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要 旨

生体組織 と生体材料の係わりを検討するために,

700℃焼成で粒径0.15pmと1,050℃焼成の粒径0.65-

30pmの合成-イ ドロキシアパタイ トセラミック微

粒子をラット腹部皮下に注入し,28日までの組織

反応を電子顕微鏡的に観察し,以下の結果を得た｡

1)およそ7〟mを境として,それより小さい粒

子は主 としてマクロファージにより貧食消化され,

それより大きい粒子または小さい粒子でも凝集し

て大きい粒子 とみなされる粒子塊は異物巨細胞に

より貧食消化されていた｡

2)集合していたマクロファージは血液由来の

単球が血管から出て細胞分裂をし成熟したものと

考えた｡マクロファージと異物巨細胞の両細胞は

多くの形態学的類似性を有し,かつマクロファー

ジが先行して出現することから,マクロファージ

の癒合により異物巨細胞へ と移行することが強 く

示唆された｡

3)3日目に700℃焼成の粒子が組織液にわず

かに溶解 し再沈着して電子密度の低い無定形の状

態で観察された｡材料の焼成温度が低 くカルシウ

ムイオンの溶出量が多いため,局所で一時的に細

胞為害性が生 じたと考えた｡

4)28日までの全実験期間を通 じて,局所に石

灰化物や骨の形成を認めず,かつ強い組織為害性

を認めなかった｡

5)観察された多核巨細砲には,波状緑きたは

刷子縁様の微細構造物は認めなかった｡

緒 昌

病理学では一般に, 外来性の異物処理の機転

は,炭素のように極めて小さくかつ刺激がなく障

害作用に乏しい場合には容易に処理排除されるが,
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異物がやや大きく固形性の場合には肉芽組織の増

殖を主体 とする器質化をするとされている1)｡さ

らに,会食消化可能な異物は組織球により処理さ

れ,比較的大きな異物片は多核性の異物巨細胞に

より処理されるとしている2)｡近年,臨床的に多

用されるようになってきた生体材料 といわれるも

のであっても,生体内に挿入すると,生体は "異

物''に対する反応と同じ態度を示すと考えたい｡

不二崎3)は,生体材料 としての歯科インプラン

ト材 と生体 との係わ りで, 生体の細胞に類似 し

た大きさに近い粒子に対する処理過程 を検討する

ため,微細粒子化したインプラント材料をラット

皮下に注入し,その組織反応を,病理組織学的に

検討 した｡すなわち,直径0.65-45/̀mのアル ミナセ

ラミックの微粒子をラット腹部皮下組織に埋入し

て, 生体組織 と化学的に不活性な物質 との係わ

りを病理組織学的に観察し報告 した｡

冨井4)は,焼成温度の違 う合成-イ ドロキシア

パタイ トの微粒子を用いて同様の実験を行い,光

学顕微鏡的に観察した｡その注入部位にはマクロ

ファージを主体 とする肉芽組織形成を観察した｡

7pm径以下の-イ ドロキンアパタイ ト粒子はマク

ロファージにより貧食されて不二崎3さと似た結果

を得たが,それ以上の大きさの微粒子は3日から

7日目以降に多核巨細胞により取 り込まれていた

と報告 している｡

磯田5)は肉芽腫を免疫学的なものと非免疫学的

なものに分類し,異物肉芽腫は非免疫学的肉芽腫

の代表で,それを,コロイ ド肉芽腫 と粒子肉芽腫

に分け,粒子肉芽腫はさらに大きい粒子による肉芽

腫と微細粒子による肉芽腫に分類している｡アル

ミナセラミック,合成-イ ドロキシアパタイ トセ

ラミックの両者は生体内不活性材料 と-生体内活性

材料にそれぞれ分類されているが,両者 ともに非

免疫原性の異物に位置づけられよう｡

著者は上記の硬組織生体材料について,さらに

電子顕微鏡的に生体反応を明らかにすることを計

画した｡アル ミナセラミックは非常に硬 くて薄切

することが出来ないが,-イ ドロキシアパタイ ト

セラミックは脱灰可能であり薄切できるため,令

成-イ ドロキシアパタイ トセラミック粒子をラッ

ト皮下組織に埋大してその組織反応を電子顕微鏡

的に観察することとした｡一

材料および方法

実験方法は不二崎3)や冨井4)の方法 と同様にし

た｡すなわち旭光学K.K.提供の,焼成温度 と粒子

径の違 う5種類の合成-イ ドロキシアパタイ トセ

ラミック微粒子を用いた｡微粒子は700℃で3時間

焼成の直径0.15〟mの微粒子(以下700℃ HAPとす

る)と,1,050℃で4時間焼成 (以下1,050℃ HAP

とする)の直径0.65,2-10,10-15,30〟mの微粒子

である.各微粒子それぞれ20mgと生理的食塩水30mE

をコルベン中で混合 し, オー トクレーブで滅菌処

置を施 した上で,超音波洗浄器を用いて充分に撹

拝 した混合液を滅菌ツベルクリン注射器 (1.OmE)

に吸引した｡実験動物はウィスター系ラットの雄

(体重100-120g)15匹を用いた｡

ペン トバルビタールナ トリウム(ネンブタール)

の腹腔内注射 (1.1mE/100g)による全身麻酔下

で,腹部を硫化バ リウムと小麦粉の泥状物で除毛

し,70%エタノールで腹部皮膚面を消毒 した後,

1箇所につき0.2mEを4箇所の同皮下組織に注入

した｡微粒子注入後 3,7,14,21,28日経過後,

エーテル麻酔下で断頭により屠殺 し,注入部に相

当する部位の組織を腹膜ごと広範囲に摘出した｡

摘出した皮下組織を小さくし2.5%グルタールア

ルデ-イ ド(カコジレー ト緩衝液,pH7.2)で浸

漬固定後, 1部は迅速脱灰液で 1時間脱灰した後,

1%オスミウム酸で後固定の後,エポン包埋を行

い,適法により脱灰あるいは非脱灰超薄切片を作

製して, 日立H-300型透過型電子顕微鏡にて観察

した｡

なお,実験期間中,実験動物の全身状態につい

て,異常は特に認められなかった｡

結 果

1.光学顕微鏡による厚切 り切片の観察

1)700℃ HAPについて

3日目

注入した700℃ HAPは凝集し,それを取 り囲

むように単核の細胞が多数集合 していた｡ 注入
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700℃ HAP粒子塊の周囲は水腫状でその中には

若干の好中球と多数の単核の細胞が遊走していて,

単核の細胞のあるものは微粒子を貧食していた｡

近 くの血管周囲には単核の細胞が多数増殖してい

て,有糸分裂像も散見された｡

上記の単核の細胞の核の形態はおおむね腎臓型

であるが,数個の核小体を伴う大型の核とか不定

形の切れ込みのある核形態を示すものとか多様で

あった｡細胞質は大きな不定形のもの,小さく丸

い形態のものと多様な形態が観察された｡以上の

所見から,微粒子を会食するこれらの単核の細胞

はほとんど全てがマクロファージであると理解し

た｡

7日冒以降

水腫状の変化はなくなり,好中球の存在もほと

んど認められなくなった｡血管周囲,粒子塊周囲

に大量に存在したマクロファージも数が少なくな

り,独立した微粒子はすべてマクロファージもし

くは多核の巨細胞に会食されていた｡塊状になっ

た粒子塊はいくつかに分かれて多核巨細胞に取 り

込まれていた｡これらの変化は比較的限局してい

て,いわゆる結節を形成していた｡

2)1,050℃ HAPについて

1,050℃ HAP については大きさによる組織反

応の差を系統立てるため,およそ7〟mを境として

それより大きい微粒子を大きいHAP,小さい微粒

子を小さい HAP と分けて記載する｡

3日目

血管周囲にはマクロファージが多数増えていて,

血管周囲から,1,050℃ HAPの周囲にまで多数

のマクロファージが集合していた｡その間に混ざ

っていくつかの有糸分裂像が観察された (図 1)｡

小さいHAPはマクロファージにほとんど貧食さ

れ,大きい HAPはマクロファージが取 り囲んだ

り,多核巨細胞により取 り込まれていた｡

7日目以降

独立した小さいHAPはマクロファージにほと

んど総て会食されていた｡切片上で,およそ30〟m

までの大きさの小さいHAPの塊が一部に見られ

たが,それらと大きい HAPはそれぞれ多核巨細

雅 美

図1 3日目に見られたマクロファージの有糸
分裂像,1,050℃ HAP を貧食するマク
ロファージも観察される (-)0
1pm厚切り切片,未脱灰,トルイジンブ
ルー染色,3日,×1,200

胞に取 り込まれていた｡700℃ HAPの場合と同

様に結節を形成し,血管周囲,注入微粒子周囲と

もに細胞の数は減少していた｡14日日以降になる

と多核巨細胞,単核の細胞の間にコラーゲン線維

が増生していた｡

全実験期間を通じて微粒子周囲に石灰化物ない

し骨の形成は見られなかった｡

2.電子顕微鏡による観察

1)700℃ HAPについて

3日目

700℃ HAP の粒子塊は未脱灰切片で電子密度

の低い無定形な物質の間に電子密度の高い粒子と

して観察された｡粒子塊の回りに接して,あるい

は粒子塊の内部に少し入ったところで電子密度の

低い無定形な物質に囲まれて,細胞内小器官が散

在していたが,その周囲には細胞膜が観察されな

かった (図2)｡

同様の部位の,末脱灰末染色切片強拡大像を観

察すると,電子密度の低い無定形な物質は,短径

約3nmの非常に細い針状の結晶であった｡長径は

長いものでは約70mmに達していた (図3a,b)0

それらの粒子塊を取り囲むように,多数のマクロ

ファージが集合しているが,その細胞が700℃HAP

粒子塊に面して偽足様突起を伸し,微粒子を細い

細胞質突起で取 り込む過程が観察された (図4)0
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図2 粒子塊(P)に接して細胞内小器官(-)が

散在するが細胞膜が見られない｡電子密
度の低い無定形の物質の間に電子密度の

高い粒子が見られる｡

700℃ HAP,末脱灰,3日,×10,000

多核巨細胞に取 り込まれた700℃ HAP を観察

すると,小さな集塊となって多核巨細胞の細胞質

全面に散在しているが,しかし細胞外で観察され

た微粒子を取 り囲む電子密度の低い物質は観察さ

れずに700℃ HAPのみが認められた｡多核巨細

胞の核は多様な形態を示し,その核は一般的には

長円形であるが,中には核に切れ込みのあるもの

や,核小体の明瞭なものも多かった｡核 と核の間

に細胞膜は認められず,この多核巨細胞はマクロ

ファージが集合 した状態ではなく,全体で 1個の

細胞であることを確認できた｡多核巨細胞の表面

には多数の細長い細胞質突起が観察され,細胞質

には多数の ミトコンドリアが観察された (図 5)0

7日目以降

実験初期に比較して,粒子塊は少しずつ小さく

分かれて多核巨細胞に取 り込まれていた｡それら

多核巨細胞の間に,線維芽細胞が存在していた｡

図 3
図a 図2で見られた粒子塊の末染色切片で,

電子密度の高い小塊は700℃ HAP｡
末脱灰末染色,3日,

図b 図aの強拡大.最大幅径約3nmの針状結

晶(C)が見られる｡

3a X28,000 3b X95,000
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図4 粒子塊(P)を貧食しながら塊の間に侵入するマクロファー

ジ(M)｡粒子塊を小さくしながら微粒子を取り込む過程が

よく解る(-)0

700℃ HAP,未脱灰,3日,×9,500

700℃ HAP粒子塊に接する多核巨細胞の表面に,

刷子縁brushborderまたは波状緑ruffledborder

様の微細構造は観察されなかった (図 6)0

2)1,050℃ HAP について

a)小さい HAP

3日目

マクロファージの核は,丸 く,やや長円形で,

切れ込みのあるものもあり,染色質は核の周辺に

濃染し,核小体は明瞭であり多いものでは4個 も

あった｡細胞質には ミトコン ドリアが多く認めら

れる他,少数の粗面小胞体 とライソゾームが認め

られ, 1ないし数個の小さい HAPをいれた合食

胞が観察された｡細胞表面には細長い細胞質突起

が多数存在した (図7)｡

マクロファージが直径約 6×10pmの微粒子を完

全に貧食している像 (図8)とか,細胞膜を細胞

質内に陥入させて,約 1×4〟mの微粒子を細胞内

に取 り込む過程も観察された (図9)｡貧食量が多

いマクロファージの核は庄平されていた｡

7日目以降

直径0.65pmの多数の小さい HAPが多核巨細胞
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図5 700℃HAP(P)を取り込む多核巨細胞C)

細胞質｡粒子の周りに電子密度の低い物

質は見られない｡Mt:ミトコンドリア｡
700℃HAP,14日,未脱灰,×6,000

図6 粒子塊(P)を取り囲む多核巨細胞｡粒子
に接する面に波状縁様の構造は見られな

い(-)0
700℃HAP,14日,未脱灰,×3,900

の細胞質に散在して取 り込まれていた像 も観察さ

れた (図10)が,多くは単独のマクロファージに

より会食されていた (図11,12)0

14-28日では実験初期の所見を受継 ぐが,直径

0.65pmの HAPを多数貧食して約15pm径の大きさ

にもなるマクロファージがあった｡細胞表面の細

胞質突起は少なくかつ短 くなっていて (図13),局

囲の組織にはコラーゲン線維が増生していた.

b)大きい HAP

3日目

小さい HAPの場合 と同様に注入微粒子の回り

には多数のマクロファージが集合してお り注入微

図7 直径0.65〟mの小さいHAPを貧食するマ

クロファージ｡細胞質にはミトコンドリ

ア(Mt)とライソゾーム(Ly)が見られ,
少数の粗面小胞体も(-)見られる｡細胞
表面の細長い細胞質突起に注意｡

1,050℃HAP,未脱灰,3日,×6,500

図8 比較的大きな微粒子(P)を貧食したマク

ロファージで小さいHAP(P)も会食し

ている,結晶粒界に沿って脱灰に抵抗す
る物質がある｡

1,050℃HAP,脱灰,7日,×4,700

粒子に混在していた小さい HAPを貧食するマク

ロファージも見られた｡数個のマクロファージが

比較的大きい HAPに按している像が観察された

(図14)｡大きい HAPを会食する多核巨細胞も見

られた｡

7日目以降

7日目には大きい HAPは総て多核巨細胞に取

り込まれていた｡ 1個の多核巨細胞内に複数の30

〟m径の微粒子を入れている多核巨細胞も存在した｡
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図 9 大 きいHAP(P)を貧食Lかつ小さい

HA P (S)を貧食しかけているマクロフ

ァー ン′｡

1,0 50℃ HA P,未脱灰,3日,×4,700

図10 直径0.65pmの小さいHAPを多数会食し,

多核巨細胞 となる｡巨細胞表面には細い

細胞質突起が存在｡画面で10個の核を見る｡

1,050℃ HA戸,未脱灰, 7日,×2,000

図11 小さい HAPを貧食するマクロファージ

(M)｡ コラーゲン線維が増生 している｡

1,050℃ RAP,脱灰, 7日,×3,000

105

図12 直径0.65〟mの小さいHAPを貧食したマ

クロファージ｡微粒子にライソゾームが

癒合 している (-)｡細胞質表面には細長

い細胞質突起が存在す る｡明瞭な核小体

が一個存在する｡

1,050℃ HAP,脱灰,7日,×6,500

図13 直径0.65pmの小さい HAPを貧食したマ

クロファージ表面の細胞質突起は少なく

短 くなる｡

1,050℃ HAP,脱灰,28日,×9,500
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図14 大きい HAP(P)の間に存在し,接して

いるマクロファージ｡

1,050℃ HAP,未脱灰, 3日,×3,700
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図15 大きいHAP(P)を取り込む多核巨細胞｡電子密度の高い
頼粒はミトコンドリア (Mt)01,050℃ HAP,脱灰, 7
日,×9,500

挿入図
微粒子と巨細胞は限界膜で境されている｡×19,000

貧食した微粒子に接する面には細胞膜が存在し,

脱灰されたあとの微粒子の表面に一致する外形を

示しているので細胞と微粒子の関係は緊密である

と観察した (図15)｡多核巨細胞の細胞質は豊富で

あって,多数のミトコンドリア,ライソゾームが

認められたが,小さい HAPを会食する会食胞は

少なかった (図16)｡多核巨細胞の表面には多数の

細長い細胞質突起が密生していた｡多核巨細胞と

多核巨細胞の間には,非常に細長 く伸びた線維芽

細胞が入り込んでいることが多かった (図16)｡

14-28日では実験初期の所見を受継 ぐが,多核巨

細胞表面には非常に豊富な細長い細胞質突起が認

められ,細胞質内には小さいHAPが認められた｡

日数が経つにつれて多核巨細胞の,細胞質内には

小さい貧食胞が増えた (図17,18)｡多核巨細胞に

貧食された大きい HAPの,脱灰に抵抗する電子

密度の低い無定形の物質が日数の経過とともに増

加した｡多核巨細胞と多核巨細胞の間や周囲の組

織にはコラーゲン線維が増生した｡

なお2個のマクロファージが互いに細胞質突起

の無い細胞膜を介して密着している状態が,微粒

子との直接的関係は明らかではないが,観察され

た (図19)0

28日目のある多核巨細胞の細胞質で,他の細胞

小器官が認められないほどに,多数の小空胞が充

満していたが,会食胞と鑑別することはできなか

ったものの,数が余 りにも多過ぎるため多核巨細

胞の変性過程と考えた (図20)｡
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図16 大きい HAP(P)が多核巨細胞に取 り込まれて,細胞質に

は多数の電子密度の高い頼粒が存在し,多核巨細胞の間に

は線維芽細胞の狭い細胞質(F)が侵入している｡C:血管｡

1,050℃ HAP,脱灰, 7日,×2,200

図17 巨細胞表面には細い細胞質突起が存在｡

細胞質に小さくなった微粒子(P)が存在

する｡

1,050℃ HAP,脱灰,14日,×4,700

図18 巨細胞の細胞質に小さくなった微粒子

(P)が存在する｡周囲にコラーゲン線維

(Cf)が増えている｡

1,050℃ HAP,脱灰,21日,×5,000
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図19 2つのマクロファージが細胞膜を介して
按している｡その部位には細胞質突起が
見られない(-)0
1,050℃ HAP,脱灰,14日,×6,300

考 察

1.生体反応について

実験の観察期間を3日目以降としたのは,ラッ

ト皮下に注入された-イドロキンアパタイトセラ

ミック微粒子と生食水の混合物に対して, 6時間

後から好中球や単核の細胞が惨出する｡溶出は1-2

日でピークとなり,3日召以後,好中球はほとん

ど見られなくなり,主としてマク･ロファージによ

る反応が見られる｡生食水のみの例でもマクロフ

ァージの溶出が少ないほかは同様である3･4).埋入

する操作による急性の炎症の激しい生体側反応の

影響が少なくなり,かつ埋大した材料によるラッ

ト生体側の反応がよく観察されるようにと期待し

て, 3日から28日までを観察対象とした｡

不二崎3) と冨井4)の実験では程度の差はあるが

埋大した材料は共にマクロファ-ジに会食されて

いた｡冨井4)の実験では3日目以降大きな粒子に

対しては異物巨細胞が出現していた｡本実験は,

主として超微細構造的にこの異物巨細胞の成り立

ちを追求した｡

異物が大きすぎて単一のマクロファージでは会

食できないとき,異物を囲んで巨細胞が形成され

る｡これが異物巨細胞で,この細胞が多数を占め

る肉芽腫を異物肉芽腫 foreignbuygranuloma

と呼んでいる｡肉芽腫という語は-Virchow~が肉

図20 大きい HAP(P)を貧食する巨細胞の一
部｡細胞質には小空胞(Ⅴ)が充満して細
胞の変性過程を思わせる｡粒子には脱灰
に抵抗するものが増加｡
1,050℃ HAP,脱灰,28日,×6,600

芽組織からなる腫癌あるいは腫癌という意味で用

いたものである｡今 日では "肉芽腫''は,慢性特

異性炎の際に用いられるが,非特異的な肉芽組織

を形成する腫癌や,さらには限局的な慢性炎症性

細胞 (マクロファージ, リンパ球,形質細胞,好

酸球など)の集合に対しても用いられることがあ

る6)0

今回の実験では,-イドロキシアパタイトセラ

ミック微粒子を注入することにより,マクロファ

ージと多核巨細胞主体の肉芽組織の結節が観察さ

れた｡この組織反応は粒子肉芽腫に相当する異物

肉芽腫と呼んでよいだろう｡

肉芽腫性反応を引き起こす異物は吸収されがた

い物質で,その不消化性異物はマクロファージや

異物巨細胞内に長 く存続する｡Florey7) は,家兎

の earchambr内にインディアンインクを注入

して観察すると,頼粒球の寿命は4日以下であっ

たのに対して,炭素を含有したまま無傷害で生き

ているマクロファージが75日間見られたので,マ

クロファージはさらに長 く組織中に存在できるだ

ろうと述べている｡

しかし,マクロファージの寿命については短い

ものと長いもの7･8)が存在するとされ,前者による

肉芽腫を high tumovergranuloma,後者による

肉芽腫を low turnovergranuloma と分類され
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ている911)｡ 本実験で3日目に多数のマクロファ

ージが見られたが, 7日目以降マクロファージの

数が減少したのは,寿命の長いマクロファージと

寿命の短いマクロファージの混在を示唆する｡

アル ミナセラミックおよび-イドロキンアパタ

イトセラミック何れをも,生体内異物として見た

ときに,アルミナセラミックは非常に化学的に安

定な物質であり,-イ ドロキシアパタイトセラミ

ックもわずかに体液に溶けるとはいえ安定な物質

で,完全な無機物である｡これらに糖や蛋白が吸

着するとしても,同一生体内の自己と認識される

筈のものである｡異物侵入が局所的にせよ,全身

的にせよ,免疫成立以前の段階でマクロファージ

が対応して,免疫の関与しない異物認知の働き,

すなわち非免疫状態の異物反応がある5,12~14)と思

われる｡

生体の異物に対する防御作用の病理組織学的表

現は,排除,器質化,被包化,分画に分類されて

いて,肉芽組織は炎症巣で膿痕や壊死組織の吸収

や補空の役をなし,炎症巣を包み込み周囲組織か

ら分画する作用もある｡本実験で見られた肉芽組

織の量は不二崎3)の実験に比べてやや多いが,炎

症反応としては軽度であったので,生体為害作用

という面からは,そう強くないと言えよう｡

2.700oC HAPと1,050oC HAPについて

今回の実験で用いた合成-イ ドロキンアパタイ

トセラミック微粒子はセラミックという安定な性

質をもつ材質ではあるが,焼成温度が700℃のも

のと1,050℃のものでは結晶化に違いがある4･15)｡

-イ ドロキシアパタイ トは一般に生体内活性材料

と言われているが,青木15),田村16)の報告によれ

ば 1,000℃前後の焼成温度のものでも蒸留水に約

5ppmのオーダーで溶解し,焼成温度の低いタイプ

はさらに溶解するとされている｡

700℃ HAP粒子塊の未脱灰電子染色切片で,

電子密度の高い微粒子の間に電子密度の低い部

分が観察されるが,未脱灰未染色切片では,非

常に細い針状の結晶として観察された (図3)｡電

子染色液が酸性の為,染色により細い針状の結晶

が溶解してしまうのでその構造が観察できなかっ

た｡針状の結晶は,700℃ HAPが一部溶解して

雅 美 109

再沈着した結果 と考えている(図3a, b)0

以上の電顕所見に関連 して光顕でも,700℃

HAPが未脱灰切片で最初は粉末集合体に見えて

いたが, 7日日頃からは切片上では板状に観察さ

れ,粒子塊は一体化されたようであった4)｡ それ

に反して1,050℃ HAPでは実験期間を通じて電

子密度の高い状態のまま観察されていたのは溶解

性の差 と考える｡

青木15,17)は,アパタイ トを生体に埋大したとき,

埋入局部の体液のカルシウムおよびリン酸イオン

濃度は周囲に比べて高 くなると同時にpHもいく

ぶんアルカリ側に移動すると報告している｡また

川原ほか18)は,培養L株細胞に対する純金属の影

響の研究の中で,周期率第2族の金属では培地の

pH が10に近 くなり全細胞が死滅崩壊する激しい

細胞毒性をもっていることを報告している｡3日

目に700℃ HAP粒子塊に接して細胞内小器官が

散在しており細胞膜が観察されなかったのは,細

胞が変性壊死におちいりさらに分解していたため

と考えられる｡つまり1,050℃HAPに比べて700℃

HAPの方が溶解性が大であり,カルシウムは第

2属の金属であるので局所での細胞為害作用が生

じ,細胞が変性 したと考える｡700℃ HAPは生

体内崩壊性材料に分類されるべきであろう｡

3.マクロファージについて

生体に入った異物をマクロファージが貧食する

ためには,第一に異物に近付き接着や密着する必

要がある3,19)｡細胞表面にはルテニウムレッド染色
0

陽性の80-160Aの糖皮 短lycocalyx)が存在し接着

や,粒子の吸着に重要である2)｡細胞表面の突起は,

貧食能の冗進と共に増加 し2･20,21),著者の観察でも

貧食するマクロファージの細胞表面には多数の細

長い細胞質突起が観察され,マクロファージの成熟

と考えた9,22,23)｡十分に貧食した28日のマクロファ

ージの細胞表面には細胞質突起が少なく短 くなっ

ていた｡

細胞質突起に,異物が触れることによって貧食

が開始され,その部分の細胞膜が,細胞内に陥入

し貧食されると言われているが, 3日目に微粒子

をマクロファージ内に取 り込んでいる過程をとら

えることが出来た (図4, 9)0
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マクロファージの核は,定型的なものではあま

り不規則ではなく,円形,楕円形,腎臓形を呈し

ているものが多いが,実験初期には不規則なもの

が多く切れ込みを有するものも多数観察された｡

核小体は明瞭で多いものでは4個も存在するもの

も認められたが普通は1個であった｡細胞内小器

官はあまり多くなかったが,少数のやや大型のミ

トコンドリアやライソゾームと粗面小胞体が認め

られた｡

以上,マクロファージを形態学的に見ると,細

胞はかなり幼君に考えられ,普通考えられている

ように完全に分化し切った細胞とは思えない｡

会食する際のエネルギーは,好中球では解糖か

ら得ているので貧食による呼吸増加はシアンによ

り阻害されないが,マクロファージの場合には,

シアンにより阻害されることからミトコンドリア

の関与が考えられている24-26)｡マクロファージに

ミトコンドリアが多いことと符合すると思われる

が詳細は不明である｡

完全に貧食をして貧食胞 phagosomeを形成す

ると細胞質内のライソゾームが,貧食胞に接近し,

やがて貧食胞とライソゾームとの間に癒合が起こ

る (二次ライソゾーム SeCOndarylysosome)｡永

井27)は低温焼成の-イ ドロキンアパタイト皮下埋

入実験でアパタイ トを会食した貧食胞だからと

apatitesomeと呼んだが,ここでは特定 しないで

論議を進めたい｡著者の観察したマクロファージ

も小さい HAPを容れた,二次ライソゾームを形

成していた (図8,ll,12)｡

マクロファージ内のライソゾームと食胞とが癒

合して二次ライソゾームとなり,ライソゾーム内

の諸酵素が,食胞内に侵入し,異物を消化しよう

とする｡ ライソゾーム中の酵素 としては,acid

phosphatase,β-glucuronidase,cathepsin,acid

ribonuclease,lysozym e,esterase,lipase,colla-

genase等があり2),これらは酸性の酵素で,-イ

ドロキシアパタイ トセラミックも消化可能である

＼と考える｡

700℃ HAPの場合,電子密度の高い-イ ドロ

キシアパタイ トセラミック微粒子塊の回りに電子

密度の低い結晶物質が観察されたが,多核巨細胞

の中では電子密度の高い700℃ HAPのみ観察さ

れ電子密度の低い再沈着した結晶物質が見られな

かったのは,それが消化し易い状態であったため

と考えた｡1,050℃ HAPは溶解に困難なため時

間がかかると思われるが,しかし,1,050℃ HAP

でも時間とともにマクロファージの細胞質内で貧

食胞が小さくなった｡すなわち, 7日目め大きい

HAP を取 り込んだ多核巨細胞の細胞質には小さ

い HAPの貧食胞は少ないが,14日,21日になる

と小さい貧食胞の数が少しずつ増加 していた｡こ

れについては,-イ ドロキンアパタイトセラミッ

ク微粒子の細胞質内消化が徐々に進行 したためと

考えた｡このことは1,050℃ HAPでも,わずか

ずつではあるが体液中で溶解する程度より積極的

に吸収されることを示している｡なお28日目の多

核巨細胞の細胞質に,空胞が充満していた状態は,

貧食胞と鑑別困難ではあるが,その数が非常に多

いため大部分は空胞と考え,巨細胞の変性過程 と

考えた｡

光学顕微鏡下で,標本製作過程のための脱灰操

作で実験初期には完全に消失していた.ハイ ドロキ

シアパタイトセラミック微粒子の存在した部位が,

14日21日と時間が経つにつれて,脱灰に抵抗する

部分 として淡染されて観察されている4･28)｡本実験

で電子顕微鏡的にも,同部位で結晶粒界の形態に

沿って電子密度の低い無定形の物質が観察された｡

-イ ドロキンアパタイトセラミックがわずかであ

るが脱灰に抵抗する様になるのは,-イ ドロキン

アパタイトセラミック自身が少しずつ消化,溶解

されたものが蛋白質もしくは糖質と結合し,変質

していくのではないかと考える｡

直径0.65pmの微粒子を充分に貧食したマクロフ

ァージの大きさが,アル ミナセラミックの貧食で

は最大約20〟mになる3)のに対 して,1,050℃ HAP

の場合には最大約15pmにとどまっている4)｡マク

ロファージの大きさは最大30pmに達するとFlorey

29)は述べている｡この違いには2つの可能性が考

えられる｡ 1つは材料の化学的安定性の差による

細胞に対する為害作用の差であり,もう1つはマ

クロファージが消化酵素を使い果たしてしまい,

貧食するための残 りの消化酵素の量が少なくそれ
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以上に貧食できない場合である｡著者はこの2つ

の可能性が組合わさっていると考える｡

消化を受けた-イ ドロキンアパタイトセラミッ

クは変質 して5･9･30)細胞毒性が減少 して,細胞

は長 く生 きられるようになるのではないだろう

か｡

5.マクロファージと多核巨細胞の由来

マクロファージは血液由来の単球がマクロファ

ージ遊走因子により血管から出てきて組織間で分

裂増殖しマクロファージになるといわれている｡

また肉芽組織内にみられるマクロファージには梶

川2,24)の言うように核分裂像が少ないが全 くない

わけではない11)03日目に-イ ドロキシアパタイ

トセラミック微粒子塊周囲から近 くの血管までの

間に見られる遊走細胞は殆ど全てがマクロファー

ジと考えられ,その中にいくつかの核分裂像を見

た｡これは,上記の説を裏付けるものと考えられ

る｡すなわちマクロファージの細胞分裂であろう｡

貧食についての所見では,主として小さな微粒

子はマクロファージに,大きな微粒子は多核巨細

胞に貧食されていた｡小さな微粒子の凝集したも

のは大きな微粒子 とみなされて多核巨細胞に貧食

されていた｡

マクロファージ同志が癒合して多核の巨細胞に

なると言われている13,31~42)｡さらに,癒合する際

に新しく分裂したマクロファージも必要 といわれ

ている11,38)｡冨井4)は3日目に多核巨細胞とその

前段階の複数の南平になったマクロファージが微

粒子を取 り囲む像を見ている｡著者はそれを電子

顕微鏡的に見ることが出来なかったが, 2個のマ

クロファージが互に密着している像を観察し,摸

している細胞膜表面の細胞質突起が消失している

ことから2個のマクロファージが癒合する過程と

考えた (図19)｡

今回の所見では異物巨細胞の核の数はつねに非

常に多く,癒合だけでそれだけの数になるのであ

ろうか疑問に思われる｡異物が小さいので一個の

細胞で対応できるようなときにはマクロファージ

単独で貧食をし,それ以上の大きさのものに対し

ては多核巨細胞になり細胞質を大きくして対応す

る39~41)ようになるのであろう｡しかし不二崎3)の
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実験と対比して考察してみるに,単に大きさのみ

では比較は出来ないようである｡即ち2つの微粒

子の性質を考え合わせると, 1つは化学的に安定

でありもう一方は溶解してイオン化する｡本実験

例では-イ ドロキンアパタイ トセラミックのイオ

ン化したものの刺激が存続し多核巨細胞の形成に

関与しているのだろうと考える｡

著者の観察でも,完成した多核巨細胞とマクロ

ファージを比較すると,核の形態,多数のミトコ

ンドリア,多数の細胞質突起など多核巨細胞とマ

クロファージとの間には形態学的共通性が多く,

かつ多核巨細胞の出現に先行してマクロファージ

が出現することより,マクロファージから多核巨

細胞-の移行が強 く示唆された｡

6.破骨細胞との関係について

本実験は皮下に合成-イ ドロキンアパタイトセ

ラミック微粒子を埋入して組織学的に検索した結

莱,異物肉芽腫を形成して,多核の巨細胞が出現

し合成-イ ドロキシアパタイトセラミック微粒子

を吸収していた｡-イドロキシアパタイトが骨の

構成無機物質であり,そのカルシウムを吸収する

多核巨細胞であるので,これらの多核巨細胞と破

骨細胞との関係43)を明らかにしたい｡

破骨細胞の骨に面した吸収縁は刷子縁または波

状縁と呼ばれ,電顕的に最も特徴のある構造を持

っている｡永井は27),低温焼成の合成-イドロキ

シアパタイトを皮下に埋入するという,著者と同

様な実験で,刷子縁を見たとしているが発表の図

で見る限り明らかではない｡著者の見た多核巨細

胞には微細構造学的に刷子縁様構造は観察されな

かった ｡

近年,マクロファージによる直接的骨吸収の例

があるとの報告が数多くなされている19･39,44-53).

胎生または成人の造血組織の単核の貧食球を培養

して破骨細胞を形成したという報告 もあり54), 追

血組織由来の単球を被骨細胞の前駆細胞であると

する報告55~58)も多い｡被骨細胞の骨吸収機構につ

いては骨基質の存在を必要とし,破骨細胞の分化に

骨芽細胞が重要な役割をしている59~60)ことは周知

のことである｡骨内と皮下という場の違いから,さ

らに検討する余地があると思われる｡著者の見た
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多核巨細胞は異物肉芽腫の特徴の一つである異物

巨細胞と考えること̀が病理学的には妥当である｡

7.骨誘導能と骨伝導能について

-イ ドロキンアパタイ トに骨誘導能 (osteoin-

duction)が存在するとしている研究者がいる16,61)

が,今回の実験で著者は合成-イ ドロキシアパタ

イ トセラミック微粒子をラットの腹部皮下組織に

埋入し,28日まで病理組織学的に観察した結果,

骨もしくは石灰化物の形成,沈着を認めなかった｡

Pi∝uch62)は珊瑚由来の多孔性の-イ ドロキンア

パタイ トセラミック(孔径140-150pm)をビーグル

犬の肢下に埋入し8週後に観察し,骨誘導をしな

いと報告 している｡骨内埋入実験で骨形成が行わ

れる場合はかなり早 くから認めることが出来るの

で,今回の実験の様に28日までに骨形成を認めな

いのは-イ ドロキンアパタイ トセラミック自体に

は骨形成能または骨誘導能がないと結論づけられ

よう｡

また見られた炎症性の生体組織反応はそれほど

強 くなく,多くの研究者の報告でも軽度の炎症で

あったとされている63-66).生体適合性は良 く受け

入れられたとする報告が多く63,67,68), 骨伝導能

(osteoconduction)に関してはあるとする研究者61･

63)もいるが,著者の実験が普通には骨形成をしな

い皮下組織 と言う場であるので,著者には積極的

に骨伝導を支持するともしないとも言えない｡

結 語

焼成温度,粒径の異なる合成-イ ドロキンアパ

タイ トセラミックス微粒子をラット腹部皮下に注

入し,28日までの組織反応を電子顕微鏡的に観察

した結果,以下の結論を得た｡

1.700℃ HAP は生体組織液にわずか溶解 し

再沈着をし,それに摸する細胞の細胞膜が消失 し

変性 していたのは,低焼成温度の材料からカルシ

ウムイオンの溶出量が多いためと考えた｡

2.700℃ HAP と1,050℃ HAP ともにおよ

そ7pmより小さい粒子は主 としてマクロファージ

により貧食消化され,それより大きい粒子または

凝集して大きい粒子 とみなされるものは異物巨細

胞により貧食消化され,何れもいわゆる異物肉芽

腫を形成した｡

3.集合 していたマクロファージは血液由来の

単球が血管から出て細胞分裂をし成熟したものと

考えた｡

4.微粒子が大きすぎて 1個のマクロファージ

で貧食処理できない場合には異物巨細胞により貧

食処理された｡マクロファージの出現が異物巨細

胞に先行 し,両細胞の表面には多数の細 く長い細

胞質突起があり,細胞質内には多数の ミトコンド

リアが認められ,核の形態にも共通性がある等か

ら,マクロファージが癒合 して異物巨細胞に移行

することが強 く示唆された｡

5.28日までの仝実験期間を通 じて,骨形成や

石灰化物の沈着 を認めず, -イ ドロキシアパタ

イトセラミック微粒子には骨誘導能を有しないが,

組織異害性はそれほど強 くないことが明らかであ

った｡

6.見られた多核巨細胞の-イ ドロキシアパタ

イ トセラミック粒子に撲する面には刷子縁 (brush

border)または波状縁 (ruffledborder)様の微細

構造物は認められず,観察された多核巨細胞は破

骨細胞の形態 とは異なることが示された｡

稿を終るにあたり,ご指導,ご校閲を賜った石木

哲夫教授に深甚なる謝意を表します｡終始ご懇切な

るご助言をいただいた本学の草刈玄教授に感謝致し

ます｡

さらに本研究に際し終始ご協力を頂いた口腔病理

学教室の皆々様と材料の提供を頂いた旭光学工業の

諸氏にお礼申し上げます｡

(本論分の一部は第27回歯科基礎医学会総会,第

33回国際歯科研究学会日本部会および第14回日本歯

科インプラント学会 ･第15回日本デンタルインプラ

ント研究学会共催学会にて発表した｡)

(本研究の一部は文部省科学研究費(61480374)に

よる｡)
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