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研究成果の概要（和文）：　生体内分解性のマグネシウム合金の生体内分解挙動のメカニズム解明とマグネシウムの骨
形成への効果を検討するため、動物の皮下および骨内に移植して組織学的に観察を行った結果、合金の組成の違いによ
り分解挙動が異なると同時に、治癒との関連付けられる周囲の組織反応の器質化への速度に違いが生じることが明らか
になった。また骨内では分解と同時に合金周囲に骨形成がみられた。新生骨形成量は分解挙動で異なり、分解の遅いも
のはゆっくりと骨を形成するが、分解の速いものは比較的早期に形成されるが一定期間を過ぎると減少した。また合金
と新生骨は、高い接触率を示したことから、マグネシウム合金が高い骨神話背を有していると思われた。

研究成果の概要（英文）： Biodegradaion mechanism and effect of new bone formation of magnesium alloys were
 examined by animal implant experiments. In subcutaneous implant model, Two magnesium alloys of different 
composition showed different degradation rate. Magnesium alloy of slow rate degradation revealed rapid org
anization of surrounded tissue. In intraosseous implant model, magnesium alloys showed similar degradation
 behavior to subcutaneous implant model. New bone was formed around magnesium alloys. New bone formation s
howed gradual increase in magnesium alloy with high rate degradation. In magnesium alloy with slow rate de
gradation, bone showed initial increase and afterwords gradual decrease. Magnesium alloys showed high cont
act rate with bone. Magnesium alloy were demonstrated the high compatibility to bone tissue.
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１．研究開始当初の背景 
近年、機械的強度を有しながら生体内で分

解する新しい生体材料として Mg 合金の医療
応用の可能性が注目され、市場の大きい既存
のステントや骨折固定用プレートに代わる
新しい材料としてドイツなどと競争的に研
究開発が進められている。我々は、既存の工
業用 Mg 合金の医療応用を行うことが多い他
国と異なり、早い段階で医療用に特化した
Mg 合金開発を進めてきた。結果として開発
合金は、特殊な組織構造を有し医療応用に適
した生体安全性と生体内吸収特性をもつ材
料であることが確認された。一方、これまで
の研究から本材料に骨形成の効果があるこ
とがわかってきた。Mg 合金を埋入したウサ
ギ脛骨 24 週後のマイクロＣＴ像では、ある
組成の Mg 合金を移植した脛骨周囲に隆起状
に新生骨の形成が確認された。未だ Mg の骨
形成に関するメカニズムは不明な点が多い
ものの、Mg 系合金が、新たな特性として骨
形成の誘導など生体活性能を有する全く新
しい多機能性生体金属材料であることが判
明した。そこで本研究では、骨形成を促進す
る可能性があるマグネシウムを生体活性能
を有する金属イオンとして利用することを
考え、徐放制御可能な材料としての開発を目
指している。この材料を応用することで、骨
量不足でインプラントを植立できない顎骨
や骨性疾患に伴って欠損した部位の骨増生
のための低侵襲的に利用することができる
全く新しい骨増生用金属製デバイスとして
利用できると考えられる。さらに本材料は機
械的強度や分解時間の調整が可能であるこ
とから顎顔面領域だけでなく、骨粗鬆症で損
傷を伴う椎骨や全身各所の骨折部の強化用
材料など様々な領域で利用でき広く医科で
応用される材料となる。 
 
２．研究の目的 
そこで本研究では、生体活性能を有する金

属イオンを生体内分解によって徐放制御す
る合金として利用することができる。特に骨
増生が必要な部位に低侵襲的に刺入、停留す
る針状の生体用金属材料を作製し、骨増生を
誘導する新しい治療用デバイスとして応用
することを目的として、その基礎データから
応用までを検討することを目的としている。
本材料は金属であることから機械的強度に
すぐれ針状形態に調整することで低侵襲で
骨への刺入することができると考えられ、そ
の応用範囲は広い。また組成を変えることで、
生体内で分解を制御することができること
から、生体活性能を有するイオンを分解時間
の制御を行って放出、拡散することが可能と
なるため、組成の違いによる分解挙動と骨形
成能について、検討を行う。 

 
３．研究の方法 
（１）ラット皮下における分解挙動に関する
病理組織学的 

ラットを用い皮下および、脛骨骨内に埋入
し（図３）、全身的、局所的観察を行った。
材料は、分解速度の比較的早い ZK60 と分解
速度の遅い WE43 を用いた。各種材料を脛骨
皮下に移植し、その分解挙動をマイクロ CT
および組織標本を作製して確認する。 
（２）ラット脛骨骨内移植における合金の分
解挙動と骨形成の検討 
骨形成に関する調査を中心とする。ラット

およびウサギ脛骨に針先状に加工した材料
を埋入する。埋入約 2,4,8,16,24,48 週後に
過剰麻酔にて屠殺し、マイクロ CT 撮影後、
樹脂標本を作製する。金属を含む樹脂標本の
薄切は研究グループで開発した独自の方法
で行う。Mg 合金の分解挙動として重要な循環
体液量での違いを調べるため、動物種すなわ
ち体重（体液量）での比較を行い、骨形成で
は体重の荷重量での違いについて検討する。
樹脂標本、パラフィン標本を用いて、骨形成
関連マーカーを in vitro 系と同様に免疫組
織化学などで検討する。さらに樹脂包埋標本
は EPMA を用いてイオンの拡散と取り込みを
骨形成に関連づけて検討を行う。 
 
４．研究成果 
（１）マグネシウム合金の分解挙動と組織反
応メカニズム 
 マグネシウム合金の移植部周囲の組織反
応は、生体内において周囲に種々の大きさの
空孔を形成しながら分解した。周囲組織反応
については、合金と直接する部位と、空孔に
面した部位で異なる組織反応が確認された
（図１）。周囲組織は全体として炎症性細胞
浸潤は軽度な肉芽組織および線維性組織の
形成がみられ、周囲組織の筋の変性や壊死、
また骨組織の異常吸収などの病理学的な異
常所見はみられなかった。マグネシウム合金
は、組織学的にも分解の速さを断面積として
確認でき、分解が進むにつれ、合金表面が粗
造になり、腐食生成物と思われる無構造物質
の析出が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．マグネシウム合金の周囲組織 
 
分解速度の異なる２種類御材料を比較し

たところ、ZK60 は周囲組織の器質化が遅く、
WE43 は、比較的器質化が早いことがわかった。
（図２） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２．合金周囲の組織像 

 PTAH 染色にて、空孔に面する組織表面には
フィブリンの析出があり、感染を伴わない潰
瘍面と同様の組織構築樽であると考えられ
た（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３．空孔周囲の組織所見 

 
 また合金表面の観察では、WE43 は合金表面
に腐食生成物はみられなかった。しかし ZK60
では分解に伴って腐食生成物が観察された
（図４）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．合金表面の腐食生成物 

 
 一方、周囲組織に内にはむ構造物質の蓄積
が認められた。無構造物質は、ZK60 において
比較的早期にみられた（図５）。これらは合
金表面から剥離した腐食生成物であると思
われた。大きさは不規則で、大きいものから
小さい小顆粒状のものまで様々であった。ま
た断面が近接する金属表面と一致するもの
がみられ、剥離によって離れたものであると
思われた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５．空孔壁内の無構造物質 

 
（２）ウサギ脛骨内のマグネシウム合金に対
する分解挙動と骨形成 
 ウサギの脛骨に移植したカルシウム系マ
グネシウム合金について、樹脂包埋、研磨標
本より組織学的観察および形態計測を行っ
た。 
 移植したマグネシウム合金は、時間ととも
に分解を示したが、組成によって分解速度は
大きく異なった。２元系の合金では、比較的
分解が遅く（図６）、３元系の合金では、比
較的早い分解挙動を示した（図７）。組織学
的にマグネシウム合金周囲には著明な炎症
性細胞浸潤などはみられなかったが、分解挙
動の速い合金周囲には顕著な空孔形成が認
められた。また合金周囲には種々の厚さの新
生骨形成が認められ、合金周囲表面と接触し
ていた。新生骨は層板構造、骨細胞などを有
し正常な構造を示していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６．２元系合金の組織像 

 
 
 
 
 
 
 
 
図７．３元系合金の組織像 

 
 合金材料の残存量について、断面での計測
結果を図８に示す。合金の残存量は組織学的
観察に一致して、２元系が遅く、３元系が早
い結果を示した（図８）。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８．合金の残存量 

 
 また合金表面に析出する腐食生成物は、材
料によって異なる動態を示した。腐食生成物
の析出は、分解挙動でまったく異なる挙動を
示し、分解の遅い２元系では、経過観察を行
った範囲で徐々に増えていくのに対し、分解
の速い 3元系では、早期に形成され、徐々に
減少する傾向を示した（図９）。腐食生成物
週には組織学的に多核の細胞がみられ、言っ
て時間経過するとこれらの細胞によって分
解される可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９．腐食生成物の形成量の動態 

 
 移植部位の一定範囲における新生骨の形
成量については、２元系では徐々に増加した
が、３元系では、初めは増加したが 16 週を
ピークとしてその後減少した（図 10）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 10．新生骨形成量の変化 

 
 次にマグネシウム合金と新生骨の接触率
についての結果を示す。マグネシウム合金に
対して、図のように種々の厚さを示す腐食生
成物を介在させ接触しており、多くは金属と
の直接の接触を示していないと思われた。マ
グネシウム合金は、すべての合金で高い骨接
触を示した（図 11）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 11．腐食生成物を介在する骨の接触 
 
計測結果では、骨の接触率はほぼ 100％を

示した。分解速度の速い材料では、分解によ
って周囲組織が変化することから、骨接触率
の評価が困難であったが、実際には分解によ
って周囲組織が変化するために骨接触率は
見かけ上低下することが予測された（図 12）。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
図 12．骨接触率の経時変化 
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