がみられ,内部の骨髄は,わずかに脂肪を含んだ赤色

骨髄であった｡骨内面には骨芽細胞が配列していたが,

多数の骨吸収高が認められ,多核で,大型の破骨編胞が

存在し,高度の吸収が認められた｡

(2) 30週商会

対照群においては, 8過麻の対照群で観察された所見

下顎関節頭部

と歎似の骨構造を室していたが,より成熟していた｡ま

た大小不同の少数の骨髄腔がみられ,骨内面に接して,

骨芽細胞が配列しており,少数の吸収嵩があり,破骨細

胞が認められた｡

一方,骨粗宴症群においては, 8過麻の骨租索症群と

比較して吸収の程度は重度であったが,下顎骨の内部

は,中等度の吸収を受けて,骨髄腔が拡大しており,普

栗が吸収されて,弄薄になっていた｡骨髄腔内面には骨

芽細胞が配列していたが,少数ではあるが吸収膏がみら

れ,内部に破骨細胞が認められた｡

(3) 50週齢

対照群では, 8, 30週麻の対照群にみられた所見と幾

似の骨構造を呈していたが,さらに成熟度を増してい

911印-
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図8　第1臼歯部の病理組織像
8週麻対照群　上:皮賛骨と骨髄,下:骨梁
(上: ×100,下: ×400)

た｡また骨質内には大小不同の多数の骨髄腔がみられ,

骨髄内の,骨芽細胞の数は減少し,多核の破骨舶包がと

ころどころにみられ,吸収高が認められた｡

一方,骨粗索症群においては,下顎骨の内部には,樹

枝状の膏梁が認められたが,軽度の吸収を受けて,骨梁

の幅が滅少していた｡対照群と比較して,わずかに拡大

した骨髄腔がみられ,骨髄内面には骨芽舶包が后平化し

たresting cellが配列していたが,少数の吸収高が認め

られ,破骨綿胞が存在した｡

2.顎骨表面の立体趨微細構造の観察

つぎに,同じ実験動物の上顎骨口蓋部について,高分

解能走査型電子顕放鐘(S EM)を用いて,顎骨表面の骨

基質形成面の立体超微細構造の観察を行い,勝原細線経

の形成,石灰化への影響を検討した7°｡

実験方法は,硬口蓋の粘膜および骨膜を剥離,除去

し,固定･水洗後, 1%トリプシン溶液を, 37-C, 120

時間作用させて,骨基質表面に接している骨芽綿胞と有

機性基質を消化して,骨基質表層を露出した｡その後適

法に従い導電染色,臨界点乾燥,白金蒸着し,最後臼歯

図9　第1臼歯部の病理組織像(×400)
8過齢骨粗索症群　上:皮薯骨と骨髄,下:骨翼

付近の硬口蓋部を高分解能走査型電子顕放鏡で観察し

た｡

1)　8遇歯含

硬口蓋のCMR所見によると,対照群(図10)において

は,口蓋骨は,比較的敏密なⅩ線不透過性の骨で構成さ

れており,表層には,表面に沿ったⅩ繰透過性を示す平

行層板がみられ,また骨表面に対してほぼ直角に倭人す

るVolkman管が多数観察された｡硬口蓋は,大部分

が皮薯膏で構成されており,本来骨翼の存在しない部位

であるが,骨粗餐症群(図10)では,骨質内部の広範囲に

わたり,吸収嵩とみられるⅩ線透過性の高い不定形をし

た大きさのまちまちな厘域が認められ,骨盤腔が拡大し

ていると推測された｡皮賛骨が強く吸収を受けて弄薄と

なり,極めて高度の骨租索症の様相を呈していた｡

硬口蓋の骨基賛形成面のS EM所見によると,対照群

(図11,左)および骨粗餐症背(図11,右)ともに,骨基賛

形成面の鼻表層は,疎で綿状構造を呈する惨原綿線経で

形成されており,その　下の表層は,密な勝原細線経で

形成されていたo対照‡酎こおいては,腔原綿線経は,置

～112



歯科学報　Vol. 92, No. 4 (1992)

図10　上顎骨硬口蓋のCMR像(×10)
8週献　上:対照群,下:骨粗索症群

図11上項骨硬口蓋の骨基賛形成面のS EM像

8過麻,左:対照群,右:骨粗餐症群

径が約70nmであり,約60nmの周射勺な横紋構造を有

し,ほぼ一定方向に走行して,異常は認められず,また

ところどころに石灰化した微細額粒の付着が認められ

た｡これらの所見より,勝原細線経の石灰化が進行して

いると推測された｡これに対して骨粗産症群は,走行の

巽常がみられ,またところどころに柳田敷粒の付着が認

められたが,その量が対照群と比較して僅かであった○

これらの所見より,骨粗餐症群において石灰化が障害さ

れていると推測された｡

2) 30週齢

硬口蓋のCMR所見によると,骨粗餐症群において

は,骨賛内部に吸収雷がみられ,数個のHaversian

systemが観察された. 8過麻と比較すると,吸収雷の

拡大の程度が軽減し,正中縫合部の発達と癒合の程度は

増大しており,骨粗宴化を呈していたが,軽度であっ

た｡

骨素質形成面のS EM所見によると,鼻表層の贋底細

線経は, 8週麻と同様の状態であったが,その直下の表

層においては,対照群(図12,左)において,石灰化した

微細鹿粒の付着が8過麻と比較して,著明に多くなり,

横紋構造は認められなかった○さらにこれらの微細鹿粒

が互いに融合し,勝原細線経の走行が不明酷となり,と

ころどころで表層基繋上に隆起していることが認められ

た｡これらの所見から,勝原細線経の石灰化が進行して

いると推測された｡これに対して骨粗餐症群(図12,右)

では,きわめて少量の微細敷粒の付着を認めるのみで,

勝原細線経の石灰化が障害されていると推測された0

3) 50過麻

硬口蓋のCMR所見によると,骨租索症群において

は,平行層板が不明瞭となり,骨賛内部には,少数なが

ら数層のHavers骨層板を伴うHaversian systemが

観察された.またところどころに吸収高が散見され, 30

週番骨粗索症群とはぼ歎似の所見を皇し,口蓋部の皮賛

骨が影響を受けて,粗索化の傾向が認められたO

骨基賛形成面のS EM所見によると,鼻表層の勝原細

線経は, 8, 30過麻と同様の所見を室していたoその直

下の表層では,対照群(図払左)においては,より多く

の部分に石灰化した榊田鹿粒の付着が認められ･さらに

-113-
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図13　上顎骨硬口蓋の骨素質形成面のS EM像

50週麻　左:対照群,右:骨粗餐症群

これらの柳田覇粒が互いに融合し,勝原森田線経の走行が

不明瞭となり,ところどころで表層基葉上に隆起してい

る部分が認められた｡骨粗索症群(図13,右)では,少室

の微綿頼粒の付着が認められるのみであったが,付着の

ない部位では,周某舶勺な横紋構造が認められた｡これら

の所見より,摩原綿線経の石灰化が障害されていること

が推測された｡

またこれらの散編額粒をエネルギー分散型Ⅹ線マイク

ロアナライザーを用いて,構成元素の定性分析および定

量分析を行ったところ, 8, 30, 50週齢すべての群にお

いてカルシウムとリンの2元素が検出された｡また含有

%からカルシウムとリンの重量比および原子比を算出し

たところ, Ca/P比は,重量比で2.14-2.22,原子比で

4.71であり,放編粟粒はハイドロキシアパタイト

により形成されていると推測された｡

骨粗索症群では,勝原細線経の石灰化の抑制が認めら

れ,骨の粗索化が元進していると推測された｡またこの

傾向は-若い細こおいてより顔著に現れることが半晒し
た72-74)｡

n^^^Kn

骨室は,加麻とともに増加して, 30歳代ではPeak

BoneMassとなり,その後は,加麻とともに減少する

が,女性では35%から50%の骨室が減少し,さらに閉経

後の50歳から70歳までに急激に減少して,エストロゲン

厳存性に変化することが知られている2)｡エストロゲン

の骨に対する作用機序に関しては,多くの議論がある

が, PTHや1.25COH):ビタミンD3を介して消化管か

らのカルシウム吸且　腎尿細管でのカルシウム再吸収を

促進することが知られている16-17)｡またエストロゲン

は,カルシトニン分泌を刺激すると言われており1β),こ

のカルシトニンは,破骨細胞に作用して,骨吸収を抑制

する作用を有している｡最近の研究から,エストロゲン

レセプターが,骨芽細胞に存在することが証明されて

28)ェストロゲンが直接的に骨に作用する可能性が示唆

されている｡骨芽細胞にはこの他にPT私　活性型ビタ

ミンD3など種々のホルモンに対するレセプターの存在

することが報害されており14)骨芽細胞がこれらのホル

モンに応答することによって, 2次的に骨細胞や破骨細

胞を活性化して,骨からカルシウムを動員するものと考

えられている12-14)今回の実験においては,卵巣摘出に

よってエストロゲンが欠乏し,低カルシウム金によるカ

ルシウム摂取禾足が加わって,骨から多量のカルシウム

溶出を必要とし,高度の骨粗餐症を発症させたものと思

われ,この変化が顎骨においても同様に認められた｡こ

の変化は,顎骨のすべての部位においても認められた

が,さらに若い群において,より高度に影響が寛れるこ

とが判明した｡

3.続発性骨粗餐症について

続発性骨粗索症発症の全身的背景園子として,成人

病,老年病のひとつである肝硬変,糖尿病,血液人工透

析が挙げられ,重篤な骨代謝障害を発症し,全身性の骨

粗宴症様変化を生ずることが報吾されているoそこで骨

粗餐症モデルを用いて,肝硬変,粧尿病および卵巣摘出

･低カルシウム金摂取による顎骨および歯槽骨の変化に

ついて比較検討した75,76)

実験方法は, ①対照#, ②卵摘群:卵巣摘出･低カル

シウム金にて3ヵ月間飼育した群, ③肝硬変群: 50%四

塩化炭素オリーブ池溶液を背部皮下に毎遇2回40週間連

続淫射して肝硬変を誘発させた群, ④糖尿病蔚:ストレ

プトゾトシンを尾静脈より単回庄射し, 40週間飼育して

糖尿病を誘発させた群,に分けて比較検討した｡

屠殺時の腹腔所見によると,卵摘群では,子宮が高度

に萎縮し,肝硬変群では,肝臓がmicro granuleを呈

し,高度に肝硬変様変化を生じていることが認められ

た｡また櫨尿病の発症は,空腹時血糖値が200mg/dl

以上を示した事により確認された｡

1)血液生化学的検索

血清カルシウム値(図14)は,対照細こ対して卵摘群お

よび肝硬変群がそれぞれ有意差をもって低値を示した

が,糖尿病群は,ほぼ正常値を示した｡

血清リン値(図14)およびアルがノフオスファクーゼ値

(図15)は,対照‡酎こ対して他の3群が高値を示したが,

有意差は認められなかったo

血糖値(図15)は,梗尿病群が有意差をもって極めて高

114
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図14　続発性骨粗餐症の血清カルシウム値,リン値
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図15　続発性骨粗宴症の血清AL P値,血糖値

い値を示した｡

2)　CMR所見

第1臼歯部,顎関節頭部のCMR所見によると,卵摘

群(図16, 17)においては,その外形は,本来の形を保っ

ていたが,皮賛骨は,吸収を受けて内蓋礎層板および

Havers骨層板がところどころで消失して皮賛骨幅が滅

少し,また骨梁が吸収を受けて高度に弄薄化し,拡大し

た大小禾同の多数の骨髄腔が認められた｡一方肝硬変群

(図16, 17)および糖尿病群(図16, 17)においては,皮賛

骨および骨要がところどころで吸収を受けて弄薄化する

傾向が認められたが,内基礎層板およびHavers骨層板

はよく保たれており,卵摘群と比較すると,租索化の程

719
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図16　第1臼歯部のCMR像(×5)
上左:CONT　対照群,上右:OVX　卯摘群
下左:LC　肝硬変群,下右:DM　糖尿病群
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図17　顎関節頭部のCMR像(×5)
上左:CONT　対照群,上右:OVX　卵摘群
下左:LC　肝硬変群,下右:DM　糖尿病啓

度は軽敏であったo

小　　　　　括

血清カルシウム値は,卵巣摘出･低カルシウム食飼育

啓および肝硬変ま酎こおいて,低値を示して有意に減少し

ていることが認められた｡卵摘群における低下は,エス

トロゲンの欠乏と低カルシウム金によるものであり,肝

硬変群における低下は,ビタミンD代謝障害による腸管

からのカルシウム吸収障害あるいは低アルブミン血症に

よるものと思われた｡この卵摘君においては皮質骨およ

び骨梁が高度に吸収を受けて骨の租索化の様相を呈して

いたが,これと比較して肝硬変群および糖尿病群では,

骨の粗餐化は垂微であったo今回の実験においてエスト

ロゲンの欠乏とカルシウム摂取不足が顎骨の骨粗宴症発

症に､より強く影響を与えていることが判明した｡

肝硬変による骨粗餐症の成因は,蛋白質合成低下,栄

養吸収障害,ビタミンD代謝障害,ビタミンK代謝障

害,アルコール幾の多飲によるものと考えられており63-

66)糖尿病による骨粗索症の成因は,糖代謝障害,イン

スリン作用不足,ビタミンD代謝障害,糖尿病性細小血

管障害などが考えられているが5鋼2),いまだ不明な点が

多く,これからの研究課題であろう0

4.骨租悉症の治療法

骨粗索症の治療法は,腰背部癖などの産病に対する対

症療法と骨量維持･骨室増加を目的とする治療法に大別

される｡後者には,カルシウム製剤,エストロゲン,カ

ルシトニン,活性型ビタミンD剤,イプリフラボン,蛋

白同化ホルモン, NaFなどの製剤の投与が挙げられる
77.78)

L1

今回は,卵巣ホルモンとカルシウム投与による影響を

骨粗宴症モデルを用いて検討したo

実験方法は, ①対照群, ②低カルシウム金群:産後8

週齢で両側卵巣摘出した後,低カルシウム金で3か月間

飼育した♯, ③卵巣ホルモン投与背:生後8過轟で両側

卵巣摘出した後,低カルシウム金飼育下で,卵巣ホルモ

ン(オバホルモン0.Olmg/lOOg体重/過)を投与して

3ヵ月間飼育した啓, ④カルシウム投与群:産後8週麻

で両側卵巣摘出後,カルシウムを授与して3カ月飼育し

た群,に分けて比較検討した｡

1)血液生化学的検索

血清カルシウム値(図18)は,卵巣ホルモン投与啓およ

びカルシウム投与群で増加し,低カルシウム金群と比較

して有意差をもって高値を示した｡卵巣ホルモン(オバ

血清カルシウム値　　血蕃リン値

12 *
I ** I

* ' * '
｢｢ ｢｢

* P < 0 .0 5
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8
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g/ d l

** P < 0 .0

対 卵 卵 卵 対 卵 卵 卵
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群 十 十 + ♯ + + +
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+ 十
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図18　骨粗宴症の治療時の血清カルシウム値,血清
リン値の変化

ill票-
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図19　骨粗餐症の治療時の血清アルカリフオス
ファクーゼ値の変化

ホルモン)およびカルシウム投与によって血清カルシウ

ム値を引き上げることが可能であることが判明した｡

血清リン値(図18)は,各群の間には,有意差が認めら

れなかった｡

血清アルカリフオスファクーゼ値(図19)は,卵巣ホル

モン投与群およびカルシウム投与群が他の群と比較し

て,高値を示す傾向が認められ,活発な骨形成が推測さ

mm

血清エストロゲン3分画(図20)のうちエストロンおよ

びエストラジオール値は,卵巣ホルモン投与群が他の群

と比較して,有意差をもって高値を示した｡卵巣ホルモ

ン(オバホルモン)投与により,卵巣摘出によるエストロ

ゲン欠乏状態のうちエストロンおよびエストラジオール

を構うことが可能であることが確認できた｡

2) CMR所見

第1臼歯部,顎関節頭部のCMR所見によると,低カ

ルシウム金群(図21, 22)では,皮質骨および骨梁ともに

高度に吸収を受けて弄薄化し,高度の骨粗索症の発症が

認められたが,この群に卵巣ホルモンを授与した卵巣ホ

ルモン投与群(図21, 22)では,皮質骨は軽度の吸収を受

けていたが,皮質骨幅が厚くなり,また骨栗の数および

骨翼幅が増加していることが認められた｡卵巣ホルモン

投与により,骨の吸収が抑制され,また骨形成が元進し

ていることが認められた｡

カルシウム投与群(図21, 22)においては,皮質骨幅お

-il°
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図20　エストロゲン3分画

1 :低カルシウム金群, 2 :卵巣ホルモン投与群
3 :カルシウム投与群, 4 :対照群

図21卵巣ホルモン,カ
ルシウム授与時のC

MR像
第1臼歯部(×5)

上左:低カルシウム

食啓
上右:卵巣ホルモン

投与群
下左:カルシウム投

与群
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図22　卵巣ホルモン,カ
ルシウム投与時のC

M R像顎関節頭部
(×5)

上左:低カルシウム

金群
上右:卵巣ホルモン

投与帯

下左:カルシウム投
与群

よび骨栗幅ともに増加し, Ⅹ緑木透過性が増して,対照

群(図3, 5, 16, 17)と楽似の敏密な構造を呈していた,

カルシウム投与によって骨吸収が抑制されて,皮質骨お

よび骨栗が増加して,ほぼ対照群と同様の構造を皇する

までに改善されていることが認められたo

小　　　　　括

卵巣ホルモン投与およびカルシウム投与によって血清

カルシウム値は増加し,また卵巣ホルモン投与によって

血清エストロンおよびエストラジオールが顕著な増加を

示したo　さらにカルシウム投与によって,皮質骨および

骨梁が著明に増加し,骨吸収が抑制され79.80)また卵巣

ホルモン投与によって皮賛骨および骨翼が増加する傾向

が認められた30,31)｡カルシウム摂取不足が顎骨の骨粗索

症発症により強く影響を与えており,カルシウムの投与

が骨粗餐症の予防および治療に,より効果的であること

が確認できた｡

118

臨床的研究

骨粗褒症によって生ずる顎骨および歯周組織の変化を

臨床的に検討した｡

最近の骨代謝の臨床的研究は著しく進歩してきたが,

そのおもな理由として,生体の骨塩室を非観血的ならび

に非侵襲的に計測可能な種々の装置が開発されたことが

挙げられる｡

現在わが国において実際に行われている骨粗索症の骨

室および骨動態の診断法は,おもに次の方法である｡

慈恵大式分幾法は,単純Ⅹ線写貢を用いて,椎体の骨

栗を診断する方法である81)

定量的Ⅹ線CT法(QCT)は, Ⅹ線CTを用いて,患

者の脊椎海綿骨のC T値と標準骨等価物寛のC T値とを

比較することにより骨密度を評価する方法である82)｡

Dual Photon Absorptiometryは,ガドリニウム

153より出る2種寿の其なったγ線を利用して骨塩密度

を計測する方法である82)o

またごく最近では, D皿1 Energy X-ray Absorpti-

ometry(DEXA)が開発されて,老年病科,整形外札

内分泌科など臨床に応用されている83)

ところで顎骨領域の骨量および骨動態を診断するため

に,どの様な方法が実施可能であろうか｡図23は,歯科

の日常臨床で頻繁に用いられているパントモグラフであ

るが,高弁の無菌顎患者で,骨粗餐症患者ではないが歯

牙喪失後,高度歯槽塊萎縮を示しているo　この様に顎骨

は,歯牙素材が喪失すると,様々な程度に骨吸収をfEじ

84,85)骨の代謝性病変によって発症したか否かを診断す

ることは極めて困難である｡図24は,健常者および骨粗

餐症患者の脊椎単純Ⅹ線写貢であるが,骨粗索症の骨宣

および骨動態の診断に際して,脊椎の単純Ⅹ線写貢の診

図23　高度歯槽塊萎縮を呈する患者のパントモグラフ
(非骨粗餐症患者)
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図24　腰椎単純Ⅹ線写貢
左:健常着,右:骨粗餐症患者

図25　骨塩量計測ファントム使用のQCT像

上:顎骨用ファントム,下:腰椎用ファントム

断基準は確立されているが,パントモグラフを用いた診

断蓋準はいまだに無く,いかに活用可能か現在検討中で

ある｡最近, DEXAを用いて,下顎骨のBone mineral

content(BMC)を計測した報吾がみられる86)｡その報

吾によると,下顎骨では,女性においては,加齢こ伴う

Bone mineral density(BMD)の減少が認められ,ま

た磨椎BMDとの相関関係は,男性においてはほとんど

-田115
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みられなかったが,女性において,下顎骨全体,下顎骨

休部,臼歯部で認められ, DEXAの有用性について述

べている｡

今回,腰椎用骨塩室計測のファントムおよび顎骨磯城

用に開発された骨塩室計測のファントム87)を使用する機

会を待たので,ボランティアに使用して,腰椎用および

顎骨用を同一被験者に応用してQ C T分析(図25)を行っ

た｡そのQCT像を検討したが,種々問題点はあるが,

有用性が確認できた｡今後これらを用いて腰椎および顎

骨における骨租雇症による変化について検索する予定で

あるo　しかし他の病態と鑑別して,骨粗索症によって引

き起こされる顎骨の骨室および骨動態の診断法は,覗

荏,有用な方法はなく,開発が待たれるところである｡

われわれは,臨床的な研究に着手したばかりで,研究成

績を報吾できる段階に至っていない｡これらの研究結果

を基本にして,顎骨領域における診断法ならびに治療法

を検討したいと考えている｡

ま　　と　　め

骨粗餐症が,顎骨等におよぼす影響について,骨粗索

症モデルを用いた実験的研究および顎･口腔領域におけ

る変化についての臨床的研究について検索し,次の結果

を得た｡

I　骨粗餐症モデルを用いた実験的研究

1.退行期骨粗索症について(卵巣摘出･低カルシウム

金飼育による骨粗餐症)

1)血清カルシウム値は,骨粗索症群が対照群と比較

して有意に低値を示し,顕著に減少していた｡

2)血活アルカリフオスファクーゼ値は,有意差がな

かったが,骨粗餐症群が高値を示した｡

3)骨粗索症群では,皮質骨は,内伽より吸収され

て,葬薄となり,骨翼は,吸収されて数および幅が滅少

し,脆弱化していた｡また対照群と比較して,破骨細胞

を内部に含む多数の骨吸収官が観察されたo　とくに若い

群において,骨粗索化の傾向がより強く発現した0

4)骨形態計測学的検索によると,皮薯骨密度,骨梁

密度,皮賛骨幅,骨巽中扇は,骨粗宴症群が対照群と比較

して,すべて低値を示した｡

5)口蓋骨の骨基薯形成面では,骨粗餐症群は,勝原

細線経の石灰化の抑制がみられ,骨の粗索化が元進して

いることが認められた｡

2.続発性骨粗索症について

1)血清カルシウム値は,卵巣摘出･低カルシウム金

飼育群および肝硬変群が対照群と比較して,有意差を



724 小林:骨粗宴症が顎骨におよぼす影響

もって低値を示し,糖尿病群がはぼ正常値を示した｡

2)血清リン値および血清アルカリフオスファクーゼ

値は,卵巣摘出･低カルシウム金飼育群および肝硬変群

ならびに糖尿病群が対照群と比較して,有意差はなかっ

たが,高値を示した｡

3)卵巣摘出･低カルシウム金飼育群は,骨粗索化が

掠著に認められたが,肝硬変群および糖尿病群は,皮質

骨および骨梁がところどころで軽度に吸収を受けて骨粗

索化の傾向がみられた0

3.骨粗馨症の治療法について

1)血清カルシウム値は,卵巣ホルモン投与群および

カルシウム投与群が低カルシウム金群と比較して,有意

差をもって高値を示した｡

2)血清アルカリフオスファクーゼ値は,卵巣ホルモ

ン投与群およびカルシウム投与群が高値を示した｡

3)血清エストロンおよび血清エストラジオール値

は,卵巣ホルモン投与群が有意差をもって高値を示し

m

4)卵巣ホルモン投与群は,皮質骨幅および骨梁数･

幅が増加して,骨吸収が抑制され,骨形成が元進してい

ることが認められた.またカルシウム投与群は,皮薯骨

および骨梁の幅が増加して,擦密な骨構造を皇し,ほぼ

対照群と同様な構造を示すまでに改善されていた｡

H　臨床的研究

1.定量的Ⅹ線法に用いる磨椎用骨塩室計測ファントム

および顎骨領域用骨塩室計測ファントムの試用の機会を

待て,これらの有用性が確認された｡今後これらを用い

て,顎骨における骨粗餐症による変化を検討する予定で

*JH!

稿を終わるに臨み,本研究を平成元年度学長奨励研究として

ご採択項き,さらに東嘉歯科大学学会において発表の機会を与

えて下さいました東嘉歯科大学学会長　金竹哲也学長はじめ囲

係各也に深く感謝致します｡また,終始ご指導,ご鞭捷頂いた
川島　康教授に厚くお礼申し上げますとともに,本研究にご協

力項いたオーラル　メディシン講座の各位ならびに関係話講座

の各位に深く感謝致します｡
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