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旨

本研究は、発育段階にあるラットの骨基質の形成変化を、基質線維の密度と配列状態、な
らびに骨芽細胞の構造的特徴に関連づけて検討することを目的とした。
1、3、5、10、14 週齡のウィスター系雄性ラットを実験材料とし、下肢骨を摘出して種々
の標本を作製することにより、肉眼的および組織学的に観察した。
一次海綿骨において骨端軟骨直下から伸びる骨梁は細く、
密度が疎であったが発育に伴い、
骨梁の太さと密度を増した。二次海綿骨では、発育に伴って骨梁は網状から柱状に配列する
形態を取るようになった。それらの骨梁は不規則に配列していたが、本数を限定するような
構造をなし、骨幹端における骨梁の走行は、脛骨全体の長軸に一致するように配列していた。
骨梁に配列する骨芽細胞の出現部位は週齡とともに徐々に骨端軟骨側に近づいた。骨端軟骨
に近い骨芽細胞は細胞の長軸を骨梁の表面に平行にして存在していたが、週齡に伴い石灰化
軟骨梁表面に上皮様に配列するものが見られた。
これらのことから、骨梁の本数を柱状に配列するものが多くなったのは、発育にともなう
自重増加や活動量の増加に見合って、荷重を適切に周囲の皮質骨に伝達・分散するために、
有効であったことが推測される。骨幹端において、骨梁の配列方向が脛骨全体の長軸に一致
することは、大腿骨側の荷重を脛骨全体で受け止めるような構造となっていることを示唆す
る。
発育に伴い骨芽細胞が、その出現部位を徐々に骨端軟骨側に上昇させたことは、荷重を受
け止める骨を形成するために、盛んな骨形成を行っていることが推測される。また、骨端軟
骨付近の骨芽細胞は、疎で配列も不規則な基質線維を分泌するが、発育に伴って、密で規則
的な配列の線維を分泌するようになることが理解された。
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はじめに
私たちの身体に存在する 206 本の骨は歯とともに硬組織と呼ばれ、その起源を遡れば、そ
れは 3 ～ 5 億年前に生息していたと考えられる原始的な脊椎動物、甲皮類に由来する 1-2）。
生物がまだ海の中で生息している時点では、それは外骨格として外部から身を守るための体
表面の甲羅のような硬さの付与で良かったが、陸地に上がり重力への適応が求められ、脊椎
骨や体肢骨のような運動機能としての高い力学的強度を示す構造の獲得が必要とされて骨組
織が出現した。この硬組織はアスピディンと呼ばれる骨小腔や骨細管がない無細胞性骨様式
で最表層は感覚器の受容器として働く象牙質の結晶である象牙質結節が存在した 1-2）。
ある標本においては梁柱状の構造と海綿骨に類似した層板状の構造が認められ、さらにこ
の層板状構造においてはヒトの緻密質に見られるハーバース管に似た構造を持つことからリ
モデリングがなされていることが推測された。その組織内には骨芽細胞、骨細胞、破骨細胞
に対応したアスピディン芽細胞、アスピディン細胞、破アスピディン細胞と名付けられた細
胞の存在が確認され、現世に至るような骨組織は結合組織や軟骨組織よりも系統発生学的に
遅れて出現したとされているが他の組織にはない構造的強化を図るさまざまな構造が獲得さ
れている 1-2）。
ヒトにおける骨組織の役割としては①骨格の支柱・支持②筋肉と連動しての運動器③内臓
や胎児の保護④骨髄における造血⑤カルシウムやリンおよび骨気質内でのサイトカインや成
長因子の貯蔵などがあげられ、その基本構造が骨芽細胞、骨細胞、破骨細胞などの造骨・破
骨細胞成分と細胞間基質によって構成される 7）。細胞間基質には骨芽細胞が造りだした豊富
なコラーゲン線維と無機質の結晶が存在し、これらが骨に強度としなやかさをもたらしてい
る。それらの細胞は骨髄中の間葉系幹細胞に起源をもつが、間葉系幹細胞から骨芽細胞に分
化した直後のものと骨芽細胞になってからある程度時間経過したものとではその細胞構造に
違いがみられ、造られる骨組織の構造も異なる。それには発育に伴う体重の増加や歩行によ
る筋からの牽引力、捕食などによって外部からの力学的刺激に変化が生じ、その刺激が構造
に変化をもたらしてきたであろうということが予測される。骨芽細胞に分化した直後のもの
は特に胎児期に多くみられ、
時間経過したものは成人で多くみられるとされている。しかし、
発育段階のどのような時期にそのような変化が生じるかについては詳細な報告がない。そこ
で、本研究は種々の発育段階にあるラットの脛骨を用い、近位部における一次および二次海
綿骨に存在する骨芽細胞の構造的特徴を形態学的に観察し、その所見をそれぞれの部位の骨
基質の発育変化に関連づけて検討することを目的とする。

実験方法
材料として、1、3、5、10 および 14 週齢のウィスター系雄性ラットを各 8 匹ずつ（計 40 匹）
用いた。それらに苦痛を与えないようにジエチルエーテルによる深麻酔をかけて屠殺し、死
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亡を確認後、極力軟組織を除去して下肢骨を摘出した。ダイヤモンドディスクを用いて膝関
節を中心に上下 2cm の大きさにトリミングし、さらに矢状割断した。それらを速やかに 4％
パラフォルムアルデヒド液またはカルノブスキー液に浸漬し、観察法別に固定時間を変え
1 ～ 4 日間固定した。
脱灰パラフィン包埋標本の作製では、摘出した標本をモース・ソルン液に約 2 週間浸漬し
て脱灰し、水洗した後、60、70、80、90、95 および 100％アルコールからなる脱水系列を用
いて脱水した。その後、安息香酸メチル（30 分× 3 回）ならびにベンゼンにて透徹し、ベ
ンゼンパラフィン（30 分、38℃）およびパラフィン（60℃、3 回）に浸漬して、組織にパラ
フィンを浸透させた。それらをパラフィンに包埋し、適切な大きさにトリミングして木製台
に取り付け、ミクロトームにて厚さ約 5 ミクロンの矢状断完全連続切片を作成した。それら
の切片にヘマトキシリン・エオジン（HE）染色やポリクローム（PC）染色など、様々な染
色を施し、光学顕微鏡にて観察した。
非脱灰リゴラック樹脂包埋標本の作製では、前述したアルコール系列による脱水ならびに
アセトン（30 分× 2）による透徹を行った。その後、樹脂とアセトンの混合液（1：1、1：3、
1：7）、および樹脂原液に、段階的に濃度を高めながらリゴラック樹脂を標本に浸透させ、
さらに 38、45、55 および 60℃の順に加温し重合した。そのブロックを砥石および研磨フィ
ルムにより約 200 ミクロンの厚さに研磨して、標本を作製した。それらにトルイジンブルー
染色を施し、光学顕微鏡により観察した。
電子顕微鏡用観察標本の作成では、まず、摘出標本をカルノブスキー液により固定した後、
それを 60℃の条件下で 24％水酸化ナトリウムに浸漬して、
浸軟処理を施した。それを 70（10
分）、90（10 分）
、95（10 分）および 100（10 分）％アルコールで脱水し、t- ブチルアルコー
ルに浸漬した。それを凍結乾燥し、カーボンとプラチナの真空蒸着を施した後に、走査電子
顕微鏡により観察した。

所見
ラット脛骨矢状断切片に HE 染色を施し、弱拡大で観察すると、まず 1 週齢では骨端軟骨
の下方に海綿骨が存在するが、この週齡の骨梁は細く、基本的に上下方向に向かって配列し
ている（図 1a）
。3 週齢における海綿骨の上下的な幅は 1 週齢とほぼ同様であり、それを構
成する骨梁の太さ、密度ならびに配列状態に関しても 1 週齢のものとあまり変わらない（図
1b）。5 週齢における海綿骨の上下的な幅および骨梁の太さに関しては、1 および 3 週齡と
ほぼ同様である。しかし、これまでの週齡と異なり、骨端軟骨直下には骨梁が密に存在し、
それより下方の部位では、骨梁は太さを増すが、密度が低下しており、このように一次海綿
骨と二次海綿骨が明瞭に区分される（図 1c）
。10 週齢においても骨端軟骨直下には一次海綿
骨がみられ、そこには骨梁が密に存在するが、5 週齢に比べて、その太さはやや増大している。
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二次海綿骨は 5 週齢に比べて上下的な範囲がかなり増すとともに、個々の骨梁の太さも顕著
に増加している。しかし、二次海綿骨の骨梁は基本的に上下方向に配列するが、やや蛇行す
るものが多く見られる（図 1d）
。14 週齢になると一次海綿骨の骨梁は太さを増すとともに
より密となり、弱拡大では全体的に板状の構造のように観察される。一方、二次海綿骨の骨
梁は 10 週齢に比べて密度がやや低下するが、それらは整然と上下方向に配列し、しかも 10
週齢に比べて下方にまで伸びているものが多い（図 1e）
。
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d

e

図 1、各週齡のラット脛骨の弱拡像（脱灰パラフィン切片 HE 染色）
a.1 週齢 b.3 週齢 c.5 週齡 d.10 週齢 e.14 週齡
週齡に伴い、骨梁の配列方向は規則的になり、また 5 週齡から一次海綿骨と二次海綿骨の区分が
明瞭になった。10 週齡以降では、二次海綿骨の骨梁が太く、長くなり、それらの下端は後方の皮
質骨に融合しているのが観察される。
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同様の切片の一次海綿骨を拡大して観察すると、まず 1 週齡では骨端軟骨の下縁から石灰
化軟骨梁が下方に向かって伸び、石灰化軟骨が骨髄腔内に露出した状態となっている。骨端
軟骨下縁からやや離れた部位の石灰化軟骨梁表面に骨芽細胞が出現し、それより下方では、
石灰化軟骨の周囲に骨が添加されている。この週齡で、石灰化軟骨梁の周囲に出現する骨芽
細胞の中でも、骨端軟骨近くに出現するものは、その長軸を軟骨梁の表面に平行にして存在
する。またそれより下方に出現する骨芽細胞は、石灰化軟骨梁表面に垂直に細胞の長軸を向
けるように配列し、このような細胞は石灰化軟骨梁表面に上皮様に配列している（図 2a）。
3 週齢になると、骨芽細胞が石灰化軟骨梁の表面に付着する部位が 1 週齢より上方になり、
骨端軟骨直下の石灰化軟骨梁が直接骨髄腔に露出している範囲が狭くなる。また、石灰化軟
骨を芯として形成される骨の量も 1 週齢に比べて増加し、一次海綿骨の骨梁の太さを 1 週齢
の同部位と比較すると 3 週齢の方が太くなっている。骨端軟骨直下では太い洞様血管が骨髄
腔中に存在することにより、骨梁の表面と洞様血管との間にはわずかなスペースのみが残さ
れている。その隙間には石灰化軟骨梁ならびに骨梁の表面に細胞の長軸を平行に配列した骨
芽細胞が存在している。しかし、部位によっては 1 週齢の一次海綿骨の中でも下方の部位に
見られたものと同様に、上皮様に配列するものも認められる（図 2b）
。
5 週齢では 3 週齢に比べて一次海綿骨の骨梁が太さを増すとともに密に存在する。骨端軟
骨の下縁から骨芽細胞が骨梁表面に付着し、その部位からすでに骨が添加されている。これ
までの週齡とは異なって、骨端軟骨直下で石灰化軟骨梁が骨髄腔に直接露出している部位は
ほとんど認められない。また、3 週齢の同部位と比較して、骨梁は太さを増している（図
2c）。10 週齢になると骨端軟骨下縁付近ですでに石灰化軟骨梁表面に骨芽細胞が付着してい
る部位が多く認められる。骨芽細胞はそれより下方の部位では骨梁表面に上皮様に整然と配
列している（図 2d）
。14 週齢では 10 週齢とほぼ同様に、骨芽細胞が骨端軟骨直下から出現
し始め、それより下方の部位では上皮様に配列しており、この点についても 10 週齢の状態
にかなり類似している（図 2e）
。
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図 2，海綿骨上部における骨梁の太さと配列状態
（a ～ e は図 1 の a ～ e の実線の四角部位の拡大像、脱灰パラフィン切片 HE 染色）
骨端軟骨直下から伸びる骨梁は増齢に伴い太さを増し、その表面に存在する骨芽細胞の出現部位
も上昇してきた。

次に二次海綿骨を拡大して観察すると、1 および 3 週齢ではほとんどの骨梁の表面に上皮
様に配列した骨芽細胞が存在しているのが観察される（図 3a）
（図 3b）
。5 週齢においても
骨梁の表面に上皮様の活発な骨芽細胞が観察されるが、部位によって骨梁の表面に偏平な骨
芽細胞、すなわち bone lining cell が骨梁表面を覆っている状態が観察される（図 3c）
。10
週齢では 5 週齢に比べて骨梁がかなり太さを増しており、その表面には骨芽細胞が上皮様に
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配列しているのが認められる。しかし、この週齢では骨梁表面の半分近くに bone lining cell
様の細胞が観察される（図 3d）
。14 週齢では骨梁はさらに太さを増し、その表面には活発
な骨形成を行う骨芽細胞も見られるが、それ以上に bone lining cell 様の細胞で覆われてい
る部位が多く認められる（図 3e）
。

a

b

c

d

e
図 3，海綿骨下部における骨梁の太さと配列状態

（a ～ e は図 1 の a ～ e の点線の四角部位の拡大像、脱灰パラフィン切片 HE 染色）
1，3 週齡では上皮様に配列した骨芽細胞が骨梁表面に観察されるが、5 週齡からはそれらととも
に偏平な骨芽細胞（bone lining cell）がみられるようになる。
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脛骨の矢状断切片にポリクローム染色を施し、一次海綿骨を拡大して観察すると、まず
1 週齢では骨端軟骨直下からメチレンブルーに青く染まる石灰化軟骨梁が骨髄に露出してい
る。それより下方の部位では、石灰化軟骨梁表面に酸性フクシンの色素をとって赤く染まる
骨が添加されている（図 4a）
。先に述べたごとく、石灰化軟骨表面に骨形成が開始される部
位は発育に伴って順次骨端軟骨に近づくが、このような石灰化軟骨および骨の基質の染色性
に関しては、3 週齢以降においても同様である（図 4b）
。しかし 10 週齢に関してはそれま
での週齡とは明らかに異なり、添加される骨には赤色に染色されるものに加え、メタニルイ
エローの色素を取ってオレンジ色に染まるものも出現し始める（図 4d）
。

a

b

c

d
図 4、海綿骨上部における骨基質の染色性

（a ～ e は図 1 の a ～ e の実線の四角部位の拡大像、脱灰パラフィン切片ポリクローム染色）
1 週齢では骨端軟骨直下からメチレンブルーに青く染まる石灰化軟骨梁が骨髄に露出し、それより
下方の部位では、石灰化軟骨梁表面に酸性フクシンの色素をとって赤く染まる骨が添加されてい
る。10 週齢では添加される骨には赤色に加え、メタニルイエローの色素を取ってオレンジ色に染
まるものも出現し始める。
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次に、同様の切片の二次海綿骨を拡大して観察すると、1 週齢の骨梁の基質はメタニルイ
エローと酸性フクシンの色素を取ってオレンジ色に染まるが、やや酸性フクシンの色素に濃
く染まり、赤みがかったオレンジ色となっている。3 週齢の骨基質は 1 週齢と同様にオレン
ジ色に染まるが、1 週齢よりも酸性フクシンの染色性が低下することにより、オレンジ色の
赤みが褪めた状態となっている（図 5a）
（図 5b）
。5 週齡では骨梁深部に染色性の低い石灰
化軟骨基質が存在し、その表面には赤色に染まる骨基質が添加されている部位や、その赤く
染まる基質の表面にさらにオレンジ色に染まる基質が添加されている部位も認められる（図
5c）。10 週齢になると骨梁は太さを増し、石灰化軟骨基質は骨梁のかなり深部に位置する。
そのような石灰化軟骨基質は染色性が低く、その周囲には赤みの強いオレンジ色に染まる骨
が存在している。さらに、その表面はオレンジ色に染まる骨が添加されており、そのような
骨の中には赤色とオレンジ色が交互に繰り返される層板様の構造を示す部位も見られる（図
5d）。

─ 153 ─

b

a

c

d
図5

海綿骨下部における骨基質の染色性

（a ～ e は図 1 の a ～ e の点線の四角部位の拡大像、脱灰パラフィン切片ポリクローム染色）
1 週齢の基質は赤みがかったオレンジ色となっている。3 週齢の骨基質は 1 週齢よりも、オレンジ
色の赤みが褪めた状態となっている。5 週齡では染色性の低い石灰化軟骨基質の表面に、赤色に染
まる骨基質や、さらにオレンジ色に染まる基質が添加されている部位も認められる。10 週齢では、
石灰化軟骨基質は骨梁のかなり深部に位置し、骨の中には赤色とオレンジ色が交互に繰り返され
る層板様の構造を示すものが形成されるようになっている。

14 週齢の脛骨を脱灰し、NaOH で処理した標本を走査電子顕微鏡で観察すると、一次海
綿骨ではポリクローム染色で赤く染色された部位に相当して、疎で細い基質線維が不規則に
配列しているのが観察される。それに対して、二次海綿骨では基質線維が密に存在し、それ
らは互いにほぼ並行に配列している状態が認められる（図 6）
。
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* **
*

図 6，脛骨海綿骨の上部および下部における基質線維のならびに骨芽細胞の走査電子顕微鏡像（脱
灰された脛骨縦断面に浸軟処理を施して観察した。）左図．海綿骨上部、右図．海綿骨下部
14 週齢の脛骨を、NaOH で処理した標本を走査電子顕微鏡で観察すると、海綿骨上部（一次海綿骨）
ではポリクローム染色で赤く染色された部位に相当して、疎で細い基質線維が不規則に配列して
いるのが観察される。それに対して、海綿骨下部（二次海綿骨）では基質線維が密に存在し、そ
れらは互いにほぼ並行に配列している状態が認められる。

考

察

本研究は発育に伴う骨基質の形成変化を、基質線維の密度と配列状態、ならびに骨芽細胞
の構造的特徴に関連づけて検討するものである。
発育期の骨には骨端軟骨が存在し、それは骨の長軸方向の伸長に関与している。長骨では
一次海綿骨および二次海綿骨が存在し、それらの骨構造では、生涯にわたって骨形成と骨吸
収を行うリモデリングと呼ばれるダイナミックな機構が働く 3-5）。
守田、大迫ら 10）は、成長に伴う自重増加はもちろんのこと、運動や不動に伴うメカニカ
ルストレスの増減がリモデリングの進行状況に大きく関与すると報告している。本研究で観
察された発育期のラット脛骨の場合、1 週齢では、脛骨近位骨幹端の海綿骨の上下的な幅が
狭く、3 週齢になるとその幅は増すが、この週齢までは海綿骨に一次と二次の区別はできな
い。そして、5 週齢になると海綿骨の上下的な幅が増すとともに一次および二次海綿骨が明
瞭に区分され、10 週齡では海綿骨の幅が増すが、14 週齢はそれとほぼ同様である。
若藤 20）による Wister 系ラットの体重曲線は、3 週齢の離乳を境に体重増加が著しくなり、
生後 10~11 週齡までその状態が続くが、その後は緩やかに増加することを示している。この
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ことから、本研究で観察された発育に伴う海綿骨の幅の増加は、自重や活動量の増加を反映
しているものと思われる。10 週齡と 14 週齡で海綿骨の幅に大きな変化が見られなったこと
も、それらの間では体重が緩やかに増加していたことに一致すると考えられる。
また、本研究では 5 週齢において一次および二次海綿骨が区分されるようになったが、こ
れは 3 週齢までの海綿骨における下方の骨梁のリモデリングによって生じたものである。こ
のことは、発育に伴って増加した荷重を適切に周囲の皮質骨に分散するために、骨梁が網状
構造をなすよりも柱状に配列するように改造されたものと推測される。その骨梁の配列に関
しては、骨が大腿骨からのメカニカルストレスの影響を受けることで、細い骨梁からなる一
次海綿骨の骨梁密度を増加させることが、Wolff の法則やメカノスタット理論 3､ 15）に一致す
ると思われる。また、骨梁の太さを増すとともに本数を限定することは、上述したように二
次海綿骨で力学的負荷を皮質骨側に的確に分散・伝達するためになされていると考えられる。
ラットの場合、6 週齢で最初の妊娠が可能となることから、この時期を人の成熟段階に当
てはめるとそれは思春期の頃に相当する。また、ラットの顕著な体重増加は 10 ～ 11 週まで
続くことから 12､ 19-20）、その週齡までを発育期として考え、本実験で用いた 1、3 および 5 週
齡のラットを発育前期とし、また 10 および 14 週齡を発育後期として区分し、それぞれの時
期の構造的特徴について見ると次のようなことが考えられる。
まず、発育前期のものについて見ると、1 週齡では、骨端軟骨直下から伸びる骨梁は細く、
基本的に上下方向に配列している。また、3 週齢においても骨梁は上下方向の配列を示し、
太さや密度は 1 週齢のものとほぼ同様である。5 週齢の場合、骨梁の太さに関しては 1 およ
び 3 週齡とあまり変わらないが、骨端軟骨直下から伸びる骨梁は密に存在する。また、そこ
から下方に伸びる骨梁は太さを増し、逆に密度は低下する。5 週齢の海綿骨におけるこのよ
うな変化によって、上述した一次および二次海綿骨の区分が可能になったと考えられる。
10 週齡では、一次海綿骨の骨梁の密度が増すとともに、板状の構造を示すものも観察さ
れる。また、二次海綿骨は上下的な幅が増し、骨梁が太く、直線状に配列するが、それには
やや蛇行した状態が認められる。14 週齡の一次および二次海綿骨の骨梁の太さ、密度なら
びに配列方向は基本的に 10 週齡のものと同様であるが、二次海綿骨の骨梁には蛇行した状
態は見られず、ほぼ直線的な形状を示す。10 および 14 週齡の骨梁の太さ、密度および配列
が類似しているのは、それらの週齡が発育のほぼ最終段階にあり、体重増加が緩やかになっ
たことが影響していると思われる。しかし、10 週齡の二次海綿骨の骨梁には蛇行を示すも
のがあったのに対して、14 週齡のそれは直線的となっている。このことに wolff の法則 3､ 15）
を当てはめて考えると、
それらの期間にも骨梁への荷重増加が生じているものと考えられる。
藤原 15）の報告によれば、大腿骨からの加重の分散には、骨梁の密度のほかに配列方向も関
与するとされている。
10 および 14 週齡における二次海綿骨の骨梁は、前上方から後下方に向かって配列し、そ
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れらの骨梁の下端は後方の皮質骨に融合しているが、このような構造はすでに 5 週齡から見
られ始めている。このような配列を示す骨梁の働きを骨幹端のみに限定して考えると、それ
らの骨梁は大腿骨側からの荷重を後方の皮質骨に、分散・伝達していると考えられる。脛骨
は発育が進むに従って、太さと長さを増すがそれと同時に棒状から S 字状の彎曲を示すよ
うになる。このような脛骨の肉眼的な形態に、上述した骨幹端の骨梁の配列状態を当てはめ
て考えると、骨幹端における前上方から後下方に向かう骨梁の配列方向は、脛骨全体の長軸
に一致する。このことは、大腿骨側の荷重が一度、近位骨幹端の海綿骨を介して後方の皮質
骨に伝達されるが、それは脛骨全体で受け止めるような構造となっていることを示唆する。
著者 18）は、すでに一次および二次海綿骨の骨梁表面に存在する骨芽細胞の構造的特徴に
ついて報告している。そこでは、5 週齢以降から細胞の極性が安定し、染色性が高まること
が示されており、これらは細胞小器官の増加や分化度の上昇によるものと考えられている。
実際に本研究における 1 週齢の一次海綿骨を見ると、骨芽細胞が骨端軟骨下縁からやや離
れた部位の石灰化軟骨梁表面に出現している。その細胞の中でも、骨端軟骨に近いものは細
胞の長軸を骨梁の表面に平行にして存在する。3 週齢の骨芽細胞も、1 週齢と同様に骨梁の
表面に細胞の長軸を平行に配列している。しかし、その骨芽細胞の出現部位は 1 週齢よりも
骨端軟骨側に近づき、また、部位によっては石灰化軟骨梁表面に上皮様に配列するものも見
られる。5 週齢では、骨端軟骨直下から骨芽細胞が骨梁表面に付着し始め、10 および 14 週
齡ではそのような状態が多く認められる。このことから、細胞の極性が安定する 5 週齡以降
から骨芽細胞の活性化が高まり、盛んな骨形成を行っていることが推測される。細胞質の染
色性が高まることは細胞内小器官が発達していることを意味するもので、発育に伴って、活
発に基質の合成と分泌を行っていることが考えられる。
著者 18）は、二次海綿骨の骨芽細胞が一次海綿骨のものと比較してやや大型であり、また、
細胞の極性が明瞭で、細胞質がヘマトキシリンに濃く染まる状態は週齡が進むほど顕著とな
ることをすでに報告している。また、週齡が進むにしたがって骨髄中の未分化な細胞や前骨
芽細胞が骨芽細胞に分化する部位が骨端軟骨付近に近づき、二次海綿骨においても同様に骨
芽細胞が上方から分化することも認めている。海綿骨ではこのような発育変化によって層板
様の骨組織が形成され、骨の強度が高められている。
Bone lining cell は骨基質合成能という面からは、活性期を過ぎた骨芽細胞と考えられる
が、これには破骨細胞の誘導能を有し、また、様々な刺激による再賦活化をおこし、骨形成
能を取り戻すという報告がされている 3-6､ 23）。このように、bone lining cell は単に活性度の
低い細胞ではなく、破骨細胞誘導という新たな機能を獲得することから、本研究ではそれを
骨芽細胞の分化の最終段階として解釈することとする。本研究における観察では、1 および
3 週齡でほとんどの骨梁の表面に上皮様に配列した骨芽細胞が存在するのが観察されてい
る。 しかし、すでに 5 週齢の二次海綿骨において骨梁表面に bone lining cell が出現し、10
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週齡になると太さを増した骨梁表面の半分近くに bone lining cell 様の細胞が占める割合が
多く認められる。このことから、本研究で観察した 5 週齢以前には活発な骨形成が進み、そ
の後は bone lining cell が多く出現することから、その週齢を境に、骨芽細胞の急速な分化
が生じるものと考えられる。
骨、軟骨および象牙質の基質は、コラーゲン線維を下地とした結合組織がその基本構造と
なっている 3､ 4）。結合組織を染め分ける染色法を用いて、その染色性の違いから基質線維の
密度および配列状態を推測することが可能とされている 12-14）。その染色法のひとつにポリク
ローム染色があり、本研究ではそれによって骨基質を染め分けた。この染色法では、軟骨基
質がメチレンブルーの色素をとって明るい青色に染まり、骨基質は酸性フクシンの赤色やメ
タニルイエローの黄色の両者に染まり、オレンジ色に観察される 12-14）。
実際にラット脛骨にポリクローム染色を施して、各週齡の一次海綿骨を観察すると、1 週
齢では、骨端軟骨直下にメチレンブルーの青色に染まる石灰化軟骨梁が骨髄中に露出し、そ
の下方に酸性フクシンに染まった骨が石灰化軟骨梁表面に添加されている。3 週齢でも

1

週齢と同様に形成された骨は酸性フクシンの赤色を呈している。5 週齡ではメチレンブルー
に青く染まる石灰化軟骨梁を芯として、その周囲に添加された骨を縁取るように酸性フクシ
ンの赤色が確認できる。10 週齢ではメチレンブルーに青く染まった石灰化軟骨梁に添加さ
れる骨は，全体的にメタニルイエローの色素を多くとって、オレンジ色を呈している。
このような骨基質の染色性と基質線維の密度ならびに配列状態の電子顕微鏡的所見との関
連性について示した大迫 12-14）の報告がある。この報告に本研究の一次海綿骨の所見を当て
はめると、そこの基質線維は疎で配列も不規則になっている。事実、本研究では、走査電子
顕微鏡により、基質線維の染色性とその内部構造の関係も確認されている。
このことから、14 週齡の一次海綿骨の骨基質は黄色に染色されることを、大迫ら 12-14）の
報告に照らし合わせると、1 週齢よりも基質線維は密で配列が規則的であることが推測され
る。
二次海綿骨では、骨梁の深部に位置する石灰化軟骨周囲に添加された骨基質は淡い赤色に
染まり、一方、骨端軟骨付近で形成された骨基質も同様に赤色に染まることから、前者の赤
く染まる骨梁深部の基質はでかつて骨端軟骨付近で形成されたものと思われる。
この染色性を、基質線維の密度と配列方向の関係性について見た大迫 12-14）の報告に当て
はめてみると、次のようなことが考えられる。この部位における骨梁深部以外の基質では、
基質線維が密で、しかも規則的に配列していると思われる。また、部位によっては骨梁の表
面付近で、層板状の構造を示すところも認めており、このような黄色に染まる基質や層板状
の構造を示す骨梁は発育が進むに従って増加している。
このようなことから発育に伴って、骨梁は太さを増し、配列が整然となるだけでなく、個々
の骨梁の基質線維にも力学的強度を高める構造が獲得されていると思われる。骨芽細胞は 5
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週齢までは上皮様に配列するのに対し、それ以降は bone lining cell が出現し、14 週齡では、
それが増加している。このことと上述した骨梁構造を併せて考えると、基質線維が密で整然
とした配列になることの基本は 5 週齢までにつくられているであろうことが示唆される。ま
た、10 週齡以降で見られた層板構造は個々の骨梁の表面側に位置していることから、これは、
発育の中でも後期に形成されたものであり、自重や活動量が増すことに対応して形成された
ものと思われる。

結

論

骨芽細胞は分化に伴って上皮様に配列するようになり、発育期の骨においては徐々に骨端
軟骨直下から出現する。また、骨端軟骨付近の骨芽細胞は、疎で配列も不規則な基質線維を
分泌するが、発育に伴って、密で規則的な配列の線維を分泌するようになることが理解され
た。
なお、本研究は福祉社会デザイン研究科研究等倫理委員会の審査により承認された。
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Histological Study of Differentiation Process about
Bone Tissue in Growing Rat
TAKIZAWA, Ayane
MORITA, Tsuyoshi
OHSAKO, Masafumi
SUMMARY
It was aimed that changes of bone matrix formation were investigated, in relation to
density and arrangement of bone matrix fibers, and structural characteristics of
osteoblasts, in growing rat. Male rats（wistar strain; 1, 3, 5, 10 and 14 weeks old ）were
used as materials. Their tibiae were excised, and those specimens were analyzed and
observed macroscopically and histologically.
In a primary cancellous bone, the trabeculae that existed just under epiphyseal
cartilage were thin and loose, but both their thickness and density increased, according to
growth. In a secondary cancellous bone, the trabeculae formed mesh-lik structures in
early stage. But, after that stage, they formed pillar-liked structures, and those trabeculae
arranged in agreement with the long axis of the whole tibia. The osteoblats appeared
near the epiphyseal cartilage gradually with growth. Although the long axis of those cells
existed in parallel to the surface of trabeculae, cells became arranged like epithelium with
growth.
It was supposed that the increase of bone trabeculea arranged like pillar was useful to
scatter and transmit mechanical stress to surrounding cortical bone suitably.
It meant for the bone trabeculea, arranged in parallel to the long axis of the tibiae
wholly, enhanced their resistance to mechanical load from femur. Furthermore, it was
speculated that raising portions of osteoblasts’appearance toward epiphyseal cartilage
gradually also enhanced resistance to mechanical stress.
Then, from these facts, the osteoblasts existed just under the epiphyseal cartilage
secreted the matrix fibers that was loose and arranged irregularly, but it became secreted
them that dense and arranged regularly according to growth.
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