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原　　　　著

緒　　　　　言

近年,高弁人口の増加にともない種々の老年病が問題

となっているoなかでも代謝性骨疾患の骨粗餐症は老年

期とくに女性に多く見られる1)‾3)疾患で老年病のなかで

も最も重要なものの1つであり,また高血圧症,糖尿病

と同様に加齢とともにその発症率が増加する4)ことは広

く知られている｡骨粗産症は骨の化学的成分の変化をと

もなわずに単位容積内の骨の絶対量の減少をきたす疾患

である5)とされ, Albrightら(1940)eの報吾以降多く

の報吾がなされるようになったo高麻者に多くみられる

ため老化にともなう生理的な状態であると議論された時

新もあった2)3)7)8)が,鼻近では発症原因が明かになるに

つれて病的な状態とみなされるようになった1)9)-16)そ

の病因は,カルシウムの摂取不足9)などの栄養的園子

や,性腺機能低下(特にエストロゲンの欠乏10))副甲状

*本論文の要旨の一部は第242回東京歯科大学学会例会
(平成3年3月9日,千葉),第36回日本口腔外科学会総
会(平成3年10月4日,大阪)において発表した0
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腺ホルモン11)およびカルチトニン12)の異常などの内分泌

的因子,その他種々の因子が確認されており,互いに相

乗的作用を発寛L multifactorialであるといわれてい

る｡

従来より骨粗餐症は原発性(Primary)と続発性(Sec-

ondary)に分けられ17)18)さらに原発性は退行親骨粗餐

症(Involutional Osteoporosis)と若年性特発性骨粗餐

症(Idiopathic Juvenile Osteoporosis)に分けられてい

るoまた退行親骨粗索症13)14)は閉経後骨粗餐症(Post-

menopausal Osteoporosis)と老人性骨粗索症(Senile

Osteoporosis)に純分されている｡一般的に骨粗餐症は

退行期骨粗索症のことを示している｡本症は高弁人口の

占める割合が予想を越えて高い伸びを示していることか

ら今後さらに増加することが予想され1),医学的,社会

的にも種々の重要な課題を有している｡

一方,最近歯科臨床において人工代用骨材が頻繁に使

用されるようになってきているが,新鮮自家骨移植およ

び保存同種骨移植と比較して量的制限がなく材料の入手

やその保存,管理が容易であることから,この人工代用
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骨材の有用性が高く評価されている｡その適応は高度に

萎縮した顎鼻に対して行う歯槽堤形成術や,嚢胞あるい

は塵症摘出後の骨欠損の修復などがあげられるO歯牙

や骨組織などの硬組織を構成する無機成分ときわめて

楽似している19)20)こと,高い生体親和性20)-23)を有す

ること,すぐれた骨伝導能20)23)25)を有すること,材愛が

長斯間安定していること26)などから,人工代用骨材の

中でもリン酸カルシウム系のHydroxyapatite　〉-33)

(以下HAPと略す)が特に庄目を集め種々の基礎的研究

が行われ,臨床においても応用されている｡

ところで今後老年患者の歯科受診が増加するにした

がって,これら老年患者に人工代用骨材を応用する機会

が多くなることが予想される｡しかもこれら老年患者の

うちには,骨粗索症を発症する素因を有する患者が相当

数含まれていると思われるo　したがって骨粗餐症に対す

る人工代用骨材の影響を検討する必要があると思われる

が,人工代用骨材に関する研究は正常な実験動物に対し

て応用しその組織学的反応を観察しているものが多く19'

-33)実験的骨粗宴症を発症させた動物を用いたものは

きわめて少数であり34)-37)これらは四肢骨に応用した

もので,顎骨蔑域に用いたものは著者が渉猟し待た範囲

ではみられなかった｡

そこで今回著者は卵巣摘出術･低hjレシウム金飼育に

よる実験的骨粗産症ラットに対して,その下顎骨下縁に

作成した人工的骨欠損部に多孔性H A P東粒を壊蓋し,

骨粗宴症が多孔性H A P項粒の関与する骨新生と新生骨

の成熟過程におよぼす影響について,血液生化学的,新

教Ⅹ線学的(Contact Microradiography),病丑組織

学的および形態計測学的方法によって詳縮こ観察し,輿

味ある成績を待たo　これらの成績より今後人工代用骨材

を老年患者に用いる際,種々の治癒過程を示すことが示

唆されたのでここに報吾する｡

材料および方法

1.実験動物

Sprague-Dawley系雌性ラットを使用した｡生後6

過麻,体重120g前後のラットを搬入後2週間飼育し,

異常を認めなかった48匹を実験に供した｡

3.実験的骨租産症の作成

骨粗餐症群(実験群)は生後8週齢のラットをチオペン

タール･ナトリウム(ラボナール⑪,田辺製薬)麻酔下で

背也に固定し,傍正中切開による両側卵巣摘出術

(Ovariectomy)実薙後,低カルシウム金(0. 02%Ca,

).35%P含有飼料･オリエンタル酵母B金変型固型飼

料)を与え3ヵ月間飼育した｡

対照群(非手術群)には正常カルシウム食(0. 5%Ca,

0. 35%P含有飼料･オリエンタル酵母標準固型飼料)を

与え3ヵ月間飼育した｡

4.人工代用骨材の壊塞法

1)実験に使用した多孔性Hydroxyapatite癌粒

実験には額粒状HAP,アパセラム⑪G-S(旭光学

工業)を用いたo額粒の直径約300-600n mの多孔性覇

粒で焼成濫度1200-C,気孔径2 -10,um,気孔率20%で

不定型を宣している｡ HAP顆粒は滅菌生食水に浸漬し

て脱泡し使用した0

2)人工的骨欠也の作成

骨粗索症群および対照群ラットともにチオペタ-ル･

ナトリウム(ラボナール⑪,田辺製薬)麻酔下に腹位に固

定し,顎下部を広く剃毛し手術用イソジンと消毒用70%

アルコールにて消毒後,皮下に8万分の1エビネフリン

添加2%リドカイン(歯科用キシロカイン⑪,藤沢製薬)

にて浸潤麻酔後,メス(No.15,フェザー工業)にてまず顎

下部正中の皮膚に切開を加え両側下顎骨下縁の骨膜を剰

離し,滅菌生金水を滴下しながら歯科用ラウンドバー

(RA1　023,マイジンガ一社)を用いて両側下顎第一

臼歯相当部の下顎骨下縁に人工的骨欠損(3 × 2 ×2mm)

を左右合わせて2ヵ所作成した(図1)｡骨欠損を作成し

た後,ネオマイゾン1 g加滅菌生食水20mJにて十分に

洗浄･清掃を行った｡

2.飼育方法

実験動物は東京歯科大学市川総合病院動物実験室にお

いて,気濫24-Cの恒常的環境下に1飼育金属ケ-ジに1

匹ずっ入れて自由運動下に水道水を自由に摂取させて飼

育した｡
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図1下顎骨下縁に作成した骨欠演
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3)多孔性Hydroxyapatite顆粒の壊塞

あらかじめ滅菌生食水中に入れ脱泡したHA P敷粒を

人工的骨欠損部に小型鋭匙および歯科用ピンセットを用

いて,過剰な圧力を加えないように細心の注意を払い,

骨欠也を溝たすように可及的緊密に壊塞したo壊塞終了

後,壊塞部母床骨の骨漠を旧位に復し纏合し,さらに筋

層および皮下組織,皮膚をそれぞれ縫合した｡なお縫合

糸はネスコスーチャー⑰絹製縫合糸(3-0号,日本商事)

を使用した｡

5.実験期間

壊塞1, 2, 4, 8, 12週後に全血室を採取し,失血

により屠殺した｡

6.血液生化学的検索

屠殺時に腹部大動脈より採血を行い,血清カルシウム

値,血清リン値,血清アルカリフオスファクーゼ値を測

定した｡

血清カルシウム値はオルソクレゾールフタレインコン

プレキソン法(OCPC法),血清リン値はモリブデン酸

直接法,血清アルカリフオスファクーゼ値はPNPrate

assay法を用いて定量測定した0

7. Contact Microradiography試料作成および観

察

屠殺後,実験部位を含む下顎骨をその周囲組織ととも

Cal

in･

項塞1週;　H
57
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に一塊として採取したOなお左側は非脱灰研磨標本,右

側は脱灰標本とした｡

採取した左側下顎骨は固定および染色を行うため,

Villanueva bone stain液に5日間(室濫)浸活した｡そ

の後,上昇アルコール系列で脱水し,スチレンモノマー

に浸漬後, *-uェステル樹脂(リゴラらク⑪,応研商事)

に也埋,重合,硬化させたoクリスタルカッターMC

-202Cマルト一社)を用いて厚さ200^mに前頭断し,さ

らに砥石により厚さ70,umまで研磨し非脱灰研磨標本を

作成した.これをSOFRON TYPE SR0-M40Cソフ

ロン杜)を用いてContact Microradiography(以下C

MRと略す)を撮影した｡撮影条件は蕉点･フイルム問

距離55mm,管電圧IOkVp,管電流5 mA,露出時間34

-40分とした｡フイルムはKODAK Sp)ectroscopic

Safety Film Type No.649- 0(Eastman KODAK)を用

い,現像は同社の指定処方D-19で20℃, 5分間行い,定

着,水洗,乾燥した後,スライドグラス上に封入して鏡

検した｡

8.病歴組滅学的観案

1)非脱灰研磨標本

cMR撮影に用いた非脱灰研磨標本(Villanueva

bone stain涛)をCMR撮影後,さらに30/zmの厚さま

で再度研磨し,無蛍光スライドグラス上に無蛍光グリセ

リンにて封入し蛍光顕微鏡(補助フィルター: 470K,励

起フィルター:V)にて観察した｡なおVillanueva bone

表1　ラベリング　タイムテーブル

投与量･-カ　ルセ　イ　ン(Cal):8mg/kg

テトラサイクリン(TC):20mg/kg

TC Cal

J 8

項塞2過｢　1214

Cal TC TC Cal

旦　　J J　旦

項塞4週

壊塞8週

壊塞12週

14　　21　2628

Cal TC TC TC

llL J J J

TC TC TC Cal

J J J IIL

14　　21　28　　35　　42　　49　5456

Cal TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC Cal

&　J J J J J J J J 1　1　亜

14　　21　28　　35　　42　　49　　56　　63

31

70　　77　8284



636 吉本:実験的骨粗索症ラット下顎骨に対するHA P壊窒

stainは覚光顔放鏡下においては,低石灰化骨は痩色,

戴骨は赤色,成熟骨は線色に観察される｡

なお,屠殺に先立ち表1に示す用室とタイムテーブル

にてテトラサイクリン(TC),カルセイン(Cal)による

二重骨ラベリングも行った｡

2)脱灰標本

採取した右側下顎骨はただちに10%中性緩衝ホルマリ

ンによる浸漬固定を7日間(室濫)行った｡脱脂(1　問)

後,下顎骨を10%EDTA(pH7.4)にて脱灰(8　　週

間)して上昇アルコール系列で脱水し,パラフィンに包

埋したo　これを適法にしたがって5 pmの前頭断の切片

とし, Hematoxylin-Eosin重染色を施して鏡検した.

9.形態計測学的勧案

壊塞1, 2, 4, 8, 12週後の対照群と骨粗索症群の

新庄骨および新生短骨の形成について非脱灰研磨標本

(Villanueva bone stain)上で形態計測学的に観察を

行った｡頑側の母床骨断端から吉例の母床骨断殆までを

結ぶ全範囲を倍率100倍で写真撮影し,多目的画像処理

装置(SpiccaII,東芝エンジニアリング)を用いて下記

の項目につき計測を行った｡

全視野(測定範囲)の面積,母床骨の面積, HAP頼粒

の面積,新生骨の面積,新生歎骨の面積をおのおの測定

し,全視野(測定範囲)の面積から母床骨とHA P覇粒の

面積を除いた領域に対する新生且　新生鹿骨の面積の割

杏(%)を算出し,それぞれ新庄骨形成率,新生幾骨形成

率とした｡

なお図2に壌塞部全景の覚光顔微鏡写桑を,図3にそ

のトレース図と全視野(測定範囲),母床骨, HAP額

粒,新庄骨,新生棄骨および新生骨形成率,新生戴骨形

成率の計算式を示した｡

10.統計学的評価

対照群および骨粗索症群における各計刺値の平均値お

よび標準偏差を算出した｡両群間の統計学的有意差は

Studentのt検定により行った｡

成　　　　　庫

表2 , 3に対照群24例,骨粗餐症群24例の研究成績を

一括して表示した｡

1.血液生化学的検索

1)血活カルシウム値(表4)

血清カルシウム値は壊塞1週後の対照群と骨粗産

症群においては,それぞれ平均9.14±0.34mgゾdJと

8.96±0.87mg/dZであり, 2過後の対照群と骨粗餐症

群においては同じく平均8.88±0.1lmg/dlと8.42±

1.03mg/dZであったo同じく4遁後ではそれぞれ平均

9.16±0.31mg/dZと8.70±0.33mg/dZであり, 8週後

ではそれぞれ平均9. 02± ).41mg/dZと8.86±0.30mg/

dlであり, 12過後ではそれぞれ平均9.28±0. Umg/dl

と8.63±0. 15mg/dZであった｡全実験期間を通じて対

照群と比較して骨粗餐症群は低値を示し,特に12週後に

おいては,対照群に対して1 %の危険率で統計学的に有

意差が認められた｡

2)血活リン値(表5)

血清リン値は壊塞1週後の対照群と骨粗索症群におい

ては,それぞれ平均5.54±0.48mg/dZと5.96±0.55

mg/dlであり, 2過後の対麿群と骨粗餐症群において

は同じく平均4. 70±0.2Smg/dlと5. 02±0.57mg/dZで

あった｡ 4週後ではそれぞれ平均5.22±0.43mg/dlと

5.40±0.45mg/dZであり,同じく8過後ではそれぞれ

平均4.80±0.49mg/dZと5.58±0.97mg/dZであり, 12

週後ではそれぞれ平均3. 95±0. 17mg/dJと4. 13±0. 48

mg/dlであった｡全実験親間を通じて対照群と比較し

て骨粗索症群は高値を示したが,特に統計学的に有意差

は認められなかった｡

3)血清アルカリフオスファクーゼ値(表6)

血活アルカリフオスファタ-ゼ値は壊塞1過後の対照

群と骨粗索症群においては,それぞれ平均234. 20±65. 30

IU月/37℃と280.60±40.08IU月/37℃であり, 2過後

の対照群と骨粗餐症群においては同じく平均234. 60±

62.23IU/ I /37℃と285.80±37.16I U/ ～ /37℃であっ

た｡ 4過後ではそれぞれ平均275.80±51.78IU/ I I

37℃と350.40±　3.91IU/I/37℃であり, 8週後では同

じくそれぞれ平均206.20±39.32 I U/ I /37-Cと303.60

±71.041 U/ I /37-Cであり, 12週後ではそれぞれ平均

232.25±56.89I U/ I /37℃と295.75±28.52I U/ I I

37℃であった｡全実験期問を通じて対照群と比較して骨

粗餐症群は高値を示し,特に8過後においては,対照群

に対して5 %の危険率で統計学的に有意差が認められ

m

小　　　　　括

血清カルシウム値は全実験期問を通じて,対照群と比

較して骨粗産症群が低値を示し,特に12週後において,

1 %の危険率で統計学的に有意差が認められた｡血清リ

ン値は全実験親間を通じて,対照群と比較して骨粗索症

群が高値を示したが,特に統計学的に有意差は認められ

32　-



歯科学報 Vol．92，No．4  63T   

1■  

■  

図2 演芸部全景蛍光顕微鏡写真   

園3 図2のトレース図  

（1）計測部位  

⊂】：牒（AV）  
■l：母床骨 （B）  

■：HAP顆粒（H）  

（2）算出式  

①新生骨形成率 ＝   

②新生頬骨形成率＝  

■：新生骨 （NB）  
■：新生類骨（NO）  

NB  

AV－B－H  

1 33 l  
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表　2

対　　　照　　　群

堰

塞

期

フ

ッ

ト

香

血 波 生 化 学 的 所 見
C M R の 所 見

(新 生 骨 の 禾 透 過 性 )
形 態 計 測 学 的 所 見

血 活 C a 値 血 清 P 値 血清 A L P 値
皮 賛 骨 断 端

壊 塞 部 中 央

H A P 顧粧 /

新 庄 骨

形 成 率

新 生 類 骨

形 成 率

間 臼7j-
(m g /d Z) (m g /d Z) (IU / I /37-C )

間 隙 (% ) (% )

1

過

1 9.6 6. 1 179 - 0.00 0. 00

2 9.4 5.2 245 - - 0.00 0. 00

3 8.7 5.9 196 - 】 0.00 0. 00

4 9.2 4.8 357 ～ - 0.00 0. 00

5 8.8 5.7 194 - - 0.00 0.00

2

過

6 8.7 4.5 34 1 ± - 7. ll 2.04

7 8.8 5.2 167 + - 16.34 4.65

8 9.2 4. 5 256 + ± 2 0.50 5.12

9 8.8 4. 8 180 ± 7.57 6.25

10 8.9 4. 5 229 + ± 2 1.03 工 40

4

過

ll 9.4 5. 7 249 + + 34.62 3.14

12 8. 7 5.0 317 + + 42.28 10.93

13 9.6 4.6 326 + + 34.15 7.26

14 9.0 5.7 187 + + + 44.69 3.10

15 9.1 5.1 300 + + 37.21 3. 28

8

過

16 9.0 4.6 252 + + + + 79.25 4. 92

17 9.8 5.7 157 + + + + 67. 56 2. 91

18 8.7 4.5 215 + + + 5. 70 8.22

19 8.7 4.9 164 + + + + 61. 06 0.94

20 8.9 4.3 2 43 + + + + 72. 17 1. 10

12

過

21 9.3 4.0 162 + + + + 78.59 0.42

22 9.3 3. 8 244 + + + + 82.45 0.70

23 9.1 4. 2 206 + + + + 8 7.37 0.85

24 9. 4 3. 8 3 17 + + + + 87.78 0.54

新庄骨の不透過性-　- :不透過性を認めないo
± :不透過性を認めるがごくわずかである

+ :不透過性を認める｡
++ :充分な不透過性を認める｡
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表　3

639

骨　粗　餐　症　群

塞

塞

斯

ラ

ッ

ト

香

血 液 4 化 学 的 所 見
C M R の 所 見

(新 生 骨 の 不 透 過性 )
形 態 計 測 学 的 所 見

血 清 C a 値 血 清 P 値 血 清 A L P 値
皮 寛 骨 断 端

壊 寡 中 央

H A P 額粒

新 生 骨

形 成 率

新 生 蕉 骨

形 成 率

間 [コラ

(m g /d l) (m g /cU ) (IU / I /37-C )
間 隊 (% ) (% )

1

過

2 5 9. 7 6.5 350 - - 0.00 0.00

2 6 10. 3 5.8 239 - - 0.00 0.00

27 8.4 5.8 289 - i 0.00 0.00

28 8.2 6.6 243 - - 0.00 0.00

29 8.2 5. 1 282 ～ 0.00 0.00

2

過

30 10.1 5.5 262 ± ± 12.66 12.34

31 8.5 4. 7 309 ± ± ll.51 7.59

32 7.5 4.5 321 ± - 4.75 5.04

33 8.8 5.9 3 13 ± - 8.05 6.61

34 7.2 4.5 224 - ± 8.97 上 6.1

4

過

35 9.1 6. 1 308 ± 17.70 5.00

36 9.0 5. 0 362 + + 16.88 10.86

37 8.7 5.3 399 ± ± 27.90 6.23

38 8.5 4. 9 302 ± - 24.17 5.76

39 8.2 5. 7 38 1 ± ± 23.84 l l.15

8

過

40 8.5 5. 5 38 7 + + .7 1 14.39

41 8.8 5. 9 238 ± ± 53. 16 13.43

42 ;.9 7. 2 23 1 + + 51.02 7.03

43 8.7 4.3 3 91 + + 57.82 5.43

44 9.4 5.0 2 71 + + 48.25 .5 1

12

過

45 8.8 4.9 312 + + 65.85 5.28

46 8.4 3.6 249 + + 64.80 4.65

47 8.7 4.1 324 + + 62.57 6.65

48 8.6 3.9 298 + + 57.24 6. 15

新生骨の不透過性- - :不透過性を認めない｡

± :不透過性を認めるがごくわずかである
+ :不透過性を認める｡

++ :充分な不透過性を認める｡
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表4　血清カルシウム値

壊　塞　斯　問

8週; 12週

(n- 4)★★

対照群9.14±0.34】8.88±0.1719.16±).31i9.i ±0.4119.: ±).ll

I             I

莞粗禁声6±).8718.42±1.03 8.70±0.33 8.86±0･3両±).15

1　　　　　　　　　　　l I i

E I I r

Mean±SD,単位:mg/dl　　　★★　P<0.01

表5　血活リン値

盛　宴　期　間

対照群5.54±0.48】4.70±r¥ ooic no±0.4314. ±/.4a!｡.u｡±1.17

莞租票I5-55 5. 02+0.57陣).45-5.58+0.97恒3-ア(

.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

I l　　　　　　　　　　　[　　　　　　　　　　I

I　　　　　　　　　　　　!　　　　　　　　　　　　I I

Mean±SD,単位: mg/dJ

表6　血清アルカリフオスファクーゼ値

壊　寡　斯　間

4週〔 8週; 12週
1　　　　　【

(n-5) ! (n-5)★【 (n-4)

対照群234.20

ァ65.1±62.23

【234.60
11 I

t

M on iooo ok
l

±on oo】 ±56.89

骨粗索

症　群

]　　　　　l            l　　　　　]

280.60　】285.80　1350.40　1303.60　】 5 7R
i            I            I            i

±40.08】　±37.16!　±8.91!　±71.04!　± .oz

Mean±SD,単位: IU/I/37℃　　★ : P<0.05

なかった｡血清アルカリフオスファクーゼ値は全実験期

間を通じて,対照群と比較して骨粗餐症群が高値を示

し,特に8週後においては, 5%の危険率で統計学的に

有意差が認められた｡

今回,血清カルシウム値/血清リン値の測定は行わな

かった｡従来より骨粗餐症における血液生化学的検索方

法として,以上の3項目が通常測定されている｡そして

今回の実験においては血清カルシウム値は低値を示し,

血清リン値と血清アルカリフオスファクーゼ値は高値を

示す傾向が認められた｡

2. Contact Microradiography(CMR)の所見

1)対照群

(1)壊塞1過後(図A-1)

骨欠損部全体にきわめて高いⅩ線不透過性を示す大小

不同の多孔性HAP頼粒が認められた｡母床骨皮賛骨は

厚く,外基礎層板および内蓋礎層板が数条の層板骨より

構成されており　Haversian systemが保たれて著明

な変化は認められず,また骨翼は数が多く緊密であっ

た｡これらの皮薯骨および骨翼を含めた母床骨は,全体

的に均一で高いⅩ線不透過性を示した｡

新生骨の形成はHAP皐貢粒間隊,母床骨内･外側面お

よび皮質骨断端に認められなかった｡

(2)壊塞2過後(図A-2)

骨欠損部全体に非常に高いⅩ線不透過性を示すH A P

原粒が認められた｡壊塞1週後の対照群と幾似の所見を

室し,皮質骨および骨翼を含めた母床骨は著明な変化が

認められず,均-で高いⅩ線不透過性を示したo

新生骨の形成は母床骨骨髄方向よりみられ,形成室が

少量であるためHAP額粒問陵に島状に散在している像

が認められた｡この新生骨のⅩ線不透過性は母床骨と比

較して低かった.しかし新生骨の形成は皮質骨断席には

認められなかった｡

(3)壊寡4週後(図A-3)

HA P栗粒は均一で高いⅩ線不透過像として認められ

たが,吸収嵩がみられず,その外形に著明な変化は認め

られなかった｡母床骨の構造は壊寡1, 2週後と顛似の

所見を呈し,顕著な変化はみられず,均一で高いⅩ線不

透過性を示した｡

新生骨の形成は母床骨骨髄方向より認められ,また

HA P顆粒周匪において新生骨の形成室が増して,樹枝

状の形態を呈していることが認められた｡さらにこの新

生骨は頑側皮宴骨断席と舌側皮質骨断端の間にブリッジ

状に連結していることが認められた｡また母床骨の内側

面および外側面において,一部に新生骨の形成が認めら

れた｡壊塞2週後と比較して新生骨のⅩ線不透過性は高

く,また新生骨は厚く敏密で多量であった｡

(4)壌塞8週後(図A-4)

今までの例と同様に骨欠損部に高いⅩ線不透過性を示

すHAP按粒が認められたが,吸収嵩がみられず,その

外形に著明な変化は認められなかった｡母床骨の皮質骨

および骨翼は壊塞1, 2,　過後と戴似の所見を室し,

著明な変化はみられず,均一で高いⅩ線不透過性を示し

m

新生骨の形成は骨欠損部の皮質骨相当部において,
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HAP頼粒のほぼ全周囲にみられ,この新生骨は頑側皮

嚢骨断端と舌側皮質骨断端の問を完全に充壊しているこ

とが認められた｡その外形は下顎骨本来の概形を再現し

ており,新生骨は壊塞4週後の対照群と比較して厚く敏

密であり, Ⅹ線不透過性が高くなり,より一層撤密度を

増していたが,醤床骨との境界は明瞭であった.さらに

新生骨嬰内に不定形の骨小腔が認められたo

(5)壊塞12週後(図A- 5)

今までの例と同様に骨欠櫨部に高いⅩ線不透過性を示

す大小不同の多孔性HA P頼粒がみられ,その外形に著

明な変化は認められなかった｡母床骨の皮賛骨は厚く敏

密であり,また骨翼の数は多数で緊密であり,これらの

母床骨は均一で高いⅩ線不透過性を示したo

新生骨の形成は骨欠視部の皮賛骨相当部においては,

HA P顆粒の全周囲にみられ,この新生骨は頑側皮賛骨

断席と舌側皮賛骨断端の間に完全に充壊されており,明

酷な層板状構造を呈していた.また対照群の壊塞8週後

の新庄骨と比較して骨小腔はさらに縮小し,新生骨はⅩ

線不透過性が高くなり顧密度を増して,成熟度が元進し

ていることが認められた｡

2)骨粗索症群

(1)壊塞1週後(図A-6)

骨欠櫨郡全体に高いⅩ線不透過性を示す大小不同の多

孔性HA P顆粒が散在していた.母床骨皮賛骨は内側面

に多数の吸収高を認め,内基礎層板が消失して非薄化

し,同時親の対照群と比較すると罪薄であり, Ⅹ線禾透

過性が低く透過度が増していた｡また母床骨骨翼は数が

滅少し,弄薄となり同時親の対照群と比較してその数は

非常に少なく疎であった｡これら皮繋骨および骨翼の所

見より,高度の骨粗索症が発症していることが認められ

た｡

新生骨の形成は母床骨皮薯骨の内･外側面,壊塞した

HA P顆粒間隙および皮質骨断席には認められなかっ

た｡

(2)壊塞2過後(図A-7)

骨欠損部全体に,多孔性HA P顧粒の不透過像が認め

られた.母床骨皮寛骨は壊寡1週後と歎似の所見を室

し,多数の吸収雷を認め,内基礎層板が消失してより弄

薄化し同時期の対照群と比較して薄く,また骨翼も同様

に葬薄で疎であった｡さらに骨粗餐症は壊塞1週後より

も進行していることが認められた｡

新生骨の形成はごく一部ではあるが,非常に低いⅩ線

不透過性を示してHAP顧粒間隙にみられ,一部では

HAP顆粒に直接結合している像が認められた｡しかし

I, No. 4 (1992) 641

同時期の対照群にみられた新生骨と比較すると非常に脆

弱でⅩ線不透過性が低かった｡また母床骨外側面には新

生骨の形成は認められなかったが,内側面にごく一部に

きわめて低いⅩ線不透過性を示す新生骨の形成,添加が

認められた.また皮賛骨断端にごくわずかな新生骨の形

成が認められた｡

(3)壊寡4週後(図A-8)

今までの例と同様に骨欠損部には均一なⅩ線不透過性

を示す大小不同のHAP額粒が認められたo LかLHA

p悪粒には吸収雷はみられなかった｡母床骨皮賛骨およ

び骨梁は壊塞1 , 2週後と楽似の所見を呈していたが,

さらに葬薄化し,数が滅少していることが認められた｡

また同時効の対照群と比較して母床骨皮薯骨は非薄であ

り,母床骨の骨梁は疎であった｡これらの所見より骨粗

寿症がより進行していることが認められた.

新庄骨の形成は多数のHA P煩粒間隊できわめて細い

樹枝状にみられ,顧粒周囲の1/2の部位でHA P顧粒と

直接結合している像が認められた｡しかし形成された新

生骨はⅩ線不透過性が低く罪薄で脆膏,qであり,同時斯の

対照群と比較して形成量および幅が減少していることが

認められた｡母床骨外側面への新生骨の添加は広範囲に

認められたが,内細面への添加はごく一部に認められる

のみであった｡また皮質骨断席には島状のごくわずかな

新生骨の形成,添加が認められたo

(4)壌塞8週後(図A-9)

骨欠演部全体に多孔性H A P粟粒のⅩ線不透過像が認

められたが,その外形に変化はみられなかった｡母床骨

は同時期の対照群と比較して皮婁骨全体に吸収嵩が認め

られ,皮賛骨の幅が細く脆弱となり層板状構造が消失し

ている像が認められ,また骨梁が細く弄薄となり高度の

粗褒化を示しており,壊塞1, 2, 4週後と比較して骨

粗餐症がより進行していることが認められたo

新生骨の形成はH A P顧粒間隙において樹枝状にみら

れ,頑柳皮賛骨断端と舌側皮薯骨断端をブリッジ状に連

結しており, HAP頼粒周囲の大部分において直接額粒

と結合していることが認められた｡また新生骨の形成室

は多量で本来の下顎骨の概形を再窮していたo　しかし新

生骨は同時期の対照群と比較して, Ⅹ線不透過性が低く

細く脆膏,qであり,新生骨内の骨小腔は不定私　不壊別

で,開大しており,骨粗餐化の傾向が認められた｡

(5)壊塞12週後(図A-10)

骨欠櫨部全体に多孔性H A P鹿粒のⅩ線不透過像がみ

られたが,その外形に変化は認められなかったo母床骨

は壊塞8過後と楽似の所見を呈し,同時期の対照群と比
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較して皮質骨全体に吸収膏が認められた｡皮質骨の幅が

綿く脆弱となり,層板状構造が消失した像が認められ,

また骨梁が細く弄薄となって,全体的に高度の骨粗索化

を示していた｡

新生骨の形成はHA P頼粒間隙において樹枝状であ

り,頑側皮賛骨断端と舌側皮質骨断鳩をブリッジ状に連

結しているのが認められた｡この新生骨は皮質骨相当部

のHAP顆粒周園の大部分において,直接粟粒と結合し

ており本来の下顎骨の概形を再窮していたo Lかしこの

新生骨は同時期の対照群と比較してⅩ緑木透過性が低く

細く脆弱であり,また骨小腔は骨粗索症群の壊塞8週後

と比較すると縮小していたものの不定形,不壊別に開大

しており,同株に骨粗索化の傾向が認められたo

3
`
D
　
棚

病理組穐学的観察

非脱灰研磨標本の蛍光顕微鏡所見

群照対

a.壊塞1過後(図　-1)

HAP頼粒周回にはカルセインによるラベリング像は

みられず,新生骨および新生類骨は認められなかったo

b.壊塞2遁後(図B-2)

HAP額粒問隊に,ところどころでテトラサイクリン

およびカルセインにラベリングされた樹枝状の新庄骨の

形成がみられ,またHAP尭粒に置接結合している部位

が認められた｡新生楽骨はごく少量認められた｡

C.壊塞4週後(図B-3)

HAP栗粒周囲約1/2の範薗において,テトラサイ

クリンおよびカルセインによりラベリングされた新生骨

がHAP果貢粒と置接結合している像が認められた｡また

赤色に染色された少量の類骨組織が認められた｡

d.壊塞8過後(図　-4)

本来の皮寛骨相当部に壊塞されたH A P粟粒周囲を観

察すると,テトラサイクリンおよびカルセインによりラ

ベリングされた厚く顧密な新生骨がHA P皐貢粒間隙を完

全に充壊して形成されている像が認められたo　しかし歎

骨組織はごく一部に認められるのみであったo

e.壊寡12週後(図　-5)

本来の皮賛骨相当部に壊塞されたH A P額粒周園を観

察すると,テトラサイクリンおよびカルセインによりラ

ベリングされた厚く廠密な新生骨がHA P項粒間隊を完

全に充壊して形成されている像が認められた｡この新生

骨は壊塞8週後のものと比較してラベリング範囲が増大

し,またその量が増加し,より成熟していることが推測

された｡しかし章骨組織はほとんど認められなかったo

(2)骨粗餐症群

a.壊寒1過後(図　-6)

カルセインによるラベリング像がみられず,対照群と

戴似の所見を皇し,新生骨および新生戴骨の形成は認め

られなかった｡

b.壊塞2過後(図　-7)

HAP顆粒間隊にテトラサイクリンおよびカルセイン

により二重にラベリングされた新生骨の形成が認められ

たo一部のHA P項粒では,項粒に直接結合する樹枝状

の細い新庄骨の形成が認められた.またこれら新EE骨の

ほぼ全周にわたり,赤色に染色された顛骨組織が認めら

れた｡対照群と比較して,これらの新生骨は幅が狭く,

室が少量であった｡一方,新生薮骨層は幅が広く,新生

戴骨形成室がやや多い傾向が認められた｡

C.壊塞4過後(図　-8)

HAP顆粒間隙にテトラサイクリンおよびカルセイン

により二重にラベリングされた島状の新生骨の形成が認

められた｡壌塞2週後と比較して,新生骨の幅は増大

し,また新生骨の全周には,より厚い顛骨層が認められ

た.さらに同時期の対照群と比較すると,新生骨の形成

よりも新生顛骨の形成がやや多いことが認められた.

d.壊塞8週後(図　-9)

HAP顆粒間隊には,テトラサイクリンおよびカルセ

インによりラベリングされた細い樹枝状の新生骨の形成

が認められた｡壊塞4週後と比較して,新生骨の幅およ

び室がさらに増大していたが,新生事骨の室が減少して

いることが認められたo　またこの新庄骨は対照群におい

ては厚く顔密で間隙を満たしていたが,骨粗餐症君にお

いては形成量が少量で粗であった｡また-部の新生骨の

周囲には一層の新生楽骨があり,同時期の対照群と比較

して,多量であることが認められたo

e.壊塞12週後(図B-10)

HAP頼粒間隙には,テトラサイクリンおよびカルセ

インによりラベリングされた太い樹枝状の新生骨の形成

が認められた｡壊塞8週後と比較すると,新生骨の形成

量,成熟度ともに増していることが認められた｡また新

庄骨は同時期の対照群においては,厚く擦密で間隊を完

全に満たしていたが,骨粗餐症群においては問除が残存

し粗であった｡一部の新生骨周薗には,一層の新生幾骨

が認められたが,壊塞8週後のものと比較すると少量で

あった｡一方,同時期の対照群と比較して多量であるこ

とが認められた｡
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2)脱灰標本の組織学的所見

(1)対照帯

a.壊塞1週後(図C-1)

H A P頼粧間隙は赤血球および線維芽細胞を含む線維

組織により満たされ,鹿粒周囲には一層の紡鍾形の未分

化間菓系細胞の配列が認められた｡しかし新生骨の形成

は認められなかった｡

b.壊塞2週後(図C-2)

HAP栗貢粒間酎ま壊塞1週後と戴似の所見を示し,線

椎芽細胞を含む線維組織が存在したが,新生骨は島状に

形成されており,一部では直接栗粒と結合していること

が認められたoまた新生骨がみられない額粒周囲には,

一層の紡錘形の骨芽繍胞様細月包が配列していることが認

められた｡

C.壊塞4週後(図C-3)

壊塞されたHA P顧粒の間隙は約2/3の部分が新庄骨

で占められており,この新生骨は項粒周囲において大部

分直接結合していたが,ごくわずかの線維組織が介在し

ている部分が認められた｡新生骨の幅は厚く染色性がや

や増加しており,形成室が多かったが,層板状構造は認

められず,新庄骨薯内では骨小腔が不定形,禾塊別に開

大しており,新生骨面に一層の紡鍾形の骨芽細胞様細胞

が配列していることが認められた｡またHAP頼粒の吸

収はみられなかった｡

d.壊塞8週後(図C-4, 5)

HAP頼粒間隙のほぼ全域にわたり,新生骨が形成さ

れており,赤血球および線維組織などの軟組織の介在が

みられず,この新生骨は頼粒の全周にわたり直接結合し

ていることが認められたo　また新生骨は成熟し層板状構

造を呈しており,敏密であった｡しかしHAP抵粒の吸

収はみられなかった｡

e.壊塞12週後(図C-6)

HA P皐貢粒間隙の全域にわたり新生骨が形成されてお

り,赤血球および線椎組織などの軟組織の介在がみられ

ず,この新生骨は鹿粒の全周にわたり直接結合している

ことが認められた.新生骨は層板状構造を皇し,敏密で

壊塞8過後と比較して一層成熟度を増していることが認

められた｡しかし吸収雷および破骨細胞は,新生骨およ

びHAP頼粒には認められなかったO

(2)骨粗索症群

a.壊窒1過後(図C-7)

H A P皐貢粒間陵は赤血球および拡張した血管が観察さ

れ,多数の線維芽編胞を含む線稚組織によって満たされ

ていた｡ HA P顆粒表面に接する部分に紡錘形の未分化
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問葉系細胞が認められる部分があったが,対照群の同時

勤のものと真似の所見を示し, HAP鹿粒周囲に新生骨

の形成は認められなかった｡

b.壊塞2週後(図C-8)

HA P顧粒間隙は壊塞1週後あるいは同時期の対照群

にみられたのと顛似の所見を示し,線維芽細胞を含む線

維組織が存在したが, HA P頼粒周囲には紡鍾形の未分

化間菓系細胞が配列している像が認められた｡ -部の

HAP某貢粒周園には,額粒に直接結合しエオジンに淡染

した新庄骨が形成されていることが認められたOまた同

時期の対照群と比較して新生骨の幅は薄く細く脆弱であ

り,形成室が少量であったo

c.壊塞4過後(図C-9, 10)

HA P頼粒間隙には,線維芽細胞を含む線維組織が存

在したが,ところどころで新生骨は島状に形成されてお

り,尭粒に直接結合している像が認められたo壊塞2週

後と比較して新庄骨の幅は増加し,また形成室が多量で

あった｡層板状構造は認められず,新生骨質内には多数

の不定形で大きな骨小腔が認められたo　しかし同時期の

対照群と比較すると新生骨形成室は少量で,さらに幅が

狭かったo一部の痘粒周囲に紡鍾形の一層の骨芽細胞様

細胞が配列している像が認められた｡また新生骨の一部

に破骨細胞を含む吸収雷の出現が認められた.しかし

HA P按粒の吸収は認められなかった｡

d.壊塞8週後(図C-ll, 12)

HA P額粒間隙は約1/2が新庄骨により占められてお

り,この新生骨は大部分直接敷粒と結合していたが,と

ころどころに線維組織の介在する部分が認められた｡新

生骨賛内には不定形,不壊別の多数の骨小腔が閲大して

おり,内面には破骨綿胞を含む多数の吸収嵩が認められ

た｡壊塞4週後と比較して吸収嵩は増加し,またこの結

果,新生骨は対狸群の同時期のものと比較して細く脆弱

な構造を示し,明らかに異なった像を呈し,骨の粗索化

が認められた｡しかしHAP頼粒の吸収は認められな

かった｡

e.壊塞12過後(図C-13, 14)

HA P鹿粒間隙は約2/3が新生骨により占められてお

り,この新生骨は大部分直接HAP顆粒と結合し,とこ

ろどころに線維組織の介在する部分が認められた｡また

新生骨は壊塞8過後にみられたのと車似の所見を皇し,

新生骨賛内には不定私不塊別の多数の骨小腔が開大し

ており,内面には破骨細胞を含む多数の吸収雷が認めら

れた｡この結果,新生骨は対照群の同時期のものと比較

して細く脆弱な構造を皇し,明らかに異なった像がみら
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れ,骨粗餐症群壊塞8過後と顛似の骨の粗索化が認めら

れた｡

小　　　　　括

対照群では,母床骨は全実験斯間を通じてほとんど吸

収膏がみられず,骨の粗餐化の傾向が認められなかっ

た　HAP顆粒壊塞1過後には,新生骨の形成は認めら

れなかったが, HA P顆粒間隙は線維芽綿胞を含む線維

組織で溝たされていたo壊塞2週後には,額粒周囲には

一層の紡鐘形を呈した骨芽細胞様細胞の配列がみられ,

新庄骨の形成が開始されていることが認められた.壊塞

4過後では,頑側母床骨断端と舌側母床骨断端を連結し

たブリッジ状の新庄骨の形成が認められた｡新庄骨は壊

塞2過後と比較して厚く敏密であり, Ⅹ線不透過性が増

加していた｡顆粒周囲は大部分の新生骨は粟粒と直接結

合していたが,いまだ線維組織が介在する部位が認めら

れた｡壊塞8週後には,新生骨は擦密で層板状構造を呈

するようになり,さらに成熟度を増していた｡またこの

新生骨はHA P頼粒間隙のほぼ全域を占め,癌粒の全周

にわたり直接結合している像が認められた｡壊塞12過後

では,新生骨は額粒間隙の全域を占め,廠密で層板状構

造を示し,骨小腔が縮小して,さらに成熟度が増してい

た｡

これに対して骨粗索症群では,皮寛骨および骨栗を含

めた畳床骨は壊塞1, 2, 4, 8, 12週後となるにつれ

て実験期間の経過とともに吸収が著明となり,罪薄,脆

ヨ封ヒして,骨粗餐症が進行していることが認められたo

HA P顆粒壊寡1週後には,耗粒間隙は線維芽細胞を含

む線纏組織で満たされていたが,同時期の対照群と同様

に新生骨の形成は認められなかったO壌塞2週後では,

-部の叛粒周囲には紡鍾形を呈した未分化間葉系抽胞が

配列し,新生骨の形成が開始されている像が認められ

た｡この新庄骨は同時期の対照群と比較して細く脆弱

で,非常に低いⅩ線不透過性を示したo壊塞4過後で

は,覇粒間隙には線椎組織が認められたが,新生骨は形

成室が増し,ところどころで叛粒に直接結合している像

が認められたo壊塞2過後と比べ新庄骨は幅,量を増加

していたが,壌塞4週後の対照群と比較して細く脆弱で

あり層板状構造が認められなかったo　また新生骨の一部

に破骨綿胞を含む吸収雷の出場が認められた.壊塞8週

後では,新庄骨は顛側母床骨断鳩と舌側母床骨断塊をブ

リッジ状に連結していたが,同時期の対照群と比較して

綿く脆弱であり,低いⅩ線禾透過性を示した｡また新生

骨賛内に不定形,不壊別に開大した骨小腔があり,内面

に破骨細胞を含む多数の吸収竃がみられ,すでに骨粗索
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化の傾向が認められた｡また壊塞12週後では,新生骨は

壊塞8週後と比較すると形成室および敏密度が増して成

熟しており,骨賛内の骨小腔は縮小傾向が認められた｡

しかし骨小腔内面には破骨細胞を含む多数の吸収嵩がみ

られ,骨粗産化が認められた｡

4.形態計測学的観察

1)新生骨形成率(表7)

(1)対照帯

壊塞1週後は平均0%, 2過後は平均14.51±6.08

%, 4過後は平均3.59±4.20%,　週後は平均69.35±

6. 08%, 12週後では平均84. 05±3. 79%であった｡

(2)骨粗索症♯

壊塞1週後は平均0%, 2週後は平均9.19±2.77%,

4週後は平均22. 10±4. 18%, 8週後は平均53. 79±3. 98

12週後では平均62. 62±3. 32%であった｡

2)新生類骨形成率(表8)

(1)対照群

壊塞1週後は平均0%, 2過後は平均3.89±1.86%,

4週後は平均5.54±3.13%, 8週後は平均3.62±2.72

%, 12過後では平均0. 63±0. 16%であった｡

表7　新生骨形成率

壊　塞　斯　問

4過1　8過
】

(n-5)★★】(n-5)★★

14. 51　　　8. 59
】

±6.08】　±4.20
[　　　　　I            E

9. 19　122. 10　!53. 79
1　　　　　【　　　　　1

±2. 77】　±4. 18　　±3.98　　±3.32

Mean±SD,単位: %

表8　新生短骨形成率

★★: P<0.01

壊　寡　期 間

0.00 13.89±1.8615.54±3.13】3.62±2.72【0.63±0.16

莞粗警　　-S.ou 1.1 ±2･6両±4.135. ±0.77

l I i

】

I r I I

Mean±SD,単位: %　　　　　　★★: P<0.01
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(2)骨粗索症群

壊塞1過後は平均0%, 2過後は平均6.64±3.50%,

4過後は平均7.80±2.65%, 8過後は平均8.96±4.13

12週後では平均5. 68±0. 77%であった｡

小　　　　　括

新生骨形成率は,壊塞2週後において,有意差は認め

られないものの骨租索症群が対照再と比較して低値を示

したが,壊塞4, 8, 12過後において,骨租寿症群が対

照群と比較して1 %の危険率をもって有意に低値を示し

た｡両群とも実験期間の経過とともに新生骨形成率は順

次増加したが,骨組索症群においては,増加の度合が低

い傾向を示した｡

新生歎骨形成率は,壊塞2 ,　　過後においては,

有意差は認められないものの骨粗餐症群が対照群と比較

して高値を示したが,壊塞12週後において,骨粗索症喪

が対照群と比較して1 %の危険率をもって有意に高値を

示したo対照群においては,実験期間の経過とともに形

成された蛮骨が速やかに石灰化していることが認められ

た｡一方,骨租索症群においては,類骨の石灰化はきわ

めて遅延していることが認められた｡

%　　　　　m

日本における65歳以上の人口は,総務庁の推計調査38)

によると1989年度には約1430万人に達し,総人口に占め

る割合は11.　で,年々増加する傾向にある｡厚生省人

口問題研究所は, 2000年には16. 3%, 2020年には23. 6%

に達すると推計している39'｡このような急速な人口の高

弁化にともなって種々の老年病が問題となってきている

が,痴呆症とともに骨粗餐症はその中でも最も重要な課

題をもっ疾患の-つである｡

骨粗索症は骨の代謝過程において相対的に骨の吸収が

骨の形成を上回った病態であり,塊在わが国に骨粗索症

患者は約500-600万人いると推定されており,今後さら

に増加することが予想されている.歯科低域に生ずる諸

問題の中で,これら高森患者の歯牙および周囲組織の健

康に留意して顎･口腔の機能をより長く保つ必要があ

る.これら多くの課題を解決するために基礎的,臨床的

に種々の治療法,器材,器具の開発が行われて,今後の

展開に勤待がもたれる｡その中でも,最近歯科臨床にお

いて廉繁に使用されている人工代用骨材を骨粗索症を発

症する素因を有する患者に適応する機会が増加すると思

われるので,実験的骨粗索症を作成しそれに対する血液

生化学的,病理組織学的検索を行う必要があり,これら

の結果をもとに本症合併患者に対する人工代用骨材の影
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響について検索してゆく必要がある｡

1.血諌生化学的所見について

1)血清カルシウム値

血清カルシウム値は男性,女性とも成人に達すると,

以後加麻とともに徐々に減少傾向を示すが,女性では40

-50歳の閉経後からやや上昇傾向にある8)｡正常範囲は

一般に9. 0-ll. 0mg/dZであり40)骨粗褒症患者におい

ては, Albrightら6)は血清カルシウム値が正常範囲内

であるのが特徴であると報吾し,また養田3)は血清カル

シウム値がほぼ正常値であるという臨床結果を報吾して

いる｡

動物を用いた実験的骨粗索症の研究においては, -坂

ら41)は産後8ヵ月のラットを用いて卵巣摘出術,坐骨神

経切除術,脊髄片側切除術をおのおの単独　またはこれ

らのうち2つを併用して実験的骨粗索症を作成し,その

血清カルシウム値を計測した結果,骨粗餐症群は対照群

と比較して有意差が認められなかったと報害している｡

また福田ら42'は8週麻のラットに対して卵巣摘出術を施

行し,低カルシウム･低蛋白食にて飼育して血清カルシ

ウム値を測定し,骨粗索症群と対照群との間に有意差が

認められなかったと報害しているo一方,伊沢ら43)は6

過齢のラットを用いて卵巣摘出術による実験的骨粗餐症

を作成し,血活カルシウム値を測定した結果,骨粗索症

群(9. 13±0. 10m官/dOi)†対照群(10. 21±0. 10mg/dZ)と

比較して有意に低値を示し,その雇因は明らかでない

が,且孟管からのカルシウム吸収の減少が要因の一つと考

えられると報吾している0本研究の壊塞1週後の骨粗索

症群は8.96± ).87mg/dZ,対照群は9.14±0.34mg/d/

であり,両群ともに伊沢ら43)の報吾と比較して低値を示

した.また石井44)は3週麻のラットを用いて低カルシウ

ム金飼育による実験的骨粗餐症を作成し,血清カルシウ

ム値を測定した結果,血活*)レシウム値は骨粗索症群が

対照群と比較して有意に低下したと報害し,このような

変化はカルシウム欠乏性骨粗索症の特徴的所見であると

述べている｡ Otawara　は10週麻と40遇麻のラットに

対して卵巣摘出術を実施した｡術後12, 24週後の卵巣摘

出群は対照群と比較して,膳管におけるカルシウムの吸

収が低下していたと報吾している｡

本教室の三浦46)は,生後8 , 30, 50週麻で両側卵巣摘

出術を実施し,低カルシウム金によって誘発した骨粗餐

症ラットにおいて3カ月後の血清カルシウム値を測定

し,骨粗索症啓が対照薪と比較して有意に低値を示した

と報害しているoさらに血清カルシウム値の低下の廃園

41 -
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は,低カルシウム金によるカルシウムの摂取不足,

卵巣摘出術によりビタミンD3の活性が抑制され,虜管

からのカルシウム吸収の障害を4じたためと述べてい

る｡

本研究では,血清カルシウム値は全実験親間を通じ

て,骨粗餐症群が対照群と比較して低値を示した｡前述

の報吾にみられるごとく血清カルシウム値が低下した原

図は,卵巣摘出術後の暢管からのカルシウム吸収の減

少,低カルシウム金飼育によるカルシウムの絶対的摂取

不足が関与していると推測される｡

2)血活リン値

血清リン値は一般に小児期は高く加麻とともに低下

し,成人ではやや減少傾向にあるが,女性では閉経後血

清カルシウム値と同様にむしろ上昇する47)骨粗餐症患

者においては,真田3)は血清リン値がほとんど正常値

であるという臨床結果を報害している｡

実験的骨粗餐症モデルにおいて,伊沢ら43'は6週齢の

ラットに卵巣摘出術を施行し,その血活リン値を測定し

た結果,骨粗餐症群(4. 43±0. 33mg/dZ)と対照群(4. 55

±0. 61mgゾdJ)との間に有意差は認められなかったと報

告している.本研究の壊塞1週後の骨粗餐症群は5. 96±

0.55mg/dl,対照群は5.54±0.48mg/d/であり,両群

ともに伊沢ら43)の報吾と比較すると高値を示した｡一

方,小高ら35)は産後25Bのラットを低カルシウム金にて

飼育しその血清リン値を測定した結果,骨粗索症群が対

照群と比較して有意差をもって上昇していたと報吾して

いる｡

本教室の三浦46)は,先の産後8週麻, 30過麻, 50過麻

ラットを用いた研究のなかで,骨粗餐症群と対照群との

間には有意差がみられず,卵巣摘出術,または低*)レシ

ウム食による血活リン値への影響はないと思われると述

べている｡

本研究では,血清リン値は全実験期問を通じて,骨粗

宴症群が対照群と比較してやや高値を示したが特に有意

差は認められなかった｡これはエストロゲンの腎におけ

るリン再吸収抑制作用が,エストロゲンの欠乏により失

われたために発現したものと患われる15)｡

3)血清アルカリフオスファクーゼ値

血清アルカリフオスファクーゼ値の加齢にともなう変

化は発育斯の小児で高く,成人で減少して一定値を保つ

が,女性では閉経後にわずかに上昇するo男性,女性と

も高歯者でやや上昇傾向を示すが,この老年期の上昇は

正常範囲内の変動である48)｡血活アルカリフオスファ

クーゼ値は一般に骨芽細胞の編胞活性マ-カー酵素とし

て知られ,骨芽細胞の活性を反映している｡したがって

骨形成の盛んな種々の代謝性骨疾患では,血活アルカリ

フオスファクーゼ値は上昇する｡骨粗索症においては,

血活アルカリフオスファクーゼ値は正常のことが多い

が,骨粗餐症のタイプによってはやや上昇を示すことが

ある｡ Albrightら6)は血清アルカリフオスファクーゼ

値が正常値を示すことが骨粗索症の特徴であると報害し

ている｡しかしScheuer　は骨粗索症においては,血

清アリカリフオスファクーゼ値が上昇していると述べて

いる｡

動物を用いた実験では,伊沢ら43)は6週麻で卵巣摘出

術を行ったラットの血清アルが)フオスファクーゼ値を

測定し,対照群との間に有意差がなかったと報吾してい

る｡一方,石井44)は3過麻のラットを用いた低カルシウ

ム金飼育による実験的骨粗褒症においては,血清アルカ

リフオスファターゼ値が対照群と比較して有意差をもっ

て上昇したと報害している｡またその原因として,副甲

状腺の働きが関与していることが推測されると述べてい

る｡

本教室の三浦46)は,前述した実験のなかで,若年期,

成熟期,初老斯,すべてにおいて骨組索症群が対照群と

比較して有意差はないが高値を示し,若年斯(生後8週

薗時卵巣摘出術実施)の骨粗餐症群は354. 83 ± 93. 58IU/

I /37℃,対照群は276. 00±36. 04IU月/37-Cであったと

報吾している｡さらに血清アルがJフオスファクーゼ値

の上昇は,骨粗餐症の進行に対する骨形成の積極的な生

体の防衛反応の一面を示すと述べている｡本研究の壊裏

1過後の骨粗宴症群は280. 60±40. 08IU/ / /37℃,対照

群は234. 20±65.30IU月/37℃であり,三浦46)の報吾と

比較して両群ともに低値を示した｡

本研究では,全実験期間を通じて,骨粗索症群が対照

群と比較して高値を示した｡石灰化機構については多く

の研究結果が報吾されているが,なお不明な点が多い.

石灰化に不可欠なアルカリフオスファターゼについては

種々の説が報吾されているが,従来の報吾や今回の実験

成績において高値を示したことは骨芽細胞による活発な

骨形成が推刺され,骨代謝が元進し,生体の合目的的な

変化の一面を表しているものと思われる｡

2.実験的骨粗密症の作成について

従来より骨粗餐症の病態の解明や治療法の開発のため

に種々の動物を用いた実験的骨粗餐症モデルの作成が試

みられてきたo

実験的骨粗餐症の作成法としては,坐骨神経切除術41)

42
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49)グルココルチコイド投与50)51)卵巣摘出術41)42)52)-

55)低カルシウム金飼育44)56)-68)卵巣摘出術と低カル

シウム食飼育の組み合わせ59)司｡などがある｡

一方,骨租索症の原因としては,カルシウムの摂取不

足2)9)62)膳管からのカルシウム吸収の低下63)性ホル

モンの減少10)64)副甲状腺ホルモンとエストロゲンとの

不均衡65)運動不足66)人種差62)などがあげられる｡骨

粗褒症は閉経後の女性に多い1)‾3)ことから,これらの原

因の中でも,エストロゲンの欠乏が骨粗索症の発症に深

く関与10)67)していることは明らかである｡そこで

Lindgrenら54)やSaville 55>の方法を参照し,著者は卵

巣摘出術により人工的に閉経状態を発現させ,また閉経

後の女性においては,腹管からのカルシウムの吸収が低

下している63)ので,本研究においてはカルシウムの摂取

を制限(低カルシウム金飼育)し,この両者の併用により

実験的骨粗索症を作成した｡ところで卵巣摘出術を行う

時期であるが,成熟ラットを用いた実験では, Aitken

ら52)は卵巣摘出術10ヵ月後, Lindgrenら54)は6ヵ月後

に骨粗索化を認めているが,一方, Barzel　は10ヵ月

後, Orimoら65)は8過後においては,骨粗暮化が出場

しなかったと報吾しており,研究者によってその報吾は

様々であり,一定していない｡しかし幼若ラットを用い

た実験では　Saville55)は3遇麻で,伊沢ら43)は6週麻

で卵巣摘出術を行い,おのおの12過後, 6ヵ月後に骨室

の減少を認めている｡低カルシウム食飼育単独によるも

のでは,石井44)中尾　　Bellら56)およびRowlandら

57)は骨粗餐症が発項したと報害している｡

また本教室の三浦46)は,生後8過齢, 30過麻, 50週麻

にて卵巣摘出術を行い,その後おのおの3ヵ月間低カル

シウム金にて飼育した.これらのうち8週麻≠酎こおいて

口蓋骨基質形成面における勝原細線経の走行が鼻も乱

れ,勝原細線経の石灰化が障害されて,著明な骨の粗索

化を認めたと報害している｡

本研究では,以上の報吾を参照して卵巣摘出術を行う

時期は生後8過麻とした｡また低カルシウム金飼育の期

間は,骨粗索症が確実に発症する3ヵ月間としたo

I, No. 4 (1992)

3.実験的骨粗餐症における骨動態について

エストロゲンに関するin vitroの研究において,

Kommら68)およびEriksenら69)は,骨芽細胞の機能を

有する細胞にエストロゲンのレセプターをみいだした｡

これらの報吾によると,エストロゲンは骨芽舶包に　接

作用して骨有機基薯であるコラーゲンの産生を促し,さ

らにカップリング因子の一つであるTransforming

-43
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Growth Factor- βの活性を促すことが証明された｡

この因子は破骨細胞の活性を抑制するとともに,骨芽細

胞の増殖を促進することが認められた｡

一方, invivoの研究において, -坂ら41)伊沢ら43)

中山ら70)遠藤71)は,各種週麻のラットを用いて卵巣摘

出術を行い,エストロゲンの欠乏が骨董の減少を引き起

こす可能性が示唆されたと報害している｡

従来の報吾や本研究においては,エストロゲンの欠乏

により,カルシウム代謝調節ホルモン(副甲状腺ホルモ

ン,カルチトニン,活性型ビタミンD)を介した間接的

作用の低下および骨芽細胞への直接的作用の低下が推測

され,'また骨吸収および骨形成ともに元進した高回転型

をきたしており,相対的に吸収が上回って骨の粗餐化が

生じたと思われる｡

カルシウムに関する研究において,中尾5B)は産後3過

麻のラットを低カルシウム金にて飼育し,骨粗索症を作

成して,下顎頭を観察した｡全体的に骨の溶解像が見ら

れ,骨梁は細く粗に配列しており,低カルシウムによる

影響が顕著にみられたと報菖している｡また石井44)は中

尾と同様の研究方法で実験的骨粗餐症を作成し,歯槽骨

を観察した｡歯槽骨全体に吸収がみられ,また骨梁の粗

大化と骨折がみられたと報吾している｡

他に,卵巣摘出術および低カルシウム金飼育による影

響に関する報吾5掴1)も多くみられる｡動物実験におい

て,坂本59)は6過齢のラットに卵巣摘出術を施し,低カ

ルシウム金にて飼育して,下肢骨を観察した｡骨幅,管

髄幅,骨長が増加し, Cortical Index,骨乾燥重量,

Bone Areaが滅少しており,実験的骨粗索症モデル

ラットの完成をみたと報害している｡

また本教室の三浦46)は,ラットを用いて産後8, 30,

50週翻寺に卵巣摘出術を施行し,その後3ヵ月間低*)レ

シウム食にて飼育して, Contact microradiogramお

よび走査型電子顕微釦こて口蓋骨の骨基賛形成面を観察

した｡その結果,口蓋骨の広範囲に吸収嵩が認められ,

骨髄腔の拡大が東署で,皮薯骨の幅は高度に減少し,全

体的に粗造な構造を呈していた｡また口蓋骨素質形成面

においては,石灰化微細叛粒の付着が少なく石灰化の進

行が阻害されており,この所見は,若い個体においては

より鹿著であったと報害している｡

今回の著者の研究において,従来の報吾にもみられる

とおりエストロゲンの欠乏に加えて,カルシウムの摂取

不足により骨室が著明に滅少し,顕著な骨の粗索化が認

められ,実験的骨粗餐症モデルが完成していることが確

認できた｡また実験期間の経過とともにその程度も強く
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なる傾向が認められた｡
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4.健常個体に対するHAP壊塞後の組織学的反応に

ついて

顎･顔面,口腔領域の骨欠演に壊塞し,その化骨およ

び治癒を促進するため,人工代用骨材に関する種々の基

礎的研究21ト24)26)27)31ト33)が行われ,また一部には臨床応

用30)されている｡

Osbornら28)29)は人工代用骨材を, biotolerant (生体

内許容性), bioinert (#i体内不活性), bioactive (生体

内活性)に分楽し,鼻通な条件としては,骨組織と化学

的に近接結合するbioactiveなものであると述べてい

る｡

HAP(Hydroxyapatite)はbioactiveなリン酸カル

シウム系人工代用骨材であり,その優れた生体親和性や

生体内における安定性などの点で,近年,特に庄目を集

めている　HAP壊寡後の組織学的反応については,

種々の動物を用いて実験が行われている｡若月22)は家兎

の下顎骨に多孔性HAP顆粒を麻植し,族植後2週から

4週を経過すると原粒の間隙に新生骨梁が認められ, 8

週後にはHA P顆粒間除に形成された新生骨翼は成熟

し,層板状構造を呈したと報害している｡栗原23)は家兎

の下顎骨にHAP栗貢粒を族植し,麻植4週後にはHAP

粟粒間隙に新生骨栗が認められ, 8週後には新生骨に層

板状構造が認められたと報吾している｡峯岸31)はサルの

上･下顎歯槽骨欠損に多孔質H A P尭粒(1200℃焼成)を

充壊し,充壊12週後に人工代用骨材表面に新生骨が認め

られたと報吾している｡また林32)はサルの上･下顎歯槽

骨欠損に多孔質H A P顆粒(1200-C焼成)と赦密体H A P

栗粒(1200-C焼成)を充壊し,両者ともに充壊12週後にお

いて新生骨と直接結合していたと報吾している｡永原24)

はラットの大胆骨骨盤腔内にHAP顕粒を充壊し,その

HA P頼粒周囲の骨再生の開始が1週後から認められ,

3週後では骨と　接結合を示した所見が観察されたと報

害している.永井ら27)はラットの下顎骨にHAP顆粒

(800-C焼成)を埋入し,埋入3週後callusによって包埋

され, 8週を経過するとcallusは敏密骨に成熟したと

報吾している｡また山田ら33)はラットの上顎歯槽骨欠積

にHAP顆粒を捕壊し,光顕的および竃覇的検索により

捕虜400後においてHA P顆粒表面に,多量の新生骨が

直接結合していたと報吾している｡

本研究の結果,対照群では,壊寡2週後より骨の新生

がみられ次第に成熟し. 8過後にはHAP鹿粒の周囲の

ほぼ全範囲にわたり厳密な層板状構造を皇し,成熟した

新生骨が形成され,この新生骨とHA P業貢粒が直接結合

している像が観察された｡また12過後には新生骨はさら

に成熟して散密となり,層板状構造がより顕著となっ

m

HA Pに求められる性質として骨伝導能20)23)25)および

骨誘導能20)25)があげられ,数多くの報吾がみられる｡本

研究においては,母床骨断端より壊塞部中央に向かって

HA P頼粒周圏に骨芽細胞が配列し,新生骨が形成され

たが,壊塞部中央より周囲に向かって骨が形成されてい

る像は観察されなかったo従来からの報吾においては,

HA P慮粒が骨誘導能および骨伝導能を有するとするも

の,骨伝導能のみを有するとするものなどがあり,その

成績はかならずLも一定していないO著者の今回の研究

の成績から, HAPの骨誘導能の有無を明らかにするこ

とはできなかった｡しかしながら骨伝導能を有すること

は明確に確認できた｡

5.骨粗餐症に対するHAP額粒(人工代用骨材)壊塞

後の組織学的反応について

前述のHA P顆粒壊塞後の組織学的反応についての多

くの研究は健常ラットについて行った報吾である｡これ

らの報吾は臨床的および実験的な応用の際に充分参照さ

れるが,一方,骨租索症に対する人工代用骨材の組織学

的反応34)-37)について充分検討する必要がある｡しかし

従来より行なわれている骨粗餐症に対するHA P顆粒壊

塞についての報吾はいまだ少ない｡林ら37)は坐骨神経切

除術による実験的骨粗索症ラットの両側下腿骨近位骨幹

舶こHAPとAl,Ocを挿入し,骨との親和性を観察し

た｡ HAPがALO｡と比較して,より広範囲に結合し

ており,より優れた親和性を示す傾向にあったと報害し

ている｡小高34)はラットの大胆骨骨髄中に粉末状ガラス

セラミックスを注入し,低カルシウム金にて7-60日間

飼育して,その組織学的反応を観察した｡ガラスセラ

ミックス粉末塊が歎骨組織に直接接していることを認

め,セラミックス達人の適応となることの多い骨萎縮の

ある骨に対しても,骨とセラミックスが接合しうる可能

性があると報吾している｡また低カルシウム金飼育群で

は,骨形成が低下しており,これは骨芽細胞の機能の低

下によるものであると述べている｡さらにこの群におい

ては,正常金飼育群と比較して,ガラスセラミックスに

接する巨糸田胞が多く認められ,この巨細胞は,骨吸収の

際に,破骨綿月包に協調的に働く金細胞と考えられると述

べている｡

本研究においては,骨欠損部-の多孔性Hydroxy-
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apatite額粒壊塞後の新生骨形成率は全実験期間を通じ

て,骨粗餐症群が対照群と比較して低値を示し,新生骨

室が少量であり,小高34)の成績と-致していた｡また新

生楽骨形成率は全実験期問を通じて,骨粗索症群が対照

群と比較して高値を示し,牽骨層の石灰化の遅延がみら

れたO新生骨のⅩ線不透過性は,骨粗餐症群が対照群と

比較して低く,敏密度が弱く,また細く脆弱な構造を呈

していることが示された｡これに対して対照群の新生骨

は太く敏密な構造で, Ⅹ線不透過性が高く,敏密度が強

いことが示された｡特に壊塞8週後および12過後,対照

群のHA P鹿粒周囲は,層板状構造を呈する成熟した新

生骨で満たされていたが,一方,骨粗餐症群においては

壊塞8週後および12週後,新生骨繋内には不定形,不規

則の多数の骨小腔が開大しており,内面には破骨細胞を

含む多数の吸収雷が認められた.本研究では,小高34)が

述べている巨細胞の出≠鋸ま認められず,骨吸収は破骨細

胞によるものであると推測され,すでに新生骨に粗慮化

の傾向が認められた.今回用いた実験モデルは,骨形成

および骨吸収ともに元進した高回転型骨粗索症モデルで

あるが,エストロゲンの欠乏により,骨芽細胞への直接

作用が低下して,さらに金宙からのカルシウム供給量が

不足した状態が発現して,相対的には骨吸収が骨形成を

上回った状態となり,戴骨層の石灰化遅延,新庄骨量の

滅少,新生骨の租索化および母床骨骨室の滅少をきたし

たものと推測された｡ J以上の結果から,骨粗索症を発症

する素因を有する患者に人工代用骨材(多孔性

Hydroxyapatite抵粧)を適応する際には,多孔性

Hydroxyapatite項粒は新生骨の形成が抑制されること

がなく,また新生骨との直接の結合が阻害されることが

ないが,形成された新生骨に粗索化が生じ,また母床骨

の粗索症の進行がみられるため,本材の顎骨内での固着

が阻害され,顎骨形態の改善,回復が障害されることが

認められる｡

結　　　　　論

卵巣摘出術･低カルシウム金飼育により実験的骨粗索

症ラットを作成し,その下顎骨下縁に作成した骨欠掻部

に多孔性Hydroxyapatite額粒を壊寡した｡壊塞1 ,

2, 4, 8,12週後に屠殺し,その血液生化学的変化,顔

微Ⅹ線学的変化,病理組織学的反応および形態計測学的

変化を検索して以下の結果を得た｡

1.血清カルシウム値は,全実験期間を通じて,骨粗

索症啓が対照群と比較して低値を示し,特に壊塞12週後
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では1 %の危険率をもって有意差が認められた｡

2.血清リン値は,全実験期間を通じて,有意差を認

めないものの骨粗餐症群が対照群と比較して高値を示し

た｡

3.血清アルがJフオスファターゼ値は,全実験斯間

を通じて,骨粗餐症群が対照群と比較して高値を示し,

特に壊塞8過後では5 %の危険率をもって有意差が認め

られた｡

4.新生骨の形成は,対照群において壊塞2週後より

認められた｡ 4週後ではその量を増し, 8週後にはさら

に増加して層板状構造を呈し成熟した骨構造を示した｡

また12週後ではさらにその成熟度を増していた｡

5.新庄骨の形成は,骨粗索症群において壊塞2週後

より認められたが, 4週後では対照群と比較して形成室

が低下していた｡ 8週後には形成量の増加が認められた

が,対照群と比較して細く脆弱な構造を呈しており,す

でに骨の粗餐化の傾向が認められたOこの骨の粗索化は

12週後でも同様であった｡

6.新生骨形成率は,骨粗褒症群が対照群と比較し

て,壊塞1, 2過後において有意差を認めないものの低

値を示し,また壊塞, 8, 12週後では1%の危険率を

もって有意に低値を示した｡

7.新生戴骨形成率は,全実験期問を通じて,骨粗餐

症群が対照群と比較して高値を示し,特に壊塞12過後で

は1 %の危険率をもって有意差が認められた｡

8.以上の結果より,多孔性Hydroxyapatite額粒

を適応した骨粗索症群では,顛骨層の石灰化の遅延,新

生骨室の滅少,新EE骨の粗索化が生じ,多孔性Hydroxy-

apatite業貢粒の顎骨内での固着が阻害され,顎骨形態の

改善,回復が障害されることが認められた｡
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Osteoporosis is a representative disease in geriatric disorders. Recently, osteoporosis has

grown increasingly frequent in Japan among people of advanced years. It is believed that

many people with its risk factors are included in aged patients visiting dental clinics.

Therefore, it is suspected that the number of cases which artificial substitute bone materials

are used for such patients have increased. Effects on implantation of artificial substitute bone

materials (porous hydroxyapatite particles) in experimental osteoporosis have been examined

hemologically, contact microradiographically, histopathologically and morphometrically.

Materials and Methods

Experimental osteoporosis was induced in eight-week old female, SD strain rats by

means of bilateral ovariectomies and given low calcium diets for three months. Porous

hydroxyapatite particles were implanted in the bone defects of the rats'bilateral mandibles.

Those rats were sacrificed at one week and at intervals of 2, 4, 8 and 12 weeks after implanta-

tion, and then the mandibles, including surrounding tissues, were resected. Blood was

gathered through the abdominal aorta at sacrifice time. Serum calcium values, serum phos-

phorus values and serum alkaline phosphatase values were then analyzed. Undecalcified

specimens made from resected left mandibles were then stained according to the Villanueva

bone staining method, and contact microradiography was performed. The specimens were

then observed under a fluorescent microscope. Decalcified specimens made from resected right

mandibles were also stained with Hematoxylin-Eosin and observed under a light microscope.

The rates of new bone formation and new osteoid formation were calculated morphometrically

by means of a Multipurpose Image Processor.

Results

l. Serum calcium values were lower in the osteoporosis groups than in the control groups

for all experimental periods. Significant difference (p<0.01) was especially notable at 12 weeks

after implantation between the osteoporosis group and the control group.
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2. Serum phosphorus values were higher in the osteoporosis groups than in the control

groups for all experimental periods, although the differences were not significant.

3. Serum alkaline phosphatase values were higher in the osteoporosis groups than m the

control groups for all experimental periods. Significant difference (p<0.05) was especially

notable at eight weeks after implantation.

4. In the control groups,new bone formation was observed from the second postoperative

week. At four weeks after implantation, new bone volumes had increased, and at eight weeks

after implantation, it increased still further, and the new bone consisted with matured

structures of lamellar bones. At 12 weeks after implantation, the degree of maturation

advanced still more.

5. In the osteoporosis groups, new bone formation was observed from the second post-

operative week. At four weeks after implantation, the new bone volumes were lower m the

osteoporosis group than in the control group. At eight weeks after implantation, new bone

volumes were more increased, but the new bone was thinner and more fragile in the osteo-

porosis group than in the control group. The new bone structures in the osteoporosis groups

showed the tendency of osteoporotic appearances at this week. At 12 weeks after implantation,

the tendency of osteoporotic changes were observed at the similar levels demonstrated at eight

weeks after implantation.

6. The rates of new bone formation were lower in the osteoporosis groups than in the

control groups at one week and two weeks after implantation, although the differences were

not significant. However, significant differences (p<0.01) were notable at 4, 8 and 12 weeks

after implantation between the osteoporosis groups and the control groups.

The rates of new osteoid formation were higher in the osteoporosis groups than in the

control groups for all experimental periods. Significant difference (p<0.01) was especially

notable at 12 weeks after implantation.

The mentioned results indicate that in the case of the osteoporosis groups implanted

with porous hydroxyapatite particles, the depressive phenomena of calcification of the osteoid

zone, the decrease of the new bone volumes and the osteoporotic changes of the new bone had

occured. It is suspected that the adherence of porous hydroxyapatite particles in the mandible

was effected, and reveals that improvements and recovery of the mandibular bone structures

were also obstructed.
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吉本:実験的骨粗索症ラット下顎骨に対するHA P壊窒

3A-1対照群,壊塞1過後, (×5)

図AI2　対照群,壊寡2過後, (×5)
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本論文に使用した略記号
HAP :多孔性ヒドロキシアパタイト頼粒

B:母床骨
NB:新庄骨
NO :新生奇骨
OC :破骨細胞
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図A-4　対照群,壊塞8過後, (×5)

園A-5　対照群,壊塞12週後, (×5)
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図A-6　骨粗餐症群,壌塞1週後, (×5)



吉本:実験的骨粗餐症ラット下顎骨に対するHAP嚢塞

図A19　骨粗産症群,壊塞8過後, (×5)
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■■     ■－  
凶B－1対照群，塊茎1過後．（×25）   図B－I対照群，損塞8週後（×25）  

国B－2 対照群，凍寒2週後．（×25）  国昭－5 対照群．填塞12週後．（×25）   
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囲C－4 対照群，墳墓8過後，（×25）  図C－1対照群．損塞1過後，（×25）  

国C－8 対照軌墳塞12過後．（×25）  図C－3 対照群．凍寒4過後，（×25）  
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図C一丁 骨粗癒症群，増褒1遇後．（×25）  国C－川 骨粗軽症乱墳墓4退隠（×200）  

囲C－8 骨組頼症乱壌塞2過後．（×お）  囲C－11骨組軽症群，墳墓8過乱（×2§）  

図C－9 骨粗慈症群，境塞4適後，（×25）  図C－12 骨租軽症群．墳墓8凋後，（×200）  
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国C－1さ 骨租懸症乱横雲12通徹（×25）  国C一川 骨租頻症華，填塞12過後，（×200）  
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