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緒 言

組織欠損による機能的，審美的，心理的障害を回
復することが，組織再生研究の目的であることはい
うまでもない。各ファクター（細胞，担体，シグナ
ル分子，液性因子ミネラル，適正環境）の組み合わ
せは，その組織欠損パターン，部位，ターゲット細
胞により多様であるため，必ずしもすべてが組織治
癒に必要ではない。最も有効な治癒の要素を選択す
ることが臨床化への鍵となる。しかしながら，より
重度の欠損パターンではすべてを結実させ，より予
知性が高く永続性のあるリーズナブルな再生治療法
が必要になってくる。

現在，顎顔面口腔領域では環境造り（スペースメ

イキングやバリヤーメンブレンの設置等）と自己細
胞活性（皮質骨穿刺骨髄誘導や自家骨移植）そして誘
導・成長因子（PDGF や BMP，エムドゲインⓇなど）
が単独で，あるいはそれらを組み合わせて臨床応用
されることが多い。これらを支持する骨増生に関わ
る要素を臨床応用する際には，より確実であること
と同時に，安全，かつ簡便な方法であることも重要
である。当然バイオマテリアルも生体適合性，形
状，機能さらにそのエピデンスの整合性も求められ
る。

今回我々は，サイナスリフトや GBR，抜歯窩保
存法での操作性向上による手術時の負担軽減をはか
るためにウシ真皮由来の生体吸収性コラーゲンスポ
ンジと多孔性 β 型リン酸三カルシウム（β-TCP）小顆
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抄録：良好な付形性，高い機械的強度や親和性など全てを具備した骨補填材は未だない。最適な新規
材開発を目的とし厚生労働省認可材料を組み合わせβ-TCP／コラーゲン複合体を作成。市販複合体Bio-Oss
CollagenⓇを対象群としラット頭蓋冠に直径５．０mm の２欠損を作成しそれぞれを埋入し比較した。術
後６週および１０週にて病理染色切片で組織学的および組織形態計測学的分析を行い骨欠損内の骨治癒
を評価した。術後６週にて，Bio-Oss CollagenⓇは，線維性組織は豊富だが骨梁構造が確認できないの
とは異なり，β-TCP／コラーゲン複合体は初期骨治癒を促進した。術後１０週ではほぼ完全に骨欠損内
を封鎖し新生骨に置換した。組織形態計測学的分析より本複合体はより多くの骨形成と残存材料の生
体内吸収を伴い，優れた骨伝導能と良好な生体内崩壊性があることが示唆された。
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粒からなる β-TCP／コラーゲン複合体という新規骨
補填材料を開発し，ラット頭蓋骨臨界サイズ骨欠損
モデルを用いて，同複合体の骨伝導および生体内崩
壊性に関して，市販の動物由来ハイドロキシアパタ
イト（HA）顆粒／コラーゲン複合体である Bio-Oss
CollagenⓇ（Osteohealth, Shirley, NY, USA）との比較
観察をおこなった。

骨補填材に求められる条件として，『複雑な形態
の骨欠損に適合可能な付形性』，『周囲軟組織からの
圧力に抵抗し骨再生のスペースを確保する築盛部位
の形態安定性や機械的強度』，『新生骨組織と置換で
きる生体内崩壊性』，などがある。これらをすべて
具備した理想的な骨補填材料は未だなく，付形性と
機械的強度は相反するジレンマがある。

臨床経験から得られた手技手法のみならず，補填
材，バリアー，細胞，生体由来の治癒活性因子の必
要性を踏まえ，最終的には組織再生のピラミッド

（紀元前エジプトの王族達は，再生の神 Osiris にあ
やかり自らの臓器や身体を死後，その内部に保存し
た）を完成させるべく実験系の考察を行い，より実
用性の高い骨再生法を検討したい１，２）。

研究材料と方法

１．β-TCP／コラーゲン複合体作製
オリンパステルモバイオマテリアル（東京）との

共同製作をおこなった。顆粒径０．１５～０．８mm で気
孔率７５％をもつ β-TCP とウシ真皮由来の溶解性コ
ラーゲンスポンジを混和することにより β-TCP／コ
ラーゲン複合体を作製した。β-TCP とコラーゲン
の乾燥重量比は今回４：１とした。
２．β-TCP 作製

リン酸水素カルシウムと炭酸カルシウムを１：５
で混和した湿式法にてリン酸カルシウム泥を生成し
た。その後，生成物をすり潰し粉状とした。乾燥
および分散剤を混和し成型後，１０５０℃で焼結し β-
TCP へ転化させた β-TCP ブロックを粉砕し顆粒状
とした。
３．コラーゲン作製

ウシ真皮よりコラーゲン線維を抽出後アテロ化し
た。その後３７℃のリン酸緩衝液にて中和し，線維性
コラーゲンを生成し６０℃で加熱し熱変性コラーゲン
を生成した。線維性コラーゲンおよび熱変性コラー

ゲンを９：１で混合し，凍結乾燥し１１０℃で加熱脱
水して架橋させスポンジ状とした３）。
４．動物

１４週齢雄性 Sprague Dawley ラット頭蓋骨に直径
５．０mm 臨界サイズ貫通骨欠損を冠状縫合とラムダ
縫合間に矢状縫合挟んで２つ作成した。直径５．０
mm，厚み２．０mm ディスク状 β-TCP・コラーゲン複
合体および Bio-Oss collagen を骨欠損内にそれぞれ
設置し，吸収性コラーゲン膜（BIOMENDⓇ, Zimmer
Dental Inc. USA）で被覆した。術後６週および１０週
にて，ヘマトキシリン－エオジン染色の脱灰組織切
片を作製し，組織学的および組織形態計測学的分析
を行い骨欠損内の骨治癒を評価した（図１，２）。

結 果

１．組織観察
６週後：非移植群では骨組織は無く線維様組織の

限られた形成のみであった。Bio-Oss CollagenⓇ移植
群では，欠損端の近傍で比較的成熟度の高い新生小
柱形態を呈し，骨細胞のない骨構造様を含む空隙の
周囲で厚い結合組織形成が観察され，この空隙は
Bio-OssⓇ顆粒の残遺であることを示していた。β-
TCP 複合体群は，端でだけでなく欠損中央にも厚
い結合組織を伴う大量の厚く緻密な小柱骨を認め
た。空隙の周辺結合組織は欠損の脳硬膜側に観察さ
れた。骨源細胞が TCP を足場とする骨伝導を伺わ
せた。

１０週後：Bio-Oss CollagenⓇ移植欠損群は，残遺
Bio-Oss 材の上である程度の小柱形態を示したが，
新生骨による欠損の完全閉鎖を認めなかった。Bio-
Oss Collagen 移植側欠損内の組織の厚みは，既存
皮質骨より明らかに少なかった。β-TCP 複合体移
植側の欠損は，厚く緻密な硬化骨様組織でほぼ完全
に閉鎖した。新生骨の厚みは，既存骨の幅にほぼ等
しく，ごく少量の残存粒子が欠損の脳硬膜側で観察
された。
２．統計分析

商用コンピュター（SPSS, Standard Version, SPSS
Japan, Tokyo, Japan）を用い双方向分散分析（Two-
way ANOVA）を，β-TCP／コラーゲン複合体と Bio-
Oss CollagenⓇの埋入６週後と１０週後の面積比（％）
で比較した（図３）。新生組織域（図３－Ａ）６週後

２９０ 加藤：β-TCP／コラーゲン複合体（新規骨補填材料）
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（治癒初期），新生骨域（図３－Ｂ）１０週後（治癒後
期），残存欠損（図３－Ｃ）１０週後（治癒後期），残遺
顆粒（図３－Ｄ）６週／１０週後（治癒全期）に，おいて
有意性を認めた（P＜０．０５）。

以上をまとめると，術後６週にて，Bio-Oss Col-
lagenⓇを填入した骨欠損内で線維性組織は豊富だが
骨梁構造が確認できないのとは異なり，β-TCP／コ
ラーゲン複合体を填入した骨欠損は密な結合組織を
伴う未熟な骨組織を含んでいた。術後１０週にて，

Bio-Oss CollagenⓇを填入した骨欠損では，わずかな
量の未熟な骨梁構造と多量の残存 Bio-OssⓇ顆粒を
含む密な結合組織のみ確認された。β-TCP／コラー
ゲン複合体を填入した骨欠損は最終的に密で，連続
性のある，成熟した骨組織で覆われ，填入した複合
体は完全に骨組織に置換された。組織形態計測学的
分析により，β-TCP／コラーゲン複合体は，Bio-Oss
CollagenⓇと比較して多くの骨組織の形成が認めら
れ残存材料の生体内吸収を伴い，多くの組織増生を

図２ ヘマトキシリン・エオシン染色（右）。作成欠損内を組織形態的構造に基づき色分けした。新生骨を緑，既存骨を
赤，新生（非骨）組織をライトブルー，残留補填剤を青，残存欠損を無色で表示。イメージ分析ソフト（ImageJ,
NIH, ML, USA）でピクセル計測し総骨欠損面積に対する各要素の面積比率を算出した（左）

図１ 骨補填材サンプル埋殖手術写真（上）と組織切片の側面マイクロ CT 像（下）
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引き起こすことが示された。

考 察

１．動物骨欠損実験モデル選択
ラットにおいて，自然に骨再生を経ることができ

ない頭蓋骨の臨界寸法欠損を決定するため，Aybar
ら４）は，４０匹の雌 Sprague Dawley ラット（体重：２５０
+/-２０g）に円形の外科的な欠損（直径３mm（グルー
プＡ）と５mm（グループＢ））を形成し，術後１，２，
３，６週に生検した。グループ A は１週（４．５％）か
ら６週（４６％）まで骨形成増加を示した。一方，グ
ループＢは実験の全期間を通して不十分な骨形成

（１０％未満）しか示せなかった。欠損直径５mm が，
なんらかの処置なしでは骨欠損が自然治癒（完全閉
鎖）することができない最小限のサイズ，“Critical
Size Defect”（CSD）であり骨療法を研究する適切な
実験的なモデルであると結論づけた。

過去，適切な実験的頭蓋骨臨界欠損モデルとして
ウサギ１５mm イヌ７～２４mm もしくは３０mm などの
頭蓋骨トレフィンバー作成欠損で４週，８週，１２週
比較での報告がある。システマテックレビュー論文
でも成熟ラット頭蓋骨では，どの欠損サイズが臨界

寸法欠損（CSD）であるかを決定するために２０１２年７
月まで Ovid Medline と Embase で文献検索し，関
心研究（ラット頭蓋骨の新生骨形成％NBF（new
bone formation）と欠損域での完全閉鎖）の結果を少
なくとも１つ含むものをふるい分け１，４６１の検索文
献から，２５７のフルテキストの論文を選び，そのう
ち６１論文が分析された。９３７欠損のうち１４が完全閉
鎖を示し，未処置での欠損部完全閉鎖は直径５．０
mm で７，６．０mm で６欠損にすぎなかった。新生
骨形成率（NBF）では，頭蓋骨中央部の単独の５．０
mm 径欠損作成モデルでは１ヶ月後で１８．２９％，３
ヵ月後で２１．４４％を占めたに過ぎず，さらに左右両
側５．０mm 径の２欠損作成モデルでは，１７．５５％（１
ヶ月），２０．２４％（２ヶ月），２２．６５％（３ヶ月）であっ
た。中央部単独の８．０mm 径や９．０mm 径作成欠損の
１ヶ月～３ヶ後の NBF の結果も，５．０mm 径欠損
モデル NBF と同等であった。それぞれ，NBF の％
表記のメタアナリシス解析の結果は５mm 以上の欠
損の研究に対し有意差を示した５）。一方，歯槽骨，
顎骨欠損モデルでは頭蓋骨欠損のような多くの文献
や実験はなくその定義づけも曖昧である。大型動物
での寸法的試験は可能であるが，個体差や各手術時

Biodegradation property of beta tri-calcium phosphate-collagen composite in accordance with bone formation :
a comparative study with Bio-Oss CollagenⓇ in a rat critical-size defect model. Kato E, Lemler J, Sakurai K,
Yamada M. Clin Implant Dent Relat Res.２０１４Apr；１６⑵：２０２－１１．より改変

図３ （Ａ）TCP（β-TCP-コラーゲン複合体）埋入欠損は，BO（Bio-Oss Collagen）より術後６週の時点で明らかに新生組織の面積が
大きかった。TCP の新生組織の面積は BO とは対照的に６～１０週で減ったが，（Ｂ）新生骨面積は１０週で，６週の３倍以上
増加した。（Ｃ）残存欠損域の面積は TCP では変化がないが BO では４０％以上で TCP の１．８倍以上が残存した。（Ｄ）残留顆
粒は本実験期間の面積比で TCP は１０％＝＞３％へ BO は１９％＝＞１０％減少し TCP は BO の２倍以上吸収した。

２９２ 加藤：β-TCP／コラーゲン複合体（新規骨補填材料）
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の要件で結果に差が大きく，また治癒期間も長く同
一モデルでの比較は困難である。小型動物ラットで
は手技的に画一的な口腔内骨，歯槽骨欠損作成は困
難で大腿骨など長幹骨での骨折や離断欠損モデルが
骨欠損治癒実験では一般的である。しかし，発生学
的に同一起源の神経堤（neural crest）由来の頭蓋骨
モデルは膜性骨化による成長過程を経る。歯槽骨歯
牙欠損での骨治癒の有効な補填材の前臨床試験とし
て，大腿骨モデルより，ラット両側頭蓋骨欠損の選
択は整合性がある。結論として５．０mm の直径よる
ラット両側頭蓋骨欠損は，CSD と考えられモデル
の標準化が将来の研究の間でより正確な比較を可能
にすると考えた。加えて，本モデルのラットの脳圧
は約１０mmHg で口腔インプラント手術後における
周囲軟組織腫脹やシュナイダー膜からの圧力を模倣
している。またラット頭蓋骨の少ない細胞供給源は
骨再生が非常に困難である６）。

複合体を充填しない骨欠損では骨治癒しなかっ
た７）ことにより本動物実験モデルは骨再生にとって
非常に厳しい条件である臨界サイズ骨欠損といえる。
２．本実験に先立つ前試験として

ネガティブコントロールとして顆粒材を含まない
コラーゲンスポンジを直径５．０mm のラット頭蓋骨
欠損へ埋入し，術後２，４および８週に組織学的評
価を行った。また基礎試験としてラット大腿骨骨髄
由来骨芽細胞様細胞を，ポリスチレン培養皿上で物
理的接触がないように，β-TCP／コラーゲン複合体
もしくはコラーゲンスポンジと共に培養した。結果
として欠損治癒初期に，β-TCP／コラーゲン複合体
は生体内崩壊とともに，材料内外から骨芽細胞と結
合組織様組織の侵入を受けた。最終的に β-TCP／コ
ラーゲン複合体は埋入部位の体積を減少させずに緻
密で厚い成熟骨組織に置換された。一方，コラーゲ
ンスポンジを埋入した骨欠損内では，薄い線維様組
織のみ観察された。基礎試験では β-TCP／コラーゲ
ン複合体はコラーゲンスポンジよりも，共培養した
骨芽細胞様細胞のアルカリフォスファターゼ活性や
von Kossa 陽性石灰化基質産生量，細胞内カルシウ
ムレベルを上昇させた。β-TCP／コラーゲン複合体
はカルシウムの供給を通じて骨芽細胞様細胞の分化
を刺激することが示唆された。これらは β-TCP／コ
ラーゲン複合体の優れた骨伝導性，生体内崩壊性お

よび骨刺激活性を支持するものであった８）。
３．複合化は骨再生に有効か？

骨の再生には骨源細胞の伝導，誘導のための環境
造りが必要である。従来の骨補填材は顆粒状のもの
が多くその操作性，付形成，形態維持や生体置換能
に問題があった。コラーゲンスポンジの利点とし
て，付形性が高く組織に置換される，生体親和性が
高い，形状加工しやすいなどが挙げられる。また成
長因子との併用も可能である。そのため骨補填材顆
粒とコラーゲンスポンジを複合化させれば付形性が
高く，かつ築盛部位の形態安定性の高い骨補填材料
となる可能性があるのではないか９）（図４）。
４．市販のコラーゲン複合骨補填材

本実験のために購入された市販の複合体は，メー
カーによると，顆粒の結合化ためにコラーゲンをも
ちいている。Bio-OssⓇは牛骨の小片をナトリウム水
和物で煮沸し除タンパクし，炉で６００℃焼結し製造
されている。作製された Bio-OssⓇ顆粒にスポンジ状
複合化のため高純度豚由来タイプⅠコラーゲンを乾
燥重量比１０％混合し製品化されている。コラーゲン
スポンジと骨補填材（ウシ由来無機骨）の複合体材料

（Bio-Oss CollagenⓇ）は優れた骨伝導能と形態安定
性と臨床的有効性が報告されているが，欠点として
ウシ由来無機骨顆粒が骨組織に置換されづらいこと
が挙げられる。
５．β 型リン酸三カルシウム（β-TCP）の特徴

骨モデリングおよびリモデリングと同調した生体
内崩壊性を示す９）。機械的強度が比較的高く水溶性
なので骨形成過程で周囲にカルシウムとリンを放出
し，骨形成を活性化させる可能性がある１０，１１）。
６．コラーゲンスポンジと骨補填材（β-TCP）複合化

の仮説
β-TCP・コラーゲン（ウシ由来Ⅰ型コラーゲン）複

合体（新規材料）は，Bio-Oss CollagenⓇ以上の骨伝導
性と築盛部位の形態安定性を示し Bio-Oss CollagenⓇ

の乏しい置換性とは異なり，その優れた生体内崩壊
性のため骨形成過程で骨組織に完全に置換されるの
ではないかと考えられた。
７．β-TCP／コラーゲン複合体の高い骨伝導性の機序

β-TCP は元来，水溶性を有する物質であり，ま
た今回，過去の動物実験および臨床試験に使用され
たものよりも高い気孔率（７５％）をもつ試料であった
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ことや１２），β-TCP 複合材料は周囲にカルシウムイオ
ンを放出し１３），適正な濃度のカルシウムイオンは骨
芽細胞機能を亢進させうること１４）が高い骨伝導性の
機序となったと考えられる。
８．β-TCP／コラーゲン複合体の高い生体内崩壊性

Bio-Oss CollagenⓇを充填した骨欠損では厚い結
合組織中に顆粒が多く残存していたのに対し，β-
TCP・コラーゲン複合体では新生骨組織中にわず
かに顆粒が残存したのみであった。理由は骨モデリ
ング中にコラーゲンが消失しない様に，吸収速度の
違う２種類のコラーゲンを混和したことではない
か。β-TCP は中等度の水溶性を示すことに加え，
細胞性吸収により骨リモデリングサイクルにも取り
込まれた。骨モデリングとリモデリングと協調した
骨再生が行われたことが示唆された（図４）。

９．何故 β-TCP／コラーゲン複合体は吸収率が高く
Bio-Oss CollagenⓇは低いのか？
TCP は化学的に水溶性および細胞性吸収を受け

るのに対し，Bio-OssⓇは動物由来であるから破骨細
胞による吸収はあるはず。これは推測でしかないが
Bio-OssⓇは水酸化ナトリウム浸漬による除タンパク
後に６００℃で焼結している。６００℃程度で完全な骨ア
パタイトの変化は考えにくいが，それでも骨アパタ
イト中の炭酸基が水酸基に置換を受け水酸化アパタ
イトへと部分的に変化し，より破骨細胞が出す酸に
耐性を示したのではないかと考えられる。さらに除
タンパクすることで骨基質が本来有する細胞接着タ
ンパクが著しく減少したからではないかと考えた。
１０．本研究において骨膜の影響はどうであったと考

えられるか？

図４ 内外の市販骨補填複合体と本研究複合体及びその市販原材料の詳細（顆粒 β-TCP 微細構造電顕倍率：（a）×２０，
（b）×４００，（c）×５０００）

２９４ 加藤：β-TCP／コラーゲン複合体（新規骨補填材料）
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外骨膜は皮質骨上で上皮下結合組織と共に剥離し
その骨源組織としての影響を排除するため，さら
に吸収性（３～４週の早期吸収）コラーゲン膜（BIO-
MENDⓇ, Zimmer Dental Inc. USA）で遮断した。齧
歯類での頭蓋骨上埋殖実験では，スペース・メイキ
ングのみで骨穿孔骨髄誘導や皮質骨内縁の内骨膜か
らの影響がなくてもかなり骨増殖活性が高い１５）。し
かし，上皮下結合組織と共に剥離した外骨膜の上皮
側からの骨増殖活性が低いとされている１６）。以上よ
り本試験は骨欠損の完全離断骨縁部からの骨源関連
細胞（骨細胞，骨芽細胞，内骨膜細胞，骨髄細胞，
破骨細胞）の活性をあらわしていると考えられる。

結 論

β-TCP／コラーゲン複合体を充填した骨欠損での
組織の減少はみられず，経時的に多量の新生骨が形
成され，ほぼ完全に骨組織により封鎖された。新生
した骨組織は既存の皮質骨に類似する成熟したもの
であった。新生（非骨）組織形成は初期治癒期間で，
また新生骨形成は後期治癒期間でより大きかった。
本複合材料は Bio-Oss CollagenⓇよりも優れた骨伝
導性と組織置換能を示した。
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