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(Director : Prof. Kiyoshi Miake)

m m

骨組織は,形成と成長を終了した後にも生涯にわたっ

て常に改造を繰り返す動的な組織であり,積極的に内部

改造を行う一方,外力を負荷すると種々の反応が外部的

にも起こり,骨の形成添加が行われることが報吾されて

いる1)‾5)｡

この外力に対する骨組織の反応現象に関しては,整形

外科の領域で古くから検索されており6ト15)保田6)7)お

よびFukadaら1°は骨折治療の基礎的研究において,

骨折治癒の過程で重要な仮骨の硬化は適切な圧縮応力の

作用する部位に発現することと,さらに圧縮力を骨に加

えると,この圧縮部分は電気的に負(-)となるという

｢骨の圧電気現象｣を見出した｡また, ｢ばね圧縮法｣

によって正常骨を圧迫した場合にも仮骨形成がみられる

こと,すなわち無骨折性仮骨が発現することを認め,且

つ圧迫部分にも負(｣の電気が生じることを報害したo

その後Bassettら14)およびBassett16)17)は骨を属曲する

と,凸側と国側が電気的にそれぞれ正(+),負(｣に分

*本論文の要旨は第30回秋季日本歯周病学会総会(昭和
62年10月30日,東京),第31回秋季日本歯周病学会総会
(昭和63年10月29日,郡山)および第33回秋季日本歯周病
学会総会(平成2年11月9日,長崎)において発表した｡

極することを見出し,さらに骨が負(-)に分極した部位

では骨形成が,正(+)に分極した部位では骨吸収が活発

に起こることを記戴している｡

Chamayら2)は,犬の尺骨を用いて骨折時の骨の改

造と外力負荷との関係につき実験的研究を試み,牽引す

ると骨膜の萎縮がみられるのに対して,圧迫を加えると

骨膜および骨内膜による骨の添加と肥厚が惹起すること

を示し,さらに間欠的に圧迫すると骨折部のみでなく,

広範囲に骨の肥厚が生ずることを報吾した｡

これらの報吾は,骨折時のみならず,健全な骨に対し

て間欠的に圧迫すると骨形成が起ることを示唆してい

る｡

一方､口腔領域においては外力負荷,特に唄噴力ある

いは歯科癌正力が歯槽骨に及ぼす影響につき,歯科基礎

医学および歯科臨床医学の立場からみた多角的な検討が

行われている18)-22)｡

Cochranら23)は,歯牙を植立した状態で厚さ1-2

mmの牛下顎骨縦断切片を作製し,この歯牙に力を加

えるとFukadaら11)の報吾による長管骨に外力を加え

た場合と同様な圧電気(電位差)を歯槽骨に生じることを

報吾した｡

近年,メカニカルストレスによって生ずる歯根膜の細
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胞変化の遷放構造的動態について研究が進められ24)25)

さらに無重力下における骨の石灰化度とカルシウム代謝

についても検索がなされている26)｡また,外力に対する

とトの培養歯根膜線維芽細胞および歯槽骨由来骨芽細胞

の応答につき,ストレッチングならびに力学的作用を負

荷したパルス電磁場を与えて検索したところ,これらの

編胞活性が元進したという報告がみられる27)｡

ところで,従来から商蝕および歯周疾患予防を目的と

したブラッシングは,方法,回数,時間,歯磨剤の使

用,歯磨圧などの個人差によって種々の組織変化をもた

らすことが知られている｡そのうちブラッシングによる

歯周組織の変化としては,歯敵粘膜についての臨床的お

よび歯科基礎医学的報吾が多数みられるが28)-31)これ

に続く歯槽粘膜の下層に局在する歯槽骨への影響に関し

ての報吾はほとんどみあたらない｡

しかしながら,病変が歯敵粘膜から歯槽骨に及び歯牙

の動揺を招来するような歯周疾患において,歯槽骨の修

復を計ることは,治療上極めて重要な問蓮であるO

著者は,口腔刷掃の挽作が歯敵粘度ならびに歯槽粘膜

を介してその直下に局在する歯槽骨に対して機械的外力

として何らかの影響を及ぼすものと考える時,このブ

ラッシングが間欠的圧力あるいは外力刺激としていかよ

うに歯槽骨に作用し,特に骨形成と骨改造における組織

変化,すなわち骨の形成と改造に関与する者細胞の動態

を明らかにする必要があるものと考えたoそこで,ラッ

ト下顎酋側の歯槽骨預付近に相当する粘膜(以下歯頚部

歯敵粘膜および歯槽粘麓と称す)に対する一種のメカニ

カルストレスとなるブラッシングを試み,当該部の骨お

よび粘膜の組織変化を光学顕微鏡的,透過電子顕微鏡的

に検索すると共に,この組織変化の磯序を探るべくアル

カリフオスファクーゼ活性につき酸素組織化学的に検討

を行ったところ,興味ある成績をえたので,その概要を

ここに報告する｡

材斜および方法

1.ブラッシング条件の設定実験

ラット下顎切歯酋側歯嚢部歯敵粘膜および歯槽粘膜に

対してブラッシングを実施する際に塊定しなければなら

ない因子として, 1)植毛の太さ(硬さ)と毛先の形, 2)

ブラッシング圧, 3)ブラッシング時間などがある｡そ

こで歯敵粘膜および歯槽粘廉上皮編胞に対して歯ブラシ

による疲過櫨傷を起こすことがなく,できるだけ外力刺

激を局所に集中的に作用させる条件を設定するために,

ブラッシング施行後の局所歯敵粘膜および歯槽粘膜上皮

細胞に及ぼす形態変化の如何を走査電子顕放鏡(以下走

査電顕と称す)観察によって検討し,適切なブラッシン

グ条件,特にブラッシング荷重を蔑達するための予備実

験を行った｡すなわち,生後10過麻(体重約300g)の

ウィスター系雄ラット6匹に対して電動ブラッシングマ

シン(特製の電動刷掃機械)を用いて横磨きブラッシング

を行う際,歯ブラシに負荷する適切な荷重について検討

を行ったo図1に示す如く,ラットはジエチルエーテル

にて吸入麻酔後,頭部を固定台に固定･開口し,上述の

電動ブラッシングマシンを用いて下顎切歯唇側歯頭部歯

敵粘膜および歯槽粘膜に対して幅約5 mmの間を3分間

(180往復)注水下で横磨きブラッシングを施した｡歯ブ

ラシの植毛は毛先丸め,太さ4mil, 1列(幅3mm)のも

のを用い,歯ブラシ背面上に5g, log, 15gの荷重を

2匹づっのラットにそれぞれ負荷した｡ブラッシング直

後に断頭屠殺し, 2%グルタールアルデヒド　2.5%パラ

フォルムアルデヒド混合固定液に下顎切歯と共に上述の部

分を採取,浸活固定し,その後適法に従い走査電顕観察

試料とし,歯敵粘膜と歯槽粘膜の移行部付近を粘膜表

面の直上方から観察した｡

その結果,図2に荷重5g負荷群,図3に10g負荷

群,図4に15g負荷群のそれぞれを示す走査電顕像をえ

た｡図2の5 g負荷および図3の10g負荷の低倍率像で

は,多角形を皇する粘膜上皮纏胞が隣接細胞と密に接合

し敷石状に配列して,全体的にはぼ平滑であった(図2

A, 3A)｡これらの上皮綿胞には円形の浅い凹膏ある

いは小孔を囲んで輪状･塊状に走行する明療な放小鼻が

観察された(図2B, 3B)ォ　これに対して15g負荷の図

4では,多数の粘膜上皮細胞が剰離して浮き上がってい

図1　電動ブラッシングマシンを用いたラット下
顎切歯郭のブラッシング実験における歯プラ

.シの移動方向(矢印)
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図2　ブラッシング　後の下顎切歯唇側歯致部歯敵粘膜上皮および歯槽粘膜上皮の走査電顕像(荷重

5g)

A :多角形の粘膜上皮細胞が隣接細胞と接合して敷石状に配列｡

B : Aの一部強拡大;小孔を囲む輪状の微小塊｡

図3　ブラッシング直後の下顎切歯唇側歯頚部歯敵粘膜上皮および歯槽粘膜上皮の走査電顔像(荷重
IOg)

A :図2と同様,粘膜上皮細胞が密に敷石状に配列｡
B : Aの一郭強拡大;浅い凹音を薗む輪状の篠小鼻.
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た(図4A)｡この上皮細胞の表面には図2B,図3Bに

観察されたと同様な大きさと形態の小孔を伴った輪状･

塊状の放小鼻がみられたが,多くのものは破壊され不明

顧となり,系層状･東粒状の断片がみられた(図4 B)｡

以上のことからして, 15g負荷のブラッシングは当該部

上皮層を破壊するので,この実験には不適切であると判

定したoそこで歯敵粘膜および歯槽粘膜に対する損傷程

度が少なく,適切な負荷力として考えられる荷重10gを

選択し,本実験に用いた｡

なお,この荷重10gの条件下で前述の横磨きブラッシ

ングを施した場合,ラット歯敵粘膜および歯槽粘膜に負

荷される力は｢歯磨圧測定機｣ 32)33)により計測したとこ
Ih ち

ろ200g-300gの負荷圧であった｡

2.下顎切歯唇細菌頭部歯敵粘膜および歯槽粘膜へのブ

ラッシング実験　､<

予備実験でえられた適切なブラッシング条件によって

生後10過麻(体重約300g)のウィスク一系雄ラット120匹

に対してブラッシング実験を実施した｡これらのラット

は対照群(非ブラッシング群)と実験群(ブラッシング群)

の2君羊に区分した(表1)｡両群共にストレプトマイシン

(明治製薬)1QQfig/ml含有の飲料水および固型飼料

(オリエンタル社固型飼料)で1週間予備飼育した後実験

に供した｡

ブラッシング実験は,ラットをジエチルエーテルにて

吸入麻酔後,頭部を固定台に固定･開口し, 1日1回3

分間(180往復)電動ブラッシングマシンを用いて下顎切

歯部唇側歯敵縁から歯槽粘膜に至る約5mmの範囲を

前述の歯ブラシを用いて10g荷重･庄水下で横磨きした

(図1)｡

なお,歯ブラシの毛先が直接当たる範囲は歯敵縁から

約5mm下方までであり,これは歯槽骨項からオトガイ

までの距離の約2/3であった(図5)0

ブラッシング実験群は, 1週間, 2週間, 3週間, 4

週間, 5週間および6週間の6君羊とした｡なお対照群は

表1実験動物数(ラット)

ft 対婿群 実験群

観察法 (非ブラッシング群) (ブラッシング群)

光学覇微鏡 18匹 30匹

電子項数鏡 18匹 30匹

酸素組織化学 12匹 12匹

図4　ブラッシング直後の下顎切歯唇側歯頚部歯顧粘廉上皮および歯槽粘麓上皮の走査電顕像(荷重

15g)

A :剰離してやや浮き上がった粘膜上皮細胞(矢じり)｡
B : Aの一部強拡大;微小鼻は破壊され形状が不明酸.
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図5　下顎切歯唇側歯頚部歯敵粘膜および歯槽粘廉に

対するブラッシング模式図

幅3 mmの歯ブラシで下顎切歯唇伽歯敵縁から歯
槽粘廉に至る約5mmの間を構磨きブラッシン
グ｡

実験群と共に1日1回ジエチルエーテルにより麻酔を施

し,非ブラッシングのままとし,実験群各新聞と同一日

数を経過させたものである｡これらのラットは順次,光

学顕放鏡(以下光顕と称す)用試料,透過電子顕微鏡(以

下透過電顕と称す)用試料およびアルカリフオスファ

クーゼ(以下ALPaseと称す)活性検出用試料とする

ため,以下の如くそれぞれ標本作製を行った｡

1)光学顔微鏡用試料作製法

対照群および実験群共に麻酔後断頭屠殺し,下顎切歯

歯頚部歯槽骨を歯敵粘膜および歯槽粘漠を付着させたま

ま歯牙と共に採取し, 10%リン酸緩衝ホルマリン液で固

定した｡固定後,下顎正中で左側と右側に切断分離し,

次の方法で標本作製を行った｡

(1)脱灰染色標本

下顎左側はPlank-Rychlo液で5日～ 7日間脱灰,

5%硫酸ナトリウム液で中和後,アルコール系列にて脱

水し,適法に従いセロイジンに包埋,上記の切歯を含ん

だ試料を矢状断方向に厚さ約15〃mの連続切片とし,ヘ

マトキシリン･エオジン染色(H・E染色)を施し,切歯

唇側歯頭部歯敵および歯槽骨部を光顔観察した.

(2)コンタクトマイクロラジオグラム

下顎右側を非脱灰のままアセトン系列にて脱水,ポリ

エステル樹脂(リゴラック2004, 70F)に包厘後60-Cにて

重合を行い,切歯中央部を通る厚さ約80〃mの矢状断研

磨切片標本を作製したo研磨切片は自然乾燥後,欧Ⅹ線

発生装置(ソフテックスCMR型)によりコンタクトマイ

クロラジオグラムを以下の条件で撮影した｡管電圧: 7

1157

kV,管電流: 3mA, X線管の蕉点と標本間距離: 6

cm, X線照射時間: 15分～20分間,フイルム: Kodak

Spectroscopic Film 649- 0,現像液: D-19,現像

条件:20℃, 5分間｡

撮影後フイルムは水洗･乾燥･ビオライト封入とし光

顕観察に供した｡

2)透過電子新微鏡用試料作製法

ブラッシング実験終了後,両群共にチオペンタールナ

トリウム麻酔(腹腔内, lOmgノkg)下にて開胸し,左心

室から生理的食塩水で3分間連流(4℃, 100ml)した

後, 1%パラホルムアルデヒドおよび1%グルタールアル

デヒドを0. 1Mカコジル酸ナトリウム緩衝液(pH7. 4)で溶か

した固定液で連流固定( 4 -C, 500ml)を行った.

固定後は対照群および実験薪の下顎切歯唇側歯頚部歯

槽骨を歯敵粘膜,歯槽粘膜および歯牙と共に採取し,正

中で左右柚こ切断分離して再び同固定液にて1時間浸演

固定を行った後, 8%ショ糖を含む0.1Mカコジル酸ナ

トリウム緩衝液中に一昼夜浸演, 4-C, 10%EDTA溶

液で3週間脱灰を行った｡脱灰終了後洗浄し,ビプラ

トームで薄切,その後1%オスミウム酸による後固定を

行った｡アルコール系列にて脱水後,エボン812に包埋

し,ウルトラミクロトーム(LKB-V)にて超薄切片を

作製した｡超薄切片は酢酸ウラニールとクエン酸鉛によ

る二重染色を施し,透過電顕(HITACHI, H-600)に

て観察を行った｡

3)アルが)フオスファクーゼ活性検出用試料作製法

通常の透過電顕試料作製法と同様に連流固定･脱灰･

薄切の後8%ショ糖を含んだ4-C, 0.1Mカコジル酸ナ

トリウム緩衝液にて洗浄した｡その後Mayahara夢4)の

クエン酸鎗法に従い, 0.2Mトリス塩酸緩衝液7ml, 3

%β-グリセロリン酸ナトリウム10ml, 0.015M硫酸マ

グネシウム13ml, 5mMクエン酸momi,ショ糖4g

を含む浸漬夜(50ml, pH8. 8)にて30分間室温で反応を

行った｡同様の緩衝液にて4℃, 30分間洗浄後,光顧観

察のための試料は1 %硫化アンモニウム液で発色させ,

水洗後グリセリンで封入した｡竃顕観察のための試料は

1%オスミウム酸にて後固定(4-C, 1時間)を行い,脱

水･樹脂(エボン812)包埋･超薄切片を作製した｡切片

は酢酸ウラニール染色し,透過電顕観察に供した｡

jJ

l.光学顕微鏡所見

1)脱灰染色所見

ラット下顎切歯唇側歯頚部歯敵粘膜,歯槽粘膜および
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図6　対照群(非ブラッシング2週)の下顎切歯膏側歯槽骨の光毒像　H ･ E染色
A: ×10　　　　×25　C : ×100

歯槽骨外側(口腔前庭側)の骨膜(Op)および内側(歯牙側)の骨膜dp)から骨内部に侵入するフォルク
マン管(Vc)｡外側歯槽骨表層のエオジンに淡染する楽骨層(Ost)および大型の骨細胞(矢じり)｡

歯槽骨とにおけるブラッシング実験結果について,対照

群(非ブラッシング群)ならびに実験群(ブラッシング群)

の1週から6過までの成績を通覧したところ,両群のい

ずれにおいても1過と2過が, 3過と4週が, 5過と6

週がそれぞれほぼ美亘似の所見を示したので,対照群なら

びに実験群を1週･2過群, 3過･ 4過群, 5過･ 6週

群の3区分として述べるものとする｡

(1)対照群(非ブラッシング群)

a. 1週･2週群

図6は実験開始後2週間経過した対照群例のラット下

顎切歯酋側歯頚部歯敵粘膜および歯槽骨部のH ･ E染色

標本の光顕像である｡図6A, Bでは,歯槽骨頂から下

方のオトガイにかけての歯槽骨外側(口腔前庭側)ならび

に内側(歯牙伽)からこれら表面に対して概ね直角に俊入

する血管を導く多数のフォルクマン管がみられた｡歯敵

粘膜上皮層下の固有層には密な鷹原線経や線維芽細胞お

よび血管の配列がみられ,これに接する外側の骨膜には

線維層と細胞層が観察された｡細胞層に接する歯槽骨表

面にはエオジンに淡染した厚さ約IOfimの楽骨層が歯槽

骨項から下方(オトガイ)に向かってほぼ均-の厚さで存

在し,その類骨層中には,やや大きな細胞体を有する幼

若な骨細胞がまばらに埋入していた｡一方,石灰化骨基

寛中には后平で且つ大きさと形態がほぼ均一である骨細

胞が骨表面に平行して塊則的に層状をなして配列してい

た(図6B, C)｡

b.　3過･ 4週群

実験開始後4週間経過した対照群例(図7)では,歯敵

粘膜および歯槽骨の構造には対照群1週･ 2週と著しい

差異は認められなかったが,歯槽骨骨膝から骨嚢中に侵

入する血管を伴ったフォルクマン管の数がやや減少して

いた｡また､歯槽骨外側に局在する棄骨層の幅も約5

〃mであり,対照群1過･ 2週より狭くなっていた｡

C.　5週･6週群

実験開始後6週間経過した対照群例(図8)では,歯槽

骨項付近の歯敵粘膜上皮と固有層は標本作製時に剰離し

たため,正確な所見を把擾することは困華であった｡歯

槽骨外側骨膜によって被覆された骨宴は, 1週から4週

の対照群に比べてフォルクマン管の数がさらに減少し,

骨蓋繋がへマトキシリンに均一に淡染し,骨質の敏密化

がうかがわれた｡また,歯槽骨外側骨膜側に接する薬骨
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図7　対照群(非ブラッシング4週)の下顎切歯酋側歯槽骨の光顕像　H ･ E染色
A: ×10　B : ×25　C: ×100

図6と査似した組織構造.　フォルクマン管:Vc　査骨層:Ost

図8　対照群(非ブラッシング6週)の下顎切歯唇側歯槽骨の光顕像　H ･ E染色
A: ×10　B : ×25　C : ×100

図6および図7と歎似した組織構造｡　楽寝骨層:Ost
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層は,これまでの対照群より薄く,骨嚢中の骨細胞は通

常の層板状配列をなしていた｡

以上の1週から6週の対照群における歯槽骨について

の所見を総合すると,経目的に歯槽骨骨麓より歯槽骨中

に俊入する血管を伴うフォルクマン管の数が滅少,それ

と共に同部表層を占める類骨層の厚さも減少し,骨細胞

が層板に沿って適切な配列をとり,軽度ながら骨嚢の敏

密化が生じているのが観察された｡

(2)実験群(ブラッシング群)

a. 1過･2週群

ブラッシング2週間経過した例(図9)では,対照群よ

り歯敵粘膜固有層の勝原線維および新庄血管の走行にや

や乱れを認める他,唇舌方向に歯槽骨の肥厚がみられ

たo　この肥厚は歯槽骨頭から約3mm下方(オトガイ寄

り)まで及んでいたO歯槽骨頭部では,骨芽細胞と戴円

形の大型骨細胞とが不壊則に混在して幼若な骨領域を形

成していた｡さらにこれより下方の領域においても表層

50 fim--100 fimの範囲における骨質の染色性が禾均一

で,大型の骨細胞が禾規則配列を示し,骨細胞周辺がエ

オジンに淡染するなどの幼若骨の様相を呈していた｡こ

れらの領域では骨膜細胞層の肥厚が認められ,対照群の

約2倍に達していた｡また,骨膜に接して存在する戴骨

層は禾均一な厚さを示した｡この薬骨層および幼若骨の

表面には浅い陥凹がみられ,そこから表面に対しほぼ直

角に血管を伴ったフォルクマン管の寝入がみられ,対照

群より血管の分布が密であった｡

b.　3週･4週群

ブラッシング4週間経過した例(図10)では,唇側歯頚

部歯敵粘膜および歯槽粘膜の粘膜固有層と-部の粘膜下

組織には,血管の新生と増殖,炎症細胞の軽度の出場お

よび勝原線椎束の配列不正がみられた｡また,歯槽骨頭

付近では骨麓の直内側に厚さ約20 jumの華骨層が形成さ

れ,それより骨賛側に形態の種々な大型の骨細胞が分布

し,幼若骨の様相を示した｡この幼若な骨質中には外側

の肥厚した骨麓から血管を伴ったフォルクマン管が皮入

していた｡一方,この歯槽骨頂部付近の幼若骨の内側

(歯牙側)に位置する既存骨とみられる領域では,比較的

塊則的に骨組胞が配列,骨基窯の染色性も均-となり,

幼若骨との境にはへマトキシリンに染まる線条が縦方向

に走行しているのが観察された｡

C.　5週･6週群

ブラッシング6週間経過した例(図11)においては,前

図9　実験群(ブラッシング2週)の下顎切歯唇側歯槽骨の光覇像　H ･ E染色
A: ×10　B : ×25　C : ×100

歯槽骨頭部および外側の骨膜(Op)側の骨表面に幼若骨(Yb)の添加｡骨膜細胞層の肥厚(矢じり)と
骨表面から侵入した多数のフォルクマン管(Vc)｡
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図10　実験群(ブラッシング4過)の下顎切歯唇側歯槽骨の光最像　H ･ E染色
A: ×10　B : ×25　C : ×100

歯槽骨頭部および既存骨の外伽表層にみられた幼若骨(Yb)｡幼若骨の外側表層にみられた厚い頚
骨層(Ost)｡

図11実験群(ブラッシング6過)の下顎切歯唇側歯槽骨の光顕像　H ･ E染色
A: ×10　B : ×25　C : ×100

歯槽骨外側表層の明酷な楽骨層(Ost)と骨膜編胞層の肥厚(矢じり)｡
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群と比べて歯槽骨預部の骨細胞は概ね規則的に配列し,

ほぼ同一の大きさで后平な形をとって敏密化の様相を呈

していた｡これらの構造は対照群と華似しているもの

の,骨頭部ならびにその表層に存在する楽骨層は厚く明

敏に観察され,さらにその外側に接する骨膜細胞層も肥

厚していた｡

2)　コンタクトマイクロラジオグラム所見

前項と同様に2群づっがほぼ楽似した所見を呈してい

ることから1週･2過群, 3遁･4過啓, 5週･6週群

にまとめて記述する｡

(1)対照群(非ブラッシング蔚)

a. 1週･2週群

1週間経過した対照群例の所見を図12に示したo　この

薪では,唇側歯槽骨骨頂部から下方のオトガイ方向にか

けて, Ⅹ線不透過性の白い大小様々の大きさと形をもっ

た骨賛が次第に癒合して大きな塊となり,歯槽骨の太さ

が増大した｡さらに歯槽骨]裏部付近の骨薯では他の部位

よりもⅩ線透過度がやや高い骨小片が混在して最先端部

を形成してた(図12B, C)｡ Ⅹ線不透過性の小領域間に

はⅩ線透過性の細管網工が分布し,これは骨表面から内

側へ榎入するフォルクマン管と思われる細管の分布像を

示すものである(図12A, B)c　歯槽骨頭部では石灰化の

不均一な骨小片が不壊別に連なり,幼若な像を呈した

(図12C)｡

b. 3遇･ 4過君羊

図13は3週間経過した対照群例のⅩ線像である｡ Ⅹ線

透過度の高いフォルクマン管の網工が歯槽骨項から下方

に向かって分布しており,このフォルクマン管数は対照

♯1週･ 2週よりやや減少し,その太さは下方に向かう

に従い編くなり,顧密化の様相がみられた｡歯槽骨磯部

においては大きな骨小腔が散在し, Ⅹ線透過度がやや高

い不均-な骨薯を示し,石灰化度の低い部分がみられ

た｡

C. 5過･ 6週群

5週間経過(図14)すると,歯槽骨は骨頭部からオトガ

イ方向に向かって全体的にほぼ均-のⅩ線透過度を示

し,分布する骨小腔はいずれも編いスリット様となり骨

表面にほぼ塊則的な間隔で平行配列していた｡いずれの

部分のフォルクマン管の細管綿はほぼ同一の太さを保っ

ていた｡

上述の如く,対照群1週から6週では経目的にⅩ線透

過度の高いフォルクマン管が滅少し,次第に均一な石灰

図12　対照群(非ブラッシング1週)の下顎切歯唇価歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A: ×5　B : ×10　C : ×25

Ⅹ線透過度の高いフォルクマン管(Vc)
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図13　対照啓(非ブラッシング3過)の下顎切歯唇側歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A: ×5　B : ×10　C : ×25

図12と戴似したⅩ線像｡　フォルクマン管:Vc

図14　対照群(非ブラッシング5週)の下顎切歯唇側歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A: ×5　B: ×10　C : ×25

歯槽骨攻部における均一なⅩ線像｡　骨小腔: L
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化度を呈するものの,各群間には顕著な差異は認められ

なかった｡

(2)実験群(ブラッシング群)

a. 1週･2過君羊

図15はブラッシング1週間経過例である｡歯槽骨は唇

舌方向に肥厚し,その肥厚範囲は,脱灰染色標本におけ

る実験群1週･ 2週と同様に,歯槽骨攻から約3mm下

方(オトガイ寄り)までで,概ね歯ブラシの負荷力が加え

られた部分と推測される.歯槽骨頭部では唇舌方向に対

照群の約2倍に肥厚していた(図15A, B)｡これらは歯

槽骨の外側骨廉価に幼若骨が添加したもので,内側の既

存骨よりもⅩ線透過度が高く,そこには肥大した骨小腔

が高密度に分布していた｡また多数のフォルクマン管が

骨質中に嫡工をつくり全体的に粗纏感を呈していた(図

15B, C)｡

b. 3過･ 4過群

ブラッシング3週間経過例(図16)では,実験群1週･

2週で歯槽骨頭部付近の歯槽骨外側の表層に観察された

幼若骨の一部に,級密化の様相がみられた｡すなわち,

歯槽骨項部付近の外側では約100//mの領域に肥大した

骨小腔が密集し,骨質の粗な状況がみられたが,その他

の磯城では骨小腔が外側表面に平行して牽然と配列し,

Ⅹ繰透過度が比較的低い層が観察された｡

C. 5過･ 6週群

ブラッシングを5週間施した例(図17)では,対照群よ

り歯槽骨の唇舌方向への厚さの増大がみられた｡また,

歯槽骨外側表層寄りに既存骨との境界とみられるⅩ線不

透過性で白くみられる線条が骨表面に平行して認められ

たo　この線条より外側寄りの骨基宴では, Ⅹ線透過度の

高い骨小腔が均一な形で塊別的な配列を示す敏密な像を

示していた｡

2.透過電子顕微鏡所見

1)対照帯(非ブラッシング群)

今回のブラッシング実験において,光顕所見で若干の

差を認めた唇伽歯槽骨1貢付近外側の骨膜では,対照各群

の間に透過竃顕所見の著しい差が認められなかったの

で,これをまとめて以下の如くに記我するものとするo

前述の如く,今回のブラッシング実験においては,主

として歯槽骨預付近の骨膜およびその内側の骨質部に外

図15　実験群(ブラッシング1週)の下顎切歯唇側歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A : ×5　　B : ×10　C : ×25

歯槽骨頂から下方約3mmまでみられた唇舌的骨の肥厚｡　骨中腰: L　フォルクマン管:Vc
幼若骨:Yb
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図16　実験啓(ブラッシング3週)の下顎切歯唇側歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A: ×5　B : ×10　C : ×25

歯槽骨磯部付近の粗橿な骨薯部分(矢じり)｡

図17　実験群(ブラッシング5週)の下顎切歯唇側歯槽骨のコンタクトマイクロラジオグラム
A: ×5　B : ×10　C : ×25

既存骨との境界とみられたⅩ線不透過性の線条(矢じり)｡　骨小腔: L
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力刺激が及ぼされることから,この骨膜細胞層にいかな

る組織変化が現れるかについて透過電顕観察を行った｡

歯槽骨外側面を覆う骨膜は,いずれの群も共通して内側

の細胞層と外側の線維層との2層性を示した｡そのうち

細胞層は,骨あるいは楽骨層に接しており,骨芽細胞,

前骨芽細月包,線推芽細胞の腰に外方に逐次分布･配列し

ていた(図18A, 19, 20)｡

この対照群における骨芽綿胞は后平な形を示し,骨表

面の薄い幾骨層に接して一列に配列していた｡これらの

骨芽綿胞は,核が中央に存在し細胞質に乏しく,粗面小

胞体,ミトコンドリアやゴルジ装置などの各細胞内小器

官は未発達であった｡また,分泌額粒はほとんど観察さ

れず,さらに粗面小胞体腔の幅は狭小であった(図18

B)｡

2)実験群(ブラッシング♯)

実験群1週･ 2過における歯槽骨頂付近骨膜細胞層に

おいて,骨芽細胞と前骨芽細胞とが2層性に配列してい

た｡骨芽細胞は対照群に比べて綿胞質の占める割合が大

きく,細胞の一端に核が偏在している他(図21A),粗面

小胞体,ミトコンドリア,ゴルジ装置などの細胞内小器

官はよく発達し,特に分泌慮粒や被覆小胞も多数観察さ

れ,租面小胞体腔も著しく拡張していた(図21B)C　さら

にこれらの細胞に隣接する顛骨層の厚さはやや増大して

いた｡

一方,実験群3週･ 4過(図22)では,骨表面に厚い類

骨層が形成され,蕉骨層に接した骨膜細胞層は骨芽抽

月包,前骨芽細胞,線維芽細胞によって多層性を示してい

た｡骨芽細胞は実験群1週･ 2週とはぼ同様で,豊富な

細胞質の一端に核が偏在し,粗面小胞体やミトコンドリ

アなどの綿胞内小暮官もよく発達していた｡また,骨芽

細胞の外側に存在する前骨芽綿胞においても.粗面小胞

体腔の拡張が観察された｡

さらに実験群5週･ 6過(図23)においては,奇骨層表

面に配列する骨芽細胞は配列を乱し,細胞間に広い間除

を形成,且つ骨芽細胞と前骨芽細胞とはやや開離してい

るものが多くみられた｡骨芽細胞ではミトコンドリアや

粗面小胞体などの細胞内小器官け実験群1過から4過に

比べてやや発達が悪く,粗面小胞体腔の拡張像もほとん

どみられなかったo　しかしながら,薬骨層の厚さはかな

り増大しているものがみられた｡

3.酸素組織化学所見

脱灰染色標本およびコンタクトマイクロラジオグラム

所見において実験群1週から2週までは,新生骨の著し

い形成添加が認められ,それ以後3過･ 4週においては

添加骨の擦密化がみられたo　さらに5過･ 6週に至ると

骨の纏密化がより-酎曹大したo一方,透過電顕所見に

おいて実験群1週から4過までは,骨芽細胞および前骨

芽細胞は編胞内小器官が発達し,粗面小胞体腔が拡張し

て細胞活性の高まっている像がえられたのに対し,それ

以後においては骨芽細胞は配列を乱し,細胞内小器官の

発達は不良であった｡このような実験‡酎こみられた対照

群との差異の実態を把握するために,実験群1過から4

過について歯槽骨項付近の骨芽細胞,前骨芽細胞および

線維芽細胞のALPase活性を光顕的および電顕的に検

出した｡

1)アルカリフオスファクーゼ活性の光学顕微鏡所見

(1)対照群(非ブラッシング群)

光顕観察によれば,クエン酸骨法を用いたALPase

の活性部位は,反応産物である硫化鉛の黒褐色沈着物と

して示される｡対照群1過･ 2週の反応部位は,歯槽骨

の外側骨膜および内側骨膜ならびに造骨組織の一部が血

管と共に骨賛中に陥入しているフォルクマン管に認めら

れた(図24A)｡特に骨芽細胞や前骨芽細胞などの存在す

る外側骨膜細胞層に強い暢性反応を示した(図24B)｡対

照群3週･ 4過のALPase陰性反応部位と程度は,対

照群1週･ 2過とほとんど同様であった(図26A)｡さら

に対照群1過･ 2週で認められたように,この群でも内

側骨膜より外側骨麓の方が陰性反応が強く現れる傾向が

みられた(図26B)｡

(2)実験群(ブラッシング群)

ブラッシングを施した実験君羊1週･ 2週における

ALPase優性反応を示す部位は,対照群における場合

と同様に歯槽骨の内側および外柳骨膜細胞層であり,外

側骨膜の細胞層では,内側骨膜の細胞層より陰性反応が

強かった(図25A)C　対照群と比較すると歯槽骨の外側骨

膜の細胞層ではALPaseの陽性反応は強く,且つ暢性

を示す細胞層の厚さが増大していた(図25B)｡

これと同様に,実験群3週･ 4週では, ALPase陵

性反応を示す部位は,対照群(図26A)および実験群1

週･ 2週(図25A)とほぼ同様であった(図27A)C　しかし

詳細に観察すると,対照群と比較して,歯槽骨の外側骨

膜の綿胞層で酸素活性反応がやや強くなり,陰性を示す

細胞層も厚くなっていた(図27B)C　しかしながら実験欝

1過･ 2週と比較して,実験群3過･ 4過の骨膜細胞層

のALPase陰性反応の強さおよび反応細胞層の厚さは

ほとんど差が認められなかった｡
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図18　対照群(非ブラッシング2週)の歯槽骨磯部外側骨膜における骨芽細胞周辺の透過竃顕像
A :低倍率像;幾骨層に接した后平な骨芽細胞と前骨芽細胞o
B:骨芽細胞の高倍率像　Ob:骨芽細胞　Ost:楽骨層　POb:前骨芽編胞　B:骨　N:核

M:ミトコンドリア
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図19　対照群(非ブラッシング4週)の歯槽骨頂部外側骨麓における骨芽細胞周辺の透過電顕像

幾骨層に接した后平な骨芽細胞｡

Ob:骨芽編胞　Ost:奨骨層

図20　対照群(非ブラッシング6過)の歯槽骨頂部外柳骨膜における骨芽細胞周辺の透過電顕像
Ob:骨芽細胞　Ost:寿骨層
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図21実験群(ブラッシング2週)の歯槽骨頂部の外側骨膜における骨芽細胞周辺の透過電顕像
A :低倍率像;対照群に比較して豊富な細胞寛と偏在した核をもった骨芽細胞ならびに幅広い

美責骨層o

B :骨芽細胞の高倍率像;よく発達した細胞内小器官｡分泌項粒(矢じり),被豪小胞(小さな矢
印),拡張した粗面小胞体腔(大きな矢印).
Ob:骨芽編胞　G:ゴルジ装置　M:ミトコンドリア　Ost:戴骨層
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図22　実験群(ブラッシング4過)の歯槽骨頭部の外側骨膜における骨芽細胞周辺の透過電顕像
細胞が多層性に密集･配列した骨膜｡編胞内小器官が発達した骨芽編胞と拡張した粗面小胞体

腔(矢印)を有する前骨芽細胞　　Ob :骨芽細胞　POb:前骨芽細胞　Ost:幾骨層　B :管

図23　実験薪(ブラッシング6週)の歯槽骨頂部外側骨漠における骨芽綿胞周辺の透過電顕像

骨芽細胞,前骨芽細胞の配列の乱れと細胞間隊の拡大｡
Ob:骨芽細胞　POb:前骨芽編胞　Ost:美責骨層
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図25 実験群けラッシング2過）のアルカリフォスファクーゼ活性反応（光顔像）  
A：×16 B：×40   

A：対照群と同様な反応部位。   
8：対照群より幅広く．掛l隙艶反応を示す歯槽骨外側骨膜細胞層。  
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図26　対照群(非ブラッシング4過)のアルカリフオスファクーゼ活性反応(光顕像)
A: ×16　B : ×40

A :対照群2週と同様な優性反応部位｡
B :対照群2週と同様に内側骨膜編胞層より強い陰性反応を示す外側骨膜抽胞層.

図27　実験群(ブラッシング4週)のアルカリフオスファクーゼ活性反応(光政像)
A : ×16　B : ×40

A :対照群および実験群2週と同様な陰性反応部位｡
B :対照群4週と比較して幅広く,強い陰性反応を示す歯槽骨外側骨膜細胞層.
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図28　対照群(非ブラッシング2週)の歯槽骨骨膜の細胞層におけるアルカリフオスファタ-ゼ活性

反応(透過電顔像)
A :細胞膜に陰性反応がみられた骨芽細胞と前骨芽細胞｡

B :陰性反応がみられない線椎芽細胞の細胞膜(矢印)o
Ob:骨芽細胞　Fb:線椎芽細胞　Ost:奨骨層
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図29　実験群(ブラッシング2週)の歯槽骨骨膜の細胞層におけるアルカリフオスファクーゼ活性反
応(透過電覇像)
A :陰性反応層の増大した骨膜細胞層o

B :陰性反応を示した線維芽編胞の細胞膜(矢印)o
Ob:骨芽細胞　Fb:線維芽細胞　Ost:楽骨層
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図30　実験群(ブラッシング4過)の歯槽骨骨膜の編胞層におけるアルカリフオスファクーゼ活

性反応(透過電顕像)

A :細胞膜に陽性反応を示す多層性に密集･配列した骨芽綿胞と前骨芽細胞｡
B :細胞膜に微弱な陽性反応を示した線維芽細胞(矢印)o

Ob:骨芽編胞　Fb:線維芽細胞　Oc:骨細胞　Ost:楽骨層
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2)アルカリフオスファタ-ゼ活性の電子顧微鏡所見

(1)対照群(非ブラッシング群)

クエン酸鎗法によるALPaseの電磁的検出では,一

般に陰性反応は電子密度の高いリン酸鉛の微小額粒とし

て示されるo対照群の歯槽骨の骨膜細胞層では,骨芽細

胞および前骨芽細胞の細胞膜ならびにこれら細胞の間繋

においてALPase陵性を示した(図28A)C　ただし,こ

の骨芽細胞の骨膜線維層側の細胞膜には強い反応が認め

られたが,類骨層に接する綿胞膜には反応は認めら

れず,さらに線維芽細胞ならびに骨細胞の細胞膜には,

ALPase陰性反応はほとんど認められなかった(図28

B)0

(2)実験群(ブラッシング群)

ブラッシングを施した実験群1週･ 2過では,骨膜細

胞層におけるALPase陽性を示す細胞層が対照群より

増大していた(図29A)｡

すなわち,骨芽細胞および前骨芽細胞ならびに一部の

線維芽細胞の細胞膜に強い陰性反応がみられた(図29

B)｡

実験群3過･ 4週では,戴骨層表面に骨芽細胞および

前骨芽細胞が多層性に配列し,それらのほとんどの細胞

膜にALPase陵性反応が示された(図30A)が,線推芽

細胞の細胞膜においては陵性反応が実験群1週･ 2週よ

り放弱であった(図30B)｡

%　　　　　m

骨に外力を加えると圧電気,流動電位などの電気的現

象が4iじ,この電気的エネルギーが骨の細胞に作用し機

能を高めることが推察されている12)13)20)21)23)｡保田6)7)

およびFukadaら1°は外力の負荷時に骨に圧電気寛象

が生じることを最初に見出した｡

その後Bassettら14)35)およびBassettl　は,骨を屈

曲すると凸伽部分では電気的に正に分極し,凹側部分で

は負に分極して破骨･造骨活動がそれぞれ行われること

や,外力負荷時に骨に生じる電気的現象を積極的に利

用,微小電流を通電して電位差を生じさせて骨の新4Iを

生ぜしめた　Bassett3　は,この現象に対して適度な電

流は細胞の核分裂を促進させ, RNAとコラーゲン形成

を増加させるからであろうと推察した｡

一方, Moreyら26'は骨形成と重力についての関係を

明らかにすべく実験を試みた｡すなわち,ラットに5日

間隔で2回テトラサイクリンを投与し, 2本のラベリン

グ線の間隔から5日間に形成された骨繋量を計測した.

同時に,無重力下の宇宙空間で同様な実験を行い比較し

たところ,ラベリング線は2本として認められず1本に

癒合していたことから,無重力下では骨形成後に骨吸収

が元進して骨質量の減少を来すのではなく,むしろ骨形

成が抑制されることを示唆した｡

さらにGlobusら37)38)は, SD系雄ラットの尾を約

400の角度で吊り上げ,前肢にのみ荷重が負荷され,後

肢は非荷重状態として飼育したところ,後肢の歴骨カル

シウム室が通常状態のものに比べて約86%に,椎骨では

約75%に減少していたが,非荷重骨である下顎骨および

上腕骨では何ら変化がなかったと報吾している｡

著者はこれらの外力と骨の形成に関する先人の研究成

業に注目し,日常口腔清掃のために一般的に行っている

極めて長年月にわたる間欠的動作であるブラッシングが

たとえ垂微な外力であっても歯牙や歯敵粘漠および歯槽

粘膜に外力刺激として作用し,歯槽骨の改造を促す可能

性があるや否や,そしてまた,歯科臨床において問題と

なっている歯槽骨の吸収に対して軽微な外力刺激が有効

な骨改造策となるか否かについて解明せんと考えた｡そ

こで今回基礎的データを求めるため歯槽骨とブラッシン

グに関するモデル実験を試みた｡すなわち,基礎的研究

として,健常ラットの下顎唇側歯槽骨頂部に間欠的な外

力刺激として1日1回3分間のブラッシングを施し,こ

の外力が粘膜を介して外力刺激として歯槽骨の骨形成と

改造にいかなる効果を与えるか否かにつき光政的,透過

電顕的ならびに酸素組織化学的に検索を行った｡

実験は可及的に同一条件下で行うこと,外力による変

化を観察するため顎骨および歯槽骨の成長による変化の

差の少ないことを考慮し,成熟ラットを使用した｡

Baumhammersら39)は､生後1カ月および1年の幼

･老マウスを実験材料として両者にH31プロリンを投

与後,歯槽骨の形成と改造につき6ヵ月間の組織変化を

検索し,幼年マウスは表層への骨添加量が6カ月間のう

ち最初の2カ月間で最も多く,最後の2ヵ月間で最も少

ないことを明らかにし,さらに,生後1年の老麻マウス

では全ての期間において骨添加室がきわめて少なく,

H31プロリンのラベリングがほとんど観察されなかっ

たことを報吾した｡

今回著者が実験に供した10週麻のラットは,性成熟お

よび骨形成が完了時斯に近いものであった40)｡

歯敵粘膜および歯槽粘肢を介しての歯槽骨へのブラッ

シングは,前述の如く常に一定の外力(ブラッシング圧)

が間欠的に加わるようにブラッシングマシンを使用し,

歯ブラシに一定荷重を負荷し, i a i回3分間行った｡

Chamayら2)は犬を用いた骨折の治癒に関する実験
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の結果,骨折部に圧迫力を加えると骨膜性ならびに骨内

膜性の骨添加がみられる一方,間欠性の圧迫力を負荷す

ると骨折部のみならず正常部にまで骨の添加が及ぶこと

を報害した｡本実験におけるブラッシングの外力は

Chamayらが報吾した間欠性の圧迫力と同一性状を皇

するか否かは禾明であるが,その負荷力の強度は予備実

験の結果から歯敵粘膜および歯槽粘膜に対する損傷程度

が最も少ない条件としたものである｡すなわち,図2-

図4に示す如く,それぞれ荷重5g, log, 15g負荷時

の粘膜上皮最表面の走査竃蚕観察結果から,ブラッシン

グによる上皮森田胞の撮傷および剥離が比較的少なく,そ

の中で最大の荷重である10gを採択した｡この荷重10g

のブラッシングでは,粘廉に対する負荷力は歯磨圧測定

機によって計測した結果200g-300gであった｡なお小

児ならびに成人に対する適切なブラッシング圧は300g

-400gである32)33)41)｡

ブラッシングによる粘肢上皮に対する損傷発生の度合

はブラッシング圧のみならず歯ブラシの諸性状にも関与

する｡著者は見明31)がラット切歯部歯敵粘膜のブラッシ

ングによる変化を走査電顕により観察した結果を参考と

して,損傷発生程度が義も軽微であった毛先丸めの歯ブ

ラシで注水下にブラッシングを行うこととした｡

ブラッシング部位に関しては,ヒトの歯周組織と比較

的戴似した組織構造を有する臼歯部を対象とすべきであ

るが,上述のブラッシングマシンはラット臼歯部を対象

として作動させることは禾可能であるため,切歯部唇側

歯槽骨を対象として実験を行った｡

ブラッシング実験開始初期の1週･ 2過において,ブ

ラッシングの外力が及んだと考えられる歯槽骨頂部なら

びに歯槽骨TEiから約3mmオトガイ寄りに至る間で表

層約50#m-100//niの範囲の骨基薯がエオジンに淡染

し,この中に薮円形の大型な骨細胞が禾娩別に分布する

幼若な骨組織が観察され,唇側歯槽骨の酋舌的骨薯が厚

くなっていた｡キれらはこの時斯すでに幼若骨が添加し

たことを示すもので,この表層の添加骨はマイクロラジ

オグラムによって内層の既存骨よりⅩ線透過度が高く,

石灰化の不充分なことが示された｡

また,この幼若骨の外側(口腔前庭ォ)骨膜寄り表面に

は多数の陥凹がみられ,ここから骨嚢中に侵入する新生

血管を伴ったフォルクマン管が対照啓と比較して多く観

察された｡

歯に機械的刺激を加えた際の歯根膜ならびに歯槽骨へ

の血管分布,形態変化に関する研究は,歯科矯正学の立

場からの検索がなされており, Trueta4　は骨の添加に

I, No. 8 (1992)
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は血管が関与すると報害している｡この報吾により,ブ

ラッシング実験を開始して1週間から2週間後に骨膜か

ら骨賛に向かって血管が皇富に浸入していることは新庄

骨の添加ならびに骨改造の発場を示すものであると考え

る｡

ところで,ブラッシングを施した全実験群において,

歯槽骨外側骨膜細胞層が同週番の対照群の約2倍の厚さ

に肥厚した｡保田6)7)は骨折治廃に関する基礎的研究の

中で外力と骨膜の細胞層につき｢正常な骨においても圧

縮力を加えた場合には,いわゆる無骨折性仮骨を生じ

る｡これは機械的刺激によって骨膜の増殖が起こり,紘

局,当該部の骨廉の新陳代謝が旺盛なことを物語る｣と

記載しており,この報吾からみて著者の所見で実験群の

骨膜細胞層が肥厚したことはブラッシングという外力に

より骨膜中の綿胞が活性化したために生じたものと推察

することができる｡

一方, 1過から6週までの対照群の歯槽骨骨膜にみら

れた骨芽抽胞の透過電顕像の如く,細胞要が乏しく,ミ

トコンドリアや粗面小胞体およびゴルジ装置などの細胞

内小器官が未発達であり,特に租面小胞体腔の拡張はほ

とんど観察されなかった｡

一般に,骨芽細胞は骨基薯を盛んに形成している形成

期骨芽細胞と,休止状態にあって骨基薯形成をほとんど

行わず細胞薯に乏しく,各綿胞内小器官も未発達で骨表

面との間に類骨層をほとんど介さない休止親骨芽細胞と

に区分されるが,上述の対照群骨芽糸田胞でえられた所見

は,ほとんど休止期の骨芽細胞に近い状況にあるものと

みられる｡これに対してブラッシングを施した実験啓の

1週から4週にみられる骨芽抽胞は,細胞質が豊富で核

がその一端に偏在し,戴骨層の厚さも幅広く存在したo

またミトコンドリア,粗面小胞体,ゴルジ装置などの糸田

胞内小器官もよく発達し,粗面小胞体腔の拡張が顕著に

認められた｡ J以上のことから,このような骨芽細胞は形

成期骨芽細胞に相当し,骨基覚の形成を活発に行ってい

るものと考えられた｡

さらに骨芽綿胞の他に,これより外側に前骨芽細胞お

よび線維芽綿胞が多層性に密集配列しているのが実験薪

3週･ 4過で明らかにされた｡この前骨芽細胞では粗面

小胞体腔の拡張がみられ,活発な分泌活動と高い細胞活

性とが示唆された｡またこの実験群では類骨層の表面に

多数の骨芽細胞が接し,骨膜編月包層の厚さが増大した｡

一般にラット骨芽細胞は1日当りの骨基質形成室が規制

されている43)ことから,骨形成を増大させるためには美責

骨層に接する骨芽細胞の数の増加と密集をはかることが
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必要であるo従って実験群において骨膜の細胞層が2層

～3層に重なり,骨芽細胞,前骨芽細胞ならびに線推芽

細胞などが密集するという結果をもたらしたと考える｡

小港5)は培養骨芽細胞様細胞に張力を加えたところ,

｢機械的張力の負荷により経時的に細胞が密集し細胞内

小器官の発達が顕著になる｣ということを示したが,こ

れは前述の著者の所見を支持するものであるo

実験覇5週･ 6週では,骨芽細胞および前骨芽細胞の

配列が乱れ,細胞間隙が広くなり,細胞内小器官の発達

も実験群1過から4過よりも不良であることから,この

時期の骨芽細胞は分泌活動と活性がやや低下し,休止期

状態に近づいているものと思われた｡

ところでALPase活性が骨芽編胞に薫餌､ことは一般

に知られているが,それ以外に前骨芽綿胞が骨芽細胞へ

と分化を開始すると次第に細胞膜のALPase活性が顕

著になることが報吾されている44)45)｡そこで本実験にお

いては,骨膜における骨芽細胞の活性,さらには前骨芽

細月包の骨芽細胞への分化を知る目安としてALPase活

性の検出を行ったOその結果,対照群の光顧観察(図2

I　26)において,骨膜の綿胞層はALPase陽性反応を

示したが,外柳(口腔前庭側)骨肢細胞層は内刺(歯牙伽)

骨膜編月包層と比べて強い陰性反応を示した｡さらに,そ

れらの透過電顧観察(図28)によって骨芽細胞,前骨芽細

胞の綿胞膜にALPase暢性反応が見出され,骨芽細胞

では骨麓線維層側の細胞膜に強い反応がみられたのに対

し,黄骨層側の細胞膜には反応が弱かった｡さらに線椎

芽細胞および骨細胞の細胞膜には陽性反応はみられな

かった｡

Robison4　は強度のALPase活性が骨芽細胞に存在

することを報吾し,また, Kurahashiら　¥　Yoshiki

ら48)高橋49)およびGothlinら50)51)などの電磁観察に

よって,骨芽細胞におけるALPaseの局在が骨膜線維

層側の細胞膜に強く,歎骨層側の細胞膜には嘉飢＼ことが

示され,またゴルジ装置や電子密度の高い覇粒にも存在

することが明らかにされた｡さらに,細胞間薯や骨芽細

胞の編胞膜には反応するが,骨細胞,線維芽細胞では暢

性反応を示さないことが報吾されている｡これらの成績

は著者が行った対照群の所見とほぼ同一のものであっ

た｡

また,外側(口腔前庭側)骨膜の綿胞が内側(歯牙側)骨

膜の細胞よりも強い反応を示すことは,ラット切歯唇側

歯槽骨歯牙側の骨麓には活性親骨芽細胞は存在せず,管

形成がほとんど行われないものとされていること52)か

ら,これらの事柄がALPase活性所見として現れたも

のと考える｡

ブラッシングを施した実験群1週･ 2過のALPase

活性の光束像において,歯牙柳の歯槽骨骨膜では対照群

と同様の所見であったが,外側(口腔前庭価)の骨膜にお

いては対照群と比較し暢性反応が強く,且つ陽性反応を

示す細胞層の範囲が拡がっていた｡それらの範囲を透過

竃轟で詳細に観察すると,骨芽細胞および前骨芽細胞の

細胞麓,さらに対照群では陰性反応を示さなかった線維

芽細胞の-部の細胞膜にまで強い陽性反応を示したo　こ

れらの成績は実験群1週･ 2週の通常の透過電慮像にみ

られた｢活性斯骨芽綿胞｣が多く存在し,骨芽綿胞,前

骨芽細胞の2層構造をなしているという所見を併せて考

えてみる時,ブラッシングを施した実験薪では対照群と

比べて骨芽細胞が活性をもち,且つ骨形成と石灰化を進

めていることを,さらには前骨芽細胞,線推芽細胞など

の多くの細胞がALPase活性を有し,これらの細胞が

新たに骨芽編胞に分化する可能性を示唆するものと考え

る｡

実験群3週･ 4週のALPase反応の光顕像では,実

験群1週･ 2週と比べて局在の差異はみられなかった｡

しかしながら,透過電薗像では骨芽細胞,前骨芽細胞

が多層性に配列･密集し,それらの細胞麓には強い

ALPase活性が示された｡これらの骨芽細胞は｢活性

期骨芽細胞｣の趨微形態を示しており,前骨芽細胞は粗

面小胞体腔が拡張していることから,骨膜細胞層に存在

する未分化の話細胞が骨芽細胞ならびに前骨芽細胞へ分

化する程度が実験群1週･ 2過と比較して進んでいるも

のとみられ,骨新生の活発化が生じているものと考えら

れる｡

小港5)は培養した骨芽細胞様綿胞にメカニカルストレ

スの張力を加えると, ALPase活性をもつ綿胞が増加す

ることを報吾しているが,この張力の代りにブラッシン

グ圧を当てはめてみると,著者の実験でえられた骨形成

促進寛象も適度な外力刺激が加えられたことによって生

じたものと思われる｡

今回のブラッシング実験では,ブラッシング1週間か

ら2週間後に幼若な骨組織が歯槽骨外側(口腔前庭ffllj)お

よび骨頂部に添加した｡ 3週間から6週間にわたってブ

ラッシングを継続すると,幼若骨は添加せず,この幼君

骨嚢中に骨肢から多数の血管および造骨組織を伴った

フォルクマン管が皮大して骨改造がなされたoそして骨

細胞が塊則的に配列し,骨表面と平行する骨層板が形成

され,石灰化度も増加して歓密な構造をもった骨に変化

した｡

-　54



歯科学報　Vol.

Bassettら35)は骨に外力を負荷すると電気現象が発生

し骨形成がみられることを報害したが,これについて小

野ら53)は家兎の大腿骨に直接通電して骨の形成と添加の

発寛を追試実験した｡その結果, 1, 2, 3週間のそれ

ぞれ継続して放小電流を通電した際,経目的に新生骨が

増大してくることを見出した｡この報吾では通電期間

中,継続的に骨添加がみられることから,著者のブラッ

シング実験の場合とは異なることが示唆された｡

ところで,骨に機械的刺激(外力)を負荷した時に骨改

造現象が惹起し,それらは圧電気,流動電位などの電気

的現象を介して行われるとの報告6)魂)ll)-17)54)が数多くみ

られることはすでに述べたが,近年に至り,機械的刺激

と化学物空の産生との関係に淫E]した研究がなされてい

る｡

Yehら55)はラット頭蓋骨からえた骨芽細胞様細胞を

コラーゲンリボン上で培養し,張力を負荷した時にプロ

スタグランディンE(PGE)の産室量が対照群より増加

することを,またSomjenら56>, Bindermanら57)はラッ

ト頭蓋骨由来細胞を培養する際に培養皿を変形させ張力を

加えると骨芽細胞様編胞ではPGE 2, cAMPが増加し,

PGE　に依存してDNA合成が促進することを報吾してい

る｡さらにDavidovitchら58)は,生後約1年のネコの歯

牙に外力を加えた時の歯槽骨骨膜における骨芽編胞の変化

を組織化学的に観察し, CAMP, CGMP, PGEが増加す

ることを述べている｡

これらの報告は,骨に機械的外力を負荷すると上述の

化学物質が関与し,骨芽細胞の活性が高まり編胞の増殖

や基繋合成が促進することを示唆するものと考える｡

さらに,歯ブラシによる機械的刺激が歯周組織の血管

透過性を元進することが報吾されている59)60)ことから,

歯敵粘膜および歯槽粘漠に対するブラッシングという外

力負荷によって歯周組織の血行が良好となり61)骨形成

が促進されたものと患われる｡

しかしながらブラッシング時の骨形成の促進および骨

添加が,これらの要図の単独発環で起こるものでなく,

複数の園子によることが考えられる.すなわち,ブラッ

シングという間欠的な外力を歯槽骨に負荷すると,前述

の諸園子により骨芽細胞,前骨芽細胞,線推芽細胞など

の細胞活性が高められ,歯槽骨の骨形成が促進するもの

と考える｡

前述の如く,整形外科で行う骨折部位に対する圧縮力

や歯科短正で行う歯周組織に対する圧迫力あるいは牽引

力がそれぞれ骨形成の促進に関与することは明きらかで

ある｡

92, No. 8 (1992) IH竃

今回のブラッシング実験において1冒1回3分間(180

往復)の横磨きブラッシングという間欠的な外力は,症

迫力あるいは牽引力のいずれのものとして働くかば不明

であるが,ブラッシング開始初期にその外力によって影

響を受けた骨膜中の骨芽細胞,前骨芽綿胞,線推芽編胞

などが活性化し,歯槽骨の骨磯部および外側(口腔前庭

側)骨膜側-幼若骨の添加が行われたものと考えられ

るo　さらにブラッシングを6週間継続すると添加した幼

若骨が敏密な構造を示す骨に改造されたo　これは,日常

行っているブラッシングが歯槽骨に対して骨形成および

骨添加を促進する可能性を示唆するものと思われるO

保田6)7)保田ら　¥　Fukadaら, Bassettら14)は

骨に圧力を加えた場合,圧電気場象が塗じ骨形成を誘導

することを報告したが,鈴木62)はこれを追試する冒的で

とトの乾燥下顎骨を用いてオトガイ部に鋼鉄球を落下さ

せた際に,どの部位にどの程度の圧電気が生じるかを計

刺したo　そして骨の圧電気現象は荷重の加わっている

間,持続的に起こるのではなく,荷重を加えた瞬間およ

び荷重を取り除いた瞬間のみに起こることを明らかにし

た｡この鈴木の報吾は,ブラッシングという間欠的な外

力負荷が骨形成を誘導するのに有効であることを裏付け

るものと患われる｡

結　　　　　諭

軽散で間欠的な外力刺激となるブラッシングが歯槽骨

の形成と改造に対して如何なる作用を及ぼすかを明らか

にするために,ウィスク一系ラットの切歯唇側歯敵粘膜

および歯槽粘膜に対して実験的にブラッシングを行い経

日的な組織変化を光学顕放鏡的,電子覇微鏡的ならびに

酵素組織化学的に検索したところ,次のような結果をえ

た｡

1.光学顕微鏡所見

1)全ブラッシング実験群では,ブラッシングによって

外力が及んだとみられる範囲の酋側歯槽部(以下ブラッ

シング庸域と称す)の外側(口腔前庭側)骨膜において

は,細胞層の肥厚と骨芽細胞の増殖および外側から多数

の血管の侵入がみられた｡この血管の侵入はブラッシン

グ開始後, 1週間から4週間まで顔著であった｡

2)ブラッシング俺域の外側骨膜の綿胞層に接する寿骨

層は,ブラッシングによって明らかに肥厚し,殊に3週

間と4週間のブラッシングでは対照群の約2倍の厚さを

示した｡

3) 1週間と2週間のブラッシングでは,ブラッシング

蘭域の歯槽骨外伽表層に,不規則に配列する大型の骨細
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胞を埋大した石灰化度の低い幼若骨が形成添加され厚さ

が増大した｡この幼若骨は,その後経目的に骨改造を来

し,骨細胞の塊別的配列と骨基薯の石灰化度を上昇さ

せ, 6週間後には散密な骨質からなる成熟骨となった.

2.透過電子束放鐘所見

1)ブラッシング領域の外側骨麓細胞層は,多数の骨芽

綿胞と前骨芽細胞によって多層性を示した｡これらの現

象は3週間と4週間のブラッシングを施したものでは顕

著であったが, 5週間と6週間に至ると骨芽細胞と前骨

芽細胞の配列は乱れ　細胞間隙が拡大した｡

2)ブラッシング蔑域における外側骨膜の骨芽綿胞は細

胞薯が豊富となり,発達した粗面小胞体,ゴルジ装置,

被豪小胞などが認められたo　これらの場象は1週間から

4週間のブラッシングにおいて顕著であり,粗面小胞体

腔の拡張がみられた｡特にブラッシング3週間と4週間

では,前骨芽細胞においても粗面小胞体腔の拡張が認め

られた｡

3.酵素組織化学所見

1)ブラッシング庵域の外側骨膜にALPase陰性反応

が強く現れ,且つ陽性反応を示す層の厚みが増大するこ

とが光学頼微鏡観察によって認められた.

2)ブラッシング磯城の透過電子顕微鏡観察では,骨芽

細胞と前骨芽細月包との編胸膜および線維芽細胞の一部の

細月包麓にALPase陽性反応が認められた.特に3週間

と4週間のブラッシングでは暢性反応を示すこれらの細

胞が広範囲に認められた｡

以上のことから,ブラッシングによる間欠的外力が口

腔粘肢を介して歯槽骨に作用し,歯槽骨外価骨膜の細胞

を活性化し,骨の形成と改造を促進することが考えられ

m

m s*
稿を終わるにあたり,終始ご懇篤なるご指導とご校閲を賜っ

た本学組織学講座主任見明　活教授に深く感謝の意を捧げると

共に,種々ご援助ご協力を戴いた山固まりえ助教授,上松博子

話軋　凌辺弘樹講師ならびに実験上ブラッシング庄刺定につい
てご援助下された本学小児歯科学講座に深謝し,さらに組織学

教室貢各位のご協力に対し厚く櫛礼申し上げます｡
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In order to elucidate the influences exerted by the slight intermittent mechanical force of

tooth-brushing on bone formation and remodeling, light microscopic, electron microscopic,

and histochemical examinations were made of longitudinal histological changes occurring in

the incisor labial alveolar bones of Wister rats subjected to experimental tooth-brushing.

Results

l. Light microscopical findings

l) Influences of the mechanical force of tooth-brushing extended to the oral vestibular

side of the periosteum on the labial alveolar bone (hereafter reffered to as the tooth-brushing

region).In this region, in all experimental groupes submitted to tooth-brushing, the cell layer

was thicker than in the control group ; and numerous blood vessels had inbaded from the

outside. This invasion was especially remarkable during the period from 1 to 4 weeks after

initiation of tooth-brushing.

2) Tooth-brushing clearly caused a thickening of the osteoid layer adjacent to the exter-

nal periosteum of the tooth-brushing region. In the 3 and 4 weeks groups, this layer was ap-

proximately twice as thick as that in controls.
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3) After short periods (1 to 2 weeks) of tooth-brushing, young bone with lower miner-

alization and with large, embedded, irregularly arranged osteocytes were appended to the

superficial layer of alveolar bone in the tooth-brushing region. Thereafter, with the passing of

time, remodeling occurred in the young bone. This was accompanied by the appearance of

regularly arranged osteocytes and an increased degree of bone matrix mineralization. After 6

weeks, this bone had become the developed bone with compact matrix.

2. Electron microscopical findings

l) The cell layer of the external periosteum in the tooth-brushing region was composed

of several layers, in which numerous osteoblasts and preosteoblasts were observed. These phe-

nomena were especially remarkable in subjects submitted to tooth-brushing for from 3 to 4

weeks. After from 5 to 6 weeks of tooth-brushing, however, the osteoblast arrangement was

disturbed and size of intercellular spaces increased.

2) Tooth-brushing stimulated an abundance of cytoplasm and the development of such

cytoplasmic organelles as the rough-surfaced endoplasmic reticula, the Golgi apparatus, and

･esicles in the osteoblasts of the periosteum cell layer in the tooth-brushing region. These

phenomena were especially remarkable in subjects in which tooth-brushing had been carried

out for from 1 to 4 weeks. The rough-surfaced endoplasmic reticula of osteoblasts were

swollen. Especially, after from 3 to 4 weeks of tooth-brushing, swelling of rough-surfaced

endoplasmic reticula was observed m preosteoblasts.

3. Histochemical findings

l) Light microscopic observations showedthatpositive reaction to ALPase occurredin the

periosteum of the tooth-brushing regions and moreover, the layer in which these positive

reaction took place was wider than the corresponding layer in controls.

2) Electron microscopic observations showed that the locations of positive ALPase reaction

revealed by light microscopy were the osteoblast cell membrane, the preosteoblast cell mem-

brane, and the cell membrane of part of the fibroblast. The region of positive reaction was

especially extensive in subjects submitted to tooth-brushing for 3 or 4 weeks.

These findings suggest that the intermittent mechanical force of tooth-brushing on the

alveolar bone through the oral mucosa to activate cells of the alveolar periosteum and thus to

stimulate bone formation and remodeling.
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