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研究の概要 
高齢化社会の到来に直面し、骨疾患への新たな治療法の開発や、再生された骨組織の

機能を評価するための新たな計測・診断法の開発が求められている。本研究では、X線回
折法を基盤とし、無機結晶であるアパタイトに注目し、その骨中の密度のみでなく、配
向性に代表される結晶学的特徴に注目して、骨機能および再生過程を評価するとともに、
各種硬組織への健全な配向性を付与するための骨デザインを行なう。 

 

研究分野／科研費の分科・細目／キーワード 
 
複合新領域 ／ ナノ・マイクロ科学、 ナノ材料・ナノバイオサイエンス ／骨再生・骨
疾患、アパタイト、結晶配向、骨質、外場、足場材料 

１．研究開始当初の背景・動機 
（１）Quality of Life の向上を目指し、
骨疾患に対する新たな治療法の開発や、再
生骨組織の新たな計測・診断法の開発が求
められている。 
（２）硬組織は、コラーゲンの周りに、イ
オン結晶であるナノ寸法のアパタイトが整
列し、その構造が生体各部位に依存して制
御された複雑な器官であるにも関らず、そ
の評価は、臨床上、レントゲンや CT を利用
して、骨密度のみに注目してなされている。 
（３）骨質に注目した診断法を提案すると
ともに、実際に臨床応用するための要素技
術の開発を行うことが不可欠である。 
 
２．研究の目的 
（１）微小領域 X線回折法に基づく骨質に
注目した診断法を提案すると共に、骨配向
性解析のための光学系を開発する。 
（２）再生医工学的手法で再生した硬組織
ならびに疾患硬組織を対象物として骨質を
評価すると共に、各種硬組織への健全な配
向性を付与するための骨デザインを行なう。 
 
３．研究の方法 
微小領域 X 線回折法を駆使し、その光学

系の構築による骨配向性を解析可能とする
とともに、μCT 装置（H17 年度購入）、
pQCT 装置、による骨形態･骨量の解析を行
う。さらにナノインデンテーション法、動
的熱機械特性測定装置（H18 年度購入）に
より再生骨を中心とした疾患硬組織の解析
を行った。 

４．これまでの成果 
4.1 配向性評価システムの開発 

骨質に注目した診断法を提案するとと
もに、硬組織に対する結晶学的アプローチ
として、微小領域 X線回折法を駆使し、結
晶配向性を評価するためのシステムの構築
を行なった。入射 X線はコリメーターによ
り 10～100μmφまで絞ることで、微小領域
での回折情報を得るとともに、一定条件下
での試料揺動により回折強度の平均化を行

うよう調整した。その結果、(002)、(310)
面の法線ベクトルが、設定領域に含まれる
場合にて、回折線が検出可能となった。尚、
回折 X 線は湾曲型 1 次元 PSPC と平面型 2
次元 PSPC を用いることで、対称反射以外の
回折も含めて、2θに対し同時計測を行った。
硬組織の力学的機能を規定すると予想され
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図 透過光学系を用いさらに X 線入射方
位を 9分割し 2次元 PSPC を利用すること
で面内配向性の解析に成功した。 

 



るアパタイト結晶配向性、また間接的には
コラーゲンの線維伸長方向が、高精度に測
定可能となった。さらに、反射光学系と透
過光学系を組み合わせることにより、1 軸
配向性（例えば、大腿骨や尺骨）のみなら
ず、2次元配向性（例えば、頭蓋骨）、3次
元配向性（例えば、下顎骨）の解析が可能
となった。その一例として、図には、下顎
骨の近遠心方向垂直断面内でのアパタイト
c 軸配向性を示す。咀嚼荷重の影響を受け
る B部位では(002)回折線が円弧状(図の左
右方向)となり、咀嚼方向へ咀嚼荷重の影響
を受けるのに対し、A 部位ではこうした兆
候は認められず、近遠心方向への配向のみ
が認められた。こうした新しい光学系の開
発により、局所的な骨微細構造（アパタイ
ト c軸配向度）の定量化が可能となった。
こうした成果に基づき、生体硬組織各部位
での配向度データベースの構築を行なうた
めの万全の準備が整った。 
 
4.2 硬組織の欠損モデルの作製とその解析 
再生医工学研究の目覚しい進歩は、過去

には再生不可能とされた巨大骨欠損部の再
建さえも可能としているものの、ミクロな
骨質レベルでの健全な骨再建に関しては不
明である。そこで前項での配向性解析シス
テムの早期構築に基づき、硬組織欠損モデ
ルの作製とその再生過程の解明、さらには
磁場を中心とした外場利用による配向性制
御法について研究を遂行し、これまでに幾
つかの国際的成果を見出した。 
例えば、ウサギ骨再生モデルによる検討

の結果、配向性は、in vivo 応力分布と極
めて強い相関を示すとともに、ヤング率を
ほとんど全ての再生期間にて支配する決定
因子であることが統計学的手法からも明ら
かとなった。すなわち、「in vivo 応力分布」、
「BAp 配向性」、「ヤング率の異方性」は相
互に相関しており、このことはメカノセン
サーとしての OCY（骨細胞: Osteocyte）の
応力感受が配向性を構築するためのトリガ
ーとなることを示している。 

 
4.3 再生硬組織への外場印加効果の検討 
 特許公開の関係から詳細は割愛するが、
外場印加効果を用いて、骨再生時の配向性
の制御が可能となった。 
 
4.4 その他方法による評価と配向性利用に
よる硬組織疾患モデルの解析 
 微小領域 X 線回折法による配向性解析に
加えて、pQCT 法、μCT 法さらには医療現場
で必須の要素である非侵襲法を実現するた
めの手法（特許の関係から省略）による新
しい総合的骨量･骨質評価法を検討してい
る。特に骨構造維持に重要な影響を及ぼす

と考えられる骨系細胞（骨芽細胞・破骨細
胞・オステオサイト）のうち、他細胞から
のシグナルの影響が低いと考えられる破骨
細胞に注目し、上述の新しい総合的骨量･
骨質評価法による検討を行なっている。 
 
５．進捗状況と計画 
当初計画以上の成果が得られ、進捗状況

は予定より極めて速い。「臨床応用 X線回折
硬組織新診断システム」の確立はほぼ完了
し、様々な硬組織に対する定量的な結晶学
的解析が可能になっており、今後は配向化
制御のための研究計画を実施する。 
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