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口腔外科で扱う口腔･顎･顔面領域の疾患は顎顔面骨

に欠櫨を生じることが多く,欠損部における骨剤の早斯

治癒と顎顔面の変形防止を目的に,骨移植術ないし骨代

用材の応用が盛んに行われている｡近年,骨代用材の研

究と開発が進み,その中でもリン酸カルシウム系セラ

ミックスであるhydroxyapatite(以下HAP)は多くの

施設で合成され,また市販されており,臨床的にもほぼ

満足すべき結果が待られている23)31)38)50)64)｡しかしなが

ら, fE体中に存在するHAPは自然の摂理により,必要

に応じて必要な部位に,すなわち骨や歯の組織を構成す

るためにイオンとして運ばれたミネラルが結晶成長した

ものであり,リンやカルシウムのほかに多くのミネラル

を含む｡スケトウダラから精製された天然アパタイト

(以下HAP - B)はリンやカルシウム以外にも微量のミ

ネラルを含むアパタイトで,走査型電子顕微鏡(以下S

EM)による表面形態の観察,振動分光学的および物理

*本論文の要旨は第34回日本口腔外科学会総会(平成1
年10月28日,郡山),第35回日本口腔外科学会総会(平成
2年10月26札岡山),第36回日本口腔外科学全線会(辛
成3年10月4日,大阪)において発表した｡
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化学的分析による検討によって,現在市販されている合

成HAPとわずかな相違がみられること,ならびに焼成

時の温度の違いによりその表面形態および結晶構造に変

化が生じることが明らかにされている30)48)51)53)｡

著者の教室では昭和57年3月,凍結乾燥法による骨銀

行を開設し,それ以来,顎顔面骨に欠損をもつ多数症例

に対して凍結乾燥同種骨,脱脂脱灰凍結乾燥同種骨によ

る骨移植を行い,良好な結果を待ている54)56)｡一方,こ

れら同種保存尊の臨床応用の基礎的根拠を確立するた

め,当教室の市ノ川(1987)4　は各種処聖同種骨の移植抗

原性,骨誘導能ならびに力学的強度に関する研究を行

い,さらに栗原(1985)49),鬼谷(1988)46)は成犬の下顎骨

下縁部に骨欠也を作り,同部に凍結乾燥同種骨や脱脂脱

灰凍結乾燥同種骨を移植し,手術部の治癒過程を明らか

にした｡しかし,異種骨を原料とする天然アパタイトす

なわちHAP - Bの顎部族植後における治癒過程につい

ての研究はまったくみられない｡

そこで著者は,成犬の下顎骨下線部に当教室の岡野

(1981)43),栗原49)本間(1985)60),石河(1987)40¥　鬼谷

46)らと同様の骨欠損を作り,同部に焼成温度の異なる3

種のHAP-B敷粒のいずれかを壊入し, HAP-B肢
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粒の壊人を行わない骨欠損を対照として,手術部の治癒

過程を術後1過から48週にわたって組織学的に観察する

とともに,コンタクトマイクロラジオグラム(以下CM

R)およびテトラサイクリン(以下TC)ラベリング像に

よって検索した｡

実　験　方　法

1.実験動物および実験期間

実験動物には雌雄の別なく,体重10kg前後の健康な

雑種成犬28頭を用い, 1週間以上飼育したのち実験に供

した｡実験斯間は術後1過, 2過, 4過, 8週, 12過,

24過および48過とし,各実験期間4頭づっとした｡

2.豪植材料

蕨植材料として,以下に挙げる3種類の濫度にて焼成

されたHAP - B項粒を用いたo

type A焼成温度850-C(実測濫度　)-C)

type B焼成濫度1000℃(実測温度: 940-C)

type C焼成温度1300℃(実測温度: 1200℃)

これらのHAP - B粟粒は天然のスケトウダラ中骨を

原料として,これを粉砕後酵素処理を数回繰り返すこと

により,アパタイトのみを精製し,その後乾燥,焼成,

微粒処聾などの過程を経て作製された0. 5- 1 mmの不

正形項粒であるo

なお,本実験に用いた族植材料はすべて太洋化学工業

㈱より提供されたものである｡

3.蕨植手術

Pentobarbital sodium (Nembutal ⑪) 0. 5ml/kgに

よる静脈麻酔下に下顎膏下縁郭を剃毛し, Grossich法

による消毒を行ったのち,手術部にepinephrine 1/

80000倍含有2 %塩酸Iidocaine溶液約3 mlを達人し,

約5分経過してから,両側下顎骨下縁部に沿って約5

cmの皮膚切開を加え,骨膝下剥離を行った｡次いで歯

図1　HAP-B果貢粒の壊入
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科用バーおよび骨ノミを用いて,下歯槽神経血管束を損

傷しないように庄意しながら,両側において第1大日菌

部に相当する下顎骨下縁部に約7 × 15mmの方形骨欠損

を作製したoその後,オートクレーブによる滅菌処理を

施した3種東のHAP - B果貢粒をamikacin sulfate

(Biklin ⑪)200mg含有生理金塩水を用いて脱泡処理

し,同液に約30分間浸活して各骨欠損部に過不足なく壊

入し(図1),骨膜縫合,次いで筋層,皮膚と各層縫合を

行った｡なおHAP - Bの族楢に関しては左側の骨欠損

部にtypeC,右側にtypeBを壊大した動物と,左側

にtypeAを壊入し,右側はHAP -Bの壊人を行わ

ず,骨欠損のみを作製して対照とした動物をつくり,各

週例4個体とした｡術後には感染予防のため, 3日間

cephem系抗生物質(Cefatrexyl ⑪)100mg/kgの筋淫

を行った｡

4.試料の播出

各実験期間を経過した動物は, pentobarbital sodi-

um(Nembutal⑪)0. 5ml/kgによる静脈麻酔により入

眠させたのち,心E蔵穿刺を行い10% neutral buffered

formalinを住人して屠殺し,周囲欧組織を付着させた

まま下顎休部を摘出した｡採取した試料は10% neutral

buffered formalinによる固定を1週間以上行った｡

なお屠殺前の3日間はoxytetracycline(Terramycine

⑪)20mg/kgを1日1回背部皮下に注射しラベリングを

行った｡

5.組織学的観察法

固定を終えた摘出試料から硬組織切断機マルトー社製

MC -202D型を用いて蕨植部の近遠心塊より約5 mm

離れた部位で切断して切り出しを行い,中央部で前額断

方向に2分割して近心部を組織標本用試料,遠心部をC

MRおよびTCラベリング像観察用試料とした｡組織標

本用試料はPlank u. Rychlo法で約1週間脱灰を行

い,さらに5%硫酸ナトリウムで約1週間中和したの

ち,適法に従いcelloidinに包埋後,前額断方向に15-

20ju mの連続切片を作製L hematoxylin-eosin染色

を施して鏡検した｡

6. CMRおよびラベリング像観察法

CMRおよびTCラベリング像観察用の試料はmeth-

acrylate resinに包埋し,まず精密低速切断機Buehler

社製ISOMET - T ll - 1180型を用いて前額断方向に約

200iimの連続薄切片を作製した｡次いで,これをマル

ト-社製スピードラップML -150DC型および研磨紙

により約80〃mの研磨片とし,日本ソフテックス社製

Softex ESM型を用いて,焦点･フイルム間距離6
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cm,管電圧7kV,管電流3mA,照射時間20分間の条

件でCMR撮影を行った｡この際フイルムにはKodak

社製Spectroscopic Safety Film Type 649 -　を用

い,指定現像処理後, Canada balsamでオブジェクト

グラス上に封入し鏡検した｡

さらにCMR撮影後,上述の研磨片を無覚光グリセリ

ンで封入し,日本光学社製蛍光顕微鏡VFD-T型の光

源側フィルタにBV-360-　　　接眼側フィルタに515

Wを装着してTCラベリング像を観察した.

実　験　成　績

1.組織所旦

1)術後1週

(1)対照群(図2)

骨皮繋切除部および周固骨部の外骨膜は著明に肥厚

し,骨膜下には中等度の円形細胞浸潤を伴う肉芽組織が

増殖している｡骨皮賛切除部には線維素網の形成を伴っ

た多量の凝血塊が存在し,その周園に高度の円形細胞浸

潤を示す肉芽組織の増殖が認められる｡

骨皮薯断端の骨髄側には破骨細胞を含むHowship嵩

がわずかに認められ,同部付近の骨細胞の-吾酎ま染色性

が低下している｡また外骨膜側のHavers管はわずかに

拡大している｡

周囲骨皮質骨髄側では新生骨が極くわずか認められ,

その辺縁には骨芽編胞が配列している｡

図2　対照群,術後1週,組織像
略語表
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(2) HAP-B棟粒蕨植群(図3-a, b, c)

母床骨皮質部および族植部の外骨膜は著明に肥厚し,

骨膜下には中等度の円形細胞浸潤を伴う肉芽組織が増殖

している｡麻植部には線維素綱の形成を伴った多量の凝

血塊が存在し,その周囲に高度の円形細胞浸潤を示す肉

図3-a HAP-B葉貢粒麻植群,術後1週

(type A),組織像

図3-b HAP一　顆粒麻植群,術後1過
(type B),組織像

図3-c HAP一　項粒麻植群,術後1週

(type C),組織像

-　3　-
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芽組織の増殖が認められる｡

母床骨皮質断席の骨髄側には被骨細胞を含むHow-

ship嵩がわずかに認められ,同部付近の骨細胞の一部

は染色性が低下しているoまた外骨膜側のHavers管は

わずかに拡大している｡

骨窯の新生は畳床骨皮質断端の骨髄柳で対照と同程度

に極くわずかに認められ,その辺縁には骨芽細胞が配列

しているが,HAP-B覇粒に新生骨の添加はみられな

い｡

HAP-B業貢粒は大小不同,不正形を皇し,辺縁には

綿かな凹凸が認められる｡typeAおよびBではHA

pIB乗粒が脱灰により完全に消失せず,一部は結BBB形
態の明らかな均薯無構造でhematoxylinに淡染する部

分として認められるがtypeCでは完全に脱灰され,

空洞としてみられるoいずれのtypeにおいても栗粒周

図には巨細胞はあまりみられず,細胞成分に乏しい｡

2)術後2週

(1)対照群(図4)

手術部外骨膜はいまだ肥厚している｡外骨漠下の円形

綿胞浸潤は減少し,骨皮賛切除部の凝血塊もかなり吸収

され,肉芽組織が増殖している｡

周囲骨皮賛断席のHowship嵩は1適例に比べてその

数を増し,辺縁が不整となっている｡また同部の骨細胞

は一部で染色性が低下しており,拡大を示すHavers管

が増加している｡

周囲骨皮賛骨髄側の新庄骨翼はわずかに室および太さ

を増し,その辺縁には大小種々の骨芽細胞が配列してい

る｡

(2)HAP-B項粒麻植薪(図5-a,b,c,d,

e,f)

手術部外骨漠はいまだ肥厚しているo外骨膜下の円形

図4　対照F,術後2週,組織像

-　4

綿胞浸潤は減少し,麻植部の凝血塊もかなり吸収され,

凝血塊はHAP - B頼粒間隙にわずかにみられるのみ

で,その大部分は肉芽組織で置換されている｡

母床骨皮薯断鵜のHowship嵩は1週例に比べてその

数を増し,辺縁は不整となっている｡同部付近の骨綿胞

図5-a HAP-B頼粒麻植薪,術後2遇
(type A),組織像

図5-b HAP一　顧粒族植群,術後2過

(type B),組織像

図5-c HAP-B顧粒麻植群,術後2過
(type C),組織像
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は一部で染色性が低下しており,拡大を示すHavers管

の数も増加している｡

奇床骨皮質骨髄側の新庄骨要は室と太さを増し, HA

p - B顆粒周囲にまで延びている｡しかし骨の新生室は

対照と同程度であり,東粒への新生骨添加はみられな

図5-d HAP一　業貢粒蕨植群,術後2週
(type A),度粒部組織像

図5-e HAP-B顆粒蕨植群,術後2週
(type B),項粒部組織像

図5-f HAP一　業貢粒麻植群,術後2過
(type C),東粒部組織像
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い｡

HAP - B癌粒は1過例と同様に,大小不同,不丘形

を皇し,辺縁には凹凸が認められる　typeAでは東粒

辺縁に大小種々の骨芽細胞が配列し,一部に巨編胞も散

見されるが, type BおよびCでは細胞の集積はあまり

みられない｡ type Bではいくつかの頼粒に大きなク

ラックが出場し,クラック内には線維組織の進入が認め

られる｡

3)術後4遇

(1)対照群(図6)

外骨膜はいまだ肥厚しているが,凝血塊は吸収され,

骨皮薯切除部および周囲骨部の円形細胞浸潤もほぼ消失

しているo骨皮賛切除部には血管に富んだ肉芽組織が増

殖している｡

周囲骨皮賛断靖のHowship雷は2週例に比べてさら

に増え,拡大を示すHavers管もその数を増している｡

しかし同部には染色性が低下した骨細胞がいまだに認め

られる｡

周囲骨皮質骨髄側の新生骨栗は2週例に比べて,さら

にその室および太さを増し,辺縁には多数の骨芽細胞が

配列している｡しかし外骨膜側ではいまだ骨の新庄は極

くわずかである｡

(2) HAP一　項粒蕨植群(図7-a, b, c, d,

e, f)

手術部外膏膜はいまだ肥厚しているものの,凝血塊は

吸収され,外骨膜下の円形細胞浸潤もほぼ消失してい

る｡酎産部では血管に富んだ肉芽組織が増殖しているo

母床骨皮質断端のHowship膏は2週例に比べてその

数を増し,辺縁はさらに不整となっているo同部付近の

骨細胞は一部で染色性が低下しており,拡大を示す

Havers管の数も増加している.

図6　対照欝,術後4過,組織像

-　5　-
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母床骨皮質膏髄側および断端の新生骨翼は室と太さを　　　　HA P - B額粒の外形に大きな変化はみられない｡

増しているO骨形成室は対照とほぼ同様であるが,母床　　type Aでは粟粒辺縁に配列した骨芽細胞がやや数を減

に近い部分で新生骨が栗粒に直接接し,額粒を核とした　　少しつつあるが, type BおよびCでは細胞の集積度は

骨形成がなされるため骨の形成される範囲が広く,硬組　　2過例と比べて高い｡ type Bでは2週例と同様,鹿粒

織の全体量はより多く認められる｡

図7-a HAP一　棟粒蕨植#,術後4週
(type A),組織像

図7-b HAP一　業貢粒族植群,術後4過
(type B),組織像

図7-c HAP-B棟粒族植群,術後4週
(type C),組織像

にクラックが生じている｡

図7-d HAP一　顆粒族植群,術後4週
(type A),廠粒部組織像

図7-e HAP-B果貢粒蕨植啓,術後4週
(type B),額粒部組織像

図7-f HAP一　項粒麻植群,術後4過
(type C),額粒部組織像

6　-
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図8　対照群,術後8週,組織像

4)術後8週

(1)対照群(図8)

外骨膜はわずかに肥厚しているものの,骨膜下の円形

細胞浸潤は消失しているo骨皮質切除部では線碓性結合

組織が増殖している｡

周囲骨皮賛外側面のHowship嵩は減少し,その付近

のHavers管の拡大もわずかである｡

新生骨は4過例に比べて著しくその室と太さを増し,

外骨膜側でも骨の新庄が認められ　Havers層板様構造

やVolkmann管様構造を示す部分も認められる｡

(2) HAP-B顆粒族植群(図　-a, b, c)

手術部外骨膜はわずかに肥厚しているが,骨膜下の円

形綿胞浸潤は消失しているo

母床骨皮薯断端外側面のHowship高は減少し,その

付近のHavers管の拡大もわずかである｡

新生骨は4過例に比べて著しくその室と太さを増し,

外骨肢側でも骨の新生が認められ, Havers層板様構造

やVolkmann管様構造を示す部分も認められる｡母床

図　-a HAP-B顆粒族植‡監　術後8過
(type A),組織像

図　-b HAP-B東粒酎産鑑術後8過
(type B),組織像

図9-c HAP-B醸粒族植#,術後8週
(type C),組織像

に近い部分ではHAP - B顆粒は新生骨によって完全に

囲廃され,互いに連絡している.

いずれのtypeにおいてもHAP - B顧粒q)外形に大

きな変化はみられず,新生骨の室および形態にも著明な

差はみられない｡ type AおよびBでは一部の覇粒にク

-　7　-

図10　対照群,術後12過,組織像
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ラックがEEじている0

5)術後12過

(1)対照帯(図10)

外骨膜は骨皮蟹切除部においてわずかに肥厚している

ものの,骨膜下の円形細胞浸潤は消失している｡骨皮賛

図11-a HAP一　額粒麻植群,術後12過
(type A),組織像

図11-b HAP一　棟粒蕨植群,術後12過
(type B),組織像

図11-c HAP一　顆粒族植群,術後12週
(type C),組織像

^m,

切除部の下歯槽神経血管亮の外伽面には骨の新生がまっ

たく認められず,外骨膜によって被われているにすぎな

い｡周囲骨皮賛内のHavers管の一部は拡大している

が, 8過例に比べて拡大したHavers管の数は減少して

いる｡

下歯槽神経血管束の内側面に新塗した骨栗は母床骨皮

質と移行的に連なり, Havers層板が出場している｡し

かしHavers管は著しく拡張しており,一部で骨髄様構

造も観察される｡

(2) HAP-B粟粒麻植群(図11-a, b, c)

手術部外骨膜はわずかに肥厘している｡

母床骨皮質内外側面の新生骨は層板状を皇し,

Havers管の拡大もほとんどみられない｡族植部の新庄

骨は母床骨皮質と移行的に連なり, Havers層板が出現

している｡同部におけるHavers管は著しく拡張してお

り, -部で骨髄様構造も観察される｡拡張したHavers

管に接するHAP - B顆粒辺縁に巨細胞の出現はみられ

ない.新生骨量は増加し,大部分のHAP - B某亘粒は新

生骨によって完全に囲廃されて互いに連絡し,骨欠損部

が硬組織によりはば満たされているO族植群では対照群

と比較して,骨が広範囲にわたって形成されているた

め,硬組織の全体量は明らかに多い｡しかし母床骨皮質

より遠く離れた下顎骨下縁部では,骨性連絡がいまだ不

十分である｡

いずれのtypeにおいてもHAP - B額粒の外形に大

きな変化はみられず,新生骨の室および形態に著明な差

はみられない｡

6)術後24過

(1)対照群(図12)

外骨麓の肥厚はほとんど消過している｡骨皮薯切除部

の下歯槽神経血管束の外側面には骨の新生がまったく認

図12　対照群,術後24過,組織像
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され,各種層板の走行も24週例に比べ,さらに塊別的と　　　られるo

なっている｡しかし母床骨皮質より遠く離れた下顎骨下　　　骨麓外に存在するHAP - B顆粒は線維組織に被包さ

縁部では,外基礎層板の形成はいまだ不十分であり,外　　れているoいずれのtypeにおいてもHAP - B栗粒は

骨膝下に存在するHA P - B果貢粒の外側に骨が形成され　　　大小禾同,禾正形を皇し,その外形に大きな変化はみら

ていないため,下顎骨下線に凹凸を生じている部位もみ　　　れず,新生骨の室および形態に著明な差はみられないo

図15-a HAP一　度粒蕨植群,術後48過
(type A),組織像

図15-b HAP一　葉貢粒蕨植群,術後48週
(type B),組織像

図15- c HAP-B果貢粒族植君羊,術後48過
(type C),組織像

図15-d HAP一　癖粒蕨植群,術後48週
(type A),癌粒部組織像

図15-e HAP一　業貢粒麻植群,術後48過
(type B),額粒部組織像

図15-f HAP一　席粒族植君羊,術後48週
(type C),頼粒部組織像

- 10　-



歯科学報　Vol. 92, No. 4 (1992)

図16　対照群,術後1週, CMR

しかしtype Bのクラック内, type Cの大きな気孔内に

は新生骨の進入がみられるのに対し, type Aは額粒内

部への新生骨の進入が認められない｡

2. CMR所見

1)術後1週

(1)対照群(図16)

図17-a HAP一　顆粒蕨植群,術後1週

(typeA), CMR

図17-b HAP一　葉貢粒蕨植群,術後1過

(typ】e B), CMR

図17-c HAP一　項粒麻植群,術後1過

(tyj⊃e C), CMR

骨皮質切除部周囲の骨皮薯における各種層板,骨小

磨, Havers管, Volkmann管などに著明は変化は認め

られないが,骨皮繋断端内側の-部には極く少数の吸収

嵩が出窮している｡

骨皮賛内側面にはⅩ線不透過度の低い,短い数本の髭

状を呈する骨栗がわずかに新庄しているが,外側面およ

び断端には骨翼の新生はみられない.

(2) HAP-B果貢粒族植群(図17-a, b, c)

母床膏皮質における各種層板,骨小腔, Havers管

Volkmann管などに著明は変化は認められないが,母

床膏皮質断端内側の一部に極く少数の吸収嵩が出現して

いる｡

母床骨皮質断端内側面には対照群と同様にX線禾透過

度の低い,短い数本の髭状を呈する骨梁がわずかに新生

しているものの,母床骨皮質外側面および断席には骨梁

の新生はみられない｡

HAP - B東粒は蕨植部全体に散在し,母床骨皮寛と

はぼ同程度のⅩ線不透過度を示している｡いずれの

typeにおいても抵粒のⅩ線不透過度は均一で,差を示

ill -

図18　対照群,術後2週, CMR
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さない　HAP-B顆粒への新生骨添加は認められな

い｡

2)術後2過

(1)対照群(図18)

骨皮質切除部周囲の骨皮質におけるHavers層板のⅩ

線不透過度は比較的均一であるが,一部のHavers管壁

には吸収嵩が出現している｡母床骨皮薯断端の吸収嵩は

図19-a HAP一　癖粒蕨植群,術後2週

(typeA), CMR

図19-b HAP-B皐貢粒族植群,術後2過

(typeB), CMR

図19-c HAP一　顆粒麻植群,術後2週

(type C), CMR

1週例に比べてその数を増し,外側でもそれが認められ

る｡

骨皮賛内側面よりⅩ線禾透過度の低い骨栗が新生して

いる｡新生骨の室は1過例に比べてかなり多く,密度も

増している｡

(2) HAP-B額粒麻植群(図19-a, b, c)

母床骨皮薯におけるHavers層板のⅩ線不透過度は比

較的均-であるが,一部のHavers管壁には吸収嵩が出

現している｡母床骨皮薯断垢の吸収嵩は1週例に比べて

その数を増し,外側でもそれが認められる｡

母床骨皮賛内側面よりⅩ線不透過度の低い骨梁が新庄

している｡新庄骨の室は対照群と同程度で, 1過例に比

べてかなり多く,密度も増している｡

いずれのtypeでもHAP - B煩粒の外形に大きな変

化はみられず,額粒に新生骨の添加は認められない｡

type Bではいくつかの粟粒に大きなクラックが出現し

ている｡

3)術後4週

(1)対照群(図20)

骨皮質切除部周囲の骨皮薯におけるⅩ線不透過度は不

均一で, Havers管の拡大が観察される｡同部の内外

側,断端およびHavers管壁に吸収嵩が出現している｡

骨皮質の内外側面より骨梁の新生がみられ, 2週例に

比べてその室およびⅩ線不透過度は増加している｡これ

ら新庄骨栗は多数の骨小腔を含んでおり,その配列は不

壊別でⅩ線不透過度は低いo

(2) HAP-B東粒族植群(図21-a, b, c)

奇床骨皮質におけるⅩ線禾透過度は禾均-で, Havers

管の拡大が観察されるo母床骨皮薯内外伽,断璃および

Havers管壁に吸収嵩が出現している｡

母床骨皮質内外側面より骨翼の新生がみられ, 2過例

に比べてその量およびⅩ線不透過度は増加しているが,

図20　対照君羊,術後4週, CMR

12
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対照酷との間に差は認められない｡これら新生骨翼は多

数の骨小腔を含んでいるが,その配列は不壊別で, Ⅹ線

不透過度が低いため,母床骨と容易に識別される｡

母床骨皮賛断端に近い部位のHA P - B顧粒には新生

骨が置接添加しているが,離れた部位の額粒には新生骨

添加が認められない｡いずれのtypeでもHAP - B顧

粒の外形に大きな変化はみられず,新生骨の室および形

図21-a HAP-B抵粒厳植群,術後4週
(typeA), CMR

図21-b HAP一　叛粒麻植群,術後4週

(typeB), CMR

図22　対照群,術後8週, CMR

態にも著明な差はみられない　type Bでは2過例と同

樵,東粒にクラックが生じている｡

4)術後8週

(1)対照群(図22)

骨皮質切除部周囲の骨皮賛内では,拡大を示すHavers

管や,母床骨皮賛内外酢　断撮およびHavers管壁にお

ける吸収嵩の数は4適例と比べてやや減少している｡

図23-a HAP一　皐貢粒酎直軋　術後8過

(typeA), CMR

- 13-
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図23-c HAP一　頼粒麻植群,術後8過

(type C), CMR

骨皮薯の内外側面および断端の新生骨はⅩ線不透過度

を増し, Havers層板構造を示す部位もある｡しかし新

生骨のⅩ線禾透過度は不均一で,骨小腔が多く,その配

列も不塊則であるo内外骨皮質問の骨性連絡は完了して

いない｡

(2) HAP-B栗貢粒蕨植群(図23-a, b, c)

母床骨皮賛内の拡大を示すHavers管や,母床骨皮質

内外側,断端およびHavers管壁における吸収嵩の数は

4週例と比べてやや減少している｡

母床骨皮質内外側面および断端の新庄骨はⅩ線不透過

度を増し, Havers管層板構造を示す部位もある｡しか

し新庄骨のⅩ線不透過度は不均一で,骨小腔が多く,そ

の配列も不規則である｡母床から遠く離れた部位におい

てもHAP - B東粒に新生骨が添加し,額粒を介して内

外母床骨皮賛間の骨性連絡が完了している｡

いずれのtypeでもHAP - B栗貢粒の外形に大きな変

化はみられず,新生骨の窒および形態にも著明な差はみ

られない｡ type AおよびBでは一部の額粒にクラック

が生じている｡

図24　対照群,術後12週, CMR
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5)術後12週

(1)対照群(図24)

骨皮質切除部周囲の骨皮質内側,断端およびHavers

管壁の一部では未だに吸収嵩が散見される｡

新生骨は層板構造を示し,骨小腔の数は8週例に比べ

図25-a HAP一　乗粒族植群,術後12週

(typeA), CMR

図25-b HAP-B項粒族植群,術後12過
(type B), CMR

図25- c HAP-B某貢粒麻植群,術後12週

(type C), CMR
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て減少し,配列も規則的になっている｡また新生骨のⅩ

線不透過度も均-になる傾向を示すが,母床骨皮薯に比

べてやや低く,新生骨内のHavers管は著明に拡大して

いるo下顎骨下縁に相当する部位にはまったく骨の新庄

がみられない｡

(2) HAP-B席粒蕨植啓(図25-a, b, c)

母床骨皮　内側,断端およびHavers管壁の一郭では

いまだ吸収竃が散見される｡

対照群では下顎骨下線に相当する部位にはまったく骨

の新生がみられないのに対し,族植群では同部に骨の新

生が認められ　旧来の下顎骨に近い形態を呈しつつあ

るo　また麻植群では対照群と比較して,骨が広範囲にわ

たって形成されているため,硬組織の全体量は明らかに

多いo新生骨のⅩ線不透過度は均一化する傾向を示す

が,いまだに母床骨皮質に比べてやや低い｡しかしこの

新生骨は層板構造を皇し,骨小腔の数は8週例に比べて

減少し,配列も塊則的になっているo新生骨内Havers

管は著明に拡大している｡

いずれのtypeでもHAP - B某亘粒の外形に大きな変

化はみられず,新生骨の室および形態にも著明な差はみ

られない｡

6)術後24週

(1)対照帯(図26)

骨皮質切除部周園の骨皮質内側,断端およびHavers

管壁において吸収官はほとんど認められず, Havers管

もほとんど拡大していない｡

下顎骨下線に相当する部位には12週例と同様にまった

く骨の新生がみられない｡下歯槽神経血管束の内側に相

当する部位では,新生骨の級密化が進み, Ⅹ線不透過度

が均一で,骨小腔の配列も塊則的である.しかし断端部

新生骨の外側には吸収嵩が多数みられ,同部のHavers

管は拡大している｡

図26　対照鑑　術後24週, CMR

I, No. 4 (1992) 619

(2) HAP-B顆粒族植群(図27-a, b, c)

母床骨皮質軸蝕　断靖およびHavers管壁に吸収膏が

ほとんど認められず, Havers管もほとんど拡大してい

ない｡

下顎骨下縁相当郭の新庄骨はHavers層板および内基

図27-a HAP-B顆粒蕨植群,術後24過

(typeA), CMR

図27-b HAP一　顆粒族植群,術後24週

(typeB), CMR

15一

図27-c HAP一　顆粒蕨植群,術後24過

(type C), CMR
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礎層板の構造が明敏となり,敏密化が進んでいる｡また

母床骨皮質に近い部位では新生骨はⅩ線不透過度を増

し,骨小腔の配列も規則的である｡しかし新生骨の外側

には吸収嵩が多数に存在し, Havers管の拡大も認めら

れる｡

いずれのtypeでもHAP - B顧粒の外形に大きな変

化はみられず,新生骨の室および形態にも著明な差はみ

られない｡

7)術後48週

(1)対照群(図28)

この時期になっても下顎骨下線に相当する部位にまっ

たく骨の新生がみられない｡一方,断端部新EE骨は内外

蓋礎層坂も形成され,敏密化がさらに進んでいる｡すな

わちⅩ線不透過度が均一で,骨小腔の配列も規則的とな

り, Havers管の拡大はほとんど認められない｡

(2) HAP-B項粒族植群(図29-a, b, c)

下顎骨下縁相当部の新生骨は,母床骨皮寛と同様の高

いⅩ線不透過度を示し,骨小腔の配列も塊則的で,拡大

したHavers管はほとんどみられない｡骨の形成は母床

骨皮薯より連続するように認められ,母床骨と新生骨の

境界を識別することは困丑で,旧来の下顎骨の概形を充

分に再窮しているo　またHAP - B頼粒に接して形成さ

れた骨とその周囲の骨との間にもⅩ線不透過度に差を認

めず, HAP - B項粒･骨結合体を形成している｡母床

に近い部位では外基礎層板が形成され,各種層板の走行

も24週例に比べ,さらに塊則的となっている｡しかし母

床骨皮質より遠く離れた下顎骨下縁部では,外基礎層板

の形成はいまだ不十分であり, HAP - B席粒の外側に

骨が形成されていないため,下顎骨下線に凹凸がfEじて

いる部位もみられる｡

いずれのtypeでもHAP - B顆粒の外形に大きな変

図28　対照君羊,術後48週, CMR

- 16

化はみられず,新庄骨の室および形態にも著明な差はみ

られない｡

3.ラベリング像所見

1)術後1週

(1)対照群

図29-a HAP-B棟粒蕨植群,術後48週
(typeA), CMR

図29-b HAP一　葉貢粒麻植群,術後48過

(type B), CMR

図29- c HAP-B顆粒麻植群,術後48週

(type C), CMR
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められず,外骨膜によって被われているにすぎない｡

下歯槽神経血管東の内側面に新生した骨栗は周囲骨皮

質と移行的に連なり,内外蓋礎層板も明瞭に形成されて

いる｡同部における新生骨のHavers管はわずかに拡張

しているが,新生骨と周囲骨皮薯との識別は困難であ

図13-a HAP一　項粒麻植群,術後24遇
(type A),組織像

図13-b HAP一　顆粒麻植群,術後24過
(type B),組織像

図13- c HAP- B皐貢粒族植群,術後24週
(type C),組織像
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る｡

(2) HAP-B顧粒麻植群(図13-a, b, c)

外骨膜の肥厚はほとんど消退している｡骨欠損部全域に

わたり新庄した骨梁が母床骨皮賞と移行的に連なり, 12

週例に比べて著しくその室と太さを増している｡新生骨

におけるHavers管は拡張しているが, Havers層仮お

よび内蓋礎層板の構造は明瞭となり, eosinの染色性は

母床骨皮嚢とほぼ同程度を示しているため,新生骨と母

床骨との識別は困難であるo内外母床骨皮質はHA P -

B果貢粒と新庄骨によって骨性に連絡し,旧来の下顎骨に

近い形態を回復している｡

いずれのtypeにおいてもHAP - B顆粒の外形に大

きな変化はみられず,新庄骨の室および形態に著明な差

はみられないo LかL type Aでは粟粒内部への新生骨

の進入がみられないのに対し, type Bでは発生したク

ラック内, type Cでは大きな気孔内に新生骨が進入し

ている｡

7)術後48過

(1)対照群(図14)

24週例とほとんど同様の所見を示している｡すなわち

外骨膜の肥厚はほとんど消過しており,骨皮質切除部の

下歯槽神経血管束の外側面には新生骨がまったく形成さ

れておらず,外骨膜によって被われているにすぎない｡

下歯槽神経血管束の内側面に新生した骨栗は周囲骨皮

質と移行的に連なり,内外基礎層板も明瞭に形成されて

いる｡

(2) HAP一　項粒蕨植群(図15-a, b, c, d,

e､ 0

外骨膜の肥厚はほとんど認められない｡

新生骨内における拡大したHavers管の数は24過例よ

り減少している｡母床に近い部位では外蓋礎層板が形成

図14　対照群,術後48週,組織像

9　-
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周囲骨皮賛断端は細かく帯状に,また同部のHavers

管の管壁は輪状に弱くラベリングされている｡層状に配

列した周囲骨皮賛内の骨小腔は均一に弱くラベリングさ

れている｡周囲骨皮薯内側面の新庄骨翼は叢状に弱くラ

ベリングされている｡

(2) HAP-B額粒麻植群

対照再とほぼ同様の所見を宣しているoすなわち母床

骨皮質断端は細く帯状に,また同部のHavers管の管壁

は輪状に弱くラベリングされている｡層状に配列した母

床骨皮質内の骨小腔は均一に弱くラベリングされてい

る｡母床骨皮賛内側面の新庄骨翼は叢状に弱くラベリン

グされているoいずれのtypeにおいてもHAP- B顆

粒周囲にラベリング帯はみられない｡ ,

2)術後2週

(1)対照群

周囲骨皮質内外側および断席は細い帯状に,また周囲

骨皮質内のHavers管壁の一部は輪状または弧状に弱く

ラベリングされているO周囲骨皮賛内の骨小腔は弱い点

状ラベリング像を示している｡周囲骨皮寛内側より新生

した骨翼は樹枝状の妄動､ラベリング像を示しているが,

同部の骨小腔にはラベリング像はみられない｡

(2) HAP-B顧粒麻植群

対照群とほぼ同様の所見を呈している.すなわち母床

骨皮質内外側および断席は細い帯状に,また母床骨皮質

内のHavers管壁の一部は輪状または弧状に,弱くラベリ

ングされている.母床骨皮薯内の骨小腔は弱い点状ラベ

リング像を示しているo母床骨皮繋内側より新生した骨

梁は樹枝状の鼻射､ラベリング像を示しているが,同部の

骨小腔にはラベリング像はみられない｡いずれのtype

においてもHAP - B額粒周囲にラベリング帯はみられ

ない｡

3)術後4過

(1)対照群(図30)

周囲骨皮薯は新生骨要に接する部位で帯状に弱くラベ

リングされている｡周園骨皮質骨小腔は点状に弱くラベ

リングされているが,周園骨皮質断席の骨小腔は一部で

ラベリングされていない｡周囲骨皮寛内側面より新生し

た骨梁は不均一に,とくに辺縁が強くラベリングされて

いる｡また新生骨契内の一部骨小腔は点状にラベリング

されている｡

(2) HAP - B慮粒族植群(図31)

母床骨皮薯は新生骨梁に接する部位で帯状に弱くラベ

リングされている｡母床骨皮薯骨小腔は点状に弱くラベ

リングされているが,母床骨皮賛断席の骨小腔は一部で

I, No. 4 (1992) 621

ラベリングされていない｡母床骨皮質内側面より新庄し

た骨翼はHAP - B頼粒周囲にまで伸び,叢状に弱くラ

ベリングされている｡また新生骨翼内の一部骨小腔は点

状にラベリングされている｡いずれのtypeにおいても

新生骨のラベリングの強さおよび形態に著明な変化はみ

られない｡

4)術後8過

(1)対照群(図32)

周囲骨皮質の辺縁はほとんどラベリングされてない

が,拡大したHavers管や骨髄腔の辺縁には輪状および

弧状の尋釦､ラベリング者がみられる｡また周囲骨皮賛内

の骨小腔は点状に強くラベリングされている｡周囲骨皮

賛内側面および断端より新庄した骨翼は不均一に弱くラ

ベリングされているが,骨小腔はあまりラベリングされ

ていない｡

HA P - B皐貢粒族植薪(図33)

母床骨皮質の辺縁はほとんどラベリングされていない

が,拡大したHavers管や骨髄腔の周囲には輪状および

弧状の強いラベリング帯がみられる｡また母床骨皮質内

の骨小腔は点状に強くラベリングされている｡母床骨皮

薯内刺面および断席より新生した骨翼はHAP - B頼粒

を固績し,とくに額粒辺縁で強くラベリングされている

が,骨小腔はあまりラベリングされていない｡いずれの

typeにおいても新生骨のラベリングの強さおよび形態

に著明な差はみられない｡

5)術後12週

(1)対照喪(図34)

周薗骨皮葉では拡大したHavers管や骨髄腔の辺縁に

ラベリング帯が観察される｡新生骨内のHavers管壁は

輪状に, Havers層板における骨小腔は点状にラベリン

グされており,その程度も8週例よりやや強い｡

(2) HAP - B廠粒蕨植群(図35)

母床骨皮薯では拡大したHavers管や骨髄腔の周囲に

ラベリング帯が観察されるo新庄骨部では, Havers管

壁は輪状に, Havers層板における骨小腔は点状に, 8

週例よりやや強くラベリングされ,さらにHAP-B顆

粒周囲の骨小腔はより強くラベリングされている｡いず

れのtypeにおいても新庄骨のラベリングの強さおよび

形態に著明な差はみられない｡

6)術後24週

(1)対照群(図36)

周固骨皮賛内外側面および断席より新生した骨翼内の

Havers管壁が輪状に,骨小腔は点状にラベリングされ

ている｡その他の部位ではとくに強くラベリングされて

- 17　-
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いる像は認められない｡

(2) HAP - B鹿粒族植群(図37)

母床骨皮薯内外側面および断端より新生した骨翼内の

Havers管壁は輪状にラベリングされ,さらに骨小腔が

点状にラベリングされている｡ HAP - B頼粒周囲の骨

小腔はいまだに強くラベリングされている｡いずれの

typeにおいても新生骨のラベリングの強さおよび形態

に著明な差はみられない｡

7)術後48週

(1)対照群

24週例とほぼ同様の所見を示している｡すなわち周固

骨皮賛内外側面および断端より新庄した骨梁内の

Havers管壁が輪状に,骨小腔が点状にラベリングされ

ている以外,とくに強くラベリングされている像は認め

られない｡

(2) HAP-B顧粒族植群

母床骨皮質および族植郭のラベリング像はまったく同

様で,両者の識別は国華である｡すなわち母床骨皮質お

よび麻植部のHavers管が輪状にラベリングされ,骨小

腔は点状にラベリングされている｡いずれのtypeにお

いても新生骨のラベリングの強さおよび形態に著明な差

ス
ケ
-
ウ
ダ
ラ

骨

はみられない｡

%　　　　　m

1. HAP-B額牡の性状について

HAP - B顧粒は大洋漁業㈱が北洋ベーリング海で漁

獲したすり身原料となるスケトウダラの多目的高付加価

値利用の-環として開発着手され,タラ中骨のみを原料

として製造されたものである(図38)｡本実験で用いた3

種のHAP - Bは成分分析, Ⅹ線回折分析,ラマン散乱

スペクトル分析,赤外線吸収スペクトル分析などによっ

て,リンやカルシウム以外にも数量のミネラルを含み,

3種の間でその結晶溝造に差が認められるHAPである

ことが明らかにされている(表1,図39, 40, 41)E

さらに教室の北村ら(1989)48¥　高野ら(1990)E　は上述の

分析に加えて, SEMによってHAP - Bの表面形態を

観察するとともに, HAP-Bと市販の合成HAPにつ

いて比表面積,気孔率,比菱,主細孔径,溶出試験およ

びフッ素定量などの分析を行った｡その結果, HAP -

Bは焼成時の温度の違いによってその表面形態に変化が

生じ,またHAP-Bはタンパク賛こそないものの,合

成HA Pよりもと卜新鮮下顎骨の分子構造に近似してい

図38　スケトウダラの利用概略図およびHAP - Bの工程

- 18　-
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た｡また比表面積,気孔率が焼成濫度の上昇にともない

減少するが,最も高い焼成温度でも市販のHAPよりそ

表1 HAP-Bの組成

カ　ル　シ　ウ　ム

リ　　　　　　ン

Ca/P (重量比)

Ca/P Cモル比)

塩素アパタイト

マグネシウム

ナトリ　ウ　ム

カ　リ　ウ　ム

鉄

硫

豪

ヒ

水

力

塩

属

素

豪

ムウ

39. 9%

18. 5%

2.16

1.67

0. 1-0.2%

0. 40%

0. 92%

0. 02%

0. 005%

検出限界以下

検出限界以下

検出せず

検出せず

検出限界以下

-
A
X
I
S
N
国
L
N
t

図40　各種HAP　　のラマン散乱スペクトル

実線:typeA　破線:typeB　一点破線:typeC

WAVENUMBER /cm" x

図41各種HAP - Bの赤外線吸収スペクトル

実線:typeA　放線:type B　一点破線:typeC

れらが大きい｡さらにフッ素定量において, HAP-B

は合成HAPよりフッ素の含有量が多く, HAP-Bに

おけるフッ素の存在状態はフッ素化ヒドロキシアパタイ

トであり,安定した構造であろうと述べている｡

z HAP-B顎粧豪植群の治癒過程について

成犬を用いて群BにおけるH A P酎産後の治癒過程を

実験的に追究したものには, Holmesら(1979, 1987,

Finn　ら(1980)12), Frame　ら(1981,

1987)13)-15¥ Piecuchら(1983)29¥ Changら(1983)6¥

Osborn(1985)28), Blockら(1985, 1987, 1988):づ),

Seibertら(1990)34),青木ら(1977)39),小木曽(1978,

1983)'　山崎(1984)63),保坂(1986)E　などがある○

これらのうち本研究と同様に下顎骨下線皮賛骨部に比較

的大きな骨欠損を作製し,同部へHAPを壊大したもの

はHolmeslおよびOsborn28)のみである｡

Osborn2は犬下顎骨下縁部に下顎管に達する骨欠損

を作り, 15×6×5mmの多孔性HAPブロックを酎直

して,術後8, 12, 24過の治癒過程をⅩ線学的ならびに

組織学的に観察した｡その結果,術後8週において下顎

管と水平またはその上方部付近まで皮繋骨幅径が増大

し,骨欠損部はHAPブロックと皮繋骨によって架橋さ

れていた｡術後12週では骨形成が酎直体内のすべての部

位でみられ,新生骨にはHavers層板構造が認められ

たo術後24過になると,欠也部を溝たした酎直体は石灰

化した骨組織によってすべて取り囲まれていた｡またこ

の研究における骨の形成過程の特徴は,極くわずかの炎

症性変化セラミクス界面で直接始まる骨形成,気孔中

心への求心的な骨形成であったと述べている｡

Holmes19は雑種成犬10頭の下顎骨休部を部分切除

し,多孔性HAPブロックを金属性綿トレーで保持して

厳植し,術後2, 4, 6, 12カ月の治癒経過を組織学的

ならびにS EMのimage analysisにより観察した｡骨

- 19-
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の形成過程は下顎骨の断端から延びるように形成された

新生骨が時日の経過とともに蕨植体内を満たしていき,

未熟な類骨からHavers管を有する層板骨へと成熟して

いくものであった｡また,族植体内に占める骨組織の割

合は, SEMのimage analysisによれば,術後2,

4, 6, 12ヵ月においてそれぞれ11, 46,　　　　で

あった｡術後4ヵ月において,形成された骨は未熟な顛

骨と層仮骨の混合を呈し,砕骨細胞の存在と楽骨の吸収

がみられたが,術後12ヵ月では,族植体内の骨構築は著

しく減少し,蕨植体の破片は新庄骨で置換されていた｡

さらにこれらの結果から骨の再形成には組織学的に異常

は認められず,蕨植体は生体に親和的であったと報吾し

ている｡

本研究におけるHA P - B癌粒麻植後の治癒過程にお

ける主な組織学的変化は,外骨膜の肥厚,母床骨皮質お

よびHA P - B魔粒蕨植部周囲における円形細胞浸潤,

凝血塊の形成,肉芽組織の増殖, HAP - B頼粒蕨植部

および母床骨皮薯部における骨吸収と骨新生,母床骨皮

質および新生骨の再構築などであったo

すなわち,手術部外骨膜の肥厚は術後早期よりみら

れ,その後除々に滅少し,術後24過においてほとんど消

過していた｡また凝血塊消過は術後4週で,円形細胞浸

潤は術後8過で消過していた｡血管新庄と肉芽組織の増

殖はHAP - B麻植部周囲よりその中央に向かって進行

し,術後2過でHAP - B顆粒は幼弱な肉芽組織で包ま

れていた｡母床骨皮質断靖の骨髄側には術後1週で破骨

細胞が出現し,術後4過で最も数多くみられた｡また母

床骨皮賛外骨膜側のHavers管壁は術後1週より吸収を

受け, Havers管は術後4週で最も拡大しており,その

中に多数の血管が増殖していたが,それ以後管壁への同

心円状の新生骨添加により漸次減少した｡ J以上のごとき

組織学的変化は対照ま酎こおける場合と大きな差を示さな

かった｡したがってHAP - B果貢粒は組織親和性のきわ

めて高い材料であるといえる｡

骨の新庄は対照群と同様に術後1過で母床骨皮薯骨髄

側に,術後8週で母床骨皮薯断端および断端周囲の外骨

膜側に認められたo LかLHAP- B麻植群では,術後

4過で母床骨皮質に近い部位のHA P - B東粒に新庄骨

が添加し,術後24過で内外母床骨皮寛はHAP - B顆粒

と新生骨によって骨性に連絡していたが,対照群では下

歯槽神経血管束の外伽面に新生骨がまったく形成され

ず,下顎骨の形態回復は待られなかった｡つまりHA

P I B麻植喪では,形成された骨が対照群と比較して広

範囲にわたっていたため,硬組織の全体室は明らかに多

かった.なおHAP-B顆粒辺縁には,術後2週より骨

芽細胞が配列を開始し,一部で巨細胞も散見されたが,

骨の新生に伴って骨芽細胞,巨細胞ともに漸次減少し,

術後12過以降では巨編胞の出現は認められず,術後48週

では骨芽細胞は新生骨辺縁にわずかに認められるに過ぎ

なかったO　また麻植部における新生骨は,増量にとも

なって, Havers層板が形成され,次いで内蓋礎層板,

さらには外基礎層仮と各種層板構造が明醇となり,術後

48過では族植部のHAP - B顆粒は成熱した新生骨に

よって囲擁され,正常に近い下顎骨の形態を呈してい

たo　しかし母床骨皮薯より遠く離れた下顎骨下線部で

は,外基礎層仮の形成はいまだ禾十分であり,外骨膜下

に存在するHA P - B頼粒の外側に骨が形成されないた

め,下顎骨下線に凹凸が生じている部位もみられ,骨欠

損部の完全治癒にはかなり長期間を要するものと考えら

れたo成犬の下顎骨下線部に著者と同様の大きさの方形

骨欠損をっくり,同部に新鮮自家膳骨片を移植して治癒

過程を観察した岡野43)の研究では,移植骨の-部は4着

するが,その大部分は吸収添加による機能的改造機転を

受け,術後24週で本来の下顎骨下縁部に外基礎層板が出

現し,正常な下顎骨と同様の組織構造と形態を示すこと

を認めた｡また栗原49)は成犬の下顎骨下縁部における骨

欠損部に藻結乾燥同種海綿骨ブロックおよび皮質骨ブ

ロックを,鬼谷46)は非脱灰および脱灰凍結乾燥同種骨組

片を移植して治癒過程を観察し,いずれも岡野の自家膳

骨片移植の場合と同様の骨改造機転を示すが,その進行

はおくれ,術後1年で正常な下顎骨の組織構造と形態回

復を示したことから,上記の各種同種骨は骨伝導能

(osteoconduction)とともに,自家骨よりも劣るが骨誘

導能(osteoinduction)も有するであろうと報害してい

る｡岡野43)栗原49)鬼谷46)らと同様の成犬における下

顎骨下線部の骨欠也にHA P - B顆粒を麻植した著者の

研究では,先に述べたごとく自家骨および同種骨移植の

場合より骨性治癒がさらにおくれていたことから,木材

は骨誘導能をもたないものと想像される｡しかしHA

P I B顆粒に密着して新fE骨が形成され,対照群に比較

して広範囲にわたって,かつ多量に骨が新生し,優れた

下顎骨の形態回復を示したことから, HAP - B栗粒は

明らかに骨伝導能を有するものと考えられる｡

CMRでは,対照群･骸植群ともに術後1過の母床骨

皮質断端内側に吸収嵩と骨翼の新生がみられ,母床骨皮

質断靖部付近のHavers管の一部が術後2週より12週に

わたって拡大していた.新生骨翼は時Ejの経過とともに

増加し,術後4週には母床骨皮寛に近い部位のHAP -

20
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B顆粒を園廃しており,術後12過には新庄骨が内外母床

骨皮質間に連続していた｡なお初期の新生骨栗はⅩ線不

透過度が低く,多数の骨小腔を含んでいたが,経過とと

もにⅩ線不透過度を増し,骨小腔は減少して塊別的な配

列を示すようになり,術後48過では蕨植部の新生骨は敏

密化が進んで,大部分で各種層板構造が明醇に形成され

ていた｡しかし術後48過でも母床骨皮薯より遠く離れた

下顎骨下線部では,外基礎層仮の形成はいまだ不十分で

あった｡

TCラベリング像では,対照群と同様に術後早親の新

生骨梁は弱くラベリングされ,母床骨皮薯はほとんどラ

ベリングされていなかった｡ -般にラベリング像は術後

4過から12週までの期間に顕著で,新生骨は全体が不均

一に弱く,辺縁が強くラベリングされ　母床骨皮質は辺

縁とHavers管壁が強くラベリングされるとともに骨小

腔も点状にラベリングされていた｡術後24過ではHA

p I B麻植部のラベリングは術後12週より弱くなり, 48

過では母床骨皮質およびHAP - B族植部のラベリング

は同程度で, Havers管は輪状に,骨小腔は点状にラベ

リングされていた｡

3. HAP-Bの焼成温度の差による組織反応の違いにつ

いて

HA Pが生体内で良好な組織親和性を示し,骨と化学

的に結合するとの報吾は数多くみられ,焼成漫度の差に

ょり組織反応に違いがみられることも報吾されている26)

27)32)35)36)47)55)57)58)61)｡しかしながら,焼成濫度の差が骨

形成に影響を与えるという報吾42)47)影響を与えないと

いう報吾55)58)種々あり,また組織反応に違いがみられる

廃園については明らかでないo

永井ら58)はWistar系ラットの下顎骨下線に形成した

骨欠損部に3種のHAP(合成直後のスラリー,合成後

200-C乾燥したもの,合成後800-C焼成したもの)を酎直

し,光顔的観察を行ったoそれによると, HAP埋人後

の骨形成過程の組織学的推移に焼成温度は影響しないと

発表しているoさらに,竹下ら55)は同じくWistar系の

ラットの下顎骨下線に形成した骨欠損部に2種のHAP

(合成後200℃乾燥したもの,合成後1250-C焼成したも

の)を蕨植し,光政的に観察し,新生骨形成速度と形成

室は明らかな差異は認められないとしながらも, HAP

表面に出現する多核巨細包の数および形態に差が認めら

れたと述べている｡

一方,整形外科領域では焼成温度の差が骨形成に影響

を与えるという報吾が比較的多い｡

Wang3は雑種成犬上腕骨の骨席部,骨幹端部,骨幹
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部に形成した骨欠損部に焼成濫度900℃および1100℃の

HAP試験片を麻植して,光顔的観察を行い,焼成温度

1100℃のHAP試験片は900℃の材料と比較すると,早

期では新生骨形成量の低下と骨組織の発育過程に僅かの

遅延を認めたと報吾している0

本研究では,術後2過においてtype Aの項粒辺縁に

骨芽細胞の配列がみられたのに対し, type BおよびC

では細胞成分の集積はあまりみられず, type Bおよび

Cの顧粒辺縁に多数の骨芽細胞の配列がみられたのは術

後4週においてであった｡すなわち,焼成温度の低いも

のほど術後早期において間葉系細胞の集積度が高かっ

た｡さらに,生体内における按粒の物酎勺安定性におい

ても所見の相違が認められ, type Cでは観察斯間を通

じて顧粒にクラックの出現がみられなかったのに対し,

type Bでは術後2過以後常に顧粒にクラックが出現し

ていた｡なおtypeAはクラックの出現している場合

と,出現していない場合とがあり,その程度もtype B

に比較して軽度であった｡しかしながら,新生骨の形成

時斯および形成された室と範囲には著明な差はみられな

かった｡

4. HAP-Bの臨床応用

口腔外科領域ではHA Pは組織増量材として絶対的歯

槽堤形成術および顎顔面部における各種形成手術に,管

斬直材として顎骨内病変の摘出術ならびに部分切除後に

おける顎骨再建術に現在広く臨床応用されている28)33)
37)

0

著者らも昭和63年より, pilot studyとして症例を選

んでHAP - B頼粒の臨床応用を始め,すでに50例を越

える症例に実施して比較的良好な結果を待ている52)｡図

42は35歳,女性の上顎左側中切歯から犬歯部に相当する

顎骨内に発生した歯根裏胞摘出腔にHAP - B(type

B)東粒を壊入し,術後1年経過時に,患者本人の同意

ー21 -
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を待たうえで, trephine barを用いて族植部の組織を

一部採取して組織標本を作製したものである　HAP -

B額粒間隊には層板骨の増生がみられ,額粒と骨との間

に軟組融の介在はみられず, HAP - B　骨結合体が形

成されているO　したがって,ヒトにおけるHAP-B額

粒蕨楢でも動物実験における場合と同様の治癒経過を示

すものと考えられる｡

ところで, HAPを臨床において使用し,一定期間経

過を観察した後,著者と同様にbiopsyによりHAP族

植部の組織学的検索を行った報吾は固内外で散見される

1)2)7)9)16)18)22)24)33)37)62)｡ Holmesら(1988)'は顎矯正手

術における骨切り部の骨間隊にHAPブロックを壊大し

た症例のうち,臨床的に良好な治癒経過を示した17例,

およびHAPブロックの鼻腔ないし口腔への露出のた

め,やむなくこれの除去を行った9例にbiopsyを施行

し,組織学的観察ならびにS EMのimage analysisに

よる検索を行った｡その結果, biopsy標本に占める各

組織の割合は平均で, HAPが48.5%,骨組織が18.0

%,軟組織が33.5%であり,表面の62.　が骨組織に

よって被われていたとのことであった｡このことから,

HA Pに対する移植に準じた生体反応は臨床応用で骨移

植の代用として供する可能性を確信させたと述べてい

る｡一方, Frameら(1989)　は多孔性HAPブロッ

クを用いて上顎部に絶対的歯槽堤形成術を施し,術後

10ヵ月時にこれの除去を行った症例に対し組織学的検索

を行い, HA P表面の40%は骨組織が存在したものの,

気孔内はすべて線維組織で満たされており,粘膜の葬薄

な歯槽堤萎縮部にはHAPブロックを応用すべきではな

いとし,淫意深い患者の選択と正確な外科的手技が要求

されると述べている｡

現在の口腔外科臨床においては,これまでの基礎的お

よび臨床的研究の結果をふまえて,適応症の正しい選

択,正確な手技,適切な術　後の患者管且　長期にわた

る術後経過の観察のもとに, HAPの臨床応用が行われ

ているため,比較的良好な結果が待られている｡とくに

下顎骨連続離断後などの広範の骨欠損部や,放射線照射

後や糖尿病などにより創傷治癒の遅延が想定される場合

にはHAPの単独使用は避けるべきであるとされている

10)ll)25)また顎顔面部の組織増量材としては十分な底形

性や簡便な操作性が要求されるため, HAPの素材とし

ての改良も試みられている8)17)｡

本研究では, 3種楽の温度にて焼成されたHAP - B

頼粒を成犬下顎骨に作製した骨欠損部に壊入し,その治

癒過程を詳糸田に検討したところ,いずれのtypeにおい

てもほぼ同様の骨の形成を認め,下顎骨の形態回復が待

られた｡しかし焼成温度の違いにより,術後早期におけ

る骨芽細胞の集積度および生体内における顧粒の物理的

安定性に多少の相違が認められたことから, HAP - B

頼粒を臨床で使用する場合, type Bよりtype Aおよび

Cがやや有利ではないかと想像された｡しかし前述のご

とき悪条件下では, HAP - B業貢粒の単独使用は避ける

べきである｡なお術後48週において,骨膜外に逸脱した

HAP - B粟粒は線維組織でのみ被包されていたことか

ら,栗粒の壊人にあたっては正確な手術手技が必要なこ

とは当然である｡

結　　　　　論

成犬の両側下顎骨下線部に方形骨欠櫨を作り,同部に

焼成温度の異なる3種のHAP - B額粒のいずれかを壊

入し, HAP - B項粒の壊人を行わない骨欠損を対照と

して,手術部の治癒過程を術後1週から48週にわたって

組織学的に観察するとともに, CMRおよびTCラベリ

ング法によって検索し,次のごとき結果を待た｡

1.対照啓, HAP-B頼粒麻植群ともに,手術部外

骨膜の肥厚は術後24過で,凝血塊は術後4週で,円形細

胞浸潤は術後8週で消過していた　HAP - B顆粒族植

群では血管新生と肉芽組織の増殖はHA P - B族植部周

囲よりその中央に向かって進行し,術後2過でHAP-

B頼粒は幼弱な肉芽組織で包まれていた｡

2.対照群, HAP-B栗亘粒麻植群ともに,切除部周

回および母床の骨皮賛断端に被骨細胞を含むHowship

嵩が術後1過で,骨皮窯内ハバース管の吸収拡大も術後

1週で出親し,いずれも術後4週で最も顔著であった｡

3.対照帯, HAP-B顆粒族植群ともに,術後1過

で切除部周囲および母床の骨皮質の骨髄側に骨栗の新生

を認め,術後8過で骨皮賛断端および断端周囲の外骨膜

側にもそれを認めた｡しかし,対照群では下歯槽神経血

管束の外側面では骨翼の新生がまったく認められず,柄

後48過に至っても下顎骨の形態回復は待られなかった｡

一方, HAP - B栗貢粒蕨植群では術後4週で母床骨皮質

に近い部位のHA P - B東粒に新生骨が添加し,術後24

週で内外母床骨皮薯はHAP - B鹿粒と新生骨によって

骨性に連絡していた｡さらに,術後48週ではHAP - B

業∈粒は母床骨皮薯より遠く離れた下顎骨下線部を除き,

層板骨によって固廃され,正常に近い下顎骨の形態を示

していた｡また,骨の形成された範囲が広いため,硬組

織の全体量は対照群と比較して明らかに多かった｡

4. HAP-B癌粒族植群では,術後2週において
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type A栗粒辺縁に骨芽酬包の配列がみられたのに対

し, type BおよびC頼粒辺縁には細胞成分の集積はあ

まりみられず, type BおよびC栗粒辺縁に多数の骨芽

細胞の配列がみられたのは術後4週であった｡また,

type Cでは全観察期間を通じて鹿粒にクラックの出現

がみられなかったのに対し, type Bでは術後2過にお

いてすでに敷粒にクラックが出現していた｡しかしなが

ら,新生骨の形成時期および形成室は, HAP - B果貢粒

の焼成温度の違いによる著明な差はみられなかった｡ま

た,術後48過においてもHAP - B頼粒の外形に大きな

変化はみられなかった｡

5. CMRにおいて,対照群, HAP-B顆粒麻植群

ともに,初期の新生骨翼はⅩ線不透過度がきわめて低

く,多数の骨小腔を含み,その配列も不規則であった｡

しかし,経過とともに新生骨梁は量およびⅩ線不透過度

を増し,骨小腔の数も減少して塊別的な配列を示した｡

また,対照群では術後48週でも下顎骨下線に相当する部

位にはまったく骨梁の新生がみられなかった0

6.対照群, HAP-B頼粒酎置啓ともに,術後早親

では切除部周囲および母床の骨皮嬰の断端,ハバース管

壁,骨小腔および新生骨などが弱くラベリングされてい

るに過ぎなかったが経過とともにラベリングの程度およ

び範園が増大した｡しかし,術後24過では術後12過より

ラベリングは弱くなり,術後48過では切除部周囲および

母床の骨皮嚢と新生骨のラベリングは同程度となってい

た｡

7.要するに,下顎骨下縁部に蕨植されたHAP - B

栗粒は焼成温度の違いにかかわらず,頬粒外形に大きな

変化を示すことなく残存し,組織反応は軽微で,漸次新

生骨によって固廃され,良好な下顎骨の形態回復をきた

したことから,木材は明らかに骨伝導能を有する組織親

和性の高い,優れた骨代用材であると考えられる｡

稿を終わるに臨み,終始御懇篤なる酎旨導,御校閲を賜った

重松知寛教授に深甚なる感謝の意を捧げまずoまた御懇篤なる

御指導,御校閲を賜った高橋庄二郎名誉教授に深謝致しますO
さらに酎旨導を賜った高野直久助手に深謝するとともに,種々

獅協力いただいた口腔外科学教室諸兄に感謝いたしますO
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Haruhisa Horikawa : Healing Process after Implantation of Natural

Hydroxyapatite (HAP-B) Particles in the Dog Mandible, Shikwa Gakuho,

92 : 605-632, 1992.

(The Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental

College, Chiba｡ 261, Japan)

Key words : Hydro:ryapatite-Implantation-Mandibular region-Experimental study.

Natural hydroxyapatite (HAP-B) refined from the backbones of walleye pollack was

sintered at 3 temperature levels [800-C (type A), 940-C (type B) and 1200-C (type C)]. The 3

types of HAP-B particles were implanted into quadrant-shaped bone defects m the inferior

margins of mand,lbles of adult mongrel dogs. No implantations were performed in controls.

Histological, contact-microradiographic (CMR) and tetracycline-labeling (TC) observations

of the healing process were made from the first to the forty-eighth week after implantations.

Results

l. No instances of thickened periosteum, blood coagulation, or round-cell infiltration per-

sisted in either the control group or the implantation group on 24, 4 and 8 weeks after surgery.

2. In both groups, after 1 week, Howship's lacunae containing osteoclasts appeared at the

margin of the host-bone cortex and extensive resorption of Haversian canals was noted. Both

phenomena were most remarkable 4 weeks after surgery but gradually diminished thereafter.

3. In both groups, new bone formation was observed inside the resected bone end 1 week

after surgery and on the outside surface of the host-bone cortex 8 weeks after surgery. In the

control group, however, since no new bone formation occurred on the outer surface of the

neurovascular bundle, morphological restoration of the mandible had still not taken place

weeks after surgery. In the implantation group, bony unions of newly formed bone had formed

between the host-bone cortex and proximal HAP-B particles 4 weeks after surgery ; and, 24

weeks after the operation, all implanted particles were connected with new bone. Well-formed

lamellae surrounded the HAP-B particles 48 weeks after surgery. Moreover, by this time,

histologically and morphologically, the implanted areas were similar to normal mandible.

4. In the type A implantation group, osteoblasts were arranged around particles 2 weeks

after surgery. This phenomenon occurred in type B and type C implantation groups 4weeks

after the operations. Although none developed in particles in the type C group, cracks had

appeared m particles in the type B groups 2 weeks after surgery. Time and volume of new-

bone formation, however, were the same for all implantation groups. In addition, obvious

alterations of particle external shape were observed 48 weeks after the operations.

5. In both groups, contact microradiography (CMR) revealed extremely low radio-opacity

m new bone, in which were many irregularly arranged lacunae. As time passed and new-bone

volumes increased, radio-opacity improved ; and lacunae decreased in number and assumed

regular arrangements. In the control group, no new bone formation was observed as late as

weeks after surgery in an area equal to the mandibular inferior margin.

In both groups, new bone originated at the resected end. In the early postoperative

Haversian-canal and lacuna walls were only weakly stained. But, as time passed, both

degree and extent of labeling increased. In both groups, labeling of the host-bone cortex and

of the implanted areas diminished in degree 24 weeks after surgery and gradually approached
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levels observed in the normal mandible.

7. The findings described above were observed in all experimental animals. Bone forma-

tion was similar in the cases of all types of HAP-B particles, which preserved their original

shapes and were surrounded by well-formed lamellar bon､e. These data suggest that HAP-B

particles are useful in restoring mandibular shape.

27　-

631



堀ノーl：HAP－B顆粒の顎部族植に関する実験的研究  632   

囲31HAP－8顆粒厳格群，術後4過   
（typeA），ラベリング像  図30 対照群，術後4週，ラベリング像  

図33 HA  ；顕粒族植群，術後8週   
（type八ノ．ラベリング像  

囲35 HAP－B顆粒骸植群，術後12過   
（typeA），ラベリング像  図34 対照群，術後12胤 ラベリング俊  

国訓 HAP－B顆粒扶植群，術後24濁   
（typeA）．ラベリング像  図36 対照群，術後24週．ラベリング像  

－28一－   




