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緒　　　　　言

口腔外科篠域の疾患は顎顔面骨に発生することが多

く,その外科的治療に際してしばしば顎顔面骨に大きな

欠櫨をきたす｡特に顎顔面変形による審美的障害や顎機

能異常の患者に与える精神的苦癌は,はかり知れないも

のがある｡そのため古くから､骨欠損部の術後早親治

痩,顎顔面の形態および顎機能回復を目的として骨移植

術が広く行われてきたo骨移植術において鼻も安定した

結果が待られるのは新鮮自家骨であるが,新鮮自家骨移

植では移植骨採取のため付加手術が必要で,骨採取量に

制限があり,小児や高齢者での応用が困難であることな

どの理由から,同種骨移植　　　　　　　司8)や人工生

体材料　'　による骨欠損部の再建,修復も試みら

れている｡

同種骨移植を成功させるためには移植抗原性を低下さ

*本論文の要旨は第42回日本口腔科学会総会(昭和63年
5月21冒,札幌),第43回日本口腔科学会縁会(平成元年
6月16日,長崎),第45回日本口腔科学会総会(平成3年
5月16日,京都)において発表した｡

せることが必要であり'　　　　そのため,同種

移植骨に対して凍結　　　　　凍結乾燥　国

司0),脱灰　　　　　　　脱脂　脱脂脱灰

'　　煮溝　　オートクレーブ　　焼成　薬液

浸蕃　放射線照射23)など各種の処理が行われてきたo

これらのうち移植抗原性が最も低く,高い骨誘導能およ

び骨伝導能を示すものは脱脂脱灰凍結乾燥処理であると

いわれている

骨移植が他の組織･臓器移植と異なる点は,自家骨,

同種骨のいずれにおいても,移植された骨細胞の超生を

絶対条件としないことである｡最も理想的な同種骨は新

鮮自家骨移植の場合と同様に新生骨の形成を増進させる

とともに,新生骨に置換されるまでの間,骨新庄の足場

を提供し,できる限り早期に術前と同様の形態再現をは

かることである

しかし同種骨移植では厳しい供与者の選択と骨採取時

の無菌的操作を必要とし　　　　我が画では死体か

らの生体材料の採取が不可能であり,供給量にも限界が

ある.そのため,最近ハイドロキシアパタイト(以下H
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APと略す)に代表される人工材料も利用されるように

なったo一方　　年,植野ら69)は牛の大堪骨を焼成

し,免疫応答のない焼成翼種骨を開発し,整形外科領域

で臨床応用し良好な結果を待ている｡植野ら　　　　に

よると,焼成骨は焼成により有機寛が完全に除去され,

合成HA Pと巽なった本来の骨の形態および三次元的骨

格構造を細部まで濫存した生体由来の天然HA Pであ

る｡また焼成骨は除蛋白後,高温で焼成されることか

ら,同種骨処理過程で必要な無菌操作が不要で,ある程

皮,細菌やウイルス等に汚染された骨の利用も可能であ

ると考えられる｡しかし焼成骨移植による顎骨欠演部の

治癒経過を動物を用いて追求した研究はきわめて少ない
45)52)

0

著者の教室では　年3月より,凍結乾燥法による骨

強行を開設し,それ以来,項顔面骨に欠櫨をもつ多数の

症例に凍結乾燥同種骨ならびに脱灰凍結乾燥同種骨を移

植し,良好な結果を得ている　　　　また,これら保

存同種骨の臨床応用の素礎的根拠を確立するため,当教

室の栗原　　　は成犬の下顎骨下線部に骨欠演を作

り,同部に非脱灰凍結乾燥同種皮質骨ブロックならびに

非脱灰凍結乾燥同種海綿骨ブロックを移植し,鬼谷

は同様の骨欠損部に非脱灰凍結乾燥同種皮薯骨

細片および脱灰凍結乾燥同種皮質骨編片を移植して手術

部の治癒経過を組織切片,コンタクトマイクロラジオグ

ラム(以下CMRと略す)およびテトラサイクリン(以下

TCと略す)ラベリング法を用いて検索した｡さらに市

ノ川　　　　はラットを用いて各種処理同種骨の移植抗

原性,骨誘導能および強度を比較検討したo　これらの鞄

吾より脱脂脱灰凍結乾燥同種骨は最も移植抗原性が低

く,骨誘導能が高い同種処遅骨であることが示唆され

た｡しかし脱脂脱灰凍結乾燥同種骨および焼成同種骨の

顎部移植後における治癒経過を実験動物を用いて比較検

討した研究は全く見られない｡また同種骨移植後の治癒

経過は移植骨の形態,力学的強度および骨欠也の大きさ

が関与するといわれている5)｡特に顎顔面では骨欠鹿部

の早新形態回復の面から,細片骨よりも形態付与の容易

なブロック骨の応用が望ましいと考えられる｡

そこで著者は,成犬の下顎骨下縁部に栗原　　鬼谷60)

と同様の骨欠也部を作り,大層骨皮窯より作製した脱脂

脱灰凍結乾燥同種骨ブロックおよび焼成同種骨ブロック

を移植し,術後1週から48週にわたり,移植部の治癒経

過を組織学的に観察するとともに　　　　およびTCラ

ベリング像によって検索した｡

実　験　方　法

1.実塵動物および実験期間

実験動物には雌雄の別なく,体重　　了前後の健康な

雑種成犬30頭を用い, 1週間以上飼育した後,実験に供

した｡実験期間は術後1週, 2過, 4週, 8過, 12週,

24過, 48週とし,各実験親問3頭ずつとしたo残りの9

頭は移植骨片の供与体とした｡

2.移植骨片の採敬

移植骨片は供与体成犬の大層骨より採取したo　まずベ

ントバルビタールナトリウム　　　　　　⑪

の静脈内庄射にて屠殺した後,大腿骨部を剃毛し,

法により消毒を行った｡次いで皮膚切開を行っ

て周薗軟組織を完全に剰離し,できるだけ無菌的に大塵

骨骨幹部をストライカーにて切断,採敬した｡移植骨片

は骨髄を除去して皮寛骨のみとし,付着した欧組織を除

去した後,歯科用バー,骨ノミ,被骨相子などを用いて

約7×　　　の大きさの骨片に分割し,それらを1片ず

つ滅菌した保存用ガヰス容器に入れて脱脂脱灰凍結乾燥

処理および焼成処理を施した.

3.移植骨片の処理

脱脂脱灰凍結乾燥骨の作製は,米　　　　　　州に

ある海軍病院内　　　　　　の方法に準じて行ったo

すなわち大腿骨皮質を室虎でクロロホルム:メタノール

溶液に12時間浸漬後　　　　　　　　　溶液

に浸活したo　次いで

の第1および第2リン酸ナトリウム緩衝液に

て72時間中和し,さらに4℃の蒸留水で24時間洗浄し

て,凍結乾燥処理を施した｡

凍結乾燥処理　　には,日本フリーザー社製オートマ

チックフリーズドライヤ　　　　　型に改良を加えた

凍結乾燥装置を用いた.本装置は乾燥棚濫度を

から　　の任意の濫度に設定でき,コンデンサー温度は

-80℃　　　　　真空乾燥槽は1 ×　　　　に達す

る｡保存用ガラス容器に入れた骨片を予備凍結槽(-80

℃～-90℃)で24時間予備凍結した後,真空乾燥槽内に

移し,乾燥棚濫度を-45℃で1日　　　℃で1日, -10

℃で5日の計7日間にわたって乾燥処理を行った｡乾燥

終了後,真空乾燥槽内でゴム栓による真空密栓を施し,

実験に使用するまで室息で保存した｡

焼成骨の作製は　　　　　　　　　　　　⑧)の作

製方法に準じた69)｡すなわち　　℃にて60分間煮沸

し　　　　　　　および　　　　　溶液で除蛋白処理

後,歯科用ファーネスにて　　　　時間の一次焼成,

次いで　　　　　時間の二次焼成を施し,エチレンオ
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キサイドガスにて滅菌した｡

4.移植手術

ベントバルビタールナトリウム　　　　　　⑪

による静脈内麻酔下に下顎骨下線部を剃毛し,

法による消毒を行った後,手術部にエビネフ

リン　　　　倍含有2%塩酸リドカイン溶液約3mlを

注入し,約5分間経過してから,両側下顎骨下線部に

沿って約5cmの皮膚切開を加え,骨膜下剥離を行っ

た｡次いで,歯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達意しながら,両側第1大

臼歯郭に相当する下顎骨下線部に約7 ×　　　の方形骨

欠損部を作製したO　さらに,約30分間硫酸アミカシン

②　　　含有生理食塩水に浸漬した脱脂脱灰

凍結乾燥骨を勢刀を用いて,焼成骨を歯科用バーを用い

てトリミングし(図1),前者を右側骨欠損部(以下脱脂

脱灰骨群とする)に,後者を左側骨欠櫨部(以下焼成骨群

とする)に挿入し,移植骨片中央部で　　　ステンレス

スチールワイヤーによる骨内園廃結紫を行い,骨片固定

をはかった(図2)｡なお歯科用バーによる骨切りは常に

注水下で行い,加熱による骨損傷をさけた.移植骨片の

固定を終えたならば,生理食塩水で手術部を洗浄し,管

漢,筋層および皮膚の3層縫合を施したo術後には感染

予防のため3日間セフェム系抗生物寛　　　　　　③)

の筋注を行った｡

5.試料の採取

各実験期間を経過した動物は,ベントバルビタールナト

リウム　　　　　⑪　　　　　による静脈内麻酔によ

り入眠させた後,心臓穿刺を行って10%中性緩衝ホルマリ

ン溶液を住人して屠殺し,周薗軟組織を付着させたまま下

顎骨休部を切除したO採取した試料は10%中性緩衝ホルマ

リン溶液による固定を1週間以上行った｡なお屠殺前3日

図1　移植骨片
(S :焼成骨, D :脱脂脱灰凍結乾燥骨)

1571

間オキシテトラサイクリン　　　　　　⑪

を1日1回背部皮下に淫射し,ラベリングを行った｡

6.組戚学的観察法

固定を終えた試料はマルトー社製硬組織切断機MC -

型を用いて移植郭の近遠心端より約5 mm離れた

部位で切断した後,前額断方向に2分割して近,L､部を組

織標本用試札　遠心郭をCMRおよびTCラベリン

グ像観察用試料としたo組織標本用試料は

法で約2過間脱灰を行い,さらに5%硫酸ナト

リウムで約1週間中和した後,適法に従ってセロイジン

に包埋して前額断方向に　　〃mの連続切片を作製

し,ヘマトキシリン-エオジン染色を施し鐘画したo

およびラペリング像勧察法

c MRおよびラベリング像観察用の試料を

に包度し　　　　　社製精密低速

切断機　　　　　　　　　型を用いて前額断方向に

約200〃mの連続薄切片を作製した｡次いで,これをマ

ルトー社製スピードラップ　　　　　型を用いて約

80〃mの研磨片とし,日本ソフテックス社製

sM型を用いて,焦点･フイルム間距離　　　管電圧

管電流　　　照射時間20分間の条件下でC M

R撮影を行った｡

なおCMR撮影用フイルムは　　　社製

を用い,指定環像お

よび定着後,カナダバルサムでオブジェクトグラス上に

封入し鏡顕した｡

さらにCMR撮影後,上述の研磨片を無蛍光グリセリ

ンで封入し,日本光学社製蛍光疎放鐘　　　　型の光

源側フィルターに　　　　　　　接眼側フィルターに

を装着してTCラベリング像を観察した｡

図2　移植骨片の固定
(◆ :脱脂脱灰凍結乾燥骨, ⇔ :焼成骨)

-　3　-
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実　験　成　績

上　組穐所見

1)対照(正常下顎骨)(図3)

皮質骨は外層を外骨膜によって被われ,その内外側面

に数層からなる内外蓋礎層仮が認められる｡内外蓋礎層

板間にはハバース管およびハバース層板が存在し,ハ

バース層板間は介在層板およびフォルクマン管によって

満たされている｡各層板の基窯はエオジンに淡染し,内

部に骨抽胞を含む骨小腔が層状に配列している｡これら

骨細胞の核は,円形あるいは楕円形でヘマトキシリンに

濃染している｡骨皮寛の大部分は骨髄腔と接しており,

一部では内蓋礎層板から海綿骨翼へ連続している｡骨皮

質内側面および海綿骨翼周囲は一層の骨芽細胞が配列し

た内骨膜で被われ,骨髄腔は血管,脂肪組織などを含む

綱眼組織で満たされている｡

2)脱脂脱灰骨群

(1)術後1週(図4)

母床骨皮薯部および移植骨部の外骨膜は著明に肥厚

し,母床骨皮賛外側面に中等度の円形編胞浸潤を伴う肉

芽組織が増殖している｡また母床骨皮賛内側面にも中等

度の円形細胞浸潤を伴う肉芽組織が増殖しており,多数

の骨編胞を含む少量の骨翼が新生している.これらの新

庄骨室は焼成骨群の術後1過のそれより多く,その辺縁

に大小種々の骨芽細胞が配列している｡母床骨皮聾断端

部に被骨編胞を含む-ウシップ音が見られ,断端部付近

の骨細胞は一部で染色性が低下し,ハハ-ス管がわずか

に拡大している｡

母床骨と移植骨の接合部には線維素網の形成を伴う凝

血塊,中等度の円形細胞浸潤および多数の血管を伴う肉

芽組織の増殖が認められる｡

移植骨の染色性は母床骨皮葉に比べて著しく低下して

エオジンに淡染し,移植骨内の骨細胞は,すべて染色性

図3　対照(正常下顎骨)組織像

を失っている｡移植骨内外側面および断端部に軽度の円

形細胞浸潤を伴う肉芽組織が増殖し,断端部および内側

面の肉芽組織の方が外側のそれよりも多い｡移植骨内の

ハバース管内には明瞭な血管の進入や肉芽組織の増殖な

どの変化はなく, -バース管の拡大も見られないo　また

移植骨内に新生骨の形成は認められない｡

(2)術後2週(図5)

母床骨皮質部および移植骨部の外骨膜は肥厚してい

るo母床骨皮賛内外側面の円形細胞浸潤は軽度となり,

血管に富む肉芽組織の増殖が見られる｡母床骨皮質内側

面の新生骨はその妄および太さを増し,母床骨皮繋外側

面にも多数の骨組胞を含む骨翼が新庄しているが,母床

骨皮寛断端部の骨梁の新生はわずかである｡新生骨翼の

辺縁には大小種々の骨芽細胞が配列している｡母床骨皮

賛断端部のハウシップ官はその数を増し,断端部付近の

骨細胞は一部で染色性が低下している｡ハバース管は拡

図4　脱脂脱灰骨群,術後1過,組織像

略言吾表

H:母床骨
G:移植骨

接合部
P:骨膜

-　4　-
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大を示すものが術後1週例に比べて増加している｡

接合部の円形糸田胞浸潤は術後1週例に比べて軽度で,

凝血塊は吸収されて血管に富む肉芽組織が増殖してい

る｡母床骨皮寛より新生した骨梁と移植骨との連絡は見

られない｡

移植骨内の骨細胞は染色性を失ったままで,エオジン

に淡染している｡移植骨周園の円形細胞浸潤は重度で,

移植骨内側面および断端部に血管に富む肉芽組織の著明

な増殖が認められるo移植骨内側面および断撮部のハ

バース管内への血管進入および肉芽組織の増殖がわずか

に認められる｡また移植骨断垢部の一部に幼弱な骨細胞

を含む骨梁がわずかに新生し,その辺縁に骨芽細胞が配

列している｡さらに移植骨内側面および断端部の一部に

破骨編胞を伴うハウシップ雷が多数見られるが,移植骨

外側面にはハウシップ雷は認められない｡

(3)術後4週(図6)

母床骨皮質部および移植骨部の外骨膜は,いまだ肥厚

している｡母床骨皮寛内外側面の円形細胞浸潤は消失

し,母床骨皮賛内外側面および断端部の新生骨翼は術後

2週例に比べ,その室および太さを増している｡また,

その辺縁には多数の骨芽細胞が配列し,その間隙には血

管に富む多数の肉芽組織が増殖している｡母床骨皮賛断

端部の破骨細胞を伴う-ウシップ嵩および拡大したハ

バース管の数は術後2週例に比べ増加している｡母床骨

皮繋断端部には,いまだ染色性の低下した骨細胞が認め

られる｡

接合部の円形細胞浸潤および凝血塊は,ほとんど消失

している｡母床骨皮薯内側面および断端部より新塗した

骨梁は増加し,一部で移植骨断端部と骨性連絡をきたし

ている｡新生骨翼逮縁に一層の骨芽細胞が配列し,骨契

間隙は血管に富んだ肉芽組織によって満たされている｡

移植骨は,いまだエオジンに淡染し,移植骨内のハ

図6　脱脂脱灰骨群,術後4週,組織像
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バース管に肉芽組織の増殖が認められる｡接合部付近の

移植骨内側面および断席部には多数の骨細胞を含む新庄

骨が形成され,その辺縁には多数の骨芽細胞が配列して

おり,それらの骨梁間隙は血管に富む肉芽組織で溝たさ

れている｡この新生骨に接する移植骨内のハバース管は

拡大を示し,血管に富む肉芽組織の進入が見られるもの

もある｡また移植骨周園に多数の破骨細胞を含む-ウ

シップ嵩が見られ,凹凸不正を呈しているが,移植骨外

側面の吸収,新生骨添加はほとんど認められない｡

(4)術後8週(図7)

母床骨皮質部および移植骨部の外骨膜は軽度に肥厚し

ている｡母床骨皮繋内外側面の新生骨はその量および密

度を増しており,一部では層板状を呈し,その辺縁には

一層の骨芽細胞が配列している.母床骨皮薯内側面の骨

新生は母床骨皮婁外側面のそれと比較して著明であるO

母床骨皮質断席部のハバース管は著明に拡大し,一部の

管壁に新生骨が同心円状に添加しているが,母床骨皮窯

断端部の骨細胞は,いまだ一部で染色性が低下してい

る｡

接合部の新生骨翼は密度および太さを増し,骨梁間隙

は狭小化をきたしている.母床骨皮賛内側面および断端

部から新生した骨梁が吸収された移植骨を取り囲むよう

に形成されているが,母床骨皮賛外側面からの骨新生は

少ない｡

移植骨は,その周囲を新生骨により取り囲まれている

が,いまだ多室に残存している｡移植骨内側面の新庄骨

翼はその室を増して,その辺縁に骨芽細胞が配列し,管

梁間隙にわずかな円形細胞浸潤を伴う肉芽組織が増殖し

ている｡移植骨外側面に添加した新生骨の室は,内側面

のそれよりも少なく,特に移植骨下縁部では新生骨の添

加が見られず,同部には破骨綿胞を含むハウシップ高が

多数認められる｡移植骨内の拡大したハバース管の
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数は術後4週例に比べ増加し, -バース管内の円形綿胞

浸潤は消失して血管の進入が認められる｡また,その管

壁には幼弱な骨細胞を含む骨薯が同心円状に添加し,そ

の内側面に骨芽編胞が配列している｡

(5)術後12過(図　　　　図8-b)

母床骨皮質部および移植骨部の外骨膜の肥厚はわずか

で,母床骨皮薯内外側面の新生骨は層板状を呈し,その

辺縁に一層の骨芽細胞が配列しているo母床骨皮寛断塘

部において拡大したハバース管は術後8週例より多く認

められ,一部のハハ-ス管壁に同心円状に骨寛の添加が

詰められ,その内部に骨芽編胞が配列している｡また母

床骨皮質断靖部の骨編胞は一部で染色性が低下してい

る｡

接合部の新生骨梁間隙はさらに狭小化をきたし,敏密

化が進んでいるo母床骨皮薯内側面および断端部から新

生した骨異により母床骨皮寛と移植骨は骨性に連絡し,

新庄骨は層板状を呈している｡また新生骨の一部に骨髄

様構造も観察される｡

移植骨は表面からの吸収がさらに進行し,凹凸不正を

呈しており,その表面に新庄骨が添加し,辺縁に骨芽細

胞が配列している｡吸収を受けた移植骨はエオジン好染

性を増し,骨組胞は染色性を回復している｡移植骨内の

拡大と骨添加を示すハバース管は術後8週例よりも増大

し,一部に骨髄様構造を形成している部位も観察される

(図　　　｡

(6)術後24週(図9)

母床骨皮繋部および移植骨部骨漠は,ほぼ正常とな

り,母床骨皮賛内外伽面の新庄骨は層板状を示してい

る｡また母床骨皮質内には拡大した-バース管が一部に

認められるが,その数は術後12適例のそれより減少して

おり,母床骨皮寛断端部の骨細胞は染色性を回復してい

る｡

接合部における新庄骨は術後12週例に比べさらに成熟

し,一部で-バース層板や内外蓋礎層板が形成され,揺

ぼ正常な骨組織構造を示しているが,母床骨に比べ,や

やエオジンに淡染している｡母床骨との境界は比較的明

瞭である｡

移植骨は術後12過例に比べ吸収が進行しているが,移

植骨の中央部から下縁部にかけて,いまだ少量残存して

いるo移植骨周囲の新庄骨はその量および密度を増し,

ハバース層板を形成しているが,外側面の新庄骨は内側

面のそれより少量で弄薄であるo移植骨内の拡大したハ

バース管は狭小化をきたし, -バース管周囲-の同心円

状の骨形成室が増加しているo

図8-a　脱脂脱灰骨群,術後12過,組織像

図8-b　脱脂脱灰骨群,術後12週,組織像

図9　脱脂脱灰骨群,術後24週,組織像

(7)術後48週(図10)

母床骨皮質および移植骨部の内外骨膜は正常で,母床

骨皮窯内外伽面は層板骨で被われている.母床骨皮薯内

には拡大したハバース管が認められるが,その数は術後

24週例に比べ減少し,ほぼ正常な下顎骨の組織構造を示

している｡

接合部と考えられる部分には敏密骨が形成され,母床

骨と移植骨との境界は鑑別不可能である｡
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図10　脱脂脱灰骨群,術後48週,組織像

移植骨部の骨細胞は母床骨の骨細胞と同様の染色性を

室し,移植骨はすべて新生骨に置換されている｡新生骨

には母床骨と同様にハバース層板および内外基礎層板が

形成され,拡大を示すハバース管が一部に観察されるも

のの,正常下顎骨と同様の形態および組織構造を示して

いる｡

3)焼成骨群

(1)術後1過(図11)

母床骨皮察部および移植骨部外骨膜は著明に肥厚し,

母床骨皮賛外側面の骨膜下には著明な円形細胞浸潤を認

め,さらに母床骨皮嚢内細面にも円形細胞浸潤を伴う肉

芽組織が増殖している｡母床骨皮繋内側面には,わずか

に骨新生が認められ,その辺縁に大小種々の骨芽細胞が

配列しているo母床骨皮寛断端部には破骨舶包を含むハ

ウシップ雷がわずかに認められる｡

接合部には線維素網の形成を伴う凝血塊,中等度の円

形細胞浸潤および多数の血管を伴う肉芽組織の増殖が認

められる｡

移植骨内は組織切片作製のための脱灰操作によって,

ほとんど空隙を形成している｡この移植骨部の内外側面

および断端部に軽度の炎症性舶包浸潤を伴う肉芽組織が

増殖している｡移植骨内への血球成分や細胞成分の進入

は全く認められない｡

(2)術後2週(図12)

母床骨皮質部および移植骨部の外骨膜は,いまだ肥厚

している｡母床骨皮察内外側面の円形細胞浸潤は軽度と

なり,血管に富む肉芽組織の増殖が認められる｡母床骨

皮賛内側面の新生骨はその室および太さを増し,母床骨

皮質外側面にも多数の骨細胞を含む骨梁が新塗してい

る｡しかし母床骨皮葉断端部の骨翼の新生は,わずか

で,その辺縁には大小種々の骨芽編胞が配列しているo

母床骨皮賛断席部の-ウシップ雷はその数を増し,一部

図12　焼成骨群,術後2週,組織像

に拡大を示すハバース管が認められ,ハバース管内には

肉芽組織が増殖している｡

接合部の円形細胞浸潤は術後1過例に比べ軽度で,顔

血塊は吸収されて血管に富む肉芽組織が増殖している｡

新生骨翼による母床骨と移植骨との連絡はいまだ見られ

ない｡

移植骨内外側面および断席部の炎症性細胞浸潤は術後

1過例に比べ減少し,移植骨周囲に血管に富む肉芽組織
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が増殖しているが,移植骨内への血球成分や編胞成分の

進入は認められない｡

(3)術後4週(図13)

母床骨皮賛部および移植骨部の外骨麓は,軽度に肥厚し

ているが,母床骨皮賛内外側面の円形綿胞浸潤は消失し

ているo母床骨皮聾内外側面および断端部の新生骨翼は

術後2過例に比べ,その量および太さを増し,辺縁に多

数の骨芽細胞が配列しているo新生骨翼の間隙には血管

に富む肉芽組織が増殖しているo母床骨皮繋断塊部の拡

大した-バース管の数は術後2過例に比べ増加し,ハ

バース管内には肉芽組織が増殖している｡また母床骨皮

薯断席部のハウシップ嵩の数は術後2週例よりも増加し

ている｡

接合部の円形細胞浸潤は消失し,母床骨皮葉断端部お

よび外側面より新生した骨翼は増加し,一部で移植骨と

直接骨性の連絡をきたしており,新生骨契辺縁には一層

の骨芽編胞が配列している｡

移植骨周囲の円形細胞浸潤は消失し,移植骨内外側面

に血管に富む肉芽組織が増殖しているが,その室は外側

面より内側面の方が多い｡移植骨内外側面の一部には母

床骨皮賛内外側面および断鳩部から新生した骨が接近

し,骨性架橋を形成しつつあるが,移植骨内への血球や

細胞成分の進入は認められない｡

(4)術後8週(図14)

母床骨皮賛部および移植骨部の外骨膜の肥厚はほとん

どなく,母床骨皮賛内外側面辺縁における多数の骨芽細

胞を伴う新庄骨梁は術後4週例に比べ,その室および太

さ射曹しており,それは特に内側面で著明であるo母床

骨皮質断始部の拡大した-バース管は術後4週例に比べ

増加し, -バース管内には同心円状に骨形成が見られ

る｡

接合部では母床骨皮質内外側面より新塗した骨梁が室

図14　焼成骨群,術後8過,組織像

および密度を増し,母床骨と移植骨は骨性に連絡してい

るo新庄骨の辺縁には骨芽細胞が配列し, -バース層板

様構造を呈している部分もあるO

移植骨周囲の新生骨室は術後4過例に比べ著明に増加

し,移植骨断端部および内側面のほとんど全面にわたっ

て新庄骨が添加しているが,外側面では他の部位に比べ

新生骨の形成量が少ない｡しかし移植骨と新生骨が接し

ていない部分では一層の線維性結合組織が介在してい

る｡

(5)術後12週(図15)

母床骨皮薯部および移植骨部の外骨膜の肥厚は術後8

過例に比べ軽度で,母床骨皮質内外側面および断璃部の

新生骨は層板状を呈している｡また,その辺縁には一層

の骨芽編胞が配列しているo母床骨皮賛断席部の拡大し

たハバース管は術後8適例に比べ減少している｡

接合部では母床骨より新庄した骨翼の擦密化が進み,

骨異聞の間隙は狭小化をきたし,一部の新生骨内に骨髄

様構造が認められる｡

移植骨周園の新生骨は術後8週例に比べその室を増

し,一部で層板状を呈しており,移植骨のほぼ全周にわ

たり新生骨が添加している｡この新生骨は移植骨外側面

よりも内mrl面に多く,移植骨と直接結合していない部位

では一層の線碓性組織が被覆している｡移植骨の外形に

変化は認められないが,移植骨内に少量の新生骨が点状

に形成されている部分もある｡

(6)術後24週(図16)

母床骨皮薯部および移植骨部の外骨麓は,ほぼ正常と

なり,母床骨皮聾内外側面および断端部の新生骨は層板

状を呈している.母床骨皮賛断端部の拡大したハバース

管の数は術後12週例よりもさらに減少している｡

接合部の新庄骨はさらに散密化が進み, -バース層板

や内外素顔層板が形成されている｡新生骨の一部には骨

図15　焼成骨群,術後12週,組織像
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図16　焼成骨群,術後24週,組織像

髄様構造が認められ,正常に近い骨組織像を示してい

る｡

移植骨周囲の新生骨は移植骨と直接結合し,術後12過

例よりその量および密度を増し,移植骨全周にわたって

添加しており,本来の下顎骨に近い形態を示している｡

また移植骨内の新庄骨は術後12過例より,その室を増

し,さらに内部に進入した点状あるいは島状の新生骨

は,一部で層板状を呈しているo

(7)術後48過(図17)

母床骨皮質部および移植骨部の骨膜は正常となり,新

生骨は層板状を示し,内外蓋礎層板が形成されている｡

母床骨皮賛断撮部に拡大したハバース管が一部に認めら

れるが,その数は術後24過例に比べ滅少し,正常な下寛

骨と同様な組織構造を示している｡

接合部の新生骨の骨小腔は規則正しく配列し,内外基

礎層板,ハバース層板,介在層板などの構造が明瞭とな

り,さらに敏密化が進んで,新庄骨と母床骨の境界は不

明瞭となっている｡

移植骨は新生骨により取り囲まれ　正常な下顎骨の形

態を回復しているo移植骨周囲の新生骨は擦密化し,塊

則的に配列した骨小腔,ハバース層板,内外基礎層板が

認められる｡移植骨内の新生骨は術後24過例より増加

し,島状や帯状に形成され層板状を呈している｡

所見

1 )対照(正常下顎骨)(図18)

下顎骨皮質の内外側面に内基礎層坂および外基礎層板

が認められ,それらの間に-バース層板および介在層板

が存在しているo　内外基礎層板の厚さは不均一で, -部

でこれらが不明瞭となっている｡内外基礎層板の中には

Ⅹ線不透過性が低く,形態がはぼ一定な骨小腔が内外側

表面と平行で,層状に,かつ塊則的に配列している｡内

図17　焼成骨群,術後48週,組織像

図18　対照(正常下顎骨

外基礎層板のⅩ線不透過性は介在層板のそれよりも比較

的低い｡ハバース層板のⅩ線不透過性は介在層板のそれ

よりも低く,層坂ごとに差があり,一様でない｡ハバー

ス管およびフォルクマン管のⅩ線不透過性は著しく低

く,その周囲には骨小腔が層状に配列している.骨皮薯

内側面の骨髄腔には著しくⅩ線禾透過性の低い,少室の

図19　脱脂脱灰骨群,術後1週

-　9　-
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海綿骨梁が散在している｡

2)脱脂脱灰骨群

(1〉　術後1過(図19)

母床骨皮質内側面にⅩ緑木透過性のきわめて低い髭状

の新生骨がわずかに認められるが,新生骨の骨小腔構造

は不明酸である｡しかし母床骨皮賛外側面および断端部

に新生骨は認められないo　また母床骨皮葉の内外基礎層

板,各種層板, -バース管,フォルクマン管等の骨構造

に著明な変化は観察されないが,母床骨皮賛内側面およ

び断殆部に少数の吸収嵩が認められる｡

接合部および移植骨と思われる部位は, Ⅹ線透過性を

示し,移植骨周囲にも新庄骨などのⅩ線不透過像を示す

部分は全く観察されない｡

(2)術後2週(図20)

母床骨皮賛内側面および断端部の-部にⅩ線不透過性

の低い新生骨が樹枝状に形成されている｡新生骨の形成

量は術後1適例より増加し,骨小腔が多数観察される｡

しかし母床骨皮質外側面には新庄骨翼は認められない｡

母床骨皮質内外側面および断端部の吸収雷の数は術後1

週例に比べ増加し,一部のハバース管およびフォルクマ

ン管の管腔が拡大している｡

接合部には母床骨皮薯内側面および断殆部より骨翼が

新生しているが,そのⅩ線不透過性は低く,骨小腔は不

壊則に配列している｡

移植骨部には,いまだ骨様のⅩ線不透過像を認めな

い｡

(3)術後4週(図21)

母床骨皮堂内外側面および断璃部の新生骨は,術後2

週例より,その量およびⅩ線不透過性を増し,多数の骨

小腔を含んでいるが,そのⅩ線不透過性は不均-で,母

床骨皮寛よりも明らかに低いO母床骨皮空のⅩ線不透過

図20　脱脂脱灰骨群,術後2週

性は不均一で,ハバース管およびフォルクマン管は著明

に拡大し,多数の骨小腔が見られるが,その配列は不壊

別である｡また母床骨皮質内外側面,断端部および-

バース管壁には吸収嵩が散見され,その数は術後2週例

に比べ増加している.

接合部における母床骨皮宴より新生した骨梁は,その

量および太さを増し,多数の骨小腔を含んでいる｡新生

骨翼のⅩ線不透過性は母床骨皮薯よりもかなり低いが,

術後2週例に比べ増大している｡

移植骨部では母床骨皮賛内側面および断殆部から新生

した骨翼が, Ⅹ線透過性を示す移植骨辺縁に沿って形成

されているo　この新生骨のⅩ線不透過性は極めて低く,

内部に多数の骨小腔が不壊別に配列している.しかし大

部分の移植骨周囲には明瞭な骨様のⅩ線不透過像は見ら

れない｡

(4)術後8週(図22)

母床骨皮賛内外側面および断端部の新生骨は,その量

およびⅩ線不透過性を増し,層板構造を示す部位もあ

図21脱脂脱灰骨群,術後4週

図22　脱脂脱灰骨#,術後8週

- 10-
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る｡しかし新生骨のⅩ線不透過性は,いまだ不均一で多

くの骨小腔が不壊別に配列している｡母床骨皮薯の拡大

を示すハバース管や母床骨皮賛内外側面および断端部の

吸収雷の数は術後4過例と,ほぼ同程度である｡

接合部では,母床骨皮聾より新生した骨梁が移植骨を

取り因むように形成されている｡その新生骨のⅩ線不透

過性は母床骨皮質のそれよりも低く不均-で,一部で層

板状を呈しており,多数の骨小腔を含んでいる｡

移植骨部では,新生骨が移植骨を取り囲むように増殖

しており,その室は移植骨外側面よりも内細面において

多く,一部で層板状を呈している｡また新生骨と接する

移植骨内に新庄骨が進入しているが,そのⅩ線不透過性

は移植骨周園の新生骨より低く,多数の不規則に配列す

る骨小腔を含んでいる｡

(5)術後12過(図23)

母床骨皮質内外側面および断端部における新生骨のⅩ

緑木透過性は比較的均-であるが,母床骨皮質のそれよ

り低い｡この新庄骨は層板状を呈し,術後8週例に比べ

骨小腔の数は減少して塊別的な配列を示している｡母床

骨皮薯のハバース管の拡大は,いまだ著明で,その周薗

のハバース層板のⅩ線不透過性も低い｡母床骨皮賛内外

側面および断端部の吸収膏の数は術後8過例に比べ増加

している｡

接合部の新生骨は層板状を呈しているが,母床骨皮薯

よりⅩ棟木透過性が低く,母床骨との境界は明唐であ

る｡

移植骨内外側面および断端部における新庄骨梁のⅩ線

不透過性は,いまだ母床骨皮質より低く,禾均-で層板

状に配列した骨小腔を含んでいる.この新生骨の室は術

後8週例よりも著明に多く,これに接するⅩ線透過性を

示す移植骨の面積が減少している｡しかし移植骨外側

図23　脱脂脱灰骨群,術後12過

92, No. 12 (1992) 1579

面,特に移植骨下線付近の新生骨量は,移植骨内側面お

よび断端部のそれよりも少なく,しかもⅩ線不透過性が

低く不均一である.移植骨の吸収と新生骨の添加は,移

植骨断端部および内側面から起こるようである｡

(6)術後24過(図24)

母床骨皮賛内外側面および断端部の新生骨は敏密化が

進み,母床骨皮聾と同程度のⅩ線不透過性を示し,骨小

腔の配列も塊別的となっているo母床骨皮薯断端部に拡

大したハバース管が認められるものの,その数は術後12

適例より減少しているo

接合部と思われる部位の新生骨はハバース層板構造を

示しているが,そのⅩ線不透過性は一部で母床骨皮覚よ

りもイ酎10

移植骨部における新生骨はその量を増し, Ⅹ線不透過

性を示す移植骨は新生骨内に不規則に島状ないし帯状に

散在している｡移植骨部における新生骨の骨小腔は減少

して塊則的に配列し,ハバース層板が明敏となってい

る｡しかし下顎骨下縁付近の移植骨外側面の新生骨は他

図24　脱脂脱灰骨群,術後24週

図25　脱脂脱灰骨群,術後48週

ilil -
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の部位の新生骨より,やや低いⅩ線不透過性を示し,義

面は凹凸不正を呈している｡

(7)術後48週(図25)

母床骨皮薯周囲の新生骨は擦密化して層板構造を示

し,骨小腔の配列は塊別的となり,母床骨と同様に高い

Ⅹ線不透過性を示しているo母床骨皮賛断端部の拡大し

たハバース管はわずかで,対照の正常下顎骨と同様の構

造を示している｡

移植骨と恩われる骨質は認められず,接合部も禾明瞭

である｡

移植骨部と恩われる部位には内外蓋礎層板が形成さ

れ,母床骨皮薯のそれと連続している｡これらの層板間

には明瞭なハバース層板が形成され,骨小腔は減少して

層状に配列している｡また,これら各部は母床骨皮質に

近いⅩ線不透過性を示しているが,いまだ比較的拡大し

た-バース管が散見される｡

3)焼成骨群

(1)術後1週(図26)

母床骨皮質外側面および断端部には新生骨梁の形成は

認められないが,畳床骨皮質内側面にⅩ線不透過性がき

わめて低く,骨小腔構造の不明療な新生骨梁がわずかに

形成されている.母床骨皮薯の内外基礎層板,各種層

板, -バース管,フォルクマン管等の骨構造に著明な変

化は観察されないが,母床骨皮質内側面および断端部に

少数の吸収嵩が認められる｡

接合部はⅩ線禾透過性を示し,新生骨梁は全く認めら

れない｡

移植骨は皮質骨の形態を保ち,そのⅩ線不透過性は母

床骨に比べきわめて高く均一で, -バース管,フォルク

マン管および一郭の骨小腔は観察されるが,内外蓋礎層

板,各種層板は禾明酸となっている｡また焼成によるク

図26　焼成骨ま監　術後1週

ラックが帯状に形成されている｡移植骨周囲および移植

骨内部のハバース管,フォルクマン管および骨小腔など

からなる移植骨内部気孔およびクラック内には新生骨な

どを恩わせるⅩ線不透過性を示す部分は認められない｡

(2)術後2週(図27)

母床骨皮賛内外側面および断端部にⅩ線不透過性の低

い新生骨翼が形成されており,その内部に不壊別に配列

する骨小腔を多数含んでいるo　しかし母床骨皮薯断端部

の新生骨室は,わずかである｡母床骨皮質のⅩ線禾透過

性は比較的均一であるが,母床骨皮薯断靖部に拡大を示

す-バース管が点在し,母床骨皮質内外側面および断塘

部のハバース管壁に多数の吸収嵩が認められる｡

接合部では,母床骨皮賛内外側面より移植骨部に向

かって新生骨がわずかに形成されているが,新庄骨と移

植骨との連絡は認められない｡新庄骨のⅩ線不透過性は

いまだ低く,大小不同の骨小腔が不壊別に配列してい

る｡

移植骨部では,いまだ移植骨周囲および移植骨内に新

図27　焼成骨君羊,術後2過
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塗骨形成は認められない｡

(3)術後4過(図28)

母床骨皮嚢内外側面および断端部の新庄骨は,その室

および密度を著しく増している｡新生骨翼は不規則に配

列する大小種々の多数の骨小腔を含んでいるが,そのⅩ

線不透過性は明らかに母床骨皮薯のそれより低く不均一

である｡また母床骨皮寛断端部のⅩ線不透過性は不均一

で,著明に拡大したハバース管が増加し,骨小腔の配列

は不規則となり,吸収膏の数は術後2過例に比べその数

を増している｡

接合部では,母床骨皮賛内外側面および断端部より骨

栗が多室に新庄し,移植骨内側面および断端部の一部と

接している像が観察される｡新生骨のⅩ線不透過性は母

床骨皮質に比べ低く禾均一で,内部に大小不同の骨小腔

が認められる｡

しかし母床骨より離れた部位の移植骨周囲には新生骨

栗は認められず,移植骨気孔内およびクラック内への新

庄骨の進入も認められない｡

(4)術後8過(図29)

母床骨皮賛内外側面および断端部の新生骨は,その室

および太さを増し,一部で層板構造を示しているが, Ⅹ

線不透過性は母床骨より低く禾均-で,多くの骨小腔が

不規則に配列しているo母床骨皮質断端部における吸収

嵩を伴う拡大したハバース管は術後4過例に比べ増加し

ている｡

接合部では母床骨内外側面および断端部より新生した

骨翼が移植骨を取り囲むように形成されている｡新生骨

は術後4過例に比べ,その妄およびⅩ線不透過性を増

し,多くの骨小腔を含んでいるが,外側面における新庄

骨はきわめて少ない｡

移植骨内外側面および断端部の新庄骨は術後4過例に

図29　焼成骨群,術後8過

1581

比べ,骨要の太さおよびⅩ線不透過性を増して,新生骨

が移植骨と直接結合している像が認められる｡移植骨の

外形には変化がないが,接合部付近において移植骨表面

の比較的拡大した一部のハバース管およびクラック内に

Ⅹ線不透過性の低い新生骨の進入がわずかに認められ

る｡

(5)術後12週(図30)

母床骨皮掌内外側面および断端部の新生骨は層板構造

を示しているが,そのⅩ線不透過性は母床骨に比べ低

いo新庄骨内の骨小腔は術後8週例に比べ減少し,塊則

的に配列している｡母床骨皮賛断端部の拡大したハバー

ス管は術後8適例よりも増加し,ハバース管壁の一郭に

吸収雷が散見される｡

接合部の新生骨翼は均一で層板構造を形成し,骨小腔の数

は減少して母床冒皮質に近いⅩ線禾遠鼻睦を示している｡

移植骨に吸収は見られず,そのほぼ全周に新生骨が形

成されている｡新庄骨の室は術後8通例に比べ増加し,

母床骨皮質に近いⅩ線不透過性を示しているoまた骨小

腔は層状に配列し,一部でハバース層板を形成してい

図30　焼成骨#,術後12過

- 13-
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る｡新生骨と接する移植骨表面付近の気孔内およびク

ラック内に, Ⅹ線不透過性のイ酎＼新生骨の進入が認めら

れる｡

(6)術後24過(図31)

母床骨皮薯内側面および断端部の新生骨は擦密化が進

み､母床骨皮薯に近いⅩ線不透過性を示し,骨小腔は塊

則的に配列しているo　また母床骨皮薯内の拡大した-

バース管は術後12週例に比べ減少している｡

接合部の新生骨は,層板構造を形成し,母床骨に近い

Ⅹ線不透過性を示している｡

移植骨は新庄骨により完全に囲廃され,正常下顎骨に

近い形態を示している｡新生骨梁はハバース層板を形成

し,その骨小腔は減少して,母床骨皮窯に近いⅩ線不透

過性を示しているが,移植骨外側面における新庄骨のⅩ

線不透過性は移植骨内側面のそれよりも低いようであ

る｡また移植骨表面の気孔およびクラックから内部の気

孔およびクラック内へⅩ線不透過性の低い新生骨が進

入,増殖している像が観察される｡この新生骨は術後12

過例に比べ,その量およびⅩ線不透過性を増し,一部で

層板構造を示している｡

(7)術後48週(図32)

母床骨皮堂内外側面の新生骨は,より敏密化して内外

基礎層板を形成し,骨小腔の配列は塊則的となり,母床

骨皮葉と同様のⅩ線不透過性を示しているo　また母床骨

皮寛は対照の正常下顎骨と同様の構造を呈している.

接合部の移植骨は,敏密化が進んで層板構造を示し,

母床骨との境界は不明酷となっている.

移植骨の吸収像は全く認められないo移植骨周園の新

生骨は内外基礎層板を形成し,移植骨を完全に取り囲

み,母床骨皮窯と連続しており,それと同様で均-なⅩ

線不透過性を示している｡また移植骨内の大部分の気孔

およびクラック内に新生骨が進入している像が認められ

る.移植骨内部の新生骨は敏密化し,ハバース層板構造

を示している部分も認められるが,いまだに母床骨皮薯

より低いⅩ線不透過性を示している｡

3.ラベlJング像所見

1 )対照(正常下顎骨)(図33)

内外基礎層板および大部分のハバース層板はラベリン

グされていない.しかし一部のハバース管およびフォル

クマン管の管壁には輪状あるいは孤状の強いラベリング

帯が認められ,骨小腔は全面にわたり点状にラベリング

されているo　またハバース管やフォルクマン管周囲の骨

質は禾均一にラベリングされている像が観察される｡

図32　焼成骨群,術後48週

2)脱脂脱灰骨群

(1)術後1週

母床骨皮寛内側面に少室の樹枝状に新庄する骨翼が弱

くラベリングされているが,内部の骨小腔はラベリング

されていない｡また母床骨皮薯内側面および断端部は編

く,しかも一層に弱くラベリングされ,同部のハバース

管の管壁に嘉飢＼輪状のラベリング青が認められるo母床

骨皮賛内の骨小腔は均一にラベリングされているが,母

床骨皮賛外側面にはラベリング像は認められない｡移植

骨部では,接合部付近の移植骨断端部が一層に弱くラベ

リングされているのみで,その他の部位は全くラベリン

グされていない｡

(2)術後2週(図34)

母床骨皮薯内側面および断端部の新生骨翼は,樹枝状

に弱くラベリングされているが,骨小腔はラベリングさ

れていない｡母床骨皮質内外側面および断殆部は一層に

ラベリングされ,母床骨皮薯断轄部におけるハバース管

の輪状ラベリング像は増強されている｡母床骨皮薯の大

部分の骨小腔は点状にラベリングされているが,断端部

の骨小腔のラベリングは弱い｡

移植骨部では,接合部付近の移植骨辺縁が一層にラベ

リングされているが,その他の部位は全くラベリングさ

れていない｡

(3)術後4週

母床骨皮質内外側面および断端部の新庄骨翼は不均一

に弱くラベリングされ,その辺縁は強くラベリングされ

ている.新生骨翼内の骨小腔は点状に強くラベリングさ

れているo母床骨皮繋内の多くのハバース管壁は輪状

に,骨小腔は点状にラベリングされているが,母床骨皮

寛断端部の骨小腔の一部はラベリングされていないo接

合部の新生骨は不均一に強くラベリングされている｡
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移植骨部では,接合部の新生骨に接する移植骨辺縁が

層状に弱くラベリングされているo　しかし接合部より離

れた移植骨外側面では禾均一なラベリング像がわずかに

認められるのみで,その他の大部分の移植骨はラベリン

グされていない｡

(4)術後8過(図35)

母床骨皮薯内外細面および断端部の新庄骨梁は不均一

に,骨小腔は点状に弱くラベリングされているO　さらに

新庄骨内のハバース管には輪状のラベリング背が出窮し

ている.母床骨皮質内の骨小腔は点状に弱くラベリング

され,多くの拡大したハバース管壁に輪状および孤状の

強いラベリング帯が認められ,その周囲のハバース層仮

は弱く層状にラベリングされているo

移植骨部では,移植骨周囲に形成された新生骨が不均

一に比較的強くラベリングされ,それに接する移植骨内

のハバース管壁に輪状のラベリング帯が認められる｡し

かし接合部より離れた移植骨内にはラベリング像は認め

られない｡

(5)術後12過

母床骨皮賛内外側面および断端部より新塗した骨翼は

層状にラベリングされ,多くのハバース管壁に輪状ラベ

リング帯が出現している.母床骨皮賛内における多数の

拡大したハバース管壁は輪状あるいは孤状にラベリング

され,その周園のハバース層板は弱く層状にラベリング

されている｡

移植骨を取り囲むように新生した骨翼は,その辺縁を

弱くラベリングされ,移植骨内には不均一にラベリング

された部分と輪状にラベリングされた-バース管が散在

し,移植骨の再石灰化が進んでいる像が観察される｡

(6)術後24過(図36)

母床骨皮繋内外側面および断端部の新生骨翼は,その

辺縁および一部のハバース管壁で弱くラベリングされて

いる｡また母床骨皮賛内の骨小腔は点状にラベリングさ

れ,いくつかの拡大した-バース管壁に弱い輪状ラベリ

ング者が認められる｡

移植骨部では,移植骨周回の新生骨が弱く,層状にラベ

リングされている｡移植骨中央部から移植骨下縁部の拡大

したハバース管壁は輪状に強くラベリングされている.

(7)術後48週

母床骨皮賛部および移植骨部には,拡大傾向を示す-

バ-ス管が対照の正常下顎骨より,やや多く認められ,

その管壁が弱くラベリングされているが,両部は同様の

ラベリング像を示し,その鑑別は困難になっている｡
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3)焼成骨群

(1)術後1過

母床骨皮賛内側面に新塗した少量の骨翼が,弱く,不

均-にラベリングされているが,その骨小腔はラベリン

グされていない｡また母床骨皮繋断帝都は一層に弱くラ

ベリングされているが,母床骨皮繋外側面にはラベリン

グ像は認められない｡母床骨皮賛内の骨小腔は比較的均

一な点状のラベリング像を示している.移植骨は全てラ

ベリングされていない｡

(2)術後2週(図37)

母床骨皮質内細面および断殆郭に新生した骨梁は樹枝

状に強くラベリングされているが,同部の骨小腔はラベ

リングされていない｡母床骨皮賛内外伽面および断端部は

一層にラベリングされ,母床骨皮賛内に点状に弱くラベリ

ングされた骨小腔が認められる｡母床骨皮賛断席部では一

部の-バース管壁に輪状のラベリン欄†出窮しているo

移植骨部では,接合部付近の移植骨断靖部の一部に不

均一な尋射､ラベリング像が見られるが,その他の部位の

移植骨はラベリングされていない｡

(3)術後4週(図38)

母床骨皮賛内外側面の新生骨は不均-に弱くラベリング

されており,断殆部の新生骨は強くラベリングされてい

る｡母床骨皮堂内の骨小腔は点状に弱く,ハバース管の管

壁は輪状あるいは孤状に弱くラベリングされている｡

接合部の新生骨は不均一であるが,辺縁は強くラベリン

グされている｡移植骨部では,新生骨に接する移植骨の辺

縁が不均一で一層にラベリングされている｡しかし接合部

より離れた部位の移穂首にラベリング像は認められない｡

(4)術後8週

母床骨皮質内外側面および断端部の新生骨は禾均一に

弱く,また同部の骨小腔は点状にラベリングされてい

る｡ハバース管壁は輪状にラベリングされている｡母床

骨皮賛内の骨小腔は点状にラベリングされ,ハバース管

壁のラベリング帯は術後4週例より,その幅および強さ

を増し,その数も増している｡

移植骨部では,新生骨に接する移植骨の辺縁は一層に

強くラベリングされ,これに接する移植骨の一部のハ

バース管壁が輪状に弱くラベリングされている｡

(5)術後12過(図39)

母床骨皮薯内外側面および断端部の新庄骨は,層状に

弱く,かつ均一にラベリングされているo新生骨内の-

バース管壁は輪状にラベリングされ,その数は術後8適

例より増加しているo母床骨皮質内の骨小腔は弱くラベ

リングされ,拡大したハバース管が同心円状に強くラベ
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リングされている｡

移植骨部では,移植骨周囲に形成されている新生骨が

層状に弱くラベリングされている｡さらに,これに接す

る移植骨の骨小腔は点状に,ハバース管壁は輪状に弱くラ

ベリングされ,その数は術後8過例に比べ増加している｡

(6)術後24週(図40)

母床骨皮質内外側面および断端部の新生骨内のハバー

ス管壁は輪状に弱くラベリングされているが,その数は

術後12週例より減少しているoまた母床骨皮薯内の骨小

腔やハバース管は弱くラベリングされ,対照の正常下顎

骨に近いラベリング像を示している｡

移植骨部では,移植骨周囲に形成された新生骨の辺縁

が一層に弱くラベリングされ,移植骨内のハバース管壁

が弱くラベリングされている｡

(7)術後48過

母床骨皮賛部および移植骨周園部は,ほぼ同程度にラ

ベリングされ,両者の識別は困難となり,対麿の正常下

顎骨と同様のラベリング像を呈している｡移植骨部では

移植骨辺縁が一層に弱くラベリングされ,移植骨内の一

部の-バース管壁に尋飢1ラベリング像が認められるo

考　　　　　案

1.脱脂脱灰骨群の治症について

脱灰骨移植は　　　　　　が牡牛の俳骨を塩酸脱灰

し,ヒトの頭蓋骨に移植したのが最初であるといわれて

いる｡その後,整形外科および口腔外科領域で多数の脱

灰骨移植の実験的研究が報吾されるようになったが

脱脂脱灰凍結乾燥同種骨移植後の治癒経過を

実験的に追求したものは比較的少ない　　　周

顎部における脱脂脱灰凍結乾燥同種皮察骨ブロック移植

後の治癒経過を実験的に追求したものは　　　　ら

ら

ら　　　　　　　　のみである｡

ら29'は犬の下顎骨下縁部に6 × 5 × 3mm

の骨欠損を作製し,同部に新鮮自家骨ブロックおよび脱

脂脱灰同種骨ブロックを移植し,骨移植を行わなかった

対照群との治癒経過を術後2週から8週まで組織学的に

比較観察した｡その結果,対照群では術後8週において

も母床骨周囲に新生骨が少量認められるのみで,欠損部

の大部分は線維性結合組織で溝たされていたが,新鮮自

家骨ブロックを移植した群では術後4週で母床骨と移植

骨は骨性に結合し,術後8週でも移植骨の一部が残存し

ていた｡さらに脱脂脱灰骨ブロックを移植した群では術

後早期より,新生骨の形成と移植骨の吸収が新鮮自家骨

移植群より著明で,術後8週には移植骨の大部分は吸収

されて新庄骨に置換し,本来の下顎骨の形態を回復して

いたことから,顔面の骨欠損に脱脂脱灰骨が利用できる

と報吾している｡

ら19)は犬の下顎骨に3 cmの方形骨欠櫨をっく

り,新鮮自家海綿骨細片をバイタリウムメッシュトレー

で保持して移植した啓,脱脂表面脱灰凍結乾燥同種骨ブ

ロック単独移植群,脱脂表面脱灰凍結乾燥同種骨ブロッ

クをトレーとして新鮮自家海綿骨細片を移植した混合移

植群の治癒経過を比較観察したところ,新鮮自家海綿骨

細片と脱脂表面脱灰凍結乾燥同種骨ブロックとの混合移

植ま酎こおける新庄骨量が術後14週において最も多く,脱

脂表面脱灰凍結乾燥同種骨単独群においても移植骨は母

床骨と骨性に連絡し,炎症性反応もなく移植骨の吸収と

新庄骨による置換が旺盛であった.さらにバイタリウム

メッシュトレーと新鮮自家海綿骨細片の併用群では術後

早期よりバイタリウムメッシュトレー周囲の炎症性反応

が著明で,これは術後7過まで認められたことなどか

ら,脱脂表面脱灰凍結乾燥同種骨は優れた骨誘導能を有

し,新生骨を形成する足場を提供するだけでなく,新鮮

自家海綿骨細片を併用することにより,より優れた骨移

植材料となると述べている｡

ら35)は犬の両側下顎骨休部に　　　の連続離断

を施し,チタニウムメッシュトレーで再建した後,一側

に新鮮自家鹿骨ブロックおよび新鮮自家膳骨海綿骨組片

を移植し,他側に脱脂表面脱灰凍結乾燥骨ブロックおよ

び新鮮自家腰骨海綿骨編片を移植し,その治癒経過を比

較観察した｡その結果,脱脂表面脱灰凍結乾燥骨ブロッ

クと新鮮自家海綿骨細片の併用群では術後4過で移植骨

表面の吸収と新生骨によるFLR換が起こり,術後8週には

移植骨内の-バース管に毛綿血管の進入が見られるよう

になり,血行の再開したハバース管を画し､に,移植骨内

部に移植骨の吸収と新庄骨による置換が認められた｡術

後12過には移植骨の大部分が新生骨に置換し,術後16過

には新鮮自家腰骨ブロックおよび新鮮自家海綿骨細片の

併用群と同様に移植骨内に骨髄様構造も見られ,正常下

顎骨に近い組織構造を示していた｡さらに術後8週まで

の術後早期における移植骨の吸収,新生骨による置換,

移植骨の血行再開などは脱脂表面脱灰凍結乾燥骨ブロッ

クと新鮮自家海綿骨細片の併用群においては新鮮自家膳

骨ブロックおよび新鮮自家海綿骨細片の併用群より遅れ

るが両群とも同様に良好な治癒が待られたとを報吾して

いる｡

本研究における脱脂脱灰凍結乾燥同種皮賛骨ブロック
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の治癒経過における主な組織学的変化は手術部の骨膜の

肥厚,母床骨皮薯および移植骨周囲における円形細胞浸

潤,凝血塊形成,血管新生と肉芽組織の増殖,移植骨お

よび母床骨皮　における破骨細胞性吸収と骨新生,母床

骨皮賛および新庄骨の再構成であった｡手術部骨膜の肥

厚程度は術後早親において著明であったが,その後,

徐々に軽度となり術後12週まで残存していた｡また凝血

塊は術後2過まで,円形編胞浸潤は術後4週まで残存し

ていた.血管新庄と肉芽組織の増殖は主に移植骨内側お

よび断端より下方に向かって進行し,術後4週において

最も著明であったO母床骨皮賛断端部には破骨綿胞が術

後2過で出場し,術後4週で最も著明であったo移植骨

部における硬骨細胞は,術後2過で母床骨皮窯に近い移

植骨内側面および断塘部に出現し,術後8過および12過

では移植骨全周にわたりこれが著明に認められたが,移

植骨の吸収に伴って漸次減少し,術後24週には移植骨下

縁部にわずかに認められるに過ぎなかった｡移植骨内の

ハバース管には術後2週より血管が進入し,術後4週で

管拡大が認められ,術後12過で鼻も著明であったが,移

植骨の吸収に伴って,その数は漸次減少した.骨新生は

術後1週で母床骨皮寛内側面に,術後2週で母床骨皮薯

内外側面および断端にわずかに認められた｡術後4週に

は移植骨の断端部および断端に近い移植骨の内側面に新

庄骨が添加し,母床骨と移植骨の骨性の連絡が完成して

いたoその後,移植骨周囲に添加する新生骨の量および

密度が増加すると伴に,移植骨の吸収と骨新生が移植骨

内側から下方へ進み,術後24週においては移植骨下線部

に骨細胞の染色性を失った少量の移植骨が残存している

に過ぎず,大部分の移植骨は新生骨に置換されていた｡

また移植骨内の拡大したハバース管内への同心円状の骨

添加が術後8過より出場し,ハバース管の狭小化をきた

した｡移植骨部の新生骨が増室するに従ってハバース層

板が形成され,内外基礎層板も出現し,術後48週には移

植骨は完全に消失し,移植骨部は正常に近い下顎骨の組

織構造と形態を示した｡

CMRでは,術後1過で母床骨皮薯辺縁に新生骨の形

成が認められ,母床骨皮賛断端部のハバース管の一部は

術後2週より12週にわたって拡大していた｡移植骨はⅩ

線透過性を示すために術後早期には観察できなかった

が,術後4週に移植骨辺縁に沿って新生骨が出現し,時

日の経過とともに移植骨内部に向かって,新生骨の範囲

が増大し,そのⅩ線不透過性も高くなり, Ⅹ線透過性を

示す移植骨の占める範囲が狭小化をきたした｡なお,初

期の新生骨翼はⅩ緑木透過性が低く,多数の骨小腔を含

92, No. 12 (ー1992) 1585

んでいたが,時日の経過とともにⅩ線不透過性を増し,

骨小腔は減少して塊則的に配列するようになり,術後24

週には移植骨周囲の新生骨は層板状を示し,移植骨は中

央部から移植骨下縁部に不壊則な島状や帯状のⅩ線不透

過性の低い部分として残存していたO　しかし術後48週に

は移植骨部に内外基礎層板が形成され,正常下顎骨に近

い構造と形態およびⅩ線禾透過性を示していた.

T Cラベリング像では術後早期には新生骨翼と母床骨

皮賛辺縁が弱くラベリングされ,移植骨はほとんどラベ

リングされなかったo一般にラベリング像は術後4過か

ら24過までの期間に著明で,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,母床骨皮窯は辺縁とハ

バース管壁が輪状に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｡移植骨部では術後2

週で接合部付近の移植骨辺縁に一層のラベリング帯が認

められ,その後,移植骨内のハバース管に輪状のラベリ

ング青が見られるようになり,移植骨の再石灰化が示唆

されたo移植骨内の輪状ラベリング帯は術後12週で叢も

著明となり,術後24過まで認められたが,術後48週では

正常下顎骨と同様のラベリング像を示していた0

2.焼成骨群の治癒経過について

焼成骨移植は　年,青木ら43)が犬の顎骨を焼成し,

下顎骨に同種移植したのが最初であるoその後　　年

に植野ら69)により天然牛骨を高温で焼成した焼成異種骨

が　　　　　　　　　　として開発されて以来,慈形

外科磯城で焼成骨移植の報吾が見られるようになった70'

しかし焼成骨移植後の治癒経過を実験的に追求

したものは,青木ら　　　　　窯沢ら　　　　植野ら

)　林ら　　　　　柴田　　　　　金井

のみで,しかもこれらのうち顎部において焼成

同種骨を本研究と同様にブロック状で用いたものは全く

見られない｡

青木ら43)は成犬の顎骨および歯牙を800℃で焼成した

顎骨アパタイト材および歯牙アパタイト材をつくり,下

顎第一臼歯の抜歯嵩を拡大して,直径　　の円柱形に

加圧形成した合成アパタイト材,歯牙アパタイト材およ

び顎骨アパタイト材を埋入し,それらの治癒経過を比較

観察した｡その結果,術後4週で全ての移植材料の表面

に新生骨翼が密に形成され,各材料間には覇者な差は認

められず,いずれも骨組織との親和性が良好であったと

述べている｡

窯沢ら56)は牛の大腿骨を　　　で3時間焼成して椴

焼骨を作製し,成犬の両側大腿骨鹿部内側に4 × 2 mm

の骨欠演を作り, -側に惜焼骨ブロックを,他側に新鮮
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自家歴骨皮賛骨ブロックあるいは新鮮同種腔骨皮賛ブ

ロックを移植し,その治癒経過を術後5日から90日まで

組織学的に比較観察した｡その結果,術後10日で蝦焼骨

表面に骨芽細胞が付着し,偶焼骨表面の約40%に新生骨

が形成され,自家骨では全周に新生骨が形成されていた

が,同種骨は線椎芽細胞様細胞および多核巨細胞に固ま

れ新生骨の形成は認められなかったo術後20目で蝦焼骨

表面全周に層状の新生骨が形成され,新生骨は漸次敏密

化して,術後60日には新庄骨は正常骨組織に近い組織構

造を示していた｡さらに術後90日では蝦焼骨内部にも新

生骨の進入している像が認められ,椴焼骨は新生骨によ

り母床骨と良好な骨結合を示していたと報吾している｡

植野ら69)は家兎の大腿骨骨髄内および腸骨に小骨欠損

を作って,大層骨部には牛焼成骨細片を,鹿骨部には5

× 5mmの牛焼成骨海綿骨ブロックを移植し,その治癒

経過を術後2週から24過にわたって組織学的に観察し

たo　その結果,術後2過で炎症性細胞浸潤は認められ

ず,網状の新庄骨が焼成骨の周園を取り囲み,術後4過

で焼成骨表面に島状の新生骨が観察され,術後8週にな

ると島状の新生骨が連結し,移植骨は全周にわたり母床

骨と骨性に連絡していた｡その後,新生骨は漸次層板状

となり術後12週には全て層板状を呈し,焼成骨と新生骨

の間には炎症性細胞や線維性組織の介在は認められず,

新庄骨と焼成骨は直接結合し,術後24週においても焼成

骨に吸収は認められず,新生骨は焼成骨の表面から内部

の気孔内に向かって形成されていた｡しかし移植部から

漏出した焼成骨周囲には骨新庄は認められず,線維性組

織で囲まれていたことから,焼成骨には積極的な骨形成

能はないとしている｡

柴田62)は家兎の歴骨に5 mm角の骨欠損を作製し,同

部に牛海綿骨焼成骨ブロックを移植して術後の治癒経過

を組織学的に観察したところ,術後3週より焼成骨周囲

および焼成骨骨髄腔部に新生骨が形成され,術後12過で

母床骨と骨性の連絡をきたしていた｡また焼成骨に吸収

はなく,新生骨は経時的に層板状となったが,移植床よ

り突出した部分に形成された新生骨は吸収されていった

と述べている｡

本研究における焼成同種皮質骨ブロック移植後の組織

変化は,母床骨皮蟹部では,脱脂脱灰骨薪のそれに戴似

していたが,移植骨部で全く異なった所見を示し,柴田

62)の報吾に近かった｡すなわち手術部骨膜は脱脂脱灰骨

群と同様に術後12過においてもわずかに肥厚し,凝血壌

および円形細胞浸潤は術後4週まで認められたが,その

程度は脱脂脱灰骨群に比べ少ないようであった｡血管新

生と肉芽組織の増殖は母床骨内側面から移植骨内側面に

向かって進行し,術後4過で最も著明となった｡骨新庄

は脱脂脱灰骨群と同様に母床骨皮賛内外側面および断端

部より起こったが,その室は脱脂脱灰骨群に比べ少な

かったo術後4過には移植骨断端部および移植骨の断端

に近い内側面に新庄骨が添加し,母床骨と移植骨の骨性

連絡が完成していたが,脱脂脱灰骨群のごとき移植骨の

吸収は認められなかった｡その後も移植骨は吸収するこ

となく,移植骨周囲に添加する新生骨はその量および密

度を増し,術後12週には移植骨内に点状の新庄骨が形成

され,術後24週には移植骨は完全に新生骨により囲廃さ

れており,移植骨と新生骨の問には線維性結合組織はほ

とんど介在しなかった｡術後24週には脱脂脱灰骨群で

は,移植骨が残存してはいるものの新生骨による置換が

著しく進行しているのに対し,焼成骨の吸収は全く観察

されず,移植骨内に点状あるいは島状の新生骨が形成さ

れるに過ぎなかった｡さらに術後48過には移植骨周囲の

新庄骨は層板状を呈し,内外蓋礎層板を形成して正常下

顎骨に近い形態を示したOなお移植骨内の新生骨は層板

状を呈しているものの,その量は移植骨部が完全に新生

骨に置換されている脱脂脱灰骨群に比べて明らかに少な

かった｡

CMRにおける観察では,早期の骨新生は脱脂脱灰骨

薪とほぼ同様であったが,その室は脱脂脱灰骨群よりや

や少なく,術後4週で母床骨内側面および断端部より新

庄した骨翼が一部の移植骨と連続していた｡その後,新

生骨は主に移植骨内側から下方に向かって,室およびⅩ

線不透過性を増し,術後24過には移植骨は新生骨により

完全に園擁され,術後48週には移植骨周囲の新生骨は層

板構造を呈し,母床骨皮葉と同様なⅩ線不透過性を示し

ていたo　また術後8週で新生骨に接する移植骨内の比較

的拡大した一部のハバース管およびクラック内に, Ⅹ線

禾透過性の低い新生骨の形成が認められたOその後,経

過と伴に移植骨の内部気孔であるハバース管やフォルク

マン管およびクラック内に新生骨が形成され,術後48過

には移植骨内の多数の気孔およびクラック内に新生骨が

形成されていたが,そのⅩ線不透過性は母床骨皮薯に比

べ低かった｡

術後早新のT Cラベリング像は脱脂脱灰骨群の場合と

大差はなく,新生骨翼と母床骨皮賛辺縁が弱くラベリン

グされるに過ぎなかった｡移植骨部では術後8週で一部

の新生骨に接する移植骨の辺縁が一層に強くラベリング

され,術後12週には移植骨周囲は層状に弱くラベリング

されており,その後,移植骨周囲のラベリング像は徐々

- 18　-



歯科学報

に滅弱し,術後24週まで認められた｡また移植骨内部の

ラベリング像は,術後8週で移植骨表面付近のハバース

管に弱いラベリング像が出現し始め,経過に伴い移植骨

内のラベリングされたハバース管,フォルクマン管およ

びクラックの数および程度が増加し,術後24週まで認め

られたが,術後48週では移植骨周囲および移植骨内の一

部のハバース管が弱くラベリングされているに過ぎな

かった｡

3.各社同種処理骨移植後の治癒経過の比較

当教室の栗原55)は成犬の下顎骨下縁部に本研究と同様

の骨欠損部を作り,非脱灰凍結乾燥同種皮質骨ブロック

および非脱灰凍結乾燥同種海綿骨ブロックを移植して比

較観察したところ,術後の治癒経過は両啓ともほぼ同様

で術後48週には移植骨は全て吸収され新庄骨に置換され

ていたo　しかし移植骨の吸収および置換は皮寛骨群より

も海綿骨群で速やかに進行し,術後24過において海綿骨

啓では移植骨はほとんど消失しているのに対し,皮賛骨

群では多室の移植骨が残存していたO　したがって骨欠損

部の形態回復の面からは皮薯骨群のほうが海綿骨啓より

も優れていると報害している｡

鬼谷60)も本研究と同様に成犬の下顎骨下線部に骨欠損

を作って,非脱灰凍結乾燥同種皮薯骨細片および脱灰凍

結乾燥同種皮賛骨細片を移植し,手術部の治癒経過を比

較観察した｡その結果,移植骨の吸収と新生骨による置

換は脱灰群よりも非脱灰群において迅速に進行し,非脱

灰群では移植片は術後24過でほぼ消失したが,脱灰群で

は術後24週でも移植骨がかなり多く残存しており,栗原

55)に近い治癒経過を示したと報吾している｡さらに細片

骨移植はブロック骨移植に比べ支持的強度を持たないこ

と,移植骨の吸収が速やかであることなどから,形態回

復の面でやや劣るものの,移植骨周囲組織からの血管お

よび肉芽組織の進入が容易で,感染に対する抵抗力が強

いことから,骨空洞のごとき支持を要さない部位では有

効であると述べている｡

また市ノ川46)は2種の近交系ラットを用いて各種処理

同種骨の移植抗厘性を皮膚移植試験によって比較したと

ころ,脱脂凍結乾燥同種骨および脱脂脱灰凍結乾燥同種

骨は非脱灰凍結乾燥同種骨よりも明らかに移植抗原性が

低かったことから,脱灰処丑のみならず脱脂処理が移植

抗原性低下に有効であったo　さらに各種処聾同種骨を

ラット背部皮下に移植し,骨誘導能の有無ないし程度を

組織学的に検索したところ,脱脂脱灰凍結乾燥同種骨で

は辺縁および-バース管壁の吸収と新庄骨の形成が著明

であったのに対して,脱脂非脱灰凍結乾燥同種骨では辺
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縁およびハバース管壁の吸収部に接してわずかに奇骨の

形成が認められ,非脱灰凍結乾燥同種骨はほとんど吸収

されず,新生骨形成も認められなかったとしている｡

上記の当教室における研究結果より,脱脂脱灰凍結乾

燥同種骨は,その他の保存同種骨よりも移植抗原性がき

わめて低く,高い骨誘導能を有するものと考えられる｡

本研究の脱脂脱灰骨薪では,移植骨の吸収と新生骨の

置換が移植骨内面から下方に向かって進行する像が観察

されたが,術後24週でも移植骨の一部が残存し,非脱灰

凍結乾燥皮賛骨ブロック群に近い所見を示し,脱灰凍結

乾燥皮聾骨細片よりも移植骨の吸収と置換は遅れる傾向

が認められた｡このようなことは移植骨の形態が関与し

ていると考えられ,移植骨をブロック状で応用したた

め,移植骨の吸収と新生骨による置換が編片状の場合よ

りも遅延したもののと考えられる｡また手術部の骨膜の

肥厚および術後早報の炎症性細胞浸潤の程度はやや低

く,脱脂処理が移植抗原性の低下に有効であったように

考えられた｡

一方,焼成骨群では全実験期間を通じて,移植骨の吸

収と,それに伴う新庄骨による置換は見られず,そのた

め他の同種骨移植の場合に比べて新生骨の量が著しく少

なかった｡また焼成骨には骨誘導能がないため,移植部

への骨新生は母床骨および移植骨周囲の骨膜から由来す

るものであり,移植骨表面への添加性骨新庄と移植骨の

気孔およびクラック内への新庄骨の進入増殖が認められ

るに過ぎなかった｡

4.焼成骨と合成HAPとの比較

植野ら71)は本研究と同様の方法で牛焼成骨を作製した

ところ,その外観は乾燥骨の形状と同様で,走査型電磁

で観察しても生体特有の連続した気孔や表面構造を細部

まで濫存していたO　さらに焼成骨の成分を分析し,

および天然骨と同様の少量の

を含むが,有機成分

を示す窒素成分を含まず, Ⅹ線回折から高純度のHA P

結晶体であると報害している｡

金井52)はピーグル犬の臼歯部に2 × 3 × 6mmの実験

的3壁性歯槽骨欠演を作成し,牛焼成骨移植群および顧

粒状H A P移植群の治癒経過を組織学的に観察したO術

後1ヵ月では両群とも母床骨からの新生骨と移植骨の間

に結合組織が介在していたが,焼成骨内の気孔壁に沿っ

て一層の新生骨が認められた｡また術後3カ月で焼成骨

群では母床骨よりの新生骨は結合組織の介在なしに焼成

骨と　接結合していたが　　　移植群では新庄骨と

HAPとの間にいまだ結合組織が介在していた｡さらに
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術後6ヵ月になると,両群とも新生骨と直接結合してい

たが,焼成骨移植群では母床骨から移植骨中央部に骨新

生が運行する傾向が認められるのに対し　　　　移植群

ではig:床骨より離れた部位では骨新生は見られなかっ

た｡また全期間を通じて結合組織中の血管の新生は,

HA P移植群より焼成骨移植群の方が豊富であったと述

べている｡

上記のことから,焼成骨ブロックは表面および内部と

もに3次元的骨構造を濫存し,無機元素成分は天然骨と

同様な多孔性HAPブロックであると考えられる｡しか

し焼成骨ブロックが合成多孔性HAPブロックと異なる

点は,合成HA Pでは新庄骨が形成されやすい気孔径や

気孔率が問題となるが,焼成骨は-バース管,フォルク

マン管,骨髄腔などの連続した骨構造がすでに備わって

いることである｡さらに焼成骨は特別な装置や薬剤がな

くとも,高虎での焼成が可能な歯科用ファーネスを用い

れば,容易に作製できる利点をもっている｡

5.同種骨移植の臨床応用について

著者の教室では　　年以来,多数の顎顔面骨欠損症例

に対して非脱灰凍結乾燥同種骨および脱灰凍結乾燥同種

骨をブロックないし細片の形状で臨床応用を行い,良好

な結果を得ている　　　　　　　栗原55)および鬼谷60)は

非脱灰凍結乾燥同種骨ないし脱灰凍結乾燥同種骨移植を

行った患者から術後6ヵ月以上経過した時親に手術部の

組織を一部採取し,組織学的検索を行い,手術部に旺盛

な骨新生が存在することを認めている｡

垣内ら　　　　は整形外科領域で脱脂脱灰凍結乾燥骨

移植および脱脂非脱灰凍結乾燥同種骨移植の臨床応用を

行い,術後の治癒経過をⅩ線診査および手術部の組織学

的検索により比較したところ,脱脂非脱灰凍結乾燥骨は

脱脂脱灰凍結乾燥骨に比べ移植骨の吸収はかなり遅れる

が,良好な骨新生が認められ,臨床において脱脂処理が

移植抗原性の低下に有効であることを強調しているo

著者らも　　年12月より,脱脂脱灰凍結乾燥同種骨の

臨床応用を始め, 50例を越える症例に実施し,比較的早

親での骨形成をⅩ線診査で確認するとともに,中でも顎

骨骨折および顎変形症の外科的治廃に際し,ミニプレー

トによる固定を行い,同時に骨片間に脱脂脱灰凍結乾燥

同種骨移植を行った症例において,術後半年ないし1年

後のミニプレート除去手術時に移植部に多量の新生骨が

出現している所見を肉眼的に観察している53)｡

鬼谷60)はと卜脱灰凍結乾燥鹿骨,非脱灰凍結乾燥腰骨

および新鮮下顎骨の赤外線吸収スペクトル分析を行い,

脱灰凍結乾燥骨ではアパタイト成分は消失しているが,
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それ以外のP,蛋白などは新鮮下顎骨と楽似したピーク

パターンを示したことから,脱灰処理は骨内の蛋白を大

きく破壊するものではなく,新鮮骨と同様の骨形成園子

を含んでいるであろうと述べている｡さらに当教室の高

野　　　　も,ヒト脱脂脱灰凍結乾燥暢骨およびと卜非

脱灰凍結乾燥腰骨で同様の分析を行ったところ,両者に

大きなピークパターンの違いは認められなかったと報告

している｡これらのことから脱脂脱灰凍結乾燥骨は,脱

灰凍結乾燥骨と同様に新鮮骨と同様の蛋白をもち,骨形

成因子を含んでいるものと考えられる｡

同種骨移植を臨床応用する場合には,移植骨の形態,

力学的強度,骨欠損の大きさなどについて考慮しなけれ

ばならない｡脱脂脱灰凍結乾燥骨では脱灰操作によって

力学的強度の著明な減衰射ヒをきたしているので,移植骨

に支持的強度を求めるような場合には特別の考慮を要す

るO　また骨欠損の大きな場合には脱脂脱灰凍結乾燥骨,

特にその細片骨では形態回復が困兼であるo　したがって

下顎骨離断および切除後などの高い支持強度を要する場

合には,金属トレーないしプレートを併用することが必

要となる｡脱脂脱灰凍結乾燥同種骨の主な機能は,新鮮

自家骨と同様に骨新生を戚括増進させる骨誘導能と骨欠

績部が新庄骨に置換するまでの足場となる骨伝導能を有

することである｡しかし骨誘導能は新鮮自家海綿骨細片

よりも劣るものと恩われることから骨欠損が広範囲であ

る場合には,脱脂脱灰凍結乾燥同種骨と新鮮自家海綿骨

細片を併用することが望ましいものであろう｡

6.焼成同種骨移櫨の臨床応用について

同種骨移植では骨採取から移植までの無菌的操作と厳

しい供与者の選択が必要で,特に最近における肝炎,

AII)S等の増加に伴うウイルス疾患感染の危険性を考え

ると,供与者の血夜検査が必索である　　　　　｡

凍結乾燥骨移植によるウイルス感染の可能性はないとす

る報吾もあるが　　その根拠は明らかではない｡しかし

焼成骨では,採取骨を除蛋白し,高温で焼成の後に滅菌

処聾するため,途中の滅菌操作が不宴となるばかりでな

く,ある程度,細菌ウイルスに汚染された状況でも利用

可能と考えられるO　さらに採取骨は健常部のみならず,

病変部でも肉眼的に骨変性部を十分に除去した後に焼成

して応用することが可能で,下顎骨切除後の骨片を利用

する場合では,合成HAPブロックや再建用金属プレー

トなどの人工生体材料に比べ,あらかじめ下顎骨の形態

が再現されているため,術中の形態付与が非常に容易と

なり,術後の慮面変形防止に有効であると考えられるo

焼成骨は脱脂脱灰凍結乾燥骨と異なり,ある程度の力学
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的強度を有するが,骨誘導能を持たない｡したがって焼

成骨の臨床応用に際し,新生骨量の増加をはかるため,

力学的強度の許す限り,多数の穿孔を作るべきである｡

また焼成骨を用いて広範な骨欠損部の再建をはかる際に

は術後早期からの骨新生と安定した成績を待るため,節

鮮自家海綿骨細片との併用が望ましいものと考えられ

る｡いずれにしても今後,同種骨移植法は死体からの生

体材料採取が可能になった場合,特に有用な方法となる

であろう｡

結　　　　　諭

成犬の下顎骨下線部に方形骨欠損を作製し,一側に脱

脂脱灰凍結乾燥同種骨片を,他側に焼成同種骨片を移植

し,移植部の治癒経過を術後1過から48週にわたり組織

学的に観察すると伴に　　　　およびTCラベリング法

によって観察し,次の如き結果を待た｡

1.脱脂脱灰凍結乾燥処理を施した敏密骨では,骨細

胞や,その他の細胞成分の染色性が消失し, Ⅹ線透過性

を示したが,骨小腔,ハバース管,各種層板などの骨組

織構造に変化は認められなかった｡焼成処理を施した敏

密骨は,その主体がHAPであるため,高いⅩ線透過性

を示し,ほぼ骨組織と同様の構造,つまり天然の内部気

孔構造を示していた｡

2.脱脂脱灰骨群,焼成骨群ともに手術部外骨膜の肥

厚は術後12週まで,凝血塊は術後2週まで,円形細胞浸

潤は術後4過まで残存していたが,その程度は焼成骨啓

よりも脱脂脱灰骨群においてやや強かった｡両群とも母

床骨内側面から移植骨内側面に向かって術後早期から血

管に富む肉芽組織の活発な増殖が認められたが,母床骨

外側面および移植骨外側面における肉芽組織の増殖は少

なかった｡血管新生と肉芽組織増殖は術後4週で最も顔

著であった｡

3.両薪ともに母床骨皮質断端部に破骨綿胞を含むハ

ウシップ嵩が術後1過で出現し,術後4週で鼻も著明で

あった｡また母床骨皮薯断端部に吸収拡大を示すハバー

ス管が術後2週で出場し,脱脂脱灰骨群では術後12週

で,焼成骨群では術後8週で最も多く認められた｡その

後ハバース管壁に同心円状に新生骨が添加し,漸次管腔

の正常化をきたした｡

4.脱脂脱灰骨群では,術後2過で母床骨に近い移植

骨の内側面および断撮部のハバース管内に血管進入がお

こり,術後12週で移植骨内の大部分のハバース管内にこ

れが認められた｡また術後8週から24過の時期で移植骨

内のハバース管の拡大が見られたo　さらに術後2過で母
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床骨皮薯に近い移植骨内柳面および断端部に破骨細胞が

出現し,時日の経過に伴ってその数を増すとともに移植

骨全周にわたってこれが認められ,移植骨下線部には術

後24週でもそれが残存していた｡焼成骨群の組織切片で

は移植骨が脱灰消失するため,ハバース管内への血管進

入やハバース管の拡大,移植骨周囲における被骨細胞出

場は確認できなかった｡

5.両群とも術後早期より母床骨皮聾内外細面および

断席部より骨新生がおこり,術後4週で母床骨皮葉と移

植骨は骨性に連絡したO脱脂脱灰骨群では移植骨周囲と

拡大した移植骨のハバース管内に骨新生がおこるととも

に,移植骨は漸次,吸収された｡このような移植骨の改

造機転は内側面において迅速に進行し,下縁郭では術後

24過でも移植骨が残存していた｡しかし術後48過では移

植骨と考えられる骨細胞の染色性が消失した部分は認め

られず,移植骨は新庄骨によって完全に置換され,正常

の下顎骨と同様の組織構造と形態を回復していた.焼成

骨群では移植骨周囲と移植骨内の気孔およびクラック内

に骨新生が見られたが,移植骨の吸収は全過例にわたっ

て認められなかった.移植骨における気孔およびクラッ

ク内の骨新生は術後12週で認められ,術後48過ではそれ

ら新生骨はハバース層板構造を示した｡また移植骨周囲

は術後24週で完全に新庄骨に囲廃され,術後48週には内

外基礎層板を形成し正常下顎骨と同様の形態を回夜して

いた｡

において,脱脂脱灰骨群では術後4週で移

植骨辺縁に新生骨が添加し,経過とともにその範囲とⅩ

線不透過性を増し, Ⅹ線透過性を示す移植骨の面積は減

少した｡術後24週では移植骨部の新生骨にハバース層板

が形成され,さらに術後48週で内外基礎層板が明瞭に観

案されるようになり,正常下顎骨に近いⅩ線不透過性を

回復していた｡焼成骨群では,移植骨周囲は術後24週で

ハバース層板を形成する新生骨に囲廃され,術後48週で

移植骨外側に外基礎層坂を,内側に内基礎層板を認め

たoまた術後8週で移植骨表面付近の気孔およびクラッ

ク内に新生骨が認められ,術後48週で移植骨内の大部分

の気孔およびクラック内に新生骨が形成されていたが,

そのⅩ線禾透過性は正常下顎骨よりも低かった0

7.両群とも術後早斯では母床骨皮賛内外側面および

断端乳母床骨断端部のハバース管壁および骨小腔,新

生骨梁などに弱いラベリング像が認められ,術後4週

で,新生骨辺縁に一層の尋釦､ラベリング者が出現した｡

脱脂脱灰骨群では術後8週で移植骨内のハバース管に

沿って輪状のラベリング帯が出壊し,それは術後12過で
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最も著明となり,術後24週まで認められた｡焼成骨群で

は,術後12過で移植骨表面の新生骨が層状に弱くラベリ

ングされ,移植骨内部のハバース管壁の輪状ラベリング

像は移植骨表面付近におこり,経過と伴に移植骨中央部

にも出場し,術後8週から24週にわたり弱く認められ

た｡

8.下顎骨下縁部に移植された脱脂脱灰凍結乾燥同種

骨片は経過とともに吸収されて漸次消失し,新生骨に

よって完全に置換される｡このような骨改造機転はゆる

やかに進行し,急激な移植骨の吸収はなく,新生骨茎は

豊富で良好な下顎骨の形態回復を示した｡一方,焼成同

種骨片は,その外形に大きな変化を示すことなく残存

し,漸次新生骨により囲廃されると伴に移植骨内の天然

の気孔およびクラック内に新生骨の進入がおこり,優れ

た骨伝導能を有するものと思われたが,新生骨量は脱脂

脱灰骨群に比べて著しく少なかった｡

稿を終えるに臨み,終始御懇篤なる櫛指導,蘭校閲を賜った

重松知寛教授に深甚なる感謝の意を捧げます｡また終始櫛鞭捷

を戴き,伽指導,御校閲を賜った高橋庄二郎名誉教授に深甚な

る謝意を表しますo　さらに種々御協力戴いた口腔外科学教室貢
諸兄に感謝いたします.

文　　　　　献

1) Barth,A. (1893) : Ueber histologische Befunde
nach Knochenimplantationen, Arch. Klin. Chir. ,

′-

2) Bradley, P. F. (1986) : Thecryosurgery of bone

止は　醐狐酬正　目　相田　　　　　翌LM亀｡n也d

the Maxillofacial Region (P. F. Bradley, ed.),

上　eRCつ)　,

3) Bright, R. W., Friedlaender, G. E. and Sell,

K. W. (1977) ･. Tissue banking, The United
States navy tissue bank, Milit. Med., 142 : 503-
510.

4) Buck, B. E., Malinin, T. I. and Broun, M. D.

(1989) : Bone transplantation and human im-

munodeficiency virus. An estimate of risk of

acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),

‥240:

51 BurW .　　　　　:

bone　allografts, Transplantation Proceedings,

8 ･. 95-111.

6) Cummings, C. W. and Leipzig, B. (1980) :

Replacement of tumor-involved mandible by

cryosurglCally devitalized autog･raft, Arch.

丁　　　　　:　　　圭

7) Ewers, R. and Wangerin, K. (1986) ･. The au-

toclaved autogenous reimplant, an immediately

replaced, mineral frame, J･ max･-fac･ Surg･･,

14 : 138-142.

8) Farmand, M. (1990) : Der tiefgefrone-Bank-

knochen als Rekonstructions-material im Kiefer

-Gesichtsberich, Dtsch.　Z.　Mund Kiefer

･.､14:

9) Fonseca, R. J., Nelson, J. F., Clark, P. J.,

Frost, D. E. and OIson, R. A. J. (1983) ･. Reva-

scularization and healing of onlay particulate

allogenic bone grafts in primates, J. Oral

Maxillofac. Surg., 41 : 153-162.

10) Friedlaender, G. E. and Cahill, R. A. (1976) :

Current scope of the U. S. navy tissue bank, In

Tissue banking for transplantation (K. W. Sell,

and G. E. Friedlaender, ed.) 21-24, Grune &

Stratton, Inc., New York.

:　　　　　　　　　　　､

.225:

12) Frost, D. E., Fonseca, R. J. and Burkes, E.

J. (1982) : Healing of interpositionalallogenic

lyophilized boneL grafts following total maxi-

llary osteotomy, J. Oral Maxillofac. Sure., 40 :

776-786.

13) Glowacki, J., Altobeli, D. and Mulliken, J. B.

(1981) : Fate of mineralized and demineralized

osseous implant in cranial defects, Calcif.

上

14) Glowacki, J. and Mulliken, J. B. (1985) ･.

Demineralized bone implant, Clin. Plast. Surg.,

12:

15) Gresham, R. B., Perry, V. P. and Wheeler,

T. H. (1963) : US navy tissue bank, Report on

current methods and experimental approaches
to the future, JAMA, 183 ･. 99-102.

161日　.K　　　　　.

主A l
process following different types of bone trans-

,　　　　　　　　　　‥45-A :

1616.

17) Hosny, M., Arsidy, C. and Sharawy, M.

(1987) : Effects of preservation on the osteoin-

ductive capacity Of demineralized bone powder

allograrts. J. Oral lIaxillofae. Sure.. 45 : 1051-

1054.

18) Hupp, J. R. and Mckenna, S. C. (1988) :Use

of hydroxylapatite blocks for augmentation of

atrophic mandibles, J･ Oral Maxillofac. Sure.,
46 : 538-545.

19) Jones, I. C., Lilly, G. E., Hackett, P. B. and

Osbon, D･ B･ (1972) : Mandibular bone grafts

with surface decalcified bone, J. Oral Sure.,
30 : 269-276.

20) Kaban, L.B.andGlowacki, J. (1981) : Induced

osteogenesis in the repair Of experimental man-

dibular defects in rats, J. dent. Res., 60 : 1356-

-22　-



歯科学報

1364.

21) Kaban, L. B. and Glowacki, J. (1984) :

Augmentation of rat mandibular ridge with

demineralized bone implants, J. dent. Res., 63 ･.

998-1002.

22) Kent, J. N., Zide, M. F., Kay, J. F. and

.　　　　1:

particles as bone graft substitutes in orth0-

gnathic and reconstructive surgery, J. Oral

Maxillofac. Sure., 44 : 597-605.

23) Komender, J., Komender, A., Dziedzic-

Goclawska, A. and Ostrowski, K. (1976) : Tissue

banking for transplantation, 25-37, 1st ed,

Grune & Stratton, lnc., New York.

24) Kreuz, F. P., Hyatt, G. W., Turner, T. C.

and Basset, A. L. (1951) : The preservation and

clinical use of freeze-dried bone, J. Bone. Jt.

Å

25) Lane, S. W., Guggenheim, B. and Egyedi, P.

(1972) : Comparison of homogenous freeze-

dried and fresh autogenous bone grafts in the

monkey mandible, J. Oral Surg., 30 ･. 649-655.

26) Marx, R. E., Miller, R. I., Ehler, W. J.,

Hubbard, G. and Malinin, T. I. (1984) : A

comparison of particulate allogenicand partic-

ulate autogenous bone g･rafts into maxillary

alveolar clefts in dogs, J. Oral Maxillofac.

Wii翌U｡現主監-臣

27) Maxon, B. B., Baxter, S. T., Katherine, W. L

and Fonseca, R. J. (1990) ･. Allogenic bone for

secondary alveolar cleft osteoplasty, J. Oral

Maxillofac. Sure., 48 : 933-941.

28) Mulliken, J. B., Glowacki, J., Kaban, L. B.,

Folman, J. and Murryay, J. E. (1981) ･. Use of

demineralized allogenic bone implants for the

correction of maxillocraniofacial deformities.

Ann Sure.194 : 336-372.

､　　　　　　　　　　　　　　､

Wells, H. (1970) : Improved healing of experi-

mental defects in the canine mandible by grafts

.　　　　　∴30:142

-150.

30) Narang, R., Wells, H･ and IJaSkin, D. M.

(1972) : Ridge augmentation with decalcified

allogenic bone matrix grafts in dogs, J･ Oral

っ30:

31) Narang, R. and Wells, H. (1973) : Decalcified

bone matrix implantation in bone defects,

Transactions of the International Conference of

Oral Surgery, 4 : 64-67.

32) Narang, R. and Wells, H. (1974) : Experi-

mental osteogenesis with decalcified allog･enic

っ37:

153-160.

92, No. 12 (1992) 1591

33) Oikarinen, J. and Korhonen, K. (1979) :

The bone inductive capacity of various bone

transplanting materials used for treatment of

experimental bone defects, Clin･ Orthop･, 140 :

208-215.

34) Osbon, D. B., IJilly, G. E., Thompson, C･ W.

and dost, T. (1977) : Bone grafts with surface

decalcified allogenic and particulate autologus

:　　　　　　　　　　･　　　　　　　　　　　　:

284.

35) Pike,R.IJ.andBoyne, P. J. (1973) ･. Composite

autogenous marrow and surface decalcified

implants in mandibular defects, J･ Oral Surg･,

31 :

36) Pike, R. L and Boyne, P. J. (1974) :Use of

surface-decalcified allogenic bone and aut0-

genous marrow in extensive mandibular

defects, J. OralSurg., 32 : 177-182.

37) Pittman, M. R., Tolman, D. E. and Jowsey,

J. (1975) I. An experimental study of autoclaved

autogenous mandible in combination with can-

､

～179.

38) Senn, N. (1889) : On the healing of aseptic

bone cavities by implantation of antiseptlC

decalcified bone, Amer. J. Med. Sci., 98.. 219-

243.

39) Spectorov, V. A. (1972) : The effect of tra･nsI

plantation of embryonic lyophilized homobone

on regeneration of bone tissue of the jaws, ex-

perimental investigation, Stomatologlla, 51 : 8

-10.

40) Urist, M. R., Mikulski, A. and Boyd, S. D･

(1975) : A chemosterilized antigen extracted

autodigested alloimplant for bone banks, Arch･

Surg., 110 : 416-428.
41) Urist, M. R. (1980) ･. Fundamental and Clin-

ical Bone Physiology, 331-368, lst ed･, J･ B･

LipplnCOtt Co. , Philadelphia･

42) Yifu, T. (1979) : Autogenous boiled tumor

bone immediate grafting of the mandible, Chin･

Med. J., 92 : 862-869.

43)青木秀希,加藤一男,蝦原正巨,井上正秀

アパタイトの歯科材料への応用に関する研究(第一

報)一合成アパタイトの焼結体｢,歯聾工誌

200-205.

44)天児民和　　　　骨銀行,福岡医誌
430.

45)林　英昭,鴨井久一
とコラーゲン複合体の移植,歯科ジャーナル
206-213.

46)市ノ川義美　　　各種処丑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実験的研究,歯
科学報

-23-



1592 金子:脱脂脱灰凍結乾燥骨片･焼成同種骨片移植の実験

47)井上　孝,山村武夫　　　　移植骨の運命と治癒機
転,歯科ジャーナル, 25:

48)石河信高　　:凍結顎骨骨片再植術後の治癒経過
に関する実験的研究,歯科学報

49)糸清盛憲,小林明正　　　　骨銀行,第1版
33.ヒューマンティワィ,東京.

50)岩田　久,花村浩克,安原徳政,金子正幸
別冊　整形外科8,骨･軟骨移植の基礎と臨床,第1
版　　　　　南江堂,東京.

51)垣内雅明,喜田秀樹　　　　別冊`整形外科8,骨
･軟骨移植の蓋礎と臨床,第1版　　　　　　南江
堂,東京.

52)金井　章　　　　人工骨移植材がイヌ･実験的歯槽
骨欠演の修復過程に及ぼす影響, E]歯周誌
～507.

53)金子素人,小枝弘実,中野洋子,大島　仁,内山健

忘,斉藤　力,重松知寛　　　　口腔外科領域におけ

る脱脂脱灰凍結乾燥同種骨の臨床応用(抄),冒口腔会
誌

54)河村謙二　　　　骨移植, 1版　　　　　医学書
院,東京.

55)栗原英之　　　　凍結乾燥同種骨の顎部移植に関す
る実験的研究,歯科学報

56)窯沢　尚　　　　偶焼骨移植の試み.整形外科基礎
科学

57)中村省司　　　　同種骨移植の実験的研究,北里医
学

58)岡野呂治,高橋庄二郎　　:顎部における凍結乾
燥同種骨移植について,紫耀

59)小港　隆,糸清盛憲　　　　同種処理骨の抗原性に
関する実験的研究,冷凍骨,冷凍脱骨髄骨,凍結乾燥
骨,脱灰骨の比較,北里医学

60)鬼谷信美　　　　脱灰および非脱灰凍結乾燥同種骨
細片の項部移植に関する実験的研究,歯科学報
1847-1873.

61)大西正俊　　　　各種人工骨の特徴と現状,歯科
ジャーナル

62)柴田和弥　　　焼成骨内における骨改横に関する
実験的研究,中部日整外災外会誌, 32 :

63)杉岡洋一　　　　低濫医学, 1版　　　　　　朝倉
書店,東京.

64)高橋庄二郎　　　　わが教室における骨敏行につい
て, Eg際歯科学士全日本部会雑誌

65)高野直久　　:マリンバイオ　海洋バイオ新素材
･新物薯,初版　　　　　　シーエムシー,東京.

66)報木　隆,石河信高,市ノ川義美,栗原英之,
本間義章,佐藤和則,丸森雅由,柴田考典,岡野
呂治,高野伸夫,松井　隆,内山健忘,斉藤　力,
重松知寛,高橋庄二郎　　　　凍結加温処聾自家切
除骨片を用いる顎骨再建術,目口外語
2636.

67)報木　隆　　　　口腔･顎･顔面外科領域における
凍結骨および凍結乾燥骨の応用に関する研究,日口腔
会誌

68)内山健忘,大畠　仁,高橋庄二郎　　　　口腔外科
における強行骨と骨代用材の応用,東京都歯科医師会
雑誌

69)植野　裕,佐々木俊二,嶋　良宗,上好昭孝,原田
基,寺尾餐秀,秋山太一郎　　:焼成骨の研究,

鑑rl鐙　　負n坦inlk "醐閥"狐は乱｡ i)は-"3　印鑑肱

70)植野　裕　　　　別冊　整形外科8,骨･軟骨移植
の基礎と臨床,第1版　　　　　南江堂,東京.

71)植野　裕,桜井啓一,笠松　望,栗本公博,青木雅
昭,嶋　良宗,秋山太一郎　　　:

の特徴について,臨整外
1265.

72)若月達也　　　　顎骨欠也部への

族植後の治癒経過に関する実験的研究-多孔

性HAPと敏密性HAPとの比較について-,歯科学

報

Masato KANEKO : The Healing Process in Defatted Decalcified Freeze-

dried and Sintered Allogenic Bone Block Grafts in the Dog Mandible,

Shihwa Gahuho, 92 : 1569-1595, 1992.

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

College, Chiba 261, Japan)

･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壷c bo据

-on‥

-　　､

experimentally prepared, quadrate, bone defects in the inferior margins Of both sides of the

mandibles of adult, mongrel dogs. HistologlCal observations Were performed, and contact
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microradiography (CMR) and the tetracycline (TC) labeling method were used to investigate

the healing process in surglCal sites for a period of from 1 t0 48 weeks after the operation･

Results

l･ Although osteocytes and other cellular components in defatted decalcified freeze-dried

cortex bone lost stainability, no changes either in such structures as Haversian canals and

lamellae or in radiolucency were observed in lacunae･ Because hydroxyapatite is its chief

component, sintered cortex bone retained original bone structure (for instance, the inner

micropore structure) and extremely high radiol0PaCity･

一日　　神目巨､ =晶　　　言　　つ＼　-′l‥1-日用　　　　い　　出目再　　--

thickened until 12weeks after the operation, blood coagulation persisited until 4 weeks after the

operation, and round-cell infiltration continued until 4 weeks after the operation･ The

intensity of these phenomena was slightly greater in decalcified defatted bone･ In both groups,

active growth of highly vascularized granulation tissue was observed in the early postl

operative stage･ Growth began from the inner surface of host bone and moved toward that of

the grafted bone. In the outer surfaces of both host and grafted bone, growth of granulation

tissue was slight. Neovascularization and growth of granulation tissue were most remarkable

in 4 weeks after the operation.

3･ In both groups, Howship,s lacunae containing osteoclasts began appearing ln the cortical

area of the host resected bone 1 week after the operation and became most prominent 4 weeks

after the operation･ Enlargement of the Haversian canal because of resorption occurred in 2

weeks after the operation･ This phenomenon attained maximum prominence in 12 weeks in the

decalcified defatted group and in 8 weeks in the sintered group･ Thereafter, concentrically new

-bone additions appeared on the canal walls ; and, as time passed, the lacunae regained

normal structures.

4. In the defatted decalcified group, vascularization of the Haversian canal and of grafted

bone, which initially appeared 2 weeks after the operation, started at the end surface adjacent

to the host bone and was apparent in most canals 12 weeks after the operation･ In grafted

bone in this group, canal enlargement occured between 8 and 24 weeks after the operation･ In 2

weeks, osteoclasts appeared in the inner and end-surface areas of grafted bone adjacent to the

host bone. Increasing ln number as time passed, they came to be present all around the graft･

Even 24 weeks after the operation, ostoclasts persisted in the inferior-border area of grafted

bone. In the sintered group, decalcification procedures involved in histologlCal preparations

made it impossible to ascertain vascularization, Haversan-canal enlafgement, and the

appearance of osteoclasts around grafts･

5巨It"止g帖=lト　　　岬Lo日日:L五･日--=冊　日日-中　-I---I.･甘l‖血酪1

surface and in the inner and outer areas of host-bone cortex. In 4 weeks, after the operation, a

bony union connected the host-bone cortex and the grafted bone･ In the defattedfdecalcified

月日.I吊恒=呈上l- 1-･ト-1　-つ-正目-　　い　　　　　　　‥tnL-ご用五　日十11､

grafted bone itself resorbed. This remodeling mechanism in grafted bone to9k place faster in

the inner area, whereas grafted bone persisted in some parts of the lower border as late as 24

weeks after the operation･ Nonetheless, early characteristic loss of stainability was un-

observable in grafted bone 48 weeks after the operation, by which time newly formed bone had

completely replaced grafted bone and the contours and histologlCal structures usual in the

n°m l　　　　　　･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､､′
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occurred around grafted bones and in pores and cracks in it, no resorption was observed

throughout the observation period. Beginning 12　weeks after the operation, new-bone

formation in graft pores demonstrated the Haversian lamellar structure　48　weeks after

the operation･ Grafted bone was circumscribed by newly formed bone 24 weeks after the

operation･ By the 48 th postoperative week, the kinds of inner and outer basa1-layer structures

seen in the normal mandible were observed.

6･ CMR studies of the defatted, decalcified group showed additions of newly formed bone

in the area adjoinlng the grafts 4 weeks after the operation. As the days passed and the area of

these additions expanded, radio-Opacity increased in the grafted bone ; and the radiolucent

image decreased･ Haversian lamellae were observed in the newly formed bone of the gTafts

24 weeks after the operation･ Inner and outer basallamellae occurring 48 weeks after the

operation demonstrated almost the same radio-Opacity as the normal mandible. In the

sintered group, 24 weeks after the operation, grafted bone was circumscribed by newly formed

bone producing lamellar structures･ The graft demonstrated outer basal lamellae on its outer

and inner basal lamellae on its inner side. New-bone formed in cracks and pores adjacent to

the outer surface of the graft outer surface 8 weeks after the operation and occupied most of

th=L'Lつ….･8こ　　-　　　　　く周　　　　　　　此rnIP -･出lL日日揮　　　　い日朝h=伸帖.～

somewhat lower than was usual in the normal mandible.

-　7･ From the early postoperative stage in the host bone of both groups, some weakly labeled

images were recognized in such areas as the resected and inner and outer areas of the host

-bone cortex, Haversian1anal walls, lacunae, and new-bone outlines. 4 weeks after the

operation･ strongly labeled images were remarkable in vicinity of newly formed bones･ In

grafted bone of the defatted decalcified groups, some circularly labeled images of weak

intensity were recognized along the Haversian canal 8 weeks after the opertion. Most intense 12

weeks after the opertaion, this phenomenon persisted until 24 weeks after the operation. ln

grafted bone of the sintered group, new-bone surfaces were weakly labeled in a lamellar

pattern12 weeks after the operation･ Circularly labeling occured in the Haversian-canal walls

near the surface of the grafted bone and, as time passed, appeared in the bone-graft central

zone as well･ Thoughweak, this phenomenon was observed from 8 to 24 weeks after the

operation.

8･ With the passing of time, defatted decalcified freeze-dried bone grafted into the

mandibular inferior border gradually resorbed and ultimately disappeared to be completely

replaced by newly formed bone･ This remodeling mechanism proceeeded slowly, without

望　壷鄭Elは固持仁玩価｡用犯n西目3m　圏蘭皿南山　㈲　三　脚d R｡㈲完　壁は摘記　は聞完　脚qI雨は田｡ね印は短

orlglnalcontours･ Sintered bone grafts, on the other hand, persisted without showing major

alterations in their configurations･ Newly formed bone gradually surrounded them and

invaded the naturalpores and cracks in the grafted material･ Therefore, although sintered

bone has good osteoconductive abilites, it is accompanied by the formation of much less new

bone tllan deratted deealcified freeze-dried bone.
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固り【脱脂轡㍍眉群，術後8過．ラベリング像   

略語表 H：母床骨皮質  G：移植骨  C→ニ接合部  N8：新生骨  
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