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緒 言

近年，口腔領域の手術をする場合に，糖尿病患

者を手術する機会が増加している。また，外科手

術などの侵襲を加えることにより，患者によって

は潜在的な糖尿病を発症させることもある。その

ために起こる創傷治癒遅延や術後感染などは，糖

尿病患者の組織脆弱性として臨床的に広く知られ

ている。糖尿病患者に対し，術前からの血糖コン

トロールなしで外科手術を行った場合，創傷治癒

不全や創の感染を起こす可能性の高いことは周知

の事実であり，このことは臨床的１），２），３）にも，実験

的４），５），６）にも証明されている。臨床の場では広く，

経口血糖降下剤やインスリン注射剤により，術前

１週間程度の厳密な血糖値のコントロールを行

い，手術に備えるのが通例となっており，術前の

コントロールの良否が予後を大きく左右すると言

われている２）。術前のコントロールの指標として

は空腹時血糖１５０mg／dl 以下，尿中ケトン体陰性

とする報告７～１６）が多いが，コントロールの期間に関

して言及したものほとんどみられず，それも経験

的に期間を設けているに過ぎない７）～１０），１２），１４），１５），１６）。

また，我々の渉猟しえた限りにおいて，こうした

術前の血糖値コントロールの程度および期間に関

して実験的に確認した研究は全くみられない。そ

こで，著者らはストレプトゾトシンを用いてラッ

トに糖尿病を誘発し，そのモデル動物のインスリ

ンによる創傷治癒の改善について力学的，生化学

的および病理組織学的に追究した。別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
東京歯科大学口腔外科学第一講座 武田栄三
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糖尿病ラットの皮膚創傷治癒過程における

インスリンの影響に関する実験的研究

武 田 栄 三 野 間 弘 康 柴 原 孝 彦

東京歯科大学口腔外科学第一講座
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抄 録：糖尿病患者に手術を行う場合の血糖コントロール期間については臨床的報告も基礎的研究
もほとんどみられない。著者らはインスリン注射剤が創傷治癒過程に与える影響を解明するため
に，糖尿病ラットの腹部皮膚に切開一次縫合創を作り，その治癒過程を形態学的，生化学的，物理
学的に追究した。その結果，術前のインスリン投与により，糖尿病による退行性，萎縮性変化が著
明に改善した。切開一次創の治癒経過を観察したところ，糖尿病群より著明に改善したが，２週間
の長期にわたる術前コントロールでも対照群には及ばず，特に術後早期には明瞭な違いが認められ
た。投与を１週間行ったものと２週間行ったものとの比較では術後早期，特に施術５日後で２週間
行った方がより治癒状態が良好であった。これらより糖尿病ラットの創傷治癒過程においてインス
リンの術前投与が不可欠であることおよびインスリンコントロール以外の因子が関与することが示
唆された。

キーワード：ストレプトゾトシン，糖尿病，インスリン，創傷治癒，ヒドロキシプロリン
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材料および方法

１．実験動物および飼育方法

Sprague－Dowley 系雄性ラットを使用した。

生後８週，体重２００ｇ前後のラットを搬入後，気

温２４℃，湿度７０％の恒常的環境下に金属ケージを

用いて飼育した。飼料はオリエンタル社製固形飼

料MFを用いて，水道水とともに自由に摂取させ

た。

搬入後，１週間飼育し異常の認められなかった

ラットに糖尿病を誘発させた。糖尿病の誘発に

は，SIGMA社製ストレプトゾトシン（Streptozo-

tocin，以下 STZと略す）を用いた。投与方法は，

STZを pH４．５，０．１Ｍ，１ml のクエン酸緩衝液

に溶解し，５分以内にラット大腿部筋肉内に投与

した。STZ投与量は西垣ら４）の報告に従い４０mg

／kg として約８mg／ml の濃度で１回投与とし

た。STZ投与４週後に空腹時血糖値の測定を

行った。全例が３００mg／dl 以上を示したため，糖

尿病発症とし実験に供した。

実験動物の取り扱いは東京歯科大学動物実験指

針に従い，屠殺に際してはジエチルエーテル深麻

酔により安楽的に行った。

２．実験群の設定

１）糖尿病群（以下DM群と略す）

上記の方法により糖尿病を誘発させ，STZ投

与４週後に糖尿病と確認した個体について実験を

行った。DM群では観察期間中インスリンの投与

は行わなかった。

２）インスリン投与群（以下 INS 群と略す）

DM群と同様の方法により糖尿病を誘発させ，

STZ投与４週後に糖尿病と確認した個体につい

てインスリンを使用し，血糖値のコントロールを

行いつつ，実験を行った。血糖値のコントロール

方法としてはウルトラレンテインスリン（ノボリ

ンＵ注１００，山之内製薬株式会社製）２～２０Ｕを連

日１６時より１９時の間，背部皮下に単回投与とし

た。投与量は白井の報告１７）に従い尿糖が陰性で，

次回インスリン投与直前の血糖値が２５０mg／dl

以下で，しかも低血糖症状を起こさない範囲（８０

mg／dl 以上）に維持することとし，血糖値は連日

測定し，投与量を調節した。INS 群はさらに施術

１週間前からインスリンを投与して血糖値を調節

した群（以下 INS－１w群と略す）と２週間前から

インスリンを投与して血糖値を調節した群（以下

INS－２w群と略す）に分けた。

３）対照群

対照として飼育期間を合わせた健常ラットを用

いた。

３．観察および測定方法

上記の４群の実験群に対し，皮膚切開一次縫合

創を作り，その治癒過程を下記の項目について検

索した。

１）肉眼的観察

蛍光灯照明下にラットの全身，特に背部，腹部

の皮膚性状の肉眼的観察を行った。観察は週１回

行った。また，同時に体重の経日的変化も測定し

た。

２）血糖値の測定，尿成分検査

尾静脈より８～２０µl の血液を採取し，簡易血糖
測定器タイド（マイルス三共社製）を用いて血糖値

を測定した。対照群およびDM群は週１回，８

～１０時間絶食させ，１６時より１９時にかけて空腹時

血糖を測定した。INS 群は摂食自由とし，INS－

１w群，INS－２w群ともに連日インスリン投与前

にも行った。尿糖値はテステープＡ（塩野義製薬

株式会社製），尿ケトン体はプレテストＫ（和光純

薬工業株式会社製）を用い，血糖値測定と同時に

週１回，腹部圧迫法により採取し測定した。尿

糖，尿ケトン体の経日的変化はｘ軸にラット搬入

後の経過週例をｙ軸には尿糖および尿ケトン体の

検出量を（３＋）～（＋），（－）で表した。

３）創抗張力の測定

� 皮膚切開一次縫合創の作り方

前日に剃毛しておいたラットを，１％ペントバ

ルビタール０．５ml／kg の腹腔内麻酔下に仰臥位

に固定し，７０％エタノールで腹部皮膚を消毒した

後，長さ３cm，深さは表皮より皮膚筋層を通り腹

直筋筋膜に達する切創を作り，直ちに４－０ナイロ

ン糸で単縫合した。この際，同一術者により可及

的に創にテンションを与えないように縫合した。

８８６ 武田，他：糖尿病の創傷治癒過程へのインスリンの影響
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本実験は同一動物での経日的変化を観察するた

め，創は４カ所に加えた。なお，創の抜糸は施術

７日後に行い，それ以前では観察日に抜糸を行っ

た（図１）。

� 創抗張力の測定法

創抗張力の測定には，本教室の柴原らが開発し

た創抗張力測定器１８）を用いた。創抗張力の測定は

創より０．５cmの間隔をおいて，０．３cm幅の鉗子

を真皮まで噛ませ，これを水平に毎秒０．３３cmの

速度で運動させ，創が断裂する際の左右の鉗子に

かかる圧力を抗張力として測定し，gf で表した

（写真１）。

４）病理組織学的観察

経日的に創傷部組織を切り出し，１０％中性緩衝

ホルマリン液に７日間浸漬固定した。固定後，組

織を適当な大きさに切り出し，水洗し，上昇アル

コール系列で脱水した後，パラフィンに包埋し，

厚さ３µmの薄切切片を作製した。染色はヘマト
キシリン－エオジン染色を行い検鏡した。一部の

標本については創傷部の新生コラーゲンをより明

確に観察するため，アザン染色を行った。

５）創傷部コラーゲンの定量

コラーゲンの定量は，コラーゲンに特異的なイ

ミノ酸であるヒドロキシプロリン（Hydroxy-

prolin，以下Hyp と略す）を指標として，Woess-

ner 改良法１９）を用いて行った。まず，施術前，作

創後の３，５，７，１４，２０および３０日後の各実験

期間でのラットの創傷部皮膚を採取し，ハサミ，

メスで創傷部周囲１mm幅を残して，周囲組織を

可及的に除去し，０．２ｇ程度とした。次にホモジ

ナイズした後，２０ml のアセトンとエーテルの同

量混合溶液を用いて４℃で１２時間脱脂した。つい

で３７℃で６時間乾燥後，乾燥試料の適量（１－５０

mg）を正確に秤量し，Pyrex 社製スクリュー

キャップ付き試験管内に入れ，６Ｎ塩酸２ml を

加え，試験管内を窒素置換した後，１００℃で５時

間加水分解した。室温にて冷却後，１０Ｎ水酸化カ

リウム溶液を加え pHを７－８に調整し，水で適当

に希釈し試料溶液とした。この試料に０．０５Ｍのク

ロラミンＴを１ml 加えて，室温で２０分間溶液を

酸化させた。さらに残留するクロラミンＴを分解

させるために，３．１５Ｍの過塩素酸を１ml 加え室

温で５分間放置した。最後にエーリッヒ試薬（２０％

ρ－DMAB溶液）を１ml 加えて６０℃で２０分間，十

図１ ラット腹部に作創した実験的一次
縫合創と創傷部皮膚の採取部位

写真１ 創抗張力測定器

Ａ：病理組織学的観察
Ｂ：創傷部コラーゲン量の測定

歯科学報 Vol．１０２，No．１１（２００２） ８８７
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分に混和し発色させた後，氷浴中にて急冷し，分

光光度計を使用して５６０nmで比色定量した。さ

らに各測定値は乾燥重量１mgあたりのHyp 値

に換算して比較検討した（図２）。

４．実験期間と動物数

前記のDM群，INS－１w群，INS－２w群およ

び対照群の４群に対して肉眼的観察，血糖値の測

定および尿成分検査を観察期間中に週１回行っ

た。同様の４群に対し創抗張力測定を施術後３，

５，７，１４，２０，３０，４０日後に，病理組織学的観

察は施術後３，５，７，１４，２０日後に，創傷部皮

膚コラーゲンの定量を施術後３，５，７，１４，

２０，３０，４０日後に行った。なお，病理組織学的観

察のみ施術よりコラーゲン線維の成熟までの過程

を観察するため施術２０日後までの観察とした。実

験動物は，施術３，７，２０，４０日後および施術５，

１４，３０日後に測定する２群に分けて行い，同一の

創を用いて創抗張力の測定，病理組織学的観察お

よび創傷部皮膚コラーゲン量の測定を行った。ま

た，施術前の状態が糖尿病の影響により，あるい

は血糖値コントロールの効果によりどのように変

化しているか把握する目的で前記したDM群，

INS－１w群，INS－２w群および対照群の４群の

創を加えていないラットを用いて，病理組織学的

観察および創傷部皮膚コラーゲン量の測定を行っ

た。実験群のラットの総数は１１５匹であった（表

１，図３）。なお，今回の実験では創の感染した

個体は感染による全身状態の変化，創の治癒に与

える影響を考慮し，実験群より除外した。除外し

た内訳はDM群４例，INS－１w群１例，INS－２w

群２例であった。

各群間の比較は統計用ソフトwindows 版 SP-

SS を用い，一元配置の分散分析および Scheffe

法の多重比較による有意差の検定を行った。

表１ 実験群および観察項目と実験動物数
（単位：匹）

実験群および観察項目
対照群 DM群 INS－１w群 INS－２w群 合計

施術前 施術後 施術前 施術後 施術前 施術後 施術前 施術後 施術前 施術後

１ 病理組織学的観察 ３ ２０ ３ ２０ ５ ２５ ５ ２８ １６ ９３

２ 創抗張力 － ２０ － ２０ － ２５ － ２８ － ９３

３ 創傷部コラーゲン量 ５ ２０ ５ ２０ ６ ２５ ６ ２８ ２２ ９３

合計 ５ ２０ ５ ２０ ６ ２５ ６ ２８ １１５

図２ コラーゲンの定量法 図３ 各実験群の時系列

８８８ 武田，他：糖尿病の創傷治癒過程へのインスリンの影響
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結 果

１．肉眼的観察

STZ投与４週後のDM群は全身的に衰弱が著

しく，動作は緩慢で個体により振戦が認められ

た。皮膚性状の変化としては立毛，皮膚の乾燥

感，落屑，脱毛の増加がみられた。皮膚は菲薄化

し，緊張感は低下した。また，特有の悪臭が認め

られた。これらの所見は明らかに対照群とは異な

る状態であった。また，INS 群ではインスリンに

よる血糖値のコントロール開始１週後以降ではい

ずれもDM群の様な所見は消失し，対照群と同

様であった。

ラット体重の経日的変化は対照群では搬入１週

後では３０２．２±８．９ｇであったが，暫時増加し，搬

入１２週後には４６８．４±４３．７ｇに達した。それに対

し，DM群では STZ投与４週後（搬入５週後）の

体重は３５３．３±２５．８ｇと対照群と比べて有意（Ｐ＜

０．０５）に少なく，それ以降にも体重の増加はみら

れなかった。INS 群ではインスリン投与前はDM

群とほぼ同様の値を示したが，インスリン投与開

始後より著明な体重増加を認め，INS－１w群，INS

－２w群とも搬入８週後以降では対照群と有意差

なく推移した。また，DM群との比較では，INS

－２w群は搬入５週後まで，INS－１w群は搬入６

図４ ラット体重の経日的変化

図５ 血糖値の経日的変化

歯科学報 Vol．１０２，No．１１（２００２） ８８９
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週後まで有意差がなかったが，それ以降の観察期

間中は明らかな有意差（Ｐ＜０．０５）を認めた（図

４）。

２．血糖値，尿成分の経日的変化

血糖値は対照群では観察期間中１１０mg／dl 前

後と安定していた。DM群では STZ投与４週後

では４５５．５±５１．３mg／dl と対照群と比べて有意

（Ｐ＜０．０５）に高血糖状態を示し，以後４５０mg／dl

前後の値を維持した。INS 群では両群ともインス

リン投与開始１週後で平均値が２５０mg／dl 以下

となり，以降は１８０mg／dl 前後に推移した（図

５）。

尿糖の経日的変化については対照群では観察期

間中に尿糖は検出されなかった。DM群は搬入５

図６ 尿糖・尿ケトン体検出率の経日的変化

図７ 創抗張力の経日的変化

８９０ 武田，他：糖尿病の創傷治癒過程へのインスリンの影響
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週後では STZ投与による高血糖状態に伴い，尿

糖（３＋）の検出率が高かった。INS 群ではインス

リン投与による血糖値の減少に伴い，尿糖（２＋）か

ら（３＋）の検出率が低下したが，尿糖（＋）はインス

リン投与後も半数程度に検出された。

尿ケトン体の経日的変化については対照群では

観察期間中に尿ケトン体は検出されなかった。ま

た，DM群では STZ投与後より観察期間にかけ

て，２０％から４０％の検出率であった。INS 群では

インスリン投与開始後にはDM群に比し，尿ケ

トン体検出率の低下が認められた（図６）。

３．創抗張力の経日的変化

創抗張力は対照群では施術７日後までは緩徐な

増加を示し，その後，施術３０日後にかけて急激な

増加を示し，以後４０日後にかけては緩徐に増加し

て，最高値の７０６８±１０３ｇに達した。

それに対し，DM群では施術５日後までは対照

群と有意差なく増加したが，以降４０日後にかけて

創抗張力の増加は緩徐であり，施術４０日後の創抗

張力は４０５０±７９gと対照群より有意（Ｐ＜０．０５）に

減少した。

INS 群では対照群と同様に施術７日後より急激

に増加し，対照群との間にほとんど差はみられな

かった。INS 群と DM群との比較では施術２０日

後以降で有意（Ｐ＜０．０５）に増加を示した。なお，

INS－１w群と INS－２w群との比較ではほとんど

有意差はみられなかった（図７）。

４．病理組織学的観察

１）対照群

� 施術前

皮膚は表皮，真皮，皮膚筋層（P. C.），皮下組

織で構成され，表皮は角化層，顆粒層，有棘細胞

層および基底細胞層の４層から構成されている。

真皮は密なコラーゲン線維で構成される緻密な

結合組織とその深層の脂肪組織に富む結合組織か

らなり，多数の毛根，皮脂腺が認められる。この

真皮層に続いて下層に横紋筋の皮膚筋層があり，

その深層には皮下組織がある（写真２）。

� 施術後

施術３日後には創は再生上皮により完全に閉鎖

されていて，基底細胞は深部に向かって増殖して

いる。多数の線維芽細胞様の紡錘形を呈した細胞

が創に沿って帯状にみられ，その周囲には細い幼

若なコラーゲン線維様の構造が認められる。創周

囲は毛細血管の拡張や間質の浮腫が認められる

（写真３）。

施術５日後には再生上皮の厚径は施術３日後と

比べさらに増加している。創部の線維芽細胞様細

胞は表皮にほぼ平行に配列し，施術３日後に比べ

て著明に増加している。また，反応性炎症，円形

細胞浸潤は完全に消失している。アザン染色で創

周囲には幼若なコラーゲン線維様構造が多数認め

られる。（写真４，写真２４）。

施術７日後には再生上皮の厚径は施術５日後よ

図８ Hydroxyprolin の経日的変化
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り減少している。創部では線維芽細胞様細胞は施

術５日後より数が著しく減少している。個々のコ

ラーゲン線維様構造は不規則に配列し，施術５日

後より太さ，密度ともに増加している（写真５）。

施術１４日後では創部の線維芽細胞様細胞は消失

し，ここには太さのまちまちなコラーゲン線維様

構造が混在してみられ，その配列はは縦横に不規

則である（写真６）。

施術２０日後では創部は周囲の組織と判別困難と

なっている。個々のコラーゲン線維様構造はかな

り成熟し周囲の既存コラーゲン線維の形態に近づ

いている（写真７）。

２）糖尿病群（DM群）

� 施術前

表皮は角化層，顆粒層，有棘細胞層，基底細胞

層の４層から構成されているが，対照群と比べて

これらの層の区別は不明瞭になり，その厚径も減

少している。皮膚の表面は凹凸不整である。

真皮は対照群と比べ厚径が１／２に減少してい

る。真皮のコラーゲン線維様構造は不規則に蛇

行，個々のコラーゲン線維様構造は対照群と比べ

て極めて細い。また深層部に対照群で認められた

脂肪細胞はほとんどみられない。所々組織間隙が

広く空いているのが散見される。毛細血管，毛根

および皮脂腺などの皮膚付属器官には退行性変化

が認められる。深部の皮膚筋層は対照群に比べる

と著明な萎縮が認められる（写真８）。

� 施術後

施術３日後には上皮による創の閉鎖は達成され

ておらず，創内への上皮の増殖傾向は認めない。

創腔にはフィブリンが認められる。真皮，深部の

筋層ならびに皮下組織には円形細胞浸潤がみられ

るのみで，創周囲には線維芽細胞様細胞がわずか

に認められる。創周囲には充血，拡張した毛細血

管が多数みられ間質の浮腫が著明である（写真

９）。

施術５日後には創は再生上皮により完全に閉鎖

されている。創腔は幼若な肉芽組織で満たされて

いるが，ここには円形細胞浸潤が主体で線維芽細

胞様細胞は少なく，コラーゲン線維様構造はほと

んど認められない。創周囲にはいまだ拡張した毛

細血管がみられ，間質には浮腫が認められる（写

真１０）。

施術１４日後では創腔は不明瞭になりここには紡

錘形をした線維芽細胞様細胞と細いコラーゲン線

維様構造がみられる。しかし，周囲の既存コラー

ゲンと比べると新生したコラーゲン線維様構造は

極めて細い。反応性炎症はほぼ消失している（写

真１１）。

施術２０日後では再生上皮の厚径に変化はみられ

ない。再生上皮の表面は凹凸不整である。創傷部

の線維芽細胞様細胞はほとんど消失して，ここに

は不規則に配列した細いコラーゲン線維様構造が

多数みられる。コラーゲン線維様構造は施術１４日

後に比べると密度はかなり増加しているが，個々

の線維はいまだ細く，太い線維はほとんどみられ

ない（写真１２）。

３）インスリン投与１w群（INS－１w群）

� 施術前

表皮の各層は対照群と比べやや不明瞭となって

いる。また，厚径に関してはほぼ同様の厚径であ

る。皮膚表面はDM群程に著明ではないものの

凹凸不整である。真皮は対照群とほぼ同様の厚径

を示し，真皮のコラーゲン線維様構造はやや不規

則な走行を示すものの，個々のコラーゲン線維様

構造は対照群とほぼ同等の太さに回復している。

真皮の深層には対照群に比べ，より広い範囲に脂

肪組織が認められる。毛細血管，毛根および皮脂

腺などの皮膚付属器官にはDM群でみられた退

行性変化は認めず，対照群とほぼ同様である。深

部の皮膚筋層にDM群でみられた萎縮性変化は

認めず，対照群より厚さを増している（写真１３）。

� 施術後

施術３日後では創は対照群と同様に完全に閉鎖

されている。表皮の凹凸不整が認められる。基底

細胞は深部に向かって増殖している。真皮，筋層

および皮下組織には円形細胞浸潤がみられる。創

周囲には線維芽細胞様細胞が認められるが，対照

群と比べると少数である（写真１４）。

施術５日後では創を閉鎖した再生上皮の厚径は
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施術３日後と比べさらに増加している。線維芽細

胞様細胞は表皮にほぼ平行に配列し，施術３日後

に比べて著明に増加している。アザン染色で創周

囲のコラーゲン線維様構造は対照群より著明に少

ない（写真１５，写真２５）。

施術７日後では個々の線維芽細胞様細胞の数は

対照群のように著明に減少していない。その周囲

に幼若なコラーゲン線維様構造を認める。これら

は不規則に配列し，施術５日後より太さ，密度と

もに増加している（写真１６）。

施術１４日後では創傷部の線維芽細胞様細胞は消

失し，太さのまちまちなコラーゲン線維様構造が

混在してみられる。太いコラーゲン線維様構造が

増えて，その密度も増加している（写真１７）。

施術２０日後には表皮は依然として凹凸不整を呈

し，対照群と異なる所見を示すが，この時期以降

においてその他は対照群とほぼ一致した所見が得

られる（写真１８）。

４）インスリン投与２w群（INS－２w群）

� 施術前

INS－１w群と同様の所見を示した（写真１９）。

� 施術後

施術３日後には表皮の凹凸不整がみられ，ほぼ

INS－１w群と同様な所見を示した。創は完全に

再生上皮により閉鎖されおり，基底細胞は深部に

向かって増殖している。INS－１w群に比べ線維

芽細胞様細胞が創に沿ってより多くみられた。そ

の周囲に細い幼若なコラーゲン線維様構造がみら

れ，その量は INS－１w群より多く密度も密で

あった（写真２０）。

施術５日後には再生上皮の厚径は施術３日後と

比べさらに増加している。線維芽細胞様細胞の

数，生成されたコラーゲン線維様構造の密度，量

は INS－１w群に比べやや多い（写真２１，写真

２６）。

施術７日後には再生上皮の厚径は施術５日後よ

り減少し，同時期対照群でみられ，INS－１w群で

はみられなかった上皮の増殖も消失している。創

傷部には線維芽細胞様細胞が施術５日後より減少

傾向を認めたが，対照群程著明ではなかった。幼

若なコラーゲン線維様構造が多数認められ，その

程度は INS－１w群と同様である（写真２２）。

施術１４日後には創傷部の線維芽細胞様細胞は消

失し，まちまちな太さのコラーゲン線維様構造が

混在してみられた。個々のコラーゲン線維様構造

は縦横に不規則に配列し，その太さ，密度ともに

増加している。INS－１w群と比べこの時点でほ

ぼ同様の状態となった（写真２３）。

５．創傷部コラーゲン量の経日的変化

施術前の皮膚コラーゲン量は対照群で６．８２±

０．７８µg／１mgdry－weight tissue（以下µg／mgと
略す）であったのに対し，DM群では４．４２±０．８２

µg／mgと有意（Ｐ＜０．０５）に減少していた。INS
－１w群，INS－２w群はともに６．１０±０．７９µg／mg，
６．１８±０．６８µg／mgとDM群より有意（Ｐ＜０．０５）に
増加しており，対照群よりわずかに低値であった

が有意差を認めなかった。INS－２w群は INS－１

w群よりわずかに高値を示したが，有意差はな

かった。

施術後の創傷部コラーゲン量については対照群

で施術３日後に３．６８±０．７２µg／mgを示し，５日
後まではほとんど増加がみられなかった。施術５

日後以降では急激な増加を示し，施術３０日後で

７．７６±０．２６µg／mgと最高値に達し，以後施術４０
日後にかけては特に増加を認めなかった。DM群

では施術３日後に２．３６±０．３９µg／mgと対照群に
対して有意（Ｐ＜０．０５）に低値であり，施術５日後

以降は対照群のような急激な増加はなく緩徐な増

加にとどまり，施術５日後以降も全ての期間で明

らかな有意差（Ｐ＜０．０５）を認めた。施術４０日後に

おいても４．８９±０．３７µg／mgと対照群の約２／３程
度にとどまった。INS 群と DM群との比較では

ほとんど全ての観察期間においてDM群に対

し，有意（Ｐ＜０．０５）に増加を示したが，対照群と

の比較で創傷部コラーゲン量は全ての観察期間中

に対照群には達しなかった。INS－１w群と INS

－２w群との間の比較では，施術５日後に INS－

２w群は有意差はなかったものの，高値であり，

施術後早期の段階で INS－２w群のコラーゲン産

生が INS－１w群を上回っていることを示した。
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それ以外は特に有意差なく推移した（図８）。

考 察

糖尿病患者に手術を行う場合には術前の全身管

理，なかでも血糖コントロールが重要であること

は周知の事実であり，その程度および期間の２点

が問題となる。血糖コントロールの程度に関して

多くの臨床的７）～１６），基礎的２０）な研究があり，一般

的には空腹時血糖は１５０mg／dl 以下で尿中ケト

ン体陰性の範囲とする７）～１０），１２），１４），１５），１６），あるいは随

時の血糖値が１５０～２５０mg／dl の範囲（surgical

zone）になるようにコントロールすべきといわれ

ている８，１６）。一方，コントロール期間に関しては

臨床的報告も，その理論的背景となる基礎的研究

もほとんどみられない。そこで，著者はインスリ

ンが創傷治癒過程に与える影響を実験的に研究し

た。実験動物においては上皮細胞の細胞交代時間

が正常ラットで２日，糖尿病ラットで５日とさ

れ２１），糖尿病態の改善には最短でも数日を要する

と予想される。また，諸家の報告より糖尿病態で

の細胞動態やポリオール代謝経路の異常が２週間

程度で改善することが推測される１７，２２）。このた

め，インスリンの投与期間は術前１週前および２

週前として実験を行った。実験結果から以下の点

について考察する。

１．皮膚のコラーゲン量の回復に対するインスリ

ン投与の効果について

糖尿病では皮膚のコラーゲン量が減少し，密度

もすう疎となっているので皮膚の力学的抵抗性は

低下している。したがってこれに創を加えた際の

治癒も著しく遅延し，かつ不完全であることにつ

いてはすでに教室の西垣が詳細に報告してい

る４）。しかし，術前の血糖コントロールによって

この様な状態が改善できるのか，あるいはコント

ロールに有する期間はどれくらい必要なのかなど

について追究した報告は著者の渉猟しえた範囲で

は全くみられない。本実験において，著者らは

ラットの血糖値が surgical zone とした８０～２５０

mg／dl の範囲になるように２～２０Ｕのインシュ

リンを投与してコントロールした。術前１週間お

よび２週間のコントロールを行ったところ，形態

学的な観察で表皮厚径の回復がみられたのに加

え，真皮厚径の回復，特にコラーゲン線維の太さ

と密度の回復がみられたが，INS－１w群と INS

－２w群の間での違いはみられなかった。皮膚コ

ラーゲン量は両群ともDM群に対し有意（Ｐ＜

０．０５）に増加しており，対照群に対しては若干下

回ったものの有意差がみられない程度に回復して

いた。INS－１w群より INS－２w群の方がわずか

によい傾向であったが，有意差はみられなかっ

た。

２．インスリンの創傷治癒に与える影響について

インスリン投与により創傷治癒過程が改善され

るのは，血糖値が改善されることによる間接作用

とインスリンによる直接作用２３），２４）の両者が関与し

ていると言われているが，著者は創傷治癒過程を

病理学的に観察するばかりではなく，創傷部のコ

ラーゲンの定量，創抗張力の変化についても併せ

て追究した。

インスリンによる血糖コントロールによって形

態的には治癒の早期においては対照群よりやや遅

れていたものの，施術１４日以降はほぼ同様な治癒

経過を示した。形態学的に観察した研究では酒

向２５）は STZ誘発ラットの硬口蓋骨膜全体を剥離

除去し，経日的に観察したところ，インスリンを

術前より投与した群で病理組織学的治癒経過，上

皮進展度が対照群とほぼ同様に改善したと報告

し，インスリンによる手術前の血糖コントロール

が有効であると主張している。Prakash ら２６）は切

創の治癒過程について観察したところ，DM群で

は治癒遅延を示したのに対し，インスリンにより

血糖コントロールを行った群は正常群と有意差を

生じなかったと報告している。著者の行った実験

では術前の血糖コントロールで改善する部分もあ

るが，創腔周囲の線維芽細胞の出現時期は遅れ，

反応性炎症はやや長期にわたり残存し，コラーゲ

ン線維の出現とその成熟が遅れるなどの改善され

ない点もみられた。

コラーゲンの量においてはDM群に比べて著

しい改善がみられたが，対照群に比べて術後早期
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から施術４０日後までわずかではあるが，有意な差

がみられた。

コラーゲン定量に関しては Prakash ら２６）が同様

な実験を行い，対照群とほとんど差がみられな

かったと報告しているが，この報告では試料の採

取に問題があったと考えられた。即ち，創傷部の

周囲組織を多く採取しすぎたため，創傷部コラー

ゲンの変動が周囲の既存コラーゲンにマスクされ

感知できなかった可能性がある。

創抗張力についてはDM群に比べて有意に高

い値を示したが，対照群との間には有意差はみら

れなかった。創抗張力についてAndreassen ら２７）

は STZ誘発糖尿病ラットの背部皮膚に切創を作

創し，その治癒経過の物理学的性状を比較したと

ころ，インスリンによる血糖コントロールを施術

日より開始した群と施術５日前より開始した群で

はともに対照群と観察期間中ほとんど有意差がみ

られなかったと報告している。Rosen ら２８）も同様

な実験を行い，ほぼ同様の結果を報告している。

これに対して，Rosental ら２９）は対照群より創抗張

力が高値を示したと報告しているが，今回の実験

からは創抗張力が対照群を上回るとは考えにくい

と推察された。

創傷治癒を把握するためには，形態学的，物理

学的，生化学的観察の三者を同時にかつ総合的に

追究する必要があると思われる４），３０）。STZ誘発糖

尿病ラットはその初期（２～４週後程度）では血液

レオロジーの変化が主体となり，１０週以降では血

管の形態学的変化が主体となって微小循環障害を

生じているといわれている１７）。著者の行った実験

では STZ投与４週後の比較的発症後早期の糖尿

病ラットを用いたものの，形態的にみて２週間の

長期にわたる術前コントロールでも対照群に比べ

て治癒機転はやや遅れ，特にその早期には明瞭な

違いが認められた。コラーゲン量は対照群に比べ

早期から観察期間中にかけて少ない傾向を示し

た。これに比べて創抗張力は早期では対照群，INS

群，DM群と有意差がみられず，施術２０日以降に

DM群と大きな差がみられた。これは早期ではコ

ラーゲン線維の生成が遅延するも創抗張力測定器

での測定値には差が生じず，２０日以降ではその後

のコラーゲン線維の成熟程度に差が生じたためと

思われる。また，INS 群と対照群間に差がみられ

ないのはコラーゲン線維の成熟が対照群と同様に

行われたこと，および INS 群で皮膚筋層および

真皮下層の脂肪組織が対照群と比べインスリン投

与後に広範囲にみられ，それにより皮膚の厚径が

増加し，力学的抵抗性を高めているためと思われた。

３．術前のインスリンによるコントロールの期間

について

臨床においては，血糖コントロールの期間とし

てRossini ら６）は手術の１～２日前，若林ら８）は少

なくとも３日前，中野ら９）は数日，小倉ら７）は少な

くとも１週間前，北村ら１５）は２週間前としてい

る。これに対して大柳１４）は急激な血糖低下には問

題があるので，良性疾患の手術では１００日，悪性

疾患の手術では１ヶ月程度かけて行うべきだと述

べている。

著者の実験から，INS－１w群でもDM群に比

べて著しい改善がみられたが INS－２w群の方が

より良好な結果であった。INS－１w群と INS－２

w群との比較では術後早期特に施術５日後に著

明な違いがみられ，このことは術後の創の�開や
術後感染に大きな意味を持つと考えられた３１）。ま

た，施術２週前よりインスリン投与を行っても対

照群には及ばないことが観察され，糖尿病ラット

の創傷治癒遅延に関してインスリンコントロール

以外の因子の関与が示唆された。

以上の結果より臨床の面では手術前のスクリー

ニング検査が重要であり，手術症例の基礎疾患と

して糖尿病が確認された際には可及的に早い時期

よりインスリンによる血糖コントロールを開始す

る必要があること，創傷治癒に有利な術式を選択

すべきことが示唆された。また，術後早期での創

の�開，治癒不全を免れ順調に治癒過程を歩んで
いると考えられる場合においても，その治癒過程

は何らかの障害を受けていることを考慮して注意

深く観察することが重要であると考えられた。
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結 論

１．糖尿病ラットの皮膚においては創傷治癒過程

におけるコラーゲン量，創抗張力，病理組織学

的所見がともに対照群より劣っていた。

２．手術前のインスリンによる血糖コントロール

により皮膚のコラーゲン量，創抗張力，病理組

織学的所見が対照群にはおよばないものの，糖

尿病群より著明に改善した。

３．手術前の１週間および２週間のインスリンに

よる血糖コントロールにより皮膚の治癒過程が

改善された。

４．手術前の１週間および２週間のインスリンに

よる血糖コントロールで有意差は認めなかった

が，２週間の方がラット皮膚の創傷治癒はより

改善した。しかし，対照群の治癒経過とは差異

を認めた。

５．手術前のインスリンによる血糖コントロール

は不可欠なものである。

６．糖尿病ラットの創傷治癒遅延に関してインス

リンコントロール以外の因子の関与が示唆され

た。
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An experimental study on wound－healing process and influence
of insulin in the streptozotocin－induced diabetic rats

Eizo TAKEDA, Hiroyasu NOMA and Takahiko SHIBAHARA

The１st Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Hiroyasu Noma）

Key words : streptozotocin, diabetes, insulin, wound healing, hydroxyproline

Pre－operative insulin control including the dosage and the period of administration is extremely

significant in treatment of diabetic patients. The aim of this study was to clarify experimentally the ef-

fects of insulin administration on woundhealing of the skin. Under management of blood sugar level,

volume of collagen, tensile strength and the pathological healing process of wounds were investigated

in rats with diabetes induced by streptozotocin. Both volume of collagen and tensile strength were

lower in diabetic animals than in untreated ones. Delay of the healing process was observed histopa-

thologically in the diabetic rats. Regressive and atrophic changes due to diabetes mellitus were re-

stored remarkably in insulin treated animals. Preoperative insulin administration also improved healing

processes. Insulin administration for 2 weeks resulted in faster, more prominent wound healing in than

that for 1 week. From these results, it is suggested that pre－operative insulin control is essential for

treatment in diabetic patients and that factors other than insulin pre－treatment should be considered

to control wound healing in diabetes mellitus. （The Shikwa Gakuho，１０２：８８５～９０４，２００２）
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写真２ 対照群，施術前（Ｈ－Ｅ，×
４０）皮膚は表皮，真皮，皮膚筋層
（P. C.），皮下組織で構成される

写真３ 対照群，施術３日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）創傷部を↓で示す。以下
同様に記載。
創は再生上皮により完全に閉

鎖され，基底細胞は深部に向
かって増殖している。多数の線
維芽細胞様の紡錘形を呈した細
胞が創に沿って帯状にみられる

写真４ 対照群，施術５日後（Ｈ－
Ｅ，×１００）再生上皮の厚径は施
術３日後と比べ増加している。
創部の線維芽細胞様細胞は表皮
にほぼ平行に配列し，著明に増
加している。また，反応性炎
症，円形細胞浸潤は完全に消失
している

写真５ 対照群，施術７日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）再生上皮の厚径は施術５
日後より減少し，創部では線維
芽細胞様細胞は数が著しく減少
している。個々のコラーゲン線
維様構造は不規則に配列し，太
さ，密度ともに増加している
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写真６ 対照群，施術１４日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）創部の線維芽細胞様細胞
は消失し，ここには太さのまち
まちなコラーゲン線維様構造が
混在してみられ，その配列はは
縦横に不規則である

写真７ 対照群，施術２０日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）創部は周囲の組織と判別
困難となっている。個々のコ
ラーゲン線維様構造はかなり成
熟し周囲の既存コラーゲン線維
の形態に近づいている

写真８ DM群，施術前（Ｈ－Ｅ，×
４０）対照群と比べて表皮の４層
の区別は不明瞭になり，その厚
径も減少している。皮膚の表面
は凹凸不整である。真皮は対照
群と比べ厚径が１／２に減少して
いる。深層部に脂肪細胞はほと
んどみられない。所々組織間隙が
広く空いているのが散見される

写真９ DM群，施術３日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）上皮による創の閉鎖は達
成されておらず，創内への上皮
の増殖傾向は認めない。創腔に
はフィブリンが認められる。創
周囲には線維芽細胞様細胞がわ
ずかに認められる
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写真１０ DM群，施術５日後（Ｈ－Ｅ，
×１００）創は再生上皮により完全
に閉鎖されている。創腔は幼若
な肉芽組織で満たされている
が，ここには円形細胞浸潤が主
体で線維芽細胞様細胞は少な
く，コラーゲン線維様構造はほ
とんど認められない

写真１１ DM群，施術１４日後（Ｈ－Ｅ ，
×１００）創腔は不明瞭になりここ
には線維芽細胞様細胞と細いコ
ラーゲン線維様構造がみられ
る。新生したコラーゲン線維様
構造は極めて細い。反応性炎症
はほぼ消失している

写真１３ INS－１w群，施術前（Ｈ－
Ｅ，×４０）表皮の各層は対照群と
比べやや不明瞭だが，厚径はほ
ぼ同様である。真皮は対照群と
ほぼ同様の厚径を示す。深部の
脂肪組織，皮膚筋層に萎縮性変
化は認めず，対照群より厚さを
増している

写真１２ DM群，施術２０日後（Ｈ－Ｅ ，
×１００）再生上皮の厚径に変化は
みられず，その表面は凹凸不整
である。創傷部の線維芽細胞様
細胞はほとんど消失して，ここ
には細いコラーゲン線維様構造
が多数みられる
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写真１４ INS－１w群，施術３日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）創は対照群と同様
に完全に閉鎖されている。表皮
の凹凸不整が認められる。基底
細胞は深部に向かって増殖して
いる。創周囲には線維芽細胞様
細胞が認められるが，対照群と
比べると少数である

写真１５ INS－１w群，施 術５日 後
（Ｈ－Ｅ，×１００）再生上皮の厚
径は施術３日後と比べさらに増
加している。線維芽細胞様細胞
は施術３日後に比べて著明に増
加している

写真１６ INS－１w群，施術７日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）個々の線維芽細胞
様細胞の数は対照群のように著
明に減少していない。その周囲
に幼若なコラーゲン線維様構造
を認める

写真１７ INS－１w群，施術１４日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）線維芽細胞様細胞
は消失し，太さのまちまちなコ
ラーゲン線維様構造が混在して
みられる。太いコラーゲン線維
様構造が増え，その密度も増加
している
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写真１８ INS－１w群，施術２０日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）表皮は依然として
凹凸不整を呈し，対照群と異な
る所見を示すが，この時期以降
においてその他は対照群とほぼ
一致した所見が得られる

写真１９ INS－２w群，施術前（Ｈ－
Ｅ，×４０）INS－１w群と同様の
所見を示した

写真２０ INS－２w群，施術３日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）ほぼ INS－１w群と
同様な所見を示した。INS－１w
群に比べ，線維芽細胞様細胞が
創に沿ってより多くみられ，周
囲の細く幼若なコラーゲン線維
様構造の量もより多く，密度も
密であった

写真２１ INS－２w群，施 術５日 後
（Ｈ－Ｅ，×１００）再生上皮の厚径
は施術３日後と比べさらに増加
している。線維芽細胞様細胞の
数は INS－１w群に比べやや多
い
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写真２３ INS－２w群，施術１４日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）創傷部の線維芽細
胞様細胞は消失し，まちまちな
太さのコラーゲン線維様構造が
混在してみられ，その太さ，密
度ともに増加している。INS－
１w群と比べこの時点でほぼ同
様の状態となった

写真２２ INS－２w群，施術７日後（Ｈ
－Ｅ，×１００）再生上皮の厚径は
施術５日後より減少し，上皮増
殖の消失は対照群と同様であ
る。幼若なコラーゲン線維様構
造が多数認められ，その程度は
INS－１w群と同様である

写真２４ 対照群，施術５日後（アザ
ン染色，×２００）創周囲には幼若
なコラーゲン線維様構造が多数
認められる

写真２５ INS－１w群，施 術５日 後
（アザン染色，×２００）創周囲の
コラーゲン線維様構造は対照群
より著明に少ない

歯科学報 Vol．１０２，No．１１（２００２） ９０３

― 51 ―



写真２６ INS－２w群，施 術５日 後
（アザン染色，×２００）生成された
コラーゲン線維様構造の密度，
量は INS－１w群に比べやや多
い
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