発育期ラットにおける骨梁構造の特徴に関する研究 Studies on the characteristics of the trabecular structure in growing rats

発育期ラットにおける骨梁構造の特徴に関する研究
Studies on the characteristics of the trabecular structure
in growing rats
福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻博士前期課程１年

守田

剛

福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻博士前期課程２年

滝沢

彩音

ライフデザイン学部健康スポーツ学科教授

要

大迫

旨

正文

海綿骨は骨端板直下の一次海綿骨とそれより下方の領域の二次海綿骨に分類される。

一

次海綿骨の骨梁は骨吸収や骨添加を受けることによって改造され、二次海綿骨に作り替えら
れる。本研究では幼若および成熟ラットの一次および二次海綿骨における骨構造の変化と破
骨細胞の局在について検討することを目的とした。
材料として、3、5 および 10 週齢の Wister 系雄性ラット各 6 匹を用い、脛骨を摘出した。
それらを用いて、脱灰パラフィン切片、非脱灰樹脂包埋標本および走査電子顕微鏡用標本を
作製し、光学、蛍光ならびに電子顕微鏡により観察した。
発育期ラット脛骨の一次海綿骨の上下的な幅は、週齡が進むにしたがって減少し、逆に、
二次海綿骨の幅は増していく。また、その配列方向はやや傾斜したものや横方向のものがみ
られ、全体的に網状構造を呈するようになる。3 週齢は骨端板直下から血管が侵入し、
軟骨小腔開放部位に破骨細胞の存在が認められた。週齡が進むにしたがい、一次から二次海
綿骨の移行部において、破骨細胞の存在が多く見られた。
ラット脛骨は、発育に伴って、海綿骨の上下的な幅が増加するとともに、骨梁の太さと密
度が増加し、また、網状に配列して力学的な強度を高めていることが理解された。
キーワード：発育

緒

骨構造

骨梁

言

骨はヒトの体を支持し、運動において関節運動を営み、体の臓器を保護する機能を持つ 1）。
また、骨内部には骨髄が存在し、血液や免疫細胞など造血能力やカルシウムやリンなどの電
解質を貯蔵するなどの重要な働きも兼ね備えている 2）。そのような骨は、宇宙飛行やギプス
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固定のような条件下では顕著な骨量の減少がみられ、一方、運動によって、骨に刺激が与ら
れることで骨量が増加し、丈夫になることが知られている 3）。つまり、骨は常に重力などの
機械的な刺激であるメカニカルストレスを受け、その刺激に見合うような骨の強度を維持さ
せていく 3）。これらのことから、骨の発育は、重力による荷重負荷刺激が重要であることが
わかる。我々の研究でも、ラット脛骨の外形は週齡が進むにしたがって、幼若段階の棒状か
ら S 字状に形態変化し、脛骨の内部構造に関しても、大腿骨側からの加重を前方および後
方の皮質骨に分散させるような骨梁の配列方向を呈するようになる 4）。これは、発育に伴う
運動形態の変化や体重増加に対して、骨が発育していくことを示唆している。
海綿骨は、骨端板直下の一次海綿骨と、それより下方の領域の二次海綿骨に分類されるが、
一次海綿骨の骨梁が骨吸収や骨添加により改造されることで、
二次海綿骨に作り替えられる。
発育の初期段階では、一次および二次海綿骨の両方がみられるが、発育が進むにしたがって、
一次海綿骨の上下的な幅は減少し、二次海綿骨はそれを補うように骨端板方向に範囲を拡げ
る。このような骨内の構造変化は、骨リモデリングと呼ばれる骨改築により行われている。
骨リモデリングは、破骨細胞による骨吸収と骨芽細胞による骨形成のバランスにより維持さ
れており、このバランスが崩れることにより骨吸収量が骨形成量を上回ると、骨粗鬆症とな
る。一方、先天的に破骨細胞が欠損するか骨吸収機能がない場合、重篤な大理石骨病を発症
する。骨リモデリングは、破骨細胞が骨基質に接着することからはじまり、破骨細胞による
骨吸収に続き、骨芽細胞が骨形成を行うことに移行し、このようなサイクルが常時繰り替さ
れる。このことから、骨リモデリングに関与する細胞の中でも、骨梁の密度や配列方向を変
化させる破骨細胞が骨リモデリングにおいて重要な鍵を

握ると考えられる。

これまでの報告で、海綿骨の構造は発育に伴って変化することは知られているが、その構
造変化を一次および二次海綿骨に分けて検討し、さらに、それを両海綿骨の機能に関連づけ
て検討した報告はほとんどない。そこで、本研究では、材料として、幼若および成熟ラット
の一次および二次海綿骨を用い、骨構造の変化と破骨細胞の局在について検討することを目
的とした。

方

法

本実験では、3、5 および 10 週齢の Wister 系雄性ラットを各 6 匹ずつ用い、通法に従い、
エーテル深麻酔により安楽死させた。次に、それぞれのラットの皮を剥離した後、軟組織を
除去しながら、脛骨を摘出した。そして、歯科用ハンドモーターで大腿骨―脛骨関節面を中
心に、上下 2cm ほどの大きさにトリミングし、その標本を速やかに 4% パラフォルム固定
液に浸漬した。
固定後、肉眼的観察用標本の作成では、10% 水酸化カリウム（KOH）で処理して、軟組
織を溶解した上で肉眼的に観察した。同様な方法にて作製した標本を試料台に装着し、それ
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にカーボンおよびプラチナを真空蒸着して、走査電子顕微鏡にて観察した。組織学的観察で
は、脱灰パラフィン切片、脱灰テクノビット樹脂包埋切片および非脱灰リゴラック樹脂包埋
研磨標本を作成し、種々な染色を施して光学または蛍光顕微鏡を用いて観察した。また、骨
の構造変化の定量化は、骨形態計測の手法を用い、各週齡の二次海綿骨（約 50 箇所）を計
測して、その数値データを平均化した。その数値データは、T 検定にて統計処理した。

所

見

1．走査電子顕微鏡による観察および骨形態計測所見
10%KOH 処理を施した脛骨の矢状割断標本を用いて、その割断面を走査電子顕微鏡で観
察すると、週齡が進むにしたがい、脛骨近位骨幹端における前後的な幅は増加する。また、
いずれの週齡においても、10%KOH 処理により骨端板が消失しており、その骨端板があっ
たと考えられる部位より下方、すなわち骨幹端に一次海綿骨が存在する。3 週齢の近位骨幹
端における海綿骨は、細い骨梁から成る一次海綿骨とその下方の二次海綿骨からなり、二次
海綿骨の上下的な幅は、一次海綿骨の約 2 倍近くである。3 週齢の一次海綿骨は細い骨梁が
密に存在し、それらは主として上下方向に配列している。一方、二次海綿骨の骨梁は、一次
海綿骨に比べて、かなり密度が低下するが、太さを増している。また、その骨梁は全体的に
目の粗い網状構造を示し、その前端部および後端部の骨梁は一次海綿骨と同様に上下方向に
配列し、その下端が皮質骨に融合するものも見られる。さらに、この週齡では前方部から中
央部にかけて骨髄腔の広さが拡大する状態が観察される。
5 週齢も 3 週齢と同様に、骨幹端の海綿骨は一次および二次からなるが、一次海綿骨の上
下的な幅は、3 週齢に比べてかなり減少し、逆に二次海綿骨の上下的な幅が顕著に増加する。
また、一次海綿骨の骨梁の太さ、密度および配列方向に関しては、3 週齢とほぼ同様である。
反対に、二次海綿骨の骨梁は、基本的に 3 週齢に比べて太さを増すとともに、密度もかなり
増加し、特に一次海綿骨からの移行部では、太さと密度が著しく増加して、板状構造を示す
ものもみられる。配列方向に関しては、海綿骨の前後的な中央部において、3 週齢と同様に、
網状に配列したものが認められる。しかし、それ以外の部位の骨梁は 3 週齢と異なり、単に
上下方向に配列するのではなく、前方部は後上方から前下方に向かって配列し、また、後方
部では前上方から後下方に向かって配列するものがみられはじめ、いずれもその下端部は皮
質骨に融合している。このような状態が 5 週齢の海綿骨全体の特徴としてあげられるが、海
綿骨の前後的な中央部で骨端板の下縁が下方に突出するものも見られる。そのような場合、
骨端板の下縁はそこを境に前方および後方で上方に凸な緩やかな円弧を描く。また、その直
下に位置する一次海綿骨の骨梁は、骨端板の下縁に垂直方向に配列するものが多く認められ
る。しかし、その骨端板の前後的中央部に位置する一次海綿骨から二次海綿骨への移行部の
骨梁は、棒状ではなく、板状を呈するものが観察される。
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10 週齢における一次海綿骨の上下的な幅は、5 週齢とほぼ同様であるが、それとは異なり、
骨梁はかなり密となって、全体的に板状に近い構造を示すものが多く認められる。二次海綿
骨は、5 週齢のものに比べ、かなり太さと密度が増加するが、配列方向に関しては基本的に
5 週齢の前方、中央および後方部と同様である。しかし、5 週齢の骨梁では上下方向や、や
や傾斜した方向に配列したものが多かったのに対して、10 週齢では、それに加え横方向に
配列する骨梁が多く出現し、その結果、全体として目の粗い網状構造をなしている（図 1）
。

図１ 各週齡の脛骨の走査電子顕微鏡像（10％ KOH 処理

左：3 週齢

中：5 週齢

右：10 週齡）

3 週齢の一次海綿骨は細い骨梁が密に存在し、それらは主として上下方向に配列していた。一方、
二次海綿骨の骨梁は、一次海綿骨に比べて、かなり密度が低下するが、太さを増していた。5 週齢
も 3 週齢と同様に、骨幹端の海綿骨は一次および二次からなるが、一次海綿骨の上下的な幅は、3
週齢に比べてかなり減少し、逆に二次海綿骨の上下的な幅が顕著に 増加した。10 週齢の一次海
綿骨の上下的な幅は、5 週齢とほぼ同様であるが、それとは異なり、骨梁はかなり密となって、全
体的に板状に近い構造を示すものが多く認められた。

樹脂包埋標本を用いた骨形態計測の手法より、骨の各種構造を定量化して評価すると、骨
面 Bone Surface（BS）および骨梁の数 Trabecular Number（Tb.N）に関しては、3 週齢と
比較して 5 および 10 週齡では統計的に有意な変化が認められない。しかし、
次の各パラメー
タに関しては 3 週齡に比べ、他の週齡で有意な変化が認められる。すなわち、5 および
10 週齢の骨量 Bone Volume（BV）ならびに骨梁の幅 Trabecular thickness（Tb.Th）は、
3 週齢に比べて有意に（いずれも p<0,001）高い値を示した。また、一定の組織面積に対す
る骨量の面積（BV/TV）は、3 週齡に比べ 5 週齢で有意な（p<0,01）増加が認められる。
逆に、骨梁の面積に対する骨面の周囲長（BS/BV）は、3 週齢に比べて 5 週齢や 10 週齢で
有意な（それぞれ、p<0,01 および p<0,001）低下を示した（図 2）
。
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図２ 週齡別の骨構造の変化（骨形態計測 BV：骨量 BS：骨面 Tb.Th：骨梁幅 Tb.N：骨梁数
BV/TV：骨量に対する組織量 BS/BV：骨面に対する骨量 **：p=0.01 ***：p=0.001）
骨面 Bone Surface（BS）および骨梁の数 Trabecular Number（Tb.N）に関しては、発育に
対応した変化が認められなかった。5 および 10 週齢の骨量 Bone Volume（BV）並びに骨梁の幅
Trabecular thickness（Tb.Th）は、3 週齢に比べて有意に（いずれも p<0,001）高い値を示した。
また、骨梁の密度（BV/TV）は、3 週齡に比べ 5 週齢で有意な（p<0,001）増加が認められた。
逆に、骨梁の形状的特徴を示すパラメータ（BS/BV）は、3 週齢に比べて 5 週齢や 10 週齢で有
意な（それぞれ、p<0,01 および p<0,001）低下を示した。

各週齡の一次および二次海綿骨を拡大して観察すると、3 週齢では一次海綿骨から二次海綿
骨へは、明瞭な境なく順次移行しているが、研磨標本でこのような海綿骨の骨梁表面の形状
について観察すると、全体的に滑沢な状態になく、大小の凹凸が多数みられた。一方、5 週
齢では、二次海綿骨は 3 週齢に比べて太く、その骨梁表面はやや滑沢な状態が観察された。
10 週齢なると、二次海綿骨は全体的に太さと密度を増し、研磨面では板状の構造を示す骨
梁が多く認められ、その表面は非常に滑沢な状態にあった（図 3）
。
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図３ 一次および二次海綿骨の走査電子顕微鏡像
（10％ KOH 処理 左：3 週齢 中（a）（b）：5 週齢 右：10 週齢 Ｐ：一次海綿骨 Ｓ：二次海綿骨）
3 週齢では一次海綿骨の骨梁は、ほぼ上下的に連続して観察される。二次海綿骨の骨梁には、
一次海綿骨の骨梁のように上下方向に連続するものがほとんど認められない。5 週齢では、二次海
綿骨は太く、上下方向に配列するものが多く認められるが、脛骨の前後的中央部で骨端板の下端
が骨髄腔側に深く突出した部位（a）では、骨梁は他の部位と異なって、棒状のものよりむしろ隣
り合う骨梁が融合し、全体として板状の構造を示すものがみられる。10 週齢では、骨梁間を連絡
する骨梁が多く出現し、その結果、全体として目の粗い網状構造をなしている。

2．組織学的所見
脱灰テクノビット樹脂包埋の組織切片にトルイジンブルー染色（TB）を施して光学顕微
鏡により弱拡大で観察すると、3 週齢の骨端板では軟骨細胞が密に存在し、骨端板直下では
破軟骨細胞が軟骨基質を吸収している像が観察された。それにより吸収されなかった石灰化
軟骨梁を芯とした骨梁は細く、上下的に連続したものは多くなく、配列も不規則であった。
また、その形状は直線的であるが、その表面は棘上の突出部分を有する石灰化軟骨基質に類
似した骨梁が多く観察された。
5 週齢の一次海綿骨の骨梁内には、3 週齢に比べて、石灰化軟骨梁が多く残存し、それに
は上下的な連続性が認められた。また、骨梁が太くなるとともに、骨梁が互いに融合するも
のも多くみられ、それらの中には板状の構造を示しているものも観察された。
10 週齢における海綿骨は、骨梁が上下的な連続性を示し、その表面も平滑で凹凸が少なく、
この週齡ではそれに加え横方向の配列を示すものも多く出現していた（図 4）
。
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図４ 一次および二次海綿骨の骨梁構造
（テクノビット樹脂包埋

TB 染色

左：3 週齢

中：5 週齢

右：10 週齢）

3 週齢の骨端板では軟骨細胞が密に存在し、骨端板直下では破軟骨細胞が軟骨基質を吸収して
いる像が観察される。5 週齢の一次海綿骨の骨梁内には、3 週齢に比べて、石灰化軟骨梁が多く残
存し、それには上下的な連続性が認められる。10 週齢における海綿骨は、骨梁が上下的な連続性
を示し、その表面も平滑で凹凸が少ないものが多い。

強拡大で観察すると、3 週齢における破骨細胞の局在は、一次海綿骨から二次海綿骨への
移行部で多く観察され、そのような状態は 5 および 10 週齢においても同様である（図 5）。

図５ 海綿骨における破骨細胞の局在
（脱灰樹脂包埋切片

TB 染色

左：3 週齢

中：5 週齢

右：10 週齢

矢頭：破骨細胞）

3 週齢では一次海綿骨から二次海綿骨への移行部にその存在が多く観察される。5 および 10 週
齢においても同様の状態が観察される。

脱灰パラフィン切片にヘマトキシリン－エオジン染色（HE）を施したもので観察すると、
3 週齢の一次海綿骨には、縦断された血管が多く認められた。また、海綿骨の下方には骨髄
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の細胞が密に存在していた。5 週齢では、3 週齢に比べて血管が斜断されたものや蛇行した
ものが多くみられ、骨髄の占める割合が減少した。10 週齡になると、骨髄中に血管腔の肥
大化したものが多く観察され、それらには横断または斜断された像が多く認められた。二次
海綿骨では、このような太い血管が密に存在することによって、骨梁間の間隙を埋める骨髄
細胞の減少がみられた（図 6）
。

図６ 骨端板直下の骨梁構造
（脱灰パラフィン包埋切片

HE 染色

左：3 週齢

中：5 週齢

右：10 週齢）

3 週齢の一次海綿骨には、縦断された血管が多く海綿骨の下方には骨髄の細胞が密に存在して
いる。5 週齢では、血管が斜断されたものや蛇行したものが多くみられ、骨髄の占める割合が減少
する。10 週齡になると、骨髄中の血管腔が肥大化したものが多く存在し、それらには横断または
斜断された像が多く認められる。

考

察

本研究は、3，5 および 10 週齡という発育期のラット脛骨を用い、近位骨幹端の海綿骨を
一次および二次海綿骨に区分して、それらの発育に伴う構造変化について観察している。し
かし、これまでの先行研究では、海綿骨を一次および二次海綿骨に分けて検討した報告はな
い。本研究は、発育期の骨のリモデリングによる構造変化について破骨細胞の出現部位に関
連づけて検討するものであり、以下では観察所見をもとにそれらについて考察していく。

1．海綿骨の構造変化
骨構造の改築（リモデリング）は骨に加えられた力学的刺激に対応してなされるもので、
骨の内部はその外力に抵抗しうる構造を備えるという Wolff の法則に則って進められる 5）。
脛骨近位骨幹端の海綿骨の上下的な幅は週齡が進むにしたがって広くなり、それを構成する
骨梁の密度も高くなる 6）。著者ら 4）は、発育期に伴う脛骨の外形変化と一次海綿骨の上下的
な幅の減少をすでに報告している。本研究でも一次海綿骨の幅は週齡が進むにしたがって、
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減少することが観察されている。金子ら 7）も発育に伴う増殖細胞層および肥大細胞層の厚
さの減少がそれぞれ分裂速度や肥大化して死滅する速度の低下に関わることを報告してお
り、本研究で観察された一次海綿骨のそのような変化は、骨端板の細胞の分裂・増殖のスピー
ドの低下によって規定されると考えられる。
幼若な段階では一次海綿骨の中でも骨端板直下は、石灰化軟骨梁のみで構成され、発育に
伴ってそれを芯として骨が添加されることにより、典型的な骨梁が形成される 8）。しかし、
上述のごとく発育に伴って一次海綿骨の幅が減少するが、本研究では、その骨の添加開始部
位は、週齡が進むにしたがって骨端板に近づき、したがって、成熟したラット脛骨では、一
次海綿骨様の構造をなしていても、骨端板直下ではすでに太い骨梁が形成されることが観察
されている。このことから、増齢に伴って一次海綿骨の厚さが減少しても、力学的な強度は、
ある程度維持されていると思われる。
舟山ら 9）は、エチドロネート投与によって海綿骨の骨梁に吸収抑制をもたらし、その結果、
投与時期に相当して、海綿骨の中に密な骨梁部分が間歇的に出現することを報告している。
このことから、二次海綿骨は、下方の骨梁にあるものほど過去に形成されたものであり、逆
に、骨端板付近に存在する骨梁は、比較的形成後の経過時間が短いものと考えられる。本研
究では、二次海綿骨の上下的な幅は発育に伴って増加することが観察されている。このこと
に、舟山ら 9）の報告を合わせて考えると、海綿骨の下方に位置する骨梁ほど幼若な段階に
形成されたものであることが推測される。
古賀ら 10）は、海綿骨の有無が骨の力学的強度に十分寄与していることを確かめている。
大迫ら 11）はラット脛骨の外形と海綿骨の骨梁の配列状態から、骨梁が大腿骨側からの機能
圧を、主として後方の皮質骨に分散させるのに機能するとしている。このように、海綿骨の
骨梁構造は骨の力学的強度に深く関わっている。このような海綿骨構造に対する荷重増減の
影響をみた研究として、藤原 12）は、ラットの運動実験により、海綿骨は隣接する骨からの
荷重を広範囲な皮質骨に分散するのに有効な構造を示すことを明らかにしている。 反対に、
大迫 13）は、ラットの不動実験により、脛骨の二次海綿骨の中でも前後的中央部の骨梁から
減少することを報告している。したがって、海綿骨の骨梁は、荷重条件の違いによって変化
を遂げることが推測される。事実、本研究の観察では、3 週齢から週齡が進むにしたがって、
二次海綿骨の幅は増加することを認めており、これらのことから、骨梁の構造が荷重の分散・
伝達に寄与すると、ともに日々の荷重条件、すなわち生活環境および条件によって、順次作
り替えられることが理解される。発育期の骨梁構造は、リモデリングにより大きな変化が生
じたこともあるが、3 週齢の離乳期 14）に伴う運動形態の変化や発育に伴う自重 14）および運
動量の増加により、骨にかかる荷重に対する機械的刺激であるメカニカルストレスが増加し
た。そのことがメカニカルストレスに耐えうる構造を獲得するために海綿骨の構造の改築し
たものと考えられる。つまり、海綿骨の骨梁は、メカニカルストレスに応じて形成および吸
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収されることでその構造を変化させている。このことはメカノスタット理論 15,16）を裏付け
るものと考えられ、上田 17）や江口 18）も同様の報告をしている。
滝沢 19）の報告では、ラット脛骨の海綿骨は、週齡が進むにしたがって、石灰化軟骨周囲
の骨添加量が増加することによって骨梁の太さを増すことが示されている。また、大迫ら 20）
は、ラット後肢不動化により石灰化軟骨梁が乏しくなることで、骨梁形成が遅れることを報
告している。本研究では、3 週齢の骨梁は細いが、週齡が進むにしたがい、太くなっていく。
また、骨形態計測の所見からも、発育に伴って骨梁の太さの増加ならびに海綿骨における相
対的な骨量に有意な増加がみられた。しかし、
骨梁の数に変化は認められなかった。これは、
石灰化軟骨梁への骨の添加開始が骨端板に近づくことによって、骨梁が太くなったからと考
えられる。すなわち、海綿骨の骨梁密度の増加は、骨梁の数に依存せず、個々の骨梁の太さ
の増加によってもたらされていると考えられる。
脛骨近位骨幹端の海綿骨の骨梁は、基本的に下方に向かうにしたがい太くなり、その配列
も週齡が進むにしたがって、前上方から後下方に向かって配列するようになる 21,22）。また、
自由走行運動は幼若ラットの大腿骨頚部における海綿骨の占める範囲のみならず

骨梁の結

合性も増加させる 23）
。本研究での観察によると、3 週齢の骨梁は不規則な配列を示すが、
週齡が進むと、上下方向またはやや傾斜した方向に配列し、さらに、それらの骨梁間を連絡
する横方向に配列する骨梁もみられはじめる。また、10 週齢になると、横方向の配列を示
すものが多くみられ、全体として目の粗い網状の構造を呈する。このことから、骨梁は週齡
が進むにしたがって、力学的負荷に対する抵抗性を高めるために、その配列方向を変化させ
るとともに、骨梁間の連結性を高めていると考えられる。
骨形態計測による所見の中の BS/BV で示されるパラメータは、骨梁の面積とその周囲長
の比を示し、この値は骨梁の形状を反映している。すなわち、この指標の高値は、骨梁表面
に凹凸があることを意味し、反対に、その低値は表面が滑沢な状態にあることを意味する。
本研究の組織学的な観察によると、個々の骨梁の形状は、3 週齢の骨梁表面には、石灰化軟
骨基質に類似した棘状の突出部分が多く認められ、発育が進むと、骨梁の表面には窪みが減
少し、平滑な形態を示すものが多い。このことから、BS/BV の値は、発育が進むにつれて
低下することが推測される。事実、本研究における形態計測による結果は、発育に伴ってそ
の値の低下が認められており、その指標から骨梁の表面形態を推測することが可能であると
思われる。また、発育初期の骨梁表面に凹凸が多く認められたのは、骨添加が不十分である
か、骨吸収が活発に行われていることが推測される。

2．海綿骨内の環境
海綿骨は皮質骨と異なり、骨基質内に血管が侵入せず、酸素や栄養は骨髄の血管からの浸
透によって受ける 24）。海綿骨の下方の部位では、太い血管が骨の表面に直行するような方
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向で皮質骨から骨髄腔内に侵入し、その血管からは骨端板に向けて走行する小枝が多数出さ
れる。その小枝は、骨髄腔内で互いに吻合しながらも骨梁表面にほぼ並行に走行している状
態も認められる 25）。本研究で用いた脛骨の矢状断切片では、3 週齢の場合、骨端板に向けて
伸びる血管が縦断されて観察されるものが多い。しかし、週齡が進むにしたがって、その血
管は縦断されるものが少なくなり、10 週齢では、横断または斜断された血管の像が多く認
められる。また、その血管の内腔は、3 および 5 週齢に比べて、10 週齢なるとかなり拡張し
ている。このことから、3 週齢では、骨梁間を連絡する骨梁が少なく、反対に、10 週齡では、
骨梁が全体的に網状に配列していることが推測される。骨粗鬆症患者では、脊柱の垂直方向
に配列する骨梁を連結する横方向の骨梁から減少することが示されている 26）。事実、本研
究の切片や走査電子顕微鏡によって同様な結果が得られ、週齡が進むにしたがって、骨梁は
単に上下方向に整然と配列するのみならず、それらを連結する横方向に配列した骨梁も増加
することによって、海綿骨の力学的強度を高めていると考えられる。
血管内皮増殖因子 vascular endothelial growth factor（VEGF）は、骨形態形成における
血管新生作用のみならず、軟骨 ･ 骨組織吸収にも関与する 27）。血管系は血球と液性成分の
通路で、前駆細胞の輸送やさらには、臓器特異的な荷重伝達機構としても機能している 28）。
Parffit29）はすべての部位における破骨細胞と骨芽細胞の連携に、共通に存在する構造として
血管系に注目しており、Melsen30）も、海綿骨における吸収面や形成面の 100 ミクロン以内
の近傍に、常に血管内皮細胞類似細胞があることを指摘している。本研究でも、3 週齢の骨
端板直下から血管が侵入し、軟骨小腔開放部位に破骨細胞の存在が認められ、また、一次か
ら二次海綿骨の移行部において、破骨細胞の存在が多く見られた。このことを中村 28）の所
見に照らし合わせ考えると、破骨細胞の出現には血液由来の因子が必要であり、本研究で観
察された破骨細胞と骨髄腔内の血管との位置的な関連性は、そのことを強く示唆するものと
思われる。
骨リモデリングは、骨吸収にはじまり骨形成に終わる一連のプロセスであり、破骨細胞分
化の起こる開始期、骨吸収から骨形成への移行期、骨形成が完了する完了期に分け、それぞ
れに着目すると、破骨細胞と骨芽細胞の密な関係が推測される 31）。また、破骨細胞は、
IGF、TGF、PDGF、FGF、BMP、アクチビン、カルシウムまたはリン酸を掘り起こして骨
髄に放出し、隣在する骨芽細胞の骨形成を助ける 32）。本研究の観察では、3 週齢の二次海綿
骨の骨梁は細く、連続性がみられないが、週齡が進むにしたがって一次海綿骨の骨梁と骨梁
は融合することで板状構造を呈し、10 週齢になると目の粗い網状構造が認められる。また、
破骨細胞はどの週齢においても一次海綿骨から二次海綿骨への移行部で多く観察される。こ
のことから、少なくとも二次海綿骨に出現する破骨細胞による骨吸収は、いずれの週齡にお
いても促進され、10 週齢になると、骨吸収のみならず骨形成の促進も生じると考えられる。
すなわち、骨吸収と骨形成のバランスは発育段階で異なり、幼若な段階の二次海綿骨では骨
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吸収が促進され、一方、成熟な段階では、骨吸収とともに骨形成も促進されることによって、
目の粗い網状構造が形成されたと考えられる。また、
成熟段階の二次海綿骨の骨形成促進は、
破骨細胞の骨吸収により骨基質内に埋没する骨芽細胞の分化・活性化に関わる IGF などの
増殖因子が局所的に骨髄中へ放出されることも関わっていると推測される。しかし、本研究
では、骨吸収および骨形成に関する骨形態計測や、骨芽細胞の増殖・活性化をもたらす要因
に関しては観察を行っていないため、これらは今後の研究課題として挙げられる。

結

論

ラット脛骨は、発育に伴って、海綿骨の上下的な幅が増加するとともに、骨梁の太さと密
度が増加し、また、網状に配列して力学的な強度を高めていることが理解された。
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Studies on characteristics of bone trabecular
structure in growing rats
MORITA, Tsuyoshi
TAKIZAWA, Ayane
OHSAKO, Masafumi
SUMMARY
Cancellous bone was classified into two regions, that was, primary and secondary
cancellous bone, below the epiphysis plate. Cancellous bone could be rebuilt in the
secondary cancellous bone, as bone trabeculae of primary cancellous bone were formed
and resorbed. Then, purpose of this study was to investigate the structural changes in the
primary and secondary cancellous bone of immature and mature rats, and the localization
of osteoclasts.
Thirty rats (3, 5 and 10-week-old, wistar strain, male) were used as materials. Their
hindlimb were excised under anesthesia, they were analyzed and observed
histochemically using light, fluorescent and scanning electron microscope.
Thicknesses of the primary cancellous bone of tibiae were decreased in growing rats,
and those of the secondary cancellous bone were increased, oppositely. The bone
trabeculae of secondary cancellous bone were arranged in oblique and transversal
direction toward long axis of tibia. Vessels invaded from bone marrow cavities into
erosion zone of growth plates in three weeks old rats and osteoclasts existed at that zone
and in transitional area between primary and secondary cancellous bone in every growing
periods.
Therefore, it was understood that width of cancellous bone expanded in direction of
inferior and superior according to growing and density and thickness of trabecular bone
increased, and then bone trabeculae resulted in indicating reticular structure.
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