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巻　頭　言

　バイオインテグレーション（Biointegration）という言葉は、デ
ンタルインプラントの領域ではハイドロキシアパタイト（HA）セ
ラミックスと骨が直接的に結合している状態を表し、チタンと骨が
線維組織の介在なしに接している状態を表すオッセオインテグレー
ション（Osseointegration）とは明確に区別されています。今回巻
頭言を寄せるに当たり、この両者の研究がどの程度進んでいるかを
比較する目的で、2012 年 5 月 28 日時点で PubMed による文献検索
を行ってみました。まず、「Osseointegration」をキーワードに検
索してみたところ、7092 件が検索されました。次に「Biointegration」
をキーワードとして検索すると、条件に該当するものは·80 件であり、工学系、眼科、整形外科等
から出ている論文が多い印象を受けました。そこで、さらにキーワードを追加して「Biointegration·
dental·implant」で検索すると、該当する文献はわずか 8 件でした（参考までに「Osseointegration·
dental· implant」では 4003 件が検索されましたが、これは Osseointegration の研究分野で歯科が
多大な貢献をしている証拠でしょう）。ところで、「Biointegration·dental· implant」でヒットする
最も古い論文は、1987 年に Krauser·JT. らが Florida·dental· journal に発表した「·Biointegration:·
hydroxylapatite-coated·metal·dental· implants.」という論文ですので、遅くとも約 25 年前にはデ
ンタルインプラントに関して、バイオインテグレーションという概念が存在していたことになり
ます。ところが、それから今日までの間に「Biointegration·dental· implant」というキーワードで
検索にかかる論文が 7 編しか報告されていないという事実には少々驚かされました。私が入力し
た検索キーワードの選択が適切ではなく、相当数の文献が漏れてしまっている可能性が残るとは
言え、上記の結果は、これまでバイオインテグレーションの研究があまり注目されてこなかった
ことを如実に示すものであると思います。一方、日本において HA コーティングデンタルインプ
ラントが臨床的に大きな成功を収めていることは明らかであり、この成功を科学的に裏付けるこ
とが、これからの重要な課題のひとつであることは疑いの余地がありません。研究者・臨床家にとっ
て貴重な情報交換の場である本学会が益々発展して、バイオインテグレーションの分子レベル・
細胞レベルでの詳細な理解が得られることを強く祈念致します。

常任理事　高戸　毅
東京大学大学院口腔外科学・教授
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●特別企画：バイオインテグレーションに関わる基礎科学

骨折治癒の機序と影響する因子

伊藤　聰一郎

Healing process and influence factors of bone fracture

Soichiro Itoh

　河北総合病院　整形外科
　Department·of·Orthopedic·Surgery,·Kawakita·general·hospital.
　東京医科歯科大学　生体材料工学研究所
　Institute·of·Biomaterials·and·Bioengineering,·Tokyo·Medical·and·Dental·University.·

１．はじめに

　骨折した四肢を早期に動かし荷重するために骨接合
手術が導入された。長管状骨の骨折にはプレート、髄
内釘、創外固定が主に用いられる。特にプレート固定
は多用され、最近では骨粗鬆症や粉砕骨折にも対応で
きるロッキングプレートシステムが開発された。ま
た、閉鎖性髄内釘固定法は比較的低侵襲で強固な固定
が得られる。一方、創外固定は汚染創や粉砕骨折に有
用である。さらに、長管状骨だけではなくあらゆる骨
折に対して小侵襲で強固な固定が得られるように、X
線透視下や関節鏡視下での手術も盛んに行われるよう
になった。内固定材料もチタン合金等の特殊金属や吸
収材料なども使用されるようになった。このような骨
接合技術や骨接合材料の進歩した現在でも、開放骨折、
大きな骨欠損を伴う骨折など骨折治癒を遷延する問題
が残っている。このため、骨癒合不全や遷延治癒に対
し骨折治癒過程を賦活化する目的で、物理刺激療法、
ホルモンやサイトカイン等を用いた薬剤治療も盛んに
研究されている。
　本稿では、これらの方法による骨折治癒過程や治癒
促進の可能性を最近の知見を交えて検討する。

 ２．骨折の治癒過程
　　(healing process of bone fracture)

　骨折の治癒過程は、炎症期、修復期および再構築期
に大きく分類される。
１）炎症期（inflammatory phase）
　骨折部の骨膜、骨皮質、骨髄に血管損傷を生じ、血
腫が形成されて凝血塊となる。数時間以内に炎症細胞
が動員され、腫脹をきたす。局所の栄養障害により、
骨折後 2 - 4 日で骨細胞は変性、壊死に陥り、その周
囲に急性炎症が生じる。そこへ単球や貪食細胞などの
炎症性細胞や未分化間葉系細胞が浸潤する。これら
の炎症性細胞は腫瘍壊死因子（tumor·necrosis·factor:·
TNF-α）、 イ ン タ ー ロ イ キ ン（interleukin：IL-1，·
IL-6）などの炎症性サイトカインを放出し、骨折治癒
が開始される 1）。また、血腫には多量の血小板が含ま
れ、transforming·growth·factor：TGF-βや Platelet-
Derived·Growth·Factor：PDGF などの成長因子が放
出され、細胞増殖や骨折部にリクルートされた未分化
間葉系細胞の軟骨細胞や骨芽細胞への分化を誘導す
る。

２）修復期 (reparative phase)
　血腫の中へ新生血管が侵入し、肉芽組織が形成され
る。この結合組織性仮骨は骨折後１週で生じ、線維組
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織、軟骨、線維状骨（類骨、オステオイド：osteoid）
からなる。血管に富んでおり、この仮骨（callus）中
の線維芽細胞はコラーゲンを、また軟骨芽細胞はム
コ多糖類を盛んに合成する。肥大化した軟骨細胞は
vascular·endothelial·growth·factor：VEGF などの血
管新生因子や Matrix·Metalloproteinase：MMP など
の軟骨組織の吸収に必要なプロテアーゼを大量に産生
し、最終的にアポトーシス（apoptosis）によって細
胞死に至る。次いで類骨組織にカルシウム塩が沈着す
る。この石灰化軟骨へ侵入する血管は骨芽細胞の前駆
細胞をリクルートし一·次海面骨を形成するが、まだ
骨梁の構造も不規則で一次性骨性仮骨と呼ばれる。骨
折部近傍では間隙を埋めるように軟骨が形成されてか
らこのような骨形成過程をたどるが（内軟骨性骨化）、
骨折部から少し離れた部位では骨膜が肥厚して骨膜下
に直接骨組織が形成される（膜性骨化）。

３）再構築期（remodeling phase）
　一次性骨性仮骨は層板状骨に置き換わり、余分な骨
は破骨細胞により消化、吸収され、必要な部位には骨
芽細胞により新生骨が付加されて二次性骨性仮骨へと
置換される。皮質骨と海面骨の構造が完成して骨癒合
が得られる。骨癒合後も仮骨は過剰に形成され、力学
強度は不十分である。このため、外力に適応して機能
的修復は続き、1 年以上経過すると骨折部がわからな
いほど修復される（骨改変：bone·remodeling）。この
ように、骨折によって生じた変形の凸側では骨吸収が
進み、凹側では骨増殖が生じる現象を Wolff の法則と
呼ぶ。特に成長期の子供ではこの傾向が強い。
　このように複雑な経過をたどる骨折治癒過程を理解

しやすくするため、縦軸を炎症期、修復期及び再構築
期、横軸を骨折直後からの経過時間（週）にとり組織
反応の変化をコンパクトに図１で示した。
Ⅰ．·血腫及び結合組織性仮骨形成期：骨折後 0 ～ 2 週

間
　·　骨折直後は骨膜、骨髄、筋肉、血管が損傷され、

血腫を生ずる｡ 損傷血管が収縮して数日間で出血は
止まる。続いて炎症反応が起こり、血腫に新性血管
が侵入して器質化し、骨髄のデブリスは血液と混
じって灰白色の組織になり、小骨片を包みこむ。骨
膜は増殖肥厚する。

Ⅱ．一次性仮骨形成期：2 ～ 4 週間
　·　軟組織化した血腫中の骨髄のデブリス、小骨片混

合組織は白色線維軟骨様になり、初期仮骨と呼ばれ
る。

Ⅲ．造骨細胞増殖、分化期：1 ～ 2 ヶ月
　·　初期仮骨は縮小して骨梁構造ができ、海綿骨様仮

骨になる。これ以降が二次性仮骨形成期である。
Ⅳ．硬化期：2 ～ 6 ヶ月
　·　海綿骨様仮骨は成熟して硬化し、新生骨が形成さ

れる。終末仮骨である。
Ⅴ．改変期：4 ～ 12 ヶ月
　·　新生骨は骨癒合後も増殖と吸収を続け、健常な骨

膜に包まれた成熟骨となる。
　一般に整形外科分野では、骨折の骨癒合に関しての
目安がある。海綿骨は骨折後 6 週間、皮質骨（緻密骨）
は 9 ～ 16 週で骨癒合する。部位別にみると、脛骨骨
幹部骨折は 16 週、上腕骨骨幹部骨折は 10 ～ 12 週、
また中足骨や中手骨は骨性架橋形成が良好なため 4 ～
5 週で骨強度が回復することが期待される。

仮骨改変
仮骨硬化

再構築期　 造骨細胞増殖、
分化

一次性仮骨
修復期　 結合組織性仮骨
炎症期　 血腫形成

0 ～ 1 1 ～ 2 2 ～ 4 4 ～ 8 8 ～ 24 16 ～ 48
骨折後の時間（週）

図１：骨折の治癒過程
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３．骨折治癒過程に影響する因子
　　（influence factors of bone fracture）

　骨折の治癒過程は以下のような因子の影響を受け
る。
１）局所的因子
　①骨折部位：
　　·　大腿骨頸部、下腿骨中下 1/3、手根骨、足根骨

など栄養血管が損傷されやすい部位では骨癒合が
遷延しやすい。骨癒合してからも、無腐性壊死の
危険が高い。また、関節内骨折は関節内からの血
管侵入がなく、骨癒合は不良である。

　②骨折機転：
　　·　粉砕骨折等で大きな骨欠損を生じたり、骨折端

の大きな離解や転位、軟部組織の介在がある場合
は骨癒合が遷延する。また、骨折端に剪断力や回
旋力が働く時は骨癒合が遅れる。

　③軟部組織損傷 :
　　·　軟部組織、特に栄養血管や骨膜損傷が高度な場

合は局所循環不全をきたし、骨癒合が遅延する。
　④創部汚染 :
　　·　汚染創で局所感染をきたすと創治癒が遷延し、

骨癒合も遅れる。

２）全身的因子
　①年齢：
　　·　若年者ほど骨癒合は早く、高齢者は骨形成が遅

れる。
　②栄養状態：
　　·　全身衰弱、貧血、低タンパク血症など全身の栄

養状態が悪い場合は骨癒合が遅れる。特に、Ca
とビタミン D の摂取不足は骨形成が遅延する。

　③ホルモン（hormone）：
　　·　副腎、下垂体、甲状腺、上皮小体、胸腺、性腺

の分泌するホルモンは骨形成と骨吸収に関与し、
これらの器官の障害は骨癒合に影響を与える。骨
吸収を促進するホルモンとしてはビタミン D、副
甲状腺ホルモンが代表的なホルモンである。サイ
トカインとともに骨芽細胞に作用し骨芽細胞の細
胞膜上に ODF/RANKL を発現させ、破骨細胞の
分化を促進して、骨吸収を促進する。

　④�サイトカイン（cytokine）や成長因子（growth�
factor）：

　　·　これらのシグナル分子は細胞レベルで作用し，
細胞の分化と増殖を制御して骨形成に強い影響を
持つ。その中でも bone·morphogenetic·protein·：
BMP が有名で、現在までに少なくとも 20 種類
が同定されている。この他に fibroblast·growth·
factor：FGF や TGF- β、· insulin-like·growth·
factor：IGF などの細胞成長因子が豊富に存在す
る。

４．骨折治癒の促進因子

　骨折治癒を促進する因子として、物理的因子、ビタ
ミンとホルモンおよびサイトカインに分け表１に示し
た。

１）物理的因子
　①力学的負荷
　　·　骨折治癒には局所の血行が良好であるだけでな

く、適度の力学的負荷が必要である。圧迫力を加
えると骨膜性、内骨膜性骨化が起こる。骨折を生
じない程度の力学的負荷は骨量を増加し、負荷が
減少すると骨量も減少する。また、持続的な圧迫
力を加えると微小骨折部位だけが骨肥大するが、
圧迫力を間欠的に加えると新生骨の添加が多くな
る。培養細胞を用いた Lanyon の研究によれば、
力学的負荷が骨に与える信号は力自体ではなく、
負荷によって生じる骨の変形であることが明らか
になった 2）。しかし、局所的な骨変形が骨細胞の
変形として認識されるのか、あるいは骨の変形が
局所的な組織液の流れ（fluid·flow）を生じ、そ
れに伴うシェアストレス（shear·stress）を惹起
して、この信号を骨細胞が受容して骨形成が促進
されるのかは、今後の検討が必要である。

　②電気刺激
　　·　保田は生骨の一端を固定し、他端に骨の長軸と

は異なる直角の方向から力を加えると骨の弯曲に
伴って圧迫される凹側にマイナスの電位が生ずる
ことを見出し、骨の圧電現象と命名した 3）。乾燥
骨、煮沸骨、脱灰骨にも同様に電気が生ずること
が確認され、膠原線維の歪みが原因と考えた。ま
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表１：骨折治癒の促進に及ぼす因子

物理刺激

力学的負荷 圧迫力を加えると骨膜性、内骨膜性骨化を生ず
持続的な圧迫力で小骨折部位だけが骨肥大
間欠的圧迫力により新生骨の添加が増加

電気刺激 直流、交流ともに骨癒合促進
骨増生促進効果の機序は ?

電磁場刺激療法 遷延治癒骨折および偽関節に対し約 85% の有効率

低出力超音波 骨芽細胞の新性を促進
骨折治癒の炎症過程を短縮、血管新生を促進、骨再生に関する酵素活性を増大

ビタミンとホルモン

ビタミンＤ 小腸でのカルシウム吸収を促進、骨石灰化促進、副甲状腺におけるホルモン分泌抑制
骨折予防効果には 700 ～ 800IU／日以上の高用量が必要

PTH 破骨細胞に作用し骨吸収を促進
骨芽細胞に作用し骨形成を促進：IGF-Ⅰ,·-Ⅱ、TGF-β、PGE の産生を促進
骨芽細胞の TGF-β、EGF の受容体数を増加
持続的投与は骨の異化作用を示すが、間欠的投与では同化作用を示す

サイトカイン

bFGF·(FGF-2) bFGF 単回投与は閉鎖性長管状骨骨折モデルで仮骨を増大するが骨癒合は促進しない ?
bFGF 単回投与は骨切りモデルで骨の増大と力学強度が有意に増加する ?
rhFGF-2 製剤局所単回投与は脛骨骨折治癒促進に有効である ?

BMPs
BMP-2,·BMP-7 rhBMP-2 と rhBMP-7 は未分化間葉系細胞の ALP 産生量を増加し骨原性細胞への分化

を促進する
rhBMP-2 は骨折治癒の早期に、rhBMP-7 は後期に作用する

BMP-6,·BMP-9 BMP-2 や BMP-7 より未分化間葉系細胞から骨芽細胞への分化や骨再生を促進する作
用が強い
noggin の発現を抑え、lysine·(Lys-60) 残基が noggin 抵抗性を示す

BMP-2/7 骨再生能と骨折治癒力が向上する
noggin の発現を抑えるとともに、noggin による抑制は受けない

BMP-2/6 BMP レセプターとの結合性と骨再生能が強化される

Sclerostin モノクロナール抗体投与により霊長類でも骨形成が促進

α2-HS-glycoprotein·
(Ahsg)

外因性 BMP の骨形成能をコントロールできる
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た、骨の長軸方向に圧迫力を加えると仮骨が形成
され骨の肥厚が起きること、骨の圧迫により電気
が生じることから骨に電気的刺激を加えると陰極
周辺に多量の仮骨形成を生じるが陽極側には少量
の仮骨を生じるのみであることを見出した。こ
のような仮骨を電気的仮骨と命名した 4）。この報
告を機に各種の電気刺激法が考案された。これ
には直流電気刺激法、交流電気刺激法、パルス
電磁場法、容量結合電場（Capacitively·Coupled·
Electric·Field：CCEF）法などがある。

　　a.·直流および交流電気刺激法
　　　·　経皮的に鋼線を刺入し、偽関節部に微弱電流

を通電する方法では、直流電流を使用した場
合 429 例中 73.4％に有効だったと報告されてい
る 5）。また、創外固定器で刺入ピンを刺激電極
として使用した交流電気刺激法では、外傷性偽
関節症例で 86.5％に有効だったと報告されてい
る 6）。交流は極性が交互に変化するため均一な
骨増生が期待でき、直流電気刺激法に見られる
陽極酸化を考慮する必要が無いなどの長所を持
つ。

　　b.·パルス電磁場法
　　　·　定磁場の中で骨を磁場と垂直方向に動かすと

電流が生じることから、コイルに通電して磁場
を変動させることにより骨に電流を流して骨癒
合を促進しようとする試みもなされている。四
肢長管状骨の遷延治癒骨折および偽関節に対す
る電磁場刺激療法により 85％前後の有効率が
報告されている 7）。

　　c.·CCEF 法
　　　·　骨折部あるいは偽関節部を挟む 2 か所の皮膚

にそれぞれ皮膚電極を貼付し、2 つの電極間に
60kMz,·2.5 ～ 10.0V の正弦交流波をかける方法
である。体表面から骨組織への刺激が可能な非
侵襲法であることが特徴であり、廃用性骨萎縮
や骨延長時の仮骨形成不全等にも応用可能と考
えられる。脛骨偽関節 28 症例に対し CCEF 法
を施行し、直流刺激、自家骨移植術と治療成績
の比較を行った研究では、これらの治療法間に
有意差はなかった 8）。

　　　·　このように電気刺激による骨増生促進効果は
多数報告されているが、その機序は多様で未だ

明らかにされていない。細胞内DNA合成促進、
細胞膜荷電の変化、コラーゲン線維の増殖、骨
細胞アルカリフォスファターゼの活性化、軟骨
細胞の細胞外基質中のグルコサミノグリカンの
合性能の上昇、骨癒合不全部の血管増生、局所
組織酸素濃度の低下および pH の上昇など様々
な要因が挙げられている。臨床症例が増加する
中で、その骨形成促進効果のメカニズムを早急
に解明する必要がある。

　③低出力超音波
　　·　ウサギの排骨骨折に対し 30mW/cm2 の低出力

パルス超音波（low·intensity·pulsed·ultrasound）
照射実験を行ない 70% の骨癒合率が得られたと
報告されて以来 9）、低出力超音波に関する多くの
研究がなされてきた。低出力超音波による骨折治
癒における炎症過程の短縮、血管新生の促進、骨
再生に関する酵素活性の増大効果が報告されてい
る。これらの効果は、低出力超音波を照射すると
骨折部周囲で低圧力の泡が急激に衝突あるいは発
生して破壊された骨組織を侵食するキャビテー
ション（cavitation）を生じ、そこでマイクロス
トリミング（microstreaming）現象が起こり骨
細胞を機械的に刺激するため、骨芽細胞の新生
が促進されることによると考えられている。治
療では周波数 0.5 ～ 4.9MHz、出力 30mW/cm2 ～
1W/cm2、オンオフ・タイム比 1：4 の条件下に
パルス照射を行い、これを 1 日 2 ～ 20 分、2 ～ 3
週間継続する。

２）ビタミンとホルモン
　次に、ビタミンＤと副甲状腺ホルモンについて詳述
する。
　①ビタミンＤ（vitamin�D）：
　　a．ビタミン D の役割
　　　·　ビタミンDは食物として吸収されたり、皮膚で合

成され、肝臓へ輸送されて 25-hydroxyvitamin·
D;·25(OH)D になる。さらに、25(OH)D は腎臓
に運ばれ 1,25-dihydroxy-vitamin·D;·1,25(OH)2D
になる。これが強い生物活性を示し、活性型ビ
タミン D と呼ばれる。1,25(OH)2D は核内に存
在するビタミン D 受容体（vitamin·D·receptor;·
VDR）と結合する。リガンドに結合したビタ
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ミンＤ受容体は標的遺伝子のビタミンＤ応答領
域（vitamin·D·responsive·element;·VDRE）上
に 9-cis レチノイン酸の受容体であるレチノイ
ン X 受容体（retinoid·X·receptor;·RXR）とヘ
テロ 2 量体を形成する。さらに、コアクチベー
ターと呼ばれるタンパク質を介して基本転写因
子を活性化し、標的遺伝子のタンパク質合成を
促進する。

　　　·　活性型ビタミンＤの血中濃度はカルシウム濃
度や副甲状腺ホルモンによるフィードバックを
受け、（１）小腸でのカルシウム吸収を促進、（２）
骨石灰化促進、（３）副甲状腺におけるホルモ
ン分泌抑制などの役割を担う。

　　b．ビタミン D の骨折治癒促進効果
　　　·　ビタミン D の椎体と非椎体の骨折予防効果

に関し、10 編近くのメタアナリシスが行われ
ているが、いずれも通常の投与用量では効果な
しと判定している。効果ありとする報告も投与
用量は 700 ～ 800IU/日以上の高用量であった
り、400IU/日以上でカルシウムと併用してい
る。現在臨床で認可されている 1α,25(OH)2D·1
μg（=40IU）の用量では骨折治癒促進効果は
期待できないと思われる。

　②�副 甲 状腺ホルモン（parathyroid�hormone:�
PTH）：

·　　a.·PTH の役割
　　　·　PTH は副甲状腺主細胞により産生されるペ

プチドホルモンである。細胞外イオン化カル
シウム濃度の低下により PTH 分泌は促進さ
れ、カルシウム濃度が高くなると PTH の分泌
が低下する。副甲状腺細胞膜上にはカルシウム
感知受容体が存在する。細胞外カルシウムは
この受容体に作用し、Gq タンパク質 - ホスホ
リパ－ゼ C- イノシトール三リン酸系を介して
副甲状腺細胞内のカルシウム濃度を上昇する。
PTH は腎近位尿細管で 25-hydroxyvitamin·D-1
α-hydroxylase 活性を上昇させることにより
1,25(OH)2D の産生を促進し、遠位尿細管でのカ
ルシウム再吸収を促進する。さらに PTH は骨
吸収を促進することにより、血中へのカルシウ
ム動員を促進する。PTH は破骨細胞に作用し
て骨吸収を促進する一方で、骨芽細胞に対して

はインスリン様増殖因子（insulin-like·growth·
factor:· IGF- Ⅰ ,· - Ⅱ）、TGF-β、prostaglandin·
E（PGE）の産生を促進する。さらに、骨芽
細 胞 の TGF-β、 上 皮 増 殖 因 子（epidermal·
growth·factor:·EGF）の受容体数を増加させる。
PTH はこれらのサイトカインの作用を介して、
あるいは骨芽細胞の分化や増殖を促進すること
により、骨形成を更新している。

　　b.·PTH の骨折治癒促進効果
　　　·　外因性の PTH を持続的に投与した場合は骨

に対し異化作用を示すが、間欠的に投与した場
合には同化作用を呈する。遺伝子組み換え型ペ
プチドとして full· length の PTH（1-84）と N
末端の 34 アミノ酸から成る PTH（1-34）が開
発されており、その生理作用もこれと同じと考
えられている。また、PTH（1-34）の間欠投与
は骨折治癒過程において仮骨形成を促進し、力
学強度を著明に増加させると報告されている 10,·

11）。中島らは、ラット閉鎖性大腿骨骨幹部骨折
モデルを用い、PTH の骨折治癒促進効果を検
討した 12）。その結果、PTH の単回投与は膜性
骨化を促進したが、内軟骨性骨化には影響を及
ぼさなかった。IGF-I·mRNA は骨膜下の骨芽
細胞様細胞や骨梁周囲の成熟骨芽細胞に発現が
認められ、PTH 投与群において有意に発現が
増加されていたと報告した。この結果、PTH
による骨へのアナボリック作用は IGF-I を介す
ることが確認されたとしている。今後、骨折型
と PTH の投与法に関する検討が望まれる。

３）　サイトカイン
　最近の研究により、骨折発生直後から骨再生までの
分子生物学的カスケードの詳細が明らかになろうとし
ている。特に注目されているサイトカインは塩基性
線維芽細胞増殖因子（basic·fibroblast·growth·factor:·
bFGF）と骨形成因子（BMP）である。これらについ
て詳述する。
　① bFGF（FGF-2）：
　　a.·bFGF の役割
　　　·　FGF ファミリーは現在までに 23 のサブタイ

プが報告されており、そのシグナルは 4 つの
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FGF·受容体（FGFR1-4）によって細胞内に伝
達される。骨折直後にヒト遺伝子組み換え型
bFGF100μgを骨折部に単回投与した実験から、
閉鎖性長管状骨骨折において bFGF 単回投与
は仮骨を増大する作用があるものの骨癒合は促
進しないと中島らは結論付けている 13）。これ
に対し、骨切りモデルを用いた他の研究では、
長管状骨骨幹部骨折に対して bFGF を骨折部
に単回投与することにより、仮骨の増大と力学
強度の有意な増加が認められたと報告されてい
る 14）。骨折モデルは完全な閉鎖性骨折である
ため骨折部にリクルートされる未分化間葉系細
胞の多くは軟骨細胞分化に向かい、投与された
bFGF·は骨膜に存在する前骨芽細胞に選択的に
作用する。一方、骨切りモデルでは骨折部近傍
の未分化間葉系細胞が骨折部から大量に流出
し、bFGF·は骨膜に存在する前骨芽細胞に選択
的に作用することが結果の異なる原因であろう
と中島らは考察している。

　　b.·臨床症例への投与結果·
　　　·　中村らは脛骨骨幹部の新鮮骨折患者 71 例を

対象に、ランダム化プラセボ対照二重盲検比
較試験を行った 15）。プラセボ群（ゼラチンゲ
ル製剤のみ）、低用量群（0.8·mg·recombinant·
human（rh）FGF-2 含有ゼラチンゲル製剤）、
高用量群（2.4·mg·rhFGF-2 含有ゼラチンゲル
製剤）の 3 群に無作為割付し、固定手術直後の
骨折部に各製剤を注射投与した。投与後 24 週
間にわたり 2 週間毎にレントゲンで骨癒合を評
価した。骨癒合までの日数はプラセボ群に対し
て低用量群では 28 日、高用量群では 27 日短縮
されたが、低用量群と高用量群の間に有意差は
無かった。24 週後でも癒合していない症例は、
プラセボ群、低用量群、高用量群でそれぞれ 4、
1、0 例だった。以上の結果から rhFGF-2 製剤
局所単回投与は脛骨骨折治癒促進に有効である
と結論付けている。しかし、骨折型と治療法、
骨癒合の診断法などの問題があり、さらに多角
的な分析が必要と思われる。

　　　·　bFGF の局所投与が骨折治療の選択肢になる
かどうかは、今後の基礎研究と臨床データーの
蓄積が待たれる。

　②BMPs:
　　·　表２に骨折後における BMP の発現時期を示し

た。BMP ファミリーは 20 種にお·よび、TGF- β
スーパーファミリー中のサブファミリーを構成·
す·る。骨では骨前駆細胞、骨芽細胞、軟骨細胞、
血小板が BMP を分泌する。

　　a.·BMP-2 と BMP-7
　　　·　rhBMP-2 と rhBMP-7 の骨形成能を比較した

試験では 16）、in·vitro においてともに未分化間
葉系細胞の alkaline·phosphatase：ALP 産生量
を増加し骨原性細胞への分化を促進したが、こ
の産生量は rhBMP-2 が rhBMP-7 よりはるかに
多かった。しかし in·vivo では rhBMP-7 の方
が大きな骨を形成し、骨量やミネラル含有量が
多かった。これに対し、in·vivo でも rhBMP-2
の方が rhBMP-7 より骨形成能が高いとする報
告もある 17）。このように結果が異なるのは、
骨折治癒過程における両者の作用時期と機序
の相違によるものと思われる（表２）。さら
に、BMP を投与するには担体（carrier あるい
は scaffold）が必要であり、投与する骨折部位
と状態が異なるなど成績に影響する因子も多い
18）。このため、骨折部位の状況に応じて適正な
担体を選択し、rhBMP-2 は骨折治癒の早期に、
rhBMP-7 は後期に局所で徐放されるように設
計する必要があると思われる。副作用として

表２：骨折後における BMP の発現時期

名　称 炎症期
1-6 病日

軟骨形成期
7-9 病日

骨形成期
10-30 病日

BMP-2
(BMP-2 Ａ ) + - +

BMP-3
(osteogenin) - - +

BMP-4
(BMP-2B) - - +

BMP-5 + + +
BMP-6
(Vgr-1) + + +

BMP-7
(OP-1) - - +

BMP-8
(OP-1,·BMP-8B) - - +
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は、rhBMPs や担体として使用した牛コラーゲ
ンに対する抗体の産生、大量に投与した場合は
異所性骨化、癌細胞活性化等が報告されている
19,·20）。

　　b.·BMP-6 と BMP-9
　　　·　BMP-6,·BMP-9 の 方 が BMP-2 や BMP-7 よ

り未分化間葉系細胞から骨芽細胞への分化 21）

や骨再生を促進する作用が強い 22）との報告が
ある。また、アデノビールスを BMP-6 のベク
ター（AdBMP-6）としてラットに使った実験
では膜性骨化、内軟骨性骨化ともに AdBMP-2
や·AdBMP-4 より石灰化と骨形成が早期に進行
している 23）。BMP-6 は BMP レセプターの活
性化、骨芽細胞への分化、骨折治癒の促進効
果が BMP-7 より顕著であるとする報告もある
24,·25）。これらの効果は BMP のアンタゴニスト

（antagonist）である noggin の発現を抑える働
きだけでなく、60 番目に位置する lysine（Lys-
60）残基が noggin 抵抗性を BMP-6 に付与し
ている。BMP-9 も Lys-60 を持ち、noggin に
は抑制されない 25,·26）。したがって、Lys-60 を
BMP-2 や BMP-7 に導入すれば、noggin 抵抗性
を増強できる可能性がある。BMP-2/7 ヘテロ
ダイマー（heterodymer）も作製され、骨再生
能と骨折治癒力が向上するだけでなく、noggin
の発現を抑えるとともにほとんど noggin によ
る抑制は受けないと報告されている27,·28）。また、
BMP-2/6 のヘテロダイマーも作製され、BMP
レセプターとの結合性および骨再生能強化が認
められた 29）。

　　c.·抗体やアンタゴニストの併用
　　　·　TGF-βは骨折治癒初期に BMP による骨芽

細胞への分化を刺激するが後期には抑制する。
さらに、骨芽細胞の石灰化も抑えることを考慮
すれば、TGF-βと BMP を初期に投与し、後
期にアンタゴニストを投与すれば骨折治癒が促
進される可能性がある 30）。また、間接的 BMP
のアンタゴニスト sclerostin に対するモノクロ
ナール抗体を投与すると霊長類でも骨形成が促
進されたと報告されている 31）。さらに、BMP
の阻害剤（inhibitor）α2-HS-glycoprotein（Ahsg）
は外因性 BMP の骨形成能をコントロールする

ことができた 32）。サルの骨形成にはウサ·ギや
イヌ·の数倍·高用量の BMP を要した。このよ
うな種·差·の原·因·は、BMP 応答細胞数や応答
性の違い、あるいは骨代謝回転速度の違·いに·
よる·ものと推·測·される。ヒトで BMP の効果
を効率よく発現させるためには、単に BMP の
投与量を増やすのではなく、BMP に対する抗
体やアンタゴニストの発現を制御することによ
り効率よく骨癒合を促進できる可能性がある。

５．最後に

　骨折治癒は炎症期、修復期（仮骨形成期）、リモデ
リング期の順に進行し、内軟骨性骨化と膜性骨化の異
なる骨化過程が生ずる。それぞれのステージで異なる
細胞が出現し作用する。したがって、一種類の薬剤投
与で骨折治癒過程の全てのステージを制御することは
不可能である。それぞれの治癒過程で出現する細胞の
分化、増殖に有効なサイトカイン、細胞成長因子を骨
折局所に投与する方法が理想的である。しかし、臨床
応用を考えた場合、安全で効率的に局所で作用させ
るためには担体（drug·delivery·system：DDS）の使
用が求められ、各種の担体が開発されている。また、
ヒトの BMP に対する感受性はげっ歯類に比べて極端
に低く、骨形成には高用量の BMP が必要である。こ
の問題を解決するためには BMP-2,· -7 など骨形成性
BMP を投与するだけなく、noggin 等のアンタゴニス
トを抑制する必要がある。一方、電気刺激や超音波な
どの物理刺激、メカニカル・ストレスが骨折治療に応
用されている。この骨形成促進作用機序は骨細胞に直
接作用するものではなく、ホルモン、成長因子、サイ
トカインを介して作用すると考えられるようになって
きた。これらの物理刺激をうまく併用することにより、
低用量のサイトカイン等の薬剤で効率よく骨折治癒を
促進できるのではなかろうか。
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抄　録

　骨癒合不全や遷延治癒に対し骨折治癒過程を賦活化する目的
で、物理刺激療法あるいはホルモンやサイトカイン等を用い
た薬剤治療が盛んに研究されている。物理刺激療法としては
直流電気刺激法、交流電気刺激法、パルス電磁場法、容量結
合電場（Capacitively·Coupled·Electric·Field：CCEF）法ある
いは低出力超音波の有効性が確認され、すでに臨床応用されて
いる。一方、最近注目されている塩基性線維芽細胞増殖因子

（basic·fibroblast·growth·factor:·bFGF）や副甲状腺ホルモン
（parathyroid·hormone:·PTH）の研究も進んではいるが、骨折
治癒促進に関する評価はいまだ一定しない。骨形成因子（bone·
morphogenic·protein:·BMP）は最も研究の進んでいるサイト
カインであり、その作用機序と効果が解明されつつある。しか
し、ヒトの BMP に対する感受性はげっ歯類に比べて極端に低
く、骨形成には高用量の BMP が必要である。この問題を解決
するために、noggin 等 BMP に対するアンタゴニストを抑制す
る方法も考案されている。本稿では、これらの方法による骨折
治癒過程や治癒促進の可能性を最近の知見を交えて検討した。

Abstract

·To·accelerate·bone·healing·process·various·procedures·
of·physical·stimulation·or·hormone·and·cytokine·therapy·
have·been·developed.·As·a·physical·stimulation,·direct·or·
alternating·electric·current·stimulation,·pulse·electromagnetic·
field·stimulation,·capacitively·coupled·electric·field·(CCEF)·
and·low-energy·ultrasound·therapy·are·already·clinically·
used.·While,·basic·fibroblast·growth·factor·(bFGF)·or·
parathyroid·hormone·(PTH)·has·attracted·attention·recently.
·However,·their·efficacy·to·facilitate·bone·healing·has·not·
received·recognition,·yet.·The·mechanism·of·action·and·
positive·effects·on·fracture·healing·of·bone·morphogenic·
protein·(BMP),·one·of·the·most·earnestly·investigated·
cytokines,·have·being·elucidated.·Sensitivity·of·human·to·
BMPs,·however,·is·very·low·compared·to·rodent,·and·high·
capacity·of·BPM·is·needed·to·enhance·human·fracture·
healing.·Therefore,·combination·therapy·of·BMP·and·its·
antagonist·such·as·noggin·is·investigated·recently.·In·this·
article,·I·will·comment·on·healing·process·and·influence·
factors·of·bone·fracture·accompanied·with·trend·reports.
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　１）松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学
　２）東京大学医科学研究所　先端医療研究センター
　　　分子療法分野　組織工学研究グループ
　３）長崎大学医歯薬学総合研究科　顎・口腔再生外科

１．再生医療とは

　再生医療とは、失われた組織や臓器を、人工物や臓
器移植ではなく「再生」によって修復する新たな医療
である。本来生体には再生する能力がある。切り傷が
治ったり骨折部位が再びつながったりする現象は普段
見慣れた「再生」現象であるが、残念ながらヒトの持
つ再生の能力には限界があり、一定以上の大きな傷跡
は消えることがない。また、大きな骨の欠損は欠損と
して残ってしまう。ここに再生に必要な要素を人為的
に加えることで、本来なら再生できない欠損をも再生
させることができれば、移植組織の採取やドナーを必
要としない理想的な医療が可能となる。これが再生医
療である。再生医療にはさまざまな方法が考えられて
いるが、特に、細胞や細胞を支える生体吸収性（生体
内で吸収されてしまう素材）の担体、そして増殖因子
などを用いることで組織再生を目指す方法はティッ
シュエンジニアリングと呼ばれており、骨再生を含め
て多くの再生医療の重要な手段となっている（図１）1）。
　細胞を用いた再生医療は 1980 年代に行われた培養
皮膚移植が最初であるが 2）、それ以後軟骨、角膜、骨

の再生が実用化、あるいは実用化に向けた治験の段階
となっている。

  図１：ティッシュエンジニアリングの概念
··　　　·生体吸収性の足場は移植後吸収される。徐々に足場は吸収し、細

胞（骨細胞）と細胞から分泌されたマトリックス（骨基質）だけ
が残る

１）Department·of·Oral·and·Maxillofacial·Surgery,·Matsumoto·Dental·
　　University·School·of·Dentistry
２）Tissue·Engineering·Research·Group,·Division·of·Molecular·
　　Therapy,·The·Advanced·Clinical·Research·Center,·The·Institute·
　　of·Medical·Science,·The·University·of·Tokyo
３）Department·of·Regenerative·Oral·Surgery,·Nagasaki·University,·
　　Graduate·School·of·Biomedical·Science,·Unit·of·Translational·
　　Medicine
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２．骨髄間質細胞について

　再生医療の重要な手段であるティッシュエンジニア
リングにおいて、最も重要な要素は細胞である。担体
は細胞の機能を手助けすることができ、増殖因子は細
胞の機能を調節する。しかしながら、生体の中で実際
に必要な組織を構築することができるのは細胞だけで
ある。再生には、細胞の中でも特に幹細胞と呼ばれる
特殊な細胞群が重要な役割を担うものと考えられてい
る。
　幹細胞とは、細胞分裂の際に自らと同じ細胞を作り
出す（自己複製、self-renewal）能力と、さまざまな
種類の細胞に分化することのできる能力（多分化能、
pluripotency）を持つ細胞と考えられている。幹細胞
には、受精卵由来の胚から作成される胚性幹細胞と、
成体の組織中に存在する体性（組織）幹細胞とがある。
胚性幹細胞の代表的なものが embryonic·stem·cells

（ES 細胞）である。近年、幹細胞ではない成人の分
化した細胞に ES 細胞に含まれる遺伝子を導入するこ
とで、ES 細胞様の細胞が作り出せることが報告され、
induced-pluripotent·stem·cells·（iPS·細胞 ) と名付けら
れた 3）。ES 細胞や iPS 細胞には、体を構成するほと
んどの組織へと分化することのできる多能性がある。
しかしながら、ES 細胞には生命の萌芽である胚を破
壊するという倫理的問題や、もともと移植後に腫瘍を
形成するという問題がある。iPS 細胞も移植後は ES
細胞と同様に腫瘍を形成することから、医療への応用
にはどちらもまだ高いハードルがある。したがって、
現在再生医療の臨床に主に用いられているのは体性幹
細胞である。生体はおよそ 60 億の細胞からできてい
るといわれているが、それらの細胞は生涯同じではな
く、ほとんどの組織では常時新しい細胞への交換が行
われている。そして細胞の供給源となるのはそれぞれ
の組織中の体性幹細胞と考えられるため、理論的には
体性幹細胞はほぼすべての臓器や組織中に存在すると
考えて良い。その中で、最も良く研究され、また臨床
でも利用されている細胞の一つが骨髄由来の間葉系幹
細胞である 4）。
　骨髄由来間葉系幹細胞の研究の歴史は古く、1966
年には Friedenstein らによって骨髄中に骨を作るこ
とのできる細胞の存在が報告されている 5）。さらに、

同グループは骨髄中から線維芽細胞様の細胞を培養
し 6）、その後この細胞が骨を形成することのできる細
胞であることを証明した 7）。この細胞はたった一つか
らでも増殖してコロニー（細胞集団）を形成すること
ができることから、colony·forming·units-fibroblasts·

（CFUs-F）と名付けられた。1990 年代になって、
CFUs-F は骨だけではなく軟骨や筋など間葉系の様々
な細胞に分化することが報告され、mesenchymal·
stem·cell（間葉系幹細胞）と呼ばれるようになった

（Caplan,·1991）8）。この細胞が、現在骨再生治療に用
いられている細胞である。
　実際の細胞培養の方法としては、腸骨に局所麻酔下
で骨髄穿刺針を挿入し、シリンジにて骨髄液を吸引す
る。特に骨形成能を持つ細胞を培養するためには、陰
圧をかけることが重要と考えられている。得られた骨
髄液中に存在する細胞の大半は血球など血液由来の細
胞であり、培養皿に接着することはない。しかしなが
ら、骨形成能を持つ細胞はディッシュ上に接着し、コ
ロニーを作って増殖するため、選択的な培養が可能で
ある。しかしながら、接着して増殖する過程で細胞は
分化し、徐々に多能性を失う。したがって、実際に骨
髄から細胞培養によって得られる細胞の多くはすでに
自己複製能や多能性といった幹細胞としての性質を
失っている。また、もともと接着する細胞のすべてが
幹細胞ではない 9）。したがって、最近では純粋な幹細
胞分画との区別をするために、骨髄から得られた接
着性の細胞は間葉系幹細胞（MSC）ではなく、多能
性間質細胞、あるいは骨髄間質細胞という名称が推
奨されている 10,·11）。われわれは、上記の理由から接
着性のみで分離した骨髄細胞は骨髄間質細胞（Bone·
marrow·stromal·cells,·BMSCs）と呼んでいる 4）。

３．歯槽骨再生治療の基礎

　歯科用インプラントは、使用感の良さや咀嚼機能の
高さから従来の義歯に代わる治療として定着してお
り、さらに希望者は増える傾向にある。しかしながら、
インプラントを希望する患者の多くは歯周病によって
歯を失っており、歯周病による骨吸収に加えて、歯の
喪失や義歯による圧迫の影響などで十分な歯槽骨が無
い症例も少なくない。近年、歯槽骨萎縮の患者に対応
するために、短いインプラントやさまざまな骨造成の
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という訳ではなく、培養過程が骨再生能に大きな影響
を与えることが明らかとなってきた。骨髄液中の接着
性細胞由来である骨髄間質細胞には、間葉系幹細胞の
他に幹細胞より分化した前駆細胞、骨芽細胞、脂肪細
胞などさまざまな細胞分画が含まれている。その中
で、骨を形成することができるのは骨芽細胞や骨芽細
胞に分化することのできる幹細胞 / 前駆細胞と考えら
れる。これらの骨形成性細胞は培養期間を通じて一定
数存在するわけではなく、培養を続ける過程で急速に
失われる 14）。培養条件にもよるが、これまでのヒト
細胞を用いた実験結果からは、4 継代以降の骨髄間質
細胞はほとんど骨形成能をもたないことが示されてい
る（図２）9）。また、培養期間を長くすることによっ
て遺伝子変化や感染などの機会も増加すると考えられ
るため、安全性も担保されにくくなる。骨の再生には
培養が有利であるものの、培養は一定の培養期間に留
めることが重要であり、大量に増幅した細胞を治療に
用いることは好ましくないと考えられる。実用化とい
う面ではドナーからの細胞を大量に培養して製品とし

テクニックが紹介されている。しかしながら、重度の
歯槽骨萎縮では骨移植が必要とされるため、患者の負
担は大きく、より侵襲の少ない効率的な骨再生法の開
発が求められている。中でも、患者自身の細胞を用い
た骨再生治療には多くの期待が寄せられている。
　細胞を用いた骨再生治療には、腸骨由来の骨髄間質
細胞（BMSCs）が最も多く用いられている。他の組
織と比較して、骨髄には比較的多くの間葉系幹細胞が
含まれているが、それでも骨髄液に含まれる細胞中の
0.01% 未満に過ぎない 12）。骨髄移植のように 400 ～
1,200ml といった大量の骨髄液を採取する場合はとも
かく、歯槽骨再生を希望する患者に大きな侵襲を与え
ることは現実的ではない。したがって、骨再生に十分
な細胞数を得るためには、培養により細胞を増幅する
操作が必要とされる。ラットを用いた実験からは、培
養による増幅後の骨髄細胞を用いることで、培養前の
細胞と比較して約 50 倍の骨を再生することができた
と報告されている 13）。
　しかしながら、どのように細胞培養を行っても良い

図２：·in·vivo 骨形成能の継代変化
　　　·１継代目では全移植サンプルが in·vivo で骨形成を示したが、骨形成を示すサンプルの割合は継代ごとに減少し、４継代目以降で骨形成を示すサンプル

は存在しなかった。
　　　·a：in·vivo 移植実験による骨形成率、b：各継代毎の ALP 活性、c：移植された細胞による再生骨の組織像（HE 染色）。

　　　　 骨形成能有り　　　　　　　　　骨形成能有り　　　　　　　　骨形成能有り（少）　　　　　　　骨形成能無し
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て供給することが望ましいが、少なくとも骨再生につ
いては一人のドナーから多くのロットの細胞を供給す
る他家移植ではなく、患者本人の細胞を用いる自家移
植のテーラーメード的な医療が適している。
　骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生治療では、通常骨
髄液由来の接着性細胞を 3 － 5 週間程度培養後、移植
が行われている。CFUs-F の発見以来 40 年以上にわ
たって数多くの骨再生の研究報告が行われているにも
関わらず、現在までヒト骨髄間質細胞に関して広く受
け入れられている共通の培養方法や分化誘導方法はな
い。もちろん大きくは決まった流れがあり、また分化
誘導には共通の試薬が用いられて、様々な培養方法で
も骨再生が得られることは事実である。しかしながら
特にヒト細胞では細胞の個体差が大きく、また培養や
分化誘導、細胞播種などの方法によって、同じ細胞を
用いても骨再生が得られる場合と得られない場合があ
るなど、ラットなどの動物細胞と比較して、より厳密
な細胞調製プロトコルが必要である。
　臨床応用のための細胞調製方法が一定の方法に集約
できていない理由として、以下の事情があると考えて
いる。第 1 に、骨髄間質細胞の種差の問題がある。培
養によって得られる細胞分画、分化誘導刺激に対する
反応性などには動物とヒトでは大きな差があり、最終
的にはヒト細胞を用いた検討が必須である。しかしな
がら、ヒト由来の細胞は容易に週入手することができ
ず、行うことのできる実験数も限られたものにならざ
るを得ない。第 2 の理由として、最適化すべき項目の
多さや複雑さがあげられる。例えば、骨再生に用いる
担体を一つとっても多孔質、顆粒状、繊維状などの形
状あり、さらに多孔質にはさまざまな径の大きさや気
孔率の違いがある。顆粒状の担体では顆粒の大きさや
表面性状に種々な工夫がされている。一方材質につい
てもハイドロキシアパタイト、β‐TCP、これらのハ
イブリッド、コラーゲンなど多くの選択肢がある。こ
れまでの研究から、担体の形状や材質が異なることで、
最適な細胞の培養や分化のプロトコルも異なることが
知られている。さらに、用いる培地、血清の種類や濃度、
細胞の播種密度、継代数、分化誘導の有無、用いる試
薬と濃度、分化誘導期間などがあり、一つの要素を変
更することは他の要素にも影響を与えるため、理論上
膨大な数の比較検討が必要となる。第 3 の理由は、骨
再生能の評価方法にある。細胞の持つ骨再生能は、骨

芽細胞にみられる酵素活性や骨関連マーカーの発現に
よって検証されることが多い。これらの骨マーカーは
in·vitro で実験可能であり、比較的簡便である。した
がって基礎的な検討では有用であるものの、実際に移
植後の in·vivo での骨再生能とは必ずしも一致するも
のではない 9）。動物実験モデルにも問題はあるももの、
われわれは現時点において動物へのヒト細胞の移植が
最も実際の骨再生能を反映したものと考え、その結果
のみに基づいた最適化を行うことを心掛けている。検
討すべきことはあまりに多いため、われわれは歯科領
域、特にインプラント治療に有用な顆粒状の生体吸収
性担体に絞り、さまざまな要素の最適化を行ってきた。
これまでの多くの報告とこれらの基礎研究を総合する
ことで、少なくとも安定した骨再生が得られるヒト骨
髄間質細胞の調製法については一定の方向性が示せた
と考えている 9）。

４．歯槽骨再生の臨床研究

　骨再生の臨床研究の結果は、2001 年にイタリアの
Cancedda らのグループにより初めて報告された 15）。
この臨床研究の対象となったのは整形外科領域の長管
骨の区域欠損であり、多孔質のハイドロキシアパタイ
トのブロック上に患者本人由来の骨髄間質細胞を培養
して播種後移植するもので、現在行われている歯槽骨
再生治療とほぼ同様のコンセプトに基づいている。そ
の後 2007 年には同じグループから 6 ～ 7 年の経過報
告が発表され、再生骨の長期安定性や有害事象の発生
がなかったことが報告されている 16）。
　一方歯科領域においては、2004 年に Yamada らが
骨髄液中の間葉系幹細胞による歯槽骨再生の臨床研
究の結果を報告している 17）。間葉系幹細胞を培養し、
患者本人の末梢血から採取された多血小板血漿（PRP）
とともに移植するものである。歯槽骨上の垂直的な骨
量の不足に対して、インプラントの埋入と同時に培養
細胞の移植を行い、3 例全例で骨再生が認められた。
その後の 2008 年の報告では、同様の方法によって 12
例（16 部位）の患者に対して上顎洞底挙上術を行い、
全症例において骨再生が認められるとともに、41 本
のインプラントすべてでインテグレーションが得ら
れたと報告している 18）。同じく 2004 年に Schimming
と Schmelzeisen らは、下顎角部から採取された骨膜
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細胞による骨再生の臨床例を報告している 19）。27 症
例のうち、一期的にインプラントの埋入まで行った症
例が 12 症例、二期的にインプラントの埋入を行った
のは 15 症例であった。最終的には 27 例中 16 例にて
骨再生とインプラントの植立に成功しており、これら
の症例では培養細胞を用いた歯槽骨の再生医療は、有
用であったと考えられる。一方、二期的にインプラン
トの埋入を計画した 15 例中、8 例では骨形成が認め
られなかったと報告している。骨形成の得られなかっ
た症例がすべて二期的なインプラントを予定した症例
であったことから、一期的な手術が困難な重度の歯槽
骨萎縮症患者に対しては、血流など再生のための条件
に課題あることを示唆している。間葉系幹細胞を用い
た歯槽骨再生については、オランダのグループから
も臨床研究の結果が報告されている 20）。Meijer らは、
患者の腸骨より採取した骨髄液から間葉系幹細胞を単
離培養し、ハイドロキシアパタイトの担体上に播種し、
さらに 1 週間骨芽細胞へと分化誘導後移植を行った。
6 例中 1 例では上顎洞底挙上術が行われ、5 例では歯
槽部への骨造成が行われた。インプラント埋入部にお
ける生検の結果、6 例中 3 例（歯槽頂 2 例、上顎洞 1 例）

で移植部における骨再生を認めた。しかしながら、2
例では骨再生は自家骨の近傍のみであるため、隣接す
る骨組織からの誘導によるものではないかと推測して
おり、残りの 3 例では骨再生が認められなかったと報
告している。これまでの臨床研究の結果からは、用い
られている培養プロトコルや移植スケジュールには違
いがあるものの、自己骨髄間質細胞を用いた骨再生治
療の安全性については確立しつつある。一方、治療効
果については一期的なインプラント埋入が可能な症例
については比較的好成績である反面、一期的なインプ
ラントの埋入が困難な重度の歯槽骨萎縮症に対する有
効性については、十分なエビデンスが不足していると
いえる。
　東京大学医科学研究所では、先行する臨床研究とし
て平成 16 年より平成 21 年まで「自己骨髄由来培養骨
芽細胞様細胞を用いた歯槽骨再生法の検討」を行って
いる。本臨床研究では、腸骨由来の自己骨髄間質細胞
を培養し、患者末梢血より調製された PRP と自己ト
ロンビンとともにゲル化し、さらにβ-TCP の顆粒と
混合して移植を行った（図３）。8 名の被験者に対し
て細胞の移植が行われ、CT や組織学的評価では全例

　　　　　　　 図３：東京大学医科学医科学研究所における歯槽骨再生臨床研究の流れについて
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で骨再生を認め、骨再生部に埋入されたインプラント
についても良好な予後が得られている。一方、細胞移
植後 6 ヶ月の時点における再生骨の骨占有率には個体
差が認められた。CT 所見からは、全症例で移植後一
年以内には自家骨と区別ができない状態となっている
ことから、移植後 6 ヶ月で認められた患者間の個人差
は、骨再生速度の差と考えられた。臨床例では骨欠損
部位の形態や大きさに個体差があるため、それが骨再
生の速度に影響を与えたことが推測される。しかしな
がら、移植された細胞についても細胞増殖や ALP 活
性に大きな個体差が認められているため、細胞の骨再
生能自体が個体差に影響を与えている可能性が考えら
れた。そこで、われわれは in·vivo での骨形成能に基
づいて細胞の培養条件を再検討し、さらに顆粒状の担
体を用いた場合の播種方法や分化誘導条件を最適化す
ることで、個体差の影響を軽減し、安定した骨再生を
達成するための新たなプロトコルを作成した。具体的
な相違点としては、移植する細胞の継代数、細胞の播
種密度、播種方法、分化誘導期間、移植時の PRP の
使用の有無、塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）の
使用の有無などである。この新たなプロトコルに基づ
いた臨床研究は平成 22 年 9 月 2 に学内委員会の承認
を得た。平成 23 年 3 月 15 日に厚生労働省にて承認さ
れて、現在実施中である。

５．おわりに

　現在のところ、歯科医にとって細胞を用いた治療は
日常的な選択肢ではなく、遠い未来の医療のように感
じられるのではないだろうか。しかしながら、骨再生
に関しては研究開発の歴史は意外に古く、安全性や臨
床的有用性に関する情報も蓄積されつつある。本稿で
は、骨髄由来細胞を用いた骨再生治療の基礎研究や臨
床研究の歴史を述べるとともに、その科学的な基盤に
ついて概説した。細胞培養には特殊な設備や技術が必
要であり、一般の歯科医には高いハードルである。し
かしながら、治療に用いる立場から考えれば、人工材
料を単独で用いる手術と比較して、細胞や細胞由来の
マトリックスなど含む培養骨は圧倒的に生体親和性が
高く、むしろ治療手技を容易にする。今後治療に必要
とされる施設や費用などの問題を解消できれば、広く
治療に取り入れられていくことが期待される。その一

方で、現在様々な骨再生法や新たな骨補填材が発表さ
れていて、どのような症例にどの方法を用いればよい
かなど、適応が判断しにくくなっているのではないだ
ろうか。このような状況の中で、細胞を用いた再生医
療、あるいはそれ以外の骨再生法についての臨床デー
タを蓄積し、最も症例に適した治療法の選択につなが
る情報を提供していくことが、研究者の重要な役割と
考えている。
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抄　録

　組織の再生過程では、高い増殖能と多分化能を持つ幹細胞が
必要と考えられる。中でも患者本人から採取可能な体性幹細胞
は、倫理的問題や免疫拒絶の問題がないことから、現時点で臨
床に用いられる主な細胞源となっており、代表的なものは骨髄
間質細胞（多能性間質細胞、間葉系幹細胞）である。歯科領域
においても骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生の臨床研究が行わ
れ、これまでの結果からは安全性と一定の有用性が示されてい
る。また、われわれはより安定した骨再生と細胞調製の簡略化
を目指した基礎研究を行い、その効果を確認するための臨床研
究を実施中である。細胞を用いた骨再生医療は決して新しい概
念ではないが、現在でもその特徴については、十分に理解され
ているとは言えない。今後はさらに症例を重ねて細胞を用いた
再生医療の優れた点や問題点を検証した上で、臨床における有
用性を明らかにすることが重要な課題である。

Abstract

·Somatic/tissue·stem·cells·are·known·to·play·important·
roles·during·tissue·regeneration·process.·Since·somatic·stem·
cells·can·be·harvested·from·patients·themselves,·ethical·and·
immunological·problems·such·as·rejection·can·be·avoided.·
·Ideally,·somatic·stem·cells·can·be·harvested·from·almost·
all·tissues·from·body.·Among·them,·a·putative·stem·cell·
population·from·bone·marrow·(bone·marrow·stromal·cells,·
pluripotent·mesenchymal·stromal·cells,·or·mesenchymal·stem·
cells)·has·been·studied·extensively·and·considered·as·one·of·
the·most·useful·cell·source·for·clinical·tissue·engineering.·
·In·the·field·of·dentistry,·several·clinical·studies·using·bone·
marrow·stromal·cells·have·been·performed·to·regenerate·
alveolar·bone·and·promising·results·have·been·reported.·In·
spite·of·the·history·of·clinical·bone·tissue·engineering,·the·
information·on·its·clinical·relevance·is·still·limited.·It·is·an·
important·current·research·goal·to·understand·the·usefulness·
and·limitation·of·bone·tissue·engineering·through·clinical·
cases.
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HA コーティング技術の現状と将来

青木　秀希 1）、懸田　明弘 2）、覚本　嘉美 3）、八木原　淳史 3）、秦　美治 4）

The current state and future of HA coating techniques

Hideki Aoki 1）, Akihiro Kaketa 2）, Yoshimi Kakumoto 3）, 

Atsushi Yagihara 3）, Yoshiharu Shin 4）

　１）（株）国際アパタイト研究所
　２）嵌植義歯研究所
　３）インプラント再建歯学研究会
　４）山八歯材工業（株）

１．はじめに

　一般に、コーティング技術は、材料のもつ本来の性
質を劣化させることなく新しい機能や性質を付与する
ために利用される被覆技術である。たとえば、優れた
機械的特性をもつ金属でも酸やアルカリの耐薬品性に
問題がある場合、耐薬品性セラミックスやポリマーを
コーティングすることにより改善される。摩耗性を小
さくしたいときは、ジルコニア、アルミナ、窒化物や
DLC（ダイヤモンドライクカーボン）などの耐摩耗
性セラミックスをコーティングすることにより解決さ
れる。
　一方、生体親和性を付与するためにハイドロキシア
パタイト（HA）結晶をプラズマ溶射法によりコーティ
ングする技術は、1975 年に日本で世界に先駆けて特
許出願された。実際に歯科用インプラントとして実用
化したのはアメリカのカルシテック社が早かった 1）。
日本では、「スミシコン」が 1988 年、インテグラルが
1992 年、マエストロが 1999 年に製造販売承認された。
フレーム溶射法のPOIファイナタイトは1993 年である。
　筆者らが開発した歯科用インプラントでは、HA 焼
結体（1984 年：アパセラム）から始まり、プラズマ
溶射法（1993 年：AQB）、熱分解法（1995 年：プラ
トン）、ディッピング法（韓国とアメリカで実用化）、

スパッタリング法（2009 年：ミューワン HA）によ
るものがある。HA コーティング技術力の強さでは日
本が世界で断然トップにいるのである。

２．コーティングの目的 2）

　コーティングの目的を一般的な自動車部品や工業材
料などについて考えてみると、
　１）耐磨耗性
　２）電気絶縁性
　３）耐熱・断熱性
　４）耐食・耐薬品性
　５）離型性：金型などから剥がれ易くする。
　６）クリアランス制御
　７）鏡面
　８）弾性率を下げる高分子などのコーティング
　９）疲労強度の向上
　10）電気的、磁気的、光学的性質の向上
　などが挙げられる。
　一方、歯科用インプラントや人工関節などに利用さ
れている HA コーティングの目的を羅列すると、
　11）生体親和性の向上
　12）骨形成の促進
　13）骨との結合力や嵌合力の向上
　14）金属アレルギーの防止

１）International·Apatite·Institute·Co.·Ltd.
２）Implant·Dentistry·Institute
３）Institute·of·Implant·Reconstructive·Dentistry
４）Yamahachi·Dental·MFG.·Co.
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　などが挙げられる。
　本稿では、今後、ますます期待される HA コーティ
ング技術について、現状を紹介し、その問題点を筆者
らの研究成果を基にして解説した。さらに、今後の技
術について考察してみた。

３．コーティングの検査

１）チタンと HA コーティングの界面
　チタン金属表面に HA をプラズマ溶射法やスパッ
タリング法でコーティングした場合の界面を模式的に
図１に示した。純チタン金属は空気に触れると、空気
中の酸素がチタン金属を押しのけて中へ入り込み酸化
チタン膜を形成する。自然には深さ 10nm 程度入り込
む。チタン金属と最先端で接している酸化チタンは酸
素が足りないので、一酸化チタンが形成され、これは
非結晶質であるという。その外側に形成される二酸化
チタンは多形の一であるアナターゼである。この酸化
膜はセラミックスであり、不働態膜といい、チタンの
溶解を防いでいる。アナターゼの表面にプラズマ溶射
法やスパッタリング法により高温度（約 1 万℃）の
HA 粒子が飛び込んでくる。酸化チタンと HA が反応
すれば表面にはペロブスカイトが生成するであろう。
これについては確証されていない。その上に HA が
コーティングされる。析出する HA 結晶の性状はコー
ティング条件によりいろいろ変化する。コーティング

が薄い場合は基材であるチタン金属の結晶構造に影響
され針状などに配向する。

２）コーティングＨＡの検査
　コーティングＨＡ層の検査には以下の項目が考えら
れる。
　①コーティング膜の組成分析（非破壊検査を主体として）
　　ⅰ）·Ｘ線回折：コーティング層の同定と定量。不

純物の検出。
　　ⅱ）·蛍光Ｘ線分析：コーティング層の元素分析。

不純物の検出。
　　ⅲ）·赤外吸収スペクトル：コーティング層の同定。

有機物に有効。
　　ⅳ）·光学顕微鏡：コーティング層の結晶や粒子配

列、組織観察、不純物の検出。
　　ⅴ）電子線回折：コーティング層の同定。
　②コーティングの厚み測定
　　ⅰ）蛍光Ｘ線分析：厚みと元素比率の測定。
　　ⅱ）走査電子顕微鏡：凹凸、深さの測定。
　　ⅲ）偏向顕微鏡：複屈折率から厚み、結晶の配向。
　　ⅳ）·重量分析：剥離あるいは溶解して重量変化か

ら比重測定。
　③コーティング膜の密度（気孔率）
　　ⅰ）重量分析：剥離あるいは溶解して重量測定。
　　ⅱ）走査電子顕微鏡：凹凸から画像解析。
　　ⅲ）光学顕微鏡：気孔サイズや数を測定。
　④表面粗さの測定
　　ⅰ）表面粗さ計
　　ⅱ）位相差顕微鏡
　　ⅲ）微分干渉顕微鏡
　　ⅳ）原子間力顕微鏡
　　ⅴ）走査電子顕微鏡
　⑤付着力
　　ⅰ）引っ張り試験
　　ⅱ）スクラッチ試験
　　ⅲ）せん断力試験
　　ⅳ）曲げ疲労試験
　⑥硬さ
　　ⅰ）ショア硬さ試験 HS
　　ⅱ）ビッカース硬さ試験 HV
　　ⅲ）ロックウエル硬さ試験 HRC
　　ⅳ）ブリネル硬さ試験 HBS  図１：チタンと HA コーティングの界面の模式図
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　　ⅴ）ヌープ硬さ試験 KH
　　ⅵ）モース硬度試験 MH
　　ⅶ）ヤング率（縦弾性係数）
　⑦耐磨耗性
　　各種の磨耗試験機
　⑧耐腐食性
　　各種の電気化学的腐食試験

４．HA コーティングはなぜ必要か？ 3）

１）HA コーティングの意義
　交通事故や疾患で失われた人体組織の代替材料とし
て実際に使われている生体材料を考えてみよう。身近
なコンタクトレンズの材料は、ソフトやハードなどが
あるがメチルメタアクリレート（PMMA）などの高
分子材料が主に利用されている。人工関節や歯科イ
ンプラントでは、チタン合金、Co-Cr 合金、SUS316L
や純チタンなどの金属材料が利用されている。いずれ
も生体組織には存在しない材料である。したがって、
モノマーの遊離や金属アレルギーなど、生体親和性に
多かれ少なかれ問題を含んでいる。
　一方、骨や歯を構成しているミネラルの主成分は、
次の化学式で表される塩基性リン酸カルシウムである
ハイドロキシアパタイト（HA）を基本としている。

Ca10(PO4)6(OH)2·=·10Ca3(PO4)2・Ca(OH)2
　骨補填材に使われているHA焼結体（セラミックス）
や、インプラントとして利用されている HA コーティ
ング材が体内に埋植されても異物反応は少なく、生体
親和性に関しては問題ない。溶け出すイオンはカルシ
ウムやリン酸イオンで体内にすでに存在するイオンと
同じであるから。
　ポリマーや金属材料を生体材料として利用すると
きは、できるだけ HA を表面にコーティングするか、
混合して複合材（コンポジット）としたいものである。

２）生体適合性を高める。
　ある材料が生体に埋め込まれた場合、生体（細胞）
はすぐにその材料が有害か無害かを判断し対策を立て
る。そして、その判断や対策があとあとまで材料周囲
の生体反応に影響する。たとえば、生体材料の周囲に
形成される結合組織のアミノ酸構造は、材料の組成に
より異なるのである。

　骨内において HA 周囲に形成される結合組織はあ
くまでも骨組織へ変化するためのものであるが、シリ
コーンゴムやチタンなどの周囲に形成される結合組織
はあくまでも異物膜でモノマーや金属イオンなどが遊
離しないように遮蔽するためのものである。

３）骨形成を早める。
　HA コーティングインプラントが顎骨内に埋植され
たときに、HA が血液と接触すると、電解質や骨形成
因子などを表面に吸着し、骨伝導能 osteo-conduction
や骨誘導性 osteo-induction が付与される。その結果、
HA コーティングインプラントは骨形成が早く埋植後
の早い時期に、たとえば 1 ヶ月ほどで、しっかりと骨
結合する。

４）骨との結合力を大きくする。
　HA の表面に形成されたヘミデスモゾームス（接着
機構）を介して新生骨と直接に化学結合し、埋植 2 ～
4週後にその骨接触率は100％近くなる。また、HAコー
ティング表面の小さな孔やネジ谷部にも新生骨が侵入
し、骨との機械的嵌合力を高める。その結果、HA コー
ティングインプラントは周囲の新生骨と強く結合す
る。
　チタンビーズや酸化チタンなどをコーティングして
表面積を増大するのは、新生骨との接触面積を大きく
し骨との嵌合力を大きくするためである。

５）金属アレルギーを防止する
　耐食性に優れたチタンといえども微量ではあるが体
内で溶解する。チタン表面に HA をコーティングす
ることによりチタン金属原子を露出させないことと、
たとえ溶解しても HA の強いイオン交換能でチタン
イオンあるいはチタンコロイドを取り込み体内に拡散
させないことから金属アレルギーを防止できる。

６）機械的親和性を高める
　チタンやチタン合金の弾性率は約 100GPa である
が、緻密骨の弾性率は約 10GPa で、海綿骨は 1GPa
である。このチタンと骨との弾性率のギャップは大き
く生体適合性にマイナスになる。一方、HA の表面に
形成されるヘミデスモゾームスの弾性率は小さく、骨
との機械的性質のギャップが少なくなる。
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5．ＨＡコーティングの疑問点は何か？ 4）

１）ＨＡの熱的安定性は？
　過去において、「コーティング時の熱によって HA
が分解し、生成した酸化カルシウムなどの劇物が炎症
を引き起こし、インプラントの脱落につながった」な
どがいわれた。これは一部の未熟なコーティング技術
のためであったがトラウマとなり、いまだに尾を引い
ている。
　HA の熱的安定性を考えてみよう。HA を空気中で
加熱すると、室温から 60℃まではあまり変化はない
が、60 ～ 200℃までに表面の吸着水や構造水が脱離し
てわずかに減量する。500 ～ 1000℃にもわずかの減量
が見られるが、これはリン酸基や水酸基と置換してい
る炭酸イオンの脱離としている。質量分析で炭素が検
出されるからである。1000℃からはリン酸基の脱離が
始まるといわれるが、ごくわずかである。1300℃から
は次式のように水酸基の脱離による本格的な分解が始
まる。ここで生成する酸化カルシウムは強アルカリで
生体に対して劇物となる。

Ca10(PO4)6(OH)2　 　CaO+β- Ca3(PO4)2
　さらに 1500℃前後では、次式の相転移や反応も起
こる。

β- Ca3(PO4)2　 　α- Ca3(PO4)2　
CaO+β- Ca3(PO4)2　 　Ca4P2O9　（TTCP：

　　　　　　　　　　　　Tetra·Calcium·Phosphate）
　1700 ～ 2000℃では、α-TCP の溶融が起こる。

２）HA コーティング層の厚みは何μm がベストか？
　現在、市販されている HA コーティングの厚みは、
ナノレベル、1 ～ 3μm、20 ～ 80μm と幅広い。それ
以上の厚みのものはない。以下に厚みの特徴を述べど
れがベストかは読者に考えてもらおう。
　①ナノレベルの超薄膜
　　·　10nm の厚みの HA の重量は、オーダーでは

0.01mg である。ほとんどゼロに近い。手術時の
出血と炎症でほとんど溶解する。しかし、局所の
カルシウムやリン濃度を高める効果があるので、
チタンだけよりは石灰化が早く起こり、オッセオ
インテグレーションが多少早められるかもしれな
い。しかし、HA コーティングインプラントとは

いえない。HA 表面処理チタンインプラントとい
うべきであろう。技術としてはディッピング法や
ナノスケールのリン酸カルシウムの沈殿法 DCD
法。

　　（メーカーは、Biomet·3i 社のナノタイト）
　②1μm前後
　　·　厚み 1µm の HA の重量は直径 4mm のインプ

ラントで約 1mg である。手術時の出血と炎症で
埋植後 1 か月に半分ほど溶解する。したがって
0.5µm の厚みの HA 層となる。その後、骨との
リモデリングで、徐々に新生骨と置換し 1 ～ 2 年
後にはほとんど HA コーティング層は消失する。
すなわち骨結合様式は、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へ変化する。
技術としては、熱分解法やスパッタリング法。

　　·（プラトン社のプラトン、山八歯材工業社のミュー
ワン HA）

　③20～80μm
　　·　HA 層は、「患者が天寿を全うする」まで残存

するとしていいだろう。そのため、HA コーティ
ング層が破壊など起こさず、長期間安定して存在
しなければならない。技術としては、フレーム溶
射法やプラズマ溶射法。

　　·（京セラメディカルの POI、白鵬社のスプライン、
インプラテックス社のテーパード、バイオホライ
ゾンス社のマエストロ、アドバンス社の AQB な
ど）

３） コーティング層の HA 結晶の純度、結晶性、配
向性などは？

　①純度
　　·　20 年以上前の HA 層には、コーティングの際

の高温で HA が分解され、生成した酸化カルシ
ウムなどの有害な不純物により、炎症などを引き
起こし、HA コーティングインプラントの評判を
悪くしてしまった。現在は各社が改良し、有害な
不純物はほとんど存在しない。

　②結晶性
　　·　結晶性というのは、結晶の完全性をいうもので、

格子欠陥が少ない、不純物が少ない、結晶が十分
大きい、などを意味する。しかし、結論から言うと、
すべての HA コーティングインプラントの結晶
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は不完全であるといえる。ナノ HA は、結晶の
大きさがナノサイズしかないので、1 個の HA　
分子の c 軸の長さは、1nm であるので、10nm と
いうのは 10 個の HA 分子が一方向に並んでいる
だけで、通常は結晶とは言わない。非結晶質体と
いう。プラズマ溶射法による HA は 1μm 以上の
大きさで HA の分子 1000 個が直線的に、規則的
に並んでいるので、十分な大きさの結晶と言える。
では 1μm 前後はというと、その HA 層は単結晶
ではなく多結晶であるので、結晶質と非結晶質の
中間といえよう。結晶性が良いとはいえない。

　③配向性
　　·　1μm 以下の HA 層は、基板のチタン金属の原

子配列に影響されるので、析出する（コーティン
グされる）HA は配向しやすい。一般に c 軸に配
向する場合が多いが、チタンの表面構造により a
軸に配向する場合もある。エナメル質は c 軸に配
向してその垂直なｃ面のみが口腔内に露出してい
るのであるが、a 面よりは不活性である。20μm
以上になると、雪が降り積もるように、上部の
HA は下の基板の影響を受けないので、配向しに
くくなる。

４）骨形成能の大きさは？
　結晶性と骨形成能に大きな関係があることは第 1 巻
の基礎講座で述べた。その理由としては、表面電位
が異なることが挙げられる。表面電位（ゼータ電位、
zeta-potential）は、界面の性質を評価する上で重要な
数値である。HA が血液と接触したとき、HA の表面
に吸着した水分子、水素原子、水酸イオン、ナトリウ
ムイオン、カルシウムイオン、リン酸イオン、タンパ
ク質などの層と界面から十分離れたバルクの血液との
間で電位差が生じる。この電位差を表面電位という。
　正式には界面動電電位 electrokinetic·potential と呼
ぶが、記号をζ（ゼータ）で表すことが一般的なので、
ゼータ電位ともいう。ゼータ電位は、電気浸透や電気
泳動などの方法で実測することが出来る。
　通常の HA（結晶子の大きさが 0.1μm 以上）の表
面電位は pH7 のときにほぼゼロである。等電点とい
う。それを基準としてpHがアルカリ性ではマイナス、
酸性ではプラスとなる。図２に示した。ナノ HA（結
晶子の大きさが 0.1μm 以下）では、等電点は pH10

のアルカリ側へ移行し、弱アルカリ性から酸性にかけ
てプラスへ移行する。すなわち、従来の HA の表面
電位は体内ではマイナスであるが、ナノサイズの HA
はプラスとなる。これにより、血液中のタンパク質や
電解質の吸着特性が変わる。生体反応が同じ HA で
も結晶性の違いで変化することになる。

５）HA 層の気孔率は？
　フレーム溶射法やプラズマ溶射法のコーティング
HA の気孔率は 40 ～ 60％の多孔質である。スパッタ
リング法や熱分解法は緻密質の HA である。気孔率
が上昇すると当然であるが機械的強度が低下する傾向
にある。緻密質ＨＡに比べて、圧縮ならびに曲げ強さ
は 10 分の 1 から 100 分の 1 となる。それらを表１に
示した。

  図２：通常の HA とナノ HA の各 pH におけるゼータ電位

表１：多孔質 HA セラミックの機械的強度

メーカー 気孔率
（％）

曲げ強さ
（MPa）

圧縮強さ
（MPa）

Ａ 40 13 ～ 20 ―
Ｂ 40 10 ～ 60 ―
Ｃ 50 4 ～ 8 ―
Ｄ 60 弱くて測定不能 15
Ｅ 70 弱くて測定不能 2 ～ 3
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６）ベストなコーティング技術は何か？
　HA コーティング技術にはいろいろあるが、HA 膜
の厚みから区別すると、
　①20nmから3μm
　　·　ディッピング法、バイオミメティック法、スパッ

タリング法、熱分解法
　②5～20μm
　　·　エアロデポジション法、レーザーアブレーショ

ン法、フレーム溶射法
　③35～80μm
　　·　プラズマ溶射法、電気泳動法

６．コーティング技術でＨＡの何が変化するのか？

　コーティング技術により形成される HA 膜の何が
変化するかを考えてみよう。

１）HA の組成は？
　·　変化しない。化学式は、Ca10(PO4)6(OH)2 であらわ

される塩基性リン酸カルシウムである。

２）結晶構造は？
　·　変化しない。六方晶系、空間群 P63/m で原子配

列も同じである。

３）硬さや機械的性質
　·　変化しない。

４）溶解度やイオン交換性
　·　変化しない。

５）何が異なるのか？
　①結晶サイズが異なる。
　　ⅰ）溶解速度が異なる。
　　ⅱ）骨との置換速度が異なる。
　　ⅲ）基材との結合力が異なる。
　　ⅳ）骨形成速度が異なる。
　②厚みが異なる。
　　ⅰ）HA の残存期間が異なる。
　　ⅱ）セルフタップが可能となる。
　　ⅲ）早期荷重が可能となる。
　　ⅳ）安心・安全

７．HA コーティング技術の現状 5,6）

　HA コーティング技術は世界的に見ると、プラズマ
溶射法が最も一般的で、次いでディッピング法、スパッ
タリング法と続く。国内では、フレーム溶射法、熱分
解法が加わり、さらに新しいコーティング技術も開発
されている。以下に、従来のコーティング技術の特長
を述べる。

１）プラズマ溶射法：plasma spraying
　プラズマ溶射装置は、アルゴンなどの作動ガス中
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、回転しているフィクスチャー表面
に成膜する方法である。「スプライン」、「テーパード」、

「マエストロ」、「リプレイス」、「AQB」インプラント
など。
　プラズマ溶射装置とコーティング層の特徴は、
　①·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。
　②大気中や減圧雰囲気中で溶射ができる。
　③大量生産が容易である。
　④ジェットエンジンのように騒音が著しい。
　⑤ HA の厚みは 35 ～ 100μm と比較的厚い。
　⑥·コーティング過程で副生する分解生成物の熱処理

が必要である。
　⑦ HA 膜の気孔率は 40 ～ 50％で多孔質である。

２）フレーム溶射法：flame spraying
　アセチレンやプロピレンガスなどの燃焼火炎をつ
かってアパタイト粒子を基材に吹き付ける方法で、温
度は 3000℃付近である。プラズマ溶射法に比べて温
度は低いが、滞空時間が若干長い。高速ジェットフレー
ム溶射法という改良型も開発されている。「POI ファ
イナタイト」
　フレーム溶射装置とコーティング層の特徴は、
　①·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。
　②大気中や減圧雰囲気中で溶射ができる。
　③大量生産が容易である。
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　④ HA の厚みは 20μm と比較的薄い。
　⑤·コーティング過程で副生する分解生成物の熱処理

が必要である。
　⑥ HA 膜の気孔率は 40 ～ 50％で多孔質である。
　⑦安価で短時間にコーティングができる。
　基材との結合力を増すために、溶射速度を高速にす
る技術も実用化している。焼結性の良い HA 粉末を
使うなどすれば HA 膜の密度など大幅に改善される。
表２に溶射方法による粒子速度とフレーム温度の関係
を示した。

３）熱分解法：thermal decomposition
　筆者が命名した熱分解法（thermal·decomposition·
method）は、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℃前後で有機溶剤を
燃焼消失後、固相反応により HA を生成させる方法
である。「プラトンインプラント」
　熱分解法とコーティング層の特徴は、
　①大気中でコーティングできる。
　② ·600℃前後に加熱するため、基材であるチタンの

酸化促進に注意を要する。
　③ HA の厚みは１～ 3μm と薄い。
　④ HA 膜の気孔率は 30％程度でやや緻密質である。
　⑤ HA 膜の厚みは均一ではない。

４）スパッタリング法：sputtering
　高速のアルゴンプラズマ（正イオン）を陰極である
ハイドロキシアパタイト（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、
粒子をフィクスチャー表面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。「ミューワン HA インプラント」
　スパッタリング法とコーティング層の特徴は、
　①真空中でコーティングする。
　②·コーティングに時間が掛かる。HA の場合、1μ

m の厚みで 20 時間前後。
　③ HA の厚みは 1μm と薄い。
　④ HA 結晶子サイズが小さい。
　⑤ HA 結晶が配向する。
　⑥ HA 膜の気孔率は 20％程度で緻密質である。
　⑦ HA 膜の厚みは均一である。
　⑧基材との結合力が大きい。

５）ディッピング法（浸漬法）：dipping 
　HA 粒子の懸濁液中にチタンフィクスチャを浸漬
し、乾燥、浸漬を繰り返すことにより均一な 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などを照射するなどの技術が開
発されている。
　アメリカの BIOMET3i 社が、このディッピング法
を改良し、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。商品名は「ナノタイ
トインプラント」という。2010 年に日本の承認を取
得している。
　ディッピング法とコーティング層の特徴は、
　①大気中あるいは減圧中。
　②コーティング時間も短く、最も安価。
　③·コーティングの厚みは、懸濁液の濃度に依存し、

0.1 ～ 100μm と範囲が広い。
　④ HA の結晶性は原料で決まる。
　⑤ HA 膜の気孔率は 50％程度で多孔質である。
　⑥ HA 膜の厚みは均一である。
　⑦基材との結合力は小さい。

６）電気泳動堆積法：electrophoretic deposition
　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。電気泳動法は、HA 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形方法
である。主に厚膜の作製に用いられる。

表２：溶射方法による粒子速度とフレーム温度の関係

溶射プロセス 粒子速度
（m/s）

フレーム温度
（K）

高速フレーム溶射 500 ～ 800 2300 ～ 2900
フレーム溶射 100 ～ 200 2300 ～ 2900
高エネルギープラズマ
溶射 480 ～ 540 15000 ～ 20000

プラズマ溶射 150 ～ 300 10000 ～ 15000
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　①大気中あるいは減圧中。
　②コーティング時間も短く、安価。
　③·コーティングの厚みは0.1～100μmと範囲が広い。
　④ HA の結晶性は原料で決まる。
　⑤ HA 膜の気孔率は 50％程度で多孔質である。
　⑥ HA 膜の厚みは不均一である。
　⑦基材との結合力は小さい。

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
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。ヒト血漿の無機イオン濃度組成や pH が類似し
た擬似体液（SBF）を調整し、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ハイ
ドロキシアパタイトが被覆できる。培養液を用いてもい
いが、アミノ酸などが入っていると細菌が増殖し易い。
　①大気中あるいは減圧中。
　②コーティング時間も短く、安価。
　③·コーティングの厚みは0.1～100μmと範囲が広い。
　④ HA の結晶性は低い。
　⑤ HA 膜の気孔率は 50％程度で多孔質である。
　⑥ HA 膜の厚みは不均一である。
　⑦基材との結合力は小さい。

８）レーザーアブレーション法
　　（Pulsed-laser deposition technique 法）
　レーザー光を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。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）法である。物理的気相蒸着

（PVD）法の一つである。
　原理は、
　　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。
　①真空中である。
　②コーティングに時間が掛かり、量産が難しい。
　③ HA の厚みは１～ 10μm と薄い。
　④ HA 結晶子サイズが小さい。
　⑤ HA 結晶が配向する。
　⑥ HA 膜の気孔率は 20％程度で緻密質である。
　⑦ HA 膜の厚みは均一である。

９）AD 法
　エアロゾルデポジション法（AD 法：Aerosol·deposition·
method）は、セラミックス微粉末を常温で基板に吹き付
けることにより、加熱することなく機械的な衝撃力だけ
で、緻密で、透明な、高強度、高密着力の皮膜を形成
する簡便で、効率の良い成膜技術である。つくば産業
技術総合研究所の明渡が開発した画期的な技術である。
　①低温度でセラミックスや金属を溶射できる。
　② HA の厚みは 10 ～ 100μm と比較的厚い。
　③ HA 膜の気孔率は約 10％で緻密質である。
　④基材との結合力が大きい。
　⑤コーティング層は透明である。

10）その他
　少し先かもしれないが、骨芽細胞、骨形成因子やタ
ンパク質などを表面にコーティングする技術も実用化
するであろう。

8．市販の HAコーティングインプラントの特徴 3）4）

１） 国内で市販されている HA コーティングの種類
と特徴

　日本国内で販売されている代表的な HA コーティン
グインプラントの略称、承認年、承認番号、業者名、コー
ティング方法、膜厚、基材などを承認の古い順に表 3
に示した。略称は筆者が、便宜上つけたものである。

略称と正式インプラント名称（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
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　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
　⑦μ-one· ：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

２）HA コーティングの断面
　HA コ ー テ ィ ン グ 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，·断面を走査電子顕微鏡で観察した。プ
ラズマ溶射法によるスプライン（SPL）とスパッタリ
ング法によるミューワン HA（μ-one）インプラント
を図３に示した。

３）代表的な HA コーティングインプラントの紹介
　①POI ファイナタイト：京セラメディカル（株）
　　·　POI インプラントシステムにはフィクス

チャの表面にブラストと陽極酸化処理を施した
FINAFIX と、ブラストとハイドロキシアパタイ
ト（HA）・コーティングを施した FINATITE の
二つのシリーズがある。それぞれのシリーズに 1
回法術式の 1 ピースおよびツーピースフィクス
チャと、2 回法術式の 3 ピースフィクスチャがあ
り、いずれのフィクスチャを選択しても、植立、
埋入手術は共通の手術器具、同じ術式で行うこと
ができる。

表３：各社の HA コーティングインプラントの概要

略称 承認年 業者名略称 コーティング法 膜厚 基材 組成
POI 1993 京セラ フレーム溶射法 20μm Ti 合金 HA
AQB 1993 アドバンス プラズマ溶射法 35 Ti HA
SPL 1999 白鵬 プラズマ溶射法 50-80 Ti 合金 HA
MAE 2003 アリヤ（当時） プラズマ溶射法 50 Ti 合金 HA
PLA 2004 ヨシオカ 熱分解法 3-5 Ti P＋HA
TAP 2006 インプラテックス プラズマ溶射法 50-80 Ti 合金 HA
μ-one 2009 山八歯材 スパッタリング 1-2 Ti HA
NANO 2010 BIOMET·3i DCD 法 0.02-0.1 Ti,·Ti 合金 HA

HA　　：ハイドロキシアパタイト Ca10(PO4)6(OH)2
P　　　：ペロブスカイト CaTiO3
nm　　·: ナノメーター
DCD 法：Discrete·Crystalline·Deposition·of·Nanometer-scale·CaP·Crystals 法

　　  図３：HA コーティング断面の走査電子顕微鏡像：（a）SPL、（b）μ-one

　　　　　　　　　　　　·（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）
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　②ミューワンHAインプラント：山八歯材工業（株）
　　·　スパッタリング法という最先端のコーティング

技術を用いて、純チタンのフィクスチャ部に HA
結晶が約 1μm の厚さでコーティングされている
薄膜 HA コーティングインプラントである。2000
年から青木、尾関が研究を本格的に開始し、（株）
国際アパタイト研究所が開発を担当し、2009 年
に山八歯材工業（株）が製造販売承認を取得した。
HA 結晶がナノサイズで、骨形成が早く、HA と
チタンが強固に結合しているためセルフタップも
可能にする。

　③スプラインインプラントシステム：（株）白鵬
　　·　アメリカ Zimmer 社が製造の HA コーティン

グインプラントである。HA の結晶化率は 97％
である。形状は、ツイストとシリンダーの 2 種類
がある。アバットメントとノ嵌合は、スプライン
と呼ばれる独自のエクスターナル構造で、突き出
した 6 つのタインとアバットメント内側に形成さ
れた 6 つのスロットが嵌合し、強力な維持力を発
揮する。

　④プラトンBiO：（株）プラトンジャパン
　　·　HA の厚みは１μm 前後の薄膜 HA コーティン

グインプラントである。HA の結晶化度は 95％
以上で、バイオインテグレーションが早期に獲得
され、初期固定に優れる。骨組織と強固に結合し
た後、骨再構築（リモデリング）で HA 膜は徐々
に吸収され、オッセオインテグレーションへ移行
する。

　⑤バイオホライゾンス：（株）カイマンデンタル
　　·　アメリカのバイオホライズンズ社が製造販売し

ている。リン酸カルシウムブラスト（Resorbable·
Blast·Texturing）とエッチングの表面処理が施
されたチタンインプラントおよびHAがコーティ
ングされたインプラントの 3 種類がある。カラー
部には Laser-Lok という独特の表面処理が施され
ている。

９．次世代のＨＡコーティング技術

１）HA と基材との結合力の関係 7）

　コーティング HA と基材のチタンとの結合力を高
める方法としては、①コーティング方法を選ぶ、②基

材の表面を粗面加工する、③膜厚を薄くすることなど
が考えられる。
　プラズマ溶射法を用いて厚みを変えた場合の、基材
であるチタンと HA 膜の結合力を、せん断力試験で
測定した結果を図４に示した。

　このように同じプラズマ溶射法でも厚みにより基
材との結合力が異なることがわかる。これは HA が
厚くなると HA の機械的強度が低下することによる。
しかし、HA の厚みが 1μm 前後と薄くなると、埋植
後の短い期間でＨＡが溶解と吸収で消失し、結果とし
てチタンインプラントと同じ骨との結合様式オッセオ
インテグレーションになる。

２）HA 膜の緻密化
　コーティングされた HA 膜の多くは多孔質である。
多孔質 HA の機械的強度は緻密質 HA に比べて極度
に低下する。HA を緻密化する方法としては、まだ行
われていないがコーティング後の熱処理などにより改
善される。また、原材料の HA 粒子を小さくするこ
とが考えられる。

  図４：厚みによる HA とチタンの結合力
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３）アバットメントへの HA コーティングの可能性
　歯肉の付着性を向上させるためにアバットメントに
も HA をコーティングすることが考えられる。最終
的には吸収されるが、早期に歯肉の付着が期待できる。

４）骨芽細胞や骨形成因子の付与
　次世代インプラントとしては、ティッシューエンジ
ニアリング（組織工学）を考慮して、骨芽細胞や骨形
成因子を付与することが求められるであろう。

５）ピエゾ電気付与
　骨形成を促進するピエゾ電気を利用するために、ピ
エゾ性を有するセラミックスや高分子をHAコーティ
ングに利用することが考えられる。

10．まとめ

　以上、歯科用インプラントの HA コーティング技
術について、コーティングの目的、検査、必要性や問
題点を明らかにして述べた。また日本で過去において
開発され、実用化されてきた HA コーティング技術
の概要を説明し、市販の HA コーティングインプラ
ントの特徴を述べ、代表的なインプラントの紹介をし
た。さらに、次世代の HA コーティング技術につい
て、HA と基材（チタン）との結合力、HA 膜の緻密
化、アバットメントへの HA コーティングの可能性、
骨芽細胞や骨形成因子の付与、ピエゾ電気の付与など
の観点から考察した。
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抄　録

　1974 年、世界で初めてハイドロキシアパタイト（Hydroxyapatite：
HA）セラミックスが開発され、同時にその骨親和性がわれわ
れにより見出された。HA セラミックスの人工骨や人工歯根の
特許が、日本国の国有特許（出願人：東京医科歯科大学・学
長）として 1975 年に出願された。同じ年にプラズマ溶射法に
より HA のコーティング技術の特許が日本企業から出願され
て以来、40 年が経過した。その間に、フレーム溶射法、スパッ
タリング法、ディッピング法、熱分解法、レーザーアブレーショ
ン法、エアロジェットデポジション（AD 法）、電気泳動法な
どいろいろなコーティング技術が開発された。これらのすべて
は日本で開発されたものである。
　本論文で、HA コーティング技術の現状を紹介し、次世代の
コーティングはなにかについて考察した。

Abstract

·Sintered·hydroxyapatite(HA·ceramics)·was·developed·and·
the·biocompatibility·in·bone·tissue·was·found·by·H.Aoki·et·al·
in·1974.··The·artificial·bone·and·tooth·roots·made·of·the·HA·
ceramics·have·been·applied·as·a·national·patent·in·1975.·At·
the·same·year·a·plasma·spraying·HA·coating·technique·was·
developed·by·Sumitomo·Chemical·Industry·company.·Since·
then·40·years·passed.·During·that·time·a·lot·of·HA·coating·
techniques·including·a·flame·spraying,·sputtering,·dipping,·
thermal·decomposition,·laser·abrasion,·aerosol·deposition,·and·
electrophoretic·deposition·techniques·have·been·developed·in·
Japan.
·In·this·paper·the·current·state·and·future·of·HA·coating·
techniques·are·explained·and·discussed.
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キトサンを使用した新しい止血材の臨床応用

大久保　信貴 1）、石塚　洋一 2）、牧野　麻子 1）、齋藤　淳 1）

Clinical application of a novel chitosan-derived hemostatic agent

Nobuki Okubo 1）, Yoichi Ishizuka 2）, Asako Makino 1）, Atsushi Saito 1）

　１）東京歯科大学歯周病学講座
　２）東京歯科大学衛生学講座
　

１）Department·of·Periodontology,·Tokyo·Dental·College,·Chiba,·Japan
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１．緒　言

　近年、歯周治療をはじめとする歯科臨床において、
リスク回避および患者・医療者双方の負担軽減のニー
ズが高まっている。なかでも効果的な止血は重要な問
題である。
　止血を確実なものとするため、臨床では、止血材

（剤）が使用される場合がある。止血材が具備すべき
条件は様々なものがある（図 1）が、なかでも止血効
果と安全性は最も重要な項目である。歯科領域の手術
等に使用される主な局所止血材を表１に示す。止血材
としての特長は製品により異なるが、キトサン由来の
止血材は、多糖類のため抗原性が低く、生体内分解性
を有するなど安全性において優れていると考えられる
1）。キトサンはカニやエビなどの甲殻類から炭酸カル
シウムやタンパク質を除いたキチンから抽出精製した
天然物質であり、これまで手術用縫合糸や人工皮膚な
どの医療用素材から食品、化粧品など多くの分野で使
用されてきた。キトサンは様々な細菌に対し抗菌作用
を示す機能性素材としても知られている 2）。キトサン
由来の製品としては、ヘムコンデンタルドレッシング
®（HDD、株式会社白鵬、東京）が 2011 年から販売
されている。

表 1：歯科領域の手術等に使用される主な局所止血材（剤）
製品名 主な成分 カテゴリー

ゼルフォーム
スポンゼル ゼラチン 処方せん医薬品以外

の医薬品
サージセル 酸化セルロース 処方せん医薬品
ヘムコンデンタル
ドレッシング キトサン 一般医療機器

（クラス I）
コラプラグ タイプIコラーゲン

高度管理医療機器
（クラス IV）

テルプラグ
インテグラン アテロコラーゲン

アビテン 微線維性コラー
ゲン塩酸塩

   図１：止血材（剤）が具備すべき条件
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２．ヘムコンデンタルドレッシング ®（HDD）の
　　概要

　HDD の基となった HemCon®·Bandage·（HemCon·
Medical·Technologies,·Inc,·Beaverton,·OR,·USA）は
2003 年に FDA からの認可を取得後、米軍が戦場で受
傷した兵士に使用し、これまで数多くの救命に貢献し
てきた3）。HemCon®·Bandage関連製品は累計1,000,000
個以上が局所止血の目的で使われている 4）。わが国の
医療現場ではヘムコンバンデージをはじめ 6 製品が既
に使用されている。
　HDD の作用機序は、プラス電荷のキトサンに、マ
イナス電荷の赤血球および血小板が引き寄せられて凝
固することによる止血である 5）。本製品は、国際基準
である ISO·10993「医療機器の生物学的評価」シリー
ズに準拠しており、生物学的安全性も検証されている。
出血面の範囲や程度により使い分けられるように、2
種類のサイズの HDD（10mm·x·12mm·厚さ：3.5mm、·
25mm·x·70mm·厚さ：1.15mm）がある。
　臨床研究としては、抜歯または口腔内小手術を行っ
た患者 17 名を対象としたもの 5）がある。結果として
HDD を応用した部位（n=74）では、応用しなかった
部位（n=50）に比べて止血時間の有意な短縮と、治
癒の改善が報告されている。

３．臨床応用

　HDD の「使用目的、効能又は効果」は、「口腔内
止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口
腔粘膜組織を保護する。」と記載されている。国外に
おける主な使用実績としては、抜歯、ソケットプリザ
ベーション、歯根端切除術、遊離歯肉移植術（供給側）、
バイオプシー時の止血、抗凝固薬服用患者への応用な
どがある。
　本稿では、結合組織移植術の供給側の止血に HDD
を使用した例を示す。患者は 25 歳女性で、矯正治療
後の下顎中切歯部の歯肉退縮を主訴に来院した。非喫
煙者で、全身状態は良好であった。41 番歯に、歯肉
歯槽粘膜境（MGJ）に達する歯肉退縮が認められた（図
2a）。患者と相談後、結合組織移植術による根面被覆
を行うこととした。Miller の歯肉退縮の分類 6）ではク

ラス 2 と判定された。#41 周囲の骨レベルおよび根の
位置の確認のため CT 検査を行ったところ、同部歯根
の著しい唇側転位が認められた（図 2b）。従って、完
全な根面被覆は困難であると思われた。患者から同意
を得た後、通法に従い、結合組織移植術を行った（図
2c ～ 2h）。本症例ではシーネやパック等は使用しな
かったが、適用直後に止血が得られ、患者は術後疼痛
や出血を訴えることはなかった。その後の治癒も良好
であった（図 2i ～ 2k）。
　HDD の臨床応用における注意事項としては、まず、
創面に詰め込みすぎないということが挙げられる。本
品は酢酸処理がなされているため、過剰に適用すると
酢酸の刺激による疼痛を惹起する可能性がある。また、
HDD の作用機序として血液と反応することが重要で
あるため、出血がある部位に使用する。本品をトリミ
ングしたり把持する場合は、血液で汚染されていない
器具を使用する。完全な閉鎖創では溶解に影響する可
能性がある 7）ため、注意を要する。

　　　　  図2a：初診時。#41にMGJに達する歯肉退縮を認める。

　　　　  図 2b：·CT 検査所見では、#41 の唇側に骨の喪失が確
認された。
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　　　　  図 2c：結合組織移植術の施行。受容側の切開。

　　　　  図 2d：供給側の切開。今回は一部上皮付きとした。

　　　　  図 2e：受容側への移植および縫合固定

　　　　  図 2f：·HDD（25mm·x·70mm·厚さ：1.15mm）を滅菌
パッケージからピンセットで取り出し、眼科剪
刀などでトリミングする。

　　　　  図 2g：·HDD を止血部位に応用する。このとき、器具
が血液で汚染されていると HDD が付着してし
まい、創面に設置しづらくなるので注意する。

　　　　  図 2h：·採取部位に HDD を設置し、縫合する。本症例
では上皮付き結合組織を採取したため、完全
な閉鎖創とはならない。

　　　　  図 2i：·術後7日。この間、疼痛や出血は認められなかっ
た。

　　　　  図 2j：術後 4 週。上皮化も進み経過は良好である。
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「本品使用中に過敏症状が現れた場合は使用を中止し、
適切な治療を行うこと」の一般的な記載事項はあるの
で、アレルギーを有する患者への使用は慎重に判断す
べきである。
　HDD 応用後の治癒の詳細についてはまだ明らかに
されていない点が多い。ウサギに HDD を使用した研
究 11）では、骨欠損部の骨添加量は HDD 応用群にお
いて有意に多かったとの報告がある。キトサンはマク
ロファージや単球 12）、血小板 13）の活性を高め、様々
な増殖因子を産生させることが報告されている。この
ことから、HDD 応用群では、キトサンの作用を受け
た周囲の細胞が骨関連の増殖因子を産生させ、骨添加
が促進されたと推察された 11）。
　キトサンは、組織の成長を促す非タンパク質の基質
として働くこと 14）から、再生医療における担体とし
ての使用の可能性もある。歯周領域では、コラーゲン
含有キトサン膜の応用が検討されている 15）。キトサ
ンを他の吸収性ポリマーと混合し、抗菌薬、抗炎症薬、
タンパク質、DNA、siRNA のドラッグデリバリーシ
ステムとして応用することも考えられる 16）。HDD の
止血目的以外の応用については、今後検討が必要であ
る。
　局所止血材としての HDD の特長を要約すると、1．
素早く持続性のある止血効果、2．生体中の凝固線溶
系因子を介さない止血効果、3．自然な凝血塊の形成、
が挙げられる 5）。HDD は歯科臨床において止血効果
や安全性の面で有用な止血材である。今後、他の材料
との比較や、創傷治癒への影響の検討を含め、その臨
床効果の詳細を明らかにする必要がある。·
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　　　　  図 2k：術後 2 か月。経過良好である。

４．考　察

　近年、何らかの基礎疾患を抱えて歯科を訪れる患
者が増加している。日本有病者歯科医療学会、日本
口腔外科学会、日本老年歯科医学会の 3 学会は 2010
年 10 月、「科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の
抜歯に関するガイドライン 2010 年版」8）を提示し
た。ガイドラインでは、抜歯時も INR（International·
normalized·ratio；国際標準比）コントロール例では
ワルファリンの継続投与を推奨している（推奨グレー
ド A）。このように抗血栓療法を受けている患者に対
する歯科領域の観血処置においては、術者側での十分
な対策が必要となる。また、確実な止血は、医療安全
や医院運営においても重要である。診療室、帰宅途中
や帰宅後の術後出血を防ぐことは、患者、医療者双方
の負担軽減につながる。
　止血材の選択においては、作用機序、有効性、為害
性などをよく理解することが重要である 9）。安全性の
面では、キトサンベースの止血材は、動物やヒトでは
なく甲殻類由来であるので、ヒト感染性因子を含む危
険性は非常に低く 1）、生体親和性も高い。ブタを用い
た 12 か月にわたる長期的な実験では、キトサン由来
の止血材は体内で緩徐に吸収され、観察期間中、著明
な副作用等は認められなかった 7）。HDD は不溶性の
エビ由来キチンから高度に精製されており、その精製
過程でアレルギーの原因となりやすいタンパク質が除
去されている 5）。これまで HemCon®·Bandage 使用に
よる重篤な副作用の報告はなく 4）、甲殻類アレルギー
を有する患者 9 名に使用し、問題は認められなかった
とする臨床報告もある 10）。HDD の「使用上の注意」
には甲殻類アレルギーに関する記載はない。しかし、
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抄　録

　歯周治療をはじめとする歯科臨床において、止血は重要な問
題の一つである。これまで様々な局所止血材（剤）が臨床応用
されてきたが、すべての所要条件を満たす理想的な材料は存在
しない。ヘムコンデンタルドレッシング ®（HDD）は、キトサ
ンを使用した止血材である。止血の作用機序は、出血面（部位）
において、プラス電荷のキトサンに、マイナス電荷の赤血球お
よび血小板が引き寄せられて凝固することによるものである。
HDD の特徴としては、１．素早く持続性のある止血効果、２．
生体中の凝固線溶系因子を介さない止血効果、３．自然な凝血
塊の形成、が挙げられる。今回、HDD の概要と歯周治療を含
めた臨床応用について解説する。

Abstract

·In·clinical·dentistry·including·periodontics,·hemostasis·
remains·one·of·the·most·important·concerns.·Although·

a·variety·of·topical·hemostatic·agents·have·been·used·to·
facilitate·hemostasis,·no·single·material·as·yet·meets·all·the·
requirements·of·the·many·demanding·applications.
·HemCon®·Dental·Dressing·(HDD)·is·a·chitosan-derived·
hemostatic·agent.·HDD·is·a·highly·electropositive·material·
that·binds·to·negatively·charged·erythrocyte·and·platelets.
·As·such,·it·results·in·the·formation·of·a·viscous·clot·
to·facilitate·hemostasis.·Features·and·benefits·of·HDD·
include:·1.·rapid·and·lasting·hemostasis,·2.·hemostasis·that·
occurs·independently·of·the·intrinsic·and·extrinsic·clotting·
pathways,·3.·formation·of·natural·blood·clot.·In·this·paper,·an·
overview·of·HDD·is·presented,·and·its·clinical·applications·
including·periodontal·treatment·are·discussed.
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CAD/CAM 技術の現状と将来性について

宮﨑　隆、堀田　康弘

Current status and future perspective of dental CAD/CAM technologies

Takashi Miyazaki, Yasuhiro Hotta

　昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学分野
　Department·of·Conservative·Dentistry,·Division·of·Oral·Biomaterials·and·Technology,·Showa·University·School·of·Dentistry

1．はじめに

　現代社会を支えているコンピュータや電気・電子・
情報工学の進歩は、医療や歯科医療にも応用されて国
民の健康に貢献している。インプラント治療では検査、
診断、治療計画、手術支援、上部構造の作製に、CT
画像検査や CAD/CAM 技術が幅広く利用されるよう
になってきた。本稿では、歯科用 CAD/CAM 技術の
歴史と現状を紹介し、将来性について今後の展望を述
べたい。
　一般産業界の製品に比較すると、インプラント上部
構造を含む歯科用修復装置は患者に個別に対応するい
わばオーダーメードの製品であることが特徴である。
そして装置の品質保証は、歯科医師と歯科技工士の技
術に支えられてきた。
　近代の歯科医療は歯質の高速切削技術（エアーター
ビンハンドピース、ダイヤモンド工具）、ゴム質印象
材と硬質石膏による精密な作業模型、タイプ別金合金
を用いたロストワックス精密鋳造法の確立により、適
合精度の良い歯冠修復装置がルーティンに作製できる
ことがベースになって発展してきた。さらに技工現場
でガラス粉末から築成・低温焼成で歯の色調を再現し
たポーセレン焼成体の作製が可能になり、金属フレー
ムへのポーセレン焼付により審美性、耐久性、適合性
の良好な修復装置がルーティンに提供されている。し
かし、この工程は臨床手技と歯科技工工程において、

術者の経験と熟練度に左右される。
　インプラント上部構造の作製では、オッセオインテ
グレーションの獲得により歯根膜の遊びが無いインプ
ラント支台歯に対して高度の適合性が要求され、ガル
バニ腐食の防止のために上部構造素材としてもチタン
が望まれ、さらにアバットメントを含めて審美への対
応から脱金属が望まれている。さらにインプラント治
療では、患者サービスの向上のために、低侵襲治療や
治療期間の短縮が求められ、歯科医師サイドだけでな
く歯科技工の現場での対応も必要になる。しかし、従
来の歯科技工技術や作業環境では限界があったので、
従来の間接法に替わり、CAD/CAM 技術の導入が注
目されてきた 1,2,3）。

2．歯科用 CAD/CAM の歴史

　一般産業界では、1970 年代にはいり、自動車産業
や金型業界を始め広範な分野で製品の設計や成形加工
にコンピュータを利用すること（CAD/CAM）が試
みられた。歯科界においても 1970 年代から二人のパ
イオニアが歯冠修復装置の作製に CAD/CAM を検討
したことは特筆に値する（表 1）。フランスの Duret
はクラウン・ブリッジの作製に、光学印象（カメラ）
とバーチャルワックスアップ（CAD）で設計を終了し、
金属ブロックから削りだす（CAM）ことを提案した
が、カメラの精度やコンピュータソフトの限界で実用
化に時間がかかった。一方、スイスの Moermann は
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セラミックインレーに特化し、窩洞形成後に光学印象
し、チェアサイドの装置でインレーの設計とブロック
からの削りだしを行い、ただちに口腔内に合着するシ
ステムを開発した。修復対象が限られるだけでなく、
咬合面形態の CAD ができないという制約はあった
が、CAD/CAM 化のメリットである早期の機能回復
や、アレルギーの心配があり色調が悪いアマルガムに
代わるセラミック新材料の導入で臨床家に受け入れら
れた。そして歯科界に CAD/CAM の概念が普及する
契機となった。
　1980 年代以降、咬合面をコンピュータで設計して
クラウン・ブリッジを作製することが、世界中の研究
者や企業の目標となり開発が進んだ。口腔内でクラウ
ン支台歯のマージンを精度良く光学印象するのは難
しかったため、精密に再現された石膏模型を CAD/
CAM のスタートとして、主に技工作業の効率化を目
的に実用的な歯科用 CAD/CAM システムが開発され
た。当初のシステムは三次元形態情報の入手のための
デジタイザー、CAD のコンピュータ、数値制御加工
機（CAM）から構成された（図 1）。
　当初はコンピュータとして大型のワークステーショ
ンが用いられたが、パソコンの性能が向上して実用化

に貢献した。さらに、インターネットの普及が歯科用
CAD/CAM システムに発展をもたらし、デジタイザー
と加工センター間の国境を越えたネットワークを利用
した新しい CAD/CAM システムが登場した。最初に
実用化したのはプロセラシステムで、スエーデン本国
の加工センターで、海外から送信された模型のデータ
からフレームの設計をして、大規模設備を利用して高
密度焼結体アルミナのフレームを作製し、注文した歯
科技工所に配送した。技工の分業化ではあるが、これ
までの歯科技工設備では利用が出来なかったファイン
セラミックスを応用したことで世界に普及した。その
後、ファインセラミックスの中でも高強度な高密度焼
結体ジルコニアがオールセラミックスのフレーム材料
として注目され、ネットワークと加工センターによ
る CAD/CAM システムが世界中に導入されるように
なった 4,5,6,7）（図２）。
　近年の技術革新は、コンピュータ、キャドソフト、
加工機、ネットワーク技術だけでなく、カメラ（光学
技術）にも及んでいる。かねての夢であった実用的な
口腔内カメラが開発され、CAD/CAM のデジタイザー
として利用されるようになった。今後はインプラント
治療においても、光学印象がスタートになって、院内

表１：歯科用 CAD/CAM 研究開発の歴史

1971 年 Dr.·Duret 歯科用 CAD/CAM システムの概念を発表
1979 年 Dr.·Moermann·(Zurich·Univ) CEREC·system の元になるプロジェクトの立ち上げ
1983 年 Dr.·Duret·(USC) 最初のプロトタイプを発表

　→後に Sopha·system として展開
1984 年 神奈川歯科大学藤田ら タッチプローブと NC 加工機で CAD ／ CAM の可能性紹介
1987 年 Dr.·Rekow·(Univ·Minnesota) Denti·CAD·system の発表

　→後に BEGO 社システムのもとになる
1988 年 Siemens·Dental·Co. CEREC·system の発表
1988 年 大阪大学歯学部木村ら 補綴物製作用 CAD ／ CAM システムの研究に着手
1989 年 Dr.·Anderson·(Univ·Michigan) 放電加工を使ったチタンの CAD/CAM システム開発

　→後に Procera·system として展開
1990 年 DCS·Dental·AG DCS·Titan·system の発表

　→後に DCS·PRECIDENT
1993 年 昭和大学歯学部宮﨑ら デジタルプロセス㈱と協同で全自動 CAD ／ CAM を発表

　→後に DECSY として発売
1993 年 Nobel·Biocare 社 (Procera·system) 焼結アルミナを用いたコーピング製作法の発表
1993 年 北海道大学歯学部内山ら ㈱ニコン・㈱ジーシー・日立精工㈱と通産省プロジェクト

　→後に GN-1（GC）として発売
1998 年 DeguDent 社 Cercon·system を発表（ジルコニアの倣い加工）
2002 年 Nobel·Biocare 社 (Procera·system) 焼結ジルコニアを用いたコーピング製作法の発表
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の CAD/CAM とネットワークの CAD/CAM を症例
によって使い分ける時代がくると期待される（図 3）。

3．歯科用 CAD/CAM システムの現状

　インプラント上部構造を含めて修復装置を CAD/
CAM の工程で作製する場合は、支台歯や隣在歯、対
合歯への適合が求められるので、最初にそれらの三次
元形状を計測する工程、すなわち計測が必要になる。
計測に使用する装置をデジタイザーやスキャナーと呼
ぶ。これに引き続き、CAD（設計）と CAM（成形加
工）が基本的なプロセスになる。

１）デジタイザー
　三次元形状の計測に使用するデジタイザーは、模型
を対象にするものが主流であったが、近年、印象を直
接対象とするもの、さらには口腔内を直接対象にする
ものが開発されている 8,9）。
　計測手段を大別すると、接触式と非接触式に分けら
れる。
　接触式デジタイザー（図４）はタッチプローブを計
測対象に直接接触させて計測する方法で、高精度に測
定することができる反面、計測時間がかかる上、プロー
ブ径より小さい凹みは測定できない。後述する光を用
いた方法と違い、計測対象の表面性状による影響は受
けないが、やわらかく変形してしまうようなものは測
定できない。

  図１：初期の歯科用 CAD/CAM 装置

図２：·CAD データの加工に特化した加工センターにすることで，大型加
工機を有効利用できるだけでなく，特殊な材料や形状に対応できる．

（GC 社製 Aadva システム加工機 GM-1000（左）と被削材のオートチェ
ンジャー（右））

図３：第４世代の CAD/CAM システムにおけるワークフロー

  図４：代表的な歯科用接触式デジタイザー
　　　··（Procera®·Forte·(Nobel·Biocare·Germany·GmbH·,·Germany)）
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　非接触式デジタイザーはレーザや LED 等の光を用
いて計測対象に投影し、反射光を受光部（PSD セン
サや CCD カメラ）で捕らえることにより三次元形状
を計測する方法で、様々な方式が提案されているが、
現在以下の 3 つの方式が実用化されている。
　スポット光投影法（光プローブ法）は、ポイントレー
ザと PSD センサを用いて計測する方法で、点光のレー
ザを計測対象に照射し、その反射してきた光を、光源
とは違う方向から PSD センサやラインセンサで捕ら
え、三角測量の原理で計測対象までの距離を算出して
いる。測定装置とワークとの距離しかわからないため、
一次元的なデジタイザーと言える（図５）。
　光切断法（スリット光投影法）は、線状（ライン）
に広げたレーザ光を計測対象に照射して三次元形状を
測定する方式で、ポイントレーザを用いたデジタイ
ザーを並列に並べたような方式である。現在歯列模型
を計測する方式としては、主流を占めている。ライン
レーザを用いると、ある長さを持った範囲を一度に測
定できるため二次元的なデジタイザーといえる（図
６）。

　パターン光投影法は、計測対象に規則的なパターン
光を照射し、それをカメラで捉えて三次元形状を測定
する方式で、面状（二次元の広がった空間上）に計測
結果を得られるため、1 ショットでより多くのデータ
を取得することができる。以前はコンピュータの処理
能力が追いつかず、画像データを取得した後、三次元
座標を計算するのに非常に多くの時間を要したが、現
在ではごく一般的なスペックの PC でも十分に処理す
ることができるようになった。またカメラの高精細化、
高速化もパターン光を用いた計測方式の高精度化に寄
与している（図７）。

　以上の非接触法は、三角測量法の原理に基づいてい
るが、同軸法を用いると、三角測量法の欠点である反
射光が得られない窪みの計測ができるため、印象材の
直接計測に利用されている。
　光学印象用の口腔内で直接使用されるデジタイザー
は、現在世界中で開発競争が繰り広げられている（図
８）。口腔内デジタイザーを用いた光学印象には、チェ
アタイムの削減やデジタル情報の蓄積や再利用などの
利点が大きいが、術者が手に持って使用するため、手
振れの影響や装置の小型化を含めた操作性の向上が課
題になる。

図５：代表的なスポット光投影式デジタイザー
　　　（GN-1·Scanner,·株式会社ジーシー ,·Japan）

図６：代表的な光切断式デジタイザー
　　　（DECSY·Scan,·デジタルプロセス株式会社 ,·Japan）

図７：代表的なパターン光投影式デジタイザー
　　　（hiScanµ,·Hint-Els·GmbH,·Germany）
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２）CAD
　従来のスポット光投影式デジタイザーでは、レーザ
光の二次反射等の影響で支台歯マージンを精度よく認
識するのは課題であった。そのために支台歯形成が制
約を受け、ソフト上での対応が必要であった。最近の
光切断式やパターン光投影式デジタイザーでは、多軸
制御により計測精度が向上し、さらにマージンの自動
認識に加えてモニター上で手動の修正ができるため操
作性も向上している。
　歯冠形態の設計については、咬合面形態を全自動
もしくは微修正で設計できる CAD ソフトの開発が目
標であった。実用的には歯科技工士が従来法でワッ
クスやレジンで作製したパターンを三次元計測して、
CAD で修正する方法が利用されている。特に、模型
とパターンの両方を計測するダブルスキャン法が現

図８：最新の口腔内デジタイザー　（上）2009 年 IDS で発表されていた口腔内デジタイザー、（右下）2011 年 IDS で発表された口腔内デジタイザー
　　　·カメラシステムのコンパクト化と共に、USB 等のケーブル 1 本で PC と接続でき、計測中のカメラの向きを認識してモーションコントロールで 3D 画像

を動かすものも登場してきた。

場の技工士の支持を得てきた。しかし、最近のジル
コニアフレームの CAD では、歯冠形状をあらかじめ
CAD で表示してからカットバックでサポート形状を
含めて完成する方式が使用される（図９）。今後は症
例の難易度に応じて、全自動の CAD と手動での修正
がきめ細かにできる CAD ソフトが共存すると考えら
れる。
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３）CAM
　従来の歯科技工では、金属のロストワックス鋳造、
ポーセレンの粉末築成焼結、レジンの餅状成形重合な
ど、各材料に応じて多様な成形加工法が利用されてき
た。歯科用 CAD/CAM では、CAD で設計した三次
元モデルをもとに NC（数値制御）工作機械を動かす
ための NC データを作製して自動加工する。
　加工機は切削・研削の機械加工が主に使用されてき
た。歯科用 CAD/CAM システムとして専用に開発さ
れた小型の加工機では、装置の剛性が加工精度に影響
し、また、単純な 3 軸加工では歯冠形状によっては加
工に制限があった。最近は専用の加工センターが設置
され、大型で多軸制御の加工機が利用され、工具の自
動選択や交換機能を備えて自動化が進められている。
　また、ブロックから削りだす方法ではなく、積
層で三次元形状を構築する迅速成形法（RP：Rapid·
Prototyping）が近年注目されている。従来から紫外
線で樹脂を硬化させながら積層する光造形法が、顎骨
のモデルなどに利用されたが、最近は金属粉末をレー
ザ照射で焼結しながら積層してクラウン・ブリッジを
作製する方法も実用化されている。この方法は量産に
は対応できるが、材料は制限される。RP はインプラ
ント領域では、サージカルガイドや手術用模型の作製
に応用されている。

４）CAD/CAM システム
　現在、我が国では表２に示すように、国産のシステ
ムを含めて多くの歯科用 CAD/CAM システムが利用
できる。ほとんどのシステムでは、素材としてチタン
やジルコニアを使用して、インプラント上部構造のフ

レームワークやブリッジの作製ができる。デジタイ
ザーや加工機の組み合わせによって、大きく以下の 3
つのシステムに分類される。
　フルバージョンシステムは、デジタイザーから加工
機、さらにジルコニア用の焼結炉までをすべて自社で
販売しているシステムである。センター加工システム
はデジタイザーを各歯科技工所に設置して、計測デー
タを加工センターにネットワークで転送し、大型加工
機で加工するシステムである。オープン対応システム
は、各社のスキャナーからデータを STL 形式で受け
取って自社の加工センターで加工を行うシステムであ
る。
　当初はフルバージョンシステムが主流であったが、
すでに紹介したように、現在ではネットワークを利用
して国内だけでなく国境を越えたセンター加工方式が
普及しつつある。そしてデジタイザーも CAD ソフト
とともに操作性に優れたものが世界標準になりつつあ
る。これまでの CAD/CAM システムはメーカー主導
であったが、今後はユーザ主導のオープンシステムへ
の期待が大きい。しかし、ユーザ側に一定レベルの知
識が必要になるので、今後生涯教育を含めて歯学教育
の中で CAD/CAM に関する教育が必要になる。

図９：最新の CAD によるフレームの設計
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表２：代表的な歯科用 CAD/CAM システム

4. CAD/CAM の将来性

　歯冠修復物や義歯などの歯科用装置は生体に装着し
て生体機能の代行をするので、一般の産業製品よりも
厳しい安全性と品質保証が望まれる。これまでの歯科
医療では、どんなに安全性が優れていても現場での成
形加工が難しい材料は利用できなかった。また、品質
保証は歯科医師や歯科技工士の経験や力量に左右され
ていたことは否めない。CAD/CAM 技術の導入によ
り、安全性に優れたチタンやジルコニアなどの新素材
の適用が可能になり、さらに歯科用装置の品質保証が
可能になる 10）。
　しかし、歯科用装置は工業製品ではなく、個別の患
者にオーダーメードの医療として提供するので、専
用の加工センターでの一次製品（CAD/CAM を活用）
と歯科技工所での二次製品（歯科技工士の専門技術の
活用）の分業化と連携が一層重要になり、歯科医師側
が材料と CAD/CAM 成形法の流れをよく理解し、こ
れを使いこなすための支台歯形成から始まる臨床術式

を遵守して、歯科技工士とこれまで以上に協働が必要
になる。
　インプラント治療においては、患者とのコミュニ
ケーション、検査、診断、治療計画（シミュレーショ
ン）、手術支援、上部構造の作製、患者管理等を含め
て、CAD/CAM を含めた一連のデジタル技術の応用
が進められている。今後、CAD/CAM 技術が、歯科
材料や修復装置の世界標準化とエビデンスに基づいた
歯科医療の展開に貢献することは間違いないが、さら
にユーザフレンドリーなハードとソフトをもったシス
テム開発が期待される。
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抄　録

　近年 CAD/CAM を含めたデジタル技術が歯科医療にも急速
に導入されている。インプラント治療においても、上部構造装
置作製の歯科技工に CAD/CAM の手法が利用され、チタンや
ジルコニア系ファインセラミックスの利用が可能になった。さ
らに、光学印象用の口腔内スキャナーが開発され、印象採得か
ら模型作製、歯科技工の全工程にデジタルの応用が進められて
いる。このような歯科治療へのデジタルの応用は、患者にとっ
て、低侵襲治療、治療期間の短縮、治療効果の向上などから医
療サービスの向上に貢献すると期待される。
　キーワード：デジタル技術、CAD/CAM、光学印象

Abstract

·Recently,·digital·technologies·have·been·widely·available·
in·dentistry.·Especially,·CAD/CAM·has·been·available·
in·the·field·of·dental·laboratory·technology·to·fabricate·
implant·superstructures·with·titanium·and·zirconia·based·
fine·ceramics.·In·addition,·development·of·oral·scanner·
for·digital·impression·taking·have·made·a·series·of·digital·
prosthodontics·starting·from·impression·taking,·model·
preparation,·and·laboratory·works·practical.·CAD/CAM·
technology·is·expected·to·contribute·patients·for·low·

intervention,·reduce·of·treating·time,·and·improvement·of·
clinical·outcome.
·Keywords:·digital·technology,·CAD/CAM,·digital·impression·
taking
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●特集Ⅰ：CAD/CAM

CAD/CAM による審美補綴治療

新谷　明喜、新谷　明一、横山　大一郎

Esthetic Prosthodontic Treatments using CAD/CAM Systems

Akiyoshi Shinya, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama

　日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学　第 2 講座
　The·Nippon·Dental·University·School·of·Life·Dentistry·at·Tokyo,·Department·of·Crown·and·Bridge.

１．緒　言

　歯科治療を希望する患者さんはう蝕、欠損の症例に
審美性、機能性、生体親和性の優れた MI 医療材料を
望んでいる。最近の審美修復に臨床応用されている高
強度セラミックスは、レヤリングポーセレンやハイブ
リッド型レジンを前装するクラウン・ブリッジ用構造
材として優れた機械的性質を持つバイオマテリアル
である 1）。実用化されているジルコニア（NANOZR）
の機械的性質はビッカース硬さが 1160、曲げ強さが
1450MPa、破壊靭性値が 18MPa・m1/2 である。その
ためジルコニア構造体の製作には、CAD/CAM シス
テムを使用する必要が生じている。
　CAD/CAM（Computer-aided·design·/·Computer-
aided·manufacturing）の導入は、補綴装置の高品質
化、加工精度の規格化、また製作工程の簡略化や技工
操作の改善など多くの利点をもたらしている 2）。さら
に、口腔内は、敏感かつ繊細であり、咀嚼や会話を行
う環境下であることなど、バイオマテリアルを用いる
補綴装置（人工臓器）が機能するには過酷な状態であ
る。このような理由から、噛み合せの再現性、支台歯
の適合性、天然歯の審美性、生体の親和性により優れ
た補綴装置をワックスから精密鋳造で製作する方法か
らコンピュータ支援による機械加工で製作する CAD/
CAM 機について紹介する。

２．市販歯科用 CAD/CAM システム

　市販 CAD/CAM システムの商品名、メーカー、計
測法、ミリング機器、材料を表１に示した。外国製が
9 社、日本製が 5 社と日本における機種は 14 社であ
る。その市販 CAD/CAM システムの代表機器を図１

（a,b,c,d）、図２（e,f,g,h）に示した。KATANA（クラ
レノリタケデンタル）、GN-1、Aadva、Verita（GC）、
Cerec· inLab（Sirona）、Procera（Nobel·Biocare）、
DECSYC（Digital· Process）、Everast（KaVo）、
Cercon（DeguDent）、Wol-Cerama（Wol·Dent）などで、
図中に機器の特徴を解説した。これら CAD/CAM シ
ステムによる修復物製作の流れを図３に示す。
　臨床では形成した支台歯を精密印象採得し、超硬質
石膏による間接作業模型を製作する。支台歯形状を 3
次元計測（接触式、レーザー式）してデジタル化する。
そのデジタル化した支台歯形状のデータを CAD ソフ
ト（インレー、クラウン、コーピング、ブリッジ、カ
スタムアバットメント）に取り込んでディスプレーに
半透明や断面形状のデータを表示する。データを基に
コンピュータによる補綴装置の設計を行う。設計した
補綴装置形状を CAM ソフト（把持部の設定、材料・
種類の選択、加工材料の設計配置）にて加工データに
変換した後、加工機を用いて自動加工により補綴装置
が完成する流れである。図４に最近のデジタルネット
ワークの流れを示す。歯科用 CAD/CAM システムは
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表１：市販 CAD/CAM システムの一覧

商品名 メーカー 計　測 ミリング対象 材　料 その他

DECSY Digital·Process CCD
レーザー 単冠 セラミック

チタン 咬合面可能

GN-1·Aadva
Verita GC レーザー

CCD
単冠／
ブリッジ

セラミック／チタン／レジン／
インセラムアルミナ／
スピネル／ジルコニア

咬合面可能

WOL-CERAM Wol·Dent レーザー 単冠／
ブリッジ

インセラムアルミナ／
インセラムジルコニア

パウダースリップ
浸漬

Cadim Advance 接触式 単冠
インゴット セラミック／チタン 咬合面可能

CEREC3D Sirona CCD 単冠
インゴット

アルミナ／スピネル／
インセラムジルコニア

咬合面可能
光学印象

CEREC·inLab Sirona レーザー ブリッジ
アルミナ／スピネル／
インセラムジルコニア／
ジルコニア

ブリッジフレーム

CARES Strauman レーザー ブリッジ コバルトクロム／チタン 咬合面可能

PROCERA Nobel·Biocare 接触式
レーザー

単冠／
ブリッジ

高密度焼成酸化アルミニウム／
ジルコニア ネットワーク型

Zeno WIELAND CCD ／
レーザー

単冠／
ブリッジ ジルコニア／ Co-Cr ブリッジフレーム

Katana クラレノリタケ
デンタル レーザー 単冠／

ブリッジ ジルコニア 単冠～ 6 本ブリッ
ジ／ 9 色

Cercon·smart·
Ceramics

DeguDent
（デンツプライ三金）

レーザー
CCD

単冠／
ブリッジ ジルコニア

ブリッジフレーム
ロングスパン可／
2 色

Everest KaVo CCD ／
マルチライトバンド

単冠／
ブリッジ

チタン／リューサイト
強化型セラミック／
ジルコニア

単冠咬合面ミリン
グ可／ブリッジフ
レーム

Lava 3M·Espe CCD 単冠／
ブリッジ ジルコニア 8 色のジルコニア

ブロック

C-Pro·System Panasonic レーザー 単冠／
ブリッジ ナノジルコニア ブリッジフレーム

（三浦宏之参照）

単に補綴装置を製作する機器という概念から、現在で
は図３に示した多くの工程をデジタルデータで構成す
るネットワークとして位置づけられている。たとえば、
CT データから顎顔面歯列の形状、光学印象から支台
歯の形状、CAD/CAM データから補綴装置の形状、
デジタルパントグラフから咬合運動の形状、インター
ネットからの伝達情報などを取得して情報の共有化が
図られている 3）。これら CAD/CAM を運用して補綴
装置を製作するには 2 方法が紹介されている。フルシ
ステムとは、計測機・CAD ソフト、加工機を一体的
に導入して、技工所や歯科医院で全ての作業をシステ
ム完備して補綴装置を製作する。一方、加工センター

システムとは、計測機だけ、または CADソフトだけを
導入して計測や設計を行った後、その計測データや設計
データを加工センターにインターネットで送信する。受信
した加工センターにて製作した補綴装置を技工所や歯科
医院に送付し、送られた加工物を技工所や歯科医院で調
整・研磨以降の作業を行う。初期の歯科用CAD/CAM
はフルシステムによる運用であったが、現在ではそれぞ
れの特徴を選択した機器を組合せで使用している。歯科
医院に口腔内カメラ（光学印象）、歯科技工所にデジタイ
ザーを設置することにより、計測データを加工所に送り、
修復装置を製作することが可能になってきた。世界の歯
科医療はオープン化の時代を迎かえている。



49 ●

バイオインテグレーション学会誌 第２巻　第１号《2012 年 8 月 31 日 発行》

図１：市販 CAD/CAM システム機器（a,b,c,d）

図２：市販 CAD/CAM システム機器（e,f,g,h）

  ３．CAD/CAM システムによるジルコニアの
  　　加工精度

　破壊靭性値の大きいジルコニア CAD/CAM ブロッ
クを切削加工することによる切削時の切削器具の消耗
や補綴装置に対するチッピングが指摘されている。こ
のような欠点を改善する材料として開発された半焼結
性ジルコニアブロックは、製作工程の最終焼成時に約
20％の収縮を生じる。そのため半焼結性ジルコニアブ
ロックの 20% 収縮補正値を CAD 上でプログラムし
て、加工工具を用いてジルコニアクラウンの適合性を
調整している。適合性に優れたジルコニアクラウンを
製作するためには、臨床応用時のセメントスペースを
付与した収縮補正値や焼成温度によるクラウン変形防
止などの最適な設定が求められる。被削材には、半焼
結性ジルコニアブロック（Pure·zirconia·block、GC、
Tokyo、Japan）を使用した。実験は、ジルコニアク
ラウンの加工精度に及ぼす収縮補正値と焼成温度の影
響について行った。方法は、ピュアジルコニアブロッ
クから CAD/CAM システム（図 5）を用いて実際に
ディスプレーに設計したクラウン形態（図６）に示し、
これらの設定条件から CAD/CAM クラウンを製作し
た（図７）。CAD 設計時に収縮補正値（因子 A）と
して 50μm、100μm、150μm の 3 水準、焼成温度（因
子B）として1450℃、1500℃、1550℃の3水準を設定し、
組合わせ 9 条件について繰り返し 4 回、合計 36 個の
CAD/CAM クラウンを製作した。図３：CAD/CAM システムによる修復物製作の流れ

図４：最近のデジタルネットワークの流れ
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図５：CAD/CAM システム（GN-1、GM1000、ジーシー）

　図８に示した内面測定部位における加工精度は、咬
合面では 50μm 補正値に対し約 100μm、100μm 補
正値に対し約 60 ～ 110μm、150μm 補正値に対し約
70μm 大きい値となった。1.2mm では、50μm 補正
値に対し約 24μm、100μm に対し約 49μm、150μm
に対し約 33μm と小さくなっていた。同様な傾向を
2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm でも示し、全ての条
件で補正値に対し小さい値となったが支台歯模型より
も大きくなっていた。

図６：ディスプレーに設計したクラウン形態

  図７：製作したジルコニアクラウン
　　　　（ジルコニアブロック、半焼結性ジルコニアクラウン、焼結したジルコニアクラウン）

図８：ジルコニアクラウンの加工精度に及ぼす収縮補正値と焼成温度の影響

space 50µm

Machining accuracy（µm）
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４．レヤリングポーセレンの機械的性質

　高強度セラミックスのひとつであるジルコニアは、
優れた強度と靭性を有すると伴に、このジルコニアフ
レームは単冠から少数歯欠損のブリッジまで製作が可
能となり、メタルフレームと同等かそれ以上の機能と
強度を有する素材として脚光をあびている。これらの
審美補綴治療に使用されるレヤリングポーセレンは機
械的強さと共にフレーム材料と強固に接着し、補綴物
の亀裂や剥離などを防止することが必要不可欠となる
4）。市販レヤリングポーセレン（7 製品、11 種類）に
つき、機械的性質を測定した結果を表２に示す。圧縮
強さは 586-1091MPa、3 点曲げ強さは 34-96MPa、間
接引張強さは 19-28MPa、硬さは 430-647HV、破壊靭
性値は 1.36-2.05MPa・m1/2 である。金属焼付用ポーセ
レンでは、圧縮強さが 915 ～ 1394MPa、曲げ強さが
61 ～ 98MPa、引張強さが 18 ～ 35MPa、硬さが 702
～ 1348 の範囲を示すとの報告 5,6）があり、実験結果
をこれらの最大値で比較すると圧縮強さが 20％、引
張強さが 30％、ビッカース硬さが 50％ともに小さく、
曲げ強さで同等の傾向を示している。破壊靱性値が
2.04MPa・m1/2 でレヤリングポーセレンと同等の値を
示していた。

表２：レヤリングポーセレンの機械的強さ

Code Shade 圧縮強さ
（MPa）

3 点曲げ強さ
（MPa）

間接引張強さ
（MPa）

硬さ
（HV）

破壊靭性
（MPa・m1/2）

Tokuyama·Dental·
Ceramic

TDD Dentin 902.50 96.33 20.50 558. 1.81

TDI Incisal 810.83 90.00 15.83 550. 1.71
TDT Transparent 906.00 96.67 15.67 568. 1.76

IPS·EMPRESS-2 EMD Dentin/Body 845.67 84.33 27.17 633. 1.66
EMI Incisal 783.17 78.33 24.17 638. 1.36
EMT Transparent 720.33 84.67 28.17 647. 1.47

CERABIEN CED Dentin 1091.17 39.17 20.83 547. 1.94
VITA·- α VID Dentin 586.50 30.00 19.50 481. 2.05
CREATION CRD Dentin 782.33 34.83 20.17 624. 1.92
NobelRondo·Zirconia NZR Dentin - 68.61 - 460. 1.80
Vintage·ZR VZR Dentin - 96.98 - 430. 2.01

５．レヤリングポーセレンとジルコニアの接着強さ

　レヤリングポーセレンとジルコニアの接着強さ 7）

は、被着体にはブロック状に成型したイットリア添加
型部分安定化ジルコニア（YTZ·®、ニッカトー。以下
ジルコニア）を使用した。レヤリングポーセレンには
NobelRondo·Zirconia·Dentin·A2·High·Value（Nobel·
Biocare、以下 NZR）、Vintage·ZR·Body·A2（松風、
以下 VZR）の 2 製品を使用した。
　被着体となるジルコニアは、10 × 10 × 20·mm の
形態とし、表面処理方法は、#600 研磨と Rocatec 処
理の 2 種類とした。#600 研磨では、耐水研磨紙で
研磨の後、超音波洗浄を行った。Rocatec 処理では、
#600 研磨後に Rocatec·System（Rocatec、3M·Espe）
を用い、シリカコーティングされた平均粒径 110 μ
m の酸化アルミナ粒（Rocatec·Plus）を、メーカーの
指示に従い 2.8bar の噴射圧力にて 13 秒間、10mm の
距離から噴射し、表面を改質した。
　接着方法は、表面処理を行ったジルコニアの試験片
を、円形の凹みをもつ金型に固定し、レヤリングポー
セレンの練和泥を填入、コンデンスを行いメーカー
指定の焼成条件にて焼成した。図９に NZR と VZR、
#600 と Rocatec の平均値のグラフを示す。接着強
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さの平均値は、種類の違いによるものでは、NZR で
22.79MPa（± 5.85）、VZR で 27.41MPa（± 7.07）と
なり、表面処理の違いによるものでは、#600 で 23.28·
MPa（±6.63）、Rocatecで 26.91MPa（±6.66）となった。
　ジルコニアに対するレヤリングポーセレンの接着強
さは、陶材焼付鋳造冠のメタルフレームとポーセレン
の焼付強さと比較して同等か、それ以上であることが
望ましい。現在、陶材焼付鋳造冠のフレームに使用さ
れているメタルは、金合金、チタン合金などである。
これらのメタルフレームと前装用ポーセレンの圧縮せ
ん断接着強さは、文献により差があるものの、平均
で 32.93 ～ 34.03MPa を示している。一方、ジルコニ
アとレヤリングポーセレンの圧縮せん断接着強さは、
30.86MPa ～ 41 ± 8MPa を示すとしている。実験デー
タでは文献よりわずかに小さかった。

６．臨床評価

　ジルコニア接着ブリッジは、強度の必要な連結部
周囲はジルコニアのみで仕上げ、ポンティックは
長石系セラミックを築盛・焼成した後完成した（図
10-a,b,c,d）。ブリッジウィングは、口腔内試適後ロ
カ テ ッ ク 処 理（RocatecTMJr.Bonding·System,·3M·
ESPE）により被着面を SiO2 表面に改質させて、さら
にシランカップリング材の塗布を行った。このよう
にトライボケミカル処理にて接着強さを高めること
が接着力に依存する補綴装置で特に重要である。ブ
リッジ装着は、接着性レジン性セメント（Panavia·
Fluoro·Cement,·Kuraray·Medical,·Tokyo,·Japan）を

図 10：完成したジルコニア接着ブリッジ
　　　（a：上顎右側中切歯欠損の舌側面観、b：ジルコニア接着ブリッジフレーム、
　　　·c：唇側面観、d：ジルコニア接着ブリッジによる審美補綴治療）

図 11：完成したジルコニアクラウン
　　　（a：装着された陶材焼付け鋳造ブリッジ、b：撤去した前歯部支台歯、
　　　·c：ジルコニア支台歯の唇側面観、d：ジルコニアクラウンによる審美補綴治療）

用い、支台歯のコンポジットレジン部は仮着材など
の接着阻害因子を機械的に除去後、リン酸エッチン
グ、シラン処理（Clearfil·®·ceramic·primer,·Kuraray·
Medical,·Tokyo,·Japan）して、メーカー指示に従い
接着操作を行った。ジルコニアは、光透過度がガラス
セラミックと比べると少ないため、セメントの選択は
デュアルキュア型レジンセントを用い、光が透過しに
くい内部も化学重合するセメントの選択が必要であ
る 8-11）。さらに、インプラントアバットメントにジル
コニアクラウンを接着した症例（図 11-a,b,c,d）、第一
大臼歯欠損のジルコニアブリッジの症例を示した（図
12-a,b,c,d）。

図９：ジルコニに対するレヤリングポーセレンの接着強さ
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図 12：完成したジルコニア接着ブリッジ
　　　（a：上顎右側第一大臼歯欠損の頬側面観、b：ジルコニアブリッジの咬合面観、
　　　·c：ジルコニアブリッジフレームの内面観、d：ジルコニアブリッジによる審美補綴治療）

７．まとめ

　CAD/CAM 機で加工した修復装置は、形状を読み
取るスキャニングがレーザー式、CCD 式および接触
式から始まり、CAD ソフト、CAM ソフト、CAD/
CAM インターフェイス、設計、CAM 時の切削器具、
メーカー機器、使用する材料、材料による作業工程ま
で、一つのクラウンが幾多の操作過程を経て完成さ
れる。これら過程を経た CAD/CAM 機によるクラウ
ンの間隙はμm の評価で示された。さらに、口腔内で
機能するための咬合調整材料と技術により、高品質・
高精度な修復装置になると考えられる。近年、CAD/
CAM の精度や性能は目まぐるしく発展している。臨
床において、患者さんの第一希望は何か、臨症例には
どのような設計や材料が適しているのかなどの検討に
より、High·quality、High·performance の技術革新
を示している。

文　献

·1）　·松田哲治，新谷明喜·他：Procera·AllCeram クラウンの
臨床と適合性について．日補綴誌·48:·543-548,·2004.

·2）　·Tomita· S,· Shinya·A,· et· al.:·Machining· accuracy· of·
crowns·by·CAD/CAM·system·using·TCP/IP:·Influence·
of· restorative·material· and· scanning·condition.·Dent·
Mater·J·26:549-560,·2007.

·3）　·岸田幸恵，新谷明喜：CAD/CAM クラウンに対する加工
精度の三次元座標測定法とμ CT 画像を用いた非破壊検

査による評価．日歯理工誌·29:347-355,·2010.
·4）　·Shijo·Y,·Shinya·A,·et·al.:·Studies·on·mechanical·strength,·

thermal· expansion·of· layering·porcelains· to· alumina·
and·zirconia·ceramic·core·materials.·Dent·Mater·J·28:·
352–361,·2009.

·5）　·岩田豊美：金属焼付陶材の物理的性質に関する研究 - 国
産低溶陶材について．歯学·68：261-282,·1980.

·6）　·岡田智雄，新谷明喜·他：インデンテーション法による破
壊靭性値に及ぼす圧子圧入荷重および荷重保持時間の影
響．歯学·78：460-486,·1990.

·7）　·Hatta·M,·Shinya·A,·et·al.:·The·effect·of· surface· treat-
ment·on·bond·strength·of· layering·porcelain·and·hy-
bride·composite·bonded·to·zirconium·dioxid·ceramics.·J·
Prosthod·Res·55:·146-153,·2011.

·8）　·蛯原善則：歯科用 CAD/CAM システムの現状．日本歯
科 CAD/CAM 学会誌·2:·2-9,·2012.

·9）　·新谷明一：Lava·DVS を用いたシングルクラウンの一症
例．日本歯科 CAD/CAM 学会誌·2:·9-17,·2012.

10）　·横山大一郎：CAD/CAM で製作したジルコニア接着ブ
リッジの臨床．日本歯科 CAD/CAM 学会誌·2:·18-22,·
2012.

11）　·Harada·C,·Yokoyama·D,·et·al.:·Effect·of· loading·condi-
tions·on·the·fracture·toughness·of·alumina·and·zircinia.·
2012·Cino-Japan·Dental·Conference:·165,·2012.

抄　録

　CAD/CAM（Computer-aided·design· /·Computer-aided·
manufacturing）の導入は、補綴装置の高品質化、加工精度の
規格化、また製作工程の簡略化や技工操作の改善など多くの利
点をもたらしている。さらに、口腔内は、敏感かつ繊細であり、
咀嚼や会話を行う環境下であることなど、バイオマテリアルを
用いる補綴装置（人工臓器）が機能するには過酷な状態である。
このような理由から、噛み合せの再現性、支台歯の適合性、天
然歯の審美性、生体の親和性により優れた審美補綴治療をコン
ピュータ支援による機械加工で行う CAD/CAM 機について解
説する。

Abstract

·Introduction·of·CAD/CAM·system·is·bringing·a·
lot·of·advantages,·such·as·high·quality·of·prosthesis,·
standardizations·of·machining·accuracy,·simplification·of·
machining·procedure,·and·improvement·of·laboratory·works.·
Furthermore,·in·oral·environment,·to·function·the·prosthesis·
with·biomaterials·is·severe·because·it·is·sensitive,·delicate,·
and·also·relate·to·mastication·and·conversation.·From·these·
reasons,·We·will·explain·CAD/CAM·machines·to·prepare·the·
excellent·prosthesis·considering·reproduction·of·occlusion,·
fitting·to·abutment·teeth,·oral·esthetics,·and·biocompatibility,·
instead·of·usual·dental·casting.
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はじめに
Preface

司会：春日井　昇平
Chairman：Shohei Kasugai

　東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野

　当学会の第 2 回学術大会のシンポジウムを「HA イ
ンプラントの長期予後を目指して」というタイトルで
企画しました。インプラント治療は歯が欠損した場合
の確実な治療法として広まっています。会員の皆様は、
インプラント治療を受けた患者さんの満足度が極めて
高いものであることを日々の臨床で実感されているこ
とと思います。現在インプラント治療に成功すること
は当たり前のことであり、治療終了後の良好な状態を
長期間維持することが求められています。
　HA インプラントは、チタンインプラントに比較し
て骨との結合において優れていることが実証されてい
ます。しかし一方で、HA インプラントの長期予後が
チタンインプラントに比較して劣っていることを示す
論文が報告されていることも事実です。インプラント
治療後の良好な状態を長期間保つためには、診査・診
断・治療計画、インプラント埋入手術、補綴治療そし
てメンテナンスといったインプラント治療の全過程が
適切に行われる必要があると考えられます。
　本シンポジウムにおいては、HA インプラントを用
いた臨床症例を多く経験されている山道信之先生、椎
貝達夫先生、石本光則先生及び林正人先生に、このテー
マに沿った御講演をお願い致しました。さらに、イン
プラント治療の長期良好な予後のためには、コデンタ
ルスタッフ特に衛生士の果たす役割は極めて大きいと
考えられます。そこで、衛生士として河野章江先生、
安達恵利子先生及び佐藤千歩先生に御講演をお願い致
しました。そして、補綴物の構造特にアバットメント
の構造が長期良好な予後に関与することは明らかです
ので、技工士の伊藤裕也先生及び松浦賢治先生にこの

点について御講演をお願い致しました。
　学術大会終了後に、本学会誌を編集するに当たり、
演者の先生方からあらためて下記の如く論文をご寄稿
頂きました。
　多くの内容は、HA インプラントを用いたインプラ
ント治療の長期予後に必ずしも言及した内容ではな
く、チタンインプラントを用いたインプラント治療に
も当てはまる内容です。第 2 回学術大会のシンポジウ
ム「HA インプラントの長期予後を目指して」をまと
めた本特集が、会員の皆様の明日への臨床のお役に立
てることを祈念しております。

１．·HA インプラントの長期予後を目指して治療を
行った 2 症例

　　　山道　信之
２．HA インプラントの長期予後を目指して
　　　椎貝　達夫
３．HA におけるインプラント周囲炎予防対策
　　　林　正人
４．·インプラントメンテナンスにおける局所的・全身

的リスクファクター
　　　河野　章江
５．健康長寿を目差して―今後の歯科衛生士の役割―
　　　安達　恵利子
６．·即時負荷による HA インプラントのメンテナン

スを経験して
　　　佐藤　千歩
７．ジルコニアアバットメントの構造と設計
　　　伊藤　裕也
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HA インプラントの長期予後を目指して治療を行なった２症例

山道　信之

Two cases of HA coated implants treated for long-term success

Nobuyuki Yamamichi

　福岡市開業　山道歯科医院
　IPOI 学会：Institute·of·Predictable·Osseointegration·in·Implantology

１．緒　言

　1969 年、チタンインプラントはブローネマルクら
のオッセオインテグレーションという概念の確立によ
り、歯科インプラントとして広く応用され、発展して
きた。機械研磨加工、TPS 加工の第一世代のインプ
ラントからはすでに約 40 年経過した。さらに、第二
世代のインプラントのチタン表面は、サンドブラスト
加工、SLA加工あるいはHAコーティングへと変化し、
骨質の悪い条件下でもオッセオインテグレーションの
獲得が可能となり臨床における評価も高い。
　1980 年代後半に入ると、オッセオインテグレーショ
ン獲得までの時期をより早期にするため、人間の骨成
分の約 60％を占めるアパタイト結晶をチタン表面に
プラズマコーティングした HA インプラントという
次世代のインプラントが登場し、30 年が経過しよう
としている。HA インプラントの特徴として、埋入 4
時間後からインプラントの表面にアパタイトの析出が
みられ、高い骨伝導能を発揮することである。そのた
め、骨補填材との親和性も加わり、骨造成が通常より
も速く行うことが可能となる。
　したがって、私の HA インプラントの選択対象は、
上顎臼歯部の骨質が D4 以上、あるいはサイナスフ
ロアエレベーションによる骨造成が必要な症例であ
る。また、下顎臼歯部の骨質が D4 以上、あるいは同
時法によるバーティカルボーンオグメンテーション

（GBR）が必要な症例である。
　なお、我々は 2008 年に、骨増生の同時法において
MP や TPS のフィクスチャーに比べ、HA のフィクス
チャーが高い成功率を示すことを Int·J·Periodontaics·
Restorative·Dentistry に報告している 1）。
　本報告では、HA インプラントを応用した 2 症例を
紹介し、長期安定に導くための方法について考察した。

２．症例の概要と治療内容

症例１
　患者は 56 歳の女性。2000 年に右上臼歯部欠損によ
る咀嚼障害を主訴として来院し、インプラント治療を
希望された。
　既往歴に特記事項なし。
　X 線所見にて、上顎右側 567 欠損部の歯槽骨吸収が
著しいため、サイナスフロアエレベーションを用いた
同時法によるインプラント治療を計画した（図１、２）。
　治療内容
　·　上顎洞内に上顎洞内に凍結脱灰乾燥骨、吸収性

HA、吸収性 HA を用い填塞し、7 番の歯槽頂部に
は骨欠損がみられるためインプラント埋入と同時に
GBR を行った（図３、４）。

　·　インプラント埋入方向と咬合を診査するため、ト
ライアルピンで診査し、サイナスフロアエレベー
ション後、HA コーティングインプラント（京セラ
メディカル社製）φ 42-12mm を埋入した（図５～
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８）。再生された骨を緻密骨化へ徐々に誘導する為
に２次オペ後１ヵ月の免荷治癒期間が必要であり、
プロビジョナルレストレーションの荷重は徐々に行
う 2）。

　·　10 年後のパノラミック画像では洞内の骨吸収像
は認められない。サイナスフロアエレベーションに
用いたコンポジットボーンによって造成された骨及
びインプラント周囲部の骨の吸収はみられず安定し
ている。また、CT-crosssectionai 画像においては、
ネック部の吸収はみられず安定している。

  図１

  図２

  図３

  図４

  図５
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症例 2
　患者は 61 歳の女性。2006 年に右下臼歯部欠損によ
る咀嚼障害を主訴として来院し、インプラント治療を
希望された。
　既往歴に特記事項なし。
　X 線所見にて、下顎左右 4567 欠損部の歯槽骨の吸
収がみられたため、バーティカルボーンオグメンテー
ションを用いた同時法によるインプラント治療を計画
した。
　治療内容
　·　初診時の CBCT—Sagittal·画像診査において歯槽

頂線、下顎管上縁不明瞭であった（図９）。Cross-
sectional 画像の 5 番部では歯槽頂からオトガイ孔
上縁までの距離は 10mm、6 番部では歯槽頂から下
顎管上縁までの距離は 11mm、7 番部では 8.5mm
である（図 10 ～ 12）。

　·　サージカルテンプレートを用いて形成したトライ
アルガイドにトライアルピンを挿入し上下の咬合関
係と方向の修正を行う。インプラントは 5 番部はオ
トガイ孔に垂直、67 番部は下顎管に 90°に接する軸
面に埋入する。咬合面観から観察すると、天然歯の
歯列弓に一致する（図 13）。

　·　インプラントネック部では垂直的骨量不足による
インプラントの露出がみられる（図 14）。埋入直後
のデンタルＸ線写真から 567 番部の VBA の骨造成
が必要であり、特に 7 番では垂直的に 4mm 未満の
骨造成が必要であることが確認できる。インプラン
ト埋入時、ネック部の不良肉芽は完全に除去する（図
15、16）。

　·　術後５年経過後の頬側面観では、角化歯肉移植後
の歯肉はインプラント周囲炎への防止に働いてお
り、補綴物と歯肉との調和がみられる。メンテナン
ス時に咬合の変化をチェックする（図 17）。Cross-
sectional 画像では 4 番部頬舌側に造成された移植
骨はリモデリングを重ね、緻密骨へと熟成している。
5 番部ではオトガイ孔の中心に垂直に交差した位置
に向かってインプラントが埋入されている。6 番部
ではインプラントの頬舌側には 2mm 以上の造成骨
が認められる。7 番部では造成骨の緻密化が確認さ
れ、2mm 以上の骨として安定している（図 18 ～
22）。

  図６

  図７

  図８
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  図９

　　　　　　　　　 図 10

　　　　　　　　　 図 11

　　　　　　　　　 図 12

  図 13

  図 14
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  図 15

  図 16

  図 17

  図 18

  図 19

  図 20
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３．考　察

　HA インプラントの長期安定に導くには、以下のこ
とが重要であると考えられる。
１．·インプラント埋入時のネック部の不良肉芽を完全

に除去する。
２．·インプラントネック部周囲には頬舌 2mm の骨を

再生させる。
３．·再生された骨を緻密骨化へ徐々に誘導するために、

二次オペ後１ヵ月の免荷治癒期間が必要である。
４．·プロビジョナルレストレーションの荷重は徐々に行う。
５．·メンテナンス時に咬合の変化をチェックし、安定

をはかる。

  図 22

  図 21
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Abstract

·In·1969,·Bråunemark·established·the·concept·of·
osseointegration·as·contact·state·between·bone·and·
titanium·metal.·Since·then,·the·titanium·has·been·applied·
as·dental·implant·material·over·40·years·worldwide.·During·
that·time·the·implant·surface·was·changed·from·the·1st·
generation·surface·(Machined·surface,·TPS·surface)·to·the·
2nd·generation·(Sand·Blast,·SLA).·Those·implants·have·been·
successfully·used·in·a·clinical·field.
·In·1980’s,·as·the·3rd·generation·surface,·Hydroxyapatite(HA)-
coated·implant·was·developed.·The·HA·is·approximately·60%·
ingredient·of·human·bone·and·the·HA-coated·implant·is·HA·
plasma-sprayed··on·titanium·implant.·
·In·2008,·we·reported·in·Int·J·Periodontics·Restorative·
Dentistry·that·HA-coated·fixture·has·high·success·rate·
in·comparing·with·titanium·implant·in·simultaneous·bone·
augmentation.·My·selective·criteria·of·HA-coated·implant·is·
in·the·following·cases;·bone·quality·is·D3·or·D4,·and·sinus·
floor·elevation·and·simultaneous·vertical·bone·augmentation·
(GBR)··are·inquired.
·In·this·report·2·cases·of·HA-coated·implant·and·the·method·
how·to·induce·long-term·stability·are·described.·
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HA インプラントの長期予後を目指して

椎貝　達夫

HA coated Implants for long-term success

Tatsuo Shiigai

　銀座ティーズデンタルオフィス
　東京歯科大学インプラント科臨床教授

１．はじめに

　従来のチタンインプラントは上顎臼歯部に代表され
るような骨質が脆弱な部位においては、骨結合の獲得
に長期間を要し、その結合も弱いという問題があった。
これに対し HA インプラントはそのような部位にお
いても、早期に十分な骨結合が得られる特徴がある。
　日本国内での HA インプラントの歴史は古く、現
在でも国内メーカーが新タイプの優れた表面性状を持
つ HA インプラントの開発が続いている。
　近年、特に日本において HA インプラントがトレ
ンドになっている感がある。HA インプラントを使用
している臨床家の多くが骨質の脆弱な部位における骨
結合が従来の表面性状よりも優れ、長期的な結果が安
定していることを実感しているようである。しかし、
欧米では HA の問題点である感染によるインプラン
トの脱落等のトラブルの報告から使用頻度は低い。し
たがって、HA インプラントのほとんどは日本を中心
とした近隣のアジアの数か国において使用されている
のが現状である。
　私が HA インプラントを使用したのは 2005 年から
である。それまで海外においても一時的に HA インプ
ラントがブームになったが、その当時の技術力不足で、
プラズマ溶射法方法により HA が分解することや基
材であるチタンと HA との接着力などに問題があり、
結果としてHA表面への感染が多いなど臨床成績が思

わしくなかった。その後、Zimmer 社がカルシテック
社を買収し、世界的なインストラクターに意見を聞き、
インプラントボデー全体に HA をプラズマコーティ
ングするのではなくインプラント体の海面骨量に接す
る中央部位のみにコーティングした Tapered·Screw-
Vent·HA が発売されたのがきっかけで私の HA イン
プラントの臨床応用が始まった。
　今回、HA·インプラントの臨床例に考察を加え、
HA インプラントの長期の成功に結びつく診断のポイ
ントを述べさせていただく。

２．Tapered Screw-Vent HA

　私見であるが骨質が脆弱な上顎において従来の表面
性状の Tapered·Screw·Vent と Tapered·Screw·Vent·

  図１：·Tapered·Screw-Vent の形態。HA はインプラントの中央のみ、
骨頂部付近は機械加工と Rough·surface で埋入方法は従来の
MTX と同じである。

Ginza·T’s·dental·office
Clinical·Professor·of·Department·of·Oral·and·Maxilofacial· Implantlogy,·
Tokyo·Dental·College
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HA（図１）の·Osstell 値の経時的変化を計測・比較
したところ、Tapered·Screw·Vent·HA の方が Ostell
値が高値を示すことが証明された（図２）。

　しかし各社の HA インプラントは形態、形状、HA
接着方法、製法、厚み等が様々でそれぞれの特徴があ
る。そこで今回は Screw·Vent·HA に限定し、その長
期予後の考察と文献等を参考にして以下の点について
述べることにする。

３．骨結合の獲得が困難な部位

　上顎臼歯部において Abutment 締結時のわずかな
回転（spinning）や痛み等が Roccuzo らによって報告
されている。また Herrmann らは事後分析から type·
4·（D4·,·D5）の骨が最も高い失敗率を示す·と報告して
いるように、骨結合の問題の多くは上顎臼歯部にみら
れ、また多くの臨床家も同様の問題を抱えていること
は事実である。

４．骨質の診断はどこが重要か

　そこで重要になるのが骨質の診断である。特に
皮質骨の厚み、海綿骨の骨密度が埋入するイン
プラントシステムを決定する要因の 1 つである。
Osseointegration の獲得には十分な初期固定が必要で
ある。そのため、皮質骨の厚みが薄い場合には丁寧に
皮質骨部を形成し、海綿骨の骨密度が低ければ·Bone·
condense·等を行い、埋入トルクを上げて安定した初
期固定を得る手法を用いている。なお、必要に応じ

HA インプラントを選択して埋入している（図３）。

　今日、CT が普及したことで骨形態、皮質骨の厚み、
海綿骨の骨質等を診査することが容易になった（図
４）。特に MDCT（医科用）の場合、DICOM·DATA
から骨質を数値化した CT 値があり、D1 ～ D5 のク
ラス分けが可能となり、骨質の脆弱な上顎の場合には
術式、治癒期間の診断に有効である（図５）。しかし
CBCT（歯科用）の場合は開発当時 CT 値の概念がな
い。最近になり計測可能な機種が多く出てきたが撮影
方法が基本的に違っているので、その数値は MDCT
のように正確ではなく近似値と考えた方が妥当であ
る。またその値も機種によって様々であるため、検証
してから参考にすべきと思われる。今後発売される
CBCT はこの点を改善して発売されるものと推測さ
れる（図６）。

  図２：·上顎において MTX と HA を埋入時から 4,6,8w の Osstell の経時
的変化を表す。HA が MTX より優位で Osstell 値の上昇時期も
早い。

  図３：·上下顎の皮質骨の厚み、海面骨の骨密度の違い．上顎臼歯部は骨
幅があっても皮質骨が薄いと良好な初期固定が得にくい

  図４：·MDCT と CBCT　それぞれの利点、欠点を理解しかつ要すべき
である。最近では CBCT でも CT 値が表現されているがあくま
で参考として評価すべきと思われる
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５．HA の使用基準は

　伊東らは· ウサギにおいてインプラント周囲に
1.4mm の space をつくり、初期固定のない状態（埋
入トルク＝ 0·N）で 2 週後の骨接触率を調べたところ、
HA-coated·は 14.9% であり、·Ti·surface の·4.8% と比
較して有意に高かったと報告している。また、オルス
テンセンらは·ヒト埋入時に初期固定が得られないイ
ンプラントの 3 年後の残存率が、HA-coated·インプ
ラントでは 91.8% と高く、non-HA の 53.6% より有意
差があったと報告している。この２つの報告での初期
固定が得られないという状態は、臨床的には上顎大臼
歯部などの皮質骨が薄く、かつ海綿骨の骨密度が低い
という骨質に多い。
　私の HA インプラントの使用部位はほとんどが上
顎である。下顎臼歯部においても、まれに皮質骨が薄
く海綿骨の骨密度の極端に低く初期固定の獲得が困難
と推測される場合は、HA インプラントを使用するが
その使用頻度は低い。つまり、骨質に問題がなければ

従来のチタンインプラントで十分に機能しているの
で、すべての部位に Screw-Vent·HA を用いる必要性
はないと思っている。
　既に述べているが、私が HA インプラントに
求めるいるものは骨が脆弱な部位における確実な
biointegration の獲得が主であり、できれば臨床的な
使用感も従来のインプラントと大きな差がないものを
使用したいと思っている。そのため、HA インプラン
トは Screw-Vent·HA·を好んで使用している。

６．臨床ケース

　2006 年初診。上顎の歯の状態が悪くインプラント
で固定式にしたいとのことで来院した。診査の結果、
上顎の歯は保存不可なため、すべて抜歯し、無歯顎へ
のインプラント治療とした。なお、これまでの喪失理
由はカリエスが原因で、歯周疾患の程度は軽微と判断
した（図７）。
　患者は早期の治療を望んでいたので即時修復の治療
法の可能性があることを説明し、同意を得た。抜歯
前に無歯顎を想定し総義歯と CT 撮影用ガイドを作製
し、保存不可能な歯の抜歯を行い、同日総義歯の装着
と撮影ガイドを装着し CT 撮影を行った。
　CT 診断（CBCT）から上顎の骨形態は良好、上顎
臼歯はサイナスまでの骨量不足が認められた。骨質は
画像診断から上顎臼歯部の皮質骨は薄く、海面骨量の
骨密度は低いと判断した。（このとき CBCT は CT 値
の設定がなく MDCT の DICOM から得られる CT 値
の優位性を実感した症例でもあった（図８）。）

  図６：MDCT と CBCT の比較

  図５：·CT 値による　骨密度の分類（Misch）
　　　·シュミレーッションソフトでの治療計画、設計に有効

  図７：初診時 2006 年 11 月主訴は咬合不全で来院
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　これらを考慮に入れて埋入本数は 8 本、埋入位置は
左右対称、左右臼部は骨量がある程度確保できる 6 番
前方部までとした。シュミレーッションソフト（マテ
リアライズ社製·Sim·Plant·Pro）で設計し（図９）、サー
ジカルガイドと骨モデルを作製し、その上で埋入シュ
ミレーッションおよび即時修復用のテンポラリーを作
製した（図 10）。

上顎即時修復のポイント
　埋入位置は力学的条件を考慮し左右対称
　本数は 6 ～ 8 本
　インプラントは HA·surface
　埋入トルクは 45N 以上が左右に 2 本以上あること
　テンポラリーは強固であること
　テンポラリーの側方運動はフルバランス
　なお、この条件を満たさない時には待機荷重とした。

　サージカルガイドは骨支持タイプとした。その理由

の 1 つとして、抜歯後から埋入までの時期は 7 週後の
早期埋入となるため、埋入位置の骨形態が斜面になる
ために術中の誤差を確認するためである（図 11）。

　また、インプラント埋入時に最終埋入トルク値とオ
ステル値を計測した。上顎で骨密度が低い症例であっ
たが、6 週後のオステル値が埋入時とほぼ同様な 60
台を維持しており、従来のインプラントより HA イ
ンプラントの優位性が証明されている（図 12）。

  図９：·CBCT をシュミレーションソフト（SimPlant·Pro）で治療計画の
立案、CT 値は表現されず画像診断に頼る。

  図 11：オペ時　骨面を確認しながら慎重に行うことができる

  図 12：埋入時の埋入トルク値と osstell 値と 6 週後の Osstell 値

  図８：·MDCT の場合　CT 値で色分けもでき、骨質に問題がある症例の
治療計画に有効（参考症例）

  図 10：サージカルガイドは骨支持
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　埋入時トルク ISQ から初期安定性が確認され即時
修復し、埋入から 5 ヶ月後に術者可撤式によるブリッ
ジを装着した（図 13,14）。

　4 年後のパントモ画像はインプラント、上部構造と
も良好な経過を示し、CBCT 画像で各インプラント
の骨の吸収は認められず、前歯部の抜歯早期埋入部位
の骨の吸収は軽微であり、大臼歯部のソケットリフト
の結果も良好である（図 15,16）。

経過からの考察
　・TSV·HA の場合脆弱な骨に有効
　・·Platform 部は·Machine·surface だが大きな吸収

は認められない
　・·CBCT は H.U. の情報がなく埋入時の診断が重要

である
　・初期固定が高いほど治癒期間は短縮できる

７．埋入に際して注意すべきこと

　脆弱な骨では初期固定が得られにくい。そのため初
期固定を得るために埋入トルクを高く（35 ～ 40N·以
上 60N まで）する工夫をする。
　また、時として上顎でも骨密度が高い場合もあり、
過度の高トルクにより HA の剥離（70N ～）のリス
クが予測される時なども術前の骨質の診断は重要とな
る。

８．最後に

　今回このような機会を与えていただいた春日井昇平
先生をはじめ、各先生方に感謝いたします。
　HA インプラントは過去の多くの論文での失敗例の
報告等があり、世界的なシェアは少ない。しかし、日
本国内の多くの臨床家の長期症例の臨床成績を考え
ると有効な選択肢の 1 つといえる。私は Screw-Vent·
HA の使用してまだ 6 年である。しかし、以前から診
断項目としている埋入トルク値と Osstell 値の経時的

  図 13：即時荷重の正面観とパントモ

  図 14：上部構造装着時　AGC による術者可撤式

  図 15：パントモ　補綴終了時と 4 年後

  図 16：CT 画像　4 年後の各インプラントの Cross·sectional 画像
　　　　各インプラント経過良好、前歯部の早期埋入部位の状態も骨吸
　　　　収が少なく良好である
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変化を HA に応用してみると、骨が脆弱な部位では
従来の表面性状より優位性が確認される。そのため現
在では、脆弱な部位のほとんどにHAを使用している。
また今回、各分野の専門家が集って論議を交わすこと
により、基礎および臨床での優位性のみならず、リス
ク等も整理でき、それらを学会としてまとめることに
より、さらに多くの研究者、臨床家に HA インプラ
ントが認知されることを願っている。
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抄　録

　今回、HA インプラントの臨床例に対して長期の成功に結び
つく考察を加え、診断ポイントを述べさせていただく。
　欧米において、HA インプラントは過去において未熟なコー
ティング技術からトラブルが多数報告されている。一方、優れ
たコーティング技術を有する日本では HA インプラントがト
レンドになっている。国内での HA インプラントの販売の歴
史は長く、現在でもなお、国内メーカーが HA インプラント
の新タイプを販売しているのが現状である。その理由として、
HA インプラントを使用している日本の臨床家の多くが骨質の
脆弱な部位における骨結合が従来の表面性状より良好で、長期
的な結果が良いと実感しているからと推測される。

Abstract

·Diagnosis·points·based·on·the·clinical·cases·of·HA·coated·
implants·for·long-term·success·are·described·in·this·report.
·In·western·country·over·20·years·ago·many·failure·cases·in·
HA·coated·implants·had·been·reported.·They·are·caused·by·
an·unskillful·HA·coating·technique.
·On·the·other·hands,·in·Japan·the·clinical·history·of·HA·
coated·implants·is·old·and·recently,·the·implants·are·
becoming·very·popular·due·to·the·excellent·HA·coating·
technique.·And·most·of·Japanese·dentists·know·that·the·HA·
coated·implants·are·effective·for·long-term·success·in·the·
bone·with·low·density.
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●特集Ⅱ：「HAインプラントの長期予後を目指して」

HA におけるインプラント周囲炎予防対策

林　正人 1,2）、福島　稔晃 1）、今野　奈津子 1）、中本　大介 1）、
畑中　美乃 1）、山口　智明 1）、宇都宮　忠彦 2）

A prevention against peri-implantitis on HA-coating implant

Masato Hayashi 1,2）, Toshiaki Fukushima 1）, Natsuko Konno 1）,
         Daisuke Nakamoto 1）, Yoshino Hatanaka 1）, 

         Tomoaki Yamaguchi 1）, Tadahiko Utsunomiya 2）

　１）はやし歯科医院
　２）日本大学松戸歯学部口腔病理学講座

１．はじめに

　今日のインプラント治療においては、機能性、審美
性および長期安定の獲得が必須となってきた。した
がって、補綴を考慮した理想的な位置（垂直的，近遠
心的，頬舌的および傾斜角度）にインプラント体を埋
入する必要がある。
　インプラント治療の欠点には、インプラント周囲炎
と不適切な咬合によるインプラント体を含む関連部位
の破折・破損などがある。特に HA コーティングイ
ンプラントの選択は、インプラント周囲炎の罹患リス
クを考慮しなければならず、セカンドチョイスとなる
ことが多い。しかしながら、欧米人種と比較して日本
人の骨量が少ないなど口腔内における条件が非常に厳
しく、早期骨結合獲得および早期機能回復を目的に、
HA コーティングインプラントに期待を託したくなる
症例は少なくない。一方で、HA コーティングインプ
ラントにおいても長期安定を維持しなければならず、
インプラント周囲炎に重視した特別な配慮が必要であ
る。
　HA コーティングインプラントは、10 年以上の長
期症例を通して確立化してきた。HA層部は、コーティ
ング層であるため、一度感染するとリカバリーが非常

に困難である。また、インプラント体周囲組織より出
血や排膿を繰り返すとともに、周囲骨の吸収が早期に
波及する可能性があることを認識しておかなければな
らない。そこで、インプラント体（HAコーティング部）
の埋入（植立）位置、インプラント体カラー部の有用
性などインプラント周囲炎の回避について考察する。

２．臨床における HA インプラントの
　　　　  利点および欠点

　HA インプラントの利点は早期の骨結合であり、以
下において有利である。
　１）骨が大きく欠損し、初期固定が弱い場合
　２）骨質の弱い上顎に用いる場合
　３）短いインプラント体を選択する場合
　４）早期あるいは即時に咀嚼機能回復を求める場合
ここで１）～４）において、症例をもとに考察する。

　１）の症例において、上部構造装着 5 年後の臨床的
評価を加えた（図１～３）。

HAYASHI·Dental·Clinic
Department·of·Oral·Pathology,·Nihon·University·School·of·Dentistry·at·Matsudo
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　術前の X 線所見に示される上顎洞底までの垂直的
既存骨量は、16 ～ 14 部において約 1.15 ～ 1.54mm、
24 ～ 26 部において約 0.77 ～ 1.02mm であり非薄な既
存骨量であることが確認できる。上部構造装着 5 年
後の X 線所見から割り出した垂直的骨吸収量を測定
したところ、カラー部 1.20mm を考慮した実際のイン
プラント体周囲における垂直的骨吸収量は、最大値
約 1.20mm、最小値 0mm であった。なお、14 遠心部、
11 遠心部、23 近心部および 24 近心部は、1998 年ト
ロント会議にて発表されたインプラント成功の基準に
記載されている『機能開始 1 年以降の経年的な 1 年ご
との垂直的骨吸収は平均 0.2mm 以下である』を僅か
に超えたものの、その他に関しては成功基準内であっ
た。また、上部構造装着 5 年後のペリオテスト値にお
いては、全て 0 未満であり『臨床的に検査するとき、
個々の連結されていないインプラントは動揺しない』
を達成した（表１）。
　２）Lekholm·U らの骨質の分類（1985 年）にて示
される D4：no·compact·bone·/·fine·spongiosa のよ
うな症例の場合、早期の骨統合を達成するために HA
表面処理のインプラント体が使用された（図４）。

  図１：術前の X 線所見

  図２：上部構造装着５年後の口腔内所見

  図３：上部構造装着５年後の X 線所見   図４：骨質 D4 への HA インプラント埋入

　　　　　  表１：上部構造装着５年後における実際の骨吸収量およびペリオテスト値
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　３）上顎洞底までの垂直的既存骨量 6mm の 26 部
に対して、被覆部 6mm 支台部 7mm の One-Piece·
Type のインプラント体を植立した。上部構造装着 6
年後の X 線所見から、インプラント体周囲の垂直的
骨吸収量は約 0.84mm であり（図５）、十分に機能し
ていた。ところで青木らは、骨結合力は円柱体の場合、
チタンの約 10 倍と述べている。1）本症例のように短
いインプラント体を選択する場合、強い骨結合力をも
たらす HA インプラントは有効と考えられる。

  図５：上顎洞底までの垂直的既存骨量６mm の症例

  図６：暫間インプラントを用いた Immediate·Loading

　４）暫間インプラントを用いて即時負荷を与えた
場合、早期の暫間インプラントの脱落が考えられ
る。その際、Lekholm·U らの骨質の分類 D：thin,·
porous·compact·bone·/·fine·spongiosa お よ び D4：
No·compact·bone·/·fine·spongiosa のような症例の場
合においても早期骨統合が要求される（図６）。青木
らは、HA コーティングの材料学的な利点の中で HA
は骨伝導能が高く、埋入（植立）後 2 週間で骨接触率
は 70 ～ 100% に達すると述べている。すなわち、早
期あるいは即時に咀嚼機能回復を求める場合、HA は
有効であると考えられる。

　しかし、HA インプラントの欠点を熟慮しておかな
ければならない。臨床における HA インプラントの
欠点としては、
１）コストが高い
２）感染しやすい
３）感染した場合のリカバリーが困難
などが考えられ、特に２）の「感染しやすい」に注意
を払う必要がある。
　田中ら 2）は、HA が感染しやすいという疑問に否定
的である。しかし、当歯科医院の 12 年間（1999 年 11
月～ 2011 年 11 月）における症例を整理すると、イン
プラント周囲炎が起因するインプラント体撤去（脱落）
本数に対する表面性状の割合は、HA インプラントが
81% を占めており、易感染性を示唆した。そこで、イ
ンプラントの周囲炎に対する予防は極めて重要である。

３．インプラント周囲炎予防対策

１）全身疾患および口腔内疾患（口腔内環境）
　外科処置を伴うインプラント治療では、感染防止に
留意する必要がある。特に糖尿病患者は歯周疾患も含
めて感染のリスクが高く、内科への対診など血糖値コ
ントロールなどに十分注意を払わなければならない。
また、インプラント埋入（植立）部位の歯肉の厚さ、
付着歯肉の量および小帯の位置は、インプラント治療
後の口腔衛生を指導する上で、重要なポイントである。

２）HA インプラントの埋入（植立） 位置
　HA インプラントの埋入（植立）位置は将来の感染
に大きく影響する。そして、crown-implant·ratio は 1
以下に求めるのが理想的である。しかし、HA インプ
ラントにおいては、crown-implant·ratio を追求する
あまりにインプラント周囲炎へ罹患してしまうことも
懸念される。そこで、crown-implant·ratio とインプ
ラント周囲炎をどのように考慮すればいいのか。HA
インプラントの 10 年間の X 線所見における経時的変
化を示した症例において、crown-implant·ratio を考
慮し植立手術を施行したにもかかわらず、上部構造装
着後 4 年に感染が確認され、5 年までに垂直的骨吸収
が進行した（図７）。
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　すなわち、この症例では crown-implant·ratio を重
要視しても、インプラント周囲炎に罹患してしまった
ことから、埋入（植立）においては、crown-implant·
ratio のみならず、垂直的位置 ,·頬舌的位置 ,·近遠心的
位置および傾斜角度に注意を払う必要がある。その理
由として、上部構造装着以降の応力により既存骨の吸
収は特に垂直的および頬舌的に進行することで、HA
層部の露出が懸念されるからである。すなわち、イン
プラントの埋入位置は将来の HA 層部露出回避を条
件に確立しなければならない。また、埋入位置を深め
に捉えすぎて口腔環境を煩雑し悪化させないよう注意
しなければならない。そこで、次に HA 層部の既存
骨内への理想的な埋入深度を、HA インプラント体に
おけるカラー部の必要性と長さをもとに考察する。

３）インプラント体カラー部の必要性とその長さ
　インプラント周囲の骨吸収はマイクロギャップとイ
ンプラントカラー部に大きく関係していることが報
告されている。カラー部が全く無い場合、マイクロ
ギャップにより abutment 周囲に十分な生物学的幅径
の CTC（connective·tissue·contact）獲得は望めない
ため、HA コーティング層部の露出に伴うインプラン
ト周囲炎のリスクが高くなる。Lindhe·J らによると、
生物学的幅径は裏層する骨を保護する機構としての働
きをしており、3）Cochran·DL らは、インプラント周
囲粘膜は最低 3mm あることが、安定した上皮 ,·結合
組織付着を形成するのに必要とされることを示唆して
いる。4）すなわち、インプラント周囲炎を考慮すると、
カラー表面に生物学的幅径を期待することが理想的と
思われ、生物学的幅径こそがインプラント周囲炎への
最大防御機構であると考えられる。
　Berglundh·T らは、薄い組織の場合にはインプラ

ント周囲閉鎖の形成過程で骨頂部の骨吸収が引き起こ
されること、5）また Iacono·VJ らは、粘膜組織の最小
の幅が得られない場合、本来の生物学的幅径を形成し
確保するために、骨吸収が起こるであろうことを示唆
している。6）当歯科医院における上部構造装着 6 年後
の症例において、口腔内所見および X 線所見を検討
したところ、多少の歯肉退縮およびカラー部に垂直的
骨吸収が認められたものの、上部構造およびアバッ
トメントを除去したカラー部には CTC の獲得が得ら
れ、感染徴候は認められなかった（図８、９）。また、

  図７：X 線所見における経時的変化

  図８：上部構造装着６年後の口腔内所見および X 線所見

  図９：上部構造およびアバットメントを除去した口腔内所見

Linkevicius·T らは、骨頂部における最初の粘膜組織
の厚さは、インプラント周囲辺縁骨の安定に有意に影
響を及ぼすことを示唆している。7）当歯科医院におい
て諸条件を満たしたインプラント患者 455 症例に対し
て、インプラント埋入部位の粘膜厚さを測定したとこ
ろ、平均値は2.54mmであった。Becker·Wらによると、
インプラント埋入部位の粘膜厚さの平均値は 3.3mm
である。8）すなわち、日本人の粘膜は非常に薄いこと
が理解できる。しかしながら、多くの症例に遊離歯肉
移植や結合組織移植を行う事は大変である。そこで、
HA インプラント体に 1 ～ 2·mm 程度のカラー部を付
与し、骨内に完全に埋入する事によって、カラー部に
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よる骨吸収と、生物学的幅径の形成を期待できる。ま
た、one-piece· implant の場合でも HA 層部の境界部
を粘膜の厚さに応じて骨内に入れることで、生物学的
幅径が獲得できる。

４）口腔前庭拡張術の必要性
　付帯手術においては減張切開を施行することが多
い。そのため口腔前庭が狭くなり食物残渣の貯留によ
る口腔環境の悪化によって、インプラント周囲炎の惹
起が懸念される。そこで、口腔前庭拡張術も口腔環境
を確立する上においては重要な処置と考えられる。

４．考察とまとめ

　インプラント治療の良好な結果を長期に得るため
には、十分な口腔衛生管理が重要であることは言
うまでもない。そのためには、top-down·treatment

（restoration-driven· implant·placement）に代表され
るように、インプラントの適切な埋入位置を考慮する
必要がある。特に、HA コーティングインプラントの
長期安定を獲得するためには、インプラント周囲炎の
罹患リスクを軽減するような埋入位置・深度の工夫が
必要である。
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抄　録
　今日のインプラント治療においては、機能性 ,·審美性および
長期安定の獲得が必要であるため、補綴を考慮した理想的な位
置（垂直的，近遠心的，頬舌的および傾斜角度）にインプラン
ト体を埋入する必要がある。ところで、HA·コーティングイン
プラントはインプラント周囲炎の罹患リスクを考えると、セカ
ンドチョイスとなることが多い。一般的に、外科処置を伴うイ
ンプラント治療では、感染防止に留意する必要がある。特に糖
尿病患者は歯周疾患も含めて感染のリスクが高く、十分注意を
払わなければならない。また、インプラント埋入（植立）部位
の歯肉の厚さ、付着歯肉の量および小帯の位置は、インプラン
ト治療後の口腔衛生を指導する上で、重要なポイントである。
　HA インプラントの利点は早期の骨結合であり、初期固定が
弱い部位、インプラント体が短い場合、そして早期あるいは即
時に咀嚼機能回復を求める場合に有効と考えられるが、一方で
易感染性など、インプラントの周囲炎に対する予防は極めて重
要である。そこで、想定される骨吸収によって HA 層部が露
出しないような埋入位置の決定や、カラー部の骨内への完全埋
入によって、カラー部周囲の骨吸収に伴う周囲歯肉の生物学的
幅径を獲得することが、インプラント周囲炎への最大防御機構
となると考えられる。

Abstract
·In·the·current·implant·treatment·it·is·necessary·for·implant·
bodies·to·be·installed·into·ideal·situation·after·consideration·
of·vertical,·mesiodistal,·faciopalatal·sizes,·and·graduated·angle·
after·deliberation·on·prosthetic·devices.·The·treatment·will·
lead·to·good·functional,·esthetic·face·and·long-term·stability.·
·HA-coated·implants·sometimes·are·considered·as·second·
choice·by·a·risk·of·peri-implantitis·to·titanium·implants..
·Generally·in·dental·implant·treatment·with·surgical·
procedure,·dentists·must·take·care·enough·to·protect·
infection,·especially·in·patients·with·diabetes.
·Thickness·or·amounts·of·gingiva·and·the·frenum·position·
are·important·for·oral·hygiene·after·implantation.·
·The·merit·of·the·HA-coated·implants·is·early·bone·bonding,·
and·applicable·in·weak·fixation·position·in·bone·and·in·the·
case·of·short·implants.·Furthermore·the·implants·can·be·used·
in·immediate·functional·recovery.·However,·the·protection··
countermeasure·to·peri-implantitis·should·be·carefully·
considered.
·From·the·points·of·these·considerations·HA-coated·bodies·
should·be·implanted·without·being·exposure·by·assumed·
bone·resorption·and·the·color·parts·completed·inserted·into·
bone.·Also·biological·width·of·gingiva·becomes·important·to·
protect·the·peri-implantitis.
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●特集Ⅱ：「HAインプラントの長期予後を目指して」

インプラントメンテナンスにおける局所的・全身的リスクファクター

河野　章江

Local and systemic risk factors for implant maintenance

Fumie Kono

　東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科　非常勤講師
　講道館ビル歯科・口腔外科

１．はじめに

　インプラント療法は、欠損補綴治療の選択肢のひと
つであり、近年、その需要が高まってきている。
　しかし、インプラント療法の普及に伴い、術中のト
ラブルの増加や、長期経過を観察するなかで、合併症
などの発生の増加も報告されてきている。
　インプラント療法では、オッセオインテグレーショ
ンを獲得したインプラント体に上部構造が装着された
後、長期的に良好に機能と審美が維持されていくため
には適切なメンテナンスが不可欠となる。患者さんの
一生に渡って継続していくメンテナンスに、私たち歯
科衛生士は主体的に関わっていくことになる。このよ
うな重責を担う歯科衛生士は、患者さんとの信頼関係
を構築するための高いコミュニケーション能力や、イ
ンプラント療法に関する専門的な知識、そして質の高
いメンテナンスを提供できる技術を備えなければなら
ないと考えられる。しかし、インプラント療法後のメ
ンテナンスプログラムについての明確なガイドライン
がなく、また、インプラント周囲炎の治療法について
も科学的なエビデンスが十分にあるとはいえないのが
現状である。さらに、インプラント療法に関する教育
や卒後研修も十分とはいえないので、メンテナンスの
重要性を認識している医療従事者も少ないのではない
だろうか。
　今回、当院で施行しているメンテナンスの内容を紹

介しながら、特に留意すべき局所的リスクファクター
と全身的リスクファクターについて臨床例を提示しな
がら考えてみた。

２．インプラント療法の前に

　まず、インプラント療法を成功に導く術前処置とし
て、口腔内環境の改善が必須である。歯の喪失に至っ
た原因を考察して、その原因を除いておかなくてはな
らない。インプラント周囲炎の発症には、細菌感染と
咬合の問題が大きく関与するとされている。すなわち、
術前に、歯周病の治療と咬合習癖の解決や、生活習慣
などの全身のリスクファクターを改善しておくことが
求められる（図１）。

図１
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３．当院のメンテナンスプログラム

　インプラントが長期的に良好に維持されていること
を評価するためには何をすればよいのかということ、
メンテナンスで何を行えばよいのかを考えてみたい。

当院におけるメンテナンスプログラムを示す（図２）。

１）医療面接（問診）
　インプラント療法は欠損補綴という治療の性格上、中
高年層の患者が多く、生活習慣病など全身疾患の有病
率も高い傾向にある。定期的にメンテナンスに来院する
患者の健康状態も加齢とともに変化していく。全身疾患
の罹患の有無、服薬の状況の変化、また禁煙・喫煙な
どの生活習慣の変化を医療面接（問診）で聴取する。

２）口腔内診査
　天然歯の歯周組織、インプラント周囲組織、軟組織
の状態、咬合状態に特別な問題がないかどうかなどを
診査する。インプラントは骨と直接結合しているので、
歯根膜や結合組織などの軟組織が介在する天然歯と違
い、わずかな咬合接触の変化が早期接触となり得る。
歯周病患者では歯槽骨のレベルが低下しているのでク
ラウンインプラントレシオの悪化も考えられ、側方力
に対する抵抗性も低下していることも考えられる。力
の影響のサインを見逃さないで、歯科医師に報告をする。

３）口腔内写真の撮影
　口腔内の状態の記録のために、口腔内写真の撮影を
行う。

４）X 線撮影
　放射線学的評価を行う。経時的にあるいは必要に応
じて撮影し、インプラント周囲骨の状態を確認する。

５）口腔衛生状態の確認
　インプラントが装着された患者には、天然歯とイン
プラントの周囲組織の相違点などから、質の高いプ
ラークコントロールが求められる。口腔衛生指導では、
インプラントの上部構造の特徴や、周囲環境を考慮し
た適切なセルフケアを提示していくことに留意する。
メンテナンスの基本になるセルフケアは、患者が毎日
継続して行える方法を提案する。できる限り簡潔な方
法で、たくさんの種類の清掃用具を使わずに済むよう
なセルフケアの提示を心がける。

６）プロフェッショナルケア
　プロフェッショナルケアでは、インプラント部位に
使用する器具に配慮する。
　ハンドスケーラーを用いる場合は、プラスティック
スケーラーやカーボンスケーラー、チタン製スケー
ラーを使用し、超音波スケーラーを使用する場合には、
プラスティック製のチップを用いる。上部構造の表面
に傷をつけることはプラークの付着・停滞因子となる
ので粗造にしないよう留意する。

７）次回メンテナンス日の決定
　これらの処置後に次回の来院日を決定する。メンテ
ナンスの間隔は患者によって異なるので、さまざまな
状況を加味して設定していく。
　メンテナンスの間隔の基準については、明らかな見
解はない。インプラント周囲組織は天然歯の歯周組織
と比較すると、プラークに対する感受性が高い可能性
が示唆されている。そのため、上部構造装着後は、天
然歯以上にインプラント周囲組織への配慮が必要とな
ると考えられる。したがって、インプラント周囲粘膜
炎や周囲炎を早期に発見し、進行を阻止するためによ
り緊密な間隔のメンテナンスが必要とされるのかもし
れない。インプラント部位に違和感・疼痛・腫脹・出
血などの症状を自覚した場合には、直ちに受診するよ
うに指導しておくことが、インプラント周囲粘膜炎や
周囲炎を早期発見する 1 つの方策になり得るであろ
う。

①医療面接（問診）：·全身状態の変化・生活習慣の
変化の確認

②口腔内診査：·歯周組織とインプラント周囲組織の
状態の確認

③口腔内写真の撮影
④ X 線撮影：インプラント周囲骨の評価
⑤口腔衛生状態の確認
⑥プロフェッショナルケア
⑦次回メンテナンス日の決定

図２
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４．局所的リスクファクターと全身的リスクファ
　　クター

　ヨーロッパコンセンサスレポート 1）では、インプ
ラント周囲炎のリスクには、口腔衛生管理の不良、歯
周病の既往、喫煙、糖尿病などが挙げられている。術
前からの局所的なリスクの除去と全身的なリスクへの
配慮が、インプラント療法を成功に導く重要な因子で
ある。

１）局所的リスクファクター
　図３に局所的リスクファクターを挙げた。

①インプラント周囲軟組織の状態
　付着歯肉の喪失、口腔前庭の狭小など軟組織の環境
が悪化している場合がある。インプラント周囲の付着
歯肉の必要性については議論がある 2,3）。付着歯肉の
存在はインプラント周囲組織粘膜の安定とセルフケア
においてプラークコントロールが容易に行えるという
点で、天然歯と同様に有利であろう。われわれの経験
した、メンテナンス中に発症したインプラント周囲粘
膜炎の症例でも、少ない付着歯肉量は１つの誘因であ
ろうと評価された 4）。
　インプラント治療部位の付着歯肉量が少ない場合、
インプラント周囲粘膜炎を発症するハイリスク患者と
想定して、メンテナンスに臨むべきであると考えられ
る。

　付着歯肉量の違いを示す（図４）。

②歯周病の既往
　インプラント周囲の細菌叢が歯周病菌と類似する
5）、残存歯がもつ歯周病の原因菌がインプラント周囲
組織の炎症に関与し、また伝播する 6）、インプラント
周囲組織は天然歯の歯周組織より感染に弱い 7,8）、な
ど、インプラント周囲炎と歯周病との強い関連性があ
げられている。『10年経過観察中の、慢性歯周病によっ
て歯を失った患者のインプラントは、歯周病以外の理
由で歯を失った患者のインプラントよりも、生存率が
低く、生物学的な合併症率も高かった』9）という報告
にもあるように、インプラントの長期的で良好な維持
と歯周病との関連は明らかと考えられる。
　したがって、インプラントの長期的な維持のために
は、残存天然歯に対する歯周病学的なアプローチ以上
の配慮を伴うメンテナンスが必要と考えられる。

２）全身的リスクファクター
　図５に全身的リスクファクターを挙げた。

図４：「どちらが磨きやすいだろうか」

図３

図５
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①口腔乾燥症（シェーグレン症候群）
　口腔乾燥を示すシェーグレン症候群患者は口腔機能
回復への期待は大きい。義歯の装着困難や褥瘡に対す
るインプラント療法は有意義であろうと考えられる。
　口腔乾燥症は全身的リスクファクターの 1 つと考え
られているが、患者のもつ高い口腔衛生へのモチベー
ションによって安定したシェーグレン症候群患者の長
期経過症例の自験例を示す（図６、７）。
　患者は 67 歳女性。·17・13・23 部位のインプラン
トと 27 天然歯の 4 つのボールアタッチメントによる
オーバーデンチャーが装着された。経過中、齲蝕は進
行する傾向にあるが、インプラント周囲炎、インプラ
ントの脱落など大きなトラブルは生じていない。義歯
床下に紅斑性カンジダ症も疑われるが、約 6 年間、良
好な経過を維持している。このことからインプラン
ト治療後の患者の満足度は大きかったと考えられる。
シェーグレン症候群患者のインプラント療法また長期
成功の維持には、その疾患の唾液分泌障害に伴う口腔
乾燥という特殊性を理解し対応、メンテナンスするこ
とが重要であると考えられる。

５．インプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲
　　炎への対応

　われわれのインプラント周囲粘膜炎や周囲炎へ
の対応は、Lang らの提唱する累積的防御支持療法

（Cumulative·Interceptive·Supportive·Therapy, 以下
CIST）10）に準じている。
　この治療法は、インプラント周囲組織の状態の評価結
果の組み合わせに従い、5 段階の治療法を設定していく
ものである。この治療法に基づき、可及的早期に、イン
プラント周囲粘膜炎やインプラント周囲炎を発見し、適
切な治療法により問題解決を図るように試みている。

累積的防御支持療法
（Cumulative·Interceptive·Supportive·Therapy,CIST）10）

プラーク BOP 排膿
ポケッ
ト深さ
（mm）

骨欠損 治療法

＋ or － － － ＜ 4 － （A）
＋ or － ＋ － ＜ 4 － A
＋ or － ＋ ＋ or － 4 ～ 5 － A ＋ B
＋ or － ＋ ＋ or － ＞ 5 ＋ A ＋ B ＋ C
＋ or － ＋ ＋ or － ＞ 5 ＋ A＋B＋C＋D
＋ or － ＋ ＋ or － ＞ 5 ＋ E

図６：初診時のパノラマ X 線写真　·上部構造装着時のパノラマ X 線写真

図７：上部構造装着時の口腔内写真

A：·機械的クリーニング（ラバーカップ＋研磨剤、プ
ラスティックスケーラー、口腔衛生指導の強化）

B：·局所的抗菌療法（クロルヘキシジンによる洗口、
ポケット洗浄、徐放性抗菌物質の投与）

C：·全身的抗菌療法（原法では ornidazole1000mg ×
10 日など）

D：外科的療法（再生、切除）
E：インプラントの摘出

　CIST 法プロトコルの B 段階における局所的抗菌療
法でのポケット洗浄には 0.1 ～ 0.2% のグルコン酸ク
ロルヘキシジンが使用されている。本邦ではこの濃度
での口腔粘膜への使用は禁忌となっている。当院では、
ポピドンヨード剤（イソジンガーグル ®）やグルコン
酸クロルヘキシジン（コンクール F·®）を希釈して代
用している。化学的薬物の効果は補完的なものと考え
られるが、本邦でのインプラントポケット洗浄用薬物
については今後も検討されていく課題であろう。
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　インプラント周囲粘膜の炎症性病変に対する治療法
が十分なエビデンスのもとに確立されているとはいえ
ない状況である。今後の研究の展開が期待される。現
時点では、インプラント周囲組織に炎症性病変が見ら
れた場合には、その病態をできる限り早期に正確に評
価・診断し、適切な対応を行い、その病変の進行をく
い止めることが重要と考えられる。

６．おわりに

　インプラント周囲粘膜の炎症性病変の予防・治療に
は一般的な歯周病治療と同様に、患者のセルフケアと
歯科医師・歯科衛生士が行う定期的なプロフェッショ
ナルケアが有効である。また、局所的なリスクの排除
だけではなく、全身的なリスクへの配慮も、インプラ
ント療法を成功に導く因子といえよう。歯科衛生士は、
口腔内のみならず全身にも目を向け、生活習慣の改善
や栄養指導などにも介入するべきである。
　本稿は第２回バイオインテグレーション学会での発
表に加筆、修正したものである。
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抄　録

　インプラント療法では、長期的に良好に機能と審美が維持さ
れていくためには適切なメンテナンスが求められる。メンテナ
ンスの目的は、インプラント周囲炎などの合併症の予防と早期
発見であるといえる。
　メンテナンスを行う歯科衛生士は、インプラント療法に関す
る専門的な知識、質の高いメンテナンスを提供できる技術、そ
して患者との信頼関係を構築するため、高いコミュニケーショ
ン能力を備えなければならないと考えられる。
　今回、当院で施行しているメンテナンスの内容を紹介しなが
ら、特に留意すべき局所的リスクファクターと全身的リスク
ファクターについて臨床例を提示しながら考えてみた。

Abstract

·Adequate·maintenance·procedure·performed·by·dental·
hygienists,is·necessary·to·keep·dental·implants·well-
conditioned·in·function·and·esthetic.·The·purposes·of·
the·maintenance·procedure·in·implant·therapy·are·the·
prophylactic·treatment·and·making·an·early·diagnosis·of·
the·complications,·such·as·peri-implant·mucositis·and·peri-
implantitis.
·Therefore,·the·dental·hygienists·should·learn·the·current·
level·of·a·developing·art·for·implant·maintenance·including·
knowledge,·techniques,·and·communication·skill·for·making·
the·reliable·relationships·to·their·patients.
·In·this·presentation,·first,·the·representative·local·
and·systemic·risk·factors·are·mentioned,·and·then·the·
maintenance·procedures·to·these·factors·are·discussed·based·
on·our·clinical·experiences.
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●特集Ⅱ：「HAインプラントの長期予後を目指して」

健康長寿を目指して
—今後の歯科衛生士の役割—

安達　恵利子
Eriko Adachi

　歯科衛生士
　医療法人社団秀飛会　ポートスクエア歯科クリニック

　咀嚼障害を主訴に来院した患者が、インプラント治
療により機能回復し、セルフケアも可能になると、通
常半年から一年に一度の定期検診に移行していく。し
かし、その後のリコール時に患者の全身状態を確認す
ると、「よく噛めるようになったから食べ物が美味し
くて体重が増えた。」「先月から血圧を下げる薬を飲ん
でいる。」「糖尿の数値が上がってしまった。」などの
声を聞くことが少なくない。これは、身体は医師が治
すもの、歯は歯科医師が治すものという固定観念から、
歯科医療従事者は齲蝕や歯周病、欠損補綴の治療によ
り、咀嚼機能を回復することを治療のゴールとするこ
とが多いためと考えられる。そして歯科治療後は、口
腔内の衛生状態を維持していくためのメンテナンスの
継続のみを役割と考えている歯科衛生士が多いこと
も、原因のひとつと考えられる。

　歯科治療後の患者の食生活を適正に管理すること
と、患者に咀嚼の大切さや全身状態への影響について
指導することも、これからの歯科医療の重要な要素と
考える必要がある。厚生労働省大臣官房統計情報部が、
2004 年度に実施した「国民医療費」によると、国民
医療費全体の 32.1 兆円のうち、生活習慣病が占める
割合は 1/3 の 10.4 兆円に達していることが、日本透
析医学会で報告されている。また、厚生労働省の「国
民医療費の概要」から診療種類別国民医療費を見てみ
ると、薬局調剤医療費は過去 15 年で 6.6 倍に増加し
ているのに対し、歯科診療医療費はほとんど変化がな
い。これらの報告からも、歯科治療後の食生活指導の
重要性と、その中での歯科衛生士の役割が窺える。

　咀嚼障害のために偏った食事をしていれば、栄養失
調のため体に不調をきたすことは当然であるが、咀嚼
機能の低下が様々な病気を引き起こしている可能性に·
関しては、あまり報告されていない。そこで今回われ
われは、当医院の無作為に選択した 70 歳以上の患者、
男女計 34 名において、体水分、タンパク質、ミネラ
ル量を測定し、比較検討を行った。測定には当医院に
設置している高精度体成分分析装置（ITO-inbody370：
伊藤超短波株式会社）を用いた。その結果、3 項目全
てにおいて正常値を示した患者は 18 名、低値を示し
た患者は 7 名であった。次に、正常値を示した 18 名
の患者の残存歯数を調べてみると、平均歯数は 20 本
を超えていることが判明した。残存歯が 20 本以上で
あれば、何でも食べることが可能となり、バランスの
とれた食生活が、体水分・たんぱく質・ミネラル量の
値を正常値に保つことに寄与したと考えられる。この
結果から、咀嚼の全身状態への影響と、残存歯数が不
足している患者に対する咀嚼機能回復治療の重要性が
明らかとなった。

　本研究に用いた高精度体成分分析装置では、前述の
3 項目の他に、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨
格筋量、筋肉バランス、基礎代謝量なども測定できる。
現在われわれは、それらの測定値と今回の研究結果を
もとに、個々の患者の体内状態の問題点から起こりう
る全身疾患を予測し、生活背景を踏まえたうえで患者
一人ひとりに合わせた具体的な生活習慣改善のアドバ
イスや術後管理および食事指導を行っている。さらに、
実際に歯科治療前後の各段階における、自身の経時的
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な客観的数値を見せることで、咀嚼機能回復が全身の
健康状態に関与していることを実感でき、患者の動機
づけにも繋がると確信している。

　また、特に高齢者のインプラント治療後のメンテナ
ンスにおいては、全身の健康状態に注意を払うことの
重要性が示唆される。治療時は健康でも、歯科治療終
了後、衛生管理や食事管理を自身で行えなくなった場
合、介護者にも指導を行う必要が生じる。日本におけ
る人口ピラミッドの推移を見てみると、1950 年では
富士山型を呈していたものの、2000 年には釣鐘状と
なり、ピラミッド形状は完全に崩れている。さらに、
2055 年には壷状を呈するようになり、日本人の 3 人
に 1 人が 65 歳以上というまさに超高齢化社会になる
と予想されている。介護者よりも要介護者の方が多く
なるという現実を見据えたうえで、歯科治療後の患者
が要介護となった場合を想定したメンテナンスを、医
科と歯科の連携のもと行っていく必要がある。

　インプラント治療で咀嚼機能を回復し、体内状態の
改善が図れた時点は治療のゴールではなく、健康寿命
を延ばすためのスタート地点と言える。われわれ歯科
医療従事者は、患者の全身を診る力を養い、食育を含
めた幅広い知識を身に付けることにより、患者に咀嚼
の大切さを伝え、健康に導き、これからますます増大
する医療費の抑制に寄与し、健康寿命の延伸を目指す
ことを目標として努力することが必要であろう。
　今後の歯科医院での歯科衛生士の役割を提言して稿
を終える。

文　献

武田　孝之、林　揚春 : 歯の欠損から始まる病気のド
ミノ - 命の質と量をまもるためのインプラント治療，
医歯薬出版，東京，2010．
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即時負荷で使用した HA インプラントのメンテナンスを経験して

佐藤　千歩

Experience of maintenance for HA coated implant used by immediate loading

Chiho Sato

　医療法人社団顎歯会　デンタルケア高松歯科
　歯科衛生士

１．緒　言

　HA インプラントは高い生体親和性と早期に骨結合
が得られることなどから当医院においても即時埋入や
即時負荷、あるいは GBR やサイナスリフトなどを併
用する症例に適応する機会が増加している。このよう
なアドバンス症例に対し、歯科衛生士が歯周基本治療
からメインテナンスまで関わることは必要不可欠であ
る。プロフェショナルケアに加え、患者に対して手術
に対する不安感や恐怖感などを軽減させるメンタルケ
アを行うことでインプラント治療が円滑となり、安心
して治療に臨むことができる。そこで今回、当医院で
行った HA インプラントによる即時負荷症例につい
ての衛生士からのアプローチを紹介する。

２．症例の概要

患者：31 歳、男性
初診：2011 年 6 月 15 日
主訴：·＃ 36、46 のインプラント治療を希望し、他歯

科医院の紹介で来院した。
本症例のポイント：·長期海外出張が多く、通常当院の

プロトコル（図１）では通院困難
なことが予想された。そのため来
院回数をできるだけ少なくしたプ
ロトコルが必要となった。そこ

で HA インプラントによる即時
負荷による治療法を提示し、イン
フォームドコンセントを得た。図
２～４に初診時の所見を示す。

  図１：当院の即時即時負荷プロトコル
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３．治療計画

#36、#46 への HA インプラントによる即時荷重

１）目標：
　①今後のインプラント治療の流れを理解する
　②モチベーションの向上と維持⇒禁煙の習慣化
　③メインテナンスの徹底と定着

２）術前の衛生士の役割
　１）歯周基本処置
　２）禁煙指導
　３）食事指導⇒ 40 日間のソフトダイエット

３）指導ポイント
　患者は喫煙者であったため、喫煙がインプラント治
療のリスクファクターであることを十分理解してもら
い、禁煙指導を行った。さらに、担当歯科衛生士は歯
周基本治療期間中、患者の不安感なども取り除き十分
なコンプライアンスの確立に務めた。また、術後の食
事指導と局所のセルフケア方法についても予め説明
し、プロビジョナル期間の咬合チェックの必要性など
も理解してもらった。

４．治療経過

　インフォームドコンセントが得られた後、すぐに歯
周基本治療を開始した。患者自身が禁煙を検討してい
たこともあり、モチベーションはスムーズにアップし
禁煙に導入することができた。その後プロビジョナル
レストレーション時に必要となる歯間ブラシの挿入方
法を指導し、インプラント治療前に習慣化することが
できた。再評価の際、ほとんど出血がみられず歯肉の
状態が良好と判断し、インプラント治療へと移行した。
　今回使用する HA インプラントは、HA コーティン
グ部分がフィクスチャー中央部のみである。そのため、
メインテナンスは通常当院で Ti インプラントに対し
て行っているプロフェショナルおよびセルフケアシス
テムをそのまま移行した。さらに、即時荷重であるた
め短期間でのセルフケアの定着が必要であり、咬合負
荷のコントロール、ソフトダイエットの徹底というこ
れまでにないメインテナンスシステムも追加すること
になった（図５）。

  図２：症例詳細

  図３：初診時の口腔内写真 2011 年 6 月 15 日

  図４：初診時の歯周組織検査結果 2011 年 6 月 15 日
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　プロビジョナルレストレーションについては、あら
かじめ担当医、担当歯科衛生士、歯科技工士、手術担
当医でインプラントの埋入部位・深度等打ち合わせし、
マージンは歯肉縁と同じ位置に設定し、歯間ブラシ挿
入可能な空隙を確保し、隣在歯の＃ 35　37、＃ 45　
47 でガイドするようにした作製した。
　手術前日にアポイントと注意事項、体調を確認する
とともに、心配や不安なことを伺い、手術以外の話も
交えてメンタルケアを行った。2011 年 7 月インプラ
ント埋入。今回使用したインプラントは、Zimmer 社
のスクリューベント MP1 インプラント直径 4.1mm、
長さ 10mm のフィクスチャーであった（図６～８）。

  図７：インプラント埋入後のパノラマ X 線写真とデンタル X 線写真

  図８：プロビジョナルレストレーション

  図５：当院の考えるメインテナンスシステム

  図６：インプラント埋入手術 2011 年 7 月 5 日

Zimmer Tapered
Screw-Vent MP1 Implant System
直径 4.1mm
長さ 10mm

　当院では術直後、手術部位に対するブラッシングは
抜糸まで推奨せず、含嗽剤による口腔清掃で補完して
いる。また術後 1 カ月間は歯肉の発赤や腫脹、フード
インパクションの有無などを入念にチェックし、洗浄
した。図９に具体的な術後ケアの内容を示す。術後の
経過は良好で、特に問題は生じなかった。図 10 に術
後 1 か月の状態を示す。その後 1 か月毎にリコールし
ていたが、咬合状態、歯肉状態も良好に維持している
ため、4 か月後、最終補綴物の作製に移った。オープ
ントレーによるトランスファー印象、メタルフレーム
の試適、上部構造装着した（図 11）。
　なお、現在は 4 カ月毎にメインテナンスを行ってい
る（図 12）。
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５．考　察

　歯科衛生士はプロフェショナルケアの提供だけでな
く、手術に対する不安や恐怖感に対するメンタルケ
アなども行い、信頼関係を構築することが重要であ
る。初診時から同じ歯科衛生士によるトータルケアに
より、今回は禁煙指導もスムーズに奏効し、即時加重
における術後のセルフケアなどにも十分対応して頂け
た。また、HA インプラントの優れた特性を生かすこ
とで、患者さんのライフスタイルとニーズに合ったイ
ンプラント治療が今後もさらに提供できると思われ
る。そのためにはこれまでのプログラム化されたメイ
ンテナンスに加え、症例別あるいは部位別のオーダー
メイドなプロフェッショナルケアの提供が必要と思わ
れる。
　今後はさらに HA インプラントの特性を理解し、
より多くの症例に柔軟な対応ができるようにしていき
たい。そのためにこれからも患者さんと向き合い、何
を必要としているのかを理解し、1 人 1 人のニーズに

合ったトータルケアを考え、年を重ねていかれても健
康で笑顔でいられるようにお手伝いしていきたい。

抄　録

　HA インプラントの即時負荷に対するトータルケアが、治療
開始時から歯科衛生士により検討された。その結果、HA イン
プラントの優れた特性を生かし、患者さんのライフスタイルと
ニーズを考慮することで、長期成績の成功につながるインプラ
ント治療が提供できると思われた。

Abstract

A·successful·total·care·of·HA·coated·implants·by·immediate·
loading·was·investigated·from·the·start·of·treatment·by·a·
dental·hygienist.·As·the·results·it·will·give·a·possibility·of·the·
HA·coated·implants·for·long-term·success·that·the·superior·
properties·of·HA·coated·implant·should·be·utilized·to·the·full,·
and·the·lifestyle·and·request·of·a·patient·must·be·considered.

  図９：手術後のプロフェッショナルケア内容

  図 10：手術１カ月後の口腔内写真とメインテナンス内容

　　  図 11：上部構造装着　2011 年 11 月 18 日

　　  図 12：２カ月経過時　2012 年 1 月 24 日
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●特集Ⅱ：「HAインプラントの長期予後を目指して」

ジルコニアアバットメントの構造と設計

伊藤　裕也

Structure and design of zirconia abutment

Yuya Itoh

　有限会社協和デンタルラボラトリー

１．緒　言

　前装歯冠修復物におけるマテリアルは、おおまかに
レジン系材料とセラミックス系材料に分類できる。そ
の中で、生体親和性と審美性に優れるセラミックスの
みを用いてオールセラミックス補綴物を製作する試み
は幾度となく行われてきた。脆性材料であるセラミッ
クスのみで、飛躍的に強度が向上し、過酷な条件の口
腔内環境に耐えうる可能性を持つ材料としてジルコニ
アが日本で使用されたのは 2005 年からである。

２．ジルコニアの歯科応用の概要

　現在、数多くのメーカーからジルコニア製作のシス
テムが販売されており、作業形態も技工所で完結する
システムから、メーカーによるミリングセンターによ
るシステムまで様々で、用途によって使い分ける事が
必要となっている。
　臨床にてジルコニアが応用される設計も、当初行わ
れていたポーセレンを築盛するためのフレームのみな
らず、インプラントにおけるアバットメント製作や、
従来の白色ジルコニアブロックよりも透明性が増した
トランスルーセントブロックを用いて、単体でのクラ
ウンブリッジといった新たな技法も取られるように
なっている。

３．ジルコニアの強度

　ジルコニアの持つ長所としては、光透過性があるた
め審美的である事や、生体親和性などが挙げられる。
実際の臨床ケースの経過観察においても、補綴物への
プラークの付着が著しく少ない事を実感している。
　しかし、短所として破折という事例が多く挙げられ
ている事実もある。偏にジルコニアの破折といって
も、2 つのパターンが考えられる。一つはレイヤリン
グポーセレンの破折、もう一つはフレーム材や単体で
使用されたジルコニア自体の破折である。
　日本でジルコニア補綴が応用された当初に生じた問
題は、一つ目のレイヤリングポーセレンの破折である。
現在では、その当時のレイヤリングポーセレンから成
分の改良が行われ、含有成分のリューサイトを調整す
る事や、焼成スケジュールにおける昇降温度の見直し
などで改善が見られてきおり、メタルボンドなどと同
様の感覚になってきている。
　もう一つのジルコニア自体の破折については、ジル
コニアの厚みをなるべく確保することで対処するとい
う状況で、材料における改善は図ることはできていな
いと考える。
　ジルコニアが高強度という意味で曲げ強度の数値が
よく用いられ、二ケイ酸リチウムプレスセラミックス
が 400MPa であるのに対し、ジルコニアは 1400MPa
と優れた数値である。しかし、破壊靭性値での結果
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を見ると、ジルコニアは 8 ～ 12MPa・m1/2 という数
値であるのに対しチタンが 44 ～ 66MPa・m1/2、とい
う数値である（図１）。この数値から、チタンと比べ
5 分の 1 の破壊靭性値しか無いという事がわかる。ア
ルミナは 3 ～ 5MPa・m1/2 なので、セラミックスの中
では高靭性といえるが、あくまで脆性材料であるセラ
ミックスというカテゴリーの中での認識である。つま
り、ジルコニアは高強度“セラミックス”材料であり、
金属を含めた全ての材料のカテゴリーの中での高強度
材料とは違う事を認識すべきだと考える。
　しかし、健康意識や美意識が年々強まっている現代
で、ジルコニアの持つ審美性と生体親和性は非常に有
効であり、各種設計において短所を補いながら応用し
ていく事が求められるであろう。

４．ジルコニアアバットメントの構造検証

　現在応用されているオールセラミック修復物の設計
の中で、強度を保つには厳しい条件になる事が多い物
として、インプラントジルコニアアバットメントが挙
げられる。
　インプラントアバットメントを製作するにあたり、
必ず付いて回るものはアクセスホールの存在である。
上部構造の審美性を達成する為には、ある程度の築盛
スペースが必要となり、それに対してアバットメント
の設計は強度を保ちつつ、可及的に上部構造のスペー
スを確保するために小さくなる事が、特に前歯部にお
いて多い。

　そこで今回は、スプラインインプラントに対応した

ジルコニアアバットメントを製作することが可能なス
ターゲイトシステムについての設計を報告する。

　スターゲイトシステムは、チタンアバットメント、
ジルコニアアバットメントの製作が可能である。
　ジルコニアアバットメントは、多くのインプラント
メーカーおよび CAD/CAM システムにより製作が可
能であるが、設計は大まかに 2 通りある。その区分と
しては、インプラント体との接合する箇所のマテリア
ルの違いである。
　1 つ目は、インプラント体との接合部が金属の設計
である。この場合、スクリュー固定可能なチタンバー
ツに対して、ジルコニアコーピングを接着するタイプ
で、今回検証するスターゲイトシステムはこちらに分
類される。
　2 つ目は、スクリュー固定の機構も全てジルコニア
で製作される物である。
　前者の利点としては、金属対金属の接合のため、締
め付け強さが確保しやすいという点であるが、その反
面、構造が 2 重構造となるため、ジルコニアの厚みを
確保しづらくなってしまうと言う短所がある。
　そこで今回は、審美性を特に求められやすい前歯領
域において、天然歯頬舌径の平均値とジルコニアア
バットメントの最低厚さを比較し、補綴部位と難易度
の関係を検証していく。

　まず天然歯の頬舌径の平均値だが、下顎中切歯が一
番薄く 5.7mm である。続いて上顎側切歯の 6.1mm、
下顎 6.1mm 上顎中切歯 7.2mm となっている。
　それに対し、インプラント上部構造の厚みだが、こ
ちらはセメントリテイン／スクリューリテインそれぞ
れの設計を検証していく。
　まずセメントリテインの構造は、チタンベースの
直径が 3.25mm（チタンベースはテーパーが付いてい
るためアバットメントマージン付近の数値を計測し
た）、アバットメントのジルコニアスペースが最低で
も 0.5mm、そして、アバットメント上に装着する補
綴物をジルコニアボンドとした場合、ジルコニアコー
ピングが 0.5mm、唇面のポーセレン築盛スペースが
1.2mm、アバットメントとジルコニアコーピング、そ
してジルコニアボンドの間にはセメントスペースが必
要なため、それぞれ 0.04mm の設定で合計すると、6.61

  図１：·マテリアル別の破壊靭性値．破壊靭性値とは，亀裂を進展させる
のに必要な応力拡大係数のこと．延性材料である金属は，多少の
亀裂に対してある程度の耐性を持つことに対し，脆性材料のセラ
ミックス系の材料は亀裂発生後に強度を保つことが難しくなる．
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ミリとなる。
　スクリューリテインでは構造はシンプルになる。チ
タンベースの直径が 3.25mm でジルコニアコーピング
の厚みが 0.5mm、唇面のポーセレン築盛スペースが
1.2mm、ポーセレン仕上げた後のセメントスペースが
0.04mm となり、合計で 5.53mm となる。
　つまり、セメントリテインでは 6.61mm、スクリュー
リテインでは 5.53mm が最低限の必要厚さとなる（図
２）。
　先に述べた天然歯の頬舌径の数値と比較すると、セ
メントリテインでは 4 前歯において、上顎中切歯以外
ではスペースの不足となってしまう。スクリューリテ
インにおいては、下顎中切歯においてスペース不足の
結果となった（図３）。
　この事から、ジルコニアが選択される要素の多い前
歯部領域において、強度を確保するためのスペースが
確保しづらいという傾向がわかった。

５．ジルコニアアバトメントの臨床応用検証

　それでは、その傾向をふまえた上で、具体的な臨床
上のシュミレーションをしていく。
　現在のインプラント埋入の概念として、頬側骨のバ
ルコニーを確保するために、口蓋側へのインプラント
埋入や咬合平面に対して垂直的に埋入する事で提唱さ
れていことが多く、補綴スペースとしては当然舌側で
のスペースが厳しくなる傾向となる。
　その場合、セメントリテインの設計で起き得る問題
としては、舌側軸面へのアクセスホールの露出が考え
られる。このことで、前歯部での維持力を確保するた
めに重要な舌側軸面が喪失され、仮着された前装冠の
脱離のリスクが上がってしまう。このリスクを回避す
るには、舌側軸面をより舌側に張り出す必要があり、
その結果天然歯本来の解剖学形態よりも過豊隆とな
り、患者の舌房を阻害する恐れが出てくる。
　その問題は、上下顎対合関係の状況により更に難易
度が上がる場合がある。特に過蓋咬合や咬合高径不足
の場合により厳しくなり、その対処として前述した舌
側への張り出しに加えて、アバットメントマージンを
下げていくことになる（図４）。
　それに対しスクリューリテインの場合は、維持力を
確保する為の高さはスクリューの上辺部分が限界とな
るが、セメントリテインの設計よりも高さを押さえる
事が出来る。また、構造もシンプルな物であるため、
舌側への張り出すリスクも低くなる（図５）。

  図２：·ジルコニアカスタムアバットメント製作における，セメントリテ
インとスクリューリテイン設計別の構造の違い．構成要素が多く
なるセメントリテインの場合，強度を確保するには当然厚みがよ
り必要となる．

  図３：·天然歯牙の上下顎別の歯種による頬舌径と，ジルコニアカスタムアバッ
トメントの設計別の最低厚みとの比較．セメントリテインは6,61mm，スク
リューリテインでは5,53mmとなる．セメントリテインでは4 前歯において，
上顎中切歯以外ではスペースの不足で，スクリューリテインにおいては，
下顎中切歯においてスペース不足の結果となった．

  図４：·インプラント埋入位置とセメントリテイン設計の構造の変化．イ
ンプラントが歯冠頬舌径の舌側よりに位置する場合，アバットメ
ント舌側の軸面にアクセスホールが露出する可能性が高くなり，
維持力を確保するために舌側への張り出しや，アバットメント
マージン設定が通常よりも低くなってしまうことが考えられる．
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　今回検証したジルコニアアバットメントでは、より
選択される条件となりやすい前歯部において、強度と
適切な形態を与えるために、患者ごとの状況に最適な
固定方式や設計構造を深く検討する必要が解った。
　また、ジルコニアに限らず、インプラント埋入前に
上下顎関係や咬合高径などを把握し、様々な条件ごと
の傾向を理解しておく事が患者の QOL を向上出来る
結果へとつながる事と考える。その為に、患者の詳細
な情報を把握している歯科医師と、技工物の構造を理
解している技工士の密なコミュニケーションを取り、
その傾向を相互理解としていくことを今後の課題とし
ていきたい。

文　献

·1）　·中村隆志·:·ジルコニアレストレーション .·チェアサイドの
各種臨床術式 ,·医歯薬出版 ,·東京 ,·2010,·72-80.

·2）　·藤田恒太郎·:·歯の解剖学 .·金原出版 ,·東京 ,·1949,·35-88.

  図５：·インプラント舌側埋入でアクセスホールが舌側に位置する場合，
構造がシンプルの低い高さで維持力が確保できるスクリュー固定
の方が形態的に有利な場合が有る．
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代謝活性因子を含めたin vitro 発生毒性評価法の開発

今井　弘一 1）、中村　和昭 2）、田上　昭人 2）

Development of in vitro  embryotoxicity test 
with the metabolic factor

Koichi Imai 1）, Kazuaki Nakamura 2）, Akito Tanoue 2）

　１）大阪歯科大学歯科理工学講座
　２）国立成育医療センター研究所薬剤治療研究部

１．緒　言

　バイオマテリアルを開発する場合、生体安全性の指
標となる材料の評価法が十分に信頼できるものでなけ
ればならない。そのため、生物学的適合性の評価基準
となる正確な試験法の開発が重要となる。新生児の誕
生に障害となる催奇形性リスクは、材料の生物学的安
全性の重要な試験項目の 1 つである。生殖・発生毒性
リスクの評価法は従来からの動物実験に頼っていた。
しかし、動物実験に必要な経済的問題に加え、新規に
合成される多量の化学物質の評価に時間のかかる動物
実験では、新規化学物質の開発速度に応じきれない。
さらに、動物愛護の観点からもin·vitro スクリーニン
グ試験法の登場が望まれていた。
　そこで、ES 細胞の分化能を利用したin·vitro 発生
毒性試験法である EST（Embryonic·Stem·cell·Test）
法が 1997 年にドイツで開発された 1）。この方法は欧
米を中心とした国際バリデーション試験の結果、未知
物質でも十分にその発生毒性リスクを予知できる評価
法であることが示されている 2,3）。我々はこの方法を
用いて歯科材料やその成分をはじめ数多くの材料につ
いて評価を行ってきた 4-22）。しかし、発生毒性は全身
毒性であることから、肝臓などによる化学物質の代謝
物を評価できなければ、得られた結果の信頼性に影響

すると考えられる。そこで、我々は化学物質を溶解し
た培地でラット肝由来の hepatocyte を使用した培養
システム（TEST·LIVERTM、東洋紡、大阪）23,24）を
利用し、代謝活性された化学物質を含む培地に ES 細
胞用添加剤を加えて、ES 細胞を分化させることを考
えた。
　実験には hepatocyte の前培養による代謝処理を
行った場合と行わなかった場合で、ES 細胞から分化
した心筋の鼓動率を調べた。さらにインプラントの上
部構造にも用いられる歯科用金属組成元素である Ag,·
Pd,·Cu および In を添加・培養して心筋の鼓動率を比
較した。

２．材料と方法

１）TEST LIVERTM

　ラット肝由来の hepatocyte をセルローストリアセ
テート製中空糸（内径285μm、外径387μm）内腔にラッ
ト肝細胞を約 5 × 105cells 詰め、遠心力を加えた後に
培養することで、アルブミン産生やアンモニア代謝能
を始めとする肝機能を維持しながら長期間の培養が可
能なシステムである 23,24）。

２）代謝処理
　Ag,·Pd,·Cu および In（Wako、大阪）の原子吸

　１）Dept.·of·Biomaterial,·Osaka·Dental·Univ.,
　２）National·Res.·Inst.·for·Child·Health·and·Development
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光 用 標 準 試 薬（1,000ppm） を DMEM（Dulbecco's·
Modified·Eagle·Medium,·High·Glucose,·Gibco,·NY,·
USA）で 100ppm に溶解し、TEST·LIVERTM 用専用
培養液（東洋紡、大阪）でさらに 50 倍に希釈し、最
終的に各イオン濃度を 2ppm とした。その後、0.2μ
m のメンブランフイルター（IWAKI、旭硝子、東京）
で濾過滅菌して試験液を作製した。
　マルチウェル（12well,·BD·Falcon,·NJ,·USA）に各
試験液を 0.8mL 分注し、TEST·LIVERTM を各ウェ
ル内に入れた（図１）。炭酸ガス恒温器内（5％ CO2、
37℃、タバイエスペック、大阪）で 2 日間旋回培養
し、代謝処理した各試験液を得た。各試験液にあらか
じめ 57℃で１時間加熱処理した容積比 20％ FBS（Lot.
AVH78915,·HyClone,·Thermo,·UT,·USA） を 添 加
し、さらに、NAA,·β-mercaptoethanol,·L-glutamine,·
Penicillin ／ Streptomycin をそれぞれ添加し、再度濾
過滅菌した。なお、対照群は hepatocyte の前培養を
行っていないものとした。

３）ES 細胞の分化
　ES 細胞はマウス由来の ES-D3 細胞（図２）を使用
した。また、代謝処理した各試験液をさらに濾過滅
菌後の ES 細胞用新鮮培養液で 8 倍まで倍数希釈し、
最終試験液とした。これらの各最終試験液で 3.75 ×
104cells/mL の ES-D3 細胞を調整し、3 日間懸滴培養
した（図３）。細胞がディッシュ底面に伸展しないよ
うに細菌培養用無処理ディッシュ（直径 10cm、旭硝

子、東京 ) を用いた。ディッシュに各最終試験液 5mL
を分注し、2 日間にわたり静置培養し、球形細胞塊で
ある EB（Embryoid·Body）を作製した。最終試験液
1mL をマルチウェル（24well,·BD·Falcon,·NJ,·USA）
に分注し、EB を各 1 個投入し、5 日間静置培養した。

  図１：TEST·LIVERTM

　　　　·マルチウェル底面の針状物（セルローストリアセテート製中空糸、
内部に hepatocyte が充填されている）

  図２：培養４日後の ES-D3 細胞のコロニー

　50μm

　　  図３：ES-D3 細胞の懸滴培養
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４）評　価
　倒立位相差顕微鏡（IX70、オリンパス、東京）で
観察した。培養 5 日後の EB はマルチウェル底面で細
胞の増殖と分化を認めた。分化した EB はそれぞれテ
ラトーマ状態となり、その中で心筋の鼓動が鏡見的に
容易に認められた。EST 法のプロトコルに基づいて
各ウェルで心筋の鼓動が認められたウェルを有意差検
定した。

３．結　果

１）無代謝処理群
　EB 細胞のみの培養 21 日後までの心筋鼓動率を図
４に示す。培養 8 日後では 20％の心筋鼓動率であっ
たが、経時的に大きくなり、培養 10 日で 67％に達し、
培養 14 日までとほぼ同程度となった。その後は培養
18 日では 60％、21 日で 44％と徐々に低下傾向を示し
た。また、倒立位相差顕微鏡では培養 10 日のディッ
シュ底面の 80％程度に EB が増殖し、いわゆるテラ
トーマ状態を形成した（図５）。
　Ag,·Pd,·Cu および In の試験液での培養 10 日にお
ける心筋鼓動率を図６に示す。各イオン濃度 2ppm の
原液では、Ag が 10％、Pd が 34％、Cu が 26％、In
が 12％であった。また、希釈率が大きくなるにした
がって心筋鼓動率も大きくなった。

２）代謝処理群
　hepatocyte で培養した ES 細胞群の培養 21 日後ま
での心筋鼓動率を図７に示す。経時的に心筋鼓動率
が大きくなり、培養 10 日から培養 16 日までは 60％
であった。その後、培養 18 日で 44％、培養 21 日で
心筋鼓動率は 36％と低下した。鏡見結果でも無代謝
処理と同様に EB は培養 10 日後でディッシュ底面の
80％程度に増殖した（図８）。
　各試験液の心筋鼓動率の結果は原液で、Ag が 7％、
Pd と Cu が 32％、In が 15％であった。無代謝処理と
比べて、Ag と In の鼓動率がやや低下し、Cu ではや
や増加し、Pd は同様の結果であった。

  図４：対照群の EB を培養した場合の心筋鼓動率
　　　　（縦棒は N=4 における標準偏差）

  図５：対照群の EB を 10 日間培養したディッシュ底面のテラトーマ

　　500μm

  図６：各金属元素試験液における培養 10 日後の心筋鼓動率
　　　　（縦棒は N=4 における標準偏差）
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４．考　察

　歯科生体材料の溶出物は肝臓や腸内細菌によって代
謝を受ける。これにより、化学構造が変化し、生成し
た活性代謝物がタンパク質や核酸など生体内分子と不
可逆的に共有結合して、全身毒性、発生毒性、変異原
性やがん原性の原因となることが知られている。従来
からこのような代謝活性の試験法は、酵素誘導した
ラットやマウスの肝臓を摘出・粉砕し、さらに遠心分
離処理した S9mix 処理が主に用いられてきた。しか
し、アルブミン産生やアンモニア代謝能を始めとする
肝機能を維持しながら培養可能な市販品も存在するこ
とから、今回は保存性や安定性などの点から S9mix

処理は用いなかった。
　今回の結果から、代謝処理群と無代謝処理群を比較
すると、Ag と In では細胞分化への影響がやや大きく、
Pd もわずかに大きかった。代謝処理は ES 細胞に対
する分化への影響がやや認められたことから、Ag,·In,·
Pd のイオン添加によってさらにその影響が増加した
可能性がある。一方、Cu では代謝処理による細胞分
化への影響が小さくなった。この理由は肝臓に多く発
生するメタルチオネインの作用 25-27）による可能性が
大きい。メタルチオネインは生体防御物質としての過
剰な重金属の解毒作用がある。今回の結果もメタロチ
オネインは 20 残基のシステインを有することから、
容易に Cu イオンと結合し排除されたと考えられる。
なお、Ag との反応の可能性も考えられるが、今回の
結果からは認められなかった。
　今回の代謝活性化によって心筋の鼓動率に差が生じ
たことは、代謝活性化がさらに異なった発生毒性とな
る可能性も大きい。今後、代謝活性化によるデータの
変動が臨床的な結果にどのように反映されるか大変興
味深い。さらに、今回の代謝活性化はラット由来の肝
細胞とマウス由来の ES 細胞との組み合わせであるこ
とから、今後はヒト由来の肝細胞とマウス由来の ES
細胞との組み合わせについて可能であると考えられ
る。この方法が全身毒性の予知に従来の方法よりも有
用であることが示唆された。さらに、今回の結果は
新しい EST 法への応用への道を開くものと考えられ
る。すなわち種特異的な代謝活性処理ができるような
EST 法への改良によって、歯科生体材料の発生毒性
スクリーニングの新たな展開をも望めるものと思われ
る。

５．謝　辞

　我々は EST 法について直接ご教授頂いたドイツ連
邦ベルリン自由大学客員教授 Dr.·Horst·Spielmann に
深甚の謝意を示します。本研究の一部は成育医療研究
開発費（22 指 -6）、ならびに JSPS 科学研究費補助金

（No.22592202）による。本研究は大阪歯科大学中央歯
学研究所を利用した。

  図７：hepatocyte で前処理した対照群による心筋鼓動率
　　　　（縦棒は N=4 における標準偏差）

  図８：hepatocyte で前処理した対照群を 10 日間培養したテラトーマ

　　500μm
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抄　録

　1997 年にin·vitro ·発生毒性試験法である EST（Embryonic·
Stem·cell·Test）法がドイツで開発され、国際バリデーション
試験で未知の化学物質でも十分に発生毒性リスクを予知できる
評価法であることが示された。しかし、発生毒性は全身毒性で
あるため、化学物質の代謝因子を結果に反映させる必要がある。
そこで我々は、ラット肝由来の hepatocyte の培養システムを
用いて化学物質を代謝させ、その培地でマウス由来の ES 細胞
を分化させた。
··今回評価に用いたのは、歯科用インプラントの上部構造にも
用いられる歯科用金属組成元素であるAg,·Pd,·CuおよびInで、
これらの代謝の有無で ES 細胞から分化させた心筋の鼓動率を
比較した。その結果、Ag、Pd、In は細胞分化への影響が大き
くなったが、Cu は細胞分化への影響が小さくなった。肝臓の
メタルチオネインが作用した可能性が大きいと考えられ、in·
vitro 発生毒性試験法に代謝因子を導入することの意義は大き
いと考えられる。

Abstract

··In·1997,·an·embryonic·stem·cell·test·(EST)·for·in·vitro·
embryotoxicity·was·developed·in·Germany.·This·test·
could·accurately·predict·the·embryotoxicities·of·unknown·
chemicals,·as·demonstrated·by·an·international·validation·
test.·However,·the·metabolic·factors·of·chemicals·should·be·
considered·because·their·embryotoxicities·cause·systemic·
effects.·In·the·present·study,·chemicals·were·metabolized·
using·a·culture·system·of·rat·liver·hepatocytes.·Then,·the·
culture·medium·was·used·to·differentiate·mouse·ES·cells.
··Myocardial·pulse·rates·were·compared·using·Ag,·Pd,·
Cu,·and·In,·metal·elements·used·in·the·upper·structure·of·
dental·implants,·depending·on·the·presence·or·absence·of·
metabolism.
··As·a·result,·Ag,·Pd,·and·In·had·significant·effects·on·
cell·differentiation,·while·Cu·had·reduced·effects·due·to·
metabolism.·These·results·may·be·explained·by·the·effects·of·
metallothionein·in·the·liver.·Thus,·metabolic·factors·should·be·
considered·for·the·embryotoxicity·test.



97 ●

●原著

スパッタリング法を用いたストロンチウムアパタイト薄膜の
作製と骨芽細胞による評価

星野　智大 1）、尾関　和秀 1）、後藤　哲哉 2）、
増澤　徹 1）、青木　秀希 3）

Preparation of sputtered strontium apatite films and 
evaluation of cell reaction with osteoblast

Tomohiro Hoshino 1）, Kazuhide Ozeki 1）, Tetsuya Goto 2）, 
Toru Masuzawa 1）, Hideki Aoki 3）

　１）茨城大学工学部　機械工学科
　２）九州歯科大学
　３）㈱国際アパタイト研究所

1．緒　言

　ハイドロキシアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2·;·HA）は
優れた生体適合性を有しており、人工骨などの生体材
料として利用されている 1）。しかし HA 単体では破壊
靭性が低いため、金属表面に HA をコーティングし
た複合材料の形で幅広く利用されている。HA 膜を成
膜する方法の一つとして、高周波マグネトロンスパッ
タリング法がある。スパッタリング法は、基板上に均
一な薄膜の成膜が可能であり、その薄膜と基板との付
着強度が高いという特徴がある 2）。プラズマスプレー
法による HA 薄膜よりも優れた骨結合強度を示した 3）

との報告もある。このスパッタリング技術を用いて成
膜し水熱処理を施した HA 薄膜が歯科インプラント
に応用され、現在日本で実用化されている。
　HA コーティング歯科インプラントは、より速やか
に周囲に骨形成が起こり、チタンのみに比べて埋め込
み後 2 週間でチタンのみの埋め込み後 3 か月以上に相
当する高い骨結合強度が得られるという特性がある
3）。しかしながら、骨量や骨質が不十分であるため歯
科インプラントを適用できない症例がある。そのため、

このような場合にも適用可能な歯科インプラント開発
が必要とされており、さらに骨誘導能の優れた技術が
求められている。
　近年、ストロンチウム（Sr）が積極的に骨芽細胞
の活性を促進する作用があると注目されている 4）－

6）。また岡山らの報告 7）によると、Sr を置換させた
HA とストロンチウムアパタイト（Sr10(PO4)6(OH)2· ;·
SrAp）の骨親和性は、HA と同程度の優れた骨親和
性を示したと報告されている。カプチーニらは Sr を
数 % ドープさせた HA 焼結体が、骨細胞のアルカリ
ホスファターゼ（ALP）の活性及びオステオカルシ
ン（OCN）の発現を増大させたと報告している 4）。
　そこで本研究では、歯科インプラントへの応用を目
的として、まずスパッタリング法を用いて HA の Ca
を Sr に全て置換した SrAp 薄膜の作製を試み、作製
した SrAp 薄膜の評価として、ヒト骨芽細胞様細胞に
よる細胞接着実験、ラット初代培養骨芽細胞による
ALP 活性及び OCN 発現について検討を行った。

Ibaraki·University
Kyushu·Dental·College
International·Apatite·Co.,Ltd.
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2．実験方法

１）試料作製
　スパッタリング装置には、SPF-210HD（キャノン
アネルバ㈱）を用いて成膜を行った。基板にはチタン
板（㈱ニラコ）を用いた。SrAp 薄膜作製における成
膜材料（ターゲット）には、溶液法で作製し、800℃
で焼成した SrAp 粉末を用いた。さらに比較対象とし
て、HA 粉末（太平化学産業㈱）をターゲットに用い
て HA 薄膜も作製した。成膜条件は、ガス圧力 0.5Pa、
放電電力 100W で、膜厚は 1μm とした。さらに、ア
パタイト膜はそのままでは結晶性が低く溶解度が高い
ため、膜の結晶性の向上を図るために、水熱処理を行っ
た。水熱処理条件は、温度 120℃、圧力 0.20MPa とし、
SrAp 薄膜では 6 時間、HA 薄膜では 24 時間行った。
　作製した薄膜は、X 線回折装置 RINT2000（㈱リガ
ク）で生成物の同定及び薄膜の結晶性の評価を、走査
型電子顕微鏡 JSM-5600LV（日本電子㈱）で表面観察
を行った。

２）細胞接着実験
　SrAp 薄膜及び HA 薄膜における細胞接着評価を
行った。細胞は、ヒト骨芽細胞様細胞株 Saos-2 を
用いた。試料は、水熱処理前の SrAp 薄膜（the·as-
sputtered·SrAp·film： 以 下 sp-SrAp と 略 す ） と
水 熱 処 理 後 の SrAp 薄 膜（the·SrAp·film·after·a·
hydrothermal·treatment：以下 hyd-SrAp と略す）、
水熱処理前の HA 薄膜（the·as-sputtered·HA·film：
以下 sp-HA と略す）水熱処理後の HA 薄膜（the·HA·
film·after·a·hydrothermal·treatment：以下 hyd-HA
と略す）とする。細胞は、1.0 × 104cells/sample の濃
度で各試料上に播種した。培養液には、10% ウシ胎
仔血清（FBS；和光純薬工業㈱）、100μg/ml ペニシ
リン G（PCG；和光純薬工業㈱）、50μg/ml ゲンタマ
イシン（GM；Gibco）、0.3μg/ml ファンギゾン（Gibco）
含有α-MEM（Gibco）を用いた。温度は 37℃とし、6、
24 時間培養を行った。
　培養後、CS バッファーで洗浄し、4% ホルマリン
で固定した。その後 TRITC-phalloidin（希釈率 1:40,·
Molecular·Probes）を用いて、温度 37℃で 30 分間の
染色を行った。蛍光顕微鏡観察（BX50;·㈱オリンパス

オプティカル）によって、無作為に選択した任意の範
囲内（36mm2）の細胞数をカウントし、接着細胞数
を決定した。細胞面積及び接着細胞と基質の接着強さ
に関する Vinculin 発現レベルは、マウス抗ビンキュ
リンモノクローナル抗体、抗マウス二次抗体により
染色後、TRITC-phalloiidin（希釈率 1:40,·Molecular·
Probes）を用いて温度 37℃で 30 分間さらに染色を行
い、蛍光顕微鏡観察により決定した。

３）ALP 活性及び OCN 発現評価
　細胞にはラット初代培養骨芽細胞を用い、1.0 ×
104cell/ml の細胞濃度で各試料上に播種した。培養
液には、10%FBS、抗生物質、5mg/ml アスコルビン
酸、216mg/ml βグリセロリン酸、10-8M デキサメタ
ゾンを含むα-MEM を用いた。ALP では培養 7 日目、
OCN では培養 14 日目で培養した骨芽細胞を回収し
た。ALP 活性の測定は、ALP 測定キット（和光純薬
工業㈱）を用いて染色後 405nm の吸光度を測定し、
ALP 活性値を決定した。OCN 発現の測定は、PCR 反
応後、増幅した DNA を電気泳動で分離した。その後
DNA をエチレンブロマイドで染色し、画像解析ソフ
トを用いて解析を行った。

3．実験結果及び考察

１）水熱処理前後における薄膜の XRD パターン
　図 1（a）に HA ターゲットと水熱処理前後の HA
薄膜のXRDパターンを示す。薄膜サンプルにおいて、
基板による Ti の代表的なピーク（35.1°,·38.4°,·40.1°,·
53.0°）が確認された。sp-HAでは2θ=30°付近にブロー
ドなピークが観察され、結晶性の低い HA の XRD パ
ターンと考えられる。しかし水熱処理を施した hyd-
HA には HA のピーク（10.8°,·25.8°,·31.7°,·32.2°,·32.9°）
が確認できることから、水熱処理によって結晶成長し、
結晶性が向上したと判断できる。
　図 1（b）に SrAp ターゲットと水熱処理前後の
SrAp薄膜のXRDパターンを示す。sp-SrApでは、ター
ゲットとほぼ一致する SrAp のピーク（24.4°,·26.5°,·
30.4°,·31.7°,·50.1°）が観察された。また、sp-SrAp と
hyd-SrAp 間に明確な違いは確認できなかった。この
結果からスパッタリング法によって SrAp 薄膜が作製
され、スパッタ SrAp 薄膜は水熱処理なしでも高い結
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晶性を有していることが確認された。

２）水熱処理前後における薄膜の SEM 観察
　図 2 に水熱処理前後の HA 薄膜及び SrAp 薄膜の
SEM 観察画像を示す。水熱処理前において、HA 薄
膜及び SrAp 薄膜に自形は確認されなかった（a）（c）。
水熱処理後に関して、hyd-HA 表面には針状の結晶が
見られ、結晶成長が確認された。一方、hyd-SrAp の
表面は hyd-HA とは異なり、明確な結晶は確認され
なかった。

３）細胞接着性評価
　図 3 に各種サンプルにおける接着細胞数を示す。接
着細胞数は培養時間とともに増加傾向を示した。sp-
SrAp は、全ての薄膜中で最も低い値を示した。これ
は SrAp 粉末の溶解性が HA 粉末よりも高い 9）こと
から推察すると、膜が溶解し細胞の足場となるタンパ
ク質の吸着量の低下や成膜時に含まれる SrO などの
不純物による影響が考えられる。一方、24 時間培養
に関して、hyd-SrAp では sp-SrAp よりも接着細胞数
が増加し、HA 薄膜との有意差は確認できなかった。
水熱処理後では、成膜時の不純物が除去され、水熱処
理前よりも細胞の増殖しやすい表面性状となったと考
えられる。また SEM 観察から hyd-SrAp は表面が滑
らかであり、粗い表面では骨芽細胞の増殖が抑制され
る 10）と報告されていることから、水熱処理による表

図１（a）：水熱処理前後の HA 薄膜における XRD パターン
　　　　·（a）HA ターゲット，（b）水熱処理前·[sp]，（c）水熱処理後·[hyd]

図１（b）：水熱処理前後の SrAp 薄膜における XRD パターン
　　　　·（d）·HA ターゲット，（e）水熱処理前·[sp]，（f）水熱処理後·[hyd]

図２：HA 薄膜及び SrAp 薄膜の水熱処理前後における SEM 画像
　　　（a）sp-HA，（b）hyd-HA，（c）sp-SrAp，（d）hyd-SrAp

図３：·6,24 時間培養での任意範囲内（36mm2）における各サンプル上に接
着した細胞数（N=10）
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面性状の変化による影響が考えられる。

４）細胞伸展性評価
　図 4 に各種サンプル上に接着した細胞 1 個あたりの
細胞面積を示す。sp-SrAp の 6 時間培養におけるデー
タは接着細胞数が少なかったため得られなかった。細
胞面積は培養時間とともに増加し、24 時間培養後に
関して、HA 及び SrAp 薄膜ともに水熱処理を行うこ
とでより細胞伸展した。この結果から、hyd-HA 及び
hyd-SrAp は優れた細胞接着性があると示唆された。
また水熱処理前の HA 薄膜及び SrAp 薄膜は、水熱処
理後よりも表面が粗いということがわかっており、細
胞増殖と同様に粗い表面は細胞伸展を抑制する要因の
一つと考えられる。

５）Vinculin 評価
　図 5 に 24 時間培養における各種サンプル上に接着
した細胞 1 個あたりの Vinculin 数を示す。Vinculin
はインテグリン裏打ちタンパク質で細胞が基質と接着
する部分に集積・発現する接着分子の一つである 8）。
sp-SrAp は接着細胞数が少なく染色も不鮮明であり、
データは得られなかった。hyd-SrAp では、hyd-HA
よりも Vinculin 数が増加しており、現在実用化され
ている HA 薄膜よりも高い細胞接着性が示唆された。
また hyd-SrAp 上に接着した細胞数が hyd-HA よりも
少なかったにもかかわらず高い Vinculin 数を示した
ことから、hyd-SrAp は、hyd-HA よりも細胞が強く
接着していると考えられる。

６）ALP 活性及び OCN 発現
　図 6（a）に培養 7 日後の ALP 活性値を示す。
SrAp 薄膜において、sp-SrAp よりも hyd-SrAp の方
が高い値を示した。水熱処理によって接着細胞数が
増加したものの ALP 活性がわずかな上昇に留まった
のは、正木らが報告 10）しているように、水熱処理に
よって表面性状が変化したことにより細胞の伸展や遊
走を阻害する因子が減少し、細胞が留まりやすい足
場環境が形成されたと考えられる。hyd-SrAp と hyd-
HA を比較すると、hyd-SrAp における ALP は hyd-
HA よりも有意に低い値を示した。ALP 活性が骨芽
細胞の分化の初期マーカーといわれている 11）ことか
ら、hyd-HA は骨芽前駆細胞から骨芽細胞への分化が
早く、高い ALP を示したと考えられる。
　図 6（b）に培養 14 日後の OCN 発現量を示す。
hyd-HA 及び hyd-SrAp は、ともに高い値を示した。
OCN 発現は骨芽細胞の分化の後期マーカーとして知
られていることから、時間の経過とともに骨芽細胞の
分化が進んだと考えられる。また、培養 14 日後にお
ける骨芽細胞の分化では hyd-SrAp と hyd-HA の骨親
和性に明確な差異はないと示唆された。ALP 活性及
び OCN 発現の結果から、hyd-SrAp 上では hyd-HA
に比べて細胞分化の開始が遅いと考えられる。

図４：·6,24 時間培養後の各サンプル上に接着した細胞 1 個あたりの細胞面
積（N=11）

図５：·24 時間培養後の各サンプルにおける接着細胞数あたりの Vinculin 数
（N=13）
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4．結　論

　スパッタリング法を用いて SrAp 薄膜を作製し、
HA 薄膜をコントロールとして SrAp 薄膜の結晶性及
び骨芽細胞による評価を行った。

（1）·スパッタ HA 薄膜は水熱処理によって結晶性が向
上されたが、スパッタ SrAp 薄膜は水熱処理なし
でも高い結晶性を有していることが確認された。

（2）·SrAp 薄膜への接着細胞数は水熱処理を行うこ
とによって増加し、水熱処理後の HA 薄膜及び
SrAp 薄膜はともに Ti と同程度の高い細胞面積
を示した。

（3）·Vinculin 数に関して、水熱処理後の SrAp 薄膜は
HA 薄膜よりも有意に高い値を示した。

（4）·ALP 活性において、水熱処理後の HA 薄膜は最
も高い値を示し、OCN 発現においては水熱処理
後の SrAp 薄膜が最も高い値を示した。

図６（a）：7 日間培養後の各サンプルにおける ALP 活性（N=5）
　　　　·* 水熱処理は、6 時間で行った

図６（b）：14 日間培養後の各サンプルにおける OCN 発現
　　　　·* 水熱処理は、6 時間で行った
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抄　録

　骨親和性の高いアパタイト薄膜の開発を行うため、高周波プ
ラズマスパッタリング装置を用いて Ti 上にストロンチウムア
パタイト（SrAp）薄膜を作製した。膜の結晶化のため水熱処
理を用いた。SrAp 薄膜は、X 線回折装置（XRD）を用いて同
定及び結晶性を評価し、骨芽細胞様細胞により細胞接着、細
胞面積及び Vinculin 発現、ラット骨芽細胞によりアルカリホ
スファターゼ（ALP）活性及びオステオカルシン（OCN）発
現を評価した。XRD 結果から、SrAp 薄膜は水熱処理前でも
高い結晶性を示した。接着細胞数では、水熱処理後の SrAp 薄
膜（hyd-SrAp）は水熱処理前よりも高い値を示したが、水熱
処理後の HA 薄膜（hyd-HA）との有意差は確認できなかった。
細胞面積では、hyd-SrAp 及び hyd-HA は Ti と同程度であり、
Vinculin 数では hyd-SrAp は hyd-HA よりも高い値を示した。
ALP では hyd-HA が最も高い値を示し、OCN では hyd-SrAp
が hyd-HA よりも高い値を示した。これらの結果から、hyd-
SrAp により強く細胞が接着し、培養 14 日後の骨芽細胞の分
化において、hyd-SrAp と hyd-HA の骨親和性に明確な差異は
ないと考えられる。

Abstract

A·strontium·apataite·(SrAp)·thin·film·was·coated·onto·
a·titanium·substrate·using·radio·frequency·sputtering·
technique.·To·increase·crystallinity·of·the·sputtered·films,·the·
coated·films·were·subjected·to·a·hydrothermal·treatment.·
The·crystallinity·of·the·films·was·determined·using·X-ray·
diffractometer·(XRD).·Cell·reaction·to·the·prepared·film·
was·evaluated·by·measuring·the·cell·attachment·of·human·
osteosarcoma·cell·line·Saos-2,·alkaline·phosphatase·(ALP)·
activity·and·osteocalcin·(OCN)·expression·of·primary·rat·
osteoblast.·From·XRD·patterns,·the·as-sputtered·SrAp·film·
had·higher·crystallinity·than·the·as-sputtered·HA·film.·In·the·
cell·attachment·measurement,·the·number·of·attached·cells·
on·the·SrAp·film·after·the·hydrothermal·treatment·(hyd-
SrAp)·was·higher·than·that·of·the·as-sputtered·SrAp·film,·
whereas,·the·number·of·attached·cells·showed·no·significant·
difference·between·the·hyd-SrAp·film·and·the·hyd-HA·film·
(the·HA·film·after·the·hydrothermal·treatment).·In·the·cell·
area,·both·of·the·hyd-HA·film·and·the·hyd-SrAp·film,·showed·
the·same·cell·area·as·titanium.·The·number·of·vinculin·on·
the·hyd-SrAp·film·was·larger·than·that·of·the·hyd-HA·film.·
The·ALP·activity·for·the·hyd-SrAp·film·was·higher·than·
the·sp-SrAp·film,·whereas,·the·ALP·activity·for·the·hyd-
SrAp·film·was·lower·than·that·for·the·hyd-HA·film.·In·OCN·
expression,·the·hyd-SrAp·film·showed·the·largest·value·in·all·
samples.·These·results·indicated·that·the·hyd-SrAp·film·had·
a·good·cell·attachment,·and·the·osteoblast·differentiation·on·

the·hyd-SrAp·film·was·comparable·to·the·hyd-HA·film·after·
14·days·of·culture.
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　３）International·Apatite·Institute·Co.,·Tokyo,·Japan

1. Introduction

·Bisphosphonates·(BPs)·are·well·known·drugs·
that·can·inhibit·bone·resorption·and·normalize·
the·high·rate·of·bone·turnover·that·characterizes·
osteoporosis·1).·BPs·have·a·high·affinity·for·both·
natural·and·synthetic·hydroxyapatite·(HA),·and·
their·powerful·anti-resorptive·effects·in·osteoporosis·
were·recognized·through·directly·blocking·
osteoclastic·proliferation·and·activity,·or·indirectly·
acting·on·osteoclasts·via·osteoblasts·2).·Considering·
the·undesirable·effects·such·as·gastrointestinal·
ulceration·and·osteonecrosis·of·the·jaw,·a·controlled·
local·application·of·BPs,·which·target·osteoclasts,·
seems·more·effective.

·Recently,·HA·has·been·used·as·a·local·delivery·
carrier·for·bisphosphonates·to·enhance·peri-implant·
bone·formation,·and·the·results·are·generally·
encouraging·3,4).·The·success·of·dental·implants·
depends·on·the·osseointegration·between·the·
implant·surface·and·the·surrounding·bone·without·
considerable·inflammation·accompanied·by·the·
mucosal·connective·tissue·healing.

·However,·the·HA·coating·in·the·previous·studies·
was·produced·by·a·plasma·spray·technique,·which·

has·been·reported·to·result·in·a·non-uniform·coating·
density·and·poor·adhesion·between·the·coating·
and·substrates.·The·inflammatory·response·could·
be·resulted·in·induction·of·implant·loosening·as·a·
biological·consequence·of·the·coating·debris·5).

·In·the·present·study,·a·thin·film·of·HA·coating·
with·strong·adhesion·and·bioactive·microstructure·
was·prepared·by·a·radio·frequency·(RF)·magnetron·
sputtering·technique·6)·and·was·used·as·an·
alternative·bisphosphonate·carrier.·The·peri-implant·
bone·volume·(BV),·bone-implant·contact·(BIC)·and·
mineral·apposition·rate·(MAR)·were·investigated.·
The·BPs·release·pattern·from·the·thin·HA·coating·
was·also·investigated·in·vitro.

·Microbial·adhesion·and·the·accumulation·of·
pathogenic·biofilms·are·considered·to·play·major·
roles·in·the·pathogenesis·of·peri-implantitis·and·
implant·loss·7).·A·recent·study·reported·that·ZOL·
promoted·the·adherence·of·Streptococcus·mutans·
to·hydroxyapatite·and·the·proliferation·of·oral·
bacteria,·which·suggested·that·ZOL·may·increase·
bacterial·infection·8).·Ganguli·et·al.·reported·that·
cationic·amino·group·of·bisphosphonate·may·attract·
bacteria·by·direct·electrostatic·interaction·9).·Thus,·it·
is·also·necessary·to·clarify·whether·the·application·
of·ZOL·onto·HA·coating·may·increase·the·bacterial·
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adherence.·The·purpose·of·the·present·study·was·
to·evaluate·whether·a·given·coating·concentration·
of·ZOL·can·improve·osteointegration·while·not·
enhancing·but·minimizing·bacterial·adhesion.

2. Materials and Methods

1)Preparation of implants
·Sputtered·HA·coated·titanium·cylinders,·measuring·
1·mm·in·diameter·and·15·mm·in·length,·were·
prepared·by·sandblasting·fluorapatite·crystals·
on·titanium·cylinders·followed·by·acid·etching·
treatment.·Magnetron·sputter·coating·was·carried·
out·using·SPF-410H·(ANELVA·Corp.)·chamber·
producing·an·average·coating·thickness·of·1.1·µm.·
Following·this,·the·substrate·material·underwent·
a·hydrothermal·treatment·performed·at·120°C·for·
20hr·in·an·electrolyte·solution·containing·calcium·
and·phosphate·ions·6).·The·surface·roughness·(Ra)·
was·characterized·by·a·surface·measurement·tester·
(SURFCOM·130A)·showing·the·average·roughness·
of·the·sputtered·HA·coating·to·be·1.13±0.39·µm.·The·
sample·materials·were·then·sterilized·by·autoclave·
and·subjected·to·different·amounts·of·ZOL·(Novartis·
Pharma·AG,·Switzerland),·including·(1)·control·group·
(without·ZOL·treatment);·(2)·low·dose·group·(0.5·µg/
implant);·(3)·medium·dose·group·(2·µg/implant);·and·
(4)·high·dose·group·(10·µg/implant).
·ZOL·dissolved·in·PBS·was·dropped·onto·the·
implant·surface·to·provide·each·group.

2)In vitro zolendronic acid release study
·The·sample·materials·(medium·dose·group·and·high·
dose·group)·were·immersed·in·250·µl·of·0.1M·tris·
buffer·solution·(pH·7.4),·and·placed·in·a·37°C,·100rpm·
shaker·(Taitec·Corp.,·Tokyo,·Japan).·The·solutions·
were·collected·and·replaced·with·fresh·buffer·
solution·every·24hr·for·10·days.·The·concentration·
of·ZOL·released·into·the·tris-buffer·was·determined·
by·measuring·the·absorbance·at·220·nm·using·a·
UV-Visible·spectrophotometer·(Nanodrop,·ND-1000,·
NanoDrop·Technologies).·The·spectrometer·was·

calibrated·against·six·ZOL·standard·solutions.

3)Bacterial adhesion test
·An·overnight·culture·of·streptococcus·aureus·was·
prepared·in·100·ml·of·nutrient·broth·for·the·in-
vitro·biofilm·formation.·The·sample·materials·with·
different·concentration·of·ZOL·were·incubated·with·
2·ml·bacterial·suspension·at·37°C·on·a·shaker·at·
120·rpm·for·6·hr.·On·completion·of·the·incubation,·
the·sample·materials·were·rinsed·with·sterile·PBS·
twice·to·remove·any·of·loosely·adherent·bacteria.·
Then·the·proportion·of·live·streptococci·(fluorescent·
green)·and·dead·streptococci·(fluorescent·red)·was·
determined·with·the·Live/Dead·BacLight·bacterial·
viability·kit·(Invitrogen,·Japan).

4)Animal and surgical procedures
·The·animal·experiment·in·this·study·was·approved·
by·the·institutional·committee·for·animal·study·
of·Tokyo·Dental·and·Medical·University,·Tokyo,·
Japan.·Twelve·12-week·old·female·Wistar·rats,·
were·bilaterally·ovariectomized·(OVX)·(Otsuka·et·
al.·2008,·Tokudome·2009)·under·local·anesthesia.·
Three·months·after·the·bilateral·ovariectomy,·the·
rats·were·randomly·assigned·into·four·groups:·(1)·
control·group·(without·ZOL·treatment);·(2)·low·dose·
group·(0.5·µg/implant);·(3)·medium·dose·group·(2·
µg/implant);·(4)·high·dose·group·(10·µg/implant).·
A·channel·was·made·through·the·intercondylar·
eminence·into·the·medullary·canal,·then·the·
implants·were·inserted·into·the·medullary·canal,·
finally·the·skin·was·sutured.·Fluorescent·labellings·
were·made·by·injecting·calcein·and·tetracycline·
three·and·ten·days·before·sacrificing·the·rats,·
respectively.·Two·weeks·post-surgery,·the·rats·were·
sacrificed·and·the·femora·was·removed·for·micro-
CT·and·histological·analysis.

5)Micro CT analysis
·X-ray·imaging·was·performed·by·micro-CT·
(InspeXio;·Shimadzu·Science·East·Corporation,·Tokyo,·
Japan)·with·a·voxel·size·of·20mm/pixel.·Tri/3D-Bon·
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software·(RATOC·System·Engineering·Co.·Ltd,·
Tokyo,·Japan)·was·used·to·produce·3D·reconstruction·
from·the·obtained·set·of·scans.·The·region·of·interest·
(ROI)·was·defined·as·100·slices·from·3·mm·below·the·
growth·plate·and·limited·to·a·semi-ring·of·2.0·mm·
diameter·from·the·implant·axis.·Bone·volume·within·
this·region·of·interest·was·also·calculated.

6)Histological evaluation
·To·obtain·non-decalcified·sections,·samples·were·
dehydrated·in·ascending·grades·of·ethanol,·and·
then·embedded·in·polyester·resin·(Rigolac-70F,·
Rigolac-2004,·Nisshin·EM·Co.,Tokyo,·Japan).·The·
sections·at·approximate·3·mm·below·the·growth·
plate·were·cut·(Exakt,·Mesmer,·Ost·Einbeck,·
Germany)·in·the·horizontal·direction·and·ground·
to·a·thickness·of·about·200·µm.·The·sections·
were·finally·stained·with·0.1%·toluidine·blue,·and·
observed·under·a·light·microscope.·A·computer·
image·analyser·software·(Image·J,·National·Institute·
of·Health,·U.S.A)·was·used·to·quantify·the·bone·
implant·contact·and·calculate·mineral·apposition·
rate·(MAR)·by·measuring·the·inter-label·distance·
between·7-day-interval·administrations·of·the·two·
fluorescent·markers.

7)Statistical analysis
·Statistical·analysis·was·performed·by·SPSS·
(Windows·Version·11.5).·All·data·were·examined·
based·on·3-5·different·measurement·values·and·
calculated·as·mean·±·SD.·Metric·data·were·first·
analyzed·by·one-way·analysis·of·variance·(ANOVA),·
and·if·the·result·showed·significant·difference·
(P<0.05),·the·data·were·further·analyzed·by·the·
Scheffe·post-hoc·test·at·a·significance·level·of·0.05.

3. Results

1)In vitro release behavior of ZOL from
   sputtered HA thin film
·For·both·medium·and·high·dose·group,·
approximately·80%·of·the·total·ZOL·loaded·was·

released·after·24·hr.·From·Figure·1·it·can·be·seen·
that·there·was·an·initial·burst·release·followed·by·a·
gradual·and·stable·release·of·the·drug,·which·was·
maintained·for·a·period·of·10·days.

2)Biofilm formation
·A·LIVE/DEAD·BacLight·kit·containing·SYTO-9·
and·propidium·iodide·dyes·from·Molecular·Probes·
(Invitrogen)·was·used·to·assess·the·damage·to·
the·bacterial·membrane.·SYTO-9·binds·to·both·
the·damaged·and·the·intact·membranes,·whereas·
propidium·iodide·penetrates·only·the·damaged·cell·
membranes.·Consequently,·live·cells·appear·green·
and·dead·ones·appear·red.·In·the·present·study,·
five·spots·on·each·sample·were·randomly·picked·
and·analyzed.·The·percentage·of·green·fluorescence·
positive·cells·was·calculated·to·demonstrate·the·
relative·number·of·living·streptococcus·aureus·cells.·
Figure·2·showed·no·significant·differences·of·living·
cells·among·the·four·groups.

  Figure 1：·The· release· of· ZOL· showed· no· significant· difference·
between·medium·and·high·dose·group.

  Figure 2：·Fluorescence·micrograph·images·showing·live·(green)/·dead·
(red)· staining· showing·no· significant·difference·between·
(a)· to· (d).·The·percentage·of· living·cells· (e)·also·showed·no·
significant·difference.
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3)Micro-CT evaluation
·Micro-CT·analysis·revealed·considerable·difference·
among·the·treatment·groups·(Figure·3).·The·
treatment·groups·consisting·of·low·dosage·(0.5·
µg/implant)·and·medium·dosage·(2·µg/implant),·
respectively,·had·significant·effects·on·increasing·
the·peri-implant·bone·volume·when·compared·with·
the·control·group·(p<0.05).·By·contrast,·the·high·
dosage·group·(10·µg/implant)·was·unable·to·induce·
a·significant·restoration·in·bone·volume.

4)Histology evaluation
·In·all·the·histological·sections,·no·delamination·of·
the·HA·coating·was·noted.·The·low·dosage·(0.5·µg/
implant)·and·the·medium·dosage·(2·µg/implant)·
groups·showed·significantly·higher·BIC·than·the·
control·and·the·high·dosage·(10·µg/implant)·groups·
(Figure·4).·Furthermore,·the·MAR·in·the·low·dosage·
(0.5·µg/implant)·was·also·significantly·higher·than·
those·of·the·other·groups·(Figure·5).

4. Discussion

·Osteoporosis·is·a·known·disease·to·impair·the·
process·of·implant·osseointegration.·The·negative·
effects·of·osteoporosis·on·implant·osseointegration·
have·been·reported·in·several·studies.·In·OVX-
induced·osteoporosis·animals,·bone·healing·around·
both·pure·titanium·and·HA-coated·titanium·implants·
was·delayed·compared·with·non-osteoporotic·
animals·due·to·the·highly·activated·osteoclasts·10).·In·
this·study,·OVX·rats·model·was·employed,·which·
is·the·most·commonly·used·animal·model·to·study·
osteoporosis·because·of·similar·bone·turnover·in·
postmenopausal·osteoporosis·11).·The·reduced·bone·

  Figure 3：·Micro-CT· images· from·the· femur·cross·section· (a)·and·the·
peri-implant·bone·volume·at·2·weeks·(b).·The·bone·volume·
of· interest·was·defined·as·100·slices·from·3·mm·below·the·
growth·plate·and·limited·to·a·semi-ring·of·2.0·mm·diameter·
from·the·implant·axis.·Data·were·expressed·as·mean·± SD·
(n=3).· *p<0.05·vs.· low·dosage·group;·#·p<0.05·vs.·medium·
dosage·group·(One·way·ANOVA-LSD·test).

  Figure 4：·Bone·implant·contact·(BIC)·at·2·weeks.·Data·were·expressed·
as·mean·± SD·(n=3).·*p<0.05·vs.·low·dosage·group;·#·p<0.05·
vs.·medium·dosage·group·(·One·way·ANOVA-LSD·test).

  Figure 5：·Mineral·apposition·rates·at·2·weeks.·Data·were·expressed·
as·mean· ± SD·(n=3).· *p<0.05·vs.· low·dosage·group.· (Two-
Sample·Kolmogorov-Smirnov·Test)
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mineral·density·and·progressive·microstructure·
deterioration·were·achieved·as·showed·in·Figure·3.

·BPs·are·indicated·for·the·treatment·of·osteoporosis·
that·can·inhibit·bone·resporption·and·normalize·the·
high·rate·of·bone·turnover.·The·local·administration·
of·BPs·has·been·proven·to·be·a·high·efficient·
manner·to·hold·more·BPs·at·the·implantation·site·
and·thus·increase·early·bone·formation·around·
implants·12).·It·has·been·demonstrated·that·the·
beneficial·effects·of·immobilized·BPs·on·plasma·
spray·HA·coatings·in·vivo·reported·an·increased·
bone·density·distribution·and·improved·implant·
fixation·13,14,15).·Although·the·final·biological·
mechanism·is·not·yet·fully·understood,·this·approach·
is·expected·to·maintain·the·location·of·BPs·on·the·
modified·surfaces·of·implants·where·osteoclast·
action·needs·to·be·controlled·15).

·A·number·of·methods·have·been·developed·to·
deposit·HA·coating·including·plasma·spraying,·
sol-gel,·pulsed·laser·deposition,·ion-beam·method·
and·sputtering.·Currently,·plasma·spraying·is·a·
major·commercially·available·technique·for·HA·
coating·due·to·high·reproducibility·and·economic·
efficiency·of·the·process.·However,·problems·
associated·with·plasma·sprayed·HA·coating·include·
variation·in·bond·strength·between·the·coatings·
and·metallic·substrate,·non-uniformity·in·coating·
density,·poor·adhesion·between·the·coating·and·
substrates,·microcracks·on·the·coating·surface·and·
poor·resistance·to·delamination·due·to·the·coating·
process.·As·an·alternative·to·the·plasma·spray,·radio·
frequency·(RF)·magnetron·sputtering·has·been·
investigated·in·this·study.·The·sputtering·technique·
has·the·advantage·of·depositing·thin·coatings·(0.5-3·
µm)·with·strong·adhesion,·compact·microstructure·
and·controlled·elemental·composition.

·The·goal·of·the·present·study·was·to·determine·
the·ZOL·concentration·leading·to·an·optimal·peri-
implant·bone·volume·distribution·when·sputtered·

HA·coating·was·used·as·the·carrier.·Our·results·
indicated·that·the·ZOL·released·from·the·sputtered·
HA·coating·could·successfully·stimulate·peri-implant·
bone·formation·at·the·relatively·low·doses·(0.5·µg/
implant·and·2·µg/implant).·In·the·previous·study·16),·
plasma·spray·HA·coated·implants·containing·2.1·µg·
ZOL·induced·an·increase·in·pullout·force·by·42%·of·
that·of·implants·without·ZOL·treatment.·However,·
at·higher·concentrations·(8.5·µg/implant·and·16·µg/
implant),·the·pull·out·force·was·decreased,·which·is·
consistent·with·our·present·results.·The·effective·
dosages·(0.5·µg/implant·and·2·µg/implant)·of·our·
study·are·even·less·than·the·previous·study·(using·
2.1·µg).·This·may·be·due·to·the·smaller·crystal·
size·(around·100·nm·in·diameter)·of·the·sputtered·
thin·film·HA,·which·is·thought·to·accelerate·ZOL·
absorption.·The·release·patterns·for·both·the·
medium·dose·and·the·high·dose·ZOL·groups·in·
Figure·1·exhibit·a·sharp·decline·during·the·first·day,·
indicating·an·initial·burst·release·of·approximately·
80%·of·the·total·drug,·and·the·remaining·ZOL·was·
released·over·10·days.·According·to·the·present·
result,·the·80%·of·drug·release·from·the·high·dose·
group·(approximately·8·µg)·might·have·a·negative·
effect·on·the·initial·bone·healing·at·the·implant·
site.·However,·due·to·the·limitation·of·the·present·
drug·release·measurement,·the·amount·of·ZOL·of·
the·low·dose·group·could·not·be·detected.·Further·
investigation·with·higher·accuracy·and·longer·
duration·are·required.·Moreover,·a·long-term·in·vivo·
study·should·also·been·performed·to·test·the·coating·
degradation.

·In·addition,·the·bacterial·adhesion·to·the·HA·
implant·seems·unaffected·by·the·application·of·
ZOL·coating.·The·percentage·of·green·fluorescence·
positive·cells·which·indicated·the·relative·number·of·
living·streptococcus·aureus·cells·in·Figure·2·didn`t·
display·any·significant·differences·among·the·four·
groups.·The·discrepancy·between·our·finding·and·
a·previous·study·17)·which·stated·that·ZOL·injected·
subcutaneously·promoted·streptococcus·mutans·
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to·hydroxyapatite·might·be·due·to·the·different·
ZOL·administration·manners.·The·present·study·
shows·that·low·doses·of·locally·applied·ZOL·can·
be·potentially·safe·and·not·stimulatory·for·bacteria·
adhesion·in·vitro.·It·should·be·noted·that·the·clinical·
risk·of·infection·is·a·complex·issue·and·would·
require·to·be·further·examined·in·vivo·before·ZOL·
application·in·a·clinical·setting.

5. Conclusions

·In·this·present·study,·we·were·able·to·demonstrate·
the·effectiveness·of·a·local·delivery·of·ZOL·from·
sputtered·HA·coating·in·order·to·increase·the·peri-
implant·bone·formation.·A·striking·effect·of·ZOL·on·
bone·formation·was·observed·in·the·relatively·low·
doses·(0.5·µg/implant·and·2·µg/implant)·groups.·In·
addition,·the·bacterial·adhesion·to·the·HA·implant·
seems·unaffected·by·the·application·of·ZOL.
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Abstract

·Bisphosphonates·are·well·known·drugs·that·can·inhibit·bone·
resorption·and·normalize·the·high·rate·of·bone·turnover·that·
characterizes·osteoporosis.·Recently,·hydroxyapatite·(HA)·
has·been·used·in·a·bisphosphonates·local·delivery·system·
to·enhance·peri-implant·bone·formation,·and·the·results·
are·generally·encouraging.·In·the·present·study,·a·thin·film·
HA·coating·prepared·by·radio·frequency·(RF)·magnetron·
sputtering·technique·was·used·as·a·bisphosphonate·carrier.
·The·purpose·of·the·present·study·is·to·evaluate·whether·
a·coating·concentration·of·zoledronic·acid·(ZOL),·a·nitrogen·
containing·bisphosphonate,·can·improve·peri-implant·bone·
formation·and·decrease·bacterial·adhesion.·Custom·made·
sputtered·HA·coated·titanium·cylinders·with·different·
amounts·of·ZOL·were·inserted·into·the·femur·of·OVX·rats.·
After·2·weeks·healing,·the·animals·were·sacrificed·and·the·
samples·were·analyzed·histologically·and·radiologically.
·The·results·indicated·that·the·ZOL·released·from·the·
sputtered·HA·coating·stimulated·peri-implant·bone·formation·
at·relatively·low·doses·(0.5·µg·and·2·µg),·which·is·even·lower·
than·previously·reported·using·a·ZOL·administered·plasma·
spray·HA·coating.·Furthermore,·the·bacterial·adhesion·to·the·
HA·implant·seemed·unaffected·by·the·application·of·ZOL.·
The·results·from·this·study·demonstrate·the·effectiveness·
of·a·local·delivery·of·ZOL·from·the·sputtered·HA·coating·in·
order·to·increase·the·peri-implant·bone·formation.

Keywords:·bisphosphonate,·sputter·coating,·hydroxyapatite,·
zolendronic·acid
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Ligature-induced periimplantitis surrounding thin sputtered HA-coated implants.
 An experimental study in dogs. Clinical and radiographic evaluations

Marwa Madi 1,2), Osama Zakaria 1), Kanako Noritake 1), Masaki Fuji 1), Shohei Kasugai 1,2)

　１）Department·of·Oral·Implantology·and·Regenerative·Dental·Medicine,·Tokyo·Medical·and·Dental·University.
　２）Global·Center·of·Excellence·(GCOE),·Tokyo·Medical·and·Dental·University,·Tokyo,·Japan.

1. Introduction

·Since·the·introduction·of·dental·implants,·
researchers·are·in·quest·of·ways·to·improve·their·
long·term·clinical·success·as·well·as·decreasing·
their·complications.1)·Periimplantitis·is·considered·
an·important·complication·that·leads·to·implant·
failure.2)·It·is·an·inflammatory·condition·affecting·
the·periimplant·mucosa·together·with·radiographic·
evident·;loss·of·the·supporting·periimplant·bone.3)·
·Lindhe·et·al.4)·established·ligature·model·to·induce·
peri-implant·infection·in·experimental·animals.·The·
submarginal·placement·of·a·ligature·around·the·
implant·neck·portion·enhances·plaque·accumulation·
and·results·in·the·formation·of·inflammatory·
lesions·in·the·peri-implant·tissues·with·consequent·
loss·of·the·supporting·bone.5)·Thereafter,·this·
model·was·used·to·study·the·influence·of·different·
implant·surfaces·and·systems·on·periimplantitis·
progression.6)

·One·of·the·most·controversial·issues·is·HA-·coated·
implants7)·as·the·advocates·of·these·implants·
showed·the·bioactive·properties·of·this·coat,·thus,·it·
provides·better·prognosis·and·increase·the·implant·
success·rate.1,8,9)·However,·concerns·have·been·raised·
regarding·the·influence·of·HA·coating·on·the·long-
term·survival·of·dental·implants.·Drawbacks·such·

as·coat·dissolution·in·tissue·fluid,·delaminating·and·
enhancement·of·bacterial·adherence·have·been·
reported.10-12)·Additionally,·during·periimplantitis,·the·
PH·value·is·decreased·which·increase·the·resorption·
rate·of·HA·coat.·As·a·consequence,·deeper·bacterial·
and·toxins·penetration·ensue·leading·to·a·further·
periimplant·bone·loss·and·more·implant·mobility.13,14)·
·Plasma·spraying·has·been·a·major·technique·for·
most·of·the·commercially·available·HA·coated·
implants·providing·an·average·coat·thickness·
of·50-80·µm.8)·The·use·of·a·thin·HA·coat·on·Ti·
implants·was·investigated·as·a·mean·of·promoting·
osseointegration·specially·in·low·bone·quality·and·
at·the·same·time·to·overcome·the·drawbacks·
associated·with·thick·HA·coat.1,15)

·Radiofrequency·RF·sputter·technique·has·been·
appraised·as·a·method·of·obtaining·thin·film·of·
HA·coat·up·to·1·µm,·in·addition·to·possessing·
relatively·a·low·degree·of·crystallinity·which·hasten·
its·dissolution·in·the·living·body;·thus,·the·coating·
disappears·before·bone·tissue·bonds·to·it.·In-vitro·
and·in-vivo·studies·reported·better·bone·response·
for·RF·sputter·HA·coated·implants·than·uncoated·
ones.9,16,17)·Ozeki·et·al.8)·evaluated·thin·RF·sputter·
HA·coated·implants·in·mandibular·dog·model,·after·
24·weeks·the·results·showed·better·bone-implant·
contact·for·coated·than·uncoated·implants.·
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·To·the·best·of·our·knowledge,·this·is·the·first·
study·that·focuses·on·evaluating·the·response·of·
dental·implants·coated·with·thin·Radiofrequency·
Sputter·HA·(1µm)·coat·in·peri-implantitis·condition.·
The·aim·of·the·present·experiment·was·to·evaluate·
clinically·and·radiographically·the·progression·of·
ligature·induced·periimplantitis·at·thin·sputtered·
HA·coated·implants·in·comparison·to·other·implants·
with·different·surface·characteristics·in·the·canine·
mandible.

2. Material and methods

1)Animals
·The·outline·of·the·study·is·presented·in·Fig.·1.
Nine·healthy·females’·beagle·dogs,·2·years-old·with·
an·average·weight·of·13·kg·were·used·in·this·study.·
The·protocol·design·and·procedures·were·approved·
by·the·Animal·Research·Committee·of·Tokyo·
Medical·and·Dental·University.
·All·surgical·and·clinical·procedures·were·performed·
under·general·anesthesia·accomplished·by·0.05·ml/
kg·of·intramuscular·premedication·(Medetomidine·
hydrochloride)·and·2ml/10kg·intramuscular·injection·
of·Ketamine.·Local·anesthesia·was·performed·with·
2%·xylocain/epinephrine·(1:80,000).

2)Implant Surgery and Experimental 
   Periimplantitis
·All·mandibular·premolars·were·extracted.·Three·
months·later,·full-thickness·flaps·were·elevated·
in·both·sides·of·the·mandible·and·four·implants·
representing·the·four·different·implant·surface·
modifications·(Implant·type·M,SA,S,P·;·Table·1)·were··
inserted·randomly·(total·8·implants·/dog)·.·Implants·
were·placed·having·their·coating·levels·equivalent·
to·the·alveolar·crest.·Flaps·were·adjusted·and·
sutured·around·the·neck·of·all·implants.·For·implant·
type·P,·healing·abutments·were·installed·after·
implantation.·A·plaque·control·program·including·
0.12%·chlorhexidine-gluconate·irrigation·(3-4·times·
/week)·was·maintained·during·the·healing·period.·
Three·months·after·implantation·experimental·
periimplantitis·was·initiated.·Thus,·the·oral·hygiene·
procedure·was·abandoned·and·ligature·was·placed·
in·a·submarginal·position·around·the·neck·portion·of·
the·implants·for·4·months.

3)Clinical Evaluation
·Clinical·parameters·including·Probing·depth·(PD),·

Table 1·:·Characteristics·of·different·implants·used·in·the·study

Implant Surface Dimensions Type company
M Machined 3.3x·10mm custom·one-piece 　µ-one·HA·Implant·

　Tokyo,·Japan
SA Sandblasted·Acid-etched 3.3x·10mm custom·one-piece
S RF·Magnetron·sputter 3.3x·10mm custom·one-piece

HA·coated(1µm)
P MP-1Plasma·sprayed 3.25x10mm Spline·Reliance 　Zimmer·Dental·Inc.

HA·coated··(50·µm) implant·system

}

  Fig.1：Outline·of·this·study
　　　　·After· 3·months· of· implant· insertion· ligatures·were·placed;·

Baseline· (BL).·Clinical·measurements· (PD,·CAL,·mGI)· (O)·&·
radiographs(X)·were·recorded·on·monthly·bases·from·baseline·
until·4·months·after·ligature.·
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clinical·attachment·level·(CAL),·modified·gingival·
index·(mGI)·18)·,·suppuration·index·SI·(presence·
or·absence)·and·gingival·recession·GR·(presence·
or·absence)·were·recorded·at·baseline·(ligature·
placement)·and·assessed·monthly·until·the·end·of·
the·experiment.·Probing·depth·(PD)·and·clinical·
attachment·level·(CAL)·was·registered·using·
periodontal·probe·(Hu-Friedy,·Chicago,·USA).·Double·
assessments·were·performed·for·all·measurements·
and·were·recorded·at·the·same·place·using·fixed·
points·at·the·abutments·marked·at·the·baseline.

4)Radiographic Analysis
·Radiographs·were·taken·and·analyzed·using·a·
digital·image·system·(Trophy·RVG-ultimate)·in·
order·to·measure·the·mean·marginal·bone·level·
(MBL).·Images·were·obtained·at·baseline,·1,·2,·3·and·
4·months·after·ligature·placement.·The·abutment·–
fixture·junction·was·used·as·fixed·point·for·implant·
type·P·while·the·implant·shoulder·was·used·as·a·
fixed·point·for·implants·type·(SA,·M·and·S).·The·
linear·distance·between·the·fixed·point·and·the·
first·visible·bone-to-implant·contact·was·measured·
to·determine·MBL.·The·mean·MBL·(mesially·and·
distally)·for·each·implant·was·then·calculated.·All·
the·measurements·were·assessed·by·2·independent·
examiners.

5)Statistical analysis
·The·mean·values·of·all·the·clinical·and·radiographic·
data·were·obtained.·Analysis·of·variance·(ANOVA)·
was·used·to·calculate·the·differences.·P-values<0.05·
were·regarded·as·significant.

3. Results

1)Postoperative healing
·One·Machined·implant·was·lost·after·2·weeks·of·
implantation.·All·other·implants·healed·uneventfully.

2)Clinical evaluation
·The·mean·PD·and·CAL·increased·constantly·

during·the·experimental·period·for·all·implant·
types.·However,·a·significant·increase·was·found·for·
all·the·implants·after·ligature·placement·(P<0.05).·
The·mean·mGI·increased·abruptly·after·ligature·
placement·and·remained·constant·during·the·study·
for·all·implant·types·(Fig.2).·Periimplant·gingival·
recession·and·suppurations·were·observed·after·
ligature·placement·and·continued·during·the·
experimental·study·(Fig.3).

  Fig.2：·The·mean· of· clinical· measurements· evaluated· during·
periimplantitis·progression· (from·baseline·BL·until·4 months)·
for·different·implant·types.

　　　　·Probing· depth· (PD),· clinical· attachment· level· (CAL)· and·
modified·gingival·index·(mGI).
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3)Radiographic evaluation
·After·1·month·of·ligature·placement,·implant·type·
P·showed·more·bone·loss·than·other·implant·types.·
However,·significant·difference·was·found·after·4·
months·between·implant·type·P·and·the·other·types·
(P<0.05)·(Fig.4).

4)Mobility assessment
·No·mobility·was·found·for·any·of·the·implants·on·
manual·examination·during·the·experiment·period.

4. Discussion

·In·the·present·experiment,·the·progression·of·
ligature·induced·periimplantitis·at·implants·with·
different·surface·treatments·(thin·sputter·HA·coat·
(1µm),·plasma·sprayed·HA·coat·(50µm),·acid-etched·
and·machined·surface)·were·analyzed·clinically·
and·radiographically.·It·was·demonstrated·that·all·
the·implants·used·in·the·present·study·exhibited·
periimplantitis·after·ligature·placement,·revealed·by·
increase·in·probing·depth·and·clinical·attachment·
level·together·with·progressive·periimplant·bone·
loss.
·During·the·4-months·‘active·breakdown’·period,·
i.e.·in·the·presence·of·ligature,·the·radiographic·
examination·showed·that·the·Plasma·sprayed·HA·
coated·implants·(Type·P)·exhibited·more·marked·
bone·loss·than·thin·sputter·HA·coated·implants·
(Type·S)·along·with·other·implant·types·.·These·
findings·make·us·suggest·that·the·periimplantitis·
response·of·implant·type·S·(sputter·HA)·is·
comparable·to·implants·type·M·(machined)·and·A·

 　　　Fig.3：·Clinical·photographs·showing·implant·types·SA,M,S·and·P·(from·left·)·at·ligature··placement;·baseline·(a),·1·month·(b),·2·months·(c)·and·
··　　　　　　4·months·(d)·of·periimplantitis.·Note·the·gingival·inflammation,·suppuration·and·recession·exposing·the·ligature.

  Fig.4：·The·mean·marginal·bone· loss·during· the·active-breakdown·
period.
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(acid-etched),·therefore,·thin·sputter·HA·coat·(1µm)·
does·not·contribute·a·further·risk·for·periimplantitis·
progression.

·Similar·to·previous·studies·6·19)·cylindrical·implants·
were·used·to·minimize·the·influence·of·different·
implant·geometry·on·the·study·results.·However,·
due·to·commercial·limitations,·cylindrical·implants·
with·plasma·sprayed·HA·coat·(Type·P)·were·
available·only·as·2-piece·implants.·The·one·piece·
implants·type·SA,·M,·S·were·custom·made·with·
almost·the·same·dimensions·of·implant·type·P·with·
apical·threads·for·initial·stability.·After·implantation,·
abutments·of·implant·type·P·were·tightly·connected·
to·allow·a·non-submerged·healing·for·all·the·
implants.
·Our·clinical·findings·showed·a·rapid·increase·
in·mGI·after·ligature·placement·for·all·implants·
and·remained·constant·during·the·periimplantitis·
progression.·Comparable·observations·were·reported·
in·by·Zechner·et·al.6)·and·Martins·et·al.3)·as·ligature·
placement·impairs·the·mucosal-implant·attachment·
and·allows·more·plaque·accumulation,·revealed·by·
changes·in·gingival·color·and·increase·in·bleeding·
scores·regardless·of·the·implant·type.·In·agreement·
with·previous·study·4)·the·mean·PD·for·all·implants·
increased·immensely·after·ligature·placement·
(1-month).·Thereafter,·it·increased·constantly·
engendering·CAL;·while·the·advancing·periimplant·
gingival·recession·leads·to·a·constant·increase·in·
mean·CAL.·The·clinical·findings·(mGI,·PD·and·CAL)·
of·the·present·study·agreed·well·with·previous·
studies·which·explained·that·progressive·increase·in·
PD·and·CAL·represent·important·signs·and·reflect·
a·more·profound·inflammation·in·the·periimplant·
tissues.20)

·In·line·with·these·clinical·results,·the·radiographic·
findings·showed·progressive·marginal·bone·loss·
for·all·implants,·however,·implant·type·P·exhibited·
significant·MBL·than·other·types.·This·could·be·
attributed·to·the·rough·surface·of·the·HA·coat·

provided·by·plasma·spraying·method·(Ra·=·4.9µm)·
21)·which·could·facilitate·more·bacterial·biofilm·
adherence.·This·is·in·consistent·with·Martins·et·
al.3)·study,·in·which·they·reported·that·the·surface·
undercuts·of·the·HA·coat·could·act·as·a·scaffold·for·
more·bacterial·biofilm.·Another·explanation·could·
be·the·hydrophilic·property·of·the·relatively·thick·
HA·(50µm)·coat·that·allows·its·interaction·with·
the·biologic·fluids·while·having·a·high·crystallinity·
that·decrease·its·dissolution·rate.·Comparable·
observations·were·reported·by·Tillmanns·et·al.22,23)·
they·observed·50µm·thickness·of·HA·coat·after·6·
month·of·induced·periimplantitis·at·plasma·sprayed·
HA·coated·implants.·In·addition,·Ginesta·et·al.24)·
reported·that·50%·of·the·plasma·sprayed·HA·coat·
was·resorbed·after·1·year·of·implantation·in·dogs·
mandible.
·In·our·study·the·plasma·sprayed·HA·coated·
implants·showed·a·significant·increase·in·MBL·
after·4·months·of·induced·periimplantitis·than·
implants·type·M,·SA·and·S·(2.3±0.6,·1.3±0.8,·
1.2±·0.7,·1.4±·0.8mm).·Comparable·results·were·
reported·in·previous·studies·22,23)·in·which·the·
plasma·sprayed·HA·coated·implants·showed·more·
bone·loss·than·TPS·and·Ti-A·after·6·month·of·
induced·periimplantitis·(2.85±·1.76,·2.21±·0.94·and·
2.18±·0.42mm)·respectively·.However,·the·lack·of·
significant·difference·in·the·previous·studies·could·
be·attributed·to·the·reduced·sample·size.
·Martins·et·al.3)·studied·experimental·periimplantitis·
at·different·commercially·available·implants·(cpTi,·
TPS,·HA·and·AE).·After·60·days·the·HA·coated·
implants·showed·more·vertical·bone·loss·than·TPS·
and·AE·implants·(6.22·±0.5,·6.00±·0.7,·6.06·±0.27)·
mm).·These·high·magnitude·readings·relative·to·our·
study·could·be·attributed·to·the·additional·trauma·
from·further·ligatures·tying·every·20·days·in·the·
previous·study·which·accelerated·the·periimplant·
tissue·breakdown.·However,·in·our·experiment·the·
ligature·was·placed·submarginally·and·replaced·
when·needed·to·avoid·further·traumatic·effect·on·
the·periimplant·tissue.·Another·possible·explanation·
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is·the·diverse·properties·of·different·commercial·
plasma·sprayed·HA·coated·implants.·Further·
comparative·studies·of·different·commercially·
available·HA·coated·implants·in·periimplantitis·
condition·are·recommended.

·The·sputter·HA·coated·implant·(type·S)·showed·
a·comparable·MBL·changes·to·the·Machined·(type·
M)·and·sandblasted·acid-etched·(type·SA)·implants.·
This·could·be·attributed·to·the·sputtering·technique·
which·provides·HA·film·with·uniform·thickness·

25)·without·altering·the·roughness·of·the·titanium·
substrate·26)·,·the·Ra·values·for·implants·type·S,·
M·and·SA·varied·between·(0.5·and·2·µm).·These·
results·suggest·that·fast·dissolution·of·the·thin·
HA·coat·(1µm)·had·occurred·and·the·subsequent·
implant·surface·does·not·endorse·more·bacterial·
biofilm·for·further·periimplant·tissue·break·down.·
On·the·contrary,·it·showed·a·similar·influence·on·
the·surrounding·bone·as·Machined·and·Acid-etched·
surfaces.·This·comes·in·line·with·Ozeki·et·al.8)·and·
Fugl·et·al.27)·as·they·observed·a·rapid·dissolution·
of·thin·and·ultra-thin·HA·coat·after·implantation·in·
dogs·and·baboons,·concluding·that·thin·HA·coat·did·
not·increase·incidence·of·periimplantitis.

·Many·studies·evaluated·the·effect·of·HA·coating·
on·implant·osseointegration;·however,·little·
documentations·are·available·that·evaluate·the·
HA·coating·as·the·only·variable·in·periimplantitis·
experiments.·Within·the·limitation·of·our·study·
and·independently·from·other·variables·present·
in·clinical·situations·that·could·influence·the·
periimplantitis·response,·we·can·conclude·that·thin·
sputter·HA·coat·(1µm)·does·not·represent·jeopardy·
to·further·exacerbation·of·periimplantitis·once·
initiated.·
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Abstract

Aim:·to·evaluate·soft·and·hard·tissue·response·around·
implants·with·different·surface·treatments·in·experimental·
peri-implantitis.

Material and methods:·All·mandibular·premolars·in·both·
sides·were·extracted·in·9-dogs.·After·three·months,·seventy-
two·implants·with·different·surfaces·(·machined,·sandblasted·
acid-etched,·thin·sputter·HA-coated·(1-µm)·and·plasma·
sprayed·HA-coated·)·were·inserted·in·a·randomized·order.·
Three·months·later,·Experimental·peri-implantitis·was·
initiated·after·three·months·using·ligature.·Radiographic·
marginal·bone·level·(MBL)·and·clinical·examinations:·probing·
depth·(PD)·,·clinical·attachment·level·(CAL)·and·modified·
gingival·index·(mGI)·were·performed·every·month·from·
baseline·until·the·end·of·the·active·breakdown·period·(four·
months).

Results:·All·implants·showed·clinical·manifestations·of·
periimplantitis.·Radiographic·results·showed·more·significant·
radiographic·marginal·bone·loss·for·plasma·sprayed-·HA·
coated·implants·than·other·types·after·4·months.·The·mean·
bone·loss·was·(2.3±0.6)·mm·for·plasma·sprayed-HA,·(1.4±0.8)·
mm·for·thin·sputter-HA·,·(1.2±0.7)·mm·for·sandblasted·acid-
etched·and·(1.3±0.8)·mm·for·machined·implants,·respectively.

Conclusion:·Peri-implantitis·tissue·breakdown·was·most·
marked·at·implants·with·plasma·sprayed·HA-coat·than·other·
implant·surfaces.·
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アパタイト薄膜被覆生体吸収性高分子メンブレンの作製とその評価

本津　茂樹 1）、樋口　裕一 2）、橋本　典也 3）、
西川　博昭 1）、楠正　暢 1）、小正　裕 2）

Fabrication and evaluation of bio-absorbable polymer membranes 
with apatite thin films

Shigeki Hontsu 1）, Yuichi Higuchi 2）, Yoshiya Hashimoto 3）, 
Hiroaki Nishikawa 1）, Masanobu Kusunoki 1）, Yutaka Komasa 2）

　１）近畿大学生物理工学部医用工学科

　２）大阪歯科大学　高齢者歯科学講座
　３）大阪歯科大学　歯科理工学講座

1．緒　言

　インプラント治療において、骨梁不足がある場合に
は骨再生誘導療法；Guided·bone·regeneration（GBR）
法が適用される。GBR 法に用いられるメンブレンに
は、吸収性のものと非吸収性のものがある。非吸収性
膜は、骨梁構築に優れているが一定期間後に膜を外科
的に撤去しなければならないため、患者への負担が大
きく、感染の危険性もある 1）。一方、吸収性膜は、膜
を撤去する必要がないため患者への負担や感染の危険
は退避できるが、十分な骨再生が得られる前に膜が吸
収されることもあり、骨造成力には問題がある。さら
に両者とも膜に使われる材料の生体親和性は乏しく、
膜だけで骨を再生するにはかなりの時間を要するた
め、実際にはメンブレン下にブロック骨や細片骨を膜
内に充填し、骨再生を促す方法がとられる 2）。しかし、
この方法には自家骨外科的侵襲と採取量制限があり、
これまで優れたメンブレンは見当たらない。
　我々は、レーザーアブレーション（PLD）法でチタ
ンインプラントに 1μm 以下の膜厚のハイドロキシア
パタイト（HAp）薄膜をコーティングすれば、薄膜
からの骨形成が行われ、固着時間が従来のチタンのみ

のインプラント比べ 3 倍早くなることを確認した 3）。
本研究では、HAp 薄膜の優れた骨伝導性に着目し、
PLD 法により、生体吸収性膜材上に HAp コーティン
グを施し、骨面および膜材の双方から骨再生を促すこ
とで、2 回目の外科的侵襲をなくし、短期間（膜が崩
壊する前）に骨再生を完了する GBR メンブレンの作
製とその特性評価結果について報告する。

2．実験方法

１）生体吸収性高分子メンブレン材料
　HAp 薄膜を被覆する生体吸収性高分子メンブレン
として、ジーシーメンブレン（株式会社ジーシー）を
選択した。このメンブレンは GBR 法や組織再生誘導

（GTR）法に用いる材料として、安全性の高い生体吸
収性の合成高分子である、ポリ乳酸－グリコール酸共
重合体；Poly· lactide-co-glycolide·acid（PLGA）を採
用することで、創傷治癒過程で望ましくない細胞が組
織欠損部位へ侵入するのを防ぎ、望ましい細胞が遊走
し、組織を再生するための空間を維持するためのバイ
ヤーとして有効に機能することが確認されている 4）。
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２）HAp 薄膜の成膜
　HAp 薄膜は ArF エキシマレーザー（波長λ＝
193nm、パルス幅 w ＝ 20nsec）を用いた PLD 法によ
り成膜した。PLD法の概略図を図１に示す。真空チャ
ンバー内に被膜の原材料であるHAp圧密材（ターゲッ
ト）を配置し、これに紫外線パルスレーザー光をレン
ズで集光して照射する。このときターゲット表面では、
粒子の爆発的な剝離・分解反応が生じ、材料は原子・
分子・イオンといった各種の状態に分解する。これら
を圧密材表面に対向配置した PLGA（基板）の表面に
付着・堆積させることで PLGA を被覆し、HAp 薄膜
被覆生体内吸収性メンブレンとした。PLD 法は光エ
ネルギーを使用するため、原材料の組成と薄膜の組成
のずれが少ないという長所がある。

　HAp 薄膜の成膜条件は次の通りである。成膜温度
は HAp 薄膜が PLGA とともに生体内で吸収されるこ
とと PLGA の融点（140 ～ 160℃）を考慮して 100℃
とした。雰囲気ガス O2+H2O、ガス圧 0.1Pa、ターゲッ
ト上におけるレーザー光のエネルギー密度は約１J/
cm2、繰り返し周波数を 1 ～ 10Hz で膜厚 300nm を成
膜した 5）。
　このようにして成膜した HAp 薄膜の結晶構造と結
晶性は X 線回折法（以下、XRD：Ultima·IV）により
評価した。また、HAp 薄膜被覆 PLGA の表面観察は
走査型電子顕微鏡（以下、SEM：ERA-8800）を、さ
らにメンブレン表面の元素分析にはエネルギー分散型
X 線分光分析装置（以下、EDX：ERA-8800）を用いた。

３）細胞培養による生体親和性評価結果
　HAp/PLGA メンブレンの生体親和性の評価を細胞
培養実験により行った。PLGA 単体と HAp/PLGA の
メンブレンを 96 穴プレートに置き、マウス由来骨芽
細胞（KUSA － A1）を 4 × 103cells/well 播種し、培
養開始 24 時間後にファロイジンを用いてアクチン染
色し、蛍光染色評価を行った。また、同様に KUSA
－ A1 を播種し、20 分と 24 時間後に 2% グルタール
アルデヒド液により細胞を固定し、凍結乾燥を行った
後、走査型電子顕微鏡（SEM）により細胞の挙動の
相違を観察した。さらに、培養 72 時間後に細胞をト
リス緩衝液で超音波破砕した。2 本鎖 DNA 定量試薬
を用いて蛍光染色し、その蛍光強度を測定し検量線法
によって DNA 量を測定した。また、p －ニトロフェ
ニルリン酸を用いて染色を行い、その吸光度を測定
し、同じく検量線法によってアルカリフォスファター
ゼ（ALP）量を測定した。最終的に、ALP 量を DNA
量で除し、·ALP 活性を求めた。

４）ビーグル犬による生体親和性評価
　さらに HAp/PLGA メンブレンの GBR 膜としての
評価を、ビーグル犬を用いた臨床モデル試験によっ
て PLGA 単体と HAp/PLGA のメンブレンの骨再生
能を比較することにより評価した。動物実験には、生
後 5 年のビーグル犬 3 頭を用いた。鎮静は、ペントバ
ルビタールナトリウムの静脈内注射による全身麻酔を
行いた。大腿骨に図２（a）に示すように直径 3.3mm、
深さ 7mm の骨欠損部を形成し、図２（b）のように
PLGA 単体と HAp/PLGA のメンブレンを骨欠損上面
に固定した。術後 3 週の骨再生状態の相違をマイクロ
CT（TOSCANER-30000μhd）により観察した。

  図１：レーザーアブレーション法の概略図

図２：動物実験によるメンブレンの評価
　　　（a）骨欠損の形成、（b）メンブレンの付着
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3．結果と考察

１）HAp 薄膜の評価結果
　図 3 に HAp 薄膜を被覆した PLGA メンブレンの X
線回折（XRD）パターンを示す。20 度付近にブロー
ドなピークをもつ PLGA の X 線回折パターンの他に
HAp のピークも確認できることから、HAp 薄膜は結
晶化していることが分かる。基板温度を 100℃に設定
したが、このような低い基板温度においても PLD 法
の持つ高いアブレーション粒子の運動エネルギーによ
り結晶化したものと思われるが、低結晶性のために
PLGA とともに生体内で溶解すると考えられる。

　PLGA のメンブレン上に金属マスクを配置し、PLD
法で HAp 薄膜を 300nm 成膜した後、マスクで覆わ
れた部分（HAp/PLGA）と、覆われていない部分

（PLGA）の境界付近の表面を SEM で観察するととも
に、EDX により Ca の組成マッピングを行った。そ
の結果を図 4 に示す。図の（a）より、PLGA メンブ
レンは多孔性の構造を持っていることが分かる。ま
た、（b）より薄膜被覆部分で Ca が検出されている
ことより HAp 薄膜で被覆されていることが確認でき

る。さらに（a）、（b）より、HAp 薄膜の被覆の有無
で PLGA の表面形状が全く変わっていないことより、
300nm の被覆では多孔性は失われず、目的に沿わな
い細胞は透過せず、体液のみを透過する特性は維持さ
れると考えられる。

２）細胞培養による生体親和性の評価
　図 5 に KUSA － A1 を 24 時間培養した後、アクチ
ン染色による蛍光染色写真を示す。（a）は PLGA の
みの場合、（b）は HAp をコーティングした PLGA の
場合を示している。図より、HAp をコーティングし
た PLGA メンブレンの方が明らかに多くの細胞が表
面に接着していることが分かる。

  図３：HAp/PLGA メンブレンの X 線回折パターン

  図４：HAp 薄膜被覆部分と被覆なし部分の観測結果
　　　·（a）SEM、（b）Ca の EDX マッピング結果

  図５：KUSA-A1 播種 24 時間後の蛍光顕微鏡写真
　　　·（a）PLGA、（b）HAp/PLGA メンブレン

  図６：KUSA-A1 播種 20 分後の SEM 写真
　　　·（a）PLGA、（b）HAp/PLGA メンブレン

  図７：KUSA-A1 播種 24 時間後の SEM 写真
　　　·（a）PLGA、（b）HAp/PLGA メンブレン
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　図 6 に KUSA－A1 を 20 分培養した後の、図 7 に
24 時間培養した後の SEM 写真を示す。図 6 より、（a）
の PLGA メンブレンと（b）の HAp/PLGA メンブレ
ンとを比較すると、初期接着において明らかな差は
認められなかった。しかし、図 7 の 24 時間培養後で
は HAp/PLGA メンブレンにおいて細胞がさらに伸展
し、メンブレンのポアを広く覆っている様子が確認さ
れた。以上のように、蛍光染色ならびに SEM の結果
から、HAp 薄膜を PLGA メンブレンに被覆すること
により、生体親和性が向上することがわかった。
　また、培養 3 日目における ALP 活性による骨分化
の評価結果を図 8 に示す。この図より、3 日目では有
意差はほとんど見られなかった。薄膜の結晶性の低い
ことが原因のひとつであるかもしれないが、本実験で
は培養期間が 3 日間のみであり、さらなる長期間培養
の必要性が考えられる。

３）動物実験による生体親和性評価結果
　ビーグル犬を用いた臨床モデル試験による生体適
合性の評価の結果を図９に示す。PLGA および HAp/
PLGA メンブレンともに骨髄側からの新生骨の形成が
みられたが、特に HAp/PLGA メンブレンでは PLGA
メンブレンより多くの骨量が見られ、これは HAp/
PLGA メンブレン側からも新生骨形成が生じたためと
思われ、優れた骨誘導性をもつことを確認した。

4．結　論

　PLD 法を用いて PLGA メンブレン上に HAp 薄膜
を形成することにより、HAp 薄膜被覆生体吸収性メ
ンブレンを作製した。細胞培養実験と臨床モデル試
験より、HAp/PLGA メンブレンは優れた生体親和性
と骨誘導性を持つことがわかった。本研究の HAp/
PLGA メンブレンは、従来の GBR 素材の欠点を克服
し、不必要な外科的侵襲と感染をなくし、短期間での
骨再生が期待できることから、臨床的に非常に意義が
大きく、歯周組織再生（GTR）にも応用できると考
えられる。
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  図８：培養 3 日目のメンブレンの ALP 活性

　　　図９：·動物実験による術後 3 週のマイクロCTによる骨再生状態
　　　　　··の観測結果
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抄　録

　生体吸収性膜材上に HAp コーティングを施すことで、骨面
および膜材の双方から骨再生でき、短期間に骨再生を完了する
骨再生（GBR）メンブレンの作製を試みた。メンブレンには
ポリ乳酸 - グリコール酸共重合体（PLGA）を用いた。ハイド
ロキシアパタイト（HAp）薄膜は、レーザーアブレーション
法により成膜された。·HAp/PLGA 複合メンブレンの生体親和
性は、骨芽細胞の培養実験で評価された。·また、HAp/PLGA
メンブレンの臨床モデル試験は、犬の大腿骨欠損モデルを用い
て行なわれた。細胞培養において、HAp/PLGA メンブレンは
PLGA メンブレンに比べて優れた細胞増殖を示した。動物実験
の結果、HAp/PLGA メンブレンは PLGA メンブレンに対して
優れた骨伝導性を示した。これらより、HAp/PLGA メンブレ
ンは次世代の骨伝導デバイスとして非常に有用であることがわ
かった。

Abstract

·We·tried·fabrication·of·the·guided·bone·regeneration·(GBR)·
membrane·in·which·the·osteoanagenesis·was·possible·in·
short·period·by·coating·a·hydroxyapatite·(HAp)·thin·film·on·
the·bioabsorbable·polymer·sheet.·Polylactic·acid-glycolic·acid·
copolymer·(PLGA)·was·used·for·the·membrane.·The·HAp·
thin·film·was·prepared·by·using·a·pulsed·laser·deposition·
technique.·Biocompatibility·of·the·HAp/PLGA·hybrid·
membrane·was·evaluated·by·cell·culture·experiment·using·
osteoblast·cell.·Also,·the·clinical·simulation·test·of·HAp/PLGA·
membrane·was·carried·out·by·using·a·femoral·defect·model·

of·dog.·In·the·in-vitro·cell·test,·the·HAp/PLGA·membrane·
showed·more·excellent·cell·proliferation·than·the·PLGA·
membrane.··As·a·result·of·in-vivo·animal·test,·the·HAp/
PLGA·membrane·showed·more·excellent·osseous·conduction·
than·the·PLGA·membrane.·From·the·above·results,·it·was·
proven·that·the·HAp/PLGA·membrane·was·very·useful·as·
the·osseous·conduction·device·in·the·next·generation.
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●症例報告

1 ピース AQB インプラント失敗症例の分析からみた安全な植立計画の検討

杵渕　孝雄

Safe planning for implant placement judging from analysis of 
failure cases in one-piece AQB® implant system

Takao Kinebuchi

　杵渕歯科医院
　Kinebuchi·Dental·Clinic

1．緒言および目的

　演者は 2010 年と 2011 年の第 13 回、14 回日本先進
インプラント医療学会､ 2011 年の第 15 回日本顎顔面
インプラント学会ならびに 2012 年の第 2 回バイオイ
ンテグレーション学会の 4 回に分けて 1 ピース AQB
インプラントの失敗症例の分析を発表してきた。第 1
報では抜去 ･ 脱落症例の統計的分析の総論的報告、第
2 報では各論として術中の技術的問題、第 3 報では各
論の術後管理と補綴物 ･ 咬合管理の問題、第 4 報では
各論の最後として口腔清掃 ･ メインテナンス、植立部
位と全身的難条件の問題を報告した。
　チタン系 2 ピースインプラントのようにある程度ス
タンダードな教本ができているシステムと違い、HA
系 1 ピースの AQB® インプラントではコンセンサス
のとれたスタンダードな教本はできているとはいえ
ず、著者はある意味でフロンティア精神旺盛に、診断
･ 治療計画から始まり、通常の安全な植立部位以外に
も、さまざまな適応症の拡大にチャレンジし、その臨
床成績を各種学会に発表してきた。またその間に多く
の失敗症例も経験した。HA 系 1 ピースインプラント
のより安全な植立計画の立案を可能にするため、4 回
に分けて発表してきた失敗症例の要因を多角的に分析
し、安全な植立計画の立案に資することを本論文の目
的とする。

2．対象と方法

　インプラント抜去 ･ 脱落（以後、抜去と表現）の二
大原因は清掃不良による周囲粘膜の感染性炎症と咬合
性外傷であるといわれている 1-3）。前者では天然歯の
慢性歯周炎のように慢性インプラント周囲炎として経
年的に歯槽頂部から骨吸収が徐々に進行して抜去のや
むなきに至ることが多い。また、後者の咬合性外傷に
よるものでは、歯槽頂部の軽度のすり鉢状垂直性骨吸
収像から始まり、早期に適切な咬合調整がなされない
とある時点で、急激なインプラント周囲の瀰漫性 X
線透過像の亢進となり、脱臼脱落となる。ただし、炎
症と外傷が合併していることも多く、骨吸収像の病態
はバリエーションが多いと思われる。著者はそれらに
関与する大要因を第 1 報で次のように 6 つに分類して
みた。すなわち、A：術中の技術的問題、B：術後管理、
C：補綴物 ･ 咬合管理、D：口腔清掃 ･ メインテナン
ス、E：植立部位の難条件、F：全身的難条件である。
A,B は術中、術後早期、C,D は補綴物装着後で、これ
らはいわゆる治療時期による大分類である。それぞれ
の要因は独立しておらず関連があり、例えばAはBに、
また E は A,B,C,D に、F は A,B にそれぞれ影響する
と思われる。また個々の抜去症例の原因を克明に調査
する段階で、著者はこれらの各要因をさらに 25 要因
に細分類してみた（表１）。実際はそれらの細分類要
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因（以後、要因と表現）が幾つか組み合わさって関与
していることが多いということもわかった。それゆえ
抜去要因を 1 つに絞りきれないことが多く、そのため
主な 2 要因を選んで判定することにした。しかし確実
な１要因のみのものもあり、統計処理上、1 要因のみ
のものが軽視されないようにその 1 要因を 2 個として
加重集計した。対象は第 1 報で報告したが、1989 年
3 月から 2010 年 3 月までの 21 年間に著者が植立した
1 ピース AQB インプラント症例 682 名、2189 本であ
る。そのうち抜去症例は 59 名 91 本であった。すなわ
ち 91 本の抜去に対して計 182 ポイントの要因として
集計、分析した。

3．結　果

１）抜去率、残存率等の統計結果
　抜去本数 91 本を全植立本数 2189 本で割った単純
抜去率は 4.16%、すなわち残存率は 95.84% であった。
また抜去された 91 本の内訳は、既補綴 75 本、未補綴
16 本であったため、補綴物装着後の抜去率は 75 本÷
2173 本で 3.45%、すなわち残存率は 96.55% であった。
また 59 名の抜去患者の全インプラント植立患者 682
名に占める抜去患者率は 8.65% であった。
　抜去患者１名当たりの抜去本数は、1 本が 38 名、2
本が 16 名、3 本が 2 名、4 本が 2 名、7 本が 1 名であっ
た（図１）。

　抜去までの残存年月では、3 ヶ月未満が 11 本（す
べて未補綴）、3 ヶ月～ 1 年が 10 本（40% が未補綴）、
1 年～ 3 年（4% が未補綴）が 25 本、3 年～ 5 年が 16

表１：·１ピース AQB インプラントの抜去（脱落）症
例の要因（杵渕 2011/08）

A：術中の技術的問題
　A1：·浸潤麻酔の仕方、粘膜骨膜弁の剥離法、癒合

不良などの影響で腐骨形成　
　A2：初期固定が悪く動揺（易感染性）
　A3：·硬い骨に起こりやすいきつ過ぎる植立圧によ

る周囲骨の変性壊死や熱傷
　A4：HA 部が完全に骨に入りきれなかった
　A5：·インプラントの植立間隔が狭すぎて、インプ

ラント間の骨吸収
B：術後管理の問題
　B1：·植立初期の咬合性外傷（対合歯や義歯による

揺さぶり、硬固物の誤咬）による動揺や亜脱
臼

　B2：·術後の遷延治癒でインプラント周囲に初期か
らすり鉢状骨吸収

　B3：·術後感染（近接する歯周炎、根尖病巣歯や残根、
残留嚢胞などから）

C：補綴物と咬合管理の問題
　C1：セメント残留
　C2：AQB インプラント体の破折
　C3：·過重咬合力（over·load）や食いしばり習癖

（clenching）による表層からの骨吸収
　C4：強い側方咬合力による突然の脱臼
D：口腔清掃とメンテナンス
　D1：口腔清掃不良
　D2：慢性食片圧入（特に近心天然歯との間）
　D3：定期検診不履行
E：植立部位の難条件
　E1：骨量不足部位（骨幅や骨高径）
　E2：慢性硬化性骨炎様の血行不足の硬い骨質
　E3：喫煙による骨と粘膜の虚血状態
　E4：·顎間クリアランス小さく隣在歯との歯間が大

きく、冠が over·contour
　E5：顎間クリアランス大きく歯冠歯根比の逆転
　E6：分厚い顎堤粘膜
　E7：·口腔粘膜疾患（金属アレルギーや口腔扁平苔

癬など）
F：全身的難条件
　F1：悪性腫瘍の治療で定期的化学療法
　F2：糖尿病性の高血糖
　F3：重症歯周炎体質（いわゆる悪性ペリオ）

　便宜上、上記のように分類したが、それぞれの要因は関連性
がある。例えば、A は B に、また E は A,B,C,D に、F は A,B
に影響すると思われる。また実際は、これらの要因が幾つか組
み合わさって関与していることが多い。

図１：抜去患者（59 名）の 1 名当たりの抜去本数
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本、5 年～ 7 年が 13 本、7 年～ 9 年が 6 本、9 年以上
が 10 本であった。9 年以上は、当院の場合 9 年～ 21
年ということなので、当然抜去本数は多くなっている。
ちなみに最長 20 年目で脱落したものを含んでいる（図
２）。

2）要因に関連した統計結果
　大要因を要因数の多い順でみると、E（植立部位の
難条件）が 63 ポイント（以後ポイントは省略）、C

（補綴物装着と咬合管理の問題）が 43、A（術中の技
術的問題）が 30、B（術後管理の問題）が 19、D（口
腔清掃とメンテナンス）が 17、F（全身的難条件）が
10 の順であった（図３）。次に各大要因ごとに詳しく
みていくことにする。

　A（術中の技術的問題）をさらに細分類した要因で
みると、A1（浸潤麻酔の仕方、粘膜骨膜弁の剥離法、
癒合不良などの影響で腐骨形成）が 5、A2（初期固
定が悪く動揺）が 4、A3（硬い骨に起こりやすいき
つ過ぎる植立圧による周囲骨の変性壊死や熱傷）が
13、A4（HA 部が完全に骨に入りきれなかった）が 1、
A5（インプラントの間隔が狭すぎて、清掃性が悪く
なり、インプラント間の骨吸収）が 7 で、多い順では
A3,A5,A1,A2,A4 あった（図４）。

　B（術後管理の問題）をさらに細分類した要因でみ
ると、B1（植立初期の咬合性外傷、すなわち対合歯
や義歯による揺さぶり、硬固物の誤咬による動揺や亜
脱臼）が 5、B2（術後の遷延治癒でインプラント周囲
に初期からすり鉢状骨吸収）が 3、B3（近接する歯周
炎、根尖病巣歯や残根、残留嚢胞などからの術後感染）
が 11·で、多い順では B3,B1,B2 であった（図５）｡

図２：抜去までの残存年月（91 本の内訳）

図３：抜去（脱落）の大要因

図４：術中の技術的問題
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　C（補綴物 ･ 咬合管理の問題）をさらに細分類した
要因でみると、C1（セメント残留）が 7、C2（AQB
インプラント体の破折）が 3、C3（過重咬合力 over·
load や食いしばり習癖 clenching による表層からの骨
吸収）が 21、C4（強い側方咬合力による突然の脱臼）
が 12 で、多い順では C3,C4,C1,C2 であった（図６）。

　D（口腔清掃とメンテナンス）をさらに細分類した
要因でみると、D1（口腔清掃不良）が 7、D2（慢性
食片圧入）が 3、D3（定期健診不履行）が 7 で、多い
順では D1,D3,D2 であった（図７）。

　E（植立部位の難条件）をさらに細分類した要因を
みると、E1（骨幅や骨高径などの骨量不足部位）が
17、E2（慢性硬化性骨炎様の血行不足の硬い骨質）
が 12、E3（喫煙による骨と粘膜の虚血状態）が 19、
E4（顎間クリアランス小さく、隣在歯との歯間が大
きく冠が over·contour）が 3、E5（顎間クリアランス
大きく歯冠歯根比の逆転）が 4、E6（分厚い顎堤粘膜）
が 2、E7（口腔扁平苔癬などの口腔粘膜疾患）が 6 で、
多い順では E3,E1,E2,E7,E5,E4,E6 であった（図８）。

　F（全身的難条件）をさらに細分類した要因でみ
ると、F1（悪性腫瘍の治療で定期的化学療法）が 2、

図５：術後管理の問題

図６：補綴物と咬合管理の問題

図７：口腔清掃とメンテナンス

図８：植立部位の難条件
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F2（糖尿病性の高血糖）が 4、F3（いわゆる悪性ペ
リオといわれる重症歯周炎体質）が 4 で、多い順では
F2,F3,F1 であった（図９）。

　抜去された 91 本、合計 182 ポイントの要因のうち、
集計で 10 ポイント以上の主要な要因を多い順に列挙
すると、C3（過重咬合力 over· load や食いしばり習癖
clenching）が 21、E3（喫煙による骨と粘膜の虚血状
態）が 19、E1（骨幅や骨高径など骨量不足部位）が
17、A3（きつ過ぎる植立圧による周囲骨の変性壊死
や熱傷）が 13、C4（強い側方咬合力による突然の脱臼）
が 12、E2（慢性硬化性骨炎様の血行不足の硬い骨質）
が 12、B3（近接する歯周炎、根尖病巣歯や残根、残
留嚢胞などからの術後感染）が 11 であった。

4．考　察

　一般にインプラント失敗症例の調査 ･ 統計的な文献
は各大学やスタディグループから少数ではあるが報告
されている。摘出インプラント症例 4,5）だけではなく、
経過不良症例 6,7）や問題症例 8,9）として報告されてい
るものもある。また、総説として、偶発症や合併症な
どと共に論じられている文献もある 1-3）。それらは一
般に、複数の術者によるさまざまな種類のインプラン
トを総合して調査 ･ 統計されていることが多い。しか
しながら、HA 系や 1 ピースインプラントに関しては、
そのような発表や文献はあまり散見されないようで

ある。本論文はその点、著者一人が 21 年間にわたり
HA 系 1 ピースの AQB® インプラントを 682 名 2189
本植立し、そのうち抜去に至った 59 名 91 本の失敗症
例の抜去要因を克明に調査 ･ 分析した点に特徴がある
と思われる。

１）抜去率、残存率等の統計結果に対する考察
　抜去症例数は、あくまでも当院で把握している症例
数で、転居先や転院先などで抜去されているものもあ
ると思われるが、当院では患者教育の徹底により、イ
ンプラント健診率が比較的高いため、かなり実態に近
い統計値となっていると思われる。しかしながら、59
名の抜去患者の全インプラント植立患者 682 名に占め
る抜去患者率が 8.65% というのは、抜去本数 91 本が
全植立本数 2189 本に占める単純抜去率 4.16% より大
きく、予想外であった。
　抜去患者 1 名当たりの抜去本数（図１）は、大部分
を占める最頻値の1 本、準最頻値の 2 本抜去症例の合
計54人70本に対して、3本以上の抜去症例5人21本は、
飛び離れたいわば「外

はず

れ値」である。その外れ値の症
例はその要因をみると、口腔粘膜疾患でブラッシング困
難、困難承知のソケットリフト植立（いわゆるチャレン
ジ症例）、ヘビースモーカーへの植立（危険因子承知の
症例）などで、一人で多数本の抜去という抜去率を引
き上げる症例群であった。参考までに、外れ値を除外
した抜去率は 3.23%（残存率は 96.77%）であった。　
　抜去までの残存年月では 1 年から 3 年がピークであ
るが、3 年以上経過しても油断できず、毎年の定期検
診が重要であることが示唆される。

２）抜去要因に関連した考察
　安全な植立計画の立案には、抜去要因に対する対策
を立てることが重要であることは異論がなく、特に要
因集計で 10 ポイント以上の主な抜去要因に対する対
策は特に重要で、それらを中心に考察することにする。
　術中の技術的問題で最も多い要因 A3 に関しては、
硬い骨では熱傷に注意して十分拡大を行い、きつ過ぎ
る植立圧にならないような注意が必要である。また、
これは後述する E2 とも関連性があり、1 ピースイン
プラントでは失敗を避けるための重要な問題であると
思われる。
　術後管理の問題で最も多い要因 B3 に関しては、術

図９：全身的難条件
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前に近接する歯周炎や根尖病巣歯の治療を完了し、植
立時にそれらに接近しないこと、すなわち、すぐにイ
ンプラントに走らず、感染源となり得る一般歯科治療
を先行させる。また、術前デンタルX線写真で精査し、
植立予定部位の顎骨に残根や残留嚢胞などがないこと
を確認しておくことが重要と思われる。
　補綴物 ･ 咬合管理の問題で多い要因 C3、C4 に関し
ては、補綴物の装着時と定期検診時の機能咬合調整の
徹底により過重咬合力や食いしばり習癖による咬合性
外傷を避けることの重要性が示唆された。すなわち補
綴物を装着して、4 ～ 5 ヶ月頃にデンタル X 線写真を
撮影して、外傷性の垂直性骨吸収が出ているようなら、
適切な咬合調整を行い、過重咬合力を解除しておく必
要がある。また、食いしばり習癖の患者にはスプリン
トを作成して使用してもらうことが、安全な予後につ
ながると思われる。
　植立部位の難条件で最も多い要因 E3 に関しては、
ヘビースモ－カーには植立しないか、あるいはインプ
ラント治療を契機に禁煙減煙することを前提に植立す
る。次に多い E1 に関しては、骨幅や骨高径の小さい
骨量不足部位は避けるか、前もって骨増生術を行って
から植立する（staged·approach）。3 番目の E2 に関
しては、慢性硬化性骨炎様の硬く血行不足の骨質で、
インプラント窩の形成時ほとんど出血のみられないよ
うな場合は、遅延植立すなわちインプラント窩の形成
のみを行い、当日は粘膜弁の縫合閉鎖を行い、顎骨の
血行が改善してくる 1 ～ 2 ヶ月後に植立を行うことを
検討するのが安全であると思われる。前述したように
A3 と E2 は関連性があり、両者のポイントを合計す
ると 25 となり、実はこれが最も主要な抜去要因にな
るとも考えられる。D に関しては口腔清掃とメインテ
ナンスは必要不可欠であることは論を待たず、インプ
ラント治療はハイレベルな口腔清掃を維持している患
者のための治療法であり、メインテナンスは生涯に渡
り継続させる必要性を患者に理解させることが重要で
ある。F の全身的難条件では、当院でたまたま経験し
た悪性腫瘍に対する頻回な化学療法、突然の糖尿病性
高血糖の持続、重症歯周炎体質以外にも、腎疾患によ
る人工透析、ステロイド長期投与、ビスフォスフォネー
ト投与患者なども一般的に全身的リスクファクターと
してリストアップされている 1-3,10,11）ので、注意が必要
であると思われる。

5．結　論

　著者は 1 ピース AQB インプラントの個々の抜去症
例の原因を克明に調査した結果、抜去の大要因を A
から F に 6 分類し、さらにその中を 25 要因に細分類
した（表１）。実際はそれらの要因が幾つか組み合わ
さって関与していることが多く、主な 2 要因を選ん
で判定し、集計、分析した結果、A3，B3，C3，C4，
E1，E2，E3 などが主要な抜去要因であることが判明
し、それらに対する対策を考察した。また、本報告は·
HA 系の 1 ピース AQB インプラント ® でのさまざま
な失敗症例の分析であるが、2 ピースシステムやチタ
ン系インプラントにも共通した教訓を多く含んでいる
と思われる。
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抄　録

　インプラント失敗症例の調査・統計的報告は、さまざまな種
類のインプラントを総合した報告は散見されるが、一人の術者
によるある特定のインプラントについての報告は見当たらない
ようである。本論文は著者一人が21年間にわたりHA系1ピー
スの AQB インプラント ® を 682 名に 2189 本植立し、抜去・
脱落に至った 59 名 91 本の原因を克明に調査した。その結果、
抜去要因は 25 要因に分類された。単一要因によるものは少な
く、複数の要因が関与していることが多いため、1 本の抜去に
対して主な 2 要因を選び計 182 ポイントとして集計した。集計
で 10 ポイント以上の主要な要因は、過重咬合力・食いしばり
習癖 21 ポイント（以後ポイントは省略）、喫煙 17、きつ過ぎ
る植立圧による周囲骨の変性壊死や熱傷 13、強い側方咬合力
による脱臼 12、慢性硬化性骨炎様の血行不足の硬い骨質 12、
近接する歯周炎、根尖病巣歯や残根、残留嚢胞などからの術後
感染 11 であった。

Abstract

·There·are·some·reports·about·overall·research·and·statistics·
of·implant·failure·cases·included·various·kinds·of·implants.·
But,·same·reports·about·a·paticular·implant·system·by·one·
practitioner·are·not·found.·In·this·paper,·2189·HA·coated·
one-piece·AQB®·implants·were·placed·for·682·patients·by·the·
only·author·during·21·years,·and·investigated·the·cases·of·91·
extractions·for·59·patients·in·detail.·As·a·results,·extraction·
factors·were·classified·to·25·factors.·The·most·related　two·
factors·were·chosen·in·every·extraction·of·implants,·because·
the·majority·were·involved·in·plural·factors·except·a·few·
minority·cases·by·a·sigle·factor.·Therefore·182·points·were·
tallyed·up·as·total·factors.·Main·factors·acquired·above·
10·points·are·belows;··Overload·and·clenching:21·points·
(omission·from·now·on),·Smokimg:17,·Necrosis·of·surrounding·
bone·by·compression·or·burn:13,·Luxation·by·strong·
lateral·occlusal·pressure:12,·Anemic·hard·bone·like·chronic·
osteosclerosis:12,·Postoperative·infection·from·adjacent·
marginal·or·apical·periodontitis,·residual·tooth·root·or·cyst:11.
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●症例報告

音波式ブラシを用いてインプラント周囲骨の骨吸収を改善した１例

岩本　健治 1,7）、佐野　次夫 2,7）、青木　裕子 3,7）、
甘利　祐介 4,7）、斎藤　剛志 5,7）、清水　浩 6,7）

Ａ case report of absorbed bone around the implant reproduced 
using the sonic toothbrush

Kenji Iwamoto 1,7）, Tsuguo Sano 2,7）, Hiroko Aoki 3,7）, 
Yusuke Amari 4,7）, Takashi Saitou 5,7）, Hiroshi Shimizu 6,7）

　１）岩本歯科　　　　２）東京西徳洲会病院
　３）青木歯科診療所　４）あまり歯科
　５）斎藤歯科医院　　６）清水歯科クリニック
　７）東京西顎顔面口腔インプラント臨床研究会

１）Iwamoto·Dental········２）Tokyo·Nishi·Tokushukai·Hospital
３）Aoki·Dental·Office·····４）Amari·Dental
５）Saitou·Dental·Clinic···６）Shimizu·Dental·Clinic
７）Tokyo·Nishi·Tokushukai·Hospital

１．緒　言

　インプラント植立後のメンテナンスにおいて、もっ
とも重要な項目の一つはインプラント周囲骨の炎症症
状の回避である 1）。

　今回インプラント植立 1 年 9 ヶ月後のインプラント
周囲骨吸収症例に , 咬合調整に音波式ブラシを併用し
2,3）、インプラントケアをしたところ骨吸収の改善が図
られた 1 例を経験したのでその概要に若干の考察を加
え報告する。

２．症例の概要

　症例は 67 歳、女性。2008 年 1 月に右下 4、6 番に
AQB インプラント ®（アドバンス社製）T4SS（外径
4mm, 被覆部 8mm, 支台部 7mm）を 2 本植立し、そ
の後右下５番を抜歯後 2008 年 5 月に同部位に AQB
インプラント ®4SS を追加植立した。2008 年 9 月に最
終歯冠補綴物を装着した（図１－４）。

  図１：パノラマエックス線写真　術前

  図２：パノラマエックス線写真　右下 4·,·6 番植立直後
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３．処置及び経過

　植立 1 年 9 ヶ月後の検診時に右下 6 番周囲歯肉から
排膿をともなう出血を認め、パノラマ X 線写真（図
５）で右下 6 番相当部骨に約 5mm の垂直性骨吸収を
認めた。その後同部の洗浄及び吸収部の骨に薬剤塗布

（コンクール F®、テトラサイクリン・プレステロン
®）を 1 から 2 週間ごとで繰り返し、同時に音波式ブ
ラシ（ソニッケア -FlexCare+900+ シリーズ）を併用
させた（センシティブモード：頬側 1 分、舌側 1 分）。
治療 2 週後から徐々に排膿が減少していった。治療後
7 ヶ月時のデンタル X 線写真（図６）で骨新生が認め
られた。さらに 1 年 7 ヶ月後のパノラマ X 線写真（図
７）で骨吸収は改善され、植立時の骨レベルまで回復
した（図８－ 10）。

  図３：パノラマエックス線写真　右下 5 番植立直後

  図４：パノラマエックス線写真　右下 6 番植立 1 年 4 カ月後

  図５：パノラマエックス線写真　右下 6 番植立 1 年 9 ヶ月後

  図６：·デンタルエックス線写真　右下 6 番植立 2 年 4 ヶ月後
　　　··（骨吸収してから 7 ヶ月後）

  図７：·パノラマエックス線写真　右下 6 番植立 3 年 4 ヶ月後
　　　··（骨吸収してから 1 年 7 ヶ月後）
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４．考　察

　HA インプラントは、骨結合が早期に得やすい利点
がある 4）一方、細菌感染に対しては脆弱とされてい
る 5）。今回 AQB インプラントを植立し、1 年 9 ヶ月
経過後インプラント周囲骨吸収をきたした症例に、低
出力音波刺激を併用させることによりインプラント周
囲炎が改善され、骨吸収部に骨添加を図ることができ
た。骨伝導能力が高いインプラントは、術後も音波刺
激によって骨の再生を図ることが可能であることが示
唆された。
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抄　録

　インプラント植立後のメンテナンスにおいて、もっとも重要
な項目の一つは、インプラント周囲骨の炎症症状の回避である。
　HA インプラントは、骨結合が早期に得やすい利点がある一
方、細菌感染に対しては脆弱とされている。今回 AQB インプ
ラント ® を植立し、1 年 9 ヶ月経過後インプラント周囲骨に約
5mm の骨吸収をきたした症例に、咬合調整を加え、低出力音
波刺激を併用させることによりインプラント周囲炎が改善さ
れ、骨吸収部に骨添加を図ることができた。骨伝導能力が高い
インプラントは、術後も音波刺激によって骨の再生を図ること
が可能であることが示唆された。

  図８：パノラマエックス線写真の比較　骨吸収前

  図９：パノラマエックス線写真の比較　骨吸収時

  図 10：パノラマエックス線写真の比較　骨吸収してから 1 年 7 ヶ月後
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ワルファリン服用患者の下顎にインプラントを植立した１例

甘利　裕介 1,7）、佐野　次夫 2,7）、青木　裕子 3,7）、
岩本　健治 4,7）、斉藤　剛司 5,7）、清水　浩 6,7）

A case report of mandibular implant treatment placed in a patient on Warfarin

Yusuke Amari 1,7）, Tugio Sano 2,7）, Yuko Aoki 3,7）, 
Kenji Iwamoto 4,7）, Takeshi Saito 5,7）, Hiroshi Shimizu 6,7）

　１）あまり歯科
　２）東京西徳洲会病院
　３）青木歯科診療所
　４）岩本歯科

　５）斉藤歯科
　６）清水歯科クリニック
　７）東京西顎顔面口腔インプラント臨床研究会

1．緒　言

　近年インプラントを用いた欠損補綴の有用性が確立
し、従来では禁忌症例であった全身疾患を有する患者
に対してもインプラント治療の適応が拡大しつつあ
る。心筋梗塞、脳梗塞、血栓症などに罹患した後に、
現在は抗凝固剤としてワルファリンが投与される場合
がある。ワルファリン服用患者に対する手術において
は、従来いったん休薬して薬効が消失してから処置が
おこなわれてきた。しかし、休薬したときの梗塞の発
症リスクから、現在はアメリカ FDA、日本循環器病
学会、日本口腔外科学会、日本有病者歯科医療学会と
も口腔内の外科処置においては、休薬しないでの手術
が推奨されている。今回われわれはワルファリン服用
患者の口腔内にインプラントを植立した 1 例を経験し
たのでその概要とともに若干の考察を加え報告する。

2．症例の概要

　症例は 75 歳、女性。61 歳の時に心臓疾患に罹患し、
その後ワルファリンを 1 日 100mg 投与されている。
当院で平成 21 年 7 月に右下 5 番 7 番は予後不良と判
断し、抜歯を行った（図１）。

　以前、上顎にインプラントを埋入され、咀嚼がうま
くできていることからインプラント治療を希望した。
　他覚的には異常所見は認められなかった。パノラマ
エックス線写真（図２）では、下顎管までの距離は十
分あり、問題は認めなかった。臨床検査成績では、初
診時また抜歯時、インプラント埋入直前の PT-INR の
データは 1.8 ～ 2.0 で安定していた。

  図１：パノラマエックス線写真　抜歯直前（平成 21 年 7 月）
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3．治療内容と経過

　平成 21 年 11 月 9 日、局所麻酔下にて、ワルファリ
ン継続下でインプラント植立手術を行った（図３）。
　右下 5 番 6 番には、AQB インプラント ®（アドバ
ンス社製）4SM（直径 4mm、骨内に 10mm、骨上に
7mm）のフィクスチャーを 2 本植立した。
　植立状態は良好で、術後の歯肉からの出血も軽度で
あった。

　術後経過は良好で、植立部位の歯肉の腫脹、疼痛は
ともに軽度で、特に術後出血は認められなかった。植
立後 1 カ月でプロビショナルクラウンを装着、最終上
部構造は 2 カ月で装着した。
　現在メンテナンスに移行し、術後約 2 年経過するが
異常所見は認められない（図４～７）。

  図２：パノラマエックス線写真　植立直前（平成 21 年 10 月）

  図３：パノラマエックス線写真　植立直後（平成 21 年 11 月）

  図４：パノラマエックス線写真　植立後２年（平成 24 年 1 月）

  図５：

  図６：
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4．考察及び結論

　ワルファリン内服患者に対する口腔内外科手術は、
術後出血の危険性から、従来ワルファリンを一時休薬
してから行われていた。しかしながら、休薬中に梗塞、
血栓が発症する症例があり、現在ではワルファリン継
続下での治療が推奨されている。PT-INR が 1.5 ～ 2.5
までであれば、局所止血で十分対応ができるとされて
いる。
　今回の症例も PT-INR が 1.8 ～ 2.0 とコントロール
されていたため止血が可能であったと考えられる。

　原疾患がしっかりと管理されていれば、インプラン
トなどの口腔内外科手術はワルファリン投与下におい
ても十分可能であることか示唆された。

  図７：
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Clinical evaluation of transcrestal sinus floor elevation using 
HA-coated short implants without bone graft

Yukiyasu Kishimoto

　Kishimoto·Dental·Clinic,·Shinjuku·Tokyo.

1. Introduction

·In·the·posterior·maxilla,·bone·resorption·after·tooth·
extraction·and·pneumatization·of·maxillary·sinus·
often·cause·atrophy·of·the·alveolar·ridge·1).··As·the·
result,·the·implant·treatment·becomes·difficult.
Recently,·the·implant·treatment·has·become·possible·
using·Sinus·Floor·Elevation·(SE),·Transcrestal·Sinus·
Floor·Elevation·(TCSE),·tilted·installation,and·use·of·
short·implant.··Especially,·the·TCSE·procedure·is·
less·surgical·invasion,·but·is·a·blind·surgery.··Thus,·
a·perforated·maxillary·sinus·membrane·may·be·
unnoticed·and·maxillary·sinusitis·may·take·place·
due·to·migration·of·a·graft·material·or·infection.·It·
is·also·disadvantageous·that·elevating·the·maxillary·
sinus·membrane·large·amount·is·difficult.
·For·the·purpose·of·reducing·the·risk·of·perforation·
of·sinus·membrane·applying·the·small·amount·
of·sinus·membrane·elevation,·and·reducing·the·
possibility·of·sinusitis·by·using·graftless·procedure·
even·if·membrane·perforation·takes·place,·we·
investigated·cases·of·TCSE·procedure·using·HA-
coated·short·implants·without·bone·graft.

2. Method

·Using·TCSE·procedures·without·bone·graft,·27·
implants·were·placed·in·the·atrophic·posterior·
maxilla·of·16·cases·in·whom·prosthetic·steps·were·

completed·between·March·2004·and·May·2011.·All·
implants·were·one-piece·type·made·of·plasma-spray·
method·(AQB·implant·®,·ADVANCE·Co.Japan)·and·
their·HA-coated·implant·fixtures·were·6-mm·long.
·The·27·implants·in·the·16·cases·were·investigated·
for·the·following·items.
·1)·Sex·and·age·distribution
·2)·Location·of·implants·inserted
·3)·Diameter·of·implants·used
·4)··Duration·of·healing·period·from·the·implant·

placement·up·to·addition·of·occlusal·force.
·5)··Creation·style·of·the·prosthetic·structure
·The·survey·was·carried·through·May·2012.

Inclusion criteria
·1)··The·distance·to·the·maxillary·sinus·is·less·than·

6mm·and·it·is·necessary·to·elevate·the·sinus·
membrane·for·implant·placement.

·2)··Vertical·stop·is·maintained·at·the·other·side·of·
implantation.

·3)··No·lesion·of·the·maxillary·sinus·is·shown·
clinically·and·radiografically.

3. Results

1)··The·subjects·were·6·males·and·10·females·(a·total·
of·16·persons)·aged·29·to·73·(Table·1).

2)··The·first·molars·were·14·out·of·27(51.9%)·as·for·sites·
of·implant·placement,·it·was·the·most·(Table·2).

3)··The·diameters·of·implants·used·were·4mm·in·
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25(92.6%)·and·5mm·in·2(7.4%).
4)··The·period·from·the·implant·placement·up·

to·addition·of·occlusal·force·by·the·prosthetic·
structure·was·4·months·or·less·in·10(37.0%)·and·5·
months·or·less·in·11(40.7%)·(Table·3).

5)··The·prosthetic·structures·included·those·made·
single·in·4(14.8%)·and·those·made·with·splinting·in·
23(85.2%).

·Bio-integration·was·gained·in·all·the·27·implants·
of·16·cases.·Post-operative·complications·such·as·
sinusitis,·nasal·bleeding·and·rhinorrhea·didn’t·
appear.··Two·implants·in·one·case·failed·after·
2-years·loading·(Fig·1～10).

  Fig 1：·Preoperative·radiograph· (Case·1)·showing·the·pneumatization·
of·maxillary·sinus·and·atrophy·of·the·alveolar·ridge

  Fig 2：·Preoperative·CT·image·of·left·first·molar

Table 1：Sex·and·age·distribution

Age Male Female Total
20-30 1 1
30-40 2 2
40-50 3 3 6
50-60 2 2
60-70 3 3
70-80 2 2
Total 6 10 16

Table 2：Location·of·implants
Number

Table 3：Duration·of·healing·period
Number
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  Fig 3：·Radiograph·at·prosthetic·structure·placement·showing·no·new·
bone·formation·on·left·first·molar

  Fig 4：·Radiograph·at·1-year·follow·up·showing·new·bone·formation·on·
left·first·molar

　 Fig 5：·Preoperative·radiograph·(Case·2)·showing·the·pneumatization·of·maxillary·sinus·and·atrophy·of·the·alveolar·ridge

  Fig 6：·Preoperative·radiograph·of·right·first·and·second·molars   Fig 7：·Preoperative·radiograph·of·left·first·molar
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4. Discussion

·Sinus·Floor·Elevation·(SE)·with·bone·graft·or·
bone·substitute·materials·is·used·for·implant·
placement·on·the·atrophic·alveolar·ridge·of·the·
maxilla.··However,·the·procedure·is·so·surgically·
invasive·that·if·the·graft·material·used·migrates,·

maxillary·sinusitis·may·take·place.··On·the·other·
hand,·Transcrestal·Sinus·Floor·Elevation·(TCSE)·
is·less·invasive,·but·a·blind·surgery·that·when·
elevated·maxillary·sinus·membrane·is·perforated,·
it·may·be·unnoticed.··The·purposes·of·this·study·
were·to·reduce·surgical·invasion·by·applying·TCSE·
procedure,·to·reduce·the·risk·for·the·perforation·
of·the·maxillary·sinus·membrane·by·use·of·short·

  Fig 9：·Radiograph·after· 3-years· loading· for· first· and· second· right·
molars·showing·new·bone·formation·at·elevated·membrane

  Fig 8：·CT·image·of·right·first·molar·after·4-months· loading·showing·
new·bone·formation·around·implant

　 Fig 10：·Radiograph·after·4-years·loading·for·first·and·second·right·molars,·3-years·loading·for·first·left·molar·showing·new·bone·formation
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implants,·to·reduce·the·occurrence·of·maxillary·
sinusitis·by·using·graftless·surgery,·and·to·apply·one·
piece·of·HA-coated·implants·to·TCSE·procedures.
·In·1986,·Tatum·2)·reported·TCSE·procedure·with·
bone·graft.·In·1980,·Boyne·et·al.3)·reported·SE·
procedure·with·bone·graft·using·blade·implants·in·
11·cases.··In·the·paper,·it·was·stated·that·the·mere·
elevation·of·the·sinus·membrane·also·resulted·in·a·
certain·amount·of·bone·formation·in·rhesus·monkeys·
and·dogs.
·It·appears·to·be·Shimizu·et·al.4)·who·reported·
first·about·SE·procedure·without·bone·graft.·The·
mucoperiosteal·flap·was·reflected·to·expose·the·
lateral·aspect·of·the·maxilla·and·a·bone·window·
was·opened·to·elevate·the·sinus·membrane·from·
the·original·skeletal·sinus·floor.··Then,·two·implants·
were·placed.··The·mucoperiosteal·flap·was·sutured·
without·replacing·the·bone·window.··It·was·stated·
that·the·intraoral·x-ray·on·postoperative·week·23·
showed·the·border·between·the·new·bone·and·the·
original·sinus·skeletal·floor·was·unclear.··Seven·
months·after·the·surgery,·a·secondary·surgery·was·
performed·to·tighten·an·abutment.··At·that·time,·it·
was·reported·that·the·bone·window·on·the·lateral·
aspect·of·the·maxilla·disappeared.
·On·the·other·hand,·Brånemark·et·al.5)·formed·
a·implant·bed·immediately·down·to·the·sinus·
membrane,·elevated·the·sinus·membrane·by·a·small·
raspatory,·and·then·placed·an·implant.··Although·it·
appears·to·be·the·first·report·on·TCSE·procedure·
without·bone·graft,·the·new·bone·formation·at·the·
elevated·site·was·not·described·actively.··A·paper·
by·Li·6)·is·the·first·one·stating·the·bone·formation·at·
the·elevated·site·in·TCSE·procedure·without·bone·
graft.··It·was·stated·that·blood·clod·is·important·for·
the·bone·formation·at·the·elevated·site.
·Tan·et·al.7)·reported·in·a·systematic·review·that·
3-year·survival·rate·was·92.8%·in·cases·with·the·
maxillary·sinus·membrane·elevated·by·TCSE·
procedure,·and·the·rate·was·similar·to·those·in·
non-augmented·sites.··According·to·a·report·by·
Pjetursson·et·al.8)·of·the·same·group,·the·3-year·

survival·rate·in·a·systematic·review·of·SE·procedure·
was·90.1%.··However,·both·the·reports·showed·the·
results·of·cases·with·and·without·bone·graft.
·Nedir·et·al.9)·reported·100%·of·5-year·survival·rate·
in·cases·without·bone·graft.
·Bruschi·et·al.10)·reported·95.45%·for·16-year·
cumulative·survival·rate·in·cases·that·the·maxillary·
sinus·membrane·was·elevated·at·a·site·of·2.11mm·
in·mean·height·of·the·alveolar·crest·bone,·a·collagen·
sheet·was·applied,·and·3·months·later,·implants·
were·placed·without·bone·graft.
·Lai·et·al.11)·stated·that·there·was·no·statistical·
significant·difference·in·the·5-year·survival·rate·of·
TCSE·procedure·between·presence·and·absence·of·
bone·graft.··However,·the·group·with·bone·graft·had·
the·healing·period·up·to·addition·of·occlusal···force·
for·6·to·8·months,·whereas·the·group·without·bone·
graft·had·the·healing·period·for·3·or·4·months.··The·
healing·period·was·shorter·in·cases·without·bone·
graft.
·Brägger·et·al.12)·performed·secondary·surgery·
after·6-month·healing·period·in·cases·that·using·
ITI·implants,·Bio-Oss·particles·were·mixed·with·
autogenous·bone·and·inserted·to·the·area·between·
the·elevated·maxillary·sinus·membrane·and·original·
skeletal·sinus·floor.··On·the·other·hand,·Nedir·et·al.9)·
conducted·secondary·surgery·after·3·or·4-month·
healing·period·in·which·ITI·implants·were·used·
without·bone·graft·at·the·sites·maxillary·sinus·
membrane·elevated·alone.··The·treatment·period·
may·be·shorter·in·cases·without·bone·graft.
·Palma·et·al.13)·reported·that·in·an·animal·study,·
bone·formation·started·earlier·in·casse·without·
bone·graft·than·in·those·with·bone·graft.··Sohn·et·
al.14)·compared·SE·procedures·without·bone·graft·
to·those·using·Bio-Oss·and·stated·that·new·bone·
formation·was·faster·and·denser·in·cases·without·
bone·graft·than·those·in·with·graft·materials.
·Moreover,·Sohn·et·al.15)·conducted·histologic·
research·of·SE·procedure·in·human·without·bone·
graft,·and·confirmed·the·new·bone·formation·
without·any·inflammatory·reaction.
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·Bruschi·et·al.10)·stated·that·because·in·TCSE·
procedures·without·bone·graft,·the·healing·process·
proceeded·more·rapidly·than·in·those·with·
autogenous·grafts,·allografts·or·xenografts,·graft·
materials·were·not·recommended.·Moreover,·it·
was·reported·that·bone·height·gained·after·TCSE·
procedures·without·bone·graft·did·not·shrink·over·
16·years·as·reported·with·graft·materials.
·As·for·complications·of·SE·and·TCSE·procedures,·
infections·of·the·maxillary·sinus·are·problems.·In·
systematic·reviews,·Tan·et·al.7)·and·Pjetursson·et·al.8)·
stated·that·it·was·0.8%·in·TCSE·procedure·and·2.9%·
in·SE·procedure.·Recently,·SE·and·TCSE·procedures·
without·bone·graft·have·been·used·so·frequently·
that·even·if·the·maxillary·sinus·membrane·is·
perforated,·the·incidence·of·maxillary·sinusitis·has·
become·smaller·16).··However,·once·it·takes·place,·the·
treatment·period·and·the·number·of·hospital·visits·
increase·17).·It·means·that·TCSE·procedure·without·
bone·graft·is·significant.
·Ferrigno·et·al.18)·stated·that·the·predictable·use·
of·8mm-long·implants·in·conjunction·with·TCSE·
procedure·may·reduce·the·indication·for·complex·
invasive·procedures·like·SE·and·bone·graft·
procedure.
·Reiser·et·al.19)·stated·that·in·a·study·using·formalin-
fixed·human·cadavers,·elevating·the·maxillary·sinus·
membrane·by·6-8mm·might·cause·to·perforate·the·
sinus·membrane·widely.··Nkenke·et·al.20)·stated·that·
in·a·study·using·an·endoscope,·when·the·elevating·
amount·of·the·maxillary·sinus·membrane·was·small,·
the·possibility·of·the·perforation·decreased.··Sung·
et·al.21)·reported·that·without·bone·graft,·even·if·the·
maxillary·sinus·membrane·was·elevated·greatly,·
bone·formation·didn’t·take·place·greatly.·In·case·
without·bone·graft,·it·is·considered·that·even·if·the·
elevating·amount·of·the·maxillary·sinus·membrane·
is·increased,·bone·formation·doesn’t·increase,·but·
the·possibility·for·perforating·the·sinus·membrane·
increases.··Thus,·it·becomes·important·to·obtain·
treatment·results·when·short·implants·are·used·
and·the·elevating·amount·of·the·sinus·membrane·is·

reduced·without·bone·graft.··But·there·has·been·no·
such·report.
·Lai·et·al.11)·reported·that·when·TCSE·procedure·
using·6mm·implant·was·applied,·one·of·12·implants·
failed·and·the·5-year·survival·rate·was·95.49%,·
and·stated·that·there·would·be·no·difference·in·
the·survival·rate·among·the·different·lengths·of·
implants.·Pietursson·et·al.22)·reported·47.6%·of·3-year·
survival·rate·in·7·implants·of·6mm·in·length,·which·
was·significantly·low.··Both·the·reports·showed·
small·sample·sizes·and·didn’t·state·about·whether·
or·not·bone·graft·was·performed.··In·this·study,·
27·implants·in·16·cases·were·investigated.··The·
findings·were·that·2·implants·in·one·case·failed·
after·2-years·loading,·and·the·remaining·25·implants·
functioned·well,·which·were·relatively·favorable·
results.
·As·for·the·surface·texture·of·the·implants·placed·
using·TCSE·procedures·without·bone·graft,·there·
are·some·reports·about·Straumann·9)·11)·22).·Reports·
on·use·of·HA-coated·implants·have·been·presented·
by·Summers·23)·and·Kishimoto·et·al.24)·Summers·
used·123·HA-coated·implants·and·stated·that·the·
success·rate·for·18·months·of·both·HA-coated·and·
TPS·coated·implants·was·96%,·but·did·not·state·
the·success·rate·for·the·use·of·HA-coated·implants·
only.··In·addition,·it·is·a·paper·focusing·on·osteotome·
technique·and·how·many·implants·among·the·123·
implants·were·used·for·elevating·the·maxillary·sinus·
membrane·was·unknown.·Kishimoto·et·al.·used·68·
HA-coated·implants·and·stated·that·there·was·one·
failed·during·observation·period·for·3·months·to·6·
years.
·As·for·reason·why·new·bone·formation·takes·place·
in·the·space·between·elevated·sinus·membrane·and·
the·original·skeletal·sinus·floor,·Kim·et·al.25)·reported·
about·histological·specimen·that·ossification·started·
from·the·original·skeletal·sinus·floor.··On·the·other·
hand,·Kim·et·al.26)·reported·that·the·maxillary·sinus·
membrane·has·a·possibility·to·produce·stem·cells·
differentiating·to·osteoblasts.··Sohn·et·al.14)·reported·
that·ossification·started·from·elevated·maxillary·
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sinus·membrane.··Aoki·27)·stated·that·hydroxyapatite·
is·in·oversaturation·condition·in·blood,·which·
facilitated·to·start·calcification·around·HA-coated·
implant.··In·case·that·a·HA-coated·implant·is·placed·
at·the·maxillary·sinus·without·bone·graft,·new·
bone·formation·may·start·from·the·original·skeletal·
sinus·floor,·elevated·maxillary·sinus·membrane·and·
implant·side.
·In·this·study,·because·one-piece·implant·was·
used,·the·healing·progresses·in·the·condition·that·
the·implant·penetrates·the·gingiva.··While·the·
integration·is·acquired,·the·occlusal·force·should·not·
be·added.··Thus,·in·this·study,·cases·that·a·vertical·
stop·is·maintained·at·the·other·side·of·implantation·
were·made·for·the·subjects.··In·two-piece·implant,·
it·is·difficult·to·surely·evaluate·the·acquisition·of·the·
integration·before·the·secondary·surgery.··Thus,·
there·will·be·some·cases·that·despite·not·acquiring·
the·integration,·the·secondary·surgery·is·performed·
and·the·implant·migrates·to·the·maxillary·sinus.··On·
the·other·hand,·in·one-piece·implant,·because·the·
abutment·part·penetrates·the·oral·cavity,·it·is·easy·
to·evaluate·the·acquisition·of·the·integration.··It·is·
advantageous·that·when·the·primary·stability·of·the·
implant·is·uncertain,·the·healing·can·be·waited·as·
fixation·of·adjacent·implant·or·tooth·is·required.··In·
the·future,·in·case·that·a·vertical·stop·is·maintained·
at·the·other·side·of·implantation,·the·use·of·one-piece·
implants·appears·to·increase.
·In·this·study,·the·results·should·be·interpreted·with·
caution·due·to·the·limited·sample·size·and·short·
observation·period.···It·will·be·necessary·to·evaluate·
the·followings:·if·it·is·possible·to·place·a·short·
implant·having·the·predictability·at·the·atrophic·
posterior·maxilla;·if·HA-coated·implant·is·effective;·
and·if·one-piece·implant·is·effective.··For·those·
including·RCT,·a·long-term·observation·is·necessary.

5. Conclusion

·Six·mm-long·HA-coated·short·implants·were·placed·
at·atrophic·posterior·maxilla·without·bone·graft·and·

obtained·favorable·clinical·results.··The·evaluation·
results·are·from·a·short-term·observation·and·a·
long-term·observation·will·be·thus·necessary.
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抄　録

目 的：萎縮した上顎臼歯部に対し、骨移植を伴わない
Transcrestal·Sinus·Floor·Elevation（TCSE）法を応用して
HA をコートされたショートインプラントを埋入した症例を検
討する。
研究方法：2004 年 3 月から 2011 年 5 月までの間、上顎臼歯部
に骨移植を伴わずに TCSE 法を応用してインプラント埋入を
行った症例で、上部構造の装着が完了した 16 症例 27 本を評価
対象とした。使用したインプラントは Plasma-Spray 法で HA
をコーティングされた 1 ピースタイプのインプラント (AQB イ
ンプラント ® アドバンス社製 ) で HA コーティング部の長さ
6mm を用いた。2012 年 5 月まで調査した。
結果：16症例27本すべてのインプラントがバイオインテグレー
ションを獲得した。上顎洞炎、出血、鼻漏などの合併症は発生
しなかった。機能開始 2 年後、同一症例 2 本に脱落が発生した。
結論：上顎臼歯部の萎縮した歯槽骨に、TCSE 法を用いて骨移
植を行わずに短い HA コーティングインプラントを埋入した
結果、良好な臨床成績が得られた。

Abstract

·The·purpose·of·this·study·was·to·evaluate·the·clinical·cases·
of·6mm-long·Hydroxyapatite(HA)-coated·implants·placed·into·
the·atrophic·posterior·maxilla·using·Transcrestal·Sinus·Floor·
Elevation(TCSE)·without·bone·graft.
·Using·TCSE·procedure·without·bone·graft,·27·implants·
were·placed·in·the·posterior·maxilla·of·16·cases·in·whom·
prosthetic·steps·were·completed·between·March·2004·and·
May·2011.·All·implants·were·one·piece·type·(AQB·implant·®,
ADVANCE,Japan)·and·HA-coated·made·of·plasma-spray·
method.·All·HA-coated·implant·fixtures·were·6-mm·in·length.·
This·survey·was·carried·through·May·2012.
·All·implants·gained·biointegration.·Post-operative·
complications·such·as·sinusitis,·nasal·bleeding·and·rhinorrhea·
didn’t·appear.·Two·implants·of·the·same·case·failed·after·
2-years·loading.
·TCSE·procedure·using·HA-coated·short·implants·without·
bone·graft·was·found·to·be·effective·on·the·implant·
placement·for·the·atrophic·posterior·of·the·maxilla.
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アパタイトを用いたサイナスリフトクレスタルアプローチ法での
挙上部の形態的安定性について
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Dimensional assessment of crestal approached sinus augmentation 
with composite graft
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　東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔機能再構築学系インプラント・口腔再生医学分野
　Tokyo·Medical·and·Dental·University,·Oral·Implantology·and·Regenerative·Dental·Medicine

１．緒　言

　インプラント治療の信頼性が向上すると共にインプ
ラントの需要が増加した。それにともなって、従来イ
ンプラントの適応が難しいとされてきた骨量の少ない
部位、特に上顎臼歯部へのインプラント埋入も求めら
れるようになった。その為、サイナスリフトの確実な
成功が必須と考えられる。サイナスリフト成功の要因
として、骨移植材の選択がある 1）。自家骨は移植材の
ゴールドスタンダードとして広く用いられているが、
ドナーサイトへの侵襲や術後に起こる吸収のために使
用制限が出る可能性が否めない。他にβ-TCP も骨移
植材として使用されるが、生体吸収性があるために安
定した形態が実現されるとは言えない 2）。その点、ハ
イドロキシアパタイトは非吸収性であり、形態安定性
に優れていると考えられる。そこで本研究では、ハイ
ドロキシアパタイトをサイナスリフトに使用した際の
挙上部の形態的安定性を術後と 1 年後の挙上高径と挙
上量を比較し検討した（図１）。

２．対象および方法

　上顎片側臼歯部のみが欠損し、同部位へのインプラ
ント埋入にサイナスリフトを必要とする骨高径が、東
京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来に通
院している患者 4 名（男性 2 名、女性 2 名）を対象と
した。本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員
会の承認を得て実施した。手術法は自家骨 10％とハ
イドロキシアパタイト細粒（カルシタイト ®、白鵬）
90％の混合材を用いたサイナスリフトクレスタルアプ
ローチ法を行い、インプラント体を埋入した。患者の
詳細とインプラントの種類は表１の通りである。

図１：·インプラント埋入時においてサイナスリフトクレスタルアプ
ローチ法を使用した症例
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　Ｘ線 CT 撮影は埋入手術前、手術直後、手術 1 年後
に歯科用小照射 CBCT（3DX®、モリタ）を用いて行っ
た。計測項目は挙上高径と挙上量である。挙上高径は、
移植材料によって挙上された垂直的距離とし、図２に
示すようにサイナスリフト前の埋入予定部位の骨高径
と、サイナスリフト後の相当部位の挙上頂部顎骨頂部
間距離との差を求めた。挙上量解析は、Osirix·Dicom·
Viewer（Apple·Inc.）を使用して DICOM データから
インプラント軸に垂直な 1mm 間隔のスライス画像を
作成し、各画像上でのインプラント体断面を除いた
移植材の面積を測定し、インプラント底部 5mm 下か
ら挙上頂部までを合計した（図３）。統計処理は挙上
高径、挙上量の術直後、1 年後について paired·t 検定

（PASW·Statistic·18）を行った。

３．結　果

　治療期間中ならびにメンテナンス中にドロップアウ
トした患者はおらず、インプラントの脱落も認められ
なかった。術前の平均骨高径は6.15±1.48mmであり、
術直後の平均挙上高径は 6.24 ± 0.51mm、術後 1 年の
平均挙上高径は 6.54·mm ± 1.03mm であった（図４）。
挙上高径に関して、統計学的有意差は見られなかった。
また、術直後の平均挙上量は 477 ± 155·mm3、術後 1
年の平均挙上量は 459 ± 193·mm3 であり、挙上量に
関しても統計学的有意差は見られなかった（図５）。

４．考　察

　欠損補綴へのインプラント応用は近年広く展開され
ているが、その成功の一端は骨増生法による埋入環境
の改善に担われている。骨増生に用いる移植材として
は、自家骨がゴールドスタンダードとして一般に認識
されている 3,7）。しかし、自家骨移植は採骨部位への
侵襲や採取量の制限、さらに増生部の吸収などの問題
を有している 4,6）。また自家骨によるサイナスリフト

 表１：患者情報・インプラントの種類

図４：挙上高径　（p=0.457）
図５：挙上量　（p=0.329）

図２：A：サイナスリフト前の骨高径
　　　B：サイナスリフト後の挙上頂部から顎骨頂部までの距離
　　　C：挙上高径（B － A）

　　　　　　　  図３：·インプラント軸に垂直な 1mm 間
隔のスライス画像
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では、挙上量の経年的減少が動物実験や臨床研究で報
告されている。このような挙上量の減少は、インプラ
ントの維持を低下させて、インプラントの成功率に影
響を及ぼす可能性を有している。また吸収材料である
β-TCP を用いた臨床研究でも、挙上量の経年的減少
が報告されており、同様の問題を包含していると考え
られる。従って、挙上領域の量と形態を安定させ、ひ
いてはインプラント治療の良好な結果を獲得するため
に、非吸収性のハイドロキシアパタイトを骨移植材と
して使用することは、極めて理に適っていると考えら
れる。そこで本研究では、ハイドロキシアパタイトを
用いたサイナスリフトによる挙上量を術後と 1 年後で
比較して、その有用性検討することにした。
　本研究では、挙上高径と挙上量が共に、埋入直後と
1 年後で統計的に有意な変化を示しておらず、ハイド
ロキシアパタイトによる挙上領域の形態的安定性は極
めて高いことが認識された。挙上量に関して、埋入 1
年後に微量な減少が見られたが、埋入直後には移植材
相互が若干の空間を有した状態で構成していた挙上領
域が、上顎洞内からの圧力などによって継時的に圧縮
されたことによると考えられる。自家骨や吸収性骨移
植材を用いたサイナスリフトでは挙上量が減少するも
のの、インプラント体が同時埋入されている場合には、
インプラント体表面に菲薄ではあるが骨が残存し、イ
ンプラント体支持に貢献しているという報告もある。
　しかし、既存骨高径が小さくて多量の骨移植が必要
な症例では、形態安定性に優れているハイドロキシア
パタイトの使用は生体力学的に有効と考えられる。今
後インプラント体周囲に望まれる支持組織の量や形態
を医療工学の観点から検討する必要があると考えられ
る 5）。
　サイナスリフトクレスタルアプローチ法の適用条件
は、上顎洞底粘膜が損傷なく挙上できること、イン
プラント体が既存顎骨内で十分に固定されることで
あり、既存骨の高径は 6mm 以上であることが推奨さ
れている。本研究では、被験者の術前の骨高径は平
均 6.2mm であったが、その内 2 名の骨高径は 4.4mm
と 5.5mm であり、推奨値より小さい骨高径であった。
しかし、いずれの症例も良好に経過しており、これは
テーパーの付与されたインプラント体使用によって、
小さい既存骨高径にも関わらず良好な初期固定が得ら
れていたことによると考えられる。また今回の平均挙

上量は 6.2mm であり、平均既存骨高径を加算すると、
12mm長のインプラント体の応用が可能である。近年、
長さが 10mm 以下のショートインプラントの信頼性
が確認されてきており、これらを勘案すると、サイナ
スリフトクレスタルアプローチ法の適応領域はさらに
拡大することが考えられる。最近では、骨移植材を使
用しないで上顎洞底挙上を行うグラフトレスサイナス
リフト法も実施されており、サイナスリフトの態様に
関しても考察していく必要があろう 8）。

５．結　論

　ハイドロキシアパタイトを用いたサイナスリフトク
レスタルアプローチ法を行うことによって、十分に挙
上量と骨高径を獲得することが出来るこつが認められ
た。また挙上量と挙上高径共に、経年的に維持される
ことが認められた。
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Abstract

Purpose:·The·aim·of·this·study·was·to·calculate·the·height·
and·the·volume·of·augmented·area·at·immediately·and·1·
year·after·the·augmentation·using·HA-based·composite·graft·
material.
Materials and Methods:·4·patients·who·received·sinus·
elevation·by·crestal·approach·and·simultaneous·implantation·
at·Implant·Dentistry·of·Tokyo·Medical·and·Dental·University·
Hospital·were·enrolled.·A·composite·of·hydroxyapatite·
(HA)·particles·(Calcitite)·and·autogenous·bone·(AB)·in·
the·proportion·of·90%·of·HA·to·10%·of·AB,·was·applied·
as·grafting·material,Cone-beam·CT·was·taken·before,·
immediately·and·1·year·after·the·surgery.
Results:·The·mean·original·bone·height·was·6.15·mm.·The·
mean·augmented·height·was·6.24·mm·at·surgery·and·6.54·
mm·after·1·year.·It·did·not·show·a·statistically·significant·
change.·On·the·other·hand,·the·mean·augmented·volume·
decreased·from·477·mm3·at·surgery·to·459mm3·after·1·
year.·However,·there·was·no·statistically·significant·change·
(P<0.05).
Conclusion:·This·study·showed·that·the·adequate·amount·of·
augmentation·was·achieved·with·the·crestal·approach·and·its·
dimension·was·longitudinally·maintained·with·the·application·
of·hydroxyapatite·as·a·major·graft·material.·The·crestal·
approached·sinus·augmentation·with·a·composite·graft·is·
seemed·to·be·a·reliable·alternative·for·severely·atrophied·
maxillary·sites·receiving·implant·procedures.
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●症例報告

メタルフリー補綴体、ウエルデンツの特性と症例

大原　盛勝、安藤　浩史

Property and clinical case of new metal-free prosthetics, WELDENZ

Morikatsu Ohara, Hiroshi Ando

　バイオデンタルクリニック、㈱ウェルデンツ
　Biodental·Clinic,·WELDENZ·Co.Ltd.

１．はじめに

　近年、金属イオンによって引き起こされるアレル
ギー反応や口腔粘膜への刺激を防止する目的で、金属
製の義歯やインプラントの替りに、セラミックスや高
分子などのメタルフリーの義歯やインプラントの開発
が活発になされている。
　我々は、2003 年から有床義歯床におけるモールディ
ング樹脂素材に関する調査を開始し、メタルフリー補
綴体の新素材の開発に着手した。その結果、2008 年
に口腔内の厳しい環境下でも化学的に安定で、力学的
特性にも優れたプロピレン共重合体の新素材を見出し
た。これをインプラントの上部構造に応用する目的で、
生物学的安全性試験などを実施し、すべての試験で陰
性という結果を得て薬事申請し、製造販売承認を得た

（管理医療機器（クラスⅡ）223AFBZX00081000）。
本稿では、この新素材で構成された補綴体、商品名「ウ
エルデンツ」の特性と症例を紹介する。
　尚、ウエルデンツは歯科用樹脂材料及び歯科用成形体
として特許取得済みである（登録番号：5055397）。

２．ウエルデンツの特性

１）生物学的安全性試験
　GLP 基準に準じて、公的試験機関で行った試験内
容は次のとおりである。
　①細胞毒性試験
　②刺激性試験（皮内反応試験）
　③遺伝毒性試験（復帰突然変異性試験）
　④ 90 日間亜慢性全身毒性試験
　⑤遺伝毒性試験（マウスリンフォーマー TK 試験）
　⑥感作性試験
　これらすべての試験で陰性となり、生物学的安全性
が証明された。

２）力学的特性
　JIS·T·6501:2005 および JIS·T·6518:2005 に準じて、
高分子材料の引っ張り、曲げ強さおよび比重を測定し
た結果を表１に示す。ウエルデンツは軽くて（比重が
小さくて）、強いことがわかる。

表１：力学的特性

高分子材料 引張り強さ
（MPa）

曲げ強さ
（MPa）

引張り弾性率
（GPa）

衝撃強さ
（J/m）

硬　さ
ロックウエル 比　重

PMMA 55 ～ 76 86 ～ 118 2.4 ～ 3.1 16 ～ 22 M90 1.2
ポリサルフォン 70 ～ 100 90 ～ 106 2.2 ～ 2.6 40=65 M70 1.25

PET 48 ～ 73 96 ～ 113 2.8 ～ 4.8 14 ～ 37 M94 ～ 101 1.4
ウエルデンツ 65 ～ 130 90 ～ 200 2.4 ～ 6.0 9 ～ 60 R85 ～ 110 0.91

数値範囲はグレードによる。
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３）吸水性
　JIS·T·6501:2005 および JIS·T·6518:2005 に準じて
行った吸水率の試験結果を表２に示した。ウエルデン
ツの吸水率が極端に小さいことがわかる。

４）色素沈着と耐薬品性
　表３に、液状のフクシン、カレー、ニコチン、ター
ルに 6 か月間浸した結果、水洗後に·色素沈着や臭い
の付着も認められなかった。
　色素沈着と耐薬品性の結果を示した。

５）アレルギー検査
　某大学において 100 名の学生により、パッチテスト
のアレルギー検査を行った結果、すべてが陰性であっ
た。

３．症　例

　実際にウエルデンツを臨床応用した症例を紹介す
る。
　54 歳女性、左上顎 5.6 欠損へ可撤式義歯の装着前と
装着後 2 年経過の口腔内写真を図１に示した。

　装着後 2 年間と短い期間ではあるが、ゆるみ、破折、
色素沈着なども起こらず、患者の満足度は良好であっ
た。

４．考　察

新素材ウエルデンツの
長所　１．高流動性　細部まで表現が可能
　　　２．吸水率が極めて低い（0.01 以下）
　　　　　経年変化が少ない。
　　　３．強靭なため薄くでき割れにくい。
　　　４．比重が非常に軽い（0.9×103kg/m3 密度）0.9
　　　５．経済的汎用性が高い
　　　６．加工性に富む
　　　７．柔軟弾性を有する為応用範囲が広い。
　　　８．研磨性が良い（特殊な研磨剤を要しない）
　　　９．耐薬品性に富む
　　　10．·アレルギーや環境ホルモン等の悪い因子を

含まない

短所　１．一時的に表面に色素が付着
　　　　　（唾液によりほとんどが分解）
　　　２．耐摩耗性に欠く
　　　　　·（対合歯の保護、着脱式による取り換え方

式にて交換）
　　　３．一部特殊な設計を要する
　　　４．機械的接合に頼る
　　　　　（金属と同様、但し、術式により回避可）

表２：吸水率

高分子材料 吸水率（％）
PMMA 0.4

ポリサルフォン 0.03
PET 0.05

ウエルデンツ ＜ 0.01

表３：色素沈着と耐薬品性

高分子材料 色素沈着 耐薬品性
PMMA 有り 酸やアルカリに弱い

ポリサルフォン 有り 芳香族溶媒に溶解
PET 少し 良好

ウエルデンツ 少し 良好

図１：左上顎 5.6 欠損へ可撤式義歯の装着前と装着後の写真
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　　　５．表面塑像が起きやすい
　　　　　（簡易的補修で除去可能）

５．結　論

　以上の結果から、新素材ウエルデンツは、生物学的
に安全で、力学的強度も大きく、吸水率や色素沈着が
少ないことが実証され、義歯やインプラントの上部構
造体としての有用性が見出された。

抄　録

　近年、セラミックスや高分子などのメタルフリーの
義歯やインプラントの開発が活発になされている。
　我々は、2003 年から有床義歯床におけるモールディ
ング樹脂素材に関する調査を開始し、メタルフリー補
綴体の新素材の開発に着手した。その結果、2008 年、
口腔内の厳しい環境下でも化学的に安定で、力学的特
性にも優れたプロピレン共重合体の新素材を見出し
た。これをインプラントの補綴体として応用する目的
で、生物学的安全性試験などを実施し、すべての試験
で陰性という結果を得て薬事申請し、製造販売許可を
得た。
　本稿では、この新素材で構成された補綴体、商品名

「ウエルデンツ」の力学的ならびに化学的特性結果と
症例を紹介する。これらの結果は、ウエルデンツがメ
タルフリー義歯として、またインプラントの上部構造
体としても臨床的に有用であることを示している。

Abstract

·In·recent·years,·the·metal-free·dentures·and·implants,·such·
as·ceramics·and·polymers·have·been·developed·actively·
worldwide.
·In·2003·we·started·to·investigate·properties·of·molding·
plastics·and·to·develop·a·new·metal·free·materials.·In·2008,·
we·developed·a·copolymer·of·polypropylene·as·a·new·
prosthetic·materials.·The·polymer·is·chemically·stable·even·
under·severe·environment·in·the·oral·cavity·and·has·also·
excellent·mechanical·properties.·For·the·purpose·of·clinical·
application·to·prosthetic·materials·,·a·biological·safety·testing·
has·been·performed·and·the·result·showed·negative·in·all·
tests.·After·the·permission·of·manufacturing·and·sales·we·
have·used·clinically.

·In·this·paper,·the·physical·and·chemical·properties·of·the·
new·material,·brand·name·“WELDENZ”·are·described,·
and·a·clinical·case·is·introduced.·These·results·shows·that·
WELDENZ·is·useful·as·metal-free·dentures·and·upper·
structures·for·implants..
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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２　その違いは？）

青木　秀希 1）、塩路　昌吾 2）、上里　聡 3）、石濱　済美 4）、尾関　和秀 5）

Osseo-integration and Bio-integration
(Part 2. How are different in each integration?)

Hideki Aoki 1）, Shogo Shioji 2）, Satoshi Kozato 3）, Seimi Ishihama 4）, Kazuhide Ozeki 5）

１．はじめに

　チタンは体内にはほとんど存在しない金属で、導電
性を有する金属結合という特殊な化学結合をしてい
る。そのチタンインプラントがなぜ、オッセオインテ
グレーション（骨と密接に結合する）するのかを疑問
に思うのは当然である。その答えは、「チタン金属表
面に共有結合の酸化チタン（酸化物セラミックス）膜
が形成され、その酸化膜は不働態膜とよばれ、耐食性
に優れ、生物学的にも安全で、酸化膜の酸素が体内の
水や電解質と反応するからである。」といえる 1）。ア
ルミナやジルコニアなどの酸化物セラミックスも、表
面にサンドブラストなどで凹凸が付けられればオッセ
オインテグレーションする。
　一方、ハイドロキシアパタイト（HA）インプラン
トの骨結合様式はバイオインテグレーション、骨癒合
や骨性癒着といわれる。HA は、カルシウム、リン酸
イオン、水酸基がイオン結合しているセラミックス（無
機材料）で、生体活性材料と言われている。
　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、HA と親和性が高い。

　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の詳細については、本誌第
1 巻の基礎講座（その１）2）で述べた。
　本稿では、両者のなにが違うのかを、次の 3 点から
科学的に追及した。
　①骨組織反応
　②骨との結合力
　③咬合応力分散
　これら 3 点の実験結果から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明確な違いが明
らかにされた。臨床上役に立つ知識となる。

２．骨組織反応の違い

　チタンインプラントと HA コーティングインプラ
ントをビーグル犬の下顎骨臼歯部に埋植し、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違
いを病理組織学的に明らかにした 3）。

１）インプラント材料
　直径 3.3mm、長さ 20mm、フィクスチャ部長さ
10mm のワンピースタイプのネジ状チタンインプラン
トおよびその表面に薄膜 HA コーティングした 2 種

　１）㈱国際アパタイト研究所
　２）ユニオン歯科医院
　３）こうざと矯正歯科クリニック
　４）石浜歯科医院
　５）茨城大学・工学部機械工学科

International·Apatite·Institute·Co.
Union·Dental·Clinic
Kozato·Orthodontic·Clinic
Ishihama·Dental·Clinic
Department·of·Mechanical·Engineering,·Ibaraki·University



● 158

バイオインテグレーション学会誌 第２巻　第１号《2012 年 8 月 31 日 発行》

類のインプラント各 24 本、計 48 本を用いた。

２）動物実験
　ビーグル成犬（体重 8 ～ 13kg）の 8 匹を用いた。
全身麻酔下で、下顎左右臼歯の抜歯を行った。抜歯 1
カ月以上経過後、HA インプラント及びチタンインプ
ラントの各 3 本ずつ計 6 本を埋入した。8 匹のイヌに
HA インプラント 24 本及びチタンインプラント 24 本
の合計 48 本を埋植した。図１に口腔内写真と非脱灰
標本の断面写真を示した。

　観察期間は、2 週、4 週、12 週及び 24 週とした。
各期間においてそれぞれ 2 匹ずつの下顎骨を摘出し、
直ちに 10% 中性ホルマリン液に浸漬し固定した。非
脱灰標本は、エタノールにより脱水後ポリメチルメタ
アクリレートで包埋した。包埋後、ダイヤモンドカッ
ターを用いて 100μm の厚さの縦断面（長軸方向）切
片とし、トルイジンブルー染色を施した。また、脱灰
標本は、摘出した下顎骨を 5% エチレンジアミン四酢
酸（pH7.4）に 7 日間浸漬した。パラフィン包埋後、5
μm の厚さの切片とした後、ヘマトキシリン・エオ
ジン（HE）染色を施し、光学顕微鏡で病理組織学的
検査を行った。

３）結果と考察
　① 2 週後の病理組織像
　　·　図２に埋入後 2 週の非脱灰標本による組織像

を示した。a）がチタンインプラント、b）は HA
コーティングインプラントである。チタンインプ
ラントのネジ谷およびネジ山部には、セルフタッ
ピングではないのでドリリングで隙間ができ、し
かもワンピースであるので埋入直後から咬合負荷

があった。結果、結合組織が生成している。一
方、同じように埋植したにもかかわらず、HA コー
ティングインプラントのネジ山表面にはすでに新
生骨が生成している。

　②骨接触率
　　·　図３に埋植 2 週後の HA コーティングインプ

ラントの脱灰標本を示した。骨接触率を新たに応
用した画像解析ソフトを用いて測定すると 100％
であった。通常の軟Ｘ線像から骨接触率を測定す
ると、幼弱な新生骨はほとんど検出できない。し
かし、HE 染色度から測定すると HA 最表層の薄
い幼弱な新生骨も観察できた。一方、チタンイン
プラントの場合は、4 週後まで骨接触率は 0％で
あった。

　③ 4 週後の病理組織像
　　·　埋入後 4 週の非脱灰標本を図 4 に示した。a）

がチタンインプラント、b）は HA コーティング

　　  図１：インプラント埋植後の口腔内写真　　　　　　断面写真

　（a）チタンインプラントのネジ部　　（b）HA インプラントのネジ部
··図２：埋植後 2 週の非脱灰病理組織像（トルイジンブルー染色）

200µm

  図 3：HA コーティングインプラントの 2 週後の脱灰標本

0.5mm
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インプラントである。チタンインプラントのネジ
周囲にはまだ結合組織が存在している。2 週に比
べて結合組織の厚みが増している。一方、HAコー
ティングインプラントのネジ谷部の内部にまで新
生骨が生成している。

４）結論
　HA インプラントの周囲には埋植後 2 週で骨新生が
活発に起こり、骨接触率は 100％で、4 週では、成熟
した新生骨が全面に形成されている。即時荷重に近い
状態でも骨形成が正常に行われていることが推定され
る。むしろ適度な負荷で発生する圧電現象などにより
骨形成が促進されていることも考えられた。一方、チ
タンインプラント周囲には、4 週後でも周囲は骨結合
組織に覆われていた。

３．骨結合力の違い

　チタンインプラントのオッセオインテグレーション
とHAコーティングインプラントのバイオインテグレー
ションの骨結合様式の違いは、顎骨内における骨結合
力を測定すれば、さらに違いが明らかとなる。病理標本
でいくら骨結合しているように見えても、引き抜き試験、
押し込み試験、引張り試験、スクラッチ試験などで骨結
合力を調べれば、単に接触しているだけか、しっかり化
学結合しているかなどの違いが明確になる 4）。

１）インプラント試料の形状
　インプラント試料の形状は、ネジによる機械的な結
合力をなくすために、直径 4mm、長さ 10mm の円柱
状の試料を用いた。すべてにサンドブラストによる粗
面加工処理は施されている。図５に試験片を連結した
試料の実体写真を示した。

２）動物実験
　一定の間隔と深さを維持するために連結した試料
をビーグル犬の大腿骨内に埋入した様子を図６に示
した。材料は、純チタン、SUS316L ステンレス、プ
ラズマ溶射法 HA、熱分解法 HA、スパッタリング法
HA による試料を用いた。あらかじめ各材料の表面粗
さ（Ra）を 1 ～ 3μm に表面処理した。

　通常、骨結合力を測定するときは、1 種類のインプ
ラントにつき1測定で5検体使用する。2週、4週、8週、
12 週と最短期間でも 4 期間であり、1 種類のインプラ
ントにつき 20 本埋植することになる。さらに、24 週
かそれ以上の長期の追加報告のための準備もする。コ
ントロールや予備などを入れると 1 回の骨結合力試験
に 100 本は埋植する。時期をずらして両側の大腿骨を
使うとしても 10 頭の犬が必要である。

　　　（a）チタンインプラント　　　　　　·（b）HA インプラント
  図４：埋植後 4 週の非脱灰標本。

200µm
  図 5：引き抜き試験に用いた円柱状インプラント

  図６：大腿骨埋入
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　これら３種類のインプラントをビーグル犬の左右大
腿骨内に埋め込んだ。　2 週、1、3、6、16 ヶ月後に
組織を切り出した後、乾燥させずにできるだけ早く引
き抜き試験を行った。各期間で 5 本試験した。25 本
× 3 種類で 75 本を試験片とした。
　強度試験は、ASTM·F564：Standard·Specification·
and·Test·Methods· for·Metallic·Bone·Staples 及び
F1147：Standard·Test·Method· for·Tension·Testing·
of·Calcium·PhospHAte·and·Metallic·Coatings を参考
として万能引張試験機を用いて、クロスヘッドスピー
ド 0.5mm/min で測定を行った。試料－大腿骨間の剪
断力を引き抜き強度 P（MPa）として以下の式を用い
て計算した。引き抜き測定結果を F（ニュートン，N）、
シリンダー状試料の直径 Dmm、L は骨内に埋没して
いる長さ mm である。
　P ＝ F ／ S
　S= π DL：骨中に埋没している試料の側面積（mm2）

３）結果と考察
　図７に引き抜き試験結果（骨結合力）を示した。
縦軸は骨結合力を表す引き抜き強度である。単位は
MPa で表している。横軸は、インプラント埋入期間
で、2 週から 6 ヶ月までである。純チタンや SUS316L
の金属は、円柱形でネジ山のような引っかかるところ
がないため、3 ヶ月後までは手で引き抜くことができ
るほど骨との結合力は小さい。一方、HA コーティン
グインプラントの場合は、埋入 2 週後ですでに 2MPa
と大きな結合力を示し、単に接しているだけではこの
ような大きな強度は得られない。すなわち何らかの化
学結合（骨性癒着）をしているものと推定された。
　これらから、円柱状の HA コーティングインプラ
ントは臨床的に使用可能でも、チタンインプラントは
困難であると結論される。
　なお、プラズマ溶射法、ディッピング法、熱分解法
についての上記データは、筆者が東京医科歯科大学、
日本歯科大学に在籍していたときに指導した博士課程
の学生らの論文からである。特にスパッタリング法に
ついては奥山宣明博士に感謝する。この実験で犠牲に
なった犬の数は 100 匹以上である。これらの犬に感謝
すると同時に冥福を祈る。すべての責任は筆者青木に
ある。

４）結論
　円柱状のチタンやステンレスは、2 週後、4 週後に
おいても骨結合力は限りなくゼロに近い。12週でやっ
と 1MPa 程度の結合力が得られた。埋植半年後にお
いてもその骨結合力は 3MPa（30kg/cm2）程度であっ
た。表面処理の改良やネジ形状の工夫などで低い骨結
合力をカバーする必要がある。
　一方、HA コーティング材のバイオインテグレー
ションは、埋植 2 週後ですでに 4MPa（40kg/cm2）
とチタンの埋植半年後における骨結合力よりも大き
い。HA と骨組織との何らかの化学結合があるからこ
のような大きな結合力となる。コーティング技術に
よって若干の差異がみられる。HA の厚み、結晶性や
コーティング技術などの選択に関して今後の研究開発
が必要である。

４．咬合力の分散の違い

　オッセオインテグレーションとバイオインテグレー
ションの違いを咬合力の分散性から明らかにした。す
なわち、咬合力が上部構造（義歯）から、アバットメ
ント、インプラントを伝わって、骨組織で分散される
応力分散メカニズムを有限要素解析法により明らかに
した 5）。

１）有限要素解析法（finite element analysis）
　ある物体に力が加えられた場合、その物体が球体や
直方体であれば、物体に発生する応力や変形は容易に

  図７：骨結合力（引き抜き強さ）
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求める事ができる。しかし，物体の形状が複雑である
場合、物体に発生する応力や変形を正確に求める事は
困難である。そこで、複雑な形状についての構造解析
を行う手法の一つに、有限要素解析という手段がある。
機械工学や建築学などでよく利用される手法である。
　しかし、有限要素法によって求める解析結果は、あ
くまでも近似解である。解析条件をより実際の環境に
近いものに設定する事や解析する構造物を区切る要素
の数をより多く、より細かくする事で、解析精度を向
上させる事ができるが、コンピュータの容量により制
限される。

２）解析方法
　チタンインプラントとＨＡコーティングインプラン
トに咬合力が負荷したとき、インプラントを通して骨
に伝わる分散性の 3 次元有限要素解析をプログラム

（ANSYS·version6.0,·ANSYS·Co.,USA）を用いて検索
した。
①要素と節点
　·　解析モデルを要素に区切った様子を図 8 に示し

た。10 節点をもつ四面体要素を採用した。

　4 種類の試料の要素と節点を表１に示した。

②解析の条件
　·　このモデルに用いたすべての材料は、等方性で、

均一で、線形弾性 linearly·elastic であるとした。下
顎骨とインプラントのヤング率とポアソン比は表２
の通りとした。

ポアソン比：·弾性範囲内で、荷重方向のひずみと荷重
に垂直方向のひずみの比をいう。

　また荷重値、荷重方向および拘束条件は表３の通り
である。拘束条件とは、HA と骨が結合している部分
を意味する。

３）荷重と方向
　図９は、下顎骨の頬舌断面とネジ付きインプラント
の模式図である。
　骨幅は 9.0mm、緻密骨の厚さを 2.5mm、緻密骨の
下部は海綿骨とした。
　薄膜 HA コーティングインプラント周囲には厚さ
1mm の新生骨に囲まれているとした。
　インプラントが下顎に埋入され、咬合荷重 p（100N）

  図８：要素および節点の作成

表１：各インプラントの要素と節点

タイプ ネジ形状 HA コー
ティング 要素　 節点　

シリンダ なし なし 5,238　 9,296　
シリンダ HA なし 有り 4,649　 7,235　
ネジ 有り なし 16,238　 22,395　
ネジ HA4 有り 有り 13,196　 18,529　

表２：材料とそのヤング率及びポアソン比

材料 ヤング率（GPa） ポアソン比
チタン 116 0.3
緻密骨 ·10 0.3
海綿骨 ·0.3 0.3
新生骨 　5 0.3

表３：荷重値、荷重方向、拘束条件

荷重値 荷重方向 拘束条件

50kgf 垂直および
斜め 45 度 顎骨底面および側面
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をアバットメントの中心における咬合節点に対して垂
直と斜め 45°に負荷する。

４）骨との拘束（結合）の条件
　シリンダ HA とネジ HA の HA コーティングイン
プラントの場合、インプラントはすべての方向におけ
るインプラントと骨の境界のすべての節点で骨に拘束

（結合）されている。一方、シリンダチタンとネジチ
タンのチタンインプラントにおいては、骨との結合は
ない。図 10 にそれらの模式図を示した。

５）インプラントの形状と寸法
　インプラントの材質は純チタンで、形状は、図 11
に示したようにシリンダタイプとネジ付きタイプの 2
種類である。サイズは、直径 4mm、長さ 18mm、ネ

ジ高さは 0.5mm、ネジピッチ 1.5mm とした。さらに、
ネジ部（フィクスチャ）表面に HA をコーティング
して、合計 4 種類の試料を用いた。顎骨内への埋め込
み長さは 10mm である。
　チタン単体のインプラントは、シリンダチタンと
ネジチタンとし、表面に HA コーティングしたもの
をシリンダ HA、ネジ HA とする。骨の高さを 14mm
とした。
　図 11 にその外観を示した。

　試験に用いたインプラントの寸法を表４に示した。

荷重 p

荷重 p

皮質骨

新生骨

海綿骨

　　　　　　　図９：インプラントが埋入されている模式図

図 10：インプラントと下顎骨の間の境界（a）、と斜め荷重の拘束状態（b）

　　　　　（a）シリンダ　　　　　　　　　　　　·（b）ネジ
図 11：インプラント形状

表４：インプラントの寸法

全体寸法（mm）
直径 4

直径全長 18·
顎骨内埋入長 10·

ネジ寸法
外径 4
内径 3

ピッチ 1.5
四角ネジ幅 0.5
ネジ位置 10.75-17
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６）結果と考察
　①シリンダ型インプラントの骨中における応力分布
　　ⓐ垂直荷重に対して
　　　·　図 12 に垂直荷重におけるシリンダチタン（a）

とシリンダ HA（b）の骨相当応力を示した。
当然のことであるが、シリンダチタンの最大応
力はインプラントの底部に局在しており、その
値は 20MPa 以上で、インプラント周囲にはほ
とんど応力が分散しない。骨の底部すなわち海
綿骨に咬合応力が集中することになる。

　　　·　一方、HA コーティングのシリンダ HA は、
上部（緻密骨部位）と周囲（新生骨部位）に均
等に分散していた。

　　ⓑ斜め 45°荷重に対して
　　　·　斜め荷重に対するシリンダチタン（a）とシ

リンダ HA（b）の骨相当応力を図 13 に示した。
　　　·　シリンダチタンの最大応力はインプラントの

上部の狭い範囲に局在しており、HA コーティ
ングのシリンダ HA は、上部（緻密骨部位）
の広い範囲に均等に分散している。

　　　·　図 12 と図 13 の応力分布図を、インプラン
トの顎骨内における応力値に換算したものを
図 14 に示した。横軸は、インプラントのフィ
クスチャ部の顎骨内における距離 mm を表し、
縦軸は応力値を示した。シリンダチタンはイン
プラントの底部に応力集中していることが分か
る。

　　　　（a）シリンダチタン　　　　　　　　·（b）シリンダ HA
　 図 12：垂直荷重に対する応力分布

　　　　·（a）シリンダチタン　　　　　　　·（b）シリンダ HA
　 図 13：斜め荷重に対する応力分布

図 14：顎骨内における応力値。上段が垂直荷重、下段が斜め荷重である。
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　②ネジ形状インプラントの骨中における応力の分布

　　ⓐ垂直荷重に対して

　　　·　垂直荷重において、ネジチタン（a）におい
ては、最も高い応力は、緻密骨中の最初のネジ
のトップエッジに局在していた（図 15）。咬合
応力がアバットメントを伝わって、チタンイン
プラントの最上部ネジに集中していた。底部に
は僅かの応力であった。それに反して、ネジ
HA（b）においては、応力は、インプラントネッ
クの周囲の緻密骨の上部に集中しており、歪は
緻密骨と海綿骨に分散されていた。

　　ⓑ斜め 45°荷重に対して

　　　·　斜め荷重において、ネジチタン（a）とネジＨＡ
（b）においては、応力はインプラントネック周囲

の緻密骨に集中されていた（図16）。ネジ HAに
おいてより広い範囲で応力が分散していた。

５．総合的結論

　以上、オッセオインテグレーションとバイオインテ
グレーションの違いを骨組織反応、骨結合力および咬
合応力の分散性から明らかにした。その結果、いずれ
の観点からも両者に大きな違いが見出された。
　どちらが優位かは今後の研究成果や臨床成果により
明らかにされるであろう。現在は両者の特徴をよく理
解して臨床応用すればインプラント治療の成功率は格
段と上がるであろう。
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Abstract

·Osseo-integration·represents·a·bonding·state·of·titanium·
implants·with·bone·tissue.·On·the·other·hands,·bio-integration·
represents·a·bone·bonding·state·of·HA·coated·implant.·The·
Differences·between·the·osseo-integration·and·bio-integration··
were·investigated·from·the·experimental·results·of·bone·
tissue·reaction,·bone·bonding·strength,·and·stress·dispersion·
of·occlusion·in·bone·tissue.
·From·the·results·significant·differences·in·each·integration·
were·found·out.
·The·definition·and·mechanism·of·osseo-integration·as·well·
bio-integration·are·described·in·the·fundamental·chair·(part·
1)·of·the·Journal·of·Bio-Integration,·volume1·(2011),.

　　　　　　　　·（a）　　　　　　　　　　　　　　（b）
　 図 15：垂直荷重における応力分布、（a）ネジチタン、（b）ネジ HA

　　　　　·（a）ネジチタン　　　　　　　　　··（b）ネジ HA
　 図 16：ネジ付きインプラントの 45°荷重の応力分布
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１．はじめに

　近年、再生医療に対する関心が高まり、多方面から
のアプローチによる研究で飛躍的な進歩がみられるよ
うになってきた。もともと再生医療とは、事故や病気
によって失われた体の細胞、組織、器官の再生や機能
の回復を目的とした医療のことを指し、実際には運動
学などを生かしたリハビリテーション、義肢や人工関
節、人工血管といった人工材料を用いた工学的アプ
ローチ、皮膚移植や骨髄移植、臓器移植といった生き
た細胞を使った細胞移植などが行われてきた。1993
年、Joseph·P.·Vacanti と Robert·S.·Langer が、生分
解性ポリマーと細胞培養を組み合わせた「組織工学

（tissue·engineering）」という概念を Science 誌に発
表し、「胎児期にしか形成されない組織や器官が先天
的あるいは後天的に欠損した際の機能回復の方法を研
究する新しい医学分野の学問」として確立した 1）。こ
の「組織工学」は発生生物学、分子生物学、材料工学、
遺伝子工学など、複数の学問が協力して生み出す科学
であり、その実践がまさに今日の「再生医療」である。
そして、「生きた細胞から人為的な誘導によって細胞､
組織､ 器官そのもの、またはそれらの機能を再生させ
る治療」として大きく期待されている分野である。

　「骨」は我々動物が動作するときに要になる組織で
あり、その先天的あるいは後天的な障害や欠損は、

QOL の低下を導く。そのため「骨再生」は整形外科
および歯科において重要な治療ファクターであり、運
動・摂食などの機能改善に大きく貢献する。骨再生に
は、ゴールドスタンダードである自家骨移植の他、人
工骨移植、他家骨移植、異種骨移植が世界的には主流
であるが、我が国では、倫理的問題あるいは感染の危
険性に敏感である国民性から、他家骨移植や異種骨移
植を選択することが難しく、自家骨移植と人工骨移植
という乏しい選択肢に頼るしかないのが現状である。
そして自家骨移植におけるドナー不足や、人工骨移植
における生体親和性の問題から、十分な骨再生を獲得
できないことも多い。また、骨・軟骨などの硬組織は、
自己修復能が備わっているものの、軟組織などに比較
して完全治癒が困難な場合がある。そこで、これらの
問題点を克服するため、「再生医療」の発展に大きな
期待がかかっている。骨再生における「再生医療」の
定義は、「自己の細胞をもちいた培養あるいは目的の
細胞への分化誘導によって、骨欠損を修復すること」
である。これには当然「組織工学」の技術、つまり多
分野の学問をバランスよく応用させる必要があり、こ
のことから、骨の再生医療には様々なアプローチの方
法が考えられる。本章では、骨組織に対するこれまで
の再生医療、そして組織工学が生み出すこれからの再
生医療の展望を考察する。
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２．自家骨移植（autogenous graft）

　骨再生のゴールドスタンダードは自家骨移植であ
り、骨伝導能・骨誘導能・骨形成能が高く、移植後の
骨細胞の容易な置換によって最も骨再生が期待でき
る。また免疫反応（拒絶反応）が皆無であることから、
倫理面のみならず生体親和性においても、以下に挙げ
る移植法に勝っている。しかしながら自家骨移植では、
採骨部より採取できる骨に限りがあること（ドナーの
限界）、採骨するためには健常部位を損傷してしまう
こと（侵襲の大きさ）などが懸念される。上顎洞挙上
手術などでは、下顎枝部、上顎結節部、前鼻棘部やオ
トガイ部より骨採取をすることが一般的であるが、術
後の腫脹や疼痛など侵襲はかなり大きいといえる。ま
た、骨内部への内側性移植（inlay·graft）の場合は効
果的に海綿骨へと置換されるが、骨表層への外側性移
植（onlay·graft）では移植骨が吸収される例も少なく
はなく、結果として十分な骨再生に至らないことがあ
る。上顎洞挙上手術において移植した自家骨が吸収さ
れる傾向にあることも、多くの臨床家が経験している
であろう。図１は筆者の自家骨移植の臨床例である。

３．他家骨移植（allogeneic graft）

　ヒト由来の脱灰凍結乾燥骨（DFDBA）または非脱
灰凍結乾燥骨（FDBA）による骨移植である。基本的
には死体から採取した骨から作製されることが多く、
新鮮な自家骨にはかなわないものの、骨伝導能・骨誘
導能がある。安全性については、スクリーニングによ
るドナーの確保、放射線処理による抗原性の除去など
の処理により安全とされているが、未知の病原微生物
による感染の危険性は、統計学上 1/1,600,000,000 や·

1/2,800,000,000 という報告もある。この製品は、米国
医療用具・医療機器に対する安全要求事項を満たして
おり、FDA 承認を取得しているが、厚生労働省の承
認は得られていない。また、移植後の吸収が著しい場
合もあることから、機能・審美の回復が求められる整
形外科や歯科の分野での利用、特に歯科用インプラン
トの足場としての利用は難しいであろう。

４．異種骨移植（xenograft）

　ヒト以外の動物（主にウシ）の骨を原料にしてお
り、高熱焼却処理（約 300℃）および化学処理によっ
て、タンパク質やその他の有機質成分を除去した天然
ハイドロキシアパタイトである。異常プリオン由来の
疾病の感染の危険性については安全性に問題がないと
され、米国・欧州の医療用具・医療機器に対する安全
要求事項を満たした FDA 承認と、欧州通知機関より
CE マークを取得している。この異種骨には骨誘導能
は無いものの、骨伝導能を持ち、置換性吸収が遅いた
め外側性の骨造成に有効である。また、骨採取による
侵襲が無いことから、大きな骨造成が求められる場合

（sinus· lift、顎骨再建等）には利点となる。そして最
終的には母床骨へと置換されるため、歯科用インプラ
ント治療における 1 次固定・2 次固定に大きな利点と
なる。しかしながら、BSE（狂牛病）などの感染のリ
スクは決して無いとは言えず、我が国では最近ようや
く一部の治療（嚢胞摘出後の骨充填など）においてそ
の使用が認められたものの、歯科用インプラントの足
場として使用することは現在許可されてはいない。

５．人工骨移植（alloplast）

　ハイドロキシアパタイト、三リン酸カルシウム、炭
酸カルシウム、硫酸カルシウム、サンゴ、バイオグラ
スなどが移植に利用されている。人工骨であるため動
物由来の生体材料のような疾患の感染のリスクは無
く、骨伝導能がある。また自家骨で懸念される量的制
限も無いため、骨再建の代用骨としては非常に有効で
ある。しかしながら骨誘導能が無く、人工骨吸収や骨
への置換が十分ではない。そして歯科用インプラント
との結合は直接は起こらないことから、骨結合（骨代
謝）が求められる歯科用インプラントの十分な足場に

図１：自家骨移植
　　　·上顎洞底挙上手術に下顎枝部より採取した自家骨移植とインプラン

ト同時埋入
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成ることは難しい。図２は筆者の人工骨＋自家骨移植
の臨床例である。

６．幹細胞

　これまでの骨再生のゴールドスタンダードは自家骨
であることは疑いもないが、量の限界と大きな侵襲は、
自家骨による骨再生の適用の限界を意味する。ここで、
あらためて骨再生に使用する補填材として求められる
特性を考えてみる。もちろん生体親和性があることは
必須であり、かつ①骨伝導能、②骨誘導能そして③骨
形成能を備えることができれば、本来の骨組織に近い
理想的な骨再生をもたらす補填材となる。自家骨はこ
の全てを満たしていることでゴールドスタンダードと
なっているものの、適用の限界があることによって、
再生医療の限界を意味している。そこでこの限界を打
ち破る新たなツールとして、幹細胞が大きな注目を得
ている。まず、幹細胞の再生医療への現状と可能性に
ついて考察する。

　再生医療では、まさに輸血のように他の細胞、組織、
器官においても、生きた細胞を使って拒絶反応を極力
起こさずに移植できる方法が求められ、さらにドナー
組織にみられる量の限界を解決する必要がある。そし
て骨移植において自家骨移植が理想であるように、自
己の細胞を用いた再生医療が理想的である。そこで幹
細胞の利用があげられる。幹細胞とは、増殖の過程で
自身と同じ能力を維持することが可能で、また複数種
類の前駆細胞並びに分化細胞に分化することが出来る
能力を持つ細胞のことである。つまり、細胞分裂を経
ても多分化能を維持できる自己複製能と、複数系統の
細胞に分化できる多分化能を併せ持つ細胞である。ま
ず、この幹細胞による再生医療の可能性を示したのが、
1998 年 11 月に米国で発表されたヒトの胚幹細胞（ES

細胞＝ embryonic·stem·cell）の分離培養技術の確立
であり、その後、成体幹細胞、人工多能性幹細胞（iPS
細胞）などの幹細胞が報告されてきた。以下にそれぞ
れの幹細胞の特徴を述べる。

　ES 細胞は受精後 3 ～ 4 日目で、受精卵が分化して
胎児に発育する胚の初期段階に、胚盤胞の内層細胞（内
部塊細胞）から培養されるから採り出されるもので、
無限の増殖と身体のほぼ全ての細胞に分化できる多能
性幹細胞（pluripotent·stem·cell）を持つ。このよう
な多分化能を持つ ES 細胞は、機能を失った細胞や組
織、臓器などの再生の研究の中で大きな期待がかかる

（図３）。しかし、ES 細胞の場合は他家の細胞である
ことが基本的な考えであり、臓器移植と同様に免疫拒
絶反応の問題、および国・地域によって異なる様々な
倫理観があることで、我が国でも臨床応用の可能性は
今のところない。ただし、拒絶反応に対しては、ES
細胞から分化させた細胞に遺伝子治療の技術を用いて
免疫関係の遺伝子を入れ替えることや、患者の遺伝情
報を持つ胚を作って目的の細胞に誘導することで、理
論的には解決できるであろう。

　成体幹細胞は生体組織の中に存在し、特定の働き
を持つ細胞へと分化する前の未分化細胞である。骨
髄や血液､ 目の角膜や網膜､ 肝臓､ 皮膚､ 脳、心臓、
脂肪などに存在して、同じく多分化能を呈している
が、ES 細胞がほぼ万能の多分化能（pluripotent）で
あるのに対し、特定の細胞への多分化能ということ
で、multipotent として区別される。例えば、骨髄に
存在する成体幹細胞の分化の方向性は骨・軟骨・筋・
神経などの間葉系細胞への分化であり、ある程度運命
が定まっていることがわかっている。特定組織の再生
医療を考えた場合、分化の方向が決まっている自己の
成体幹細胞の活用は、採取が比較的容易であり、他家
の ES 細胞を活用するときのような、倫理的な問題や
免疫拒絶反応の問題がないため、現実的な治療の方法
として今後の活躍が期待される｡

　人工多能性幹細胞（iPS 細胞）は、2006 年に京都大
学再生医科学研究所の山中伸弥教授がマウスの皮膚の
細胞を初期化することでつくった人工の幹細胞である

（図４）2）。さらには 2007 年にヒトの皮膚の細胞から

図２：人工骨＋自家骨移植
　　　·上顎洞底挙上手術にて人工骨（ハイドロキシアパタイト顆粒）およ

び自家骨削片の混合移植とインプラント同時埋入
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も同様にして人工の幹細胞を作製した 3）。これは、山
中教授の「生命の芽である胚をこわさずに、患者自身
の DNA をもつ“my·pluripotent·stem·cells”をつく
りたい」という発想からスタートした。iPS 細胞は、
体細胞に山中factorと呼ばれる4つの遺伝子（Oct3/4、
Sox2、Klf4、c-Myc）を与えることで初期胚の状態に
戻した細胞であり、ES 細胞と作られ方は異なるもの
の、見た目や能力はそっくりであり殆ど区別ができ
ない。そして他の幹細胞と同じく正常な細胞であり、
その無限増殖能は ES 細胞と同様にコントロールされ
る。ところで、従来の自家骨移植による骨再生を考え
た場合、ドナー骨の自然修復は個体の動作などの機能
面や、部位によっては審美面においても患者の QOL
を左右する大きなファクターとなり、ドナー骨の制限
は再生医療にとっては大きな障害である。幹細胞が再
生医療に期待がもたれる中で、iPS 細胞は ES 細胞の
無尽蔵な増殖能と多分化能を持ち、そして自己の細胞
である成体幹細胞と同じく免疫拒絶反応を起こさない
という、言わば両者の利点を兼ね備えた究極の幹細胞
となった。このような iPS 細胞の培養・増殖・分化誘
導が確立すれば、ドナー部位の量的制限と大きな侵襲
がなくなり、成体材料（足場）とのコンビネーション
によって再生医療の適用が広がる。しかしながら体細
胞を初期化するこれらの 4 つの遺伝子は、増殖能など
ES 細胞の状態を維持するものや、がん遺伝子の一種
として知られるものが含まれており、これらの遺伝子

（3 遺伝子や 2 遺伝子のみでも初期化は可能との報告
もある）はレトロウィルスベクターによって染色体に
送り込まれるため、細胞にとって重要な遺伝子が失わ
れる可能性と“がん化”の可能性を完全否定すること
は出来ない。すなわち、“がん化抑制”は“究極の幹
細胞”を再生医療に利用するためには必要不可欠であ
り、今後も研究の焦点となるであろう。また、iPS 細
胞は患者ごとの薬効や病気の原因究明など、再生医療
以外の用途に対しても可能性が広がるため、患者の体
にかわる「被験材料」になると考えられる。

　　　　　　　「JST·News·/·Vol.4·No.10·January·2008」（独立行政法人　科学技術振興機構）より

　　　　　図４：iPS 細胞

「東京都臨床医学総合研究所」（財団法人　東京都医学研究機構）より

図３：ES 細胞
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７．間葉系幹細胞と骨再生

　骨再生を目的とした幹細胞の利用を考えた時、倫理
面・安全面に加えて簡便性の点からも成体幹細胞のう
ち間葉系幹細胞をターゲットにすることは非常に意
味がある。骨髄液から採取する骨髄間質細胞（MSC,·
Marrow-derived·mesenchymal·stem·cell）は間葉系
幹細胞として古くから骨再生の素材として研究されて
おり、1966 年に A.J.·Friedenstein らがラット大腿骨
由来の MSC を培養して、骨芽細胞へ分化することを
証明した 4）。今日までに、MSC を用いた骨芽細胞分
化の試みや骨形成・骨再生の動物実験などは数多く報
告され、そのどれもが良好な結果を得ている（図５）。
このような「骨再生」を目的とした細胞培養実験お
よび動物実験では、間葉系幹細胞として MSC が多く
研究されてきていることは、例えばラット大腿骨から
の MSC の分離・培養など、細胞を採取する手技の簡
便性からも理解が出来る。しかしながら、実際に骨
髄に含まれる MSC の存在頻度に関しては、10,000 ～
100,000 細胞に 1 個という報告もあり決して多くはな
い 5）。では、MSC 以外で効率よく間葉系幹細胞を採
取することが出来る組織はあるのだろうか。ところで
皮下脂肪は、美容外科や数々の外科治療において大量
に捨てられる組織である。UCLA の Zuk らはこの皮
下脂肪細胞の基となる脂肪幹細胞（ADSC,·Adipose-

derived·stem·cell）が、脂肪細胞だけでなく MSC と
同様に骨、軟骨、脂肪、心筋、神経、肝臓などに分化
する間葉系幹細胞であることを報告した（図６）6）。

さらに、皮下細胞における ADSC·の頻度は、コラゲ
ナーゼ処理により完全分解した脂肪細胞の 100 細胞中
に 1 個存在するという報告がある 7,·8）。つまり ADSC
の組織における含有率は、MSC のそれの 100 ～ 1,000
倍ということになる。また、幹細胞の細胞生物学的
性質の指標として、細胞表面マーカーを観察するこ
とが一般的であるが、その内の CD34、CD105、SH3、
Stro-1、CD90、CD44 などは ADSC と MSC に共通に
発現している。そこで、間葉系幹細胞の臨床応用を考
慮した場合には、皮下脂肪由来の幹細胞、すなわち局
所麻酔で安全に採取できる ADSC の方が、前述の細

「骨・関節の再生テクノロジー」（独立行政法人　産業技術総合研究所）より

図５：MSC

　　　　　　　「CAP·/·December·2010」より

　　　　　図６：ADSC
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胞培養実験や動物移植実験で多く使用される MSC に
比較して簡便なソースである。培養に使用する血清の
問題など解決すべき点もあるが、今後さらに手技が進
歩すれば、効率の良い骨芽細胞分化誘導と骨再生が大
きく前進する可能性がある。

　我々の研究グループにおいても、MSC と ADSC
の骨芽細胞分化誘導を試みているので、その一部を
紹介する。マウス由来のそれぞれの細胞を表面抗原
CD90(+) と CD90(-) にソーティングし、骨芽細胞分
化誘導培地を用いて 7 日間培養したところ、MSC/
CD90(+) が MSC/CD90(-) 比べてアルカリフォスファ
ターゼ（ALP）陽性細胞が多い一方で、ADSC に
関しては CD90(+) 細胞群に比較して CD90(-) 細胞群
に ALP 陽性細胞が多く観察された。これは MSC、
ADSC ともに骨芽細胞への分化が報告されているも
のの、異なる組織由来の幹細胞では、その性質が異な

　 図７：ADSC および MSC の骨芽細胞分化誘導

　ADSC(4W)

　ADSC(8W)

　MSC(8W)

　MSC(8W)

る可能性を示唆している（図７）。

８．まとめ

　骨再生という限定した再生医療においては、ES 細
胞あるいは iPS 細胞は簡便性・安全性の観点から第
一候補にはならないかもしれない。一方で MSC や
ADSC などの生体幹細胞は、骨芽細胞分化に対する
ability が高く、簡便性・安全性に加えて倫理面でも
臨床的に有用性があると思われる。ただし、いくら細
胞の分化誘導操作が適切に行われたとしても、それら
の donor 細胞を適切に recipient 部位に運ぶためには、
やはり適切な成体材料との「ハイブリッド技術」が必
要になってくる。そしてこの技術の発展は、骨再生に
続く可撤性義歯や歯科用インプラントなど、我々の歯
科臨床においても「早期の親和」「安定」そして「機能」
に大きく貢献するであろう。さらに、生命の根源、人
間の成り立ちをも明らかにしていく再生医学・医療の
進歩は、自己治癒力を最大限に生かし、余儀なくされ
た負担を大きく和らげることで、我々の生命観をも大
きく変えるであろう。
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バイオインテグレーション学会に期待して

奥寺　元

Hope for Bio-Integration Society

Hajime Okudera

　公益法人日本口腔インプラント学会認定施設
　東京形成歯科研究会会長

１．はじめに

　私は学生時代、アメリカ・ニューヨーク州にある
ローチェスター大の W.F.Neuman·&·M.W.Neuman
教授夫妻が 1963 年に書かれた著書、“The·Chemical·
Dynamics·of·Bone·Mineral”、直訳すれば「骨ミネラ
ルの化学動力学」を当時東京医科歯科大学歯学部生化
学教室の荒谷真平教授と教室員で翻訳された「骨の生
化学」（医歯薬出版株式会社）という本でハイドロキ
シアパタイト（HA）について初めて勉強した。大変
印象深いことがあった。そこにはアパタイトの語源は
ギリシャ語で「アパトー、惑わす（deceive）」の意味
から付けられたと書かれていたからである。化学式が
複雑であるばかりでなく、骨や歯のミネラルの主成分
で性質も複雑であったからと思われる。荒谷真平先生
の愛弟子であった神奈川歯科大生化学教室の 藤　滋
教授（当時）はその意を汲んでロチェスター大へ留学
し、コラーゲンとアパタイトに関する輝かしい研究実
績をあげてこられ、我々に教えてくれた。以来、HA
には少なからず興味を持ってきた。このようにハイド
ロキシアパタイトは古くて新しい生体調和の素材と考
えられてきた。

２．セラミックインプラント時代

　1970 年代は、アメリカにおけるバイオガラスやカー

ボン、ヨーロッパとくにドイツでは TCP（リン酸 3
カルシウム）、結晶化ガラス（セラビタール）やアル
ミナなどのセラミックスによる歯科用インプラントな
どが花盛りであった。ドイツのチュービンゲン大学と
フリアデント社で開発されたアルミナインプラントは
記憶に残る。しかしヨーロッパではセラミックの破折
による臨床上の問題が明らかになると、発売したばか
りにもかかわらず撤退を決定した。その後、わが国で
もアルミナ多結晶や単結晶（サファイヤ）による歯科
用インプラントが「バイオセラム」という商品名で一
世を風靡したこともあったが、10 年ほどで結局はド
イツと同じ運命をたどった。このことが、後の日本に
おけるインプラントの普及に足かせになったことは事
実である。初めからチタンインプラントを利用した台
湾や韓国ではその普及が著しいことはご存知の通りで
ある。私も御多分に洩れず、セラミックインプラント
では苦い臨床経験をした。
　1984年にHAセラミックインプラント「アパセラム」
が出現し、骨の癒合という点ではすぐれていたが、機
械的強度がガラス並みと小さく、単体としては骨補填
材「アパセラム」として実用化するだけになった。し
かしその流れは現在のHA·coated·implantにつながっ
ている。

３．私の HA コーティングインプラントの臨床経験

　私は、米国 Gerald·A.·Niznick 博士が発明した
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Core-Vent/Paragon·Implant を手掛けたのが HA の
始まりである。その後、このインプラントは Zimmer
に吸収されるのであるが、それまで、確かな手ごたえ
を感じて行っていたブレード、IMZ インプラントや
SCREW·VENT·ITI よりも初期固定と容易さで優れて
いることを肌で感じた。
　その後、日本ではチタンブレードにプラズマ溶射法
により HA コーテングされた「スミシコン」が 1988
年に製造販売承認された。その開発に、松本歯科大学
の伊藤充雄教授らと東京形成の津末・黒山一派として
私も携わった。ブレードの欠点である、横からの力に
対しても強く、一時的に新しい市場を切り開いたが、
ネック部からの破損などにより撤退した。この失敗は
奇しくも、HA コーテングの骨結合力の強さを実証し
た。また HA に骨形成を遅らせるアルミナを混合し
たことが撤退の一つの原因とも言われている。

４．バイオインテグレーション学会に期待

　これらの私の歴史的臨床経験から、生体調和や生体
活性のある HA コーテングインプラントは魅力的で
あると感じている。まだまだ未知や未解決のものも多
いので、今後の研究が期待されるところである。
　ノーベル・バイオ社やストローマン社がプラチ
ナ・スポンサーとして力を入れている Academy·of·
Osseointegration（AO）や EAO：European·Academy·
of·Osseointegration（EAO）などのチタンインプラ
ントのオッセオインテグレーション学会に対抗し
て HA コーティングインプラントのバイオインテグ
レーション学会（Bio-Integration·Society）が、世界
に先駆けて日本で 2011 年に設立された。基礎と臨
床家が対等に、自由に討論できる場と聞いている。
Bio-Integration という名を普及させた、私の恩師の
Meffert·R.M. テキサス大学教授は、青木らが開発した
薄膜ＨＡコーティングインプラントには注目をしてい
たが、残念なことに昨年亡くなられた。その薫陶を受
けた私共は HA インプラント講演のたびに、Meffert
教授を思い起こす。バイオインテグレーション学会に
は、立場を考えないで真剣に議論できる場と期待する
ものである。
　歯科医学の人類に貢献する一分野としてインプラン
ト医療は抜き出ているが、顎保全や再生ではもとの健

康な骨まで回復されない。
　今後、本学会がそれらを究明して真に患者のための
歯科インプラント医学を構築していただきたい。
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バイオインテグレーション学会
第２回学術大会・総会開催

　2012 年 1 月 29 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第 2 回
学術大会・総会が下記プログラムのもとに、ポスター発表 14 題、企業展示も 17 社の参加を得て、盛大に開催さ
れました。
　尚、本大会の直前に津末　臺先生と懸田利孝先生の両顧問がご逝去されました。ここに謹んで両先生のご冥福
をお祈り申し上げます。

第２回学術大会・総会　プログラム

2012 年 1 月 29 日（日）　於東京医科歯科大学・Ｍ＆Ｄタワー　

　　☆· 9:00 ～ 9:45· 評議委員会・理事会（大講堂）

　　☆· 9:55· 大会長挨拶· 春日井昇平　（東京医歯大　インプラント・口腔再生医学分野）

　　☆· 10:00 ～ 11:45· 教育講演（大講堂）
· 10:00·～·10:50· Ⅰ .「骨髄細胞を用いた骨再生とインプラント治療」
· · · 座長　黒田真司（東京医歯大インプラント・口腔再生医学分野）
· · · 講師　各務秀明（東京大学·医科学研究所）
· 10:55·～·11:45· Ⅱ .「HA コーティング技術の現状と将来」
· · · 座長　春日井昇平（東京医歯大インプラント・口腔再生医学分野）
· · · 講師　青木秀希　( 埼玉工業大学、国際アパタイト研究所 )
　　☆· 11:45 ～ 12:00· 総会（大講堂）

　　☆· 12:00 ～ 12:50· ランチョンセミナー
· · · 株式会社インプラテックス、
· · · 株式会社白鵬、
· · · 日本メディカルマテリアル株式会社

　　☆· 13:00 ～ 16:30· シンポジウム（大講堂）
· · 「HA インプラントの長期予後を目指して」
· · · 座長　春日井昇平
· 13:00 ～ 14:55· 歯科医師シンポジウム· 演者：山道信之、　椎貝達夫、　石本光則、　林　正人
· 15:00 ～ 15:55· 歯科衛生士シンポジウム· 演者：河野章江、　安達恵利子、　佐藤千歩
· 16:00 ～ 16:35· 歯科技工士シンポジウム· 演者：佐藤裕也、　松浦賢治
　　☆· 16:40 ～ 17:00· 総合討論（大講堂）

　　☆· 10:00 ～ 17:00· ポスター・企業展示（大講堂入口前）
· · ポスター討論　　15:00–15:30（odd·No.）/·15:30-16:00（even·No.）

　　☆· 17:30 ～ 19:30· 懇親会（東京ガーデンパレス）

●学会広報
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総合討論　壇上に勢ぞろいした演者

懸田先生、津末先生　両顧問への黙祷 ポスター発表風景

企業展示風景

懇親会風景
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第 3 回学術大会並びに総会開催のお知らせ

各·位

　平成 25 年度のバイオインテグレーション学会学術大会なら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、学会のホームページ等でお知らせいたします。

記

日　時：2013 年（平成 25 年）6 月 23 日（日）9 時 30 分～ 17 時（予定）
会　場：アスティ 45（札幌市中央区北４条西５丁目）札幌駅前 ACU 研修室 16 階
学術大会・総会：9 時 30 分～ 17 時
懇親会：6 月 22 日（土）18 時～ 20 時　京王プラザホテル 1F グラスシーズンズ

内　容：
　・特別講演Ⅰ「生体物理刺激の口腔インプラントへの応用（仮題）」
　　　　越智守生　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　教授
　・特別講演Ⅱ「生体物理刺激による骨の再生・再建（未定）」
　　　　（演者未定）
　・シンポジウム「人工骨の臨床応用の実際とその予後（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：学術大会の参加申し込みは、学術大会のホームページ等で受け付けます。

大会事務局：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
〒 061-0293　北海道石狩郡当別町金沢 1757
　　　　　　TEL:·0133-23-1211（内線 3354）　FAX:·0133-23-2892
　　　　　　E-mail:·bio-i3@hoku-iryo-u.ac.jp
　　　　　　学術大会ホームページ：http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~bio-i3

平成 24 年 8 月 6 日
第 3 回バイオインテグレーション学会学術大会

　　　大会長　　　　三嶋　顕
　　　実行委員長　　越智守生

　準備委員長　廣瀬由紀人
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ISACB 6
6th International Symposium on Apatite

and Correlative Biomaterials

第6回　国際アパタイト関連生体材料学会

開催日：2013 年 6 月 5 日～ 7 日
場　所：フランス・ナンテス大学
大会長：Professor·Guy·Daculsi,·Nantes·University

＊大会長はβ－ TCP が専門であるので、骨補填材が中心のシンポジウムの課題になるであろう。
＊·下表は、過去に開催された本国際学会。尚、第 22 回日本アパタイト研究会は、菊池正紀博士が大会長で2011 年 11

月つくば市で開催された。

開催回 開催年月日 会　場 大会長
第 1 回 1991 年 7 月 18-19 日 東京医科歯科大学 青木　秀希
第 2 回 1995 年 7 月 3-4 日 東京医科歯科大学 青木　秀希

第 3 回 2005 年 10 月 25 日～ 28 日 中国武漢理工大学
李　　世普
青木　秀希
R.Z.LeGeros

第 4 回 2008 年 9 月 10 日～ 13 日 フィリピン・マニラ市
R.Z.LeGeros
青木　秀希
李　　世普

第 5 回 2010 年 12 月 10 日～ 12 日 オーストラリア・ケアンズ
B.Ben-Nissan
青木　秀希
R.Z.LeGeros

第 6 回 2013 年 6 月 5 日～ 7 日 フランス・ナンテス大学
G.Daculsi

R.Z.LeGeros
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

オステムジャパン株式会社 〒 144-0051
東京都大田区西蒲田５－２７－１４ 03-5714-5955

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 03-6272-9978

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

ジーシー株式会社 〒 174-8585
東京都板橋区蓮沼７６－１ 03-3965-1322

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

京セラメディカル株式会社 〒 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

株式会社プラトンジャパン 〒 195-0062
東京都町田市大蔵町５６ 042-734-8088

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

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
2012 年 6 月 30 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

１．投稿資格
　　·　投稿は、原則としてバイオインテグレーション学会会員に限る。ただし、編集委員会が認めた場合はこの

限りではない。

２．原稿内容
　　·　原稿は、バイオインテグレーションにかかわる総説、原著、臨床研究、症例報告、調査研究、紹介記事な

どとする。なお、このほかに編集委員会から依頼した論文を掲載することがある。

３．本誌の発行予定
　　·　本誌は年 1 回、学術大会後に発行することとし、必要があれば増刊する。

４．原稿の採否
　　·　原稿の採否は複数の査読委員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定する。ただし、内容、字句な

どの修正を求めることもあり、投稿規定に従わない原稿は受理しない。

５．原稿の書き方
　　·　原稿は、上記原稿内容の種別を指定し、Ａ４版用紙に、以下の順に簡潔に述べる。表紙には表題、著者名、

所属機関（それぞれに英訳をつける）を記載する。
　　　１）·英文抄録（Abstract）は A4 版用紙にダブルスペースで、300·words（症例報告は 150·word）以内と

し、目的、方法、結果、結論を明確に記載する（ネイティブチェックが完了していること）。
　　　２）Key·words·は 3 ～ 5words の和文、英文とする。
　　　３）緒言
　　　４）材料と方法（症例）
　　　５）結果
　　　６）考察
　　　７）結論
　　　８）文献
　　　　　記載例
　　　　　　１）和文誌例
　　　　　　　　·田中誠、田中收、舞田健夫；HA コーティングインプラントの臨床的評価　5 年間の成績．日

補綴会誌 41·:620 － 628、1997.
　　　　　　２）英文誌例
　　　　　　　　·Ozawa·S,· ·Kasugai·S.· ·Evaluation·of· implant·materials· (hydroxyapatite,·glass-ceramics,·

titanium)·in·rat·bone·marrow·stromal·cell·culture.·Biomaterials·17:23-29.1997.
　　　　　　３）単行本例
　　　　　　　　青木秀希；驚異の生体物質·アパタイト、医歯薬出版株式会社、·東京、1999、87-122.
　　　　　　４）文献の番号は、文中で１）、２）、３）・・・を付け、本文末尾に引用順に記載する。
　　　　　　５）共著者は全員記載する。
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６．校正
　　·　著者校正は原則として初校のみとし、その際には字句の著しい変更、追加、削除等は認めない。校正刷は

所定の日までの返却のこと。

７．別冊
　　·　別冊希望者は論文表紙に希望部数（50 部単位とする）を朱書し、実費を負担する。

８．その他
　　·　この規定にない事項は、別に編集委員会で決定する。

９．原稿送付先
　　　原稿の送付および問い合わせ先は、下記のとおりとする。
　　　〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 2-12-9　大信ビル 201
　　　バイオインテグレーション学会　編集委員会
　　　電話：03-6272-9978、ファックス：03-6272-9968
　　　なお、原稿は電子ファイルにして、E-mail 添付でファイルとしても受付け可能である。
　　　E-mail:·info@bio-integration.jp

10．補則
　　·　本規定を改正する場合には、理事会の承認を経なければならない。

11．付則
　　　１）本規定は平成 24 年 8 月 6 日に改正し、その日から施行する。

　　バイオインテグレーション学会学術大会講演原稿の記載要領

　　　１．演題発表者名、発表者全員の所属機関
　　　２．800 字以内とする。
　　　３．内容
　　　　　１）目的
　　　　　２）方法
　　　　　３）結果
　　　　　４）考察
　　　　　５）結論
　　　　　６）文献：特に必要としない
　　　　　７）発表者の E-mail アドレス
　　　４．文献は 2 編まで。
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　＜編集委員会＞
　　委員長　　春日井　昇平
　　委　員　　今井　弘一、今井　守夫、尾関　和秀、黒田　真司、新谷　明喜、藤森　達也、松野　智宣

バイオインテグレーション学会誌　第 2巻　第 1号· 定価·5,000 円

2012 年 8 月 31 日　発行
　　発行人　青　木　秀　希
　　編集人　春日井　昇　平
　　発行所　バイオインテグレーション学会
　　　　　　〒 101-0061　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
　　　　　　　事務局（原田　裕子、藤巻　洋人）
　　　　　　TEL：03-6272-9978　　FAX：03-6272-9968　　E-mail：info@bio-integration.jp
　　　　　　URL：http://www.bio-integration.jp
　　印　刷　ミツバ綜合印刷株式会社
　　　　　　〒 101-0051　東京都千代田区神田神保町 1-25-8　TEL：03-3291-2243　FAX：03-3293-1476

（乱丁・落丁本はお取り替えいたします。　禁無断転載・複写）

編　集　後　記

　大規模な学会の周りには、ちょうど太陽の周りを回る衛星のような小規模な学会をよく目にします。これらの小さな
学会は，大規模な学会の学術分野の元気さを象徴しています。逆に衛星のような学会がだんだんと消滅していくようでは、
学術分野を代表する大規模な学会がすでにピークを過ぎて時代に合わなくなっていると思います。幸いにも歯科インプ
ラントの中核をなす口腔インプラント学会は、今や会員数１万２千人以上の歯科界最大の学会となり、バイオインテグ
レーション学会が設立されるような新しい学術分野を創成する元気の良い潜在エネルギーを持っているようです。
　最近、欧米の大規模な雑誌社による学術雑誌の企業寡占化や、それに関連するインパクトファクター数値の偏重のお
かげで、和文誌は論文がなかなか集まらす苦労しておられる話をよく耳にします。しかし、図書館で実際に良く読まれ
ているのは和文誌だといわれております。とくに臨床医の先生方に読まれるためには数多くの企画で内容を充実する必
要があります。評判の良かった第１巻は、雑誌よりはむしろ単行本とも呼べる程すばらしい充実ぶりでした。今回、第
２巻の編集の一端に加えて頂きまして、青木先生、春日井先生ほか多くの方々の大変な情熱に感嘆しました。今回の第
２巻１号も最初の巻頭言から始まって、特別企画 : バイオインテグレーションに関わる基礎科学、２つの特集（CAD/
CAM、「HA インプラントの長期予後を目指して」）、原著、症例報告、基礎講座と臨床講座、オピニオンなど、内容は盛
りだくさんでどれもインプラント歯科医にとって必読の内容です。私も編集の方々の一員に加えて頂き、今回とても勉
強になりましたことを付け加えさせていただきます。

（今井　弘一）


