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● 1

会 長 挨 拶

― バイオインテグレーション学会の設立 ―

　数千年前のヒトの顎骨に貝殻のインプラントや鉄製のインプラン
トが埋められていたことが報告され、インプラントの歴史は他の歯
科治療に比べて極めて古いことは明らかです。歴史的には様々なイ
ンプラントが登場しましたが、インプラント治療が確実な治療法
となったのは、チタンが骨と結合（osseointegration）することを
Branemark が見つけ、チタン製のインプラントが用いられるよう
になってからです。1965 年にチタン製のインプラントがヒトに臨
床応用されてから半世紀近くが経過した現在において、インプラン
ト治療は特殊な治療でなく、歯が欠損した場合の治療法の一つとし
て広まっています。
　チタンに様々な表面処理を加えて粗面化することで、チタンの骨
との結合は促進されます。現在欧米ではチタン表面をこのように改変したインプラントが盛んに
用いられています。一方我国においては、チタンにハイドロキシアパタイト（HA）をコーティン
グしたインプラントが多数用いられています。欧米と我が国で使用されるインプラントが異なる
ことの理由はいろいろと考えられますが、欧米では HA コーティングインプラントの品質が悪く
臨床成績が悪かったが、我国では品質が高い HA コーティングインプラントの使用が可能であり
臨床で問題を起こさなかったことが大きな理由として考えられます。使用するインプラントがチ
タン表面を改変したインプラントであるか、HA コーティングしたインプラントであるか、ある
いは症例において異なるインプラントを使い分けるかは、臨床家によって大きく異なっています。
このような状況において、多くの臨床家が臨床経験を自由に交換し、新しい情報を得ることがで
きる場が求められています。
　チタンと骨が接する現象（osseointegration）の発見がベースとなって、近代インプラントが発
展したことは事実です。しかし HA を骨内に埋入した場合も同様の現象が起き、HA 表面ではチ
タン表面に比較して骨形成が促進されることは明らかです。電子顕微鏡で観察すると、チタンと
骨の間には一層の非石灰化構造物が存在しますが、HA と骨の間にはそのような構造物は存在せ
ずインプラント表面の HA と骨の HA との間に結晶の連続性が観察されます。このようにチタン
と HA では骨との結合様式が異なるので、HA と骨との結合は biointegration と呼ばれ、チタンと
骨との結合とは明確に区別されています。今後も、骨とbiointegrationを可能にする新規のコーティ
ング技術が開発され応用されることで、さらに優れたインプラントが登場することが期待されま
す。また、現在においても、チタンあるいは HA と骨との結合について、分子および細胞レベル
での詳細が不明ですので、その解明が待たれています。
　本バイオインテグレーション学会が、バイオインテグレーションに関わる臨床家と研究者の垣
根の無い情報と意見交換の場となり、世界をリードしていくことを祈念しております。

会長　春日井　昇平
東京医科歯科大学・教授
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理事長挨拶

― バイオインテグレーション学会の設立趣意と将来 ―

　21 世紀の歯科インプラント医療の発展に貢献するためにバイオ
インテグレーション学会を世界に先駆けて立ち上げました。
　「バイオインテグレーション」は、歯科インプラントの世界では
ハイドロキシアパタイト（HA）と骨組織が直接的に結合している
状態を表す言葉に使われます。
　一方、「オッセオインテグレーション」は、現在、世界的に普及
しているチタンインプラントと骨組織が結合組織を介さないで密接
している状態を表す言葉として広く知られています。
　したがって、バイオインテグレーション学会は、HA インプラン
トに限定された学術的組織と思われますが、チタンインプラントの
有効性およびオッセオインテグレーションの本質が基礎になってい
ることはいうまでもないでしょう。たとえば、骨伝導能に乏しいチ
タンインプラントのフィクスチャー部に粗面加工などの表面処理をする目的は、チタン表面を親
水性にする（細胞に対して濡れ性を高める）ばかりでなく、顎骨内でチタン表面に石灰化を促進
することであり、この HA に類似した石灰化物が骨形成を促進させて早期にオッセオインテグレー
ションが獲得できるといえます。
　このように、歯科インプラントを臨床的ならびに基礎科学的に考える上で、オッセオインテグ
レーションとバイオインテグレーションを同時に考慮しなければならないと思われます。
　自動車産業にも匹敵する潜在的な市場を有するといわれる歯科インプラント医療を飛躍的に発
展させるために、バイオインテグレーション学会を一つの核として歯科医師会はもちろん歯科医
学会、政府や産業界の協力を得て、会員の皆様とがんばっていきたいと思います。

理事長　青木　秀希
株式会社国際アパタイト研究所・所長
埼玉工業大学先端科学研究所・客員教授
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　　　　　　　座談会

「HAインプラントを考える」

創刊号特別企画

出席者

青木　秀希　　　株式会社国際アパタイト研究所・所長
春日井昇平　　　東京医科歯科大学再生医療インプラント科・教授
寶田　　博　　　東京セントラル歯科・院長
田中　　收　　　東京医科歯科大学・客員臨床教授
石本　光則　　　石本歯科クリニック・院長・・・司会・進行

＜石本＞
　本日は、お忙しい中、お集ま
りいただきありがとうございま
す。
　先生方は、本バイオインテグ
レーション学会の設立メンバー
ですので、今日は宜しくお願い
致します。
　まず、バイオインテグレー

ション学会の設立経緯を寶田先生からご説明をお願い
いたします。
＜寶田＞
　ハイドロキシアパタイト

（HA）コーティングインプラ
ントを主体としたバイオインテ
グレーション学会はまだ世界的
に存在していません。次世代イ
ンプラントの鍵を握る HA イ
ンプラントの基礎と臨床につい
て心置きなく討論できる場とし
て以前からバイオインテグレーション学会の必要性を
感じておりました。
　本学会設立までの簡単な経緯を申し上げますと、バ
イオインテグレーション学会を、世界に先駆けて立ち
あげようと、青木先生の呼びかけで第 1 回の設立準備
委員会を開催したのが、昨年（2010 年）の 9 月 2 日（木）
でした。その後、回を重ねて 25 人の理事及び 100 名

以上の評議員が推薦され、本年 1 月 23 日に東京医科
歯科大学で学会発足記念シンポジウムを開催しまし
た。本シンポジウムに先立ち設立総会を開き、会則や
役員の承認が得られてスタートした訳です。
　HA インプラントが臨床でここまで普及しているの
は世界広しと言えども日本だけです。そして、日本で
は多くの臨床家が HA インプラントの優位性を証明
してきたばかりではなく、HA インプラントの特徴で
あるバイオインテグレーション、骨伝導能を有効に利
用したテクニックが提唱され普及するようになってき
ました。つまり、日本の風土が生んだ科学技術が歯科
界において応用されたのが HA を用いたインプラン
ト臨床だといえます。その科学を臨床、基礎の両面か
ら学術的にさらに検証して世界に発信することがこの
学会の目的であり個人的にもお力添えできればと考え
ております。
＜石本＞
　聞いているだけでわくわくするお話ですね。ところ
で、春日井先生、世界におけるオッセオインテグレー
ション学会の現状を簡単に紹介して頂けますか？
＜春日井＞
　最近はあまり目新しいトピッ
クスは見当たりませんね。
　CAD/CAM を利用したサー
ジカルガイドを用いることを前
提に、インプラントデザインは
より即時機能、即時負荷が可能
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な形態に変化してきています。やはり、どこの国でも
より早く、より低侵襲に、そして美しくというのが患
者のニーズであるのは変わりありません。
　また海外の学会の展示ブースに行くと、発展途上国
の台頭がめざましく安価で高品質なインプラント体も
出てきています。
　新しい表面性状に関しては国内で開発されているア
ルカリ処理チタンは今後面白いと思います。
＜石本＞
　ありがとうございます。今後上部構造作製を含めた
CAD/CAM の開発からは目が離せませんね。インプ
ラントからは少し話がそれますが、総義歯なんかも顔
面写真、口腔内写真を撮影すればすぐ完成してしまう
なんていう時代がすぐそこまで来ているような気がし
ます。
　それでは本題に入ります。本日は HA インプラン
トの生き字引のような先生方にお集まり頂いていま
す。最初に HA インプラントの開発の歴史や過去の
HA インプラントの問題点などについていろいろとお
訊きしようと思います。
　青木先生、現在までの HA に関する歴史について
簡単にご紹介をお願いいたします。

　HA インプラントの歴史

＜青木＞
　1950 年代にニューヨーク州
ローチェスター大学の W.F.Ne-
wman·&·M.W.Newman 教授夫
妻は、骨の HA について多く
のすぐれた生化学論文を発表
し、日本でもその内容が「骨の
生化学」（荒谷真平監訳・医歯
薬出版株式会社）として 1960
年に出版されました。体液が骨の結晶（HA）に対し
て過飽和であることを指摘した点で重要で、骨と HA
研究の古典的な名著です。その後「骨の科学」「新骨
の科学」として大幅に改変されて再出版されています
ので、この分野に関連した研究者には是非読んで欲し
いものです。
< 石本 >
青木先生は国際的に「ミスター・アパタイト」あるい

は「HA の父」と呼ばれていますが、この分野で著名
な海外の研究者はどなたでしょうか？
＜青木＞
　炭酸含有 HA の開発者のニューヨーク大学歯
学部 R.Z.LeGeros 教授には、「青木が HA の父で、
Bonefield（ケンブリッジ大学教授）が母なら、私はグ
ランドマザーね」と冗談に言われています。多くの日
本人研究者が彼女の元へ留学しています。印象深いの
はドイツ・ボン大学口腔外科の J.F.Osborn 教授です。
臨床家でありながら研究の虫で、“Implantatwerkstoff·
Hydroxylapatitkeramik”（インプラント材料として
の HA セラミック）という本を 1985 年に出版しまし
た。その直後に惜しいことにアウトバーンでの交通事
故により 40 歳で亡くなりました。
　カルシテック社の創設者 Michael·Jarcho 工学博士
の話をしましょう。彼が 1974 年に出願した HA セ
ラミックの製造特許が日本で公開になり、1976 年に
ニューヨーク・オーバニーまで彼に会いに行ったこと
があります。彼は、自分の特許をベースにしてカルシ
テックという会社を作りました。彼の会社がまさか
HA コーティングインプラントのトップメーカーに
なるとは思ってもいませんでした。HA セラミックの
発明者は、日本の青木とアメリカの Jarcho であると
いうことになっています。しかし、我々は HA セラ
ミックを顎骨に埋入して骨親和性に優れていることを
1974 年に見出しており、これが世界で最初です。表 1
に示した多くの研究者は既に引退したり亡くなったり
しており、とても思い出深いものがあります。このほ
かにも HA 研究で優れた業績を残している先生方が
多くいますが、紙面の都合と、私とゆかりのある先生
方を選びました。
＜石本＞
　さらに、青木先生に国内における HA インプラント
の開発や承認の歴史を表 2 としてまとめて頂きました。
＜青木＞
　私が HA の研究を開始した 1971 年当時、ハイドロ
キシアパタイトという言葉を知っている整形外科医や
歯科医はほとんどいませんでした。大阪大学歯科理工
学の森脇豊助教授が歯のエナメル質（HA）の結晶化
学を、東京都立大・工学部の金沢孝文教授が肥料の研
究で HA を含めたリン酸カルシウム研究をしている
程度でした。1972 年に私は高温度・高圧力のホット
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表１．アパタイト研究のパイオニア
年代 パイオニア名 研究内容

1790 年 　Werner 　アパタイトの命名者で鉱物学者
1926 年 　Bassett 　骨のミネラルが HA に類似していることを発見
1930 年 　Naray-Szabo·&·Mehmel 　アパタイトの結晶構造を明らかにした

1950 年代 　Tiselius 　HA のタンパク吸着特性を発見
〃 　金沢孝文（当時都立大教授） 　リン酸肥料としての HA の化学

1960 年代 　W.F.Newman·&·M.W.Newman·夫妻 　HA の生化学研究
〃 　R.Z.LeGeros（ニューヨーク大教授） 　炭酸アパタイトのグランドマザー
〃 　J.C.Elliott（ロンドン大教授） 　生体アパタイトの結晶学

1970 年代 　McConnel（オハイオ大教授） 　アパタイトの鉱物学者
〃 　L.L.·Hench（フロリダ大教授） 　バイオガラスの発明
〃 　森脇豊（当時阪大助教授） 　エナメル質アパタイト研究のパイオニア
〃 　R.A.Young（ジョージア工科大教授） 　HA の結晶学
〃 　H.Aoki（医歯大助手）·&·M.·Jarcho 　HA セラミックスの発明者
〃 　de·Groot（フリー大教授） 　HA の基礎研究でヨーロッパの実力者

1980 年代 　W.·Bonfield（ケンブリッジ大教授） 　HA 複合材
〃 　Osborn（ボン大学教授） 　HA の骨補填材　口腔外科医

表２．我が国における HA インプラントの歴史
年 　HA インプラントの開発経緯

1971 　HA の水熱合成に成功
1972 　HA のホットプレス法により焼結体の製造に成功
1974 　HA の顎骨親和性を発表
1975 　「生体材料としてのアパタイト」をセラミック誌に掲載　HA 合成の国有特許出願
1976 　「HA セラミックスの人工歯根及び人工骨への応用」の国有特許出願

1977 　「新しい歯科インプラント材としてのアパタイト焼結体」を歯界展望第 49 巻に発表
　新技術開発事業団（現：新技術開発機構 JST）の委託開発テーマ（5 億円）に採用される

1983 　「アパセラム」承認　　　　　　　　　　旭光学
1988 　「スミシコン」承認　　　　　　　　　　住友化学

1992 　「インテグラル」承認　　　　　　　　　カルシテック
　「POI ファイナタイト」承認　　　　　　京セラ

1993 　「AQB インプラント」承認　　　　　　·アドバンス
1999 　「スプラインインプラント」承認　　　　カルシテック

2002 　「リプレイスセレクト HA」承認　　　　ノーベルバイオケア
　「マエストロシステム HA」承認　　　　バイオホライゾンス

2005 　「プラトンインプラント Bio」承認　　　プラトン
2006 　「テーパードスクリュー」承認　　　　　インプラテックス
2009 　「ミューワン HA インプラント」承認　　山八歯材工業
2010 　「ナノタイトインプラント」承認　　　　バイオメット 3i

プレス法でＨＡを分解させずに焼結体（セラミック）
の製造に成功しました。ただちに、東京医科歯科大
学の歯学部や医学部整形外科と共同研究をおこない、
1974 年に HA の骨組織への親和性を報告しました。

　1975 年から 1977 年に企業化が始まるまでに私が出
願した国有特許のリストを表 3 に示しました。すべて
の HA インプラントはここから始まったといっても
過言ではありません。
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表３．HA に関連した最初の日本国有特許
年代 発明の名称 発明者 出願人 出願番号

1975 　アパタイト複合焼結体による人工骨
　及び人工歯根の製造法

·青木秀希、加藤一男、田端恒雄、
·小木曽誠 東医歯大 50-139328

1976 　CaO-P2O5 系アパタイトの製造法 ·青木秀希、加藤一男 東医歯大 51-157406

1977 　結晶質 CaO-P2O5 系アパタイトの
　製造法 ·青木秀希 東医歯大 52-26113

1977 　CaO-P2O5 系アパタイトの製造法 ·青木秀希 東医歯大 52-26114

1977 　アパタイト焼結体による人工骨の
　製造法 ·青木秀希、加藤一男、赤尾勝 東医歯大 52-59829

＜石本＞
　我々世代は HA が生体材料であることが当たり前
のように考えていますが、生体材料としてのアパタイ
トが開発されて、承認されて、はじめてインプラント
の臨床応用が開始されたわけですね。
　過去 HA インプラントの開発は失敗の連続だった
と聞いています。その初期の段階での苦い経験が歯科
界において未だに HA インプラントアレルギーとし
て残っているようです。
　青木先生。過去の失敗に関して材料学的見地からお
話しください。
＜青木＞
　失敗したのは人工歯根としてであって、同時に開発
した HA の骨補填材は大成功でした。整形外科領域
では需要が増加し、最近では年間 100 億円の売り上げ
になろうとしています。市販の歯科用の骨補填材の 1
例を図 1 に示しました。
　歯科インプラントで失敗した理由は、HA セラミッ
クの機械的強度が小さかったことです。表 4 に HA と
他の材料の機械的性質をまとめました。材料のねばり
を示す破壊靭性値が HA は極度に小さいのが分かり
ます。スチール（鋼）の 100 分の 1 くらいです。1995
年に㈱ニコンがバイオガラスをチタンにコーティング
したインプラントの製造承認（現製造販売承認）を取
得しましたが、破壊靭性値がHAよりさらに低いため、

本学会の理事である三嶋顕先生らの忠告で、販売する
前に中止してしまいました。アルミナも大きくありま
せん。ジルコニアはアルミナの倍くらいありますが、
まったくの安心・安全といえるかどうかは疑問です。

＜石本＞
　そのような物性上での問題点は歯科インプラントと
して致命的ですね。
＜青木＞
　HA セラミックインプラント体の破折を防ぐため
に、ゴムパッキングを利用することも考えられました
が、パッキングの耐久性が 1 年くらいで駄目になり、
実用化に至りませんでした。図 2 は、HA セラミック

表４．HA セラミックとチタン金属との物性比較

材料 HA セラミック アルミナ チタン合金 鋼
　引張り強度（MPa） 　100-200( 曲げ） 　300-1300（曲げ）　900-1500 　400-800
　破壊靭性値 MPa・m·1/2 　0.69-0.96 　3-5 　37.8 　56.4-93.0
　弾性率（GPa） 　80 　400 　115 　200

図１：ＨＡ顆粒の骨補填材（アパセラム）
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数少ない症例の中から 2 例示します（図 3、図 4）。図
3 は、ほとんどのアパセラムが脱落、破折する中で現
在まで 22 年機能している唯一の症例です。

·＜青木＞
　言い訳しておきますが、アパタイトの材料は確かに
私が開発しましたが、企業化研究は、大学と企業（ペ
ンタックス）で実施し、私は全くノータッチでした。
＜石本＞
　そのようなアパセラムでの苦い臨床経験があるにも
関わらず、寶田先生が HA インプラントを継続して
使用されている理由は何でしょうか？
＜寶田＞
　確かにアパセラムは問題が多かったのですが、その
臨床の過程でまさに「バイオインテグレーション」の
可能性を確認出来たことですね。その後、1985 年頃
ですが、青木先生が開発されたチタンに HA をプラ
ズマ溶射法でコーティングしたインプラント（現在の
AQB インプラント）の臨床試験を依頼されました。
このことがきっかけとなって AQB との長い付き合い
が始まったわけです。1993 年に AQB の製造承認（現

インプラントと上部構造の間にゴムパッキングを装着
した写真です。

·＜石本＞
　青木先生。ありがとうございました。
　次に、寶田先生に、アパセラムの発売開始当時のお
話をお訊きしたいのですが。
＜寶田＞
　私が東京大学医学部の口腔外科に入局した当時、教
室では珊瑚（サンゴ）を素材としたインプラントを研
究していました。今から考えてみますと、当然とは言
え失敗でしたね
　その研究を横目で見ながら、いつかインプラントの
研究をしたいと考えていました。その後東京歯科大が
開発したボタンインプラント、リンコーのブレードイ
ンプラント、骨膜下インプラント（サブペリ）、京セ
ラのサファイアインプラントなど次々と実用化への展
望が開けていきましたが、いずれも問題を抱えており、
インプラント治療に対しての社会的批判が多かった時
代でしたね。1983 年、東京医科歯科大学附属医用器
材研究所（当時）と旭光学で共同開発された HA 焼結
体のアパセラムが発売されましたが、これがインプラ
ント史上最初に開発された HA インプラントですね。
当時「夢のインプラント」として騒がれました。つい
に本物が出たかと期待してすぐに 20 本くらい植立し
ました。しかし、ことごとく脱落するか、破折し、長
期の症例を観察するどころではありませんでしたね。

図２：人工歯根「アパセラム」にゴムパッキングを装着した写真

図３：アパセラム（枠内）埋入 22 年経過後のパノラマエックス線写真

図４：アパセラムが破折した部位（枠内）に AQB を埋入し、22 年経過
　　　後のパノラマエックス線写真



8 ●

バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

製造販売承認）が取得され、徐々に広まり今日に至っ
ております。
　ここで、面白い症例を紹介しましょう。
　前述の図 4 にパノラマエックス線写真を示しました
が、 76 に埋入したアパセラムが破折した後、残存し
ているフィクスチャーの破片を除いて、AQB インプ
ラントを埋入しました。レントゲンを見て驚きました。
アパセラムのフィクスチャーの残痕が残っていたので
す。初期固定が悪くほとんど期待していませんでした
が、その後 22 年以上無事に機能しております。
＜石本＞
　寶田先生、ありがとうございました。聞くところに
よりますと、ＨＡセラミックス単体では強度が小さい
ため、チタン心棒に HA セラミックを 4 メタで接着し
たインプラントがその後に開発されたそうです。田中
先生、このインプラントの臨床経験はおありですか？
＜田中＞
　はい、それは 2 ピースタイプ
のアパセラムですね。
　当時私は北海道医療大学に勤
務していましたが、ヨシダから
大学への臨床試験の依頼があ
り、数十本の臨床を経験しまし
た。埋入直後の骨結合は非常に
優れており、補綴直後までは
大変よかったのですが、補綴後、数か月経過すると、
やはり多数の症例で HA 部分の破折が起こり、動揺、
脱落が起こり始めました。結果的には約半数以上は 1
年以内に破折・脱落してしまい、残りもほとんどが
2､ 3 年で脱落してしまいました。HA 単体では脆弱
であるということで、チタン金属に 4 メタで接着する
という構造が開発されたわけですが、これも強度的に
は臨床使用に耐えるものではありませんでした。図 5
は脱落時のインプラントです。当時の私の結論として
は、「HA は生体材料としてはすぐれているが、イン
プラント（人工歯根）材料としては強度的に脆弱すぎ
て使用できない」ということでした。

＜石本＞
　アパセラムが失敗に終わってしばらくして、カルシ
テックのシリンダータイプのインプラントが日本に
入ってきました。その当時のお話を引き続き田中先生
にお願い致します。
＜田中＞
　1988 年頃、㈱白鵬からインプラントの輸入認可に
必要な臨床治験の依頼が大学にありました。しかし、
またも HA インプラントということでしたから、個
人的には「またダメだろう」と思いましたが、HA を
プラズマコーティングしたものであり、輸入元の米国
ではすでに 5 年の臨床成功率が約 97％との論文もあ
るということで、引き受けることになりました。
＜石本＞
　そのインプラントの特徴はどんなものでしょうか？
＜田中＞
　米国カルシテック社で開発された世界初の HA プ
ラズマコーティングインプラントの「インテグラル」
という製品でしたが、シリンダータイプで埋入術式が
簡単であり、初期固定が甘くても、あるいは骨質が悪
い場合でも、骨結合に失敗することが殆どありません
でした。図 6 のように　現在とは異なり、ネック部に
メタルカラーが存在しません。これは、歯頚部の骨結
合の向上を意図したデザインでした。細菌感染に弱い
のではないかという推測もありましたが、感染は少な
かったように思います。

図５：２ピースタイプのアパセラム（脱落時）
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＜石本＞
　このインプラントの臨床成績はいかがでしたか？
＜田中＞
　「HA インプラントは 3 年でダメになる」「5 年でダ
メになる」との風評が聞こえてくるなか、私自身も中
長期的な臨床成績に不安を持っていました。しかし、
実際に使用してみるとそのような風評とは全く異な
り、大学での約 500 本の 6 年経過時の成績は 98.6％と
素晴らしいものでした。また、さらなる長期の成績に
ついては、5 年先行している米国でのデータがあるた
め、自信を持って臨床を行うことができました。
＜石本＞
　その当時のインプラントは現在のカルシテックイン
プラントと異なりますが、その後どの様な改良がおこ
なわれたのでしょうか？
＜田中＞
　カルシテックインプラントは、インターフェイスを
外部連結のスプライン構造に変更し、またプラズマ溶
射後の熱水加圧処理により HA の結晶率を 97％まで
向上させた製品（MP1）で、インプラントボディ形
状もスクリュータイプが主流となっています。また企
業買収により、現在カルシテックインプラントは米国
ジンマー社によって販売されています。
　現在までには、私の埋入本数はとうとう 1 万本を超
えました。それだけカルシテックの HA コーティン
グインプラントが信頼できるからです。
＜石本＞
　ところで、国内の HA インプラントでは住友化学
から出たスミシコンがありました。あまり普及せずに
なくなってしまいましたが、その理由は何だったので

しょうか？
＜田中＞
　ブレードタイプであることが臨床上一番の問題でし
た。咬合力により歪みが生じて、厚い HA コーティ
ング層に剥離・破折が発生し、失敗が多発したようで、
臨床ではほとんど普及しませんでした。
＜石本＞
　さて、HA インプラントの場合には、チタンあるい
はチタン合金にいかにして HA をコーティングする
かが非常に重要ですが、この点について青木先生にお
話を伺いたいと思います。
＜青木＞
　スミシコンはプラズマ溶射法による HA コーティ
ングインプラントです。他に、ジンマー社のスプライ
ン、バイオホライゾンスのマエストロ、および AQB
インプラントは同じくプラズマ溶射法を用いていま
す。プラズマ溶射法は、アルゴン、窒素、水素ガスな
どをプラズマ溶射装置の中で、直流のアーク放電によ
り 10,000℃以上の高温・高速（マッハ 2）のプラズマ
ジェットを発生させ、この中に HA の粉末を投入し、
溶融と吹きつけを行う成膜方法です。図 7 に実際の写
真を示しました。
　一方、JMM の POI のファイナタイトはフレーム溶
射です。簡単にいえば、3000℃のアセチレンバーナー
で HA 粉末を吹き付ける方法です。

＜石本＞
　過去 IMZ の HA コーティングに問題があり、その
ことが欧米での HA インプラントへの不信感の原因
と考えられています。

図６：インテグラル

図７：プラズマ溶射装置
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ているように感じますが。
＜寶田＞
　予後不良症例もありますから、大満足とは言えませ
んが、信頼性は高いと感じていますね。欧米で何故
HAインプラントの普及が低いのか不思議です。今後、
HA インプラントが日本を中心に世界に広まっていく
可能性は高いと思っています。
＜石本＞
　インプラント学会誌で AQB のコーティングの問題
点を取り上げた論文を拝見したことがありますが？
＜寶田＞
　脱落したインプラント表面からから先ほども話に出
た酸化カルシウムが検出されたという報告がありま
す。酸化カルシウムは強アルカリ性ですから当然骨に
悪影響を及ぼします。水熱加水分解の時間が短かった
り、温度が低かったりほんのちょっとの条件の差で
コーティングに問題が出る場合があるようです。HA
コーティングはそれだけ微妙な条件に左右されるとい
うことです。
＜石本＞
　その後青木先生はプラトン、ミューワンと薄膜コー
ティングの HA インプラントの開発に関わっていま
すが薄膜コーティングの利点を教えてください。

　薄膜 HA インプラントの効用

＜青木＞
　スパッタリング法の大きな特徴として、コーティン
グ層の強度が大きいことが上げられます。即時負荷を
行う場合にはインプラントの初期固定を得る必要があ
り、高いトルクでのインプラント埋入が推奨されて
いるようです。HA コーティングが高い埋入トルクに
よって剥離する危険が少ないことは大きな利点です。
ミューワンにおいては 100 ニュートン以上埋入トルク
においても剥離しませんでした。
　膜の厚さの均一性は、スパッタリング法の場合を表
5 に示しました。3 ロット（計 187 本）の厚みの測定
値は1.48±0.66µm（3σ）でこの均一性は他のコーティ
ング方法では難しいと思います。
　また薄膜の HA の気孔率は 20％以下で緻密質です。
プラズマ溶射法の気孔率は 50％前後です。万が一薄
膜 HA が剥がれても、1µm は 1mm の千分の一ですか

　プラズマコーティングは高熱で処理するわけで、そ
の変性したアパタイトをいかに純度の高い HA に戻
すのがポイントとなっているように思えます。そのた
めに青木先生もいろいろとご苦労なさったのではない
ですか？　青木先生は現在も臨床で使用されている
HA インプラントである AQB の開発をされています
ね。AQB もプラズマスプレーによるコーティングで
すがどのような工夫をなさいましたか？
　また、現在市販されている HA コーティングは臨
床的に問題があるのでしょうか？

　HA インプラントの現状

＜青木＞
　まず結論から言いますと、現在、市販されている
HA コーティングインプラントは、いずれも改良され
ていて、その特徴を理解して使用すれば臨床的には問
題はありません。
　プラズマ溶射法は、温度が 10,000 度を超えるので、
HA の一部が分解されることが問題としてありまし
た。HA の分解温度の 1300℃を大きく超え、TCP へ
加熱分解し、さらに熔融温度を超えて沸騰し、さらに
気化する温度です。短時間なので熔融までですが。し
たがって、プラズマ溶射法で HA をコーティングす
ると、いろいろな HA の分解生成物が生じます。そ
の中で酸化カルシウムのような強アルカリ性の化合物
が生成されると、骨形成を阻害するばかりでなく炎症
を引き起こす可能性があります。今では各社いろいろ
工夫をして改善しています。しかし、私が考えた水熱
処理法が最も確実で HA の結晶化を促進します。ジ
ンマー社は水蒸気を使っていると聞きますが、結晶化
度が高いので、高温度、高圧下の水熱法を使っている
かもしれません。水熱法は水晶などの単結晶を合成す
るのに使われる結晶合成法の一つです。しかし、水晶
のように 400℃、数 100 気圧という厳しい条件ではな
く、HA の場合は 100 ～ 150℃、1 ～ 5 圧程度の弱い
水熱条件で十分です。
　HA コーティングインプラントの現状については本
創刊号における総説「8 種類の HA コーティングイン
プラントの特性」をお読みください。
＜石本＞
　寶田先生は長期的な AQB の予後に大変満足なさっ
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ら邪魔にならないばかりかすぐに吸収されてしまいま
す。また薄膜の場合、コーティングした HA は 1 ～ 2
年で消失します。臨床で使用されてから 5 年以上経過
していますが、問題は起きていません。

＜石本＞
　100 ニュートン以上の力をかけても剥離が起こらな
いのはすごいですね。現在のインプラントの潮流を考
えると即時負荷に有利なインプラントは今後どんどん
普及していくでしょうね。
　ところで、表面の電位も薄膜であると何か変化があ
るのですか？
＜青木＞
　一般に、薄膜コーティング HA の結晶サイズは小
さくなります。サイズが小さくなると表面電位（ゼー
タポテンシャル）が変化します。プラズマ溶射法に
よる HA の粒径（1 次粒子）は 1 ～ 2µm でしょうか。
この場合の表面電位は pH·7.4 の体液中ではマイナス
です。しかし、スパッタリングの場合、HA の粒径は
0.1µm 以下でプラスに変化します。表面電位とオステ
オポンチンやオステオカルシンなどの骨形成タンパク

（BMPs）などの吸着性は変化するはずです。
＜石本＞
　春日井昇平先生、臨床的にはいかがでしょうか？
＜春日井＞
　臨床に使用してインテグレーションのスピードは実
感できますね。動物実験で、優れた骨伝導能により高
いインプラントと骨との接触率が早期に得られること
が明らかになっており、ヒトにおいても同様のことが
期待できます。まだ 5 年の予後ですがインプラント周
囲の骨レベルは安定していて臨床的に全く問題なく使
用できることを実感しています。

＜石本＞
　薄膜の HA インプラントは 1 ～ 2 ミクロンの厚み
なので 1 年後にはバイオインテグレーションからオッ
セオインテグレーションに移行していくと考えていい
のでしょうか？
＜春日井＞
　そのように考えて良いと思います。
＜石本＞
　春日井先生は従来のコーティングの厚みをもつ HA
インプラントと薄膜の HA インプラントの両方の臨
床経験がおありですがその使い分けはございますか？
＜春日井＞
　現在使用している薄膜コートの HA インプラント
は 1 回法ですから使用部位は限定的でコーティング別
での使い分けはまだ行っておりません。HA インプラ
ントの大学での導入自体日が浅くこれからといったと
ころです。
＜石本＞
　臨床的な感触はいかがですか？
＜春日井＞
　コーティングに厚みをもつ HA インプラントを使
用していますが骨造成部位において効力を発揮します
ね。例えば上顎洞挙上術ですが、一般的に歯槽頂から
上顎洞までの距離が 4mm 以下であれば段階法が推奨
されています。つまり上顎洞挙上術後 4 カ月以上待ち
インプラントを埋入するわけです。しかし、現在歯槽
頂からの距離が 1mm しかない症例でも同時埋入を行
い手ごたえを感じています。治療期間を著しく短縮す
ることが可能となりました。HA インプラントは初期
固定への依存度がチタンインプラントに比べ少ないで
すね。
　文献的にも Peleg　M らが歯槽頂から 5mm 以下で
HA インプラントを同時埋入行い良好な予後を報告し
ています。上顎洞挙上術において段階法にするか、同
時埋入にするかについては、HA インプラントとチタ
ンインプラントで基準が大きく変わってくる可能性が
あります。
＜石本＞
　現在 HA インプラントは 30µ ～ 70µ のコーティン
グの厚みを有する長期間にわたってコーティングによ
るバイオインテグレーションの効果を期待する従来か
らの HA インプラントと薄膜コーティングにより早

表５．HA 膜厚の実測値（µm）

Lot.·No
実測値

検体数 最大値 最小値 （平均値）±
（標準偏差× 3）

1701 54 1.93 1.05 1.44 ± 0.57
1702 71 1.93 1.03 1.43 ± 0.63
1703 62 1.98 1.03 1.57 ± 0.69

3 ロット
計 187 1.98 1.03 1.48 ± 0.66



12 ●

バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

期のオッセオインテグレーションへの期待をコンセプ
トとしている二つに大別できると思います。個人的な
意見ですが、薄膜コーティングの HA インプラント
の方がチタンインプラントユーザーの先生には導入し
やすいかもしれませんね。
　少し話を方向転換したいと思います。HA インプラ
ントは国内で 40％近いシェアに拡大する一方、根強
い批判があるのも事実です。その批判は根も葉もない
ものから検証しなければならないものまで様々なもの
があると思います。その一つ一つの答えを探していく
こともこの学会の一つの目的であると思います。その
HA インプラントの批判的な考えに対して少しご意見
を頂こうと思います。
　まず HA コーティングの溶解に関してお伺いしま
す。青木先生の論文で皮下組織において 1 年 1µ 溶解
していくというお話しをされていますがそれは硬組織
においても似たようなことが言えますか？

　HA の吸収について

＜青木＞
　数個の緻密質 HA セラミックス（相対密度約 95％）
を一匹のイヌの大腿骨に 7 年間埋入し、界面を走査電
子顕微鏡で観察しますと、骨組織が HA セラミック
スの粒界に沿って入り込んでいる様子が見られ、その
深さが 7 年間で平均 7µm でありました。年間では約
1µm だということです。これは骨のリモデリングで
徐々に置換吸収されていることを意味します。多孔質
ＨＡにすればもっと早く置換吸収されるでしょう。ま
た同じ HA のブロックをイヌの皮内に 3 年間埋入し、
重量減少を測定し、溶解量を表面積で除して計算した
結果、年間 1µm くらいが表面から溶解されているこ
とを明らかにしました。これは化学的溶解とマクロ
ファージなどによる吸収が考えられます。興味深いの
は、皮内で HA ブロック周囲に形成される結合組織
のアミノ酸組成が、2 年ほど経つと骨膜と同じになる
ことです。これを 30 年ほど前の生体材料学会で発表
しましたら、「骨膜細胞が存在していないから骨膜で
はない。骨膜様結合組織と呼ぶのが適切である」とコ
メントされました。
＜石本＞
　イヌのリモデリングの速さを考えると、ヒトでも同

様に HA が 1 年に 1µm リモデリングにより骨に置換
吸収するかは、今後更なる研究報告が期待されますね。
ところで文献的には如何ですか？
＜田中＞
　骨内に埋入されて 10 年間臨床的に機能した後、患
者死亡により撤去された下顎前歯部 2 本の HA イン
プラント（シリンダータイプ　Integral　φ 4mm ×
15mm）の HA の状態について Trisi·P らが報告して
います。それによると、骨接触率はそれぞれ 86.2%，
70.7% で、HA の吸収率は 23.5%,·22.0% とのことで、
HA にはわずかな吸収が認められました。また、吸収
部位の一部は HA が完全に消失しチタンが露出して
骨と直接接触していたということです。この HA コー
ティングの消失は骨のリモデリングによる破骨細胞の
局所の活性化による吸収窩であると結論づけていま
す。つまり HA は 1 年に 1µm ほど均一に消失すると
いう現象と相反して、この文献のように部分的にえぐ
り取られるように消失している報告も存在しますね。
＜春日井＞
　確かにいろいろな報告が見られます。Proussaefs
の報告では 7 年機能下で溶解の兆候は認められなかっ
たというのもありますし、McGlumphy は埋入後 6 年
放置して過重負担は行わなかった報告ですがやはり吸
収、剥離の現象は認められなかったと報告しています。
HA の生体内での反応は様々な条件が左右するのでな
いでしょうか？
＜石本＞
　HA インプラントを批判する溶解に関する文献は
in·vitro（生体外）の報告が多い印象がありますが in·
vivo（生体内）においての違いについて教えていただ
けますか？
＜青木＞
　HA は 1 リットルの純水中に約 10mg 溶解します。
難溶性の塩です。粉末の10mgは耳かき半分程度です。
この値は、HA であれば不変で、絶対値といわれる溶
解度に近いものです。β -TCP（リン酸 3 カルシウム）
では HA の 2 ～ 3 倍、α -TCP では約 10 倍のカルシ
ウムが溶け出します。強電解質の食塩が存在する0.9％
の生理食塩液中では、HA は純水中の 4 倍の 40 ｍｇ
溶解します。塩化マグネシウムが入るとさらに溶解し
ます。HA の溶解性を調べて、混在する電解質の種類
と量に比例することを見出しました。血液中では、血
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力価が大きく異なります。また、低用量で骨吸収抑制
作用、高用量では石灰化抑制作用を発揮するともいわ
れていますね。
＜石本＞
　ちょっと待って下さい。骨吸収の抑制と石灰化抑制
は真逆のような気がしますが。
＜寶田＞
　ビスホスホネートは骨吸収を抑制しますが骨形成も
抑制するという二面性を持っていますが、これは破骨
細胞と骨芽細胞の協調的な関係に影響することによる
といわれていますね。つまり生体には様々な反応があ
り、1 つだけの分野からの切り口で全てを解決できる
わけではありません。
＜石本＞
　ありがとうございます。ところで、コーティングの
溶解に関する文献はほとんどが感染した HA インプ
ラントに関するものだという印象がありますが、感染
により pH が酸性に傾き HA が溶解することは考えら
れますか？
＜青木＞
　感染により pH が酸性に傾くことで HA が溶解する
と考えていいでしょう。
＜田中＞
　感染により撤去された HA インプラントは肉眼的
にも HA が吸収し、失われていることが多いですね。

　HA インプラントと感染

＜石本＞
　感染の話が出ましたので HA インプラントの感染
について考えてみたいと思います。
　一般的にラフサーフェイスのインプラントは細菌が
付着しやすく感染し易いと考えられていますが、HA
インプラントはチタンインプラントよりも優位に感染
し易いかということが問題になると思います。
＜田中＞
　HA インプラントが感染しやすいかという疑問に対
して、動物実験ですが Tillmanns·H.W. らにより、14
匹の犬を使って 3 種のインプラント（81 本）を埋入
しデンタルフロスによりプラークを付着させてインプ
ラント周囲の骨吸収を観察した報告があります。それ
によるとプラークにより骨吸収は起こるが骨吸収の状

清電解質としてのカルシウム量は約 10mg/dl ですか
ら、1 リットル中では 100mg のカルシウムが存在し
ていることになります。100％イオン化しているわけ
ではありませんが、骨中の HA と血中のカルシウム
イオンおよびリン酸イオンが平衡になっていると考え
れば、1 リットル中の血液中に 100mg のカルシウム
量が存在することは、HA に換算すると 250mg 溶解
していることになります。純水中の量に比べて 25 倍
も溶解しているわけで、純水中とすれば過飽和もいい
ところであります。
＜石本＞
　過飽和であることはいつでも生体内では石灰化する
準備ができていることになりますね。生体がどんどん
石灰化しないのは何故ですか？
＜春日井＞
　生体には石灰化阻害物質が存在します。そのため基
本的に生理的必要範囲を超えて HA の結晶が析出す
ることはありません。代表的なものがピロリン酸です
ね。生体の何かメカニズムが狂うと異所性石灰化がお
こることがあります。腎臓に石が溜まるのも同様です。
＜石本＞
　解りやすい説明有難うございます。ピロリン酸とい
えば今話題のビスホスホネート製剤は、ピロリン酸の
骨格に類似していますよね。
＜寶田＞
　ビスホスホネートはピロリン酸の骨格である P-O-P
の O を C で置換したアナログで構造的には非常に似
ていますね。ピロリン酸は不安定で加水分解を受けや
すいため、類似の構造を持ちしかも安定なビスホスホ
ネートが開発されたわけです。最近、インプラントに
関連してビスホスホネートが話題になっていますので
一寸触れておこうと思いますが、骨粗鬆症の経口治療
薬として頻繁に使われており、インプラントを含めて
口腔外科手術後の BRONJ（BP 系薬剤関連顎骨壊死）
が指摘されています。経口薬の場合は発症の可能性が
統計的に極めて低いと報告されていますが注意すべき
でしょう。ビスホスホネートはハイドロキシアパタイ
トと強固に結合する性質があり、破骨細胞中に取り込
まれ働きを強く阻害したり破骨細胞のアポトーシスを
引き起こすともいわれていますね。一般に N 含有お
よび非 N 含有ビスホスホネートに分類され、さらに
世代差もあり、製剤の種類によって骨吸収抑制作用の
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ントが感染し易いという印象はありません。
＜石本＞
　文献的にはいかがでしょうか？
＜田中＞
　調べてみると HA インプラントに関する文献は非
常に多く発表されていますが、感染を含めて HA イ
ンプラントに批判的な文献よりも、はるかに多くの肯
定的な文献が多く存在していることに気づきますね。
感染に関して代表的な文献として 32 施設、約 3000 本
の大量のデータベースに基づく Morris·HF らの“二
次手術後 36 カ月までの HA インプラントとチタンイ
ンプラントのペリオドンタルインデックスの比較”·が
挙げられます。結論から言うと両者に統計学的有意差
は認められなかったということです。また 36 カ月以
降 5 年後、6 年後と経過を追っているがやはり有意差
は認められないと結論づけています。

　HA の軟組織親和性

＜石本＞
　私が北海道大学の学生時代に青木先生が特別講義で
いらっしゃったのは 20 年前です。その時先生の腕に
アパタイトが埋まっていたのが強く印象に残っていま
す。どのような意図でなされたのですか？
＜青木＞
　1980 年代に数十匹の犬やミニ豚を使った実験で、
ＨＡセラミックスと皮膚親和性が高いことを実証し、
生体材料学会、人工臓器学会、ニュートン誌などに発
表していました。また、この HA 皮膚端子を使って、
温度センサー、圧電センサーやグルコースセンサーを
使って、深部体温、血圧や血糖値などを連続測定して
注目されていました。さらにシリコーンカテーテルを
つけて、中心静脈栄養装置（IVH:·Intravenous·Hype-
ralimentation）や腹膜灌流装置（CAPD：Continuous·
Ambulatory·Peritoneal·Dialysis）を開発しておりま
した。IVH は東医歯大内科と名古屋市大外科で治験
を実施し、日本シャーウッド社が製造承認（現製造販
売承認）を取得していました。そんな時、心臓外科医
の辻隆行先生（当時東医歯大助教授、後東大教授）が
自分の腕に入れられたので、私もということで埋入し
ました。私は、その後 20 年間も入れていました。埋
入 10 年以上経過した状態を図 8 に示しました。

況や進行程度は、チタンも HA コーティングも全く
差はなかったということです。
＜石本＞
　実際の臨床面では、長期的にいかがでしょうか？
＜寶田＞
　ほとんどの症例で問題ないと考えていますが、極め
て少数の症例で埋入したすべてのインプラントが脱落
した例を経験しています。その原因は HA コーティ
ング以外にあるのかもしれません。
＜田中＞
　まれに、1 人の患者で複数インプラントの失敗が起
こることがあります。それは喫煙者が多いのですが、
やはりレッドコンプレックスに代表される歯周病菌を
多く保菌する患者も原因となると思います。
　対処法ですが、インプラント周囲炎の原因菌は天然
歯とほとんど違いはないことが知られていますから、
従来の天然歯の歯周病に対する治療法がインプラント
にもそのまま適応できると思います。
　また近年では、歯周内科という分野で、アジスロマ
イシンに代表される抗生物質を使って歯周病菌を叩こ
うとする治療法も行われていますから、従来の機械的
清掃法に加えて、内科的な抗菌療法を併用するのも有
効な 1 オプションと言えると思います。
＜石本＞
　確かにそうですね。私のクリニックでは細菌検査後
FMD をインプラント治療を希望する歯周病患者の初
期治療に導入しています。具体的にはアジスロマイシ
ンは肝臓の薬を代謝する酵素を阻害する作用があり 3
日服用すると 7 日間作用するわけです。服用開始から
3 日目、4 日目に集中して一気にルートプレーニング
を行ってしますわけです。ルートプレーニングは超音
波を使用します。歯周病菌は嫌気性菌ですから空気を
送り込むイメージで行うように指導しています。
　春日井先生はチタンインプラントと HA インプラ
ントを両方臨床上お使いになっていますが感染に関し
ては臨床実感としてはいかがでしょうか？
＜春日井＞
　未だ導入して日が浅いためなんとも言えませんが臨
床実感としては差がないように感じています。また大
学にはインプラント周囲炎を含め多くの患者さんが来
院されます。様々なインプラントが埋入されている長
期予後の患者さんを沢山見ていますが、HA インプラ
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ンプラントは抜歯即時埋入において埋入ポジションが
大きく異なるわけです。HA インプラントがより頬側
骨の厚みを確保できる位置に埋入することが可能にな
るわけです。より頬側骨の厚みを確保できればリセッ
ションにも十分に対応が可能です。

　HA インプラントの残存率

＜石本＞
　では、HAインプラントの残存率に話を移しましょう。
　寶田先生は HA インプラントの残存率について長
期的に見て臨床的に満足いくものとなっていますか？
＜寶田＞
残存率についての統計的な詳しい分析はしていません
が、AQB の場合かなり高い残存率であることは間違
いなさそうです。
＜石本＞
　過去 HA インプラントはそのコーティングが剥が
れたり、吸収したりしてしまうことによって、インプ
ラントと骨の間に空間ができて機械的に不安定になり
インテグレーションが破壊されると考えている臨床家
がいます。寶田先生は臨床的にそのようなことをお感
じになったことはありませんでしょうか？
＜寶田＞
　AQB では再結晶化の技術により、HA の結晶化率
が高いため、剥離や吸収といった問題は極めて少ない
と考えています。
＜田中＞
　私も同意見です。実際にそのようなトラブルが起こ
るのであれば、20 年間もＨＡインプラントを使い続
けることはできません。
　文献的にも先ほど紹介した Trisi·P らによると、10
年後の HA の吸収率は 25％を超えませんから、単純
に完全消失には 40 年はかかる計算になりますし、し
かも吸収してチタンが露出した場合にはバイオインテ
グレーションからオッセオインテグレーションに移行
することが期待できますから、長期的に吸収しても臨
床的には問題はないと思います。
　残存率に関して興味深い文献があります。Lee·JJ
らが、HA インプラントの成績に関する論文を検索し
たところ 2000 年の時点で 45 の文献が見つかり、それ
らに報告されている 1 年ごとの残存率はすべてが 90%

　なお、アメリカでチタン皮膚端子を用いて同じよう
な実験をして全滅したと聞いております。

＜石本＞
　生体は外胚様由来の組織に覆われるという生物学的
原則が存在します。それにもかかわらずアパタイトが
20 年間生体内、外を貫通して大きな感染も起こさず
に問題なく推移したことは大きな意義がありますね。
生体内、外の貫通部をシーリングする最も適したマテ
リアルである可能性があります。また、アパタイトが
上皮の侵入に有利であることが日本で急速に普及して
いる抜歯即時埋入の成功率に関係しているかもしれま
せんね
＜春日井＞
　抜歯即時埋入において、HA インプラントを用いた
場合には歯肉のリセッションが起こることはありませ
んか？　チタンインプラントを用いた場合、海外では
そのような報告が多くされています。
＜石本＞
　日本でもそのように考える臨床家が多いようです
ね。抜歯即時埋入で問題になるのはインプラント体と
抜歯窩骨壁との距離、いわゆるジャンピングディスタ
ンスです。チタン粗面の表面を有するインプラントに
おいては2mmというのが一つの基準になっています。
昨年行われた国際歯科学会でロマリンダ大学のジョセ
フ・カーンと林楊春先生が同じセッションで講演を行
いました。カーンは審美領域においてジャンピング
ディスタンスを 2mm では不安で 1.5mm にすると言
い、林先生は逆に 3mm 開けるようにするとおっしゃ
るわけです。つまり、チタンインプラントと HA イ

図８：埋入 10 年以上経過した HA 皮膚端子
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を越えていたとのことです。すなわち、もし、HA イ
ンプラントの脱落が溶解などのコーティングの問題に
起因するものであれば、1 年ごとの残存率は年を追う
ごとに急速に低下していくはずであるが、そのような
現象は認められなかったと報告しています。
＜石本＞
　そのようなライフテーブルアナリシスは非常に HA
インプラントを検証するには有用ですね。私も使用
している HA インプラントに非常に満足しています。
現在使用されている HA インプラントはその表面性
状はチタンインプラントのようにコロコロ変わりませ
んよね。これは、ユーザーである先生方からある一定
の支持を獲得してきたことに他ならない事実です。た
だ、この学会を契機にさらなる HA インプラントの
進展があれば喜ばしいことですね。確認しておきます
がこの学会は決してチタンインプラントを批判する学
会ではありません。より明確なチタンインプラトと
HA インプラントの使い分けを提示する場であっても
面白いでしょう。個人的には薄膜と従来の HA コー
ティングの使い分け、いわゆる HA インプラントの
使い分けなど新しい考え方が出てきてもおかしくない
と思います。

　HA インプラントの未来

＜石本＞
　最後に、HA インプラントの未来について、先生方
に一言ずつお願いします。
＜春日井＞
　HA をコートしたインプラントはチタン表面を改変
したインプラントに比較して、骨との親和性に優れて
いることは明らかであり、現在我国で市販されている
HA をコートしたインプラントは、臨床的に問題は無
いと感じています。ただ、HA コートしたインプラン
トと言っても様々なインプラントがあってそれぞれが
異なっていることを認識する必要があります。チタン
表面を改変したインプラントに比較して、HA コート
したインプラントの長期臨床予後に関する論文が少な
いことは我々として反省すべきです。いずれにせよ、
強固に HA·を薄膜コートしたインプラントの将来性
は極めて明るいと思います。

＜青木＞
　次世代インプラントとしては、常識的には、チタン
インプラントをベースとして、HA の骨伝導能や生体
親和性（アレルギー防止など）を付与し、さらに骨形
成タンパク質（BMPs）、骨芽細胞や歯根膜様組織な
どを複合化させ、より高度なものが期待されます。
　現在の歯科インプラントを、車に例えれば、走る（咀
嚼機能）だけなら問題はないが、サスペンジョンが悪
く（歯根膜が無く）乗り心地が悪い、加速が悪い（骨
形成が遅い）、運転がしにくい（メーカーによってシ
ステムが異なる）、ツールの互換性が少ない、公的な
教習所（国がバックアップしたインプラント実習セン
ター）が少ない、など改善すべき点は多々あると思い
ます。
　また、次世代インプラントを開発しやすくするため
には、新規インプラントの承認基準を制定することで、
医薬品医療機器総合機構（PMDA）による歯科イン
プラントの薬事審査を迅速にすることが必須と考えま
す。
＜田中＞
　私は臨床的な立場からは、現在の 97％という高い
結晶率を有し 60µm 程度の厚みを持つ HA コーティ
ングにはほぼ満足していますし、表面性状に関しては
ある程度完成レベルにあるものと考えています。チタ
ンインプラントも表面性状の改質によって優れた骨結
合が得られるようになってきていますが、生体活性材
料である HA インプラントの骨伝導・骨結合の能力
は、やはり明らかに優れていますから、今後も上顎の
Type·Ⅳなどの骨条件下では HA の有用性は益々高ま
ると予想しています。
　今後、何らかの改良を加えるとすれば、HA コーティ
ングそのものよりも、インプラントボディ形状、イン
ターフェイス形状、スクリュー形状などの改変にある
と思っています。
　やや遠い将来かもしれませんが、歯根膜を有する次
世代のインプラントの開発になると HA が新たな展
開を迎えるかもしれませんね。
＜寶田＞
　現在、インプラント治療は一般歯科臨床のなかであ
たかも中心的な存在として認識されている訳ですが、
このことは、インプラントに対する優れた臨床的評価
に加えて医療経済的な面を否定することはできませ
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ん。しかし、少し覚めた目でみるとインプラント治療
は補綴の第 1 選択ではあるものの選択肢の一つに過ぎ
ず歯科医療全体の中では中心的な存在ではないわけで
す。これからの歯科医療の発展の中で歯の喪失が少な
くなれば当然その機会は減少しますから将来的にはマ
イナーな存在となってゆくのではないでしょうか。イ
ンプラント治療そのものの将来的な展望については、
やや長期的なものと短期的な展望を考える必要がある
と思います。前者としては、「歯の再生」が可能とな
り、インプラントは第 1 選択の地位を譲ることになる
のではないでしょうか。そして、インプラントの短期
的な展望としては、当面、チタンベースとHAコーティ
ングとの競合が続くものと考えられます。HA コー
ティングについては AQB とミューワンを経験してい
ますが、両者ともバイオインテグレーションは良好で
あるものの、厳しい目で見ると、まだまだ改良の余地
はあると感じます。HA コーティングに期待すること
は、より早くかつ強固に骨と結合し、少なくとも長期
に、理想的には吸収しないものを期待しています。
＜石本＞
　HA インプラントの将来的な展望を話していただき
ありがとうございました。
　私個人としては田中先生と同様使用しているスプラ
インインプラントに非常に満足していますので、表面
性状の今後の発展はあまり期待しておりません。今後
の展望としてインプラント周囲に歯根膜を有する次世
代のインプラントですが難しい気がします。象牙質と
海面骨は弾性係数が近似しているからその間に入る歯
根膜は健康に機能するのではないでしょうか？例えば
チタンインプラント周囲に歯根膜を獲得したとしても
機能時に貧血帯が多発して組織壊死がおこり健全に機
能しない可能性が考えられます。

　本日は、HA インプラントに関連した大変貴重なお
話を聞くことができました。
　特に歴史的なお話を聞くことができたことは、大変
良かったと思います。お忙しいところお集まりいただ
きましたことを、とても感謝しております。
　本学会が HA インプラントに関する臨床家と研究
者の情報交換の場となって発展することを祈念しまし
て、座談会を終了させていただきます。
　本日はありがとうございました。
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●特集「HAインプラントの基礎と臨床」

　総　説
8 種類の HA コーティングインプラントの特性

青木　秀希 *1,2）、懸田　明弘 *3）

Characteristics of eight kinds of HA coated implants

Hideki Aoki *1,*2） and Akihiro Kaketa *3）

　*1）㈱国際アパタイト研究所（International·Apatite·Institute,·Co.）　所長
　*2）埼玉工業大学・先端科学研究所　客員教授
　*3）嵌植義歯研究所（Implant·Dentistry·Institute）（施設長：懸田利孝）

Ⅰ．はじめに

　軽くて、強く、しかも耐食性のあるチタンおよびチ
タン合金を基材とした金属製の歯科インプラントが
1980 年代から今日まで世界の主流となっている。
　しかし、近年、優れた生体適合性を有するハイドロ
キシアパタイト（以下HAと略す）をチタン表面にコー
ティングしたいわゆる HA コーティングインプラン
トの良好な長期臨床成績が相次いで報告され、HA·イ
ンプラントが世界的に再評価されている。
　骨や歯のミネラルの基本成分である HA そのもの
には骨伝導や骨誘導能を有さないが、顎骨内で血液凝
固因子や骨形成タンパク質などを吸着して骨伝導（骨
形成）や骨誘導能を有するのである。
　今後、HA インプラントが次世代インプラントの主
役になることは予測されるが、チタンインプラントの
メーカーが HA コーティングをいつ導入するかにか
かっている。

Ⅱ．なぜHAインプラントが外国で普及しないか

　すでに HA コーティングインプラントの臨床経験
のある歯科医師の多くは、埋入後の早期骨形成によっ
て起こるインテグレーションの速さに驚き、なぜこれ
が外国で普及しないかと疑問に思っている。

　外国で普及しない理由にはいくつかあるが、以下に
列挙してみよう。
　（1）·1974 年ころから注目されていた HA セラミッ

ク単体によるインプラントが、1980 年にオラ
ンダ（フリー大学＆フィリップス社）で、1984
年に日本（東京医科歯科大学＆旭光学社）で機
械的強度が低いことから失敗に終わったことで
ある。以来、HA セラミックは負荷のかかる部
位ではだめだという烙印が押された。

　（2）·1975 年に機械的強度に優れたチタンにプラズ
マ溶射法で HA コーティングする技術が日本
で発明された。しかし、1980 年代、ドイツ、
アメリカにおいて、プラズマ溶射法による HA
コーティングインプラントの臨床成績結果がか
んばしくなかった。

　（3）·プラズマ溶射でコーティングされた HA は一
部分解して、リン酸 3 カルシウム、リン酸４カ
ルシウム、ピロリン酸カルシウムおよび酸化カ
ルシウムなどが副生する。これらの生成する割
合はプラズマ溶射条件によって異なる。これら
が明確にされていなかった。したがって、製品
にむらがあり、同じ厚み、密度、均一性、溶解
性を有するものが得られなかった。

　（4）·特に、強アルカリ性の酸化カルシウムなどが残
存した場合は、微量でも炎症を引き起こす恐れ
がある。これを検出するには高度な分析能力が
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必要とされた。
　（5）·HA とチタンの結合力を上げるためにチタン表

面を粗面にしている。この粗面により凹凸が多
くなり、細菌の巣となるといわれた。

　（6）量産が難しかった。
　しかし、その後、プラズマ溶射コーティング後の加
熱処理や水熱処理で不純物は除去され、HA の結晶性
も改善されたが、世界的に理解されているわけではな
い。やっと見直される時期が到来したのであろうか。
　本総説では、国内外で開発されている HA のコー
ティング方法と日本で市販されている代表的な HA
コーティングインプラントの特性が述べられている。

Ⅲ．HAコーティング法の反応による分類

　HA コーティングは、チタンなどの基材表面に HA
の結晶を析出させることである。結晶を析出させる方
法には、いろいろな物理的・化学的反応が利用できる。
筆者が知る限りの、実際にほとんど経験してもいるが、
以下に HA の結晶生成反応を列挙した。
１．気相法（Gas phase method）
　（1）·化学反応法（Chemical·reaction）：気体の化学

反応を利用。
　　① ·CVD 法（Chemical·vapor·deposition）：Ca や·

　P を含む物質をガス化して反応。
　　②·化学輸送法（Chemical·vapor·transport）：個

体と気体の温度差によるエピタキシー。
　　③·基板反応法（Substrate/vapor·deposition）：基

板の CaO にリン酸ガスを反応。
　　④·スプレー法（Spray·method）：基板のチタンに

HA の前駆物質をスプレーする。
　（2）·物理反応法（Physical·vapor·deposition:PVD）：

熱、レーザーやプラズマを利用。
　　①·真空蒸着法（Vacuum·evaporation）：ヒーター、

高周波や電子ビームによる加熱気化。
　　②·レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン 法（Pulsed-laser·

deposition）：レーザーで蒸着。
　　③·イオンプレーテイング法（Ion·plating）：イオ

ン化したガス雰囲気下で行う蒸着。
　　④·スパッタリング法（Sputtering）·：陽イオンの

衝撃によりターゲット物質を蒸着。
　　⑤·プラズマ溶射法（Plasma·spraying）：高温のプ

ラズマ炎に HA を溶融吹き付け。

２．液相法
　　（Liquid phase method or Wet method）
　①·エピタキシー法（Epitaxy）：過飽和溶液から基板

にエピタキシー成長。
　②·浸漬法（Dipping）：懸濁液中に浸漬し、乾燥と

浸漬の操作を繰り返す。
　③·バイオミメティック法（Biomimetic）：生体擬似

体液から沈着（生体模倣）
　④·ベルヌーイ法（Verneuil）：溶融液滴から結晶化。

ルビーの合成などに使われる。
　⑤·水熱法（Hydrothermal）：水熱反応により高結晶

化。水晶などの合成に利用される。
　⑥·フラックス法（Flux）：フラックスを使って溶融

状態から結晶成長
　⑦·フレーム溶射法（Flame·spraying）：高温のガス

炎に HA を投入して溶融吹き付け。

３．固相法（Solid phase method or Dry method）
　①·固体反応法（Solid·state·reaction）：固体粉末と

固体粉末の反応。
　②·熱分解法（Thermal·decomposition）：Ca や P の

有機化合物の加熱分解による固相反応。
　③·アルコキシド法（Alkoxide）：アルコールの OH

基の水素にカルシウムなどで置換した化合物を加
熱する固相反応の１種。

　④·ホットプレス法（Hot·press）：高温高圧の条件下
で固相反応

　⑤ ·HIP 法（Hot· isostatic·press）：高温、均一圧力
下で固相反応

　以上、チタンなどの基板上に HA を析出させる反
応について述べたが、HA コーティングは、カルシウ
ムとリン酸を気相、液相、固相でチタンやチタン合金
上で化学反応させて HA 結晶を析出、沈着あるいは
結晶成長させたものである。したがって、上記の反応
を組み合わせることによりいろいろなコーティング方
法が考えられ、いろいろな特性を持つ HA コーティ
ングインプラントが製造できる。
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Ⅳ．HAコーティング技術

　以下に各種のHAコーティング技術の概要を述べた。
今後の改善も期待して若干の問題点を指摘している。
１．プラズマ溶射法：Plasma spraying method
　·　世界で最も普及している HA コーティング方法

である。1975 年、住友化学工業が世界に先駆けて
特許を出願した。その後、アメリカ・カルチテック社、
ドイツの IMZ、中国の四川大学や日本のアドバン
ス社などが実用化に成功した。アルゴンなどのガス
中で、アノード陽極とカソード陰極間に直流アーク
放電により、5,000 ～ 15,000℃を超える高温高速の
プラズマジェットを発生させ、この中に HA 粉末
を投入し、溶融と加速を行い、回転するフィクスチャ
表面に成膜する方法である。欠点は、航空機のジェッ
トエンジンと同じ原理であり騒音が大きいので、防
音室が必要である。吹き付ける HA 粉末の消耗が
激しい。微小な厚みのコントロールが難しい。利点
は空気中、短時間で数十 µm 以上のコーティングが
可能。

　·　特徴は、高融点材料のセラミックスや金属等の溶
射が簡単である。大気中や減圧雰囲気中で溶射がで
きる。しかし、HA 膜の密度は低く多孔質で、その
多孔率は50％前後である。母材であるフィクスチャ
への密着性は低いので機械的嵌合を目的とした基板
を粗くしている。図 1 にプラズマ溶射法の模式図を
示した。

２．フレーム溶射法：Flame spraying method
　火炎（例えばアセチレンガス）をつかって HA 粒
子を基材に吹き付ける方法で、京セラが開発した方法
である。温度は 3000℃付近で、プラズマ溶射より温
度は低いが滞空時間が長いので HA が分解しやすい。
高速フレームを使った改良型も開発されている。膜厚
は 20µm 以上と比較的厚く、HA コーティング層はプ
ラズマ溶射法と同様に多孔質である。装置が安価でシ
ンプルであるが、基材との結合力は小さい。

３．スパッタリング法：Sputtering method
　電子工業分野で CD、DVD や太陽電池などの薄膜
コーティングなどに広く利用されている方法である。
1980 年代後半から北大の勇田らにより世界に先駆け
て基礎研究され、2000 年から筆者の㈱国際アパタイ
ト研究所と尾関、奥山らが研究を開始し、東京医科歯
科大学と北海道医療大学で臨床的に実証された方法で
ある。その後山八歯材工業（株）が薬事承認を取得し
た。高速のアルゴンプラズマ（正イオン）を陰極であ
る HA で構成されているターゲット（負イオン）に
衝突させ、HA の原子、分子、粒子をチタン人工歯根
の骨埋入部にスパッタ蒸着させる方法である。成膜速
度は、スパッタ条件、ガス分圧やターゲットに依存す
る。基材との結合力が大きく、１µm 前後の薄膜で緻
密で均一な HA コーティングが可能である。装置が
繊細で扱いが難しく、コーティング時間がかかる（1µm
で 20 時間ほど）ことや、3 次元的に均一にコーティ
ングするのが難しいなどの問題がある。

４．熱分解法：Thermal decomposition method
　1980 年 代 に ペ ル メ レ ッ ク 社 と 筆 者 ら が 開 発
し た コ ー テ ィ ン グ 技 術 で、 熱 分 解 法（thermal·
decomposition·method）と命名した。カルシウムと
リンの化合物を有機溶剤などで分散し、基材に塗布後
800℃前後で固相反応により HA を生成させる方法で
シンプルである。生成する HA·は 70％前後の緻密体
に近い。3～5µmの薄膜コーティングが可能であるが、
均一なコーティングが難しい。基板との結合力も小さ
い。

図１：プラズマ溶射法の模式図
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５． ディッピング法（浸漬法）：Dipping method or 
　　DCD method
　1990 年代に筆者、韓国李俊喜および中国李団団と
の共同研究で開発したものである。HA 粒子の希薄な
懸濁液中に基材を浸漬し、乾燥、浸漬を繰り返すこと
により均一な、厚さナノメーターから 100µm の HA
膜が成膜される。基材との結合力が小さいので、コー
ティング後さらにレーザーを照射するなどの技術が開
発されている。2010年にはアメリカBIOMET3i 社が、
商品名「ナノタイトインプラント」を日本で薬事承認
を取得した。これは従来のチタンインプラント（オッ
セオタイト）の表面にナノ HA をディッピング法で
コーティングしたものである。結晶質の HA を分散し
た懸濁液にインプラントを浸漬し、表面に 20-100nm
の厚さでコーティングしたものである。BIOMET3i
社はこれを DCD 法（Discrete·Crystalline·Deposition·
of·Nanometer-scale·CaP·Crystals: ナノスケールのリ
ン酸カルシウム結晶の分散した結晶質沈殿法）と名づ
け、最新の技術とうたっている。薄膜すぎないか？す
なわちインプラント埋入手術後 2 週～ 4 週の炎症状態
にある酸性の体液に完全溶解される恐れがある。チタ
ン単体よりはオッセオインテグレーションの早期獲得
は可能であるが。筆者らの研究で、HA のコーティン
グ厚さが 0.1µm すなわち 100nm の時にはインプラン
ト後 4 週で完全溶解するという結果を得ている。

６．電気泳動堆積法：Electrophoretic deposition
　　：EPD
　液体中において粉末微粒子は、様々な原因によって
正または負に帯電している。電気泳動堆積法は、粉末
微粒子の懸濁液中に挿入した電極間に直流電圧を印加
すると、反対極性の電極表面に向かって HA 微粒子
が移動し、電極上に堆積することを利用した成膜方法
である。主に厚膜の作製に用いられる。埼玉工業大学
の矢嶋らが研究している。
　製造プロセスとして実用的な堆積速度を得るために
は電極間に高電圧を印加する必要があるため、懸濁液
の分散媒にはアルコールやアセトンなどの非水系溶媒
が用いられる。
　HA を懸濁させる分散媒が電気泳動堆積挙動にどの
ように影響するかを検討し、堆積状態と分散媒の比誘
電率および電気泳動堆積中の電流値を明らかにした。

　電気泳動堆積においては、比誘電率が低い分散媒を
用いることで HA の分極状態が強調されることから、
比較的小さな外部地場を与えるだけで任意の方向への
配向が可能になると考えられる。

７．バイオミメティック：Biomimetic
　生物の物質、プロセス、構造、機能などを模倣した
機能材料の創製はバイオミメティク（生体模倣）プロ
セッシングと呼ばれている。組成や pH を調製した擬
似体液（SBF）の液温を体温に近い 37℃に設定して
二酸化チタン粉末や薄膜を浸漬すると HA を被覆で
きる。中部大の小久保らが開発した方法である。金属
チタンの表面は大気中で数 nm 厚の酸化物層を形成す
るが、そこに含まれる Ti-OH が HA の結晶核生成を
誘発する。このために金属チタンを用いたインプラン
ト材を HA で被覆することができる。

８．レーザーアブレーション法
　　（Pulsed-laser deposition technique(PLD 法 )
　レーザー光をレンズで集光して真空装置内に置かれ
た固体原料（ターゲット）に照射すると、ターゲット
表面において爆発的なはく離分解反応（アブレーショ
ン）が生じ、原子、分子、イオン等が放出される。近
畿大の本津らが開発した HA コーティング方法であ
る。アブレーションによって放出された粒子を、ター
ゲットに対向した位置にある基板上に堆積させて薄膜
を作製する方法が、レーザーアブレーション法、また
は pulsed-laser·deposition（以下、PLD）法で、レーザー
光を固体原料の分解気化エネルギー源とする物理的気
相蒸着（PVD）法の一つである。
　（１）アブレーション過程
　（２）気相過程
　（３）薄膜形成過程
の３つの過程よりなる。
　HA 薄膜の作製に使用されるレーザーは、ArF( 波
長 λ ＝ 193nm)、KrF（ λ ＝ 248nm）、XeCl（ λ ＝
308nm）等のエキシマレーザー、および Nd:YAG レー
ザーの 3 倍高調波（λ＝ 355nm）である。成膜に時
間がかかるなどの問題点がある。
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９．その他
　世界で開発されている HA コーティング方法はま
だ多くある。また、前記したいろいろなコーティング
反応を利用すれば新しい HA コーティングがいくら
でも生まれる。

Ⅴ．HAコーティングの利点と欠点

　筆者らの実験結果を根拠として、以下に思いつくま
まに HA コーティングの利点と欠点を述べてみた。
１．利点
　（1）材料学的な利点
　　①·骨形成能が高い。埋植後 2 週間で骨接触率は

70 ～ 100％。
　　②·骨結合力が大きい。円柱体の場合、チタンの約

10 倍。
　　③骨縁部の骨吸収が小さい。
　　④骨と結合することから咬合力の分散が大きい。
　　⑤金属アレルギーがなくなる。
　　⑥骨誘導タンパク質などを固定できる。
　　⑦骨芽細胞などの共存が期待できる。
　　⑧人工歯根膜との結合が考えられる。
　　⑨ワンピースの適用範囲が増える。
　　⑩シリンダーの形状が選択できる。
　　⑪·骨補填材と骨を介して結合する。骨補填材の糊

の役目をする。
　（2）臨床的な利点
　　①·形状がシリンダーでも可能。初期固定が弱い場

合でもインテグレーションする。1 週間骨内で
安定できれば、新生骨での初期固定が期待でき
るはずである。技術的依存性が低い。

　　②·早期に上部構造が装着できる。薬事法での早期
は 3 ヶ月前後であるが、実際は 1 ヶ月以内でも
いいのではないか。治験を実施して確認すべき
である。筆者の動物実験からは、埋入直後から
大き過ぎない荷重を負荷することにより骨形成
が大幅に促進される。

　　③骨質が不良な上顎にも適応できる。
　　④特に薄膜HAの場合、骨縁部の骨吸収が少ない。
　　⑤·早期治癒により患者の精神的並びに経済的負担

が軽くなる。
　　⑥インプラントの脱落が激減する。

２．欠点
　（1）材料学的な欠点
　　①高度なコーティング技術が必要である。
　　②·コーティング後の後処理が必要である。分解生

成物を除去あるいは再結晶化する。
　　③製造工程が増えるためにコストがかかる。
　　④·コーティング HA の良し悪しを判定する基準

がない。
　　　ア）·HA の厚み：ナノメーターから 100µm の

範囲でベストの厚みは？
　　　イ）·HA の密度：一般に密度は低い（多孔質：

見かけ密度 70％以下）、高い（緻密質：
80％以上）はどちらがいいのか？

　　　ウ）·HA の結晶性：結晶子サイズは？非晶質の
定義？結晶の配向性

　　　エ）チタンとの結合力：10MPa 以上？
　　　オ）·溶解性：HA の溶解度は絶対値である。し

かし溶解速度は結晶サイズ、格子欠陥、表
面積などにより変化する。骨リモデリング
に影響する。

　　　カ）·不純物量：骨と同様に炭酸イオンなどが含
有されている方がいいのか？

　　　キ）·表面粗さ：平均表面粗さ Ra の適正値は？
　（2）臨床的な欠点
　　①·一般的なコーティング方法では、HA とチタン

との結合力が小さいので、セルフタッピングの
トルクに気をつける。

　　②·機械的嵌合をさせるために、チタン表面の凹凸
を大きくしているので、疲労強度が低下する。
細菌の付着に気をつける。

３．欠点の解消
　結論から言うと、コーティング技術が改善されてお
り、HA の厚みや多孔性などの HA コーティングに多
少問題があったとしても、インプラント周囲に新生骨
が早く形成し、早期にバイオインテグレーションが獲
得されれば、臨床的に問題は起こらない。
　金属結合のチタンと、イオン結合の HA を結合させ
ることは基本的には無理であり不可能である。それを
改善するために、スミシコンは共有結合のアルミナを
HA に混合した。プラトンはペロブスカイト CaTiO3

をアンダーコートした。発想は悪くないが、新たに難
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しい技術的な問題が生じている。他のメーカーの HA
コーティングにおいても多かれ少なかれ欠点を有して
いる。今後の研究が期待されるところである。

Ⅵ．8種類のHAコーティングインプラントの特性

　日本で販売されている 8 種類の HA コーティング
インプラントの筆者らが実測した特性について以下に
述べた。8 種類の HA コーティングインプラントの承
認年、承認番号、基材、表面処理、コーティング方法、
業者名などを表 1 にまとめた。
　このうち 3 種類は筆者が直接開発に関わっている。
もう 1 種類のディッピング法は、2010 年に承認され
た BIOMET3i 社のナノタイトに利用されている。HA
のコーティング方法としては、POI はフレーム溶射法、
AQB、SPL、MAE、TAP の 4 社はプラズマ溶射法、
PLA は熱分解法、µ1 はスパッタリング法、NANO は
ディッピング法である。
　世界の主流はプラズマ溶射法である。

１．HA コーティングインプラントの種類と特性
　日本国内で販売されている代表的な HA コーティ
ングインプラントの承認日、承認番号、業者名、コー
ティング方法、膜厚、基材、膜組成などを承認の古い
順に表 1 に示した。

　表中、承認時のインプラントの販売名と業者名の略
称を使用したが、正式名称を以下に示す。

インプラント名称（販売名）
　① POI· ：POI ファイナタイト
　② AQB· ：ＲＦＳインプラント（AQBインプラント）
　③ SPL· ：スプラインインプラントシステム
　④ MAE· ：マエストロシステムインプラント HA
　⑤ ·PLA· ：·プラトンインプラントⅣ、Ⅴ（2005 年：

プラトン Bio）
　⑥ TAP· ：テーパードスクリューベント MP-1
　⑦ µ1· ：ミューワン HA インプラント
　⑧ NANO·: ナノタイトインプラント

製造販売業者名
　①京セラ　　：·京セラ株式会社（京都）：その後、
　　　　　　　　·日本メディカルマテリアル株式会社

（JMM）が製造販売。
　②アドバンス：株式会社アドバンス（東京）
　③白鵬　　　：株式会社白鵬（東京）
　④アリヤ　　：·株式会社アリヤ（宮城）：その後（株）
　　　　　　　　カイマンデンタルが販売。
　⑤インプラテックス：株式会社インプラテックス
　　　　　　　　　　　（東京）
　⑥ヨシオカ　：株式会社ヨシオカ（長野）
　⑦山八歯材　：山八歯材工業株式会社（愛知）
　⑧3i　　　　：·バイオメット 3i ジャパン株式会社
　　　　　　　　（東京）

表１：各社の HA コーティングインプラントの特性

略称 POI AQB SPL MAE
承認年 1993 年 1993 年 1999 年 2003 年

承認番号 20500BZZ00083000 20500BZZ01172000 21100BZY0028900 21500BZY0035500
業者名 京セラ（当時） アドバンス 白鵬 アリヤ（当時）

表面処理 ブラスト、陽極酸化 ブラスト、酸処理 ブラスト、酸処理 ブラスト、酸処理
方法 フレーム プラズマ プラズマ プラズマ

HA 膜厚 20µm 35µm 50-80µm 50µm
基材 Ti 合金 純チタン Ti 合金 Ti 合金

膜組成 HA HA HA HA
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２．HA コーティングインプラントの外観
　図２に、8 種類の HA コーティングインプラントの
実物写真を示した。
　アバットメントはいずれも鏡面仕上げされており、
金属光沢を呈し、フィクスチャー部は粗面加工と HA
コーティングにより灰色または白色の色調を呈してい
た。
　フィクスチャー部はネジ形状をしており、ネジの形、·
山の高さ、間隔などに特徴が認められる。角度は小さ
いが、テーパのあるものが多い。切り欠きまたは回転
防止の溝はすべてに見られた。フィクスチャー部が白
く見えるのは HA 膜が厚く、プラズマ溶射によるイ
ンプラントである。インプラントのサイズは、添付
文書から POI は直径 4.2mm，長さ 10P-Lmm，AQB
は直径 4mm，長さ 12mm，PLA は直径 4mm，長さ
10mm，MAE は直径 4mm，長さ 9mm，TAP は直
径 3.7mm，長さ 13mm，SPL は直径 3.75mm，長さ
11.5mm，µ1 は直径 4.2mm，長さ 20mm であった。
NANO は未測定。

３．ネジ形状と表面性状の SEM 観察
　図３に 8 種類のフィクスチャ部の表面状態やネジ形
状を示す走査電子顕微鏡像などを示した。HA はチタ
ンと結合しないことから、多かれ少なかれ粗面加工を
しており、ネジ形状も三角、四角、台形、丸型などい
ろいろである。ピッチの長さには大きな相違は見られ
ない。
　なお、空気中のごみなどが表面についているのが見
られるが製品にはない。

略称 PLA TAP μ 1 NANO
承認年 2004 年 2006 年 2009 年 2010·年

承認番号 21600BZZ00132000 21800BZY10050000 22100BZX00050000 22200BZI00018000
業者名 ヨシオカ インプラテックス 山八歯材 3i

表面処理 ブラスト、酸処理 ブラスト、酸処理 ブラスト、酸処理 ダブル、酸処理
方法 熱分解法 プラズマ スパッタ DCD 法

HA 膜厚 3-5µm 50-80µm 1-2µm 20-100nm
基材 純チタン Ti 合金 純チタン 純チタン、Ti 合金

膜組成 HA ＋Ｐ HA HA HA
HA·：ハイドロキシアパタイト結晶 Ca10·(PO4)6·(OH)2
P· ：ペロブスカイト CaTiO3

nm·：ナノメーター

図２：８種類の HA コーティングインプラント

··POI······AQB·······SPL·····MAE·····PLA·····TAP······μ 1·····NANO

　POI 　AQB

　SPL 　MAE

図３：８種類の HA コーティングインプラントの表面性状
　　　（次頁につづく）



● 25

バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

４．コーティング表面の SEM 観察
　プラズマ溶射法による代表的な HA コーティング
表面の走査電子顕微鏡写真を図４に示した。プラズマ
溶射後、上段は水蒸気処理などの熱処理を、下段は
水熱処理を施した HA コーティングの表面像である。
両者とも丸みを帯びた溶融された HA の集合体像を
示している。水熱処理の場合、表面に針状結晶の析出
が見られる。

５．表面粗さ
　各インプラントフィクスチャー部表面の算術的表面
粗さ（Ra 値）の結果を表 2 にまとめた。·コーティン
グ HA 膜の表面の粗さは、1.5 － 5.9µm の範囲にあっ
た。粗面加工されていないチタン表面の Ra 値は約
0.1µm であったので、いずれのインプラントも何らか
の粗面加工が施されていることが確認された。粗面加
工法には、アルミナなどのショット材を使ったサンド
ブラスト法、酸でエッチングする酸処理法、電解を利
用した陽極酸化法などが知られている。
　AQB の 5.9µm と SPL の 4.4µm を除くと、他は 1.5
から 2.9µm の範囲にあった。表面粗さの大きさは、　
AQB>SPL>MAE=TAP=POI>µ1>PLA
の順序であった。

表２：HA 膜の表面粗さ（Ra）

インプラントの種類 平均
Ra（µm）

標準偏差
（3 σ）

AQB 5.9 0.58
SPL 4.4 0.93
TAP 2.9 0.62
MAE 2.9 0.26
POI 2.9 0.51
μ 1 1.8 0.25
PLA 1.5 0.29

NANO ― ―

図４：プラズマ溶射法による HA コーティングの代表的な表面

　PLA 　TAP 　μ 1 　NANO

図３：８種類の HA コーティングインプラントの表面性状
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６．HA コーティングの断面
　厚膜および薄膜の代表例として SPL、POI、µ1 及
び PLA の断面の走査電子顕微鏡（SEM）像を図 5 に
示した。インプラント体をレジン（PMMA）で包埋
したのち、ダイヤモンドカッターで断面を切断し、断

面を＃ 2000，＃ 4000 の研磨紙を用いて研磨して作製
した。
　HA 膜の厚さは、PLA と µ1 インプラントが最も薄
く 1-2µm，POI，AQB，MAE，SPL お よ び TAP は
20 ～ 100µm と比較的範囲が広く厚かった。

図５：代表的な HA コーティングインプラントの断面
　　　·（上段左側：プラズマ溶射法、上段右側：フレーム溶射法、下段左側：スパッタリング法、下段右側：熱分解法）

　PLA

　SPL

Ti·Alloy

　POI

Ti·Alloy

　μ 1
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８．HA コーティング層の赤外吸収スペクトル
　図７に代表的なHAコーティングインプラントの赤
外吸収スペクトル図形を示した。矢印の波数 3500cm-1

付近に OH 基（水酸基）の吸収スペクトルが見られ、
水酸基を有するアパタイト、すなわちハイドロキシア
パタイト（HA）が全てのメーカーの HA コーティン
グインプラントで確認された。

９．HA 膜の多孔率
　HA 膜の多孔率は、HA 膜の質量および厚みから計
算される体積から見掛け密度を計算し、HA の理論密
度 3.16g/cm3 で割って求めた。厚みは SEM 像から測
定した平均値および質量は 6N の塩酸に 5 分間インプ
ラントを浸漬して HA 膜を溶解し、溶解前後の質量差
から求めた。本試験は各インプラント 1 本の計 7 本で
行ったので相対的な評価とした。POI、AQB、TAP、
MAE、および SPL は比較的多孔率は 50％前後と大き
く多孔質で、µ1 は多孔率 10 ～ 20％で小さく緻密質
であった。PLA インプラントに関しては、コーティ
ングされている HA の塊を浮遊法で比重を求めて計
算したところ、緻密質に近い多孔率 30％前後であっ
た。測定本数が少ないのであくまで参考データである。

10．HA 膜の溶解性
　37℃の生理食塩水に各インプラントを 10 分間浸漬
した溶液の pH を pH メーターで測定し、37℃の生理
食塩水 100mL に各インプラント 1 本を 1 週間浸漬し
溶解したカルシウムおよびリン濃度を高周波誘導結
合プラズマ発光分光分析装置（ICP）、·IRISAdvatage/
AP8（日本ジャーレルアッシュ）で分析した。
　37℃の生理食塩水に各インプラントを 10 分間浸漬

７．HA コーティング層のＸ線回折パターン
　回転ターゲットを用いた強力なＸ線源によるＸ線
回折装置（㈱リガク RINT-1400）を用いてインプラ
ント体の HA 膜そのものの XRD パターンを測定し、
PDF（JCPDS）カードと比較して HA 膜組成を同定
した。メーカーによって結晶性、相対強度、非晶質相、
格子定数などにおいて若干異なるが、いずれもハイド
ロキシアパタイト結晶の回折パターンを示した。図６
に、代表的な X 線回折パターンとして SPL インプラ
ントを示した。空間群 P63/m を持つアパタイト構造
であることが確認された。ピークの幅は鋭く、配向性
も見られず、結晶性がよいことがわかる。バックグラ
ウンドが若干高いようで、微結晶質のハイドロキシア
パタイトが混在していることが推定される。

図６：HA コーティング層の X 線回折パターン

図７：HA コーティング層の赤外吸収スペクトル
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した溶液の pH は、すべて pH5.9 ～ 6.2 の範囲にあり、
中性で CaO などの存在は考えられなかった。また、
37℃の生理食塩水に 100mL に各インプラント 1 本を
１週間浸漬したときのカルシウムおよびリンを ICP
で分析した結果、PLA のカルシウムは HA 膜が薄かっ
たためか、0.82µg/mL と小さく、他は 1.4 ～ 1.5µg/
mL,P は PLA の 0.4µg/mL を除いて、他は 0.6-0.7µg/
mLであった。Ca/Pはいずれも1.6～1.8の範囲にあっ
た。

Ⅶ．まとめ

（1）·すべての市販の HA コーティングインプラント
において、HA 膜は、間違いなく HA 結晶でコー
ティングされていたことを X 線回折と赤外吸収
スペクトル法で確認した。

（2）·HA の厚みは、プラズマ溶射法が厚く 35 ～
80µm、フレーム溶射法が 20µm、熱分解法が
1µm 前後、スパッタリング法が 1.5µm、浸漬法
が 20 ～ 100nm と最も薄かった。

（3）·表面粗さは、プラズマ溶射法が大きく、熱分解や
スパッタリング法が小さかった。

（4）·歯根部のネジ形状にはセルフタッピングを考慮し
たと思われるネジ数の多い形状や切り欠き、シリ
ンダータイプを考慮したネジ山が平坦な形状、組
織進入のための穴（ベント）があるなどの特徴が
認められた。

（5）·いずれの HA の溶解性は類似しており、Ca/P も
HA の理論値に近かった。

　なお、本総説は、日本口腔インプラント学会誌
Vol.20,·No.4（2007 年 12 月号）に発表されている懸田、
青木らによる論文「HA コーティングインプラントの
表面構造分析による実験的研究」と 2011 年出版予定
の拙著「歯科インプラントを科学する、理工学的視点
から」から一部を引用している。詳細は、これらのオ
リジナルを参照されたい。
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●特集「HAインプラントの基礎と臨床」

　総　説
HA プラズマコーティングインプラントを長期成績から評価する

田中　收

Long term success of biointegrated hydroxyapatite-coated Implants

Osamu Tanaka

　バイオインプラントアカデミー・主宰
　東京医科歯科大学・客員臨床教授

Ⅰ．はじめに

　世界初の HA プラズマコーティングインプラント
（以下 HA コーティングインプラントと略）が、米国
Calcitek·社からリリースされて以来、すでに 27 年、
四半世紀を経過する 1,2,3）。
　当初は、HA コーティングインプラントの製法で稚
拙なものも出回り、失敗例も少なくなかったため、そ
の成績に否定的見解も多かった。「HA が剥がれる、
吸収する、感染しやすい」などである。
　しかし、そのような否定的見解は現在でも事実なの
であろうか ?　もし、それが本当なら、HA コーティ
ングインプラントの市場が大幅に拡大している、とい
う事実は、どのように理解すべきなのか？
　日本国内でも HA コーティングインプラントの臨
床実績は 20 年に及ぼうとしており、膨大な数の基礎、
臨床研究論文が蓄積されており、著者自身も、これ
まで 19 年間で 1 万本を超える HA コーティングイン
プラントを埋入してきたので、その臨床経験とこれま
で世界中で蓄積されてきた多くの論文データに基づい
て、HA コーティングインプラントを客観的に評価し
てみたい。

Ⅱ．ＨＡコーティングインプラントの優位点

　HA コーティングインプラントは、周囲骨界面にカ
ルシウムが沈着し、骨と生化学的に結合する。この結
合は、電顕レベルでも直接結合であり Biointegration
と定義されて 4,5,6）､ チタンインプラントの骨結合

（Osseointegration）とは､明らかに区別される（図 1）。
この骨結合のメカニズムの決定的な違いにより、HA
コーティングインプラントは、臨床応用においても、
チタンインプランの常識とは異なる点が少なくない
6,7,8）。

１．骨との結合が早期に起こり、強固である
　動物実験では、骨との「接触面積」「結合速度」「結
合強度」などにおいて、チタンに比べて HA が優れ
ていることはすでに多数の基礎的、臨床的研究論文

図１：·チタン－骨界面（Osseointegration）（左）と、HA －骨界面（右）
（Biointegration) の違いを示す電顕像

　　　·HA －骨界面には Ca が沈着して Ca ブリッジを形成し、HA と骨
は生化学的に直接結合している。
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7-15）で報告されているが、その違いは、HA の骨結合
が「Biointegration」であるからに他ならない。

２． 埋入時のインプラントの初期固定は必ずしも必要
　　でない。（抜歯即時埋入にも有効）
　HA の優れた骨伝導能により、骨－インプラントの
間隙の骨形成がすぐれているため 15,16）、HA コーティ
ングインプラントでは、埋入時の初期固定は必ずしも
必要ではない 17）。特に 2 回法（Submerged）インプ
ラントの場合は、初期固定はほとんど不要と言っても
よい。そのため、初期固定の得られにくい Type Ⅳの
骨質でも成績が良く、埋入手術のテクニック依存性も
低い。実験的には、チタンではインプラントと周囲の
骨に 0.3mm 以上の間隙が存在すると、骨結合は得ら
れないとされるが、HA コーティングインプラントで
は周囲に 1.5mm の間隙が存在しても骨結合が期待で
きる 16）（図 2）。この点は、初期固定を重要視するチ
タンインプラントの埋入手術とは大きく異なってい
る。
　また、近年盛んに行われるようになった、抜歯即時
埋入術式においても、HA コーティングインプラント
の周囲骨形成能力は、大きなメリットとなる。即時埋
入ではインプラントと抜歯窩との間隙が生じることが
多いが、この間隙に骨を積極的に伝導する能力は、即
時埋入の成功率を高める上できわめて有効である 18）。

３． 2 次手術時における失敗が極めて少ない
　　（高い骨結合率）
　図 3 は各種インプラントタイプ別の残存率の変化
を、Ⅰ期（埋入後 2 次手術まで）、Ⅱ期（2 次手術か

ら補綴まで）、Ⅲ期（補綴荷重後）に分けて示したも
のである 19,20）。HA コーティングインプラントでは 2
次手術まで、あるいは 2 次手術後も失敗はきわめて少
ないことが示されている。上述のように、骨伝導能を
有する HA コーティングインプラントでは、周囲の
骨形成が優れているからである。

４． 骨質が不良な症例､ 部位においても高い成功率が
　　得られる
　チタンインプラントでは、上顎の成績がやや劣るこ
とが報告されている 21）。これは上顎の骨質が type Ⅲ
ないしⅣの不良な骨質が多いためである。
　図 4 は骨質別のインプラント残存率の比較である。
緻密な硬い Type Ⅰおよび Type Ⅱの骨質では、チタ
ンインプラントと HA コーティングインプラントと
の差は少ないが、骨質のやや不良な Type Ⅲ、骨質不
良な Type Ⅳの骨に対しては、両者には大きな差が認
められる 22）。チタンインプラントの残存率はTypeⅢ ,
Ⅳでは有意に低下するが、HA コーティングインプラ
ントの成績はあまり低下しない。
　すなわち、HA コーティングインプラントでは、骨
質の不良な部位、特に上顎大臼歯部の Type·Ⅳの骨質
でも下顎とほとんど変わらない高い臨床成績が得られ
ることが特筆される点であり、HA コーティングイン
プラントの最大の利点ともいえる 6,23）。

図２：·HA コーティングインプラントでは初期固定は必ずしも必要では
ない。チタンでは、インプラント周囲の間隙が 0.3mm を超える
と骨結合は期待できないが、HA コーティングインプラントでは
1.5mm でも骨結合が期待できる。

図３：·インプラントタイプ別の各治療時期における残存率（Morris·HF
ら 20））

　　　短期の成績は HA シリンダータイプの成績が極めてよい。
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５． 喫煙者、有病者症例に対しても、より高い成功率
　　が得られる
（1）喫煙者の成績（図 5）
　喫煙者のインプラント成功率が低いことは知られて
いるが、HA コーティングインプラントでは、チタン
インプラントに比べると喫煙の影響は少ない。米国政
府や企業から委託を受け、米国内の 32 の研究施設か
ら歯科医師 85 人以上が参加した「歯科インプラント
臨床研究グループ（DICRG）」19,24）の論文によれば、
喫煙者のチタンインプラントの 3 年間の成績は 83.8％
であったが、HA コーティングインプラントの残存率
は 95.5％と、非喫煙者の成績とほとんど変わらない。

（2）糖尿病、患者の健康度の影響（図 5）
　糖尿病など有病者に対しても、HA コーティングイ
ンプラントの成績は良好である。
　上記の DICRG の報告によれば、2 型糖尿病の患

者に対するチタンインプラントの 3 年間の残存率は
84.7％であったのに対して、HA コーティングインプ
ラントの成績は 97.9％であり健常者に対する成績とほ
とんど変わりない 25）。
　また、重度の全身疾患を有する患者（ASA3）のチ
タンインプラントの 3 年間の残存率は 82.1％（ASA3）
であったのに対して、HA コーティングインプラント
では 90.7％であった 25）。
　すなわち、チタンインプラントの教科書では注意す
べき症例、あるいは禁忌症とされている喫煙者や健康
状態の不良な症例に対しても、HA コーティングイン
プラントは予知性が高いといえる。

Ⅲ．HAコーティングインプラントの長期成績

　これまで、ＨＡコーティングインプラントの骨生着
が良好なこと、短期の成功率は極めて高いことを述べ
てきたが、果たして長期的にはどうなのか ?·この疑問
に対しても過去に多くの報告がなされている。
　Schwartz-Arad ら 26）は、HA コーティングインプ
ラントと純チタンインプラントの 12 年間の成績比較
を発表しているが、それによると、HA コーティング
インプラントの残存率は 93.2％であり、チタンインプ
ラントは 89％であった（図 6）。また、図の残存率曲
線を見ると、チタンでは比較的早期（1 年以内）に失
敗が認められるのに対して、HA コーティングインプ
ラントでは 5 年前後に成績が下降する傾向がみられ
る。しかし、5、6 年目以降の HA インプラントの成
績はその後 12 年の経過観察期間中ほぼ安定していた。
この残存率の曲線は Block らの報告 27）と全く一致し
ている。
　このほかにも、Kent ら 28）（5 年間 722 本の残存率
95％）、Stultz ら 29）（5 年間 6203 本の残存率 93.2％）、
Guttenberg· 30）（7 年間 690 本の残存率 96.5％）、Ohio
大 学（McGlumphy ら ）31）（375 本 6 年 の 残 存 率
95％）、Pikosら 32）（4319本5年間の残存率99.3％）など、
中長期の良好な臨床成績が多数報告されている。

図４：·骨質別の HA コーティングインプラントとチタンインプラント
の残存率の比較（Truhlar·RS ら 22））

　　　HA コーティングインプラントでは骨質による成績の差は少ない。

図５：喫煙者 24）と糖尿病患者 25）のインプラントの残存率（3 年）
　　　·HA コーティングインプラントは、チタンインプラントに比べて

喫煙者や糖尿病患者であっても良好な成績が期待できる。
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Ⅳ．ＨＡコーティングインプラントに関する疑問

１．HA は剥離する？
　チタン金属と良好にコーティングされた HA の剪
断強度は約 200kg/cm2 であり、咬合力などでは剥離、
破折しないと考えられる 3,33）。しかし、過去には稚拙
なコーティング製品も出回っていたため（図 7）失敗
例も少なくなかったが、現在ではそのような製品は市
場からほとんど消えていると思われる。
　組織学的分析においては、もし、一部で剥離が起き
たとしても、露出したチタン基質には骨が結合するこ
とが示唆されているし、長期の臨床研究でも剥離吸収
した HA 表面のチタンには骨が結合することが観察
されている 34）。もし、HA コーティングが剥離しやす
く、それが失敗につながるとすれば、前述した優れた
長期成績は得られないはずである。

２．HA は吸収される？
　結晶性の高いＨＡは生理的な環境の pH 下ではほと
んど吸収されない 35）。骨内に埋入されたHAコーティ
ングは、適切な機能的負荷と生理的 pH 環境では、む

しろ骨・HA 両者ともに同一素材であることから平衡
状態にあって HA は吸収されることなく、安定して
いると推測されている 2,35）。
　実際に、生体で長期に機能した HA インプラントの
吸収および骨接触状況について、Trisi ら 34）の報告が
あり、下顎骨で 10 年間使用されていた 2 本の HA コー
ティングインプラント（シリンダータイプ Integral··
φ 4mm × 15mm）を、患者の病死後剖検した結果、
骨接触率（BIC）は 86.2％、70.7％（平均 78.5％）を
保っており、コーティングの吸収はインプラント表面
の 23.5％、22.0％（平均 22.7％）に認められたという。
HA が吸収された部位では、露出したチタン表面に骨
が直接接触していた。
　すなわち、生体内で機能している HA は 10 年でも
吸収はわずかであり、一部で露出したチタンには骨が
接触するため、臨床的には何ら問題は生じることはな
いと考えられる。

３．ＨＡは感染しやすい？
　Becker ら 35）·Palmisano ら 36） は HA コ ー テ ィ ン
グインプラントとチタンインプラントの細菌叢には
違いがないと報告し、HA コーティング周囲に特に
細菌が多いという事実はないと述べている。また、
Tillmanns ら 37）によるイヌの実験でも、プラーク付
着によるインプラント周囲の炎症や骨吸収の程度に差
は認められないことが報告されている（図 8）。
　HA コーティングインプラントの優れた長期成績か
ら考察しても、HA は感染しやすいという疑問は否定
されると思われる。

図７：コーティングされたHAの断面像（SEM 拡大像）
左：·均等な厚さで緻密にチタンに溶射された望ましいコーティング。
右：·厚さも密度も不均一で、すでにチタンから一部剥離している稚拙な
　　コーティング。
　　·初期の製品にはこのようなコーティングが多かった。

図８：·プラークによる骨吸収の動物実験（イヌ）の結果（Tillmanns·
HW ら 38））

　　　·デンタルフロスにより付着させたプラークによりインプラン
ト周囲の骨吸収が起こるが、骨吸収の状況や進行程度は、チ
タンスクリュー（上：右）も、HA コーティングシリンダー

（下：右）も差は認められなかった。

図６：·HA コーティングインプラントとチタンインプラントの残存率の
差（Schwartz-Arad·D ら 26））

　　　·チタンインプラントでは比較的早期に失敗がみられるが、HA
コーティングインプラントでは、5 年前後の失敗が多い。

　　　12 年経過後も HA コーティングインプラントの残存率は高い。
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Ⅴ．なぜ、いまだに否定的な意見があるのか？

　ここまで、HA コーティングインプラントが、長期
成績も良好であり、チタンインプラントに比べて多く
の優位点を持つことを述べてきたにもかかわらず、い
まだ、一部ではあるが疑問の声が聞こえてくるのはな
ぜなのだろうか ?

１．過去に不良な製品があったこと
　歴史的には、開発当初の製品の中には、HA インプ
ラントとは言っても単に HA をチタンに接着剤で張
り付けただけの国産インプラントや、プラズマコー
ティングではあっても、溶射技術が未熟で不完全な
コーティング（図 7）が多かったため、それらによる
臨床的失敗も多くみられた。しかし、劣悪なコーティ
ングの製品はインプラント市場から次第に姿を消し、
溶射技術や溶射方法の改良、溶射後の特殊な熱処理法
39）などにより、近年では、ほとんどの HA インプラ
ント製品が高い結晶率を持つ良好なコーティングを獲
得しており、長期信頼性もさらに高まっている。

２． HA コーティングインプラントの失敗は、チタン
　　インプラントとは異なった様相を見せる。
　前述のように、HA コーティングインプラントの成
績はチタンのそれを上回るという報告は少なくない
が、先の図 6 で示されるように、インプラントの失敗
が起こる時期は、両者に違いが認められる。チタン
インプラントでは 1 年以内に失敗が発生しやすいが、
HA コーティングインプラントでは、2 次手術時を含
めた短期には極めて少なく、逆に、補綴後 4 年～ 6 年
位の間に失敗が出現する傾向がみられる 26,27）。
　このような、中・長期に出現する失敗は、結果とし
て骨吸収も伴いやすいため、HA コーティングインプ
ラント＝骨吸収、の臨床的イメージが付きまとうのか
もしれない。
　しかし、HA コーティングインプラントのトータル
な臨床成績は良好であるのも事実である。

３． シリンダータイプの短いインプラントは長期信頼
　　性が低い
　HA コーティングインプラントのうち、シリンダー

タイプは、側方力への抵抗がスクリュータイプに比べ
るとやや弱いと考えられる。短いインプラントや、イ
ンプラント埋入数の不足などでは骨吸収を引き起こし
やすく、成績が低下する傾向があるので注意が必要で
ある 27,41）。Artzi ら 41）はシリンダータイプの HA コー
ティングインプラントの 10 年間の残存率を、長さ
13mm では 97.9％であるが、長さ 8mm では 75％しか
ないことを報告している（図 9）。
　しかし、十分な長さ（13mm 以上）のインプラント
を、欠損歯数に応じて十分なインプラント数を埋入し、
さらに適切な咬合を付与することによって支持能力を
高めるならば、シリンダータイプといえども長期的成
績は良好である 28-34,40,41）。

Ⅵ．おわりに

　本稿では、1982 年に登場した HA プラズマコーティ
ングインプラントについて、これまで著された多数の
論文を展望して、その臨床的優位点や問題点を検証し
た。
　発売後の数年間には、その長期成績に疑問が投げか
けられていたが、すでに 20 年以上の歴史を経て、信
頼性は確固たるものとなり、その市場はさらに拡大し
ている。
　とりわけ、日本での HA コーティングインプラン
トの市場の拡大は欧米に比べて著しいが、それは、日

図９：·HA コーティングインプラント（シリンダータイプ）の長径別残
存率（10 年）（Artzi·Z ら 41））

　　　·シリンダータイプでは、13mm 以上では長期成績は極めて良好で
あるが、短いインプラントの成績は低下するので使用には注意が
必要である。
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HA コート POI® インプラントの症例

山上　哲贒、脇山　智子

A Case Report of Hydroxyapatite Coated Implant (POI®)

Akiyoshi Yamagami and Satoko Wakiyama

　京都インプラント研究所（所長：山上哲贒）

緒　言

　1975 年、川原、山上、平林により単結晶アルミナ（サ
ファイア）インプラントが開発され、今年で 35 年経
過した 1,2,3）（図 1）。
　その間、Ti 製オッセオインテグレーションタイプ
インプラントがブロネマルクにより開発され、単独植

立が可能になった。
　一方、セラミックスは、生体とのなじみの点で他の
材料に比較して良い特徴を持っているが、硬くて脆い
ため、Fixture 内部にネジを作ることは困難である。
　そこでセラミックスのように生体内でイオン化しな
い Ti 製プレートタイプを 1985 年に開発し、1990 年
Ti-6Al-4V 合金に陽極酸化処理した POI インプラント

（FINAFIX®）が開発され、臨床応用し今日迄、良好

図１：POI® の歴史
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に経過している 4）（図 2）。
　1994 年に HA コートした POI（FINATITE®）が従
来のものより早くインプラント周囲に新生骨が出来る
ということで開発された 5,6,7）。
　POI·HA コート FINATITE® は、Ti-6Al-4V 合金を
形状加工し、サンドラブラストを行い HA フレーム

治療内容

　筆者らは、POI 陽極酸化処理した FINAFIX® を主
に使用しており、HA コートの FINATITE® のものは
骨質の粗造な D3、D4 タイプの症例に主に使用してき
た。
　2010 年 8 月末まで、POI·FINAFIX® は 1441 本、除
去数 97 本。FINATITE® は 75 本、除去 0 であった。
POI·FINAFIX® は初期の頃、1 回法 2 ピースしかなく、
オーバーレイデンチャーのケースの場合、義歯により
Fixture に応力がかかり、上部構造装着までに除去し
たケースが多く含まれており、3 ピース開発後、除去
例は少なくなってきた。
　FINATITE® は現在のところ除去したものはない

図３：FINATITE　性別・年齢別植立本数

図２：FINAX､·FINATITE の表面処理

溶射、アパタイト再結晶化しガンマ線滅菌したもので
ある。本インプラントはプラズマ溶射（10,000℃以上）
したものに比し 3000℃で溶射し比較的低温で溶射さ
れたものである。
　今回、HA コート POI インプラント（FINATITE®）
の症例について述べる。

が、1 例が術後 8 年でインプラント周囲炎を併発して
いる。
　10 年間の統計を図 3、4 に示したが、年齢は男女共
60 才代が最も多く、男性は 60 才代に次いで 50 才代、
70才代となっている。女性は60才代に次いで70才代、
50 才代、40 才代となっている（図 3）。
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　インプラント部位としては、上顎の 6 番が最も多く、
次いで 5 番、7 番。下顎 6 番、5 番、7 番の順であった

（図 4）。

症例の概要

　本症例は、48 歳女性·右側上顎臼歯部、左側下顎臼
歯部欠損部にオッセオインテグレーションタイプ POI
インプラントを応用した。なお、HA コートインプラ
ント（POI·FINATITE®）は、 3 部抜歯窩治癒状態
やや悪く、骨質が D3、 6 部も D3 であり、 6·3 部
に応用した。

症例：
　初診　2005 年 4 月
　患者　Mrs.G.M　1957 年生
　主訴　咀嚼障害
　既往歴　：特記事項なし
　全身状態：特記事項なし
　現病歴　：上顎　 765 　　欠損、
　　　　　　　　　 43 C4　　慢化 Per、
　　　　　　下顎　 ④⑤6 　延長ブリッジ、
　　　　　　　　　 5 　　　歯根破折　（図 5）

治療内容
　 43 を抜歯し、 7-3 局部床義歯を装着した
　 43 抜歯 5 ヵ月後、 653 部に
　 3 ·HAC32-12（HAコート　直径3.2㎜　骨内長12㎜）
　 5 POI37-10U（直径·3.7㎜　骨内長 10㎜）
　 6 ·HAC37-10（HAコート　直径3.7㎜　骨内長10㎜）
　 6·5 ·部は、上顎洞底迄 8㎜しかなく、ソケットリフ

トを行いインプラントした。

図４：FINATITE　部位別植立本数

図５：症例：48 歳、女性の術前パノラマレントゲン（2005.04）

図６：術直後パノラマレントゲン（49 歳、2006.01）

図７：術後 4 年 9 か月のパノラマレントゲン（53 歳、2010.10）

　·下顎は 5 部を抜歯し、まず 5·6·7 に局部床義歯を
装着し、咬合を安定させた。

　· 5 抜歯 7ヶ月後、 　5　6　7▽▽▽ 部にそれぞれ FINAFIX®

　径3.7mm、骨内長10mmをインプラントした（図6）。
　 6　5　3　▽▽▽ インプラント 5 ヵ月後　TEK 装着
　 　5　6　7▽▽▽ インプラント 4 ヵ月後　TEK 装着。

　上下 TEK にて咬合状態を 3 ヶ月間チェックし、
MB 冠、連冠にて上部構造を装着した。
　現在、インプラント施術後 5 年経過しているが、
FINATITE®、FINAFIX® 共にインプラント周囲骨の
吸収も認められず良好に経過している（図 7、図 8）。
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経過と考察

　ここ10年間HAコートインプラント（FINATITE®）
を臨床に応用し、数は 75 本と少ないが、現在のとこ
ろ術後は良好に経過している。
　しかし、今後 10 ～ 20 年経過しないとわからないが、
初期の心配していた感染はない。このことから、骨質
の粗造な D3、D4 のケースに応用し、早く新生骨の増
生を期待しインプラントすることには有益であると思
う。
　しかし、これらの内 1 本が術後 8 年でインプラント
周囲炎と思われる症状が出ており、X 線上インプラン
ト周囲にクリアゾーンが認められており、経過観察中
である。
　多くの先人達が報告しているように HA コートは、
HA コートしていないものと比較し、骨増生が早いよ
うである。但し、骨質の硬いものに応用すると HA
層が剥がれる危険性がある。本インプラントは、母材
表面をブラスト処理し、たとえ剥がれても母材に結合
しやすいように設計されている。
　筆者の選択基準は、D1、D2 や一部 D3 骨質の場合
は FINAFIX、上顎臼歯部のような D3、D4 のケース
や再インプラント部位で骨質が D3 の部位などに HA
コート（FINATITE®）を応用するようにしている。
　インプラント表面構造の粗造なものや HA コート
のインプラントはネック部からの感染がしやすいた
め、粗造部を骨内深くインプラントすることが大切で
ある。今後、HAコートインプラントがコートしていな
いインプラントに対し、どの程度早く上部構造を装着で
きるか、その可能性と長期臨床を観察する必要がある。

図８：術後 4 年 9 か月の口腔内写真（53 歳、2010.10）
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上顎磁性アタッチメント総義歯の欠損部を
1 ピース AQB インプラント® で治療した 1 例

杵渕　孝雄

A Case Report of AQB® One-piece Implant System for Upper Numerous Teeth
 Missing Area Covered by Complete Denture with Magnetic Attachment

Takao Kinebuchi

　杵渕歯科医院·院長
　（社）日本先進インプラント医療学会（AIM）副理事長

緒　言

　現在のインプラントシステムは、2 ピース 2 回法、
2 ピース 1 回法、1 ピース 1 回法に応じて、埋入ある
いは植立計画や上部構造の作製手順が大きく異なって
いる。特に、多数歯欠損で既に有床義歯が装着されて
いる場合、同欠損部のほとんどの領域にインプラント
を植立して、インプラント補綴で修復するには、各イ
ンプラントシステムにより、いろいろな治療手順が考
えられる。
　1 ピースインプラントシステムでは、多数歯欠損の
ほとんどの領域にインプラントを植立してインプラン
ト補綴で修復する場合、有床義歯を通常の咀嚼に使用
しながら部分的に床をコの字型に切除して 1 ピースイ
ンプラントを植立し、骨結合後に歯冠修復物（Cr-Br）
に置き換え、また次のブロックの植立というように、
何段階かに分けてインプラントの Cr-Br に置き換える
手法が一般的である。
　本症例は、上顎磁性アタッチメント付き総義歯の欠
損部に対して、9 本の１ピース AQB インプラント ®

で 3 段階に分けた植立で治療し、最後に天然歯の 5 本
の磁性根面アタッチメントを除去して、コア後に冠を
装着して有床義歯を不要にした症例であり、1 ピース

システムにおける植立手順とインプラント補綴の治療
ステップを中心に報告する。

症例の概要

患　者：　76 歳、女性
初　診：　平成 17 年 12 月 7 日
主　訴：　上顎総義歯をインプラント補綴に変えたい
既往歴：　不整脈
家族歴：　特記事項なし
現病歴：　·平成 16 年、近医での歯科治療で上顎の大

きなブリッジの支台歯 1,2 本が保存不能と
なり、ブリッジの切断、抜歯を受けた。そ
の後、あまりインフォームドコンセントが
ないまま、残存歯 5 本が磁性根面アタッチ
メントになり、その上を被覆する上顎総義
歯の治療を受けた。突然歯冠部が無くなっ
たことによりショックを受けて精神的に落
ち込み、患者はうつ病になった。

　　　　　·初診時にはドグマチール、ソラナックス、
デパスが神経科から投与されていた。患者
のご主人が当科でインプラント治療の既往
があり、有床義歯をインプラントによって
不要にできればうつ病が治るかもしれない
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と考え、患者を連れ添って受診した。
現　症：
　全身的ならびに口腔外所見：顔貌は無表情で生気が
なく、口数も少なかった。
　口腔内所見：残存歯は上顎は 7·4-7 、下顎は 75-57
で、上顎は 7·4-7 根面に磁性アタッチメント付き金属
床総義歯（金床）、下顎は 75 支台と 457 支台のメ
タルボンドブリッジがそれぞれ装着されていた。上顎
顎堤は骨幅もあり、強力なマグネットにより上顎総義
歯の吸着は良好な状態であった（図 1）。
　エックス線画像所見：根面アタッチメントの上顎の
5 本は健全であったが、左下ブリッジの 7 は根尖性
歯周炎で、保存は難しい状態であった（図 1）。幸い
上顎の欠損部顎堤は十分な骨幅で、上顎洞までの骨高
径もあり、前処置なくそのままでインプラント植立可
能と診断した。

治療方針：
　① 123 植立、暫間被覆冠（Tek）、
　② 321 植立、Tek、
　③ 321·123 最終 Cr、
　④ 654 植立、Tek、
　⑤ 654 最終 Cr、
　⑥ 7··4567··根面アタッチメント除去、コア、
　　最終 Cr

処置および経過

　平成 18 年 2 月、 123 部植立の予約が入ったが、
うつ病が悪化して神経科に入院となり、治療は延期と
なった。
　平成 19 年 9 月 12 日、通院できる程度にうつ病が改
善したため再来受診する。再来時の神経科からの投薬
は、ノリトレン、ドグマチール、パキシル、セパゾン、
デパスで、かろうじて通院可能になったとはいえ、表
情は暗く無口で、うつ状態は初診時と同様であった。
しかし、インプラント治療の希望が強く、初診時の治
療計画に従って治療を行うことになった。
　平成19年11月5日、 123 にAQBインプラント®

（4LM,4LM,3LL）を植立し、同部の有床義歯をコの
字型に切除して装着し、Tek のアルジネート印象採
得を行った。当日診療終了後に硬石膏模型上で連結
Tek を作製し、翌日、創部の消毒洗浄で来院した際
に Tek を仮着した（図 2）。1 週間後の抜糸、2 週間
後の経過観察、4 週間後からの徹底的なブラッシング
などを行い、術後経過は順調であった。

　平成20年1月18日、 321 にAQBインプラント®

（4LM,4LM,4LS）を植立し、同部の床をコの字型に切
除して装着し、Tek のアルジネート印象採得を行い、
翌日の創部消毒、洗浄と Tek 仮着を行った。その後
の経過も順調で、3 月 29 日、 321·123 の形成印象、

図１：初診時の口腔内およびエックス線写真
7·4-7 根面に磁性アタッチメント付き金属床総義歯が装着されていた。

図２：· 123 植立直後と翌日の洗浄、Tek 仮着時の口腔内およびエック
ス線写真

模型をトリミングして連結 Tek を作製し、翌日患者の AQB 支台部を
同量トリミングして EZ にて仮着した。
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4 月 19 日にメタルボンド冠を装着した（図 3）。な
お、 3 は直径 3mm インプラントであるため、 23
は連結した。4 月 26 日、Cr 装着後の咬合調整と保存
不能歯の 7 の抜歯を行った。平成 20 年 7 月 12 日、
654 に AQB インプラント®（5MM,4LM,4LM）を

植立し、同部の床をコの字型に切除して装着した。同
部は審美性の要求度が低いので、抜糸時に Tek の印
象採得を行い、術後 2 週目に Tek を仮着した（図 4）。
同部のその後の経過も順調で、10 月 22 日に形成印象、
11 月 7 日に 65 は硬質レジン前装金合金冠、 4 はメ
タルボンド冠を装着した（図 5）。

　次に、残存天然歯の磁性根面アタッチメントを除
去してコアを立て、平成 21 年 3 月から 6 月にかけて
7··45 の金合金冠（ 45 は硬レ前装連結）を装着した。
その後、 7 抜歯後 1 年以上経過して顎堤が安定した
ため、8 月 19 日、 67 に AQB インプラント®（4LM
× 2）を植立した。その後の経過も順調で 11 月 9 日、
メタルボンド連結冠を装着した（図 6,7）。最後に 67
の根面アタッチメントを除去してコアを立て、平成
22 年 2 月 8 日金合金冠を装着し、予定した全ての治
療を終了した。図３：·6 前歯のCr 形成印象前とCr 装着後の口腔内およびエックス線写真

Tek 装着時（左上）、Tek 除去時（右上）、メタルボンド冠装着時（左下）、
デンタルエックス線写真（右下）

図４：· 654 植立と2 週後の Tek 装着時の口腔内およびエックス線写真
臼歯部は審美的要求度が低いので、安全を見越して術後２週後に Tek
仮着した。

図５： 654 冠装着時の口腔内およびエックス線写真
6·5 は硬質レジン前装金合金冠、 4 はメタルボンド冠を装着した。こ
れらの処置で上顎インプラント補綴は完了した。

図６：·7··45 根面アタッチメントを除去してコア、Cr 装着、 67 に
AQB インプラント植立、冠装着後の口腔内写真

7 は金合金冠、 45 は硬レ前装連結、 67 はメタルボンド冠と金合金
冠の連結冠を装着した。
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　なお、インプラントが植立され、義歯床が小さくな
る毎に、患者は明るく口数が多くなり、治療終了時に
は、笑顔を取り戻し、ほぼうつ病としての症状は消え
ていた。その後の歯周組織検査においても、インプラ
ントを含め健全に経過している（図 8,9）。

図７： 67 植立、連結冠装着時のパノラマエックス線写真
この時点で 6-3 と 67 のすべての欠損部に対するインプラント補綴
と、 7··45 の３本の根面アタッチメント歯の歯冠修復が完了した。

図８：メインテナンス時の口腔内写真
67 の最後の根面アタッチメント歯の歯冠修復が完了してから 3 ヶ月後

の所見。上顎は植立 2 年から 2 年 6 ヶ月後の状態で、口腔清掃も健全に
管理されていた。

図９：植立 2 年から 2 年 6 ヶ月後のエックス線写真
インプラント周囲骨に骨吸収像などみられず、安定していた。

考　察

　著者の使用している１ピース AQB インプラント®

は、1994 年 6 月に株式会社アドバンスから発売され
た純チタンに、きわめて純度の高い再結晶化HApコー
ティングが施された 1 ピース１回法の国産インプラン
トで、短期間でバイオインテグレーションを確立でき
るという特徴がある 1,2）。発売から今年で 17 年である
が、著者は 1989 年に始まった治験時代から使用して
いるので、22 年間使用していることになる 3）。また、
2002 年に 2 ピースのオプションが発売されたが、著
者にとってそれまでの 13 年間は 1 ピースのみであっ
たため、その間にほとんどの欠損部をいかにして 1
ピースインプラントで治療するかという診断と治療方
針の立て方が確立された。
　歯の欠損歯数が少ない場合は、残存歯により咬合が
確保されているので、単純に欠損部に埋入あるいは植
立し、免荷期間をおいて最終補綴の上部構造を作ると
いう原則は、どのインプラントシステムでも共通であ
ると思われる。しかし、多数歯欠損で、既に有床義歯
が装着されている場合に、同欠損部のほとんどの領域
にインプラントを植立して、インプラント補綴で修復
するには、各インプラントシステムにより、いろいろ
な治療手順が考えられる。
　2 ピースインプラントシステムでは、フィクス
チャーを埋入してオーバーデンチャーとして使用し、
インテグレーションが得られてから、アバットメント
を立てて上部構造のインプラント補綴を作製するのが
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一般的である。それに対して 1 ピースインプラントシ
ステムでは、有床義歯を通常の咀嚼に使用しながら床
をコの字型に部分切除しながら、同部に数本ずつイン
プラントを植立し、インテグレーションが得られてか
ら上部構造のインプラント補綴を装着し、必要に応じ
て同部にクラスプを追加するなどして義歯を安定させ
る。そして、次の欠損部の床を切除してインプラント
を植立するという手順で何段階かに分けて欠損部をイ
ンプラント補綴に置き換えるのが通常の手順であると
思われる 4）。
　本症例の場合、根面アタッチメントの磁性が強く、
義歯もきわめて安定が良好だったため、部分的に 3 回
に分けて義歯床を部分切除してインプラントを植立し
た際にも、義歯部分は天然歯のように顎位が安定した
まま施術することができた。
　また、補綴については 1 ピースの場合、前歯部では
歯冠軸が変えられないため適応症に制限があったり、
審美補綴が難しいなどの先入観で受け止められている
傾向がある。しかし、できるだけ好ましい歯軸で植立
しておき、最終的に支台歯形成するので、適応症の制
限はほとんど認められない。補綴物作製時は、天然歯
と同様に歯肉縁下まで支台歯形成して印象採得し、そ
のマージンから近遠心側と唇側で直ちに歯冠を豊隆さ
せて Emergence·Profile·を作れば、2 ピースと遜色の
ない審美性が得られる。むしろ深い歯肉縁下につなぎ
目がない分、ペリオの観点からも好ましく、無理のな
い審美性が得られ、その審美性も持続しやすいと著者
は考えている。今後も十分な観察とメインテナンスを
行っていく予定である。
　1 ピース AQB インプラント® は、たかが 1 ピース
と軽視されがちであるが、工夫次第でさらにいろいろ
なメリットを引き出せる高いポテンシャルを持ち、初
心者のみならず、上級者にも十分応えられるインプラ
ントであると思われる。
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●特集「HAインプラントの基礎と臨床」

マエストロインプラントの症例報告

山下　忍

Case Reports of Maestro Implant System

Shinobu Yamashita

緒　言

　現在日本ではさまざまな osseointegration· implant
が販売されている。
　1984年Carl·Mischは 4つの骨密度の分類を発表し、
骨密度は治療計画、インプラントデザイン、外科的ア
プローチ、治癒期間、負荷などの要因を決定付けると
した 1,2）。
　今回、生体力学的検証に基づき、骨密度に対
応して開発された Dr.Misch のコンセプトを受け
継いだインプラントデザインと表面性状を有する
BIOHORIZONS 社のマエストロインプラント® を使
用した症例を報告する。

症例の概要

症例１
　患　者：66 歳、男性
　初　診：2008 年 4 月
　主　訴：·右上 34567、左上 7、左下 67 欠損による咀

嚼障害、審美障害
　現病歴：·近医にて右上 2、左上 6 を鈎歯とするバー

タイプの可撤性義歯が装着され、固定性補
綴装置を希望のため、前医より紹介来院し
た。なお左下 67 欠損に対しては放置され
たままであった。既住歴等は特記事項なし、

体格中等度で骨格は咬筋の発達した頑強な
顔貌である。

　口腔内所·見：右上 34567、左上 7、左下 67 欠損で、
不適合補綴物が装着されている。

　　　　　·　欠損部の喪失した原因は、歯冠修復物の
歯根破折等で序々に欠損状態となったとの
事であった。口腔内衛生状態は不良である

（図１）。

　パノラマ ·X 線および CT 所見：欠損部ではインプ
ラント埋入するに十分な骨量が得られ右上
34567、左上 7 領域では歯槽頂から上顎洞、
鼻腔までの距離は 9 ～ 20mm（図２）、骨
密度は 320 ～ 820Hounsfield·Units（以下
H.U）、右下 56、左下 67 領域では、歯槽頂

　山下歯科クリニック·院長
　嵌植義歯研究所（施設長：懸田利孝）
　東北大学大学院口腔病態外科学講座口腔病理学分野

図１：初診 2008 年 4 月
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から下顎管までの距離は 11 ～ 15mm、骨
密度は 490 ～ 630H.U であった。

　治療内容·と経過：残存歯の口腔衛生、刷掃指導等の
基本治療および歯周初期治療を行い、並
行して右上 2、左上 2 の歯内療法、歯冠修
復、不適合 Br 右下④５６⑦⑧に関しては
右下 478 の破折の risk が高いため右下 478
の単独補綴、左上④ 5 ⑥ Br の再製、左上
3 の歯冠修復物の動揺に関しては、歯根破
折等の可能性を指摘し、破折している場合
には抜歯即時埋入の同意を得た。CT 検査
のＨ.Uより骨密度がD3～D4であること、
右上 34567、左上 7 欠損部位に関しては早
期のインプラント固定装置の希望が強いこ
と、欠損部位の喪失原因の既往より咬合力
の強いことから、上顎には HA-Coating イ
ンプラント（以下 HA）を、下顎には D3
対応の表面性状の Resorbable·Blast·Media

（以下 RBM）を使用した。2008 年 7 月、
右上 34567 部の骨へのドリリングの感触は
D3 ～ D4 で、φ 3.5mm × 15mm × 2、φ
4.0mm × 12mm × 1、 φ 5.0mm × 9mm
× 1、φ 5.0mm × 10.5mm × 1、左上 7 部
にはφ 6.0mm × 9mm × 1 を埋入した。
左上 3 部は歯根破折のため抜歯即時埋入

（φ 4.0mm × 12mm）した。2008 年 8 月
右 下 56 部 に は φ 4.5mm × 10.5mm、 φ
5.0mm×10.5mm、左下67部にはφ5.0mm、
10.5mm、9mm を（RBM）埋入した。

　　　　　·　上顎埋入約 4 ヶ月後、下顎埋入後 2.5 ヶ
月に二次 OP を行いプロビジョナルにて
progressive· loading を行いハイブリット

セラミックス冠にて最終補綴を行った。
　　　　　·　機能的、審美的にも良好な状態で患者の

治療に対する満足度は非常に高かった（図
３）。

　　　　　·　最終補綴物装着後約 2 年のパノラマ像
（図４）では、右上 6 部のインプラントの
marginal·bone· loss が認められるが 3 ヶ月
ごとのリコールを行い、インプラント周囲
炎と咬合接触の管理を行っている。また夜
間時にはナイトガードを使用するように指
示している。

症例２
　患　者：45 歳、女性
　初　診：2006 年 5 月
　主　訴：·右上④５６⑦ Br の右上 4 の腫脹、右下 4

の歯冠破折、左下 5 の動揺による咀嚼障害
　全身既往歴：特記事項なし
　現病歴：·近医にて約 2 年前に右上④５６⑦ Br 装着

図２：症例１　初診 2008 年 4 月

図３：·2010 年 12 月　（最終補綴物約 2 年後）

図４：症例 1　2010 年 12 月最終補綴物装着約 2 年後
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し、約 1 ヶ月前より痛みがあった。
　口腔内所·見：右上④５６⑦装着され、右上 4 頬側か

ら遠心隣接面にかけ歯肉腫脹が認められ、
右下 4 は歯冠破折している。左下 6 残根状
態で残存歯の口腔衛生状態は良好であっ
た。

　パノラマ ·X 線所見：右上 4 メタルコアが穿孔して
おり、左下 6 が C4、左下 5 歯根膜拡大像
があり、歯根破折の疑いもある。右上顎
洞は含気洞のため拡大しており、Misch の
分類で SA-4 で、隔壁の存在はない。右下
67、左下 67 欠損領域は歯槽頂から下顎管
まで距離約 14mm であり、インプラント
埋入するには十分な骨量であった（図５）。

　治療内容·と経過：上顎、下顎ともに固定性装置の希
望が強いため、右上 4、左下 6 抜歯、抜歯
残存歯の口腔衛生指導、歯周基本治療後
2007 年 1 月右上顎洞挙上術、増成術（図６）
を行い、同年 10 月インプラント埋入φ
3.5mm × 12mm × 1（RBM）φ 4.0mm ×
12mm × 2（HA）埋入した。2007 年 2 月
左下 5 の歯根破折を認めたため、抜歯即時
埋入（HA φ 4.0mm × 12mm）左下 67 欠
損にはφ 4.0mm × 10.5mm × 1、φ 4.0 ｍ
ｍ× 12 ｍｍ× 1（RBM）埋入した。2008
年 5 月右下 67 にφ 5.0mm × 12mm、φ
4.0mm × 10.5mm（RBM） に 埋 入、2008
年 7 月二次 OP 後 progressive· loading を
行い、2008 年 9 月にハイブリットセラミッ
クス冠最終補綴物を装着した。

　　　　　·　その後 3 ヶ月毎にインプラント周囲炎、
咬合接触の管理を行い、2010 年 8 月パノラ
マ像（最終補綴約 2 年後）では右 Graft 部
やインプラント骨頂部の marginal·bone·loss
像は認められず、経過良好である（図７）。

　　　　　·　嘔吐反射が強い患者のため非常に治療に
対する満足度が高かった。

症例３
　患　者：26 歳、女性
　初　診：2004 年 8 月
　主　訴：·左上 6 充填物の破折、左上 45 欠損による

咀嚼、審美障害
　全身既往歴：現在喘息にて通院中
　現病歴：·前医より左上 6の残存不可能との診断でその

後の補綴処置のことも含め紹介、来院した。
　口腔内所·見：左上 6の充填物を除去すると根管内にま

で軟化象牙質が及び、保存不可能の状態で
右上 45、左上 45、右下 5、左下 5 欠損（抜
歯の既往はない）で右上 6 近心傾斜、右上
8、左上 8 挺出、右下8の半埋伏を認めるが、
咬合状態、口腔基本処置はほぼ良好であった。

図５：症例 2　初診 2006 年 5 月

図６：症例 2　2007 年 1 月右上顎洞挙上術、増成術後

図７：症例 2　2010 年 8 月最終補綴物装着後約 2 年後
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　パノラマ ·X 線所見：右上 45、左上 45、右下 5、左
下 5 の埋伏像はなく、左右上顎洞の透過
度から慢性炎症等の画像所見はなく、左
上 456 相当部は Misch の分類では SA-3 ～
SA-4 で隔壁の存在は認めない（図８）。

　治療内容·と経過：保存不可の左上 6 を抜歯し、歯周
基本治療終了後、左上 456 欠損部のイン
プラント補綴の同意を得た。十分に左上 6
抜歯後の治癒を待ち、2005 年 5 月左上顎
洞挙上術、増成術を行い、2006 年 1 月φ
4.0mm × 12mm × 1（HA）、φ 5.0mm ×
10.5mm × 1（HA）を埋入（図９）、2006
年 11 月二次 OP を行い、プロビジョナル
にて progressive· loading ののち、2007 年
1 月、ハイブリットセラミックス冠にて最
終補綴を行った。

　　　　　·　その後 6 ヵ月毎のメインテナンスでイン
プラント周囲炎、咬合接触の管理を行い、
2011 年 2 月のパントモ像（荷重後約 4 年）
の所見では、marginal·bone·loss を認めず、
洞内部骨リモデリング像が認められ、経過
良好である（図 10）。

考　察

　骨質の程度がインプラント成功率、生存率に影響を
及ぼす臨床的報告がある。3）最近の Herman らの研究
でも Type Ⅳの顎骨が最も失敗率が高いことが報告さ
れている。4）Misch は骨密度が治療計画、外科的アプ
ローチ治癒、荷重に影響を及ぼすとした。2）今回埋入
したマエストロインプラントの大きな特徴として 2 点
挙げられる。

（1）·骨密度に対応したインプラントデザイン（スレッ
ドデザインの幅、スクエアスレッド）骨が粗にな
るほどスレッドピッチを狭くし、骨との接触面積
を増加させ、負荷の分散をはかり、インプラント
に伝達されるメカニカルストレスを軽減させる

（現在は D3、D4 のみ）。スクエアスレッドによっ
て初期固定の易獲得性、骨界面における剪断応力
の減少をはかる（図 11、12）。

図８：症例 3　初診 2004 年 8 月

図９：·症例 3　2006 年 1 月（上顎洞挙上術、増成術後 8 ヶ月）インプラ
ント埋入

図10：症例 3　2011 年 2 月　最終補綴後 4 年

図11：Misch·Bone·Density
　　　·D1··Dense·cortical
　　　·D2··Porous·cortical·coarse·trabecular
　　　·D3··Porous·cortical·fine·trabecular
　　　·D4··Fine·trabecular
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（2）·表面性状は、D1 ～ D3 対応のリン酸カルシウム
ブラスト後酸処理を行う RBM と、D4·Bone 対応
の HA-Coating の 2 種類である（図 13）。

　症例 1 の上顎欠損領域においては早期のインプラン
ト補綴物で咀嚼障害、審美機能回復の希望が強いこと、

図 12：スレッドデザイン（スレッドピッチ）

図 13：表面性状

HA

RBM

上顎欠損部の喪失原因から咬合力が強いこと、CT 値
や実際の埋入時の骨の感触から D3 ～ D4 であること
から HA（抜歯即時埋入も含む）5 本と RBM2 本埋
入した。また、下顎においては RBM4 本埋入した。
1987 年 Misch は上顎洞底下の骨量に基づき上顎臼歯
部の治療法を体系化した 5）。
　症例 2、3 においては Misch の SA 分類では SA-4
で、上顎洞挙上術、増成術後、十分に Healing·time（8
～ 9 ヶ月）をとり、HA を埋入し、同時に洞内部の骨
を評価し、更に治癒期間を追加した。Misch は骨への
progressive· loading の概念を提案し改善評価してい
る 6）。Progressive· loading に関して Perio·Test の研
究や 7）、インプラント周囲の骨の変化の研究 8）、イン
プラントの機能負荷は骨を成熟させ、骨密度の増加を
示す研究 9）などから骨密度の低い症例に対して、著
者は、骨／インプラント界面の骨密度をあげるために
プロビジョナルにて progressive· loading を加えなが
ら最終補綴物を装着するようにしている。

結　論

　上顎臼歯部領域の骨密度の低い症例や、上顎洞挙上
術、増成術の症例に対して、骨密度に対応したインプ
ラントデザイン、表面性状を有する（HA、RBM）バ
イオホライズン社のマエストロインプラントシステム
を使用し、患者は審美的にも咀嚼的にも改善が得られ、
治療に対する満足度は高かった。
　本論文の要旨の一部はバイオインテグレーション学会発足記念シンポジ
ウム（2011 年 1 月 23 日、東京医科歯科大学 M&D タワー大講堂）におい
て発表した。
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●特集「HAインプラントの基礎と臨床」

スパッタリング法 HA コーティングによるミューワンインプラント® の臨床報告

松原秀樹 *1）、越智守生 *1）、仲西康裕 *1）、南　誠二 *2）、木村和代 *1）、廣瀬由紀人 *1）、藤森達也 *3）

Case report of sputtered HA coating implants “µ-one HA Implant®”

● Hideki Matsubara *1）, Morio Ochi *1）, Yasuhiro Nakanishi *1）, Seiji Minami *2）, 

Kazuyo Kimura *1）, Yukito Hirose *1）, Tatsuya Fujimori *3）

　*1）北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野
　*2）北日本口腔インプラント研究会（会長：三嶋　顕）
　*3）東京医科歯科大学歯学部インプラント・口腔再生医学

緒　言

　近年、さまざまなインプラントメーカーより HA
コーティングインプラントが発売されている。HA
コーティングインプラントが発表された初期のコー
ティング方法はプラズマ溶射法 1,2）やフレーム溶射法
3,4）などのコーティング法で、コーティング層の厚み
が比較的厚く、製品によって表面性状や溶解性に著し
い差がある。これに加えて、チタン基材との密着性も
劣るため生体内におけるコーティング層の基材からの
剥離やコーティング層内での破壊などの報告例 5-8）も
あり、予知性に対する懸念が指摘されていた。
　これらを改良したHAコーティング法としてスパッ
タリング法 9,10）が紹介された。この方法は電子工業分
野では広く利用されている表面技術で、基材との結合
力が大きいといわれている。また、表面構造分析では
チタン基材と HA の密着性が高く、コーティング層
の厚さが 1 ～ 2µm と薄く、結晶性も安定しているこ
とが報告されている 11,12）。
　今回、スパッタリング法による HA コーティング
を施したミューワン HA インプラント® を埋入した症
例を経験したので報告する。

症例の概要および治療内容

症例１
　患　者：初診時 54 歳、女性。
　初診日：2004 年 10 月。
　主　訴：大臼歯部欠損による咀嚼障害。
　既往歴：特になし。
　現病歴：·以前に上下右側大臼歯および上顎左側大臼

歯部を抜歯したが、部分床義歯の装着を拒
否し、現在まで部分床義歯の装着経験はな
かった。

　現　症：
　　（1）口腔外検査
　　　　·　顔面は左右対称性、頸部リンパ節の圧痛は

認めない。顎関節雑音、咀嚼筋の圧痛も認め
ない。·

　　（2）口腔内検査
　　　　·　残存歯の軽度歯周炎および 765 、 76·67

欠損（図 1）。
　　（3）エックス線検査
　　　　·　右下大臼歯欠損部の顎堤は下顎管から十分

な高さが確認された（図 2）。
　　（4）処置内容
　　　　·　本学インプラント外来にインプラント治療

を希望して来院した。術前にパノラマエック
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ス線および口腔内検査、心電図、血液検査、
バイタルサインの確認などのスクリーニング
検査を行った。その後、解剖学的構造物の詳
細や骨質等を確認するために CT 撮像を行っ
た。CT データを Sim/PLANTTM で分析した
結果、骨幅および歯槽頂から下顎管までの距
離が十分あり、骨質も良好であった。患者に
はインプラント埋入を行い、埋入後 2 カ月経
過後に上部構造を装着する旨を説明し同意が
得られた。2005 年 2 月に静脈内鎮静法と笑
気を併用し局所麻酔下で 6 に直径 3.3mm
で骨内長 12mm、 7 に直径 3.7mm で骨内
長 10mm の 2 本のインプラントを埋入した

（図 3-5）。インプラント埋入から 2 カ月経過
後にペリオテストを用いて骨との結合状態を
確認した。その後、印象採得と咬合採得を行
い、翌週にハイブリッド型コンポジットレジ
ンジャケット冠による上部構造を装着した。
術後 4 年経過したがインプラント周囲組織に
異常は認められず、周囲骨の状態も良好であ
る（図 6-8）。·

図１：初診時口腔内写真（2004 年 10 月）

図２：初診時パノラマエックス線写真（2004 年 10 月）

図３：インプラント埋入手術

図４：インプラント埋入手術
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症例２
　患　者：初診時 71 才、男性。
　初診日：2009 年 7 月。
　主　訴：咀嚼障害ならびに審美障害
　既往歴：全身疾患等に問題なし。
　現病歴：·抜歯後の期間不明。現在は義歯を使用して

いない。
　現　症：
　（１）口腔外検査
　　·　顔面は左右対称、所属リンパ節の圧痛を認めな

い。顎関節に異状を認めなかった。
　（２）口腔内検査
　　·　口腔内清掃良好（PCR 値 20％未満）。残存歯の

ポケット深度 4mm 未満。歯周疾患のコントロー
ル良好（図 9,10）。顎堤の幅、高さ、角化歯肉幅、
骨量、骨質等に問題を認めなかった。

　（３）エックス線検査
　　·　CT ならびにパノラマエックス線より、上顎洞

底までの十分な距離ならびに骨幅を認めた。

図５：術後パノラマエックス線

埋入直後：2005/02/25 埋入 4W：2005/03/18

埋入 2M 後：2005/04/20 埋入 6M 後：2005/08/19

埋入１Y 後：2007/02/10 埋入 4Y 後：2009/03/10

図６：術後から 4 年経過後までのデンタルエックス線写真

図７：インプラント埋入後 4 年経過口腔内写真（2009 年 3 月）

図８：インプラント埋入後 4 年経過パノラマエックス線写真（2009 年 3 月）
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　（４）処置内容
　　·　患者は固定性補綴物の装着を希望して来院し

た。上記診断よりインプラント補綴の適応と判断。
十分なインフォームドコンセントのもと、即時負
荷による補綴を計画した。

　　·　2010 年 1 月に 1/8 万アドレナリン含有リドカ
イン局所麻酔下にて手術を行った。顎堤幅径より
直径 4mm のインプラント体が適応であり、骨量
より 10mm の骨内長が選択された。補綴物の近
遠心径ならびに鼓型空隙を最適化する目的で、プ
ラットフォームは第一大臼歯のみショルダー付
きが適応と判断し、左上第一、第二小臼歯には
S40-10-8、第一大臼歯には L40-10-8 を選択した。
インプラント埋入窩は通法通り注水下で形成さ
れ、メーカーのプロトコールに従い埋入された。
初期固定は十分に獲得されたため（図 11,12）、同
時に直接の咬合接触を与えない範囲での即時修復
を行った（図 13-15）。術後は第三世代セフェムに
よる感染予防、ならびに NSAID による疼痛管理
を行った（フロモックス 300mg　分 3、毎食後　
5 日、ボルタレン 25mg　2Tab　疼痛時　5 回分）。

　　·　10 日後に抜糸、経過観察を行った。口腔内所
見ならびに患者の自覚症状共に問題は認められな
かった。

　　·　2 カ月の経過観察の後、2010 年 3 月に印象採得
を行った。マージン、アバットメント削合は行わ
なかった。印象材は付加型シリコーンで行い、模
型はエポキシ樹脂で製作された。上部構造はメタ
ルオクルーザルハイブリッドセラミックスとした

（図 16）。
　　·　2010 年 4 月に、ハイボンドテンポラリーセメ

ントハードにて最終補綴を装着した。中心咬合位
での咬合接触は天然歯と同等とし、側方運動時の
咬合接触は付与しなかった。経過は良好で、2011
年 3 月現在まで異常を認めていない（図 17-19）。

図９：欠損部側面観

図 10：欠損部顎堤咬合面観点

図 11：埋入前の歯槽骨
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図 12：·埋入後の歯槽骨ならびにインプラントアバッ
トメント部

図 13：縫合後のインプラントアバットメント部

図 14：即時修復のテンポラリークラウン

図 15：埋入後のパノラマエックス線画像の拡大

図 16：最終補綴

図 17：最終補綴装着前の口腔内
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考　察

　今回使用したミューワン HA インプラント® はス
パッタリング法による HA コーティングインプラン
トである。国内で市販されている HA コーティング
インプラントのコーティング法としてはプラズマ溶射
法、フレーム溶射法、熱分解法などの種類がある。
　HA コーティング方法の欠点としては、コーティン
グ層の厚みが比較的厚く、製品によって表面性状や溶
解性に著しい差がある。これに加えて、チタン基材と
の密着性も劣るため生体内におけるコーティング層の
基材からの剥離やコーティング層内での破壊などの報
告例 5-8）もある。これらを改善したコーティング法が
スパッタリング法 9,10）である。スパッタリング法は真
空中にアルゴンガスを導入し、基板とターゲット間に
電圧を印加し、イオン化したアルゴンをターゲットに
衝突させ HA 皮膜を生成する方法である。これはコー
ティング層を薄くすることが可能で今回用いたミュー
ワン HA インプラント® では 1 ～ 2µm で行っている
13）。薄いコーティング層の特徴としてはチタンとの高
い接着性や構造上の安定性だけではなく、インプラン
ト体が埋入された直後は早期に骨とインプラント体が
バイオインテグレーションを起こし、時間の経過と共
に表面の HA コーティング層が吸収し、骨とチタン
とのオッセオインテグレーションへ移行するため、生
体内での長期的な安定性が高いことが考えられている
14）。現在まで数 µm 単位の超薄層 HA コーティングの
インプラントとしては熱分解法によるプラトン Bio イ
ンプラント®·14,15）とミューワン HA インプラント® が
発売されているが、どちらも長期的な観察が報告され
ていない。われわれもミューワン HA インプラント®

については 2004 年の臨床試験（治験）からの開始と
なるため、長期的な観察が待たれるところである。
　今回報告した症例 1 では下顎大臼歯部に 1 回法イン
プラントを埋入し、2 カ月後には上部構造を装着して
いる。上部構造装着後 4 年間の経過を観察したが、イ
ンプラント周囲組織の炎症や異常な骨吸収などは観察
されなかった。症例 2 では、ハイドロキシアパタイト
表面と応力集中を避けたスレッド形態の組み合わせが
上顎部分欠損における即時負荷に対し適切であるとい
う判断のもと適用され、1 年の経過観察を経て問題は

図 19：最終補綴装着後のパノラマエックス線画像

図 18：最終補綴装着後の口腔内
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認められなかった。これはミューワン HA インプラ
ントが早期に骨と結合し、臨床的に十分機能している
ことを示していた。超薄層 HA コーティングについ
てはこれからも慎重な経過観察が必要と思われた。

結　論

　ミューワン HA インプラント® は早期に骨結合が得
られ、機能的にも有用性が高いと考えられた。
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●特集「HAインプラントの基礎と臨床」

HA 薄膜インプラント（プラトン Bio®）の基礎研究と臨床応用

山内　智博 *１）、古谷　義隆 *２）

Experimental and clinical studies of Ultra-thin Hydroxyapatite coated implant

Tomohiro Yamauchi *１） and Yoshitaka Furuya *２）

緒　言

　インプラント治療において、早期に骨との確実な結
合を獲得することが、その予後を左右する重要な因子
であることはよく知られている。インプラントの材料
として広く用いられているチタンは良好な生体親和性
を持ち Osseointegration することが認められている
が、生体不活性（bioinert）な材料であり 1,2）、チタン
と新生骨との界面は単に接しているにすぎない 3）。よ
り予知性の高いインプラントとするためには、インプ
ラントと骨との界面の改善が重要である。
　以前からインプラント表面の粗造化をはじめハイド
ロキシアパタイト（以下：HA）のコーティングなど
様々な試みがされてきた。HA は生体活性（bioactive）
素材であり 1,2）、生体内でその表面に HA 層が析出し、
ここに骨が添加され結晶レベルで骨と化学的に結合

（biointegration）することが知られている 3,4）。しかし、
HA のコーティングについては、開発当初にはその厚
みゆえに破折、感染のリスクが問題となり、決して予
知性の高いインプラントとは言えなかった。特に条件
の悪い顎骨、例えば悪性腫瘍の術後や骨代謝異常を認
める患者に対して、良好な骨結合が可能なインプラン
トの開発が急がれていた。
　現在、HA の利点を生かし、さらに厚みという欠点
を補うために結晶性の良いHAを可能な限り薄くコー
ティングすることが、インプラント素材を研究する上

で大きなテーマとなっている 5）。
　そこで我々は、新しく考案された熱分解法 6,7）によ
り HA を薄膜の状態でチタン芯材に接着させたイン
プラントの基礎的研究を行った 8）。HA 薄膜インプラ
ントが、チタンインプラントと比較して早期に骨との
結合が得られるか。さらに、インプラント埋入に伴う
HA 薄膜層の剥離はないか。以上の 2 点を明らかにす
ることが目的である。さらに、臨床的有用性を示すた
めに、この HA 薄膜インプラントを使用した臨床例
を提示した。

方　法

①·図 1 に示すように、雄性ビーグル成犬の下顎骨にイ
ンプラント床を形成した。使用したインプラントは
直径 3.3mm ×長径 6mm のプラトンインプラント・
スタンダードタイプ（純チタン製、ブラスト・エッ
チング処理：以下、チタンインプラントと略す）と
このインプラントに熱分解法により厚さ約 4µm の
HA 薄膜をコーティングしたもの（以下、HA 薄膜
インプラントと略す）であった。インプラント床は
上方 2mm を意図的にインプラント直径より 0.7mm
大きく形成した。インプラント埋入後、3 週および
5 週で下顎骨を切除し、厚さ約 50µm の研磨標本と
した。その後、通法に従いトルイジンブルー染色を
施し、光学顕微鏡下で観察した。

②·雄性ビーグル成犬の大腿骨に、通常の術式の通りセ

　*1）東京歯科大学口腔外科学講座
　*2）東京歯科大学口腔インプラント学講座
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ルフタッピングによりHA薄膜インプラントを埋入
し、すぐに大腿骨をマイセル、マレットで分割し切
除した。洗浄後インプラント表面を日立製作所製微
小部走査型分析電子顕微鏡（X-RAY·microanalyer·
X-3000：以下 XMA と略す）を用いて観察した。

結　果

① ·HA 薄膜インプラントは 3 週目よりインプラント
表面と母床骨から新生骨の添加を認めたが（図 2）、
チタンインプラントでは母床骨からの骨添加のみ
であった（図 3）。5 週目では HA 薄膜インプラン
トと骨の空隙は新生骨で満たされていたが（図 4）、
チタンインプラントでは、線維性結合組織の侵入が
認められた（図 5）。

②·分析画像の赤色はカルシウム、緑色はリン、黄色は
チタンを示す。埋入前の HA 薄膜インプラント表
面を観察すると、カルシウムとリンはインプラント
全ての表面を覆っていた。HA 薄膜インプラント埋
入後、すぐに骨を分割して切除した標本の表面は、
弱拡大で埋入前と同様の所見（図 6）を示していた
が、強拡大ではネジ山先端部の一部に Ca、P の欠
損部が認められた（図 7）。

図１：インプラント埋入モデル模式図
　　　埋入後吸収性膜を使用

図２：薄膜 HA インプラント
　　　3 週後例
右側黒色部位はインプラント

図３：チタンインプラント
　　　3 週後例
右側の黒色部位はチタンインプラント

図５：チタンインプラント
　　　5 週後例
骨の空隙は新生骨で満たされず、線
維性結合組織が確認される。

図４：薄膜 HA インプラント
　　　5 週後例
骨の空隙は新生骨で満たされてい
る。

図７：·セルフタッピングによるネジ山の HA 剥離部
赤色、緑色の所見が減少し、黄色の所見が増加してい
る。

図６：·埋入後即時に摘出した薄層 HA インプラント
表面の XMA 像
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考　察

１．HA 薄膜インプラントの有用性について
　チタンに HA をコーティングした HA 薄膜インプ
ラントは、生体親和性と機械的強度により、理想的な
インプラントであると考えられる。HA と骨との関係
は、結晶レベルでの結合であるため biointegration と
呼ばれ強力である。しかし、長期間経過すると、チタ
ン芯材と HA との界面は接着力が弱くなり、同部で
の剥離や破折が生じる欠点が報告されている。そのた
めコーティングする HA は、結晶性が良く薄いこと
が理想的である。現在、多くのインプラントで採用し
ているプラズマ溶射法での欠点として、①溶射の際に
高温となるため HA が分解する　② HA とチタンと
の接合が弱い　③薄いコーティングが不可能で 30 ～
100µm 程度である、などである。本インプラントは、
熱分解法７）を用いることにより、約 4µm の薄膜のコー
ティングを実現している。この方法は、チタン表面へ
の密着性を改善するためのペロブスカイト（CaTiO3）
をコーティングし、その上に HA をコーティングする
2 層コーティング法である。その利点として、①超薄
膜の HA コーティングが可能である　② HA の厚みの
コントロールが可能である、などが挙げられている。

２．骨形成様式について
　HA インプラントでは表面に新生骨が形成され、同
時に母床骨側より新生骨が添加し、HA 表面および母
床骨の二方向からの骨新生が起こる。従って明らかに
インプラント周囲骨の初期治癒が促進される。本研究
において、直径の 0.7mm を付与した過大床を形成し、
この骨空隙に新生骨が満たされる速度を比較した。そ
の結果、HA 薄膜インプラントが早期に新生骨によっ
て満たされ、埋入 3 週後においては HA 表面からの
骨新生も確認された。従ってこの HA 薄膜インプラ
ントは、従来の厚いHA層を持つインプラント同様に、
インプラント周囲骨の初期治癒を促進することが示唆
された。

３．インプラント埋入に伴う HA 層の剥離について
　本研究に用いたインプラントはセルフタッピング方
式である。そのため、埋入時にすでに HA 層が機械

的に剥離する可能性が心配された。そこで本研究では、
XMA によって HA 層の剥離について確認した。その
結果、スクリューのネジ山の HA 層の一部分がわず
かに剥離が認められたのみであった。

臨　床　例

症例１
　症例の概要
　42 歳の女性。以前、他院で下顎左側 6 部のインプ
ラント治療を受けるが、1 年以内に動揺を認め、自然
脱落した（図 8）。同部の補綴治療について、再度イ
ンプラントによる補綴治療の強い希望があった。術
前の骨代謝検査により副甲状腺ホルモンが 690·pg/ml

（基準値 180 ～ 560pg/ml）と高値を示していた。

　治療内容・経過
　再治療を行うにあたり、術前の骨代謝スクリーニン
グの結果から、HA 薄膜インプラントであるプラトン
Bio® を選択した。今回は下顎左側 6 部だけでなく、7
部にも埋入を計画した（両部位とも Type Ⅳφ 4.7mm
× 12mm）。現在、インプラント埋入後 5 年を経過して
いるが、レントゲン上での骨吸収像、歯肉の炎症所見
なども認められず、不快事項なく経過している（図 9）。

症例２
　症例の概要
　83 歳の男性。上顎左側悪性腫瘍のため上顎左側の
半側切除が施行され、術後に 60Gy の放射線治療が行
われている。なお、照射は健側の上顎骨および下顎骨
の一部にまで及んでいた。広範囲にわたる顎骨欠損の
ため義歯の安定が図れず、補綴処置に苦慮していた（図
10）。

　治療内容・経過
　義歯の安定を図るため、インプラントを利用した
磁性アタッチメントを選択した。照射された骨へ
のインプラント埋入であることを考慮し、プラトン
Bio® を選択した。上顎右側に 3 本（前方よりφ 3.8 ×
12mm、φ 3.8mm × 10mm、φ 4.7mm × 10mm、全
て Type Ⅳ）、下顎両側に 2 本ずつ計 4 本（全て Type
Ⅳφ 3.8mm × 8mm）のインプラントを埋入し、義歯
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のサポートとした。術後 4 年経過しているが、インプ
ラントの脱落や周囲骨の骨髄炎症状など不快症状は認
められない（図 11）。

臨床例の考察
　プラトン Bio® を使用することで、骨代謝異常や悪
性腫瘍の術後などのインプラント埋入条件の悪い症例
にもインプラント補綴を施すことができた。経過は4,5
年程度ではあるが、予知性の高いインプラント治療が
できたと考えており、臨床上とても有用であると思わ
れた。今後も、HA 薄膜インプラントの有用性、安全
性について十分経過観察を行ってゆく所存である。
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図 10：上顎左側に手術による欠損部位（ミラー像）

図 11：埋入 4 年経過時のパノラマレントゲン像
義歯のサポートとしてインプラントを埋入した。

図８：初診時　脱落後 3 か月

図９：·上顎両側臼歯部へのインプラント埋入 5 年経過時のレン
トゲン像
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Tapered Screw-Vent MP-1® インプラントの臨床応用

池田　守

Tapered Screw-Vent MP-1 advantage in clinical applications

Mamoru Ikeda

　医療法人いけだ歯科医院　理事長

緒　言

　1990 年代前半までのインプラント治療は「外科主
導の時代」と言われ、骨があるところへの少数のイン
プラントで固定された、とても審美的ではない可撤性
インプラント義歯やオーバーデンチャーが主流であっ
た。1990 年代後半になると QOL の向上・審美的な要
求により「補綴主導の時代」に入った。そのため、術
者サイドとしては高度なテクニック（GBR 法・骨移植・
サイナスリフト・結合組織移植など）の獲得を求めら
れ、患者サイドにも治療期間の長期化・大きな外科的
侵襲などが求められた。そして近年、疼痛の軽減化・
短期間・より審美的・そして機能的で予知性の高いイ
ンプラント治療が求められ、「患者主導の時代」のミ
ニマルインターベーションへと変化してきている。粘
膜剥離なしのフラップレスサージェリー・抜歯即時埋
入（即時負荷）・ソケットリフト・傾斜埋入・ショー
トインプラントの応用などにより低侵襲で長期的に良
好な予後が求められる時代になってきている。また、
歯科用 CT スキャンの普及により骨質・骨形態を三次
元的に評価でき、また、ガイディングシステムの普及
も伴って、今後さらなる効率的で確実なインプラント
治療へと進化していくであろう。
　そこで、今回こういう時代の流れに沿った適応症
の広い Zimmer·Dental 社（米国）の Tapered·Screw-
Vent·MP-1®（HA）インプラントを紹介したい。

　2006 年にラインナップされた Zimmer·Dental 社
（ 米 国 ） の Tapered·Screw-Vent·MP-1®（HA） は、
フィクスチャーボディーの中心部に、MP-1 プロセ
ス（Plasma-Spray 後加圧熱水処理法）による骨伝導
能の高い HA コーティング層を、ネック部には、軟
組織のメインテナンスのために機械加工面とブラスト

（MTX）面を、さらに先端にはより効率的なセルフタッ
プ機能を発揮するようにブラスト（MTX）面が加工
された安全かつ効率的なデザイン（Dual·Transition·
Selective·Surface）となっているため、①骨質が不良
のケース、②抜歯即時インプラントのケース、③骨移
植を併用するケース、④即時及び早期荷重が適応症の
ケース、⑤ショートインプラントのケース、など広い
適応範囲が期待されるインプラント体である。
　中心部の HA コート（MP-1）の大きな特徴は、
96% という高い結晶度（HA 溶解度低）であり、その
表面性状が有する高い骨伝導能とバイオインテグレー
ションにある。つまり、①より速やかに周囲に骨形成
が起こる、②活性が高く　骨と早期にさらに広範囲に
結合する（高い骨接触率）、③より強い骨結合力　な
どの効果が期待され、短時間・短回数・低侵襲を求め
られる近年のインプラント治療において非常に有効な
インプラント体といえる。
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症例の概要

症例
患　者：31 歳、女性
現　症：上顎左側中切歯は歯根破折の為保存不可能。
初診日：2009 年 4 月
両隣在歯は健全歯でインプラント治療を希望

　患者は 31 歳女性で、16 年前中学校の部活中に転倒
して上顎左側中切歯を打撲。3 年間接着固定されて 13
年前に某歯科にてさし歯にしてもらった。その後も脱
離・再製・再セットを繰り返し、歯肉の退縮・歯牙変
色など目立ってきて、最近は写真に写るのがすごく気
になってきたと言って来院。相談の結果、両隣在歯と
もに健全歯であり Br. よりインプラント治療を希望さ
れた（図 1a,1b,1c）。

治療内容

１．診断
　デンタル・CT などにより破折の確認・根形態・骨
形態の診査を行った（図 2a,2b）。極端に太いメタル
コアによる頬側歯質の破折が認められ、それによる頬
側歯肉退縮は顕著である。歯肉タイプも Scallop-Thin
で術後に歯肉退縮などの審美的な問題が起きやすいタ
イプである。歯根は骨幅の唇側よりに認められ、歯根
の頬側部の皮質骨は非常に薄い。患者の希望もあり、
なるべく痛みや腫れを伴う大きな外科的侵襲を避け、

かつ、審美的な問題解決のために術前に歯牙の矯正的
挺出を行い、残存歯根の根尖側に残っているわずかな
正常歯根膜を利用して頬側骨の改善と頬側歯肉形態の
改善を図ることとした。ただ、CT により歯槽骨の前
突傾向はわずかで歯根から根尖へ向かっての骨幅の減
少はあまり認められないため、口蓋側骨幅を利用して、
インプラント埋入が可能と判断し、歯牙挺出後に抜歯
即時埋入術式を選択した。また、患者本人には経過次
第では、GBR による骨造成・CTG による歯肉形成な
どが必要となる可能性を十分に説明して処置に入っ
た。

２．矯正的歯牙挺出
　左上中切歯の舌側のスプリント除去と同時に CK と
メタルコアが一緒に脱離してきた。両隣在歯のなるべ
く歯冠側よりの高い位置にワイヤーを固定し、Clear·
power·Tube30（Ormco；U.S.A.）にて矯正的歯牙の
挺出を行った。目的は、残存歯根の根尖側に残ってい
るわずかな正常歯根膜を利用して頬側骨の改善と大き
く退縮した頬側歯肉形態の改善なので、出来るだけ緩
めのトルクにて 3 ヵ月半の時間をかけゆっくりと挺出
した（図 3a,3b,3c,3d）。

図１a 図１b

図１c

図２a 図２b

　初診時、脱離防止からか舌側からはワイヤーによる
スプリントが行われていた。左上中切歯以外残存歯は
すべて健全歯で、本人はインプラント治療を希望さ
れたが、唇側の歯肉退縮はかなり大きく Scallop-Thin
タイプでこのまま抜歯・インプラントすれば骨と歯肉
の再生は容易ではなくとても審美的な補綴は困難と思
われた。

　同部位 X 線、CT 画像より歯根はかなり唇側よりに位置し太いメタルコ
アと唇側歯質の破折・わずかな根尖病変が認められた。しかし、インプラ
ント埋入方向の口蓋側には広い骨が存在したので、唇側の歯肉のコント
ロールさえできれば、インプラント治療は可能と判断した。
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　前歯部インプラントの経験のある方ならわかると思
うが、埋入後必ずと言っていいほど唇側の歯肉は大な
り小なり退縮を起こす。また、術後にオベイドポン
ティックやプロビジョナルにて歯間乳頭などの軟組織
の調整を行うにも少し多めの歯肉が有利である。そこ
で、ワイヤー交換と同時に TEK の根尖側下縁を削合
し、右上中切歯唇側歯肉縁より 1mm ほど歯冠側より
になったところで暫く保定に入った（図 4a,4b,4c）。

３．埋入手術
　唇側の薄い皮質骨と周囲軟組織に極力損傷を与えな
いように慎重に抜歯を行う（図 5a）。よく切れる鋭匙
などで肉芽組織などを十分に掻爬する。抜歯即時埋入
においてはこの操作が非常に大事である。スターティ
ングポイントを付与するときは、舌側基底結節相当部
を目安に付与するが、抜歯窩の斜面上になり通常のイ
ンプラント用バーでは滑って位置がずれる為、タービ
ン用メリーダイアモンドバー（φ 2mm）（日向和田精
密製作所；東京）を使用した。パイロットバーにて歯
肉縁より 14mm 程度の深さまでドリリング後、試適
ピンを挿入して CT 確認を行った（図 5b,5c,5d）。予
定通りの方向・傾斜だったので　そのまま歯肉縁より
17mm の深さまでドリリングした。若干軟らかい骨質
だったので Split-Control（Meisinger；Germany）を
使用し方向が唇側に傾斜しないように注意しながら、
歯冠側 2/3 の深さのところまでだけを拡大した。そ
の後、φ 3.7mm － 11.5mm·の Tapered··Screw-Vent··
MP-1®（HA）インプラントをエンジンにてゆっくり
セルフタップにて 35N でストップするところまで埋
入した（図 6a,6b）。挿入ジグを除去して、ヘックスド
ライバーにて直接フィクスチャーと嵌合させプラット
ホームが骨縁下2mmを目安に埋入深度を微調整した。
唇側骨とのスペースに骨補填材を入れ、コラーゲン材
で蓋をした（図 7a,7b）後、唇側立ち上がりをレスカ
ウンターにしたオベイドポンティックを装着した（図
8a,8b,8c）。

図３a 図３b

図３c 図３d

図４a 図４b

図４c

　Ormco 社製 Clear·power·Tube によりなるべく軽めのトルクにて 3 カ
月半ほどの時間をかけてゆっくり歯牙挺出を行った。

　インプラント埋入後必ず歯肉は退縮を起
こすので、歯肉位置が、反対側同名歯より
歯冠側に来るまで十分に挺出を行った。
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図８a 図８b

図８c

４．最終上部構造装着
　歯肉パンチングにて二次オペを行い、プロビジョナ
ルにて歯肉形態の調整を行った。その後、通法通り印
象採得を行い、メタルボンドクラウンを装着した（図
12a,12b,12c）。

図９a

図 10 図 11

図９b

　φ 3.7mm の Tapered·Screw-Vent·MP-1（HA）に少しトルクをかけ
ながらセルフタップにて骨縁下 2mm の位置まで深めに埋入。Tapered·
Screw-Vent·MP-1（HA）は、カウンターシンクの形成が必要でなく、挿
入ジグ除去後にヘックスドライバーにて所定の深さまで明視下にて埋入す
る事が出来るのも大きな利点のひとつである。また、先端にはブラスト

（MTX）面が加工されより効率的なセルフタップ機能を発揮し、三重螺旋
（triple·thread）・テーパータイプ形状とともに非常に初期固定が得やすく
なっている（今回も 35N 以上）。唇側骨とのスペースに骨補填材を入れ、
コラーゲン材で蓋をした後　唇側立ち上がりをレスカウンターにしたオベ
イドポンティックを装着した。

図６a 図６b

図７a 図７b

　インプラント埋入直後のデンタル X 線と
CT。インプラント唇側に十分な骨が確保され
ている。
　術後、ほとんど腫脹・疼痛とも認められなかっ
た。

図５a 図５b

図５c 図５d

　挺出開始より 3 ヵ月半後なるべく歯牙周囲組織をキズつけないよう慎重
に抜歯を行い、抜歯窩の十分な掻把を行った。メリーダイアモンドバーに
て口蓋側よりにスターティングポイントを付け、パイロットにて浅目に形
成後、CT にて方向・位置・深さなどの確認を行う。予定通り口蓋側寄り
の骨内に入っていたので、Meisinger 社製 Split-Control を使用し少し拡大
に入ったが、初期固定を得る為とインプラント周囲骨の骨密度を上げるた
めにやや小さめのインプラント窩を形成したところでストップした。

　インプラント埋入後、約 2 カ月でパンチングによる低侵襲の２次オペを
行った。その後、プロビジョナルレストレーションの立ち上がりカウンター
などの調整を行い　左右歯肉レベルの調和を模索した。その後、調整され
た歯肉形態の印象を行った。インプラント唇側に十分なボリュームが確認
される。



66 ●

バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

経過と考察

　今回、抜歯即時埋入や骨質の弱い上顎ケース、骨量
の少ないケースなど日常臨床においてよく出くわすイ
ンプラント治療に苦慮するケースにおいて、Tapered·
Screw-Vent·MP-1®（HA）のもつ　テーパータイプに
よる初期固定の良さと HA コーティングされた表面
性状による骨伝導能とバイオインテグレーションが非
常に有効であるということが示唆された。また、長期
予後においても、フィクスチャーとアバットメントと
の接合部には Friction-fit（クサビ嵌合）機能を有し応
力がかかった際のマイクロムーブメントや、傾倒力に
も抵抗するとともに、封鎖性を高めて微生物の侵入を
防止するのに加え、感染防止のために歯肉貫通部が機
械研磨となっており予知性の高いインプラントシステ
ムになっているのも特徴の一つである。
　ヘックスドライバーにて直接フィクスチャーと嵌合

図 12a 図 12b

図 12c

　最終補綴物装着後正面観及び X 線デンタルと
CT.·周囲組織と良好に調和がとれている。大きな
外科的侵襲なくほぼ左右対称の唇側歯肉レベルを
回復・維持することができた。

図 13：[ 初診時　正面観 ] 図 14：[ 最終補綴物装着約 1 年後 ]：

させ埋入深度を微調整できることは、非常に大きなこ
のインプラントのメリットのひとつである。また、テー
パードタイプ形状と三重螺旋構造（triple·thread）に
よりこのケースのように脆弱な骨質でも周囲骨をコン
デンスしながら骨質の向上と初期固定を得ることがで
きる優れたインプラントである。
　同時に、フラップレスで行った抜歯即時埋入は低侵
襲で、このケースの場合 Pt. は術後腫脹・疼痛ともに
軽度で一度も鎮痛剤を服用することはなかった。
　Zimmer·Dental 社（米国）の Tapered·Screw-Vent··
MP-1®（HA）は、短時間・短回数・低侵襲を求めら
れる近年のインプラント治療において非常に有効なイ
ンプラント体である。
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●基礎講座

オッセオインテグレーションとバイオインテグレーション
（その１　定義とメカニズム）

青木　秀希

Osseo-integration and Bio-integration
(Part 1. Definition and Mechanism)

Hideki Aoki

　㈱国際アパタイト研究所・所長
　埼玉工業大学先端科学研究所・客員教授

１．はじめに

　本基礎講座は、バイオインテグレーションに関連す
る歯科インプラントの問題点や今後の課題などを、材
料学、機械工学、生化学、物理化学や電気化学、結晶
学あるいは生物学や再生医療学などの基礎科学から明
らかにしようと企画されたものである。
　今回は、オッセオインテグレーションとバイオイン
テグレーションの定義とメカニズムについて、結晶化
学的な視点から考察した。

２．定　義

（1）オッセオインテグレーション
　「オッセオインテグレーションosseo-integrationは、
チタンインプラントが顎骨内に埋植された後、インプ
ラント周囲に形成された骨組織とチタン金属とが結合
組織 connective·tissue を介さないで安定的に近接し
て接触している状態を意味する。」
　 骨 を 意 味 す る osseo と、一 体 化 を 意 味 す る
integration の合成語で、Braunemark の造語といわ
れる。
　チタンに限らず、ジルコニアやステンレスなどの生

体不活性材料 bioinert·materials であればオッセオイ
ンテグレーションが起こるといわれる。しかし、これ
らのメカニズムは不明である。
　一般に、異物が体内に埋入された場合、異物周囲に
は結合組織（カプセル）が生成する。理由は、生体防
御反応の一つで、硬い異物は周囲組織を傷つけるので
カバーする、毒性のあるイオンやモノマーが遊離しな
いように遮蔽する、体内で動かないように固定するな
どの目的があるからである。硬いチタンと軟らかい骨
が結合組織などのなんらかの膜を介在しないで密接し
ていることは不思議である。
　筆者らの動物実験によれば、チタンやジルコニアな
どの生体不活性材料が体内に埋入された場合、材料の
周囲には必ず結合組織で覆われ、その結合組織の厚み
は、生体親和性が高く、化学的に安定な材料ほど薄く
なっていた 1）。チタンと骨との界面においても結合組
織が観察されていた。すなわち骨とインプラントの
間にすき間を空けたら 100％結合組織が入り込むので
ある。すき間を空けなければ 100％オッセオインテグ
レーションが獲得できるのであろうか？
　あるいは、結合組織が薄くて観察できなかったので
あろうか？
　オッセオインテグレーションの界面に関しては、動
物実験やヒトの剖検により透過型電顕などで徹底的に
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究明されるべきである。

（2）バイオインテグレーション
　「バイオインテグレーション bio-integration は、歯
科インプラントの世界ではハイドロキシアパタイト

（hydroxyapatite、以下 HA と略す）結晶がコーティ
ングされているインプラントが顎骨内に埋植されたと
きに、HA 周囲に形成される新生骨と HA が、あるい
は新生骨と HA 表面に析出する石灰化物（ヘミデス
モゾームス：接着装置）が直接化学的（生化学的）に
結合している様式を便宜的に表現した言葉である。」
　HA 以 外 の 物 質 で も 生 体 活 性 材 料 bioactive·
materials であればバイオインテグレーションが起こ
るかと問われれば、自家骨以外はあり得ないと答える。
TCP（リン酸 3 カルシウム）や OCP（リン酸 8 カル
シウム）などのリン酸カルシウム化合物は体内に長期
間放置すればすべて HA へ加水分解する。すなわち
体内で安定して存在できないのである。したがって、
リン酸カルシウム化合物が顎骨内に埋植された場合、
表層から順次血液に溶けて、あるいは細胞に吸収され
てカルシウムやリン酸イオンを放出し、再び体内で安
定な HA 結晶へ変化する。
　1971 年、フロリダ大学の Hench はバイオガラスを
発明し、骨と強く結合することを明らかにした 2）。ガ
ラスを生体材料へ応用するきっかけをつくったことに
なり、バイオセラミック研究の飛躍的発展に寄与した。
バイオガラスの成分は、SiO2・CaO・Na2O・P2O5 で
示され、窓ガラスのソーダガラス SiO2・CaO・Na2O
の成分に 5 酸化リン P2O5 を加えた組成である。
　バイオガラスと骨との結合のメカニズムとして、骨
との界面には、ガラスから溶け出した幅 100nm ほど
のシリカ（SiO2）層が介在し、そのシリカ層（珪酸
層：酸性）には血液などからのカルシウムとリン酸が
多く存在し、石灰化が起こる。すなわちシリカ層には
ハイドロキシアパタイト結晶が析出しており、それと
骨が結合するというのである。骨との結合様式は HA
が析出することで獲得されるのでバイオインテグレー
ションである。
図 1 に模式図を示した。

　一方、チタンも表面は酸化チタン（TiO2、チタニア）
で覆われているので、シリカと同じように考えられる
が、チタンは水や血液にほとんど溶けないのでガラス
と同じ考えは表面処理無しでは無理かもしれない。粗
面加工などの表面処理を施すことで、表面が化学的に
活性化され、酸化チタンの最表層では 10nm ほどのナ
ノレベルでチタニア層と HA 層が混在している可能
性がある。これが事実とすると、チタンのオッセオイ
ンテグレーションもHAの析出によってインテグレー
ションが起こることになるので、HA のバイオインテ
グレーションとは厳密には区別できないことになる。

　骨組織と HA の結合に関していろいろの説がある
が、その中で、ヘミデスモゾームス（接着装置）を介
して結合しているという説は真実味がある。図 2 に模
式図を示した。筆者らの研究では、HA コーティング
インプラントが骨内で血液に接触すると HA 表面に
骨に類似した non―HA（非化学量論的な HA）が析
出する。non―HA はタンパク質などを吸着しており、
それが構成している石灰化組織はコーティング HA
でもなく、骨でもない一種の傾斜材料と考えられる。
骨と骨をつなぐアキレス腱と同じように、骨に入り込
むと石灰化して組成は骨に段々近づくように、時間経
過とともに線維芽細胞が侵入し、結合組織が生成する。
この結合組織はその後石灰化して骨になる。一方、チ
タンの周囲に形成される結合組織は、結合組織のまま
で骨へは変化しない。

図１：バイオガラスの骨結合様式の模式図
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　なお、バイオインテグレーションのバイオは骨組織
に限らないので、軟組織と一体化しても使える言葉で
ある。

（3） オッセオインテグレーションとバイオインテグ
　　レーションの関係
　オッセオインテグレーションとバイオインテグレー
ションの関係を図 3 に示した。

　チタンインプラントの場合、表面処理をしない機械
加工のままの表面は疎水性であるため、細胞や血液の
濡れ性が悪く骨形成が遅いので、2 回法、ツーピース
インプラントとして 4 ～ 6 ヶ月間、無荷重でオッセオ
インテグレーションを獲得するまで顎骨内に静置する
こととされている。荷重を負荷するとチタンと骨との
間にすき間が生じ結合組織が侵入し、動揺や脱落の原
因となる恐れがあるからである。一度、オッセオイン
テグレーションが獲得されると機能的な負荷をかけて
もチタンと骨との間に結合組織が侵入するすき間がな
いので問題は起こらないとされている。
　一方、チタン表面に粗面加工を施すと表面積が大き
くなり、エッジも増え、表面エネルギーが高くなり、
化学的活性が増す。紫外線照射やアルカリ処理なども
そうであるが、血液がこの粗面に接触すると水酸基が
表面に付着し、水酸化カルシウムが生成する。さらに
リン酸と反応して HA 類似化合物の石灰化（カルシ
ウム不足ハイドロキシアパタイト叉は非化学量論的ハ
イドロキシアパタイト non-HA の析出）が起こる。こ

図２：バイオインテグレーションの模式図

図３：オッセオインテグレーションとバイオインテグレーションの関係
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の石灰化物の厚みはナノスケールの薄膜ではあるが、
一時的に HA コーティングインプラントと同じ状態
になり、骨形成タンパクや血液凝固因子などが吸着し、
骨形成を促進するものと推定される。
　新生骨が成熟する過程でこの薄膜は吸収されて消失
し、最終的にはチタン酸化膜と骨とが密接する。

　HA コーティングインプラントの場合は、HA の水
酸基は親水性で、リン酸基は疎水性であるから、親水
性と疎水性の両面の性質をもっている。一種の界面活
性剤（洗剤）といえる。体内のカルシウムとリン酸オ
ンは HA の溶解度（体内の条件下で）より高く、準
安定な状態であるので、コーティングHAを種結晶（成
長核）として表面で結晶化が起こる。同時に血液凝固
因子や骨誘導タンパク質（BMP）なども吸着して骨
形成を促進する。顎骨埋入 2 週後でほぼバイオインテ
グレーションが獲得できる。
　HA コーティング膜がナノスケールの場合、手術直
後から 2 週間ほどの炎症状況での酸性により HA 膜
は化学的に溶解される。オッセオインテグレーション
と同じ状態になる。しかし、一時的であれ、HA によ
りすでに骨形成が促進されているのでチタン単体に比
べてはるかに骨形成速度が早い。
　筆者らの実験で、0.1µm の HA をコーティングした
インプラントでは、埋植後 2 週間以内に HA 膜はす
べて溶解・吸収されるが、吸収されるまでの 2 週間の
骨形成速度は通常の HA コーティングインプラント
と同じであった。HAが消失後はどうなるかといえば、
チタンインプラントと同じように、徐々に骨形成が進
み、緩やかであるが、骨との結合力が直線的に増大す
る 3）。
　さらに説明すると、ナノレベルの薄膜 HA インプ
ラントの場合、埋植直後から 2 週間までは HA コー
ティングインプラントと同じ挙動を示し、骨形成が早
い。しかし、2 週間以後の挙動はチタンインプラント
と同じであるといえる。
　1µm の厚さであれば、1 年ほどで骨のリモデリング
などにより HA 膜は吸収される。この場合、オッセ
オインテグレーションへ移行することになる。しかし、
1 ～ 2 年で 100％オッセオインテグレーションへ移行
するかは今後の研究で証明されなければならない。
　筆者らの動物実験では、HA の厚さが 1µm の場合、

海綿骨部分はドリリングなどによる初期の炎症環境
で HA 膜は 3 ヶ月で 100％消失し、緻密骨部分は 3 ヶ
月で半分の 0.5µm 消失する。それ以後は骨リモデリ
ングによりゆっくりと吸収される。1 年後に HA のす
べては消失するのか、最後の 1 層、HA 分子 10 個分、
約 10nm くらいの厚さは残るのかは不明である。

３．メカニズム

（1）オッセオインテグレーションのメカニズム
　多くのチタンインプラントのフィクスチャ部は粗面
処理（サンドブラストや酸エッチングなど）が施され
ている。粗面処理されたチタンインプラントが顎骨内
に埋植されてからオッセオインテグレーションが獲得
されるまでをミクロのレベルで考えてみた。

①粗面処理されたチタンインプラントの表面
　粗面処理する理由は二つ考えられる。一つは、疎水
性のチタン表面を親水性へ変化させ、細胞の接着性や
石灰化を促進すること、二つは、表面積を増やし骨と
の機械的嵌合力を高めようとすることである。
　実際の市販インプラントの断面を走査電子顕微鏡で
観察し、その写真をトレースして図4を得た。（a）、（b）、

（c）と順次 10 倍ずつ拡大している。チタン表面の黒
い曲線部分はチタンの酸化膜 TiO2 である。この膜が
溶けやすいチタンを不活性（耐食性）にしている不働
態膜というものである。空気中で自然に酸化してでき
る酸化膜は約 10nm である。加熱酸化や陽極酸化を行
えば、酸化膜は厚く 100nm 以上になる。組織親和性
は高まるかもしれないが、剥がれやすくもなる。むし
ろ臨床的には危険である。
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　図 5 に、チタン（六方晶）表面に、自然に生成する
酸化チタン（アナターゼ：正方晶）と熱処理などで生
成する酸化チタン（ルチル：正方晶）の結晶構造を模

式的に示した。黒丸がチタン原子、白丸が酸素原子で
ある。

　　　　　（a）　　　　　　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）
図４：粗面加工されたチタン表面（a）×１、（b）× 10、（c）× 100

図５：チタン、アナターゼ、ルチルの結晶構造
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　チタン、アナターゼ、ルチルの共軸関係は、必ず
しもこれだけではないが、相互の原子面間隔のミス
フィット（原子間のずれ）が小さくなるように配列す
る。
　チタンとアナターゼのミスフィットは次式で表される。
　　Misfit=·¦·d ·Ti·–·d ·An·¦·/·¦·d ·Ti·¦
　ここで、d·An はアナターゼのある指数をもつ原子
網面間の距離である。

　アナターゼとルチルのミスフィット
　　Misfit=·¦·d ·An·–·d ·Ru·¦·/·¦·d ·An·¦
　ここで、d·Ru はルチルの原子網面間距離である。
これらのミスフィットの式で 15％以下なら許容され
る。すなわち共軸関係にあるといえる。
　図 5 に示したチタン金属と酸化膜の共軸関係は 1 例
である。

②チタン表面は顎骨中で水分子（水酸基）に覆われる 3）。
　チタンインプラントが顎骨内に埋植されると血液
と反応して、水素原子（H+）は酸化チタンの酸素と、
水酸基（OH–）はチタン原子と水素結合して、チタン
表面はマイナスチャージの水酸基で覆われる。水酸基
はプラスチャージのカルシウムイオンと反応し、水酸
化カルシウムがワンポイントで生成する。水酸化カル
シウムは血液中のリン酸イオン（HPO4––）を引き付
ける。これらの反応はインプラントを埋入直後、ほぼ
瞬時に起こる。化学式では次のようになる。

　Ca++·+·OH–· Ca(OH)2
　Ca(OH)2·+·HPO4

––· Ca10-xH2x(PO4)6(OH)2

　粗面処理により表面積が大きくなればなるほど水酸
基の量は増え、石灰化が促進され、骨形成速度も速く
なる。そうであれば、粗面処理などしないで初めから
アルカリ処理（苛性ソーダに浸漬）して水酸基をたく
さん付けておけばいいではないかという発想がうまれ
る。小久保らによれば、5 モルの苛性ソーダ（NaOH）
水溶液を 60℃に加熱し、その中にチタンインプラン
トを 24 時間浸漬する。これだけでは安定した処理が
出来ないので、空気中、600℃で 1 時間加熱する。約
1µm のナトリウム（OH 基の素）層が出来るという。
このアルカリ処理方法は強烈な石灰化促進効果がり、

整形外科における人工関節ですでに実用化されてい
る。

③チタン表面に非化学量論的ＨＡが生成する。
　チタン表面に水酸化カルシウムが生成し、リン酸と
反応すると次式のような化学式で表される非化学量論
的 non-stoichiometric·HA（以下 non-HA と略す）が
生成する（石灰化する）。カルシウム不足ハイドロキ
シアパタイト calcium·deficient·hydroxyapatite とも
いわれる。この反応は、インプラント埋入直後からゆっ
くり起こる。すなわち HA のナノコーティングイン
プラントと同じ状態となる。

　　Ca10-xH2x(PO4)6(OH)2　non-HA

　この non-HA が血液中の凝固因子や骨形成タンパ
ク質（BMPs）などを吸着して新生骨形成を促進し
て、結合組織が侵入する前に骨がチタン表面と接触す
る。新生骨が成熟する過程で、また骨の再構築（リモ
デリング）でこのナノ non-HA は吸収される。これら
の反応経過の詳細は明らかにされていないが、石灰
化（non-HA の生成）の現象は次に述べる in·vitro の
石灰化実験で明らかにされているが、石灰化は瞬時に
おこり、時間とともに直線的にゆっくり増大する。In·
vivo では、石灰化現象にやや遅れるが、血液中のフィ
ブリン、凝固因子、骨形成タンパク質（BMPs）、オ
ステオポンチンやオステオカルシンなど）、脂質など
が集まってくるであろう。

④簡単な石灰化実験 4）

　筆者らが行った簡単な石灰化実験を紹介する。
ⅰ）試料と実験方法
　2cm × 2cm × 1mm の①チタン板（無処理）、②１
N の NaOH 水溶液に浸漬したチタン板、③表面粗さ
Ra=1 で粗面加工したチタン板、④スパッタリング法
により厚さ 1µm で HA をコーティングしたチタン板
の各 1 枚を 37℃の MEM 培養液（哺乳類細胞培養基
本培地）中 500mL 中に 1 ～ 30 日間静置した。図 6 に
チタン板と培養液浸漬実験を示した。
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ⅱ）結果
　1 ～ 30 日間浸漬し、取り出して乾燥後、重量変化
を測定した。
　ア）·無処理のチタン板：重量変化はまったく見られ

なかった。石灰化が起こらないことが証明され
た。

　イ）·アルカリ処理されたチタン板：急激な重量増大
があり、肉眼的にも容易に確認され、石灰化量
が多いことが分かった。

　ウ）·粗面加工されたチタン板：僅かな重量増加が確
認できた。

　エ）·HAコーティングされたチタン板：いずれもゆっ
くりではあるが重量増加が見られた。肉眼でも
石灰化が確認できるのは 20 日以降である。

ⅲ）石灰化物の同定
　石灰化物を X 線回折法と赤外吸収スペクトルで解
析すると低結晶質（non-crystalline）のアパタイト構
造をしていることが分かった。

⑤オッセオインテグレーションの獲得
　チタン表面に析出した石灰化物は骨形成を促進する
が、ナノレベルの超薄膜であるので、骨の成熟過程で
吸収されて消失し、最終的には、チタン／酸化膜／す
き間／骨組織というオッセオインテグレーションが
獲得される。すき間には、電解質、チタンコロイド、
non-HA、フィブリンや糖タンパク質が存在するとい
われているが明確にされていない。図 7 に模式的に示
した。

（２）バイオインテグレーションのメカニズム

①HAコーティングの表面
　本創刊号の特集「HA インプラントの基礎と臨床」
の総説に「8 種類のＨＡコーティングインプラントの
特性」について述べている。参照されたい。
　いずれのＨＡコーティングインプラントも粗面加工
された表面（平均表面粗さ Ra は 1 ～ 6）に 20nm ～
80µm の厚さでＨＡがコーティングされている。

②HA表面に石灰化と同時に血液凝固因子などの吸着
　HA 表面に石灰化と骨形成タンパクなどが吸着する
模式図を図 8 に示した。白い部分は石灰化組織。

図６：チタン板と培養液浸漬実験

図７：オッセオインテグレーションの獲得

図８：ＨＡ表面の石灰化と骨伝導
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③バイオインテグレーションの獲得
　最終的には、図 2 に示すように、HA 表面が新生骨
で覆われ、ヘミデスモゾームス（接着装置）を介して
結合する

④ＨＡの結晶構造とバイオインテグレーション
　すべての物質の組織親和性や物理的・化学的性質
は、その物質を構成している原子の種類と 3 次元の配
列（結晶構造）で決定される。
　HA は、骨や歯のミネラルの基本成分で、その化学
式は次式で表される。水酸基をもったリン酸カルシウ
ム化合物である。化学名は塩基性リン酸カルシウムと

いえる。実際の骨や歯には HA の基本構造に 5％ほど
の陽イオンや炭酸イオン、エナメル質の場合は最表層
にフッ素イオンなどが置換している。
　Ca10(PO4)6(OH)2
　HA の結晶構造は、六方晶系で空間郡は P63/m で
ある。鉛筆型の上から見た c 面（c 軸方向）の結晶構
造を図 9 に、横から見た a 面の結晶構造を図 10 に示
した。
　本データは、筆者が院生時代に在籍していた固体物
理部門の後輩の結晶学者、名古屋工業大学石澤伸夫教
授から提供された。

図９：ｃ面から見た HA の結晶構造
　　　（名古屋工業大学石澤伸夫教授の提供）

図10：ａ面から見た HA の結晶構造
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　図 9 におけるひし型の枠はＨＡの単位格子（結晶構
造の周期パターンの単位となる平行 6 面体である。）
を示している。ひし形の頂点にある青色は水酸基を意
味する。単位格子の中に丁度 1 分子のＨＡが入ってい
る（化学単位数 Z ＝ 1）。赤と茶色の丸は、席対称性
site·symmetry が異なる 2 種類のカルシウム（Ca）原
子である。二つのカルシウム原子は周囲の水酸基およ
びリン酸基との結合力やイオン交換性などが異なる。
濃紺のリンを中心として三角形をした四面体の頂点に
青色の酸素原子がある。楕円体になっているのは熱振
動と周囲の原子との引力により原子がいびつになって
いるからである。タンパクや脂質と反応するのはリン
酸基 PO4 である。青は親水性の水酸基を表す。
　図 10 における四角の枠は a 面からみた単位格子を
示している。赤色と茶色は図 9 と同じカルシウム原子
を表す。薄い青色は水酸基で、四面体はリン酸基であ
る。
　格子定数は、a 軸（菱型の斜めの長さ）は、0.94nm で、
c 軸（垂直方向の長さ）は 0.69nm である。ちなみに
ナメル質の表面は c 面で構成されている。すなわちエ
ナメル質の HA 結晶は、歯の表面に向かってすべて c
軸方向に並んでいる。
　HA の c 面の Ca/P は 2.0 でカルシウムがリッチで、
a 面の Ca/P は 1.0 でリン酸がリッチである。すなわ
ち同じ HA でも結晶面によって性質が異なるのであ
る。拙著「歯科インプラントを科学する」には述べて
いるが、リン酸がリッチな a 面に骨形成タンパク質

（BMPs）が優先的に吸着する。言い換えれば、HA の
バイオインテグレーションは a 面の結晶構造が鍵を
握っているといえるかもしれない。

4．チタンとHAの特性比較

　チタンは、チタン原子が互いに金属結合している金
属材料である。ハイドロキシアパタイト（HA）：は、
カルシウム、リン酸、水酸がイオン結合しているセラ
ミックス（無機材料）である。骨組織は、イオン結合
の HA と共有結合のコラーゲン（繊維性タンパク質）
で構成されている複合材料である。化学結合が違う両
者の直接的結合は難しい。
　表 1 にチタンと HA の特性の比較を示した。以下
に表を簡単に説明する。

（1）チタンは金属で HA はセラミックスである。
（2）·チタンの弾性率は100GPaでHAは80GPaである。

骨の 10GPa に比べて 10 倍くらい大きい。すなわ
ち硬い材料である。

（3）·機械的強さ、特に破壊靭性は圧倒的にチタン合金
が大きく、HA の 40 倍くらい大きい。

（4）·チタンは水や生理食塩液中では溶けない。HA は
水 1 リットルに約 10mg 溶解する。

（5）·チタンの表面は疎水性で、HA は疎水性でもあり
親水性でもある。

（6）·性質の自然劣化（老化）現象は、チタンにはある
が HA にはない。

（7）·発がん性は、動物実験でチタンにはほぼあるとい
われているが、HA にはない。

（8）·骨伝導能は、チタンにはないが、HA にはある。
（9）化学結合
　①金属結合
　　·　金属結合（metallic·bond）：金属がそれぞれの

原子の最外殻の電子を共有しあって結合している
事である。金属は電子を放出して陽イオン（金属
元素イオン）となり、その間を電子が自由に移動
して陽イオン同士の反発を抑えて結合している。
延性、展性が大きく、靭性（粘り強さ）が大きい。
例：金、銀、銅、チタン、チタン合金、ステンレ
スなど。

　②イオン結合
　　·　イオン結合（ionic·bond）：·原子と原子の間で

電子が完全に移動して陽イオンと陰イオンが生
じ、その間の静電気力で両イオンが結合している
のがイオン結合である。結合力は大きいが脆性（ぜ
いせい：もろい）である。例：食塩 NaCl は、Na
の最外殻電子が Cl に引き寄せられて Na+·と Cl–
イオンが生じて結合し NaCl になる。HA や TCP
など。

　③共有結合
　　·　共有結合（covalent·bond）：原子同士で互いの

電子を共有することによって生じる化学結合で、
結合力は大きい。例：ポリマーやタンパク質など
の有機材料。アルミナやジルコニアなどの酸化物
セラミックスなど。



76 ●

バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

5．おわりに

　オッセオインテグレーションとバイオインテグレー
ションの定義とメカニズムについて結晶化学的視点か
ら考察した。ミクロの世界を見てきたかのごとく説明
しているが、筆者らの実験結果や論文を基にしている
が、さらなる研究が望まれる。
　本稿は、2011 年出版予定の拙著「歯科インプラン
トを科学する（理工学的視点から）」8）の一部から引
用している。詳細はそちらを参照されたい。
　図の作成は、元東京大学工学部助手の岡山　伸博士
にお願いした。ここに感謝する。
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表１：チタンと HA の特性比較
特性 チタン ハイドロキシアパタイト（HA）

化学式 Ti Ca10(PO4)6(OH)2
英語名 titanium hydroxyapatite
結晶系 立方晶系または六方晶系 六方晶系
空間群 Im3m( α )·or·P63/mmc( β ) P63/m

格子定数 (nm) a=0.33··or··a=0.292·、c=0.467 a=0.941、c=0.694
命名年 1791 年 1786 年

体内の存在度 0.015 ～ 0.11ppm6） 骨に 3 ～ 5％
生体活性度 不活性 活性
表面の性質 疎水性 親水性、疎水性

溶解性 フッ酸に可溶、硝酸では酸化 酸に可溶、アルカリに不溶、水に難溶
アレルギー 有り 無し
発がん性 7） 疑い有り なし
化学結合 金属結合 イオン結合

材料の種類 金属材料 無機材料（セラミックス）
加工性 容易 困難
比重 4.5 3.16

弾性率 (GPa) 100 80
破壊靭性（MPa・m1/2） 38（Ti 合金） 0.69-0.96

老化現象 有り 無し
骨伝導能 無し 有り
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プラント治療に必要な骨造成法として登場した 2）。骨
を離断して特殊な器具を用いて骨を固定し、一定期間
待った後に一定のスピードで離断部を伸長する仮骨延
長法は、1960 年代に長管骨の延長法として開発され
たが、1990 年代には顎骨の造成に使用されるように
なった 3）。さらに 1990 年代には、上顎臼歯部の上顎
洞に近接した場合におけるインプラント治療に必要な
骨造成法（上顎洞底挙上術）として、様々な術式が登
場した。また、狭窄した顎堤を水平的に骨造成するリッ
ジエクスパンジョン（Ridge·expansion）も 1990 年代
にインプラント治療に必要な骨造成法として臨床応用
されるようになった。このように、現在おこなわれて
いるインプラント治療に関連した様々な骨造成法は
1990 年代に登場した。
　20 世紀の半ばからの細胞生物学と分子生物学そし
て材料工学の進歩は著しく、その進歩は現在も継続し
ている。細胞の増殖および分化を制御する分子（シグ
ナル分子）の同定がおこなわれ、遺伝子工学的手法を
応用して多くのシグナル分子のリコンビナントタンパ
クが作製された。さらに、生体親和性の高い様々な生
体材料が開発された。組織再生には、再生させたい組
織の構成細胞へと増殖分化できる「細胞（Cell）」、そ
の細胞の増殖あるいは分化あるいは遊走を促す「シグ
ナル分子（Signal·molecule）」、そして細胞が接着して
増殖分化するための「足場（Scaffold）」の 3 要素が必
須であると考えられている（図 1）。したがって、組
織再生の場に、これら 3 要素の一つあるいは複数を適

●臨床講座

歯科インプラント治療で使用する骨補填材の現状と未来

春日井　昇平

Present and future of bone substitutes for dental implant treatment

Shohei Kasugai

　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　インプラント・口腔再生医学分野　教授

はじめに

　1965 年にチタン製のスクリュー型の歯科インプラ
ント（以下インプラント）の臨床試験が開始されてか
ら、40 年以上が経過した。歯が欠損した場合の治療
法として骨と結合するインプラントを用いた補綴治療

（以下インプラント治療）は確実な治療法であり広く
おこなわれている。可撤性義歯やブリッジによる治療
に比較して、義歯をしっかりと固定することが可能で
あることと、残存歯に対して負担をかけないことが現
在のインプラント治療の利点であり、インプラント治
療を希望される患者さんの増加は著しい。しかしイン
プラント埋入予定部位にインプラントを支える骨が十
分に存在しない場合、インプラント治療は困難となる。
現在においても骨造成のゴールドスタンダードは自家
骨移植である。口腔領域の下顎枝前縁や下顎大臼歯部
頬側あるいはオトガイ部、または口腔以外の腸骨や脛
骨やから採取した骨を移植して骨造成がおこなわれて
いる。しかし、骨採取部位への侵襲と、採取骨量に限
度があることが、自家骨移植による骨造成の問題点で
ある。
　歯周組織再生法として、膜を用いて歯周組織
再生のスペースを確保する GTR（Guided·tissue·
regeneration）が 1980 年代に登場した 1）。1990 年代
になって GTR と同様に膜を用いて骨再生のスペース
を確保する GBR（Guided·bone·regeneration）がイン
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用することで、組織再生の促進が期待できる。この
ような考えに基づいて組織再生を研究し、再生医療
への応用を目的とする科学分野が「組織工学（Tissue·
engineering）」である。以下、歯科領域における骨再
生特にインプラント治療に関連した骨造成について、
骨補填材に焦点を当てて解説する。

足場としての骨補填材

　1980 年代より、リン酸カルシウム系材料である
ハイドロキシアパタイト（Hydroxyaptite,·HA）そ
してベータ三カルシウムリン酸（beta-tricalcium·
phosphate,·beta-TCP）が自家骨に代わる骨補填材と
して、整形外科領域そして歯科領域で臨床応用される
ようになった。現在臨床で使用されている骨補填材は
作製法によって、生物由来のものと、合成によるもの
に分類できる（表 1）。死体から採取した骨を凍結さ
せた凍結骨、あるいは死体から採取した骨を脱灰して
凍結乾燥した脱灰凍結乾燥骨（Demineralized·freeze-
dried·bone·allograft,·DFDBA）は有用な材料であるが、
材料を介しての感染の危険性を否定できない点が大き
な問題である。その他の生物由来の骨補填材は高温で
焼結されているので有機成分を含んでおらず、これら
の材料を使用することによる感染の危険性は無いと考
えられる。

　牛骨、珊瑚、海藻由来の骨補填材は、連続性の多孔
構造を有することが特徴的である。連通した管状の構
造が補填材の内部に存在することで、血管が補填材の
内部に侵入して補填材内部に骨形成が期待できる。生
物由来のこれらの骨補填材にはそのような連通した空
間が存在するが、工業的に連通した同様の空間を作成
することは困難である。図 2 に示したように、工業的
に作製した多孔性の骨補填材においては数珠玉を繋げ
たような空間が存在するが、生物由来の骨補填材にお
いては管状の空間が存在する。後者の構造が、血管が
侵入し骨が形成されるために優れた構造であることは
明らかである。

　移植に用いる材料を、自家骨（Autograft）、他家
骨（Allograft）、異種材料（Xenograft）、人工材料

（Alloplast）の 4 つに分類することが可能であり、そ
の分類を表 2 に示した。さらに、現在使用されている
骨補填材の代表的なものを、吸収性および非吸収性の

図１：組織再生に必要な 3 要素

表１：製品の由来による骨補填材の分類

図２：·多孔性骨補填材の構造
工業的に作製された骨補填材（A）と生物由来の骨補填材（B）。
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スフェリオン）とセメント様の硬化型材料（バイオペッ
クス）の 2 種類がある。歯科適用の承認がある材料と
無い材料があり、オスフェリオン（beta-TCP）はサ
イナスリフト等に使用されることが極めて多いようで
あるが適用外の使用ということなる。

　骨欠損部に骨補填材を適用すると、骨補填材の表面
に骨芽細胞の前駆細胞あるいは骨芽細胞が接着し、増
殖する分化することで骨が形成される。このような骨
補填材の性質を「骨伝導性」という（図 4）。骨欠損
部に骨補填材を適用すると、骨補填材は骨再生の足場
として機能するが、骨再生に必要な細胞は周囲の組織
から供給され、細胞の増殖と分化に必要なシグナル分
子も内因性に供給される。骨補填材を用いる場合には、
骨補填材が自家骨に比較すると力不足であることを十
分に理解して使用する必要がある。骨造成部位の周囲
を骨に囲まれた 4 壁性あるいは 3 壁性の骨欠損部は、
適用した骨補填材の保持が容易であり、周囲の骨組織
からの骨形成が期待できる。一方、骨補填材の保持が
難しい場合や、水平あるいは垂直性に骨を造成する場
合には骨補填材だけで骨造成をおこなうことは困難で
ある。

程度によって整理して図 3 に示した。各骨補填材に添
付されている説明書および材料の特質から推測してこ
の図を作成した。

　HA は最も吸収を受けにくい材料であり、beta-
TCP は吸収性の材料に分類される。最近ヨーロッパ
でチタンの顆粒が非吸収性骨補填材として用いられて
いることは興味深い。同一の材料であっても結晶性の
相違や、材料の 3 次元構造によって吸収性の度合いは
著しく異なる。我々は、alpha-TCP を骨欠損部に適用
した場合、この材料が吸収性の骨と置換する骨補填材
として優れていること 4）、さらに beta-TCP に比較し
てより吸収性の高い骨置換型の骨補填材であること
を報告した 5）。表 3 には我国で入手可能な骨補填材を
整理して掲載した。我国で入手可能な補填材は殆どが
HA であり、吸収性の材料としては beta-TCP 顆粒（オ

図３：骨補填材の吸収性

表２：·自家骨を含めた骨造成に使用する移植材の分類

表３：我が国で承認されている骨補填材

*··歯科適用が承認されている材料。
**·粉材成分：α-TCP、リン酸四カルシウム、リン酸水素カルシウム、HA、
　リン酸マグネシウム
　液材成分：コンドロイチン硫酸ナトリウム、コハク酸二ナトリウム無水物、
　亜硫酸水素ナトリウム、注射水。
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インプラント埋入予定部位の骨造成：
吸収性骨補填材

　図 5 は、インプラント治療を希望された患者さんの
下顎骨の CT 像である。下顎骨内にＸ線不透過性の極
めて高い像が観察される。15 年以上前にこの部位の
歯を抜歯した際に、顎堤の形態を保つために抜歯窩に
HA 系の材料が適用されていた。このように適用した
骨補填材が残存している部位に、インプラントを埋入
することは得策でない。インプラント埋入予定部位へ
骨造成をおこなう場合には、骨と置換する吸収性の骨
補填材を使用するのが好ましいと私は考えている。非
吸収性の骨補填材であるネオボーンの説明書には、使
用状の注意として「本品をインプラントを埋入する人
工骨として使用しないこと」と記載されている。

図４：·骨伝導性（osseo-conductive）の模式図

　Agaloo と Moy によるインプラント治療に関連した
骨造成法のシステマティックレヴュー論文 6）に報告
されているサイナスリフトにおける移植材とインプラ
ント残存率を表 4 に示した。自家骨を移植材として用
いた報告が最も多く、Xenograft（殆どの論文が Bio-
Oss を使用）を移植材として使用した場合のインプラ
ント残存率が高い。Alloplast を用いた場合のインプ
ラント残存率が最も低いが、論文によってインプラン
ト残存率は大きく異なる。この論文では、サイナスリ
フトの移植材として Xenograft·のみを使用すること
を推奨している。一方、別のシステマティックレビュー
論文 7）では、サイナスリフトの移植材として、自家
骨と骨補填材のどちらが適しているかは不明であると
結論している。インプラントのプラットフォームから
5㎜の骨が結合していればインプラントは機能し、ま
たサイナスリフトの際の頬側開窓部への遮断膜を置く
ことでインプラント生存率は向上する。これらの二つ
のシステマティックレビューにおいては、歯槽頂部か
ら上顎洞底までの距離が 5㎜以上のサイナスリフトに
関する論文も含んでおり、またサイスリフトの際の頬
側開窓部への遮断膜使用の有無についても考慮されて
いないので、これら 2 つの論文の解釈は難しい。

　さらに、サイナスリフトに移植材を使用せずにイン
プラントで上顎洞粘膜を挙上することで、上顎洞内に
骨が形成されることが報告されている 8）。筆者も、イ
ンプラントの初期固定が得られる場合には、同様の手
法を用いて上顎洞内の骨造成をおこなっており、極
めて良好な臨床結果を得ている 9）。上顎洞は骨が形成
され易い環境にあるので、上顎洞粘膜を挙上させてス
ペースを作るだけで骨が造成される。したがって、手
技が適切であれば、自家骨を使用してもどのような骨

図５：·非吸収性の HA 顆粒を適用された下顎骨の CT 像

表４：·サイナスリフトに使用した移植材の種類とイン
プラント残存率

　12 ヵ月から 102 ヵ月間荷重のインプラント残存率（論文で報告されてい
る残存率の最低値と最高値）と、論文で報告されているインプラント本数
の総数を示した。
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補填材を使用しても、上顎洞内には骨が形成されると
考えるのが妥当である。海外でサイナスリフトに頻繁
に使用され、文献報告が最も多い骨補填材は Bio-Oss
である。Bio-Oss はウシの骨を焼成した非吸収性であ
り、骨と置換する骨補填材ではないため、インプラン
ト埋入部位への骨補填材として最適のものでは無いと
私は考えている。しかし、骨と同様の連通性の管状
空間（図 2B）が存在するため骨伝導性が極めて高く、
補填材の周囲だけでなく内部にも骨が形成され易い。
このことが、Bio-Oss を適用した部位にインプラント
を埋入しても問題を起こすことが少ない理由として考
えられる。我国において Bio-Oss に匹敵する承認され
た骨補填材が存在しないことは残念である。

審美領域の骨造成：非吸収性骨補填材

　インプラント治療においては、機能の回復だけでな
く審美的な回復も要求される。審美的要求が強い部位
への骨造成には、インプラントを保持固定するための
骨造成と、インプラント周囲の軟組織の審美的形態を
長期的に維持するための造成をおこなう必要がある。
骨の 3 次元構造は骨に負荷されるメカニカルストレス
に大きく影響されること（Wolf の法則）が古くから
知られている。したがって、骨造成をおこなった場合、
造成された骨に適切なメカニカルストレスが負荷され
ない場合には、造成された骨が吸収を受ける。このよ
うな現象は臨床において良く経験される。インプラン
トを保持固定するための骨造成には自家骨あるいは吸
収性の骨補填材を使用し、インプラント周囲の軟組織
の形態を維持するための造成には非吸収性の HA 系
骨補填材を使用するのが適していると私は考えている

（図 6）。

シグナル分子の応用：PDGFおよびBMP2

　細胞の増殖あるいは分化を制御するシグナル分子を
骨の造成に用いる骨造成が、米国で臨床応用されて
いる。血小板由来の細胞増殖因子（Platelet-derived·
growth·factor,·PDGF）は、多種類の細胞の増殖を強
力に促進する。PDGF の一種類である PDGF-BB のヒ
トリコンビナントタンパクである rhPDGF-BB と、骨
補填材である beta-TCP を組み合わせて歯周組織の欠
損部に適用すると、歯周組織再生が促進されることが
報告された 10）。rhPDGF-BB と beta-TCP を組み合わ
せた製品は、2006 年より米国で“GEM·21S”という
商品名で販売されている。この製品が、インプラント
治療に必要な骨造成にも有効であるかについては今後
の報告が待たれる。“GEM·21S”は歯科領域で初めて
のシグナル分子（この場合 PDGF）と足場材料（この
場合 beta-TCP）を組み合わせた再生医療のための製
品である。
　1960 年代に脱灰した骨を動物の皮下や筋肉内に移
植すると骨が誘導される現象を、米国の Urist が発見
した。通常は骨が存在しない部位に骨が誘導される現
象を異所性骨形成という。Urist は脱灰した骨の中に
異所性骨形成を誘導する分子が存在することを予測
し、この分子を Bone·morphogenetic·protein（BMP）

図６：·上顎前歯部のインプラント埋入と骨造成
インプラント埋入（A）、インプラント露出部位へ骨削片を適用（B）、
非吸収性の HA 顆粒を適用（C）、吸収性のコラーゲン膜を適用（D）。
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と命名した 11）。Wozney は BMP をコードする DNA
配列を解明し、それに基づいて作成されたリコンビナ
ントタンパクが異所性骨形成を誘導することを 1988
年に報告した 12）。その後の研究により BMP は TGF-
beta に類似した分子であり、多種類の BMP が存在
することが明らかになった。1990 年代には、BMP2
および BMP7 のヒトリコンビナントタンパクである
rhBMP2 および rhBMP7 を用いた整形外科および歯
科領域での臨床試験がおこなわれた。2007 年に米国
において rhBMP2 とウシ由来の I 型アテロコラーゲ
ンスポンジを組み合わせた“INFUSE”という製品の
上顎洞への骨造成と、抜歯した部位への骨造成への適
用が承認された。ヒトにおいて骨造成効果を期待する
ためには mg 単位の rhBMP2 が必要であり、rhBMP2
の価格が高いことから当初臨床応用は広まらなかっ
た。しかし、rhBMP2 による骨造成効果が著しいこと
13）、歯科領域での骨造成用に量を減らした製品が登場
したこと、また価格も以前に比較して低価格になった
ことから、米国ではインプラント治療に必要な骨造成
法として rhBMP2 を用いた骨造成が広まりつつある。
rhBMP2 の最大の特徴は、幹細胞あるいは組織幹細胞
に作用してこれらの細胞を骨芽細胞へと分化させるこ
とであり、これを骨誘導性という（図 7）。

　現在、骨誘導性を示すシグナル分子は BMP 以外に
存在しない。rhBMP2 と組み合わせて使用されている
アテロコラーゲンは、rhBMP2 を適用部位に保持し
徐放するキャリアーとして作用すると同時に、骨再生
のための足場としても機能する。rhBMP2 を確実に
保持して周囲に徐放し、骨再生のための優れた足場と
して機能する材料を開発することで、骨造成に必要な
rhBMP2 の量を減らすことが期待できる。
　rhPDGF および rhBMP2 はいずれもリコンビナン

トタンパクである。したがって、これらのタンパクを
コードする DNA を細胞に遺伝子導入し、遺伝子導入
した細胞にリコンビナントタンパクを作成させ、リコ
ンビナントタンパクを精製する。その結果、一般的に
リコンビナントタンパクは高価格である。
　1999 年に、コレステロールの合成阻害薬であるシ
ンバスタチンが骨芽細胞における BMP2 発現を亢進
させることが報告された 14）·。シンバスタチンは高コ
レステロール血症の治療薬として使用されている化合
物であり、安価で生産が可能であり、物理学的化学的
に安定性が高い。我々は、吸収性の骨置換型の骨補填
材である alpha-TCP にシンバスタチンを組み合わせ
た材料を開発した。動物実験において、この新規材料
を骨欠損部に適用すると、骨形成が促進されて骨欠損
部の修復が促進されることを観察した 15）。次に、学
内倫理委員会の承認を得て、本学歯学部附属病院イン
プラント外来において、この新規材料を骨欠損部に適
用する臨床試験をおこなった。11 症例の臨床試験を
おこない、いずれの症例においても良好な骨造成を観
察した。11 症例中の 7 症例において、骨造成部位へ
のインプラント治療をおこない、治療経過は順調であ
る 16）。

細胞の応用

　組織再生には「細胞」と「シグナル分子」と「足
場」の 3 要素が必要であることは既にのべた。「幹細
胞（Stem·cell）」はどのような細胞にも分化すること
が可能な細胞の呼称であり、組織を再生させるために
は幹細胞をいかに再生の場に供給するかの戦略が重要
である。様々な組織中に幹細胞が存在することが明ら
かにされ、このように組織中に存在する幹細胞は「組
織幹細胞」と呼ばれている。組織の欠損が大きい場合
は、欠損部周囲に存在する組織幹細胞に欠損部の再生
を期待することは困難であるので、再生に必要な細胞
を外部から供給する細胞治療がおこなわれる。
骨髄組織中に軟骨細胞や骨芽細胞の前駆細胞が存在
し、この細胞が軟骨細胞や骨芽細胞に分化して、軟骨
や骨を形成することは以前から知られていた 17）。そ
して、近年骨髄中に胚性幹細胞（ES 細胞）に匹敵す
る多分化能を持った幹細胞が存在することが報告され
た 18）。骨髄由来の細胞を用いる場合には、ES 細胞を

図７：骨誘導性（osseo-inductive）の模式図
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用いる場合のような倫理的問題がないこと、細胞を得
ることが容易であることが大きな利点である。そのよ
うな理由から、骨髄幹細胞を用いる再生医療への期待
は大きい。培養骨髄細胞とリン酸カルシウム系の生体
材料を組み合わせ、それを大きな骨欠損部に埋入する
ことにより、その欠損部が治癒したという症例報告が
されている 19）。我が国においても名古屋大学医学部
口腔外科の上田実教授のグループを筆頭にいくつかの
施設において、同様の手法を用いた顎骨の再建や骨の
造成が試みられている。
　骨膜は骨組織を覆う結合組織であり、骨膜中には骨
芽細胞の前駆細胞が存在している。顎骨の骨膜から採
取した骨膜細胞を培養し、生体分解性の高分子と組み
合わせて培養下で骨を作成し、この組織工学的に作成
した骨を用いた上顎洞底への骨造成が報告されている
20）。通常骨髄細胞を腸骨から採取するが、骨膜細胞は
顎骨の骨膜から得ることが可能である。顎骨の骨膜は、
歯科医がおこなう骨造成のための細胞ソースとしては
アプローチが容易である点で有利である。
　骨造成に有用な幹細胞は脂肪組織にも存在しており
21）、脂肪組織由来の細胞を用いて骨造成をおこなうこ
とも可能である。また、末梢血中に骨芽細胞へ分化可
能な幹細胞が存在することも報告されている 22）。脂
肪組織あるいは末梢血から幹細胞を効率良く得る方法
を開発することで、細胞を用いた骨造成を簡便におこ
なうことが期待できる。
　2006 年に京都大学の山中伸也のグループは、マウ
スの線維芽細胞に 4 つの遺伝子（Oct3/4,·Sox2,·Klf4,·
c-Myc）を導入することで、ES 細胞と同様の多分化
能を持つ細胞を作成できることを報告した 23）。この
細胞は iPS 細胞（induced·pluripotent·stem·cells,　誘
導多能性幹細胞）と呼ばれる。さらに、山中博士のグ
ループはヒトの線維芽細胞からも同様の方法を用い
て iPS 細胞が作成できることを報告した。iPS 細胞作
成法の開発により、受精卵や ES 細胞を使用すること
なく、多能性幹細胞を作成して使用することが可能に
なった。現在 iPS 細胞を再生医療に用いることは安全
性の面で問題はあるが、iPS 細胞の再生医療への応用
が大きく期待されている。

今後の展望とまとめ

　再生医療を含めて新規開発された治療法が、多くの
臨床医によって応用されるようになるためには、以下
の 4 つの条件を満たす必要があると私は考えている。
第 1 に「臨床的に有効であること」、第 2 に「安全で
あること」、第 3 に「簡便であること」、第 4 に「妥当
な価格であること」である。細胞を用いる再生医療へ
の期待は大きいが、細胞を用いる再生医療が歯科領域
での一般的な治療法となるためには、解決されなくて
はならない問題が多い。細胞を採取し、細胞を培養し
て増やし、その細胞を再生医療に用いるためには、培
養をおこなうための特別な設備と機器、培養操作をお
こなう人手、再生医療に使用する細胞の安全性を確認
するための検査が必要である。これらのコストを低く
抑えることが求められている。rhBMP2 を用いる骨造
成は、臨床効果、安全性、簡便性の 3 つの条件を満た
しているが、価格が高いことが障害となっている。
　コレステロール合成阻害薬であるシンバスタチン
と、alpha-TCP を組みわせた我々が開発品は上記の 4
条件を満たしていると考えられる。しかし、この製品
が市販され多くの臨床医に使用されるようになるため
には、この製品の安全性と有効性を証明するための臨
床治験をおこない、国からの承認を得る必要がある。
厚生労働省より、この製品について材料としてではな
く薬剤としての治験をおこなうこと指示されたが、薬
剤として臨床治験をおこなう場合には莫大な費用と期
間が必要であり、我々は臨床治験をおこなうことを断
念した。
　米国においては、rhPDGF と beta-TCP を組み合わ
せた製品、rhBMP2 とアテロコラーゲンを組み合わせ
た製品のいずれも材料（Device）としての治験がお
こなわれ、承認を受けた。再生医療に関連した製品が
次々に承認されて臨床応用可能な米国の状況に比較し
て、我国の状況は絶望的である。インプラント治療に
必要な骨造成法として、骨補填材、シグナル分子、細
胞を用いた方法について紹介したが、殆どの製品が我
国で未承認である。このような状況が国民の健康と幸
福を妨げていると同時に、我国の医療産業の発展を阻
害している。近年の再生医療の進歩は著しく、効果的
で、安全性が高く、簡便で、低価格な新たな骨造成法
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の登場が期待されているが、それが臨床応用されるた
めには我国の医薬品と医療器材の承認システムが改善
される必要がある。
　現在我国はこのような悲観的状況であるが、米国に
おいて既に臨床応用されているシグナル分子と足場材
料を組み合わせた骨造成法が、我国においても次第に
おこなわれることが予想される。しかし、組織再生
に必要な 3 要素（図 1）のいくつかを組み合せること
は骨造成においても確かに有効であるが、垂直的な骨
造成は困難である状況は現在においても変わっていな
い。垂直的骨造成を可能にするためには、従来とは異
なる独創的な発想が必要であると感じている。
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●海外レポート

5th ISACB (International Symposium on Apatite and Correlative Biomaterials)
2010 に参加して

松野　智宣 *１）、尾関　和秀 *２）

　*1）日本歯科大学生命歯学部　口腔外科学講座
　*2）茨城大学工学部　機械工学科

　2010 年 12 月 10 日～ 12 日の 3 日間、オーストラリ
ア・ケアンズにおいて開催された 5th·ISAC·B·2010
に出席した。ケアンズは世界一大きな世界遺産である
グレートバリアリーフへの玄関口でもあり、この時期
もたくさんの観光客で賑わっていた。雨季に入ったば
かりのケアンズではあったが、降雨は夜間にあったの
みで、日中は連日30℃を超えていた。そんな灼熱の中、
会場となったケアンズコンベンションセンターでは、
さまざまな基礎的研究から臨床報告まで熱気に満ちた
討論が繰り広げられた。

　この ISAC·B·2010 は、アパタイトとそれに関連す
るバイオマテリアルの国際学会で、今回は 5 回目に
あたる。今回の大会長は University·of·Technology·
Sydney の Prof.·B.·Ben-Nissan で、オーストラリアの
セラミック学会が中心となり開催された。
　初日のウェルカムパーティーでは、Ben-Nissan 教
授から、「11 カ国、100 名近い研究者にお集まりいた
だけ、大変、光栄である」とのスピーチがあり、地元
のビールやスパークリングワインによる乾杯で、学会
がスタートした。会場には世界の主だったアパタイト

研究者は当然ながら、これからこの分野
を支えていくであろう各国の若手研究者
や臨床家たちの姿も目立っていた。参加
者は再会を喜び祝したり、互いの研究に
ついて語り合ったり、会場のあちらこち
らで国境を越え、会話に花を咲かせてい
た。会場には次々と美味しいワインやお
つまみが運ばれ、すっかり外が夕闇に包
まれた頃には、初対面の参加者同士も打
ち解けあっていた。と、突如、本バイオ
インテグレーション学会理事長の青木先
生が登場し、パーティー会場のテンショ
ンは最高潮となった。そんな和気あいあ
いのウェルカムパーティーもあっという
間に時間が経ち、「明日からの発表が活
気に満ちた素晴らしいものになるようお
願いしたい」と Ben-Nissan 教授が結ば
れ、お開きとなった。

グレートバリアリーフ（ミコマス・ケイ）
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　セッションは、臨床、バイオミメティク、合成、
ハイブリッドなどアパタイトに関連する材料の幅広
い応用に向け、発表と議論が行われた。大会期間
中、70 件を超える口頭、ポスター発表があり、ま
た参加者は半数以上が日本人研究者であった。初日
の Plenary·Session では、バイオインテグレーショ
ン学会理事長の青木先生、Legeros 先生（ニュー
ヨーク大学）、Swain 先生（シドニー大学）、石川先
生（九州大学）、伊藤先生（産総研）のご講演があっ
た。青木先生の最初の講演タイトルは「Science·and·
Medical·Applications·of·Hydorxyapatite:·The·Past·
and·Future」で、生体材料としての HA の応用研究
の歴史やこれからの HA の活用について示唆に富む
講演がなされた。また、先生は午後の Clinical·Ⅱの
セッションでも「Development·and·clinical·studies·
of·HA·coated·dental· implants·using·various·coating·
technique」と題して、歯科インプラントに用いられ
る様々な HA コーティング手法に関する発表をされ
た。これまで先生が開発されてきた HA コーティン
グについて、プラズマスプレー、熱分解法、ディッピ
ング法、スパッタリング法までの変遷と特徴につい
ての紹介があった。次の講演者の Legeros 教授の発
表では、リン酸カルシウムにおける各種イオン置換の
影響に関しての発表、石川教授の発表では多孔質炭酸
アパタイトの開発、伊藤先生の発表では
HA/FGF2 複合体による創外固定ピンの
開発、HA の抗血栓性材料への応用、細
胞への DNA 導入効率を高める試みな
ど、基礎から応用まで HA の可能性に
ついて興味深い講演があった。
　午後の Clinical·Ⅱセッションでは青木
先生の他、岸本先生の HA インプラン
ト治療における、骨移植を伴わないサイ
ナスリフトを行った 45 症例の発表、田
中先生（昭和大学）の陽極酸化チタン表
面の抗菌性や骨芽細胞反応等、インプラ
ントに関する発表があった。
　 次 の Biomimetic セ ッ シ ョ ン で は、
SBF 溶液や電子ビーム蒸着を用いた各
種 HA コーティング手法や、それらの
技術を応用し、薬剤や DNA を複合した
ドラッグデリバリーや遺伝子導入に応用

する研究紹介がなされた。
　夕方からは、ポスターセッションが行われ、47 の
発表があった。そのうち HA コーティングに関する
発表が 7 件あり、うち 2 件がスパッタリング、2 件が
レーザーデポジッション、1 件が SBF を用いたバイ
オミメティック法、2 件がプラズマスプレー法に関す
る発表であった。
　2 日目午前は「Synthesis Ⅰ～Ⅲ」のセッションで
HA 合成に関する発表が合計 13 件あり、菊池先生（物
質・材料機構）のコラーゲン－アパタイト複合シート
に関する研究では、手術時に血液を浸潤させることに
より自由な形状にアレンジでき、乾燥すると高い機械
的強度を発現する人工骨の開発が紹介された。また、
アパタイト以外の発表では亘理教授（北海道大学歯学
部）の「Adsorption·of·proteins·on·carbon·nanotubes·
and·hydroxyapatite」では、カーボンナノチューブ

（CNT）と HA の各種タンパク質（アルブミン、リゾ
チーム、フィブリノゲン、グロブリン）の吸着に関す
る発表があり、CNT と HA において、それらのタン
パク質吸着力の順位が反対傾向を示すというのは、個
人的には大変興味を持った。午後の Hybrids のセッ
ションでは、10 件の発表があり、基礎から応用まで
様々な研究報告がなされ、HA 研究の懐の深さを感じ
たところであった。

白熱するポスター会場
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バイオインテグレーション学会誌 第１巻　第１号《2011 年 7 月 15 日 発行》

集合写真

　2 日間の学術発表も予定通りに終了し、フィナーレ
はフェアウェルカクテルパーティーである。会場は
先程までポスター会場となっていた場所で行われた。
Nissan 教授は学会が無事、成功裏に終了したことに
感謝の意を込めたスピーチをされ、最後に「KANPAI

（乾杯）」とビールグラスを高々に挙げられた。その
後、LeGeros 教授に続き、青木先生が「コンパクトな
学会であったが、その分、活発な討議が行われた素晴
らしい学会であった」と評され。また、Daculci 教授
からは 2012 年にフランスで本会を開催するとの発表
もあった。

　発表者はもとより参加者、大会関係者それぞれがと
ても充実した顔付きでフェアウェルパーティーを楽し
んでいたが、最後に行われる予定であった青木先生の
魅惑のギターを耳にできなかったことは非常に残念で
あった（それでも、美声を聞くことができました）。
　今回はアパタイトの基礎的な研究発表がほとんどで
あったが、日本から HA インプラントや HA 顆粒を
用いた臨床報告もあったので、是非、次回は本学会員
の先生方から数多い発表があることを期待しておりま
す。
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バイオインテグレーション学会
設立総会及び発足記念シンポジウム開催

　2011 年 1 月 23 日（日）に東京医科歯科大学 M&D タワーにおいて、バイオインテグレーション学会設立総会
及び発足記念シンポジウムが下記プログラムのもとに、200 名を超える参加者を集め盛大に開催されました。

設立総会及び発足記念シンポジウム　プログラム

　＜学会設立総会＞
　　☆· 9:30 ～ 10:00· 議事· 議事進行　寶田　博（東京セントラル歯科）
　＜発足記念シンポジウム＞
　　☆· 10:00 ～ 12:00· 基調講演· 司·会　高戸　毅（東京大学口腔外科学）
· 10:00 ～· Ⅰ「歯科インプラントを科学する」―材料学的視点から―
· · · 青木　秀希（国際アパタイト研究所）
· 10:40 ～· Ⅱ「歯科インプラント治療のための骨造成に使用する骨補填材：現状と未来」
· · · 春日井　昇平（東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野）
· 11:20 ～· Ⅲ「HA コーティングインプラントの有用性と信頼性の検証」
· · · 田中　收（バイオインプラントアカデミー）
· 12:00 ～ 13:00· （ランチタイム·＆·企業展示）　（理事会）
　　☆· 13:00 ～ 16:30· シンポジウム「バイオインテグレーションを臨床的に検証する」
· · · 司·会　矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
· 13:00 ～· 1「再結晶化 HA コーティングインプラント（AQB）の臨床とその検証」
· · · 寶田　博（東京セントラル歯科）
· 13:25 ～· 2「組織適合性インプラント開発の中の HA インプラントの役割」
· · · 矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
· 13:50 ～· 3「POI　HA コート（FINATITE）の臨床」· 山上　哲贒（京都インプラント研究所）
· 14:15 ～ 14:35· （休憩·＆·企業展示）
· 14:35 ～· 4「バイオホライゾン・マエストロインプラントについて」· 山下　忍（嵌植義歯研究所）
· 15:00 ～· 5「骨伝導能を利用した抜歯後即時インプラント埋入」· 石本　光則（石本歯科クリニック）
　　☆· 15:30 ～ 16:30· 総合討論· 司会　青木　秀希（国際アパタイト研究所）
· 16:30 ～ 17:00· （企業展示）
　＜懇親会＞
　　☆· 17：00 ～ 19:00· ファカルティラウンジ（26 階）

●学会広報
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第2回学術大会並びに総会開催のお知らせ

各·位

　　·　平成 24 年度のバイオインテグレーション学会学術大会並びに総会を下記のとおり開催しますので、多数
の会員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

　　　なお、詳細につきましては、学会ホームページ等でお知らせいたします。

記

日　時：2012 年（平成 24 年）1 月 29 日（日）　9 時 30 分～ 19 時

会　場：東京医科歯科大学　Ｍ＆Ｄタワー　
　　　　　　学術大会・総会（9 時 30 分～ 17 時）· 2 階大講堂
　　　　　　ランチョンセミナー· 26 階ファカルティラウンジ
　　　　　　懇親会（17 時～ 19 時）· 26 階ファカルティラウンジ

内　容：
　　　・特別講演Ⅰ「HA コーティング技術の現状と将来（仮題）」
　　　　　　青木秀希　　株式会社国際アパタイト研究所　所長
　　　・特別講演Ⅱ「骨髄細胞を用いた骨再生とインプラント治療（仮題）」
　　　　　　各務秀明　　東京大学医科学研究所　特任准教授
　　　・シンポジウム「HA インプラントの長期予後の実際（仮題）」
　　　・ポスターセッション
　　　・ランチョンセミナー
　　　・企業展示

参加申し込み：学術大会参加申し込みは、学会ホームページ等で受け付けます。

主　催：バイオインテグレーション学会

事務局：バイオインテグレーション学会　事務局
　　　　　　〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 2-12-9　大信ビル 201
　　　　　　　　　　　　株式会社国際アパタイト研究所内
　　　　　　　　　　　　TEL:·03-6272-9978　　FAX:·03-6272-9968
　　　　　　　　　　　　E-mail:·info@bio-integration.jp
学会ホームページ：·http://www.bio-integration.jp

· 　平成 23 年 7 月
· 　バイオインテグレーション学会
· 　　　　会　長　　春日井　昇平
· 　　　　理事長　　青木　　秀希
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バイオインテグレーション学会　会則
2011 年 1 月 23 日制定

第１条（名称）
　本会は、バイオインテグレーション学会（英名：Bio-Integration·Society）と称する。略称は“·B I S ·”とする。

第２条（目的）
　·本会は、ハイドロキシアパタイト（HA）並びに関連材料の周囲に生ずるバイオインテグレーション（HA- 骨

界面の結合様式）を利用した医療に関する基礎並びに臨床研究成果を会員相互で情報交換し、また出版物の発
行などにより、医療の発展と向上に貢献することを目的とする。

　さらに本学会を国際学会へと発展させることを目指す。

第３条（事業）
　本会は、下記の事業を行う。
　　１）総会、講演会、講習会、国際会議等を開催する。
　　２）国際交流並びに会員間の情報交換。
　　３）会誌、その他の出版物を発行する。
　　４）その他本会の目的達成のために必要と認められる事項。

第４条（会員）
　本会は、第 2 条に掲げた目的に賛同する会員によって組織される。
　　１）正会員：第 2 条の目的に賛同し、理事会の承認を得たもの。
　　２）学生・外国人会員：第 2 条の目的に賛同し、理事会の承認を得たもの。
　　３）·賛助会員：第 2 条の目的を理解し、第 14 条に定める賛助会費を納める個人又は法人で、理事会で承認

を得たもの。
　　４）名誉会員：本会に特に功労のあったもので、理事会が推薦し、総会の承認を得たもの。
　　５）顧問：名誉会員の規定に準ずる。

第５条（入会）
　本会に入会を希望する者は、会員 1 名以上の推薦を得て、本会事務局へ入会申込用紙を提出する。
　理事会の承諾をもって入会が許可される。

第６条（権利と義務）
　全ての会員は会誌への投稿並びに第 3 条に規定した諸事業に対する参加又は決定の権利を有する。
　また、全ての会員は本会会員としての名誉と責任とを担い、第 14 条に規定された会費を納める義務を有する。

第７条（異動及び退会）
　·会員が異動を生じた場合、あるいは退会しようとする場合には、速やかに事務局に通知すること。また、1 年

間会費を滞納した場合は退会したものとみなす。

第８条（総会）
　本会総会は毎年度 1 回理事長が招集する。
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　尚、理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時総会を招集することができる。
　総会は会員の 2/3 以上の出席をもって成立する（委任状出席を含む）。

第９条（会計年度）
　本会の会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

第 10 条（役員）
　·本会は役員として、会長 1 名、理事長 1 名、専務理事 1 名、常任理事 5 名、理事約 20 名、監事 3 名及び評議

員を置き、任期は 2 年とし再任をさまたげない。
　　１）会長：学術総会、講演会、国際会議等の開催を統括する。
　　２）理事長：本会を代表して会務を統括する。
　　３）専務理事・常任理事：理事長を補佐し、会務を分掌する。
　　４）理事：本会の運営に必要な会務を遂行する。
　　５）監事：本会の会計監査を行う。
　　６）評議員：本会の庶務、会計等の業務を分担する。

第 11 条（役員の選出）
　会長及び理事長は会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
　他の役員については、理事長が指名・委託する。

第 12 条（理事会）
　理事長は本会の運営を円滑に行うため、必要に応じて理事会を開くことができる。

第 13 条（罰則）
　·会員が本会の名誉を毀損するような行為や義務を怠った行為があった場合には、理事会の決議により除名する

ことができる。

第 14 条（会費）
　本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
　年会費は原則として会計年度の当初に納付するものとする。
　会·費：入会金　無料、
　　１）正会員：·（歯科医師・医師）· · 10,000 円
· （歯科医師・医師以外）· 7,000 円
· （技工士・衛生士）· · 5,000 円
　　２）学生・外国人会員：· 3,000 円
　　３）賛助会員　　　　：·50,000 円

第 15 条（事務局）
　本会の事務局を下記住所に置く。
　住所　東京都千代田区三崎町 2-12-9　大信ビル 201
　　　　㈱国際アパタイト研究所内
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　　　　TEL·:·03-6272-9978
　　　　FAX·:·03-6272-9968
　　　　e-mail·:·info@bio-integration.jp
　　　　URL·:·http://www.bio-integration.jp

附則：会則の変更は理事会の審議を経て総会の承認により行う。
　　　本会の事務局は理事長が管掌するものとする。
　　　本会の名称を利用して投稿、発表等を行う際には理事会の承認を必要とする。
　　　本会則は、2011 年 1 月 23 日より施行される。

入 会 方 法

　入会のご案内
　　バイオインテグレーション学会入会のお申し込みは、すべて学会のホームページで受け付けております。
　　学会ホームページ：·http://www.bio-integration.jp
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会社名 住　　　所 電話番号

相田化学工業株式会社 〒 183-0026
東京都府中市南町 6-36-2 042-368-6311

株式会社インプラテックス 〒 116-0013
東京都荒川区西日暮里 2-33-19 03-5850-8555

株式会社カイマンデンタル 〒 102-0082
東京都千代田区一番町 8 番地 15 号 03-3238-7560

クインテッセンス出版株式会社 〒 113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2-6 03-5842-2270

株式会社国際アパタイト研究所 〒 101-0061
東京都千代田区三崎町 2 丁目 12-9 03-6272-9968

株式会社サンプラザ 〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 3 丁目 14 03-5259-7005

ストローマン・ジャパン株式会社 〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 1 丁目 17-12 0120-418-995

トーシンデンタル株式会社 〒 212-0068
神奈川県川崎市幸区鹿島田 1063 044-555-1013

日本メディカルマテリアル株式会社 〒 532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 3-31 06-6350-1036

株式会社白鵬 〒 102-0083
東京都千代田区麹町 1 丁目 3 番地 23 03-3265-6251

フォーユーメディカル株式会社 〒 103-0005
東京都中央区日本橋久松町 11-8 03-5645-8338

ペントロンジャパン株式会社 〒 140-0014
東京都品川区大井 4-13-17 03-5746-0316

株式会社マテリアライズ·デンタル·ジャパン 〒 103-0005
東京都中央区日本橋久松町 11-6 03-5649-0120

山八歯材工業株式会社 〒 443-0105
愛知県蒲郡市西浦町大知柄 54 番地 1 0533-57-7121

賛助会員企業一覧
2011 年 6 月 1 日現在
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バイオインテグレーション学会誌　投稿規定

　本学会誌は、総説、解説等の依頼原稿を主として編集されるが、症例報告等の論文も掲載する。投稿規定を以
下のごとく定める。

１．投稿に当たって
　１）·投稿は、バイオインテグレーション学会会員に限るが、依頼原稿など、非会員であっても編集委員会で特

に認めたものはこの限りでない。
　２）·臨床報告内容については、ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われたものであり、また患者との間にイ

ンフォームドコンセントが得られていなければならない。
　　　また、個人が特定されないよう匿名化をはかる等、プライバシーの保護に配慮すること。
　３）原稿の内容は、他誌に投稿または掲載されていないものに限る。
　４）本誌に掲載された論文（原稿）等の著作権（著作財産権）は本学会に所属する。
　　　·掲載後は本学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。ただし、本学会が必要と認めたとき、あるい

は外部からの申請があったときは、編集委員会で審議し、掲載ならびに版権使用を認めることがある。
　５）投稿された論文（原稿）は、編集委員会で査読する。
　６）掲載された投稿原稿は、原則として返却しない。

２．原稿（本文、図、表）の記載要項
　１）·原稿の 1 頁目には表紙を添付する。表紙には原稿の種類として「症例報告」を明記し、「表題」、「著者名」、

「所属」、「連絡先（住所、氏名、電話番号、FAX 番号、e-mail アドレス）」を明記する。
　２）·症例報告の構成順序および項目表記は、緒言（Introduction）、症例の概要（Abstract）、治療内容（Treatment·

plan）、経過と考察（Result·and·consideration）、文献（References）などとする。
　３）原稿はパソコンにて作成すること。
　　　原則として、Microsoft 社の Windows·Word をフォーマットとして用いる。
　４）原稿の長さは、刷り上り 4 頁以内となるよう制限する。
　５）本文は 3,000 字以内とする。
　　　·文章は、口語体、横書き、新かなづかいとし、A4 版用紙に 20 字× 20 字（12 ポイント、明朝体）で黒イ

ンクにて印字する。
　６）文章の区切りは、和文の場合は「、」「。」に統一する。
　７）図（写真）、表の表記にはそれぞれ「図」「表」を使用する。
　　　表のタイトルは、表の上部左端から記載する。図（写真）にはその説明文を下の左端から記載する。
　　　図（写真）、表は A4 の用紙に貼付し、「図 1」「図 2」等明記する。また、用紙の右下には著者名を記入する。
　　　挿入する箇所は本文中の該当位置の欄外に、朱色にて明記する。
　　　なお、図（写真）、表の大きさは初校時に調整するものとする。
　９）·図（写真）、表の枚数は 12 までとし、パワーポイント形式では 12 枚の組スライドまでとする。
　　　デジタル画像の解像度は 350dpi 以上の画質とする。
　10）·掲載時の写真、図版の白黒、カラーの判断は、原則として編集委員の判断によるものとする。
　　　なお、筆者の実費負担での写真等のカラー印刷も可能とし、それを希望する場合、その旨を写真等に明記する。
　11）数字は算用数字を用い、単位記号は国際単位系（SI）を用いる。
　12）学術用語は、医学用語または医学用語辞典（日本医学会編）を用いる。
　　　歯学用語は、文部科学省学術用語集・歯学編（日本歯科医学会編）を用いる。
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３．文献の記載要項
　１）文献の番号には、頭に 1）、2）、3）・・のナンバーを付け、引用順に記載する。
　２）雑誌の場合、引用番号）　　著者名 : 表題 . 雑誌名　巻 : 始頁 - 終頁 , 発行年（西暦）. の順に記載する。
　　　·単行本の場合、引用番号）　著者名 : 表題 . 編集者名 ; 書名 . 版数 , 発行所 , 発行所所在地 , 発行年（西暦）,

始頁―終頁 . の順に記載する。
　３）共著者が 3 名以上の場合、最初の 2 名を連記し、それ以上は他と省略する。
　　　欧文で共著者が 2 名の場合には、著者名の間に「and」を入れる。

４．原稿の提出方法
　１）原稿送付先
　　　　〒 101 － 0061　東京都千代田区三崎町 2 丁目 12 － 9　大信ビル 201
　　　　株式会社国際アパタイト研究所内
　　　　バイオインテグレーション学会　事務局　宛
　　　　（原稿は郵便書留便又は宅配便にて送付すること）
　２）原稿が編集委員会（事務局）に到着した日をもって受付日とする。
　３）投稿に際しては、原本のほかにコピーを 2 部（図、表を含み、写真は原図）添付する。
　　　·これとは別に、原稿の本文（Windows·Word）および図（写真）・表をそれぞれ別ファイルとして CD-R

に保存し、一緒に提出すること。
　４）原稿の採否は査読委員による審査をもとに編集委員会にて決定する。
　　　なお、内容、字句等の修正を求めることもあり、投稿規程に従わない原稿は受理しない。
　５）·編集委員会による査読が終了した後に、著者により訂正された最終原稿については、プリントアウトした

もの 1 部と原稿（本文および図・表）を保存した CD-R を事務局に提出すること。
　６）著者校正は、原則として初校のみとする。組版面積に影響を与えるような加筆、変更は認めない。

以　上
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編　集　後　記

　本年 3 月 11 日の東日本大震災は、地震、津波、さらには原発事故と、未曽有の天災・人災となりました。この度の災
害で不幸にして亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。また、災害後にまだ避難生活をされている方々が、一刻
も早く落ち着いた生活を取り戻されることを願っております。
　さて、今回の地震と津波は天災ですが、原発事故は明らかに人災です。その後の国家と東京電力の対応の遅さへの不満、
現実に起きていることを知らされないことに対する怒りは増すばかりです。現在の日本が抱えている問題が一挙に噴き
出した観があります。
　この大災害の 50 日程前の 1 月 23 日（日）にバイオインテグレーション学会は設立総会および発足記念シンポジウム
をおこない誕生しました。歯科インプラント治療においては、チタンインプラントにおける osseointegration という概念
が定着し、チタン表面を改変したインプラントを用いるインプラント治療は欧米を中心に世界的に広まっています。一方、
我が国が先駆的な研究を進めてきたハイドロキシアパタイト（HA）をコーティングしたインプラントは biointegration
という骨との化学的な結合が早期に得られることから、osseintegration とは異なっています。本学会の設立が今後の歯
科インプラント界の発展に寄与することを確信しています。
　学会の設立総会および理事会において学会誌の発刊が決議されたことを受け、慌ただしく編集委員会が組織されまし
た。第一回の編集委員会（2 月 14 日）では、創刊号発行が協議され、特別企画として「座談会：HA インプラントを考える」
および特集として「HA インプラントの基礎と臨床」のテーマが採択され、それぞれ我が国を代表する研究者と臨床家
にご協力いただき寄稿していただきました。また、会員の教育も兼ねて連載講座として「基礎講座」および「臨床講座」
を設けることとし、創刊号から連載を開始しました。次号からも魅力的な内容を掲載予定ですのでご期待ください。
　会員の皆様に当学会の会員であることのメリットを感じていただける学会誌となるように編集委員会は努力していき
ますので、ご協力宜しくお願い致します。

（編集委員長　春日井昇平）
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