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緒 言

組織代替のために，種々の生体材料が開発さ

れ，生体適合性の優れたものは，臨床での応用を

目指している。当教室でも，バイオグラス，ハイ

ドロキシアパタイトのような生体内活性セラミッ

クスやリン酸三カルシウム，リン酸四カルシウム

のような生体内崩壊性セラミックスの研究がすす

められ，象牙質代替材料としてリン酸三カルシウ

ム１）２）やリン酸四カルシウム３）４）を主成分とする裏装

材の歯髄保護効果，根管充填材として用いた場合

の根端部組織への影響５）について検討を行ってき

た。他方，タンパク質，多糖類などの有機材料

や，シリコーンなどの合成高分子が各種の組織代

替材料に用いられている。

天然高分子のコラーゲン６）は，人体に豊富に存

在する基質タンパク質で，創傷治癒過程において

宿主細胞の接着増殖を支持し，組織再生を促進す

るほかに血小板凝集能を有するなど，合成高分子

にはない特徴を備えており，局所吸収性止血材，

人工臓器として応用されている７）。当教室ではコ

ラーゲンスポンジ単独ないしリン酸三カルシウム

と複合化させたコラーゲンスポンジ状の材料を用

い，歯槽骨縁欠損の補填材としての効果を検討し

てきた８）。

一方，歯周外科手術におけるGuided Tissue
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抄 録：本研究では，タンニン酸で架橋したコラーゲン膜をGTR法に利用できる生体材料膜とし
て応用し，歯周組織の再生程度，ならびに膜の吸収時期について病理組織学的に検索し，その有用
性を検討した。
雑種成犬８頭の両側下顎第２，第３，第４前臼歯，第１後臼歯の近心根に頬側裂開型歯槽骨欠損

を作製し，本試作膜（T群）および市販の高分子共重合体膜（G群），コラーゲン膜（K群）を応用，な
らびに膜応用なし（F群）を設定し，術後８，１２週に標本を作製した。T群では上皮侵入の阻止，セ
メント質および歯槽骨の新生とその両者間に機能的配列をなす線維の再生が観察され，G群，K
群，F群，と比較して良好な成績を得た。膜の存在はG,K 群が１２週でも確認されたのに対し，T
群では８週ですでに認められなかったが，周囲に炎症性細胞の浸潤は認められなかった。
以上のことから本試作膜はGTR法に利用できる生体材料膜として有用であることが示唆され

た。
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Regeneration method（以下 GTR法）では，歯肉

上皮のポケット内侵入に対するバリヤーとしてコ

ラーゲン膜が用いられている。しかし，この膜

は，コラゲナーゼに対する感受性が高く，吸収が

速いため，上皮侵入に対する保護膜として機能さ

せるには架橋処理を施し９）１０），性質の改善を図っ

たうえで応用しなければならない。ところで，タ

ンニン酸は生体に対する為害作用が少なく１１），口

腔レンサ球菌に対して抗菌性を１２），またタンパク

凝固作用に基づく収斂・防腐作用を有することか

ら抗齲蝕剤など各種歯科材料への配合が試みられ

ている１３）１４）１５）。

今回，植物界に広く存在する天然有機化合物で

あるタンニン酸１６）を用い，熱脱水架橋処理したコ

ラーゲン膜を試作した。本研究はこの試作膜を外

科的に作製した歯周組織欠損部にGTR法の保護

膜として応用し，歯周組織の再生能，特に上皮侵

入の防止，セメント質および歯槽骨再生の程度，

ならびに膜の吸収時期について病理組織学的・統

計学的に検討したものである。

材料および方法

１．実験動物

実験には，体重２０kg前後の雑種成犬８頭に対

して，各々両側下顎第２，第３，第４前臼歯およ

び第１後臼歯の計６４歯を使用した。これらは実験

開始に先立ちスケーリングおよび十分なプラーク

コントロールを行い，肉眼的に健康な歯周組織を

確立後，実験に供した。

２．実験材料

本研究に使用した保護膜は，タンニン酸で架橋

した試作コラーゲン膜で，牛床由来のⅠ型コラー

ゲン薄膜を０．５％タンニン酸水溶液に常温下にて

１時間浸漬後，流水にて洗浄，乾燥後２枚のガラ

ス練板で圧接し，アルミ箔にて密封，１５０℃で１

時間脱水架橋したものである（以下T群）。なお

比較対照の目的で現在市販されている高分子ポリ

マーの共重合体膜（ジーシーメンブレン�，ジー

シー社製，以下G群）ならびにコラーゲン膜

（コーケンティッシュガイド�，高研社製，以下K

群）を応用し，および膜応用なし（以下F群）とし

た。

３．実験方法

実験部位は，両側下顎第２，第３，第４前臼歯

および第１後臼歯の頬側とした。また，歯周組織

の再生過程および吸収時期を経時的に検索する目

的で，実験期間は８，１２週とし，片側４歯に前述

の膜および膜なしを無作為に設定した。なお，各

群の総数は８歯とした。

施術に際し，ペントバルビタールナトリウム（ネ

ンブタール�注射液，大日本製薬K. K.）０．５ml/kg

を静脈内注射し，全身麻酔を施した後，エピネフ

リン（１：８０，０００）含有２％塩酸リドカイン（歯科

用キシロカインカートリッジ�，藤沢薬品工業

K. K.）による局所麻酔を施し，近心根に頬側裂開

型骨欠損を外科的に作製し，これを実験母地とし

た（図１）。すなわち同部位に外科用メス（No．

１１，フェザー）で歯槽骨頂に達する内斜切開を加

え，骨膜起子にて歯肉弁を粘膜骨膜弁で形成し

た。次いでスチールラウンドバー（No．０１４，マイ

ジンガー社製）を用い，注水下にて近心根の頬側

歯槽骨をエナメル・セメント境（以下CEJ）より

根端側方向へ約５mm，幅３mm，根面が完全に

露出するよう除去した。骨欠損の最根端側部およ

びCEJ に No．０１０のスチールラウンドバーにて

ノッチを付与し，露出根面に対して十分にスケー

リング・ルートプレーニングを行いセメント質を

完全除去した。その後，実験計画に従い前述の試

図１ 実験母地
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作膜および膜応用対照群として２種の膜をそれぞ

れ骨欠損部に応用し，吸収性縫合糸（コーテッド

バイクリル�，エチコン社製）で固定した（図２，

３）。 なお，１欠損部は非膜応用群として膜を

応用しなかった。その後，膜が完全に被覆される

よう歯肉弁を復位し，黒色絹糸を用いて歯間部で

単純縫合した。感染防止の目的で 術中に抗生剤

の静脈内投与，また術後３日間抗生剤の経口投与

を行い，週１回０．２％グルコン酸クロルヘキシジ

ンを浸した小綿球を用いて手術野のプラークコン

トロールを行った。

観察期間終了後，全身麻酔下にてヘパリンナト

リウム（Heparin Sodium Injection－N：清水製薬

K. K. １０００単位／ml）５ml を静脈内注射し，生理

食塩水（大塚製薬K. K.）にて３０分間前灌流を行っ

た。その後１０％中性緩衝ホルマリン液（Lillie 液）

で６０分間頭頸部灌流固定を行い，実験部位を含む

歯周組織を顎骨と共に採取した。なお，本実験は

東京歯科大学動物実験指針に基づいて行った。

４．組織学的観察

採取した試料を７０％エタノールにて脱脂，硝酸

エタノール液にて脱灰後，上昇エタノール系列に

て脱水を行い，通法に従いシオジリン（昭和エー

テルK. K.）包埋を施した。その後，厚さ約２４µm
の頬舌断連続切片を作製し，ヘマトキシリン・エ

オジン複染色（以下H－E染色）およびテトラク

ローム染色を施し，光学顕微鏡下にて検索を行っ

た。

５．組織計測法

１）計測方法

H－E染色切片を大型マクロ写真装置（Ax-

ioplan２，カールツァイス社製）にて撮影し，各

実験部位ごとに中央部の３枚，計２４枚を選択し，

以下に述べる項目（図４）について写真上で計測し

た。

２）計測項目

� CEJ－根端側ノッチ間の長さ（N）：根端側

ノッチとCEJ ノッチ間の長さを測定

� 付着上皮量（JE％）：上皮付着部の長さ

（JE）／N×１００

� 新生セメント質量（NC％）：根端側ノッチ

から新生セメント質最歯冠側までの長さ

（NC）／N×１００

� 新生歯槽骨量（NB％）：根端側ノッチから

新生歯槽骨骨頂部までの長さ（NB）／N×１００

３）統計学的分析

Mann－WhitneyU 検定を用いた。

結 果

１．病理組織学的所見

１）試作膜応用群（T群）

上皮の根端側方向への侵入はほとんど認められ

図２ 膜固定

図３ 膜応用の模式図
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ず，付着上皮の最根端側部はCEJ 付近に位置し

ていた（図５）。セメント質の新生は，ルートプ

レーニングした根面の広い範囲で観察され，それ

らは細胞の封入を伴う細胞性セメント質であり

（図６），その厚径は根端側寄りで厚く，歯冠側寄

りでは薄くなっていた。

歯槽骨の新生は，歯根面に沿って歯冠側方向に

観察された（図５）。また新生歯槽骨と新生セメン

ト質の間には，両者を連絡するコラーゲン線維の

配列が見られた（図７）。

膜は，８週例ですでに吸収がすすんでおり，そ

の形態を明確に確認することはできなかった。し

かしながら，新生歯槽骨上の結合組織領域には著

明な再生線維束が観察された（図８）。また，局所

に炎症性細胞の浸潤も特には認められなかった。

２）膜応用対照群（G, K 群）

G群，K群ともに上皮の根端側方向への侵入は

ほとんど認められず，付着上皮の最根端側部は

CEJ 付近か，わずかに根端側寄りに位置してい

図５ T群１２週例（H-E 染色×６．２５）

図４ 組織学的計測基準点
N：CEJ‐根端側ノッチ間の長さ
JE：上皮付着部の長さ
NC：根端ノッチから新生セメント質最歯冠側まで

の長さ
NB：根端側ノッチから新生歯槽骨骨頂部までの長

さ
CRP：ルートプレーニング最歯冠側
ARP：ルートプレーニング最根端側

図６ T群１２週例（テトラクロム染色×１００）
新生セメント質は，細胞の封入を伴う細胞性セメン

ト質であった。
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た（図９，１０）。

セメント質の新生は，両群ともルートプレーニ

ングした根面の広い範囲で観察された。

歯槽骨の新生は，両群とも歯根面に沿って歯冠

側方向に観察されたが，その形成量（図４のNB）

は様々であった。膜は両群とも８週例でほぼその

外形を保ち，１２週例では一部吸収されている標本

も見られたが，その形態を明確に確認することが

でき，手術野を組織誘導側と歯肉結合組織側に二

分していた。G群の８週例では，１例のみ露出象

牙質に新生骨が癒着している所見が観察された

（図１１）。両群とも局所に炎症性細胞の浸潤は，特

図７ T群１２週例（H-E 染色×２５）
新生歯槽骨と新生セメント質の間には，両者を連絡

するコラーゲン線維の排列が見られた。

図８ T群８週例（テトラクロム染色×６．２５）
新生歯槽骨上の結合組織領域には再生線維束が観察

された。

図９ G群１２週例（H-E 染色×６．２５） 図１０ K群１２週例（H-E 染色×６．２５）

３８２ 杉山，他：タンニン酸架橋コラーゲン膜の有用性
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に認められなかった。

３）膜非応用対照群（F群）

付着上皮はCEJ から根端側方向へ侵入し，

ルートプレーニングにより露出した象牙質上に位

置していた。セメント質の新生は根端側ノッチ部

付近に限局して認められたが，その厚みはわずか

であった。付着上皮の最根端側と新生セメント質

最歯冠側間の象牙質には歯肉結合組織が直接接し

ていたが，その配列は乱れ，歯根と平行に近く

なっていた。歯槽骨の新生は，根端部のノッチ付

近より歯冠側にわずかに形成されているのみで

あった。また，局所に炎症性細胞の浸潤は，認め

られなかった（図１２）。

２．病理組織学的計測結果

写真上での計測結果をMann－Whitney U 検定

で分析した。付着上皮侵入量は，膜応用群のうち

T群４．９±１．２％，G 群７．４±１．３％，K 群１３．５±

１．８％で，非膜応用のF群は３１．８±２．１％であっ

た。各膜応用群の値は，非応用群に比較して有意

差が認められた。また，膜応用群間の比較では，

T群がK群に対して有意に小さかった（表１）。

新生セメント質形成量は，膜応用群のうちT群

９５．１±１．２％，G群９２．６±１．３％，K群８６．５±１．８

％で，非膜応用のF群では２８．９±４．２％であっ

た。各膜応用群の値は非応用群に比較して大きく

有意差が認められた。膜応用群間の比較では，T

群がK群に対して有意に大きかった（表２）。

表１ JE（％）：付着上皮の計測結果

膜応用群 対照群

T G K F

４．９±１．２ ７．４±１．３ １３．５±１．８ ３１．８±２．１

（mean±S.E） ＊：P＜０．０５ n.s. : not significant n＝８

表２ NC（％）：新生セメント質の計測結果

膜応用群 対照群

T G K F

９５．１±１．２ ９２．６±１．３ ８６．５±１．８ ２８．９±４．２

（mean±S.E） ＊：P＜０．０５ n.s. : not significant n＝８

図１１ G群８週例（H-E 染色×６．２５） 図１２ F群１２週例（H-E 染色×６．２５）

n.s. n.s.＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊
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新生歯槽骨形成量は，膜応用群のうちT群

５５．１±４．４％，G 群４０．３±３．８％，K 群 ３８．３±

４．１％で，非 膜 応用のF群 で は２０．３±３．６％で

あった。膜応用群の値は，非応用群に比較して大

きく有意差は認められた。また，膜応用群間の比

較では，T群が有意に大きかった（表３）。

考 察

GTR法における吸収性膜は，現在までに合成

高分子の乳酸・グリコール酸共重合体膜１７）１８）と天

然高分子のコラーゲン膜１９）２０）が研究され臨床応用

されている。双方ともに治癒後の組織像に新付着

の獲得が報告され，GTR法の保護膜としての有

用性が認められている。天然高分子のコラーゲン

は，分子量約３０万の３本鎖らせん構造をなし，ヘ

リックス部分はタンパク質分解酵素であるコラゲ

ナーゼにより容易に分解される。そのためコラー

ゲンのみでは生体内吸収が速く，膜応用後の一定

期間中の残留が期待できないため何らかの処理を

施し，吸収時期のコントロールが図られてきた。

一方，本研究においては，コラゲナーゼ活性に対

する阻害作用を持ち，タンパク質沈殿作用に由来

する収斂・防腐作用１３）１４）１５）を持つことが知られて

いるタンニン酸１６）を利用して，熱脱水架橋処理を

施した試作膜を作製し，吸収時期の延長を図る生

体材料をGTR法の保護膜として応用した。

本研究では，イヌに作製した歯周組織欠損部に

GTR法の保護膜として試作膜を応用し，GTR法

の目的である歯肉上皮侵入に対するバリヤー，歯

根膜由来細胞の歯根面への誘導についての有用性

を検討した。試作膜では，上皮細胞の根端側方向

への侵入はほとんど認められず，付着上皮の最根

端側部はCEJ 付近に位置していた。また，セメ

ント質の新生は，ルートプレーニングした根面の

広い範囲で観察された。すなわち本試作膜は，上

皮細胞侵入防止のバリヤーとして現在臨床応用さ

れている対照膜と同様に有用であった。また，歯

槽骨の新生は，セメント質が新生添加された歯根

面に沿って歯冠側方向に見られ，新生セメント質

と歯槽骨との間には歯根膜様線維束が観察され

た。そしてそれらの獲得量は対照膜と同等であった。

また，T群１２週例の標本では，歯根面と対応す

る保護膜が存在したと思われる部位の内側で顕著

な新生歯槽骨が観察された。このことより，試作

膜を用いGTR法を行うことで歯根膜由来細胞の

増殖を促すスペースが十分にでき，歯槽骨の新生

が期待できることが示唆された。

コラーゲン膜応用時のGTR法の問題点の一つ

として，歯根面の著しい吸収と吸収面への新生歯

槽骨のアンキローシスが挙げられる。Card

ら２１），Elharar ら２２）は，コラーゲン膜応用により

一部標本で著しい根面の吸収とアンキローシスを

報告している。本研究では唯一G群８週の１標

本のみで露出象牙質面に新生骨が直接接触し，ア

ンキローシスを呈する所見が観察されたが，試作

膜を用いた症例では一例も認められなかった。

GTR法を応用した場合に見られるアンキローシ

スについては，新生歯槽骨組織が歯根膜組織より

も速く増殖したためと考えられている。本研究か

ら，アンキローシスはコラーゲン膜のみならず，

高分子共重合体の膜においても起こり得ることが

示唆された。

GTR法で用いられる吸収性膜の理想的な吸収

時期は様々な見解がとられている。今回の試作膜

は観察期間８週ですでに膜構造が確認できなかっ

たが，歯周組織再生量は他の２種の吸収性膜と同

等であった。また，新生歯槽骨骨頂部の結合組織

の領域には既存の歯肉結合組織と明らかに走行性

の異なる再生線維束を観察し，歯根膜由来細胞あ

るいは骨形成能を有する細胞を歯冠側方向へ増殖

表３ NB（％）：新生歯槽骨の計測結果

膜応用群 対照群

T G K F

５５．１±４．４ ４０．３±３．８ ３８．３±４．１ ２０．３±３．６

（mean±S.E） ＊：P＜０．０５ n.s. : not significant n＝８

n.s. ＊ ＊

＊

＊

＊
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するためのスペースが確保されていたと考えられ

る。古郷ら２３）は，アテロコラーゲンにテンドンコ

ラーゲンを複合化した膜をイヌの歯周組織欠損に

応用した研究で，６週後に一部標本で膜構造が不

明瞭になっているにもかかわらず，付着上皮の最

根端側は膜構造が残存している場合と同じ位置で

停止していたと報告している。そして膜構造が消

失した場合でも外因性コラーゲンが存在したこと

により線維芽細胞の歯冠側方向への集積が促進さ

れ，付着上皮の根端側方向への侵入を阻止したも

のと推察している。また，Card ら２１）は新付着の

形成は治癒過程の最初の１ヵ月で起こるとし，４

週から８週の間，膜が残存していれば良いとして

いる。さらにCrigger ら２４）や Elharar ら２２）は，イ

ヌの歯周組織欠損に吸収時期の異なるコラーゲン

膜と e－PTFE膜を応用したところ，吸収の遅い

コラーゲン膜と e－PTFE膜では歯肉弁が退縮し

て膜の露出が起こったが，吸収の速いコラーゲン

膜では歯肉弁の退縮によって膜が露出することは

なかったと報告している。そして経時的に組織学

的に検索した結果，組織の再生量は４週以降あま

り違いが見られなかったことから，吸収時期の違

いは歯周組織の再生に影響を及ぼさないことを考

察している。一方，Sevor ら２５）は抜歯直後の抜歯

窩あるいは顎堤の修復に際しては，６ヵ月以上人

工膜の応用が必要であるとしている。また，確実

に被覆できるならば長期間維持された方がよい結

果が得られるとの報告もある２６）２７）。膜の残存すべ

き期間について考察すると，今回の研究では，８

週以前に膜の構造が消失してもバリヤーとしての

機能に影響は及ぼさなかった。すなわち，本研究

に採用した頬側裂開型歯槽骨欠損の条件下では，

新付着の形成が起こる４週まで確実に膜が残留す

れば十分であり，吸収の早いタイプの膜が有用で

あったと考えられる。今後，大きな顎骨欠損の場

合は，骨補填材の併用など使用目的にあわせて工

夫する必要があると思われる。

結 論

タンニン酸で架橋した試作コラーゲン膜が，

GTR法の生体材料膜として有用であるか否か

を，イヌ頬側裂開型歯槽骨欠損部に応用し，病理

組織学的に検討したところ以下の所見が得られ

た。

１）上皮の深部侵入は阻止され，付着上皮の最根

端側部はCEJ 付近に位置していた。

２）ルートプレーニングした根面の広い範囲でセ

メント質の新生添加が観察された。新生セメント

質量は，膜非応用群に比較して大きい値を示し

た。また，膜応用対照群のコラーゲン膜よりも大

きい値を示した。

３）歯根面に沿って歯冠側方向へ歯槽骨の新生が

観察された。新生歯槽骨量は，膜非応用群と比較

して大きい値を示した。また，２種の膜応用対照

群より大きい値を示した。

４）新生セメント質と新生歯槽骨の間には，機能

的に配列する線維束の出現が観察された。

５）本試作膜は，８週例ですでに吸収されてお

り，その存在を明確に判定することはできなかっ

たが，歯肉上皮侵入に対するバリヤーとしての機

能は認められた。

６）局所に炎症性細胞の浸潤は，特に認められな

かった。

以上のことから，本研究で用いた試作タンニン

酸架橋コラーゲン膜は，歯肉上皮のポケット内侵

入を阻止し，セメント質，歯槽骨の新生を促す生

体材料膜として，GTR法での応用が有用である

ことが示唆された。
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The aim of this study was to investigate the usefulness of a cross－linked collagen membrane con-

taining tannic acid in the guided tissue regeneration method. An obstruction in the apical migration

ofjunctional epithelium, regeneration of both cementum, and the alveolar bone andabsorption time of

the membrane were examined histopathologically. Mucoperiosteal flap and bone defects approximately

５mm in height were created at the mesial roots of the lower second, third and fourth premolars and

the first molars of ８ dogs. Three different membranes were used to cover the experimental bone

defect. The study group consisted of a cross－linked collagen membrane containing tannicacid（group

T）. As controls, a poly lactic acid－co－glycolic acid membrane（group G）, collagen membrane（group

K）, and no membrane（group F）groups were built. Histopathologic sections at the regions of the

created defects were made and observed after ８ and１２Weeks. In Group. InGroup T obstruction of

the junctional epithelium migration into apical parts, and newly formed cementum and bone were

noted together with functionally arrangedperiodontal ligament fibers between cementum and bone.

Neither the membrane norinflammation process could be detected around the defects after ８ weeks,

which indicate that the cross－linked collagen membrane with tannic acid is an effective biomaterial for

use in the guided tissue regeneration technique. （The Shikwa Gakuho，１０１：３７８～３８７，２００１）
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