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抄　鋳:骨形成を促進することは也傷骨の修復を早め,患者を早期に社会復帰させるためにも非常

に有意義である｡現在,骨形成促進の研究は骨形成サイトカインであるBMPなどを中心に行われ

ている｡しかし,個々のサイトカインは単独で作用する訳ではなく,骨形成過程に応じたカスケー

ドにより出現し,相互に影響し合って骨を形成すると考えられる｡骨形成に必要な各サイトカイン

は骨麓の綿月包成分である骨形成性細胞から必要に応じて各々分泌されると考えられているo

現在まで培養骨芽綿胞の研究は多数報吾されているが,骨形成性細胞を全体として含んだ骨麓に

よる骨形成の報吾は少ない｡今回, 17日鶏膝の大腿骨より採取した幼若骨麓を受精9日鶏卵より作

成した柴尿摸培地上で培養し,培養骨膜からの骨新生過程を組織学的に観察したO鶏卵柴尿麓培地

では10日間の培養が可能であり,培養骨膜からは培養4日目頃から骨が新生され,その後10日目に

かけて急速に骨が培養骨濃内で成長するのが観察されたo骨形成性の細胞を全体として含む幼若骨

膜からは比較的短期間で容易に骨が新生された｡その際,既存の骨膜構築は一度失われ,培養環境

に応じた新しい骨形成性の細胞配列が再構築され,新たな環境で骨の新生が開始されたものと考え

られる｡

辛-ワード:骨膜,骨形成能,乗尿且莫培養,実験的研究

緒　　　　　責

骨の形成には内欧骨性骨化と濃性骨化があるこ

とが知られているが,初期骨化のメカニズムに関

してはなお解明されていない点も多い｡骨折など

の抗傷骨の修復を促進することは,人の社会復帰

を早め,高麻者のみならず全人薮の福音となるO

今回,骨折などの修復の際,主役を演じている

と思われる骨膜からの骨化に庄冒し,幼若骨膜を

別刷請求先: 〒　　　　　市川市菅野
東京歯科大学市川総合病院整形外科　高橋正憲

---　51

用い骨膜からの骨新庄の過程を検討した｡今回の

実験は,より　　　　に近い条件である鶏卵柴尿

肢培地( C A膜培地)上で骨膜の器官培養を行い,

培養骨膜の経時的な変化と新生骨形成過程を組織

学的に検討した｡

方　　　　　法

今回の実験方法を図1に示すo

まず　　　　　らの方法に準じて受精9日鶏

卵を用い糞尿膜培地を作成した1)｡

次いで, 17日鶏膝の大腿骨骨幹郭より長さ約6
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mmの骨膜片を大腿骨よりストリップして円筒状  

に採取し，骨膜に付着した既存の骨砕片は充分洗  

浄した後，移植片として柴尿膜培地上に移植し  

た。移植した骨膜片を培養1日目より受精鶏卵が  

酵化する直前の19日卵まで10日間繹特約に採取し  

て，ソフテックスで撮影し骨化程度を調べた後，  

パラフィン包埋，帝切後，H，E染色で培養骨膜  

の構築の変化と骨形成過程を組織学的に観察，検  

討した。  

結  果  
1）17日鶏胚大腿骨骨幹部の正常純絹像  

17口実馴イ；の人腿骨骨幹部の横切標本の組織像で  

は，仲側の骨皮質は薄く斥引則は厚い傾向が見られ  

た。中央部は骨髄腔は見られたが，海綿骨構造は  

未だ完成していなかった。骨膜層は厚く，その外  

周には筋肉層が付着していた（図2）。骨膜を骨幹  

部からストリップした円筒状の骨膜は，低倍率の  

縦切標本では，骨幹部が抜けて観察され，横切標  

本では中空の円筒状の骨膜層であった（図3）。   

高倍率で観察すると，骨膜層は最内層で骨から  

剥離されており，骨膜屑は細胞成分に富む内側の  

Cambiumlayerと外側の線維成分に嵩むFib－  

rouslayerが観察された。細胞成分は10数層と  

厚く，骨に接していた部の骨芽細胞は卵円形で活  

動性が高かった。Fibrouslayerの外周には未発  

達な筋層が付着しているた（園4）。  

2）ソフテックス像   

ソ7テックス撮影では培養4日目ころより培養  

骨膜内に石灰化を思わせる淡いⅩ線不透過像が観  

察されるようになった。その後不透過像は急速に  

（b）†藁切  

図317日大腿骨骨幹郡よりストリップした円「j拭  
の骨膜  

周l媚には筋層（矢印）が付着している（2〉く2．5）  

図11〟跡Jl上」1こ≡丈】  

打  
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 図1 正常17日骨膜層の高低二率傑（20く4）  

骨膜層はCambiumlayerとFibrouslayer  
が区別される   

図2 正常な17R鶏口不大腿骨骨幹郡の縦切組織像   
（2×2．5）  
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培養骨順内で増大し，骨化様陰影となり，培養10  

日には骨化様陰影は一つの培養骨膜内で7～8割  

の容積を占めるようになった（図5）。  

3）培養骨暇の組織像   

培養第1日：骨膜けは楕円形に収束し，周囲は  

薄い被膜に被われるようになったが，骨を引き抜  

いた椎は液状物質を入れ，なお保たれていた。筋  

層はやや配列が乱れてきた（図6）。高倍率では，  

骨膜層は膨化して線維成分が目立ち，細胞成分は  

急速に数が減少し核ほ小巧1化した（岡7）。   

培養誘1．5I†：骨膜層はさらに細胞成分が減少  

したが，対向した骨暇層が接触した部分では骨膜  

表層の細胞が染色性を増し大型化する傾向が見ら  

れた（l父†8）。   

培養第2［］：培養骨膜は更に円形に集束し，周  

囲の被膜は明瞭となり，その内側には新生された  

l〔ll管が見られる様になった（岡9）。高倍率では，  
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図7＋培養1日：培養骨膜の高倍率傾（20〉（4）  
骨膜同は膨化し細瞳成分は疎になる  
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図8 上告養l．5日こJ．ニミ・轟骨膜の高倍率像（20x4）  

対抗した骨膜間が指した部では細胞は染色  
性を増L人型化する（矢印）   】く1 〔しト＝ル）ノ7三ン∴膏  

′
．
j
 
 

匪16 培養1R：培養骨腫の全体像（4：ヾ2．5）  
骨膜は暗ll」形に収束し周l珊は薄い被膜で覆  

われる  

図9 培養2：1，亡ミ■肯け膜の全体像（4メ2．5）  
骨膜周間の舷j：卓は明瞭となり，被膜の内側  

には血管（矢印）か新坐する   
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∵∵∵∴∵■、、、、：●、－て  対抗した骨膜層が接触した部では幼若な細胞が増  

碩し，一時細胞成分が減少していた既存の骨膜層  

にも細胞成分が見られるようになった（図10）。   

培養第2．5日：骨膜接触面で増殖を開始した細  

胞群は，数を増して楕円形に集族し．細胞成分の  

減少していたFibrouslayerでも再び細胞成分  

が見られる様になった（図11）。   

培養第3日：増殖して楕円形に集族した細胞群  

は大きくなり染色惟を増して活動性であり，中心  

部では無構造に染まる初期石灰化と思われる像が  

認められるようになった（図12）。   

培養第3．5日：培養骨膜片の周岡は明瞭な被膜  

で被われ その内側には新生血管が多数見られ，  

筋層は線維芽細胞様細胞に置換された（図13）。  
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図12 培養3＝∴培養督順の高倍率像（2日′ り  
集接した細胞は活動性で中心部に無構おな  

初期石灰化を思わせる像が出現する  
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挺113 上普養3．5」】：よ．、■H引相打再湘凋（4×2．5）  

骨膜周腱の被膜はリj瞭となり内側には新生  
血管（矢印）が多数見られる  

筋剛ま線維芽細胞様細胞に置換される  
聞10 培養2日：培養骨膜の高倍率俊（20x4）  

封抗した骨膜層が接した部では幼若な細胞  
か増殖を開始する  

図11上た葦2．う＝：H・毒性1即）．■封普率像（20×4）  

骨膜萌は軸面で上ミヤ埴した細胞は楕円形に集  
積Lてくる  

対1】ヱ7モ養ノ1ト1：増姉した糾川包集篠の小に初［三J」イ■   

灰化一矢印）を思わせる像が散在して見られる   
（20Y4）   

1．】  
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培養4日：骨膜層に閉まれた部分では円形の細  

胞が更に増殖し，初期石灰化像は散在するように  

なり（図14），拡大するとそれらの細胞は胞休が豊  

富で核も円形で活動性であり，一部骨化を思わせ  

る像も認められた（図15）。   

培養5日目：増殖，集鼓した細胞間に骨化は急  

速に拡大成島した（図16）。   

培養6日日：骨化は増殖した細胞間に急速に進  

展し，骨化した内部には骨梁表面の骨芽細胞が取  

り込まれるようになった（図17）。   

培養7日目：新生骨は次第に円形となり，開  

脚には厚い活動性の骨膜層が新たに形成された  

（図18）。   

培養8日目：新生骨は円形で更に大きくなり，  

内部は骨梁構造が明瞭となった（岡19）。高倍率で  

は，骨梁表面の骨井細胞は活動惟が高く．骨梁間  

には血球成分が認められるようになった。骨膜層  

は1D数層の厚さで活動惟であり，Cambium  
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た7舌動座の厚十亘棚で役われ，円形になって  
いく（10ヾ4）  図15 培養」口：・部骨化がl蓑」姶される（肌   

】可1riナ．ニ壬与1 丹ント上止り川［とrJり．′  

増人する（1t卜1）  

剥川f－‡さバこ折十十－はさらに人きく成1そしけ月1   
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は，骨形成性の細抱が動員され所動仲を増Lて盛  

んに骨を形成するようになると考えられる11’■2）。   

骨膜からの骨形成能を研究するには，骨形成能  

の盛んな時期の幼才一沌月順を用いるのが適してい  

ると思われ，今回は17日鶏胚大腿骨からの幼若  

な骨膜を用いて実験を行った。幼君な骨膜岡は  

外側のFibrouslayerと内側の細胞成分に富む  

Canbiurnlayerに分けられ，17甘鶏胚人腿骨骨  

幹部では10層位の細胞暦が観察される。それらの  

細胞屑は骨に接する内側では細胞は円形で活動性  

であり．外側に向かうに従い紡錘形となり線維芽  

細胞横となる。それらの細胞間には骨芽桁川軋 前  

骨芽細胞などの骨形成に関与する細胞が全休とし  

て含まれるものと思われる。今回採取した骨膜片  

には骨間閲の幼弱な筋層も一部含まれている。   

1ayerと1γibrotlSlayerが区別出来るように  

なった（園20）。，   

培養第9u目：骨化内部の骨梁での骨形成は鎮  

静化しつつあるが，周肝での骨新生は，尚盛ん  

で，一培養骨膜内にみられた数個の骨化核は互い  

に癒合するようになった（図21）。   

培養】0日目：新生骨同園の骨膜層は次第に活動  

性が低下し線維性骨肢の状態となった。骨梁表面  

の細胞成分も減少し骨新生は停Ⅰ上した（図22）。  

考  察   

成体では骨膜は線維成分に富む一層のLining  

la）rerとなり陛常な状態では骨形成能はない2’。  

一方，幼若な動物では成長のために骨が盛んに  

作られており，そのため榔挺も多層性で活動的  

である3〉（骨折等の刺激が加わると．成熟した  

Lininglayer内の細胞が刺激され骨形成性の細  

胞が誘導される。さらに骨膜層は厚くなり，細胞  

成分も多層となって，骨表面に接する細胞は活動  

性の骨芽細胞となり．骨折修復のための基質を産  

生するようになると考えられる小。骨膜か唱・形成  

に蚕要な役一別を果たしていることは明らかである  

が5J6爪，骨膜臼体から骨が形成されることを証明  

した研究は比較的少ない8馴l…l†。骨膜は骨の要  

請により種々に態度を変え，骨修復を要する際に  

図21培養9日：つの骨膜内の数個の骨化核は互  
いに癒合し新生′誅深部での伸†三成は鎮静化する   
（4〉し2．5）  r【、 
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梁表1「1jでは尚，骨芽紬抱の活動性は高く，骨実問  

には山腱鈷吏分が見られる  

ぅぺ  

rく】22J：Lて首凧】：新生廿■」川再出膜回し釦誹化L．  

皇jの丹ラ人は停！卜する（2口ヾ一4〕   
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採取した円筒状の骨月莫片を葉尿腰上で組織培養

した場合,小組織片であれば初期には周囲からの

卵巣液により栄養され,数ljすると周囲から新生

血管が組織片内に入り込み組織は移植された状態

で,庄存が可能となる.但し,鶏魅は20日で婚化

するため受精9日卵を用いた場合,培養期間は最

長で10日間である｡

培養された幼若骨膜からどの様な経過で骨が新

庄されるかを知ることは骨形成の初期過程を知る

上で大変興味が持たれる｡ HE染色による組織学

的観察ではあるが詳細に細胞の動態を検討した｡

移植骨膜は培養1日目では骨膜層が膨化し,細

胞核は小型化して細胞数も急速に減少する｡その

ため骨膜外層の　･　　　と共に線維成分が

目立って来る｡培養2日目には骨膜の対向面が接

し,癒合して厚くなる｡筋層は次第に筋構造が崩

壊し線維芽細胞様細胞に置換されて来る｡外周の

被膜に被われた内側には細い新生血管が入り始め

る｡ 3R目以後になると,骨膜層が接した部分で

は卵FI]形の染色性を増した綿胞群が増殖を開始す

る｡それらの細胞群は次第に大きく集族し培養4

E]日頃になると言舌動性の高い綿抱群の-部に石

灰化が見られる｡石灰化は次第に骨化して急速に

大きさを増し,遣残していた筋組織は次第に線維

芽細胞様細抱に置換されて,それらも次第に新生

膏に　き換わって行く　｡新生骨の外周では新

たに骨月莫が再生され,厚い骨膜層では活動性の細

胞が盛んに骨を作る｡新生された菅内部には骨梁

構造がつくられ,骨梁の表面でも骨芽細胞が盛ん

に骨を形成する｡培養された　イ固の骨膜内には数

個の骨化核が見られることがしばしばあり,各々

の骨化核は大きくなるに従い互いに融合して次第

に大きな骨塊となる｡数個の骨化核が出現するの

は,骨膜層が接して癒合し厚くなる部分が数箇所

でき,各々に活動性の細胞集族が出塊し,それら

から個々の骨化核が出場して来るからと考えられ

る｡この現象は筒状の骨膜片を移植に用いたこの

培養系において見られる特徴的な骨形成の過程で

あると考えられる｡培養9日目壇になると,骨麓

層は厚さを減じ,線維成分が増えて活動性は低下

1087

し骨形成は鎮静化して来る｡培養10日目頃には骨

膜は更に線維成分が増え,骨表層の骨芽細胞は所

請, I｣　　　　様に変化して骨形成はほぼ停止

した状態になる｡その後,この新生骨がどのよう

な経過をたどるかは今Ldの実験系では明らかにす

ることが出来なかったが, 10日頃には骨新庄が停

止してくるため,その後はこの骨には骨構造を維

持する機能的要請もない事から考え,破骨組胞等

の活動性が高まり,次第に吸収されて行くものと

考えられる｡

今回の幼若骨膜培養からの骨新生過程を検討す

ると,培養された既存の細胞成分に富む骨膜層は

-度その本来の構造は失われる｡しかし,元来幼

若で骨形成の能力の高い細胞集団であるため,新

たな培養環境に適った骨形成性の細胞集団に変化

して骨形成能を発揮するようになる｡さらに幼若

な筋層より発生した筋芽細胞も骨形成性の綿胞に

変化して骨形成に加わり,次第に新庄骨が成長し

ていくものと考えられる｡

結　　　　　論

今回,円筒状の幼若な骨月莫片を鶏卵の柴尿腰上

で10日間培養を行ったところ,培養4日目頃より

培養骨膜内に新たに骨形成性細胞が集族するよう

になり,集族した紹胞問に初期石灰化に引き続き

骨の新年が観察された｡骨形成過程を経時的に検

討すると, -皮,既存の骨膜構造は失われるが,

幼若な骨原性細胞を基に,培養環境に適した新た

な骨形成性の紹月包集族がおこり,その環境に適し

た骨新生がおこったものと考えられる｡この実験

系は,比較的簡単な操作で骨膜からの骨形成過程

の一つを示すものであり,今後,膏形成研究のI-一

つのモデルと成り待ると考える｡

(本研究は,東京歯科大学　口腔科学研究セン

ターの助成金を受けて行われた｡)

本論文の要旨は,平成9年度東京歯科大学口腔科学
研究センター　ワークショップ　　年3月7日,千

葉)において発表した｡また,第35回関東整形災害外科

学会　　年9月29日,東京)においても発表した｡
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The Bone Formation from the Periosteum of Chick

Embryonic Femur Cultured on Egg Chorioallantoic Membrane.
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Key words : periosteum, osteogenesis, culture on chorioallantoic membrane, expe-

rimental study

Promotion of osteogenesis facilitate the repair of injured bone, and is useful for early

return to daily activities, To date, studies of bone repair have focused on the activities of cyto-

kines such as BMP.

Cytokines secreted from osteoprogenitor cells of the periosteum do not act independently,

but rather cooperate with each other according to the cascade of bone formation･ Although

there have been numerous reports concerning the cultured osteoblast cells, it is essential to

observe the features of periosteal tissue which contain a variety of osteoprogenitor cells to

clarify the mechanisms of osteogenesis.

In the present study, the periosteum of 17 day chick embryonic femur was implanted on

the egg chorioallantoic membrane prepared from 9 d_ay chick embryo, then osteogenesis in the

periosteal tissue was observed histologlCally for 10 days. Osteoid ossification was observed after

4 days culture, and bone grew rapidly in the cultured periosteum.

In conclusion, the bone formation from the prlOSteum Was generated within a short period.

The preexisting structure of the periosteum might be once disappeared, and those newly gene-

rated might play Important roles.　　　　　　(The Shihwa Gahuho, 100 : 1081-1089, 2000)
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