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緒 言

口腔外科領域において腫瘍切除手術や外傷など

による骨欠損，さらに先天奇形，変形や高度の歯

槽骨吸収などを修復することはきわめて重要なテ

－マである。従来より新鮮自家骨移植が行われて

いるが，自家骨移植は疾患部位の他に新たな創を

作るなどの欠点がある。そのためハイドロキシア

パタイト（HAP）のようなセラミックス材料を中

心とした生体親和性が比較的高い生体材料が開発

されている１～５）が，非吸収性材料であるためその

臨床応用には限界がある６）。ところで近年，短期間

でより確実に骨組織の再建が得られるように様々

な成長因子を用いた再生治療が考えられてい

る７）８）９）。１９６５年，Urist１０）は骨基質中に異所性骨形

成を誘導する物質が存在することを発見し，これ

を骨誘導タンパク（Bone Morphogenetic Pro-

tein：以下 BMPと略す）と命名した。その後の追

試によってBMPには強力な骨形成促進作用を有

することが明らかになったが，その構造について

は未知のままであったため，臨床応用されるまで

には至らなかった。１９８８年にWozney ら１１）は遺伝

子工学的手法を用いてヒトBMPの cDNAのク

ロ－ニングに成功したことにより，初めてBMP

の構造が明らかにされ，同時に recombinant hu-

man BMP－２（以下，rhBMP－２略す）の作製も可

能となり，臨床応用への道は開かれた１２）１３）。rhBMP

－２は BMPファミリーの中でも特に強力な骨形
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抄 録：近年，rhBMP－２を用いて骨欠損の修復を図ることが注目されている。しかし水溶性の
rhBMP－２を骨再建に応用する場合は局所停滞と形態付与の２点について工夫する必要がある。そ
こで私たちは家ウサギの下顎骨に骨欠損を作り，担体としてアテロコラ－ゲンスポンジを用い，
rhBMP－２１０µg を浸漬させ同部に嵌植し，術野に吸収性膜を留置した群と留置しなかった群，骨
欠損内に担体のみを移植し吸収性膜を留置した群，留置しなかった群の計４群の実験を行った。観
察方法は病理組織学的観察，形態計測，PCNA陽性細胞数算定の３項目で検討した。rhBMP－２使
用群では早期に新生骨の形成が認められたが，非使用群では新生骨形成は遅延した。rhBMP－２と
吸収性膜併用群は，移植後４週で下顎骨下縁の原形を回復したが，他の群では形態の回復はなかっ
た。以上の結果から，rhBMP－２と吸収性膜の併用は骨欠損の回復を速やかに，かつ形態の回復が
可能であることが示唆された。

キーワード：recombinant human BMP－２（rhBMP－２），アテロコラ－ゲンスポンジ，乳酸－グリ
コール酸共重合体膜
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成促進作用を持つといわれ，遺伝子工学的にも大

量生産されている。しかしながら，rhBMP－２は

液体として適用せざるを得ないため，これを臨床

に応用するには担体が必要であり，また単に骨形

性能があるというだけでなく，必要な部位に限っ

て希望する形に新生骨が形成される方法が必要と

されている。

そこで本研究では日本白色家ウサギ（以下，ウ

サギと略す）下顎骨に骨欠損を作成し，そこに

rhBMP－２の担体としてアテロコラ－ゲンスポン

ジを用いて，rhBMP－２を使用した場合と使用し

なかった場合の新生骨の形成過程の違いを追求し

た。ついで，希望した形態に新生骨ができるか否

かを知るため，再建部位を乳酸－グリコ－ル酸共

重合体膜で被覆した場合としなかった場合の骨形

成量，新生骨の形態の違いについて組織学的に追

求した。

研 究 方 法

１．実験動物

実験動物は生後６ヶ月，体重約２．５kgの雄性ウ

サギ８０羽を使用した。ウサギは搬入後，固形飼料

（オリエンタル酵母工業社製，RC－４）と水道水で

１週間以上飼育し異常のないものを実験に供し

た。

２．実験材料

実験材料には rhBMP－２（山之内製薬：東京よ

り提供を受けた。），rhBMP－２の担体としてアテ

ロコラ－ゲンスポンジ（商品名：テルモ社製テル

ミ―ダス・コラ－ゲン単層タイプ），形態付与膜

として下顎骨下縁の外形を回復するために，乳酸

－グリコール酸共重合体膜：Poly［lactic acid－

co－glycolic acid］membrane（商品名：ジ－シ－

メンブレン，以下，PG膜と略す）を用いた。これ

は膜厚２００µm，ポアサイズ平均２０µmの吸収性膜
である。

３．実験方法

１）手術術式

１％ペントバルビタ―ルナトリウム０．６mg／

kg をウサギの耳静脈より注入し，静脈内麻酔下

に動物を腹位に固定した後，顎下部を広く剃毛し

手術野の皮膚消毒を行った。その後顎下部皮下に

８万分の１エピネフリン添加２％塩酸リドカイン

溶液約３ml を注射した。次に顎下部皮膚正中部

に約３cmの皮膚切開を加え筋層を明示した。咬

筋と内側翼突筋の間に骨膜切開を加え，下顎骨下

縁の骨面を露出させた。さらに生理食塩液を滴下

しながら下顎骨下縁に６×４mmの方形骨欠損を

クラウンソ－と歯科用バ－を用いて形成した（図

１）。この際，骨欠損部を覆う骨膜を完全に切除

した。実験は次の４群に分けて行った（図２）。

� BAPG群：滅菌チュ－ブ内に rhBMP－２

１０µg を入れ，これに４×６mmの大きさに整形し
たアテロコラ－ゲンスポンジを浸漬させた。止血

後，骨欠損内に rhBMP－２・アテロコラ－ゲン

スポンジ複合体を嵌植し，骨欠損を覆う様に PG

膜を留置した。内部縫合は３－０デキソン�糸を用

い，皮膚は５－０ナイロン糸で縫合し創を閉鎖した。

� BA群：rhBMP－２・アテロコラ－ゲン

スポンジ複合体のみを嵌植し創を縫合閉鎖した。

� APG群：アテロコラ－ゲンスポンジのみ

を骨欠損内に嵌植し，同部を PG膜で覆い創を縫

合閉鎖した。

� Ａ群：アテロコラ－ゲンスポンジのみを骨

欠損内に嵌植し創を縫合閉鎖した。

４．実験期間

嵌植，５日，１，２，３，４週後に，１％ペント

図１ ウサギ顎骨欠損モデル

６７８ 山田，他：BMPと吸収性膜の応用による骨欠損の再建
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バルビタ―ルナトリウム０．６ml／kg 静脈麻酔下

に，両側総頚動脈よりヘパリン５０００単位加生理食

塩液１，０００ml を注入して両側頚静脈より瀉血

後，１０％中性緩衝ホルマリン溶液８００ml で灌流固

定した。動物の屠殺は１％ペントバルビタ―ルナ

トリウムを静脈内に大量投与して安楽的に行っ

た。なお本実験は東京歯科大学動物実験指針に

従って行った。

５．観察方法

試料は，１０％中性緩衝ホルマリン溶液に４週間

以上浸漬固定した後，１０％EDTAで４週間脱灰

した。その後通法に従いパラフィン包埋し，前額

断の厚さ５µmの薄切切片を作製した。以下の染
色を施し病理組織学的に観察し検討した。

１）ヘマトキシリン－エオジン染色（以下Ｈ－Ｅ

染色と略す）による組織学的観察

骨欠損部における骨の新生過程を経時的に観察

した。

２）Proliferating Cell Nuclear Antigen（以下 PC-

NAと略す）を用いた免疫組織化学的染色によ

る観察

脱パラフィン後，一次抗体として，抗増殖細胞

核モノクロ－ナル抗体（PCNA：PC－１０，DAKO

社，希釈倍率×５０）を使用した。一次抗体反応に

先立ち，１０mMクエン酸緩衝液に浸し，７０℃に

設定したマイクロウェ－ブで１５分間加熱し，抗原

を賦活化したのち，一次抗体を４℃にて１２時間作

用させた。以後，DAKO-LSABキット（DAKO

社）によって染色した。

３）PCNA陽性細胞数の計測

計測はBAPG群とAPG群について各期間の切

片を３枚無作為に抽出し，光学顕微鏡を用い２０×

１０倍で撮影を行った。東京歯科大学口腔科学研究

センタ－研究機器管理部の保健情報学研究室にお

いて多目的画像処理装置の SPICCA�（日本アビ
オニクス社）を用いて骨欠損部の面積を測定し，

それを頬側および舌側皮質骨断端寄りの１／３（以

下母床骨側１／３と略す），中央１／３に三等分し，

それぞれの領域における PCNA陽性細胞数を算

定した（図３）。統計学的分析はＴ検定を用い，

BAPG群とAPG群の平均値の検定を行った。

６．形態計測

本来の下顎骨下縁の形態を推測し，その範囲内

に骨組織がどれだけ形成されたかを計測した。す

なわち SPICCA�を用いて母床骨断端間を結ぶ直
線を底辺とする半円形の範囲での骨組織の面積を

３回ずつ計測しその平均値を求めた（図４）。

図３ PCNA陽性細胞数計測部位

図２ 実験群模式図

歯科学報 Vol．１０２，No．８（２００２） ６７９
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結 果

１．Ｈ－Ｅ染色標本による組織学的観察

１）BAPG群（rhBMP－２１０µg＋アテロコラ－ゲ
ンスポンジ＋PG膜）

PG膜によって被覆された骨欠損部は，５日後

に母床骨側１／３部に多くの未分化間葉系細胞の増

殖が認められた（写真－１，２）。１週後になると

同部の新生骨は急激に増加し（写真－３，４），そ

れと同時に母床骨から離れた中央１／３部にも多く

の骨芽細胞に囲まれた新生骨梁が多数形成されて

いた（写真－５）。これら中央１／３部の新生骨は２

週後になると母床骨側１／３部の新生骨と連続して

両側の母床骨の断端は架橋された（写真－６）。３

週後になるとこの新生骨梁は成熟し（写真－

７），４週後には内外基礎層板がみられるまでに

なり母床骨と区別がつかないほどに成熟してい

た。これら新生骨によって形成された下顎骨下縁

の形態はほぼ本来の形に回復していた（写真－

８）。また各週例を通して新生骨の形成は PG膜

の内側だけに限定されていた。

アテロコラ－ゲンスポンジの変化は，嵌植後早

期よりコラ－ゲン束は膨化し，内部にリンパ球を

主体とした小円形細胞とマクロファ－ジの浸潤が

観察され（写真－９，１０），３週後には完全に吸収

され消失した（写真－１１）。

PG膜の変化について５日後例では，骨欠損部

をド－ム状に包み込み，その外形は本来の下顎骨

下縁の形態にほぼ一致し良好な位置におかれてい

た。１週後より膜の周辺に小円形細胞浸潤とマク

ロファ－ジが多数認められ，２週後からは PG膜

の吸収が観察され始め（写真－１２），３週後までは

初期のド－ム状の形態を保っていたが，４週後に

完全に吸収され消失した。

２）BA群（rhBMP－２１０µg＋アテロコラ－ゲン
スポンジ）

５日後では新生骨の形成は認められず，１週後

より両側母床骨側１／３部に急激に幼若な新生骨が

現われ，同時に母床骨から離れた中央１／３部にも

新生骨の形成が観察された（写真－１３）。２週後で

は新生骨梁は太さを増していたが，軟骨様組織が

骨欠損外側の筋肉内に向かって本来の下顎骨下縁

形態からはみ出すように形成されていた（写真－

１４，１５）。３，４週後には新生骨により両側母床

骨側は完全に架橋されていたが，その他に周囲筋

組織内にも新生骨が形成され，本来の下顎骨下縁

の形態とは異なっていた（写真－１６）。

アテロコラ－ゲンスポンジは，BAPG群と同

様に３週後には完全に吸収されていた。

３）APG群（アテロコラ－ゲンスポンジ＋PG膜）

PG膜によって被覆された骨欠損部における骨

の形成の状態は，５日後においては新生骨の形成

は認められず，１週後に両側母床骨側１／３部に幼

若な新生骨が現われ（写真－１７，１８），２週後には

その新生骨は量を増やしていたが（写真－１９），

BAPG群にみられたような中央１／３部での複数

の骨化の中心になるような新生骨の形成はなく，

骨欠損部全体の新生骨量も少なかった。３週後で

は PG膜に沿ってド－ム状に新生骨が形成されい

たが（写真－２０），４週後になると下顎骨下縁のド

－ム状の形態は失われ（写真－２１），また新生骨の

外面は凹凸不整で外基礎層板の形成は認められな

かった（写真－２２）。

アテロコラ－ゲンスポンジはBAPG群と同様

に３週後には完全に吸収されていたが，PG膜は

残存していた。

４）Ａ群（アテロコラ－ゲンスポンジのみ）

５日後で新生骨の形成は認められず，１週後よ

り母床骨側１／３部に幼若な新生骨が現われ（写真

－２３），週例を追うごとに新生骨は増加していっ

図４ 骨組織形態計測部位

６８０ 山田，他：BMPと吸収性膜の応用による骨欠損の再建
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たが，２週後ではその新生骨を取り囲むように軟

骨様組織が認められ（写真－２４，２５），４週経過し

ても他の群と比べ新生骨の形成量は少なく，両側

母床骨断端は架橋されないままで，本来の下顎骨

下縁の形態は全く回復されなかった（写真－２６）。

アテロコラ－ゲンスポンジはBAPG群と同様

に３週後には完全に吸収された。

２．PCNA免疫組織化学的染色による観察

１）BAPG群（rhBMP－２１０µg＋アテロコラ－ゲ
ンスポンジ＋PG膜）

５日後例では陽性細胞が頬側および舌側の母床

骨側１／３の領域で平均１７９（±６３）個，中央１／３の

領域で平均１１７（±９）個認められた。１週後例で

は陽性細胞が母床骨側１／３の領域（写真－２７）で平

均７２４（±１４０）個，中央１／３の領域（写真－２８）で平

均８７１（±２７）個と急激に増加していた。２週後例

では陽性細胞が母床骨側１／３の領域で平均４６４（±

４６）個，中央１／３の領域で平均５１２（±２８）個であっ

た。３週後例では陽性細胞が母床骨側１／３の領域

で平均２３０（±４６）個，中央１／３の領域で平均２３８（±

１８）個認められた。４週後例では陽性細胞が母床

骨側１／３の領域で平均１９１（±８４）個，中央１／３の

領域で２９２（±１７）個と１週後例をピ－クとして以

後減少していた。

２）APG群（アテロコラ－ゲンスポンジ＋PG膜）

５日後例では陽性細胞が母床骨側１／３の領域で

２３８（±３７）個，中央１／３の領域で６６（±１２）個で

あった。１週後例では陽性細胞数が母床骨側１／３

の領域（写真－２９）で２７２（±６４）個，中央１／３の領

域（写真－３０）で１３２（±１９）個認められた。２週後

例では陽性細胞数が母床骨側１／３の領域で８７（±

２１）個，中央１／３の領域で４３（±５）個観察され

た。３週後例では陽性細胞数が母床骨側１／３の領

域で１５３（±２０）個，中央１／３の領域で１６９（±９）個

であった。４週後例では陽性細胞数が母床骨側１

／３の領域で８８（±４８）個，中央１／３の領域で３６（±

５）個認められた（図５）。

APG群の陽性細胞数は，BAPG群と比較して

ほとんどの期間を通じてどの部位とも少なく，特

に中央側１／３の領域でその差は著しかった。また

BAPG群では１週後例に陽性細胞数のピ－クが

あるのに対し，APG群では目立った増減がみら

れなかった。１週後においても，２週後において

も，BAPG群は母床骨側１／３，中央１／３ともに

APG群に比べて有意（ｐ＜０．０５）に増加してい

た。

３．骨組織の形態計測の結果

各群とも５日後例では新生骨の骨組織量は１０

mm２以下で，骨組織量はほとんど確認されなかっ

た。１週後例でBAPG群と BA群に新生骨の骨

組織量が７９．３mm２（±０．１），９６．７mm２（±８．０）と上

昇が認められたが，APG群で１４．２mm２，（±１．４），

Ａ群で４．５mm２（±０．３）と骨組織量の上昇はわずか

であった。２週後例からAPG群で１１３．２mm２（±

５．４），Ａ群で９５．０mm２（±８．８）と，若干新生骨の骨

組織量が上昇したが，BAPG群の１４４．９mm２（±

７．５）より少なかった。ただし，BA群はこの本来

の下顎骨の形態の外側に新生骨の形成を認め，半

図５ PCNA陽性細胞数の経時的変化
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円形の範囲内で骨組織量は８３．４mm２（±４．９）と減

少していた。３週後例で各群とも上昇していた

が，特にAPG群の上昇が著明でBAPG群と近似

した値の１５７．０mm２（±５．３）であった。４週後例で

はBAPG群を除く各群で３週後例より骨組織量

の減少が認められた。BAPG群では３週後例よ

り増加し，今回の計測結果のうち最大値の２２４．１

mm２で（±５．４）であった。４週後例において

BAPG群と他の減少傾向にある３群間に有意差

（ｐ＜０．０５）がみられた（図６）。

考 察

rhBMP－２の臨床応用についてはいくつかの重

要な問題がある。まず rhBMP－２に骨誘導能が

あることは多くの研究１２～１６）により支持されている

が，臨床に即した骨欠損の修復過程において，ど

のような役割を果たすかについて詳細に追求した

研究は少ない。ついで rhBMP－２は液体として

適用せざるを得ないため，これを臨床に応用する

場合には一定期間局所に停滞させる方法を考える

必要がある。さらに臨床においては骨と共に骨膜

も失われることが多い。骨新生に際して骨膜の役

割は大きく，これが欠如すると十分な骨形成が得

られない。本研究においては，まず実験条件を一

般の臨床例に近づけるため，骨欠損部の骨膜を除

去した。ついで rhBMP－２の局所停滞を図るた

め，担体としてアテロコラ－ゲンスポンジを用

い，さらに骨膜に代わって骨組織と軟組織を分け

る目的で PG膜を応用した。

１．rhBMP－２による骨形成作用

これまでに rhBMP－２の骨形成促進作用につ

いての報告は多い。それらのほとんどは異所性の

骨誘導能に関するもの１７）１８）１９）であるが，骨欠損部

における骨新生に対する rhBMP－２の役割につ

いて追求した報告も少なくない。黄２０）はラットの

頭頂骨に rhBMP－２を含ませたアテロコラ－ゲ

ンを骨膜下に挿入して，新生骨の形成過程を経日

的に観察している。その結果 rhBMP－２を用い

た場合は早くも術後１週で新生骨の形成がみられ

たのに対し，アテロコラ－ゲンのみを嵌植した対

照群では３週後に初めて新生骨がみられたことか

ら，rhBMP－２は骨新生を著しく促進させると

述べている。本研究は，単に骨膜下にAugmenta-

tion を行った黄の実験とは異なり，下顎骨下縁に

蒲鉾型の大きな骨欠損を作り，しかも周囲の骨膜

を除去し骨膜からの骨原性細胞の供給が無い条件

下で実験を行ったものである。その結果 rhBMP

－２を使用した群（BAPG群，BA群）においては

嵌植１週後に母床骨断端部付近ばかりでなく，そ

こから離れた欠損中央部にまで多中心性に新生骨

の形成がみられ，以後新生骨の形成とその後の成

熟過程は速やかに進行し，特にBAPG群におい

ては４週後には修復はほぼ完了していた。これに

対して対照群（APG群）では，嵌植２～３週後か

ら母床骨断端から新生骨の形成が遅れて起こ

り，４週後になっても骨新生と吸収が継続してい

た。このように rhBMP－２を使用すると骨新生

が促進され，母床骨に近い部位もまた離れた部位

にも同時に，多中心性に骨新生が生じることが明

らかとなった。そこで，PCNA染色を行って骨

欠損部の細胞の増殖活性を追求したところ，

rhBMP－２と PG膜を使用した群（BAPG群）に

おいては，すでに嵌植５日後に母床骨側１／３ばか

りでなく中央１／３にも PCNA陽性細胞がみら

れ，１週後には最高に達し以後急激に減少してい

図６ 骨組織形態計測の経時的変化
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た。これに対して rhBMP－２を使用しなかった

群（APG群）においては，１週後例において母床

骨側１／３の新生骨周囲にのみ多くの陽性細胞が認

められたことから，PCNA陽性細胞が全て骨芽

細胞でないとしても，rhBMP－２は骨欠損部に

おける骨原性細胞の活性化に重要な役割を果たし

ていることが示唆された。

２．rhBMP－２の担体としてのアテロコラ－ゲン

の有用性について

久保木ら２１）は，BMPの担体として望ましい条

件として�拡散を遅延させるため徐放効果を持つ
こと�細胞接着性が良いこと，�細胞および血管
が侵入できる構造であること，�生体親和性が良
いこと，�吸収性があることなどを挙げている。
アテロコラ－ゲンは，抗原性の高いテロペプタイ

ドを除去したもので生体親和性が極めて高いこと

が知られている２２）２３）。またスポンジ状とすること

で，その内部に容易に未分化な間葉細胞が侵入で

き２４）２５），さらに全体として欠損部の形態に即した

形を付与できるいう利点がある。韓１９）は，rhBMP

－２の担体としてアテロコラ－ゲンを用いてラッ

トの皮下組織に嵌植し，３週後にはアテロコラ－

ゲンの内部にまで間葉系細胞と血管の侵入を認め

たと報告している。本研究においては，rhBMP

－２使用，非使用群を問わず術後２週までアテロ

コラ－ゲンスポンジは吸収されずに残っていた。

rhBMP－２を使用した群において，PCNA陽性細

胞が嵌植１週後に欠損部全域にみられたととも

に，その数も最大を示しその後は急激に減少して

いた。このことはアテロコラ－ゲンスポンジは，

rhBMP－２の担体としての役割を果たしているこ

とを示唆しているものと思われた。

３．PG膜の役割について

骨欠損の治癒において，骨膜は骨形成にあずか

る骨原性細胞を供給するばかりか，外部から骨欠

損部への線維芽細胞の侵入を防止する役割もあ

る２７）。骨膜のかわりに人工膜を使って臨床に応用

したのが歯周外科領域で行われている骨誘導再生

法（Guided Bone Regeneration：以下 GBR法と

略す）である２７～３０）。これは歯槽骨欠損部表面に細

胞遮断膜を設置することにより，骨欠損部に外部

から線維性結合組織由来の細胞が侵入するのを防

ぎ，骨欠損部に骨原性細胞の遊走，増殖を促すも

のである３１）。この細胞遮断膜として，近年，組織

為害性が無く，かつ吸収性である PG膜が用いら

れており，山田ら３２）は犬の下顎骨の歯槽骨欠損の

治癒において，PG膜を用いた群は対照群の約２

倍の骨新生が得られたと報告している。しかしな

がら，歯周外科における骨欠損に比べて本実験に

おける骨欠損は遙かに大きく，また下顎骨下縁は

蒲鉾型をしているので，ド－ム状に膨らんだ下顎

骨下縁の形態を復元させるには骨原性細胞を誘

導，賦活する rhBMP－２とその担体であるアテ

ロコラ－ゲンスポンジ，また細胞遮断膜としての

PG膜の併用が必要であると考えられた。本実験

においては rhBMP－２を使用したBAPG群，BA

群においては rhBMP－２を使用しなかったAPG

群，Ａ群に比べて新生骨の形成は速やかでかつ旺

盛で，rhBMP－２は有用であることはすでに述べ

た。そこで，PG膜を使用したBAPG群のみが１

週以後新生骨の量が増加し，４週後には骨欠損部

を完全に満たしており，また形態もド－ム状の下

顎骨下縁の形態が再現されていた。これに対して

rhBMP－２とアテロコラ－ゲンスポンジを嵌植し

たBA群では，３週後までにはBAPG群と同様

に新生骨の量は増加するが，PG膜がないため

rhBMP－２が周囲組織に流出し，新生骨の外形が

不整形を呈した。そのため４週になると，結果と

して新生骨の形成量は減少し下顎骨下縁の形態の

回復は得られなかった。なおアテロコラ－ゲンス

ポンジのみを嵌植した場合でも，PG膜を使用し

たAPG群の方が使用しなかったＡ群より新生骨

の形成量は多かった。このことから大きな下顎骨

下縁の骨欠損を被覆する場合でも PG膜は歯周外

科におけるGBR法と同様に細胞遮断膜として働

くことが示唆された。また，rhBMP－２と PG膜

を組み合わせることにより下顎骨下縁の大きな骨

欠損に完全な修復を可能にすることが明らかに

なった。
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結 論

下顎骨欠損の修復過程に及ぼす rhBMP－２の

役割を rhBMP－２の担体としてのアテロコラ－

ゲンスポンジおよび細胞遮断膜としての PG膜の

影響をみるため，ウサギの下顎骨下縁に作成した

骨欠損部に rhBMP－２を用いた群と用いなかっ

た群さらに嵌植部を PG膜で被覆した群と被覆し

なかった群に分け，それらの治癒過程を経日的に

形態学的に観察し次の結論を得た。

� rhBMP－２を用いた群では１週後に骨欠損

部全域で骨新生が始まり，２週後には骨欠損部は

新生骨で満たされていた。これに対して非使用群

では，骨新生は２週後に頬，舌側の母床骨断端部

から始まり，骨欠損部中央部での新生骨形成は遅

れていた。

� アテロコラ－ゲンスポンジには骨新生の妨

げとなる所見はなく，いずれの群においても２週

後まで残存し３週後には吸収，消失していた。

� rhBMP－２を用い嵌植部を PG膜で被覆し

た群では PG膜で被覆した部分の内側に新生骨が

形成され，４週後には下顎骨下縁本来の形態が修

復されていたのに対し，PG膜で被覆しなかった

群では，新生骨が形成される範囲が不規則で，下

顎骨下縁の形態の修復が得られなかった。

以上のことから，rhBMP－２は新生骨の形成を

促進することが明らかになった。PG膜は骨領域

と線維性結合組織を分ける細胞遮断膜として，下

顎骨下縁の外形を回復するのに重要な役割を果た

すことが明らかになった。

本論文の要旨は，第５５回日本口腔科学会総会（２００１年
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The restoration of bone defect with rhBMP－2（recombinant human BMP－２）is gaining attention,

but this method has two problems : difficulties with rhBMP－2 migrating from the implanted areas

and recovery of the correct shape of the reconstructed bone.

The Rabbits were divided into four groups. An atelocollagen sponge soaked with 10 µg rhBMP－2

was inserted into the bone defects of two groups and then either covered by an absorbable membrane

or left uncovered.

Likewise, an atelocollagensponge without rhBMP－2 was inserted into the bone defects of two

groups and then either covered by an absorbable membrane or not covered.

The results were observed by histopathological, immunohistochemistrical（PCNA）, and morphomet-

ric analysis. In the two rhBMP－2 groups, new bone formation occurred quickly, but it did not occur in

the other two groups. Complete mandibular bone repair occurred only with the application of both

rhBMP－2 and the absorbable membrane. In the other groups, repairs were in complete. The group us-

ing both rhBMP－2 and the absorbable membrane showed rapid reconstruction and mandibular bone

shape recovery. （The Shikwa Gakuho，１０２：６７７～６９１，２００２）
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写真の説明
写真－１：BAPG群５日後例 弱拡大
母床骨断端は明瞭で PG膜の内側には膨化したアテロ

コラ－ゲン線維束が認められる。
写真－２：BAPG群５日後例 強拡大
骨髄側から未分化間葉系細胞が認められる。

写真－３：BAPG群１週後例 弱拡大
骨欠損全域にわたって急激に新生骨が形成されてい

る。
写真－４：BAPG群１週後例 強拡大
母床骨断端に連続して幼若な新生骨がみられる。新生

骨の周囲には骨芽細胞が増殖している。
写真－５：BAPG群１週後例 中央１／３
母床骨から離れた骨欠損中央１／３部にも新生骨梁の形

成がある。
写真－６：BAPG群２週後例 弱拡大
頬・舌側の骨皮質が新生骨によって架橋されている。

新生骨の形成は PG膜の内側に限定されており，PG膜
はド－ム状の形態を保っている。
写真－７：BAPG群３週後例 弱拡大
形成された新生骨にはOsteon の形成もみられ，２週

後例よりも成熟している。
写真－８：BAPG群４週後例 弱拡大
新生骨には，多くのOsteon があり，外基礎層板も形

成されている。
写真－９：BAPG群１週後例 アテロコラ－ゲン
PG膜の内側にアテロコラ－ゲンが認められる。

写真－１０：アテロコラ－ゲン強拡大
アテロコラ－ゲン線維束が膨化し，線維束間には多く

の小円形細胞が認められ，一部吸収が進んでいる。
写真－１１：BAPG群３週後例
アテロコラ－ゲン吸収，消失
新生骨の形成によりアテロコラ－ゲンは完全に吸収，

消失している。新生骨梁の間には血管と骨芽細胞，間葉
系細胞が認められる。
写真－１２：BAPG群２週後例 PG膜の吸収
PG膜の内・外側に小円形細胞が浸潤し，マクロファ

－ジの貪食によって PG膜の吸収が進行している。
写真－１３：BA群１週後例 弱拡大
BAPG群と同様に１週後例に急激に新生骨が形成さ

れている。
写真－１４：BA群２週後例 弱拡大
BAPG群と同様，２週後例で頬・舌側の母床骨が架

橋されている。
写真－１５：BA群２週後例 強拡大
形成された新生骨は幼若で，周囲には多くの軟骨芽細

胞が認められる。

写真－１６：BA群４週後例 弱拡大
新生骨が骨欠損部から逸脱し，周囲の筋組織内に過剰

に形成されている。
写真－１７：APG群１週後例 弱拡大
母床骨外側から骨欠損部を覆うように PG膜がド－ム

状に留置されている。
写真－１８：APG群１週後例 強拡大
母床骨断端からわずかに幼若な新生骨の形成がなされ

ている。
写真－１９：APG群２週後例 弱拡大
母床骨断端から幼若な新生骨が連続して形成されてい

る。PG膜はド－ム状に残存している。
写真－２０：APG群３週後例 弱拡大
頬・舌側の母床骨が新生骨によって架橋され，新生骨

量は増加しBAPG群３週後例と同様な形態を呈してい
る。新生骨の成熟度はBAPG群より低い。
写真－２１：APG群４週後例 弱拡大
APG群３週後例と比較して新生骨が圧迫された形態

を呈している。PG膜は残存している。
写真－２２：APG群４週後例 新生骨の外面と PG膜の
吸収
新生骨の外面は凹凸不整で，外基礎層板の形成は認め

られない。PG膜はまだ一部残存している。
写真－２３：Ａ群１週後例 弱拡大
母床骨断端から連続して幼若な新生骨が認められる。

写真－２４：Ａ群２週後例 弱拡大
母床骨断端から幼若な新生骨梁が形成されている。

写真－２５：Ａ群２週後例 強拡大
母床骨断端から形成された新生骨の周囲には軟骨芽細

胞が多く認められる。
写真－２６：Ａ群４週後例 弱拡大
母床骨断端から形成された新生骨は４週後になっても

頬・舌側の母床骨は架橋されていない。
写真－２７：BAPG群１週後例母床骨側１／３
形成された新生骨の周囲に PCNA陽性細胞が多く認

められる。
写真－２８：BAPG群１週後例中央１／３
形成された新生骨の周囲に母床骨側１／３と同様に
PCNA陽性細胞が多い。
写真－２９：APG群１週後例母床骨側１／３
母床骨断端部にわずかに PCNA陽性細胞がみられ

る。
写真－３０：APG群１週後例中央１／３
PCNA陽性細胞は，膨化したアテロコラ－ゲン線維

束間に僅かにみられ，BAPG群１週後例中央１／３より
著明に減少している。
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Ｂ：母床骨，NB：新生骨，Ａ：アテロコラ－ゲン，Ｃ：軟骨様細胞，Ｍ：筋肉

写真－１，２，３，４，５，６
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